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2018 年度ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ（ライフコースを考える） 
第 5 回 LGBT に関する法制度（社会的受容の法的切り口を考える） 

「さらに理解を深めるためのリソースガイド」 

本ガイドの PDF（リンクを直接クリックしてご利用いただけます）を http://bit.ly/2MLDckiに掲載しています。 
 
1．「LGBTについてその概要を学ぶ」 
2．「LGBTを巡る法律を学ぶ」 
3．「同性カップルについて学ぶ」 
4．「LGBTと企業・職場について学ぶ」 
5．「LGBTと企業・職場について学ぶ―トランスジェンダー」 
6．「LGBTと学校・子どもについて学ぶ」 
7.  その他 
 
1．「LGBTについてその概要を学ぶ」 
LGBTの現状と課題  立法と調査 No.394（参議院常任委員会調査

室・特別調査室） 
2017年 11月 
 

http://bit.ly/2GUMzwf 
(無料ダウンロード) 

LGBTを知る (日経文庫) 森永 貴彦 2018年 4 月 https://amzn.to/2MLm0eK 
性的指向および性自認を理由とするわたしたちが直面す
る社会的困難リスト（第２版） 

LGBT 法連合会 2015年 9 月 
 

http://bit.ly/2IqKVSE 
(無料ダウンロード) 

セクシュアル・マイノリティへの心理的支援―同性愛、
性同一性障害を理解する 

針間 克己 , 平田 俊明, 石丸 径一郎, 葛西 
真記子, 古谷 野淳子, 柘植 道子, 林 直樹, 
松髙 由佳 (著) 

2014年 8 月 https://amzn.to/2MOrmWR 

カミングアウト 砂川秀樹 2018年 4 月 https://amzn.to/2MPHGXj 

http://bit.ly/2GUMzwf
http://bit.ly/2IqKVSE
https://amzn.to/2MPHGXj


カミングアウト・レターズ 砂川秀樹 (著, 編集), RYOJI (編集) 2007年 12月 https://amzn.to/2MQtZrd 
私らしく、LGBTQ（4巻セット）①多様な性のあり方を
知ろう②家族や周囲にどう伝える？③トランスジェンダ
ーってなに？④心とからだを大切にしよう 

L・ロス, ロバート・ロディ 2017年 2 月 https://amzn.to/2Gun73H 
 

同性愛と異性愛 風間 孝 , 河口 和也 2010年 3 月 https://amzn.to/2Eh3lmg 
【WEB】LGBTの基礎 LGBT とアライのための法律家ネットワーク 2018年 3 月 http://bit.ly/2MOSq8b 

 
2．「LGBTを巡る法律を学ぶ」 
性のあり方の多様性 一人ひとりのセクシュアリティが大
切にされる社会を目指して  

二宮 周平 (編集) 2017年 8 月 https://amzn.to/2GyWuXk 

セクシュアリティと法: 身体・社会・言説との交錯  谷口 洋幸 (編集), 綾部 六郎 (編集), 池田 
弘乃 (編集) 

2017年 10月 https://amzn.to/2GS8arH 

LGBTsの法律問題Q&A 
 

大阪弁護士会人権擁護委員会性的指向と性自
認に関するプロジェクトチーム 

2016年 6 月 https://amzn.to/2uLFKuz 

セクシュアル・マイノリティQ&A 
 

LGBT 支援法律家ネットワーク出版プロジェ
クト 

2016年 7 月 https://amzn.to/2q2uiWz 

セクシュアル・マイノリティの法律相談【LGBTを含む
多様な性的指向・性自認の法的問題】 

東京弁護士会 性の平等に関する委員会セク
シュアル・マイノリティプロジェクトチーム 

2016年 12月 https://amzn.to/2JdA9jT 

LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会 LGBT 法務研究部 2017年 2 月 https://amzn.to/2Gxmmac 
「LGBTと法」 
法学セミナー2017年 10月号 

法学セミナー 2017年 9 月  

特集「LGBT-セクシュアル・マイノリティ（性的少数
者）」 

東京弁護士会 LIBRA2016 年 3月号  2016年 3 月 
 

http://bit.ly/2EiJBiw 
(無料ダウンロード) 

【WEB】性的指向・性同一性（性自認）に関するＱ＆Ａ 自由民主党政務調査会 
性的指向・性自認に関する特命委員会 

2016年 6 月 
 

http://bit.ly/2MJjrK4 

【WEB】LGBT法連合会 LGBT 法連合会  http://bit.ly/2MLZSBa 
【WEB】LGBTと人権 アムネスティ・インターナショナル  http://bit.ly/2MOgVCx 
【WEB】Free and Equal 国連  http://bit.ly/2MQxOwz 

https://amzn.to/2Gun73H
http://bit.ly/2EiJBiw
http://bit.ly/2MOgVCx


 
3．「同性カップルについて学ぶ」 
同性婚 だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団  2016年 10月  
同性パートナーシップ制度―世界の動向・日本の自治体
における導入の実際と展望 

棚村 政行 (編集), 中川 重徳 (編集) 2016年 12月 https://amzn.to/2zawlij 

僕たちのカラフルな毎日~弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記~ (著), 吉田 昌史 (著) 2016年 4 月 https://amzn.to/2z6xlUK 
同性婚 私たち弁護士夫夫（ふうふ）です 南 和行 2015年 7 月 https://amzn.to/2KNM7Bg 
同性婚のリアル 東 小雪 (著), 増原 裕子 (著) 2016年 2 月 https://amzn.to/2NqDa2l 
夫夫円満 
 

パトリック ジョセフ リネハン, エマーソン 
カネグスケ  

2014年 7 月 https://amzn.to/2Irtd1F 
 

ルポ 同性カップルの子どもたち――アメリカ「ゲイビー
ブーム」を追う 

杉山麻里子 2016年 2 月 https://amzn.to/2MN6uPu 

【WEB】Love is Love(Machiと Theresaさんの物語り) LGBT とアライのための法律家ネットワーク  http://bit.ly/2MPcvLK 
【WEB】Love is Love(Kenと Kenjiの物語り) LGBT とアライのための法律家ネットワーク  http://bit.ly/2MMoppy 

 
4．「LGBTと企業・職場について学ぶ」 
職場の LGBT読本:「ありのままの自分」で働ける環境を
目指して 

柳沢正和, 村木真紀 , 後藤純一 2015年 7 月 https://amzn.to/2Iqb8kf 

職場における LGBT入門 
 

虹色ダイバーシティ  http://bit.ly/2GUOAIS 
サイト販売 

職場における LGBT対応ワークブック 虹色ダイバーシティ  http://bit.ly/2pS4SKF 
サイト販売 

ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて 日本経済団体連合会 2017年 5 月 
 

http://bit.ly/2GuwVuS 
(無料ダウンロード) 

「LGBT/SOGIに関する基礎知識と雇用の場面における
法律問題に関する若干の考察」 

石橋達成 
経営法曹 2017.6.20 (No.192) 

2017年 6 月  

特集 2「LGBT対応の社内設計」 中央経済社ビジネス法務 2017 年 3 月号 2017年 3 月 http://bit.ly/2IsHQ4r 
「[特集]労働法における LGBT問題」 労働法律旬報 No.1875 11 月上旬号 2016年 11月 http://bit.ly/2pWGWXl 

https://amzn.to/2Irtd1F
http://bit.ly/2GUOAIS
http://bit.ly/2pS4SKF
http://bit.ly/2GuwVuS


性的指向及び性自認（SOGI）に関する 差別禁止に向け
た取り組みガイドライン ～すべての人の対等・平等、人
権の尊重のために～  

日本労働組合総連合会 2018年 2 月 
 

http://bit.ly/2GPfAfo 
(無料ダウンロード) 

特集 2「LGBTの労働問題」 日本労働弁護団季刊誌労働者の権利 312 号 2015年 11月 http://bit.ly/2GznZQU 
【WEB】work with Pride work with Pride  http://bit.ly/2MOXCJg 
【WEB】Standard of Conduct for Business 国連  http://bit.ly/2MPJsaN 

 
5．「LGBTと企業・職場について学ぶ―トランスジェンダー」 
トランスジェンダーと職場環境ハンドブック だれもが
働きやすい職場づくり 

東 優子, 虹色ダイバーシティ, ReBit 2018年 3 月 https://amzn.to/2MLu2nU 

特集「トランスジェンダー/GIDとしごと」 
 

GID（性同一性障害）学会 2018年 3 月 
 

http://bit.ly/2uAsp8q 
(無料ダウンロード) 

トランスジェンダーの心理学――多様な性同一性の発達
メカニズムと形成 

佐々木掌子 (著) 2017年 4 月 https://amzn.to/2MOLZC3 

 
6．「LGBTと学校・子どもについて学ぶ」 
「ふつう」ってなんだ? LGBTについて知る本 殿ヶ谷 美由記 (著), ReBit (監修) 2018年 2 月 https://amzn.to/2MN9IT7 
先生と親のための LGBTガイド‐もしあなたがカミング
アウトされたら 

遠藤まめた 2016年 6 月 https://amzn.to/2q45vAP 

LGBTってなんだろう?--からだの性・こころの性・好き
になる性 

薬師 実芳 (著), 笹原 千奈未 (著), 古堂 
達也 (著), 小川 奈津己 (著) 

2014年 9 月 https://amzn.to/2MLr42K 

LGBTサポートブック: 学校・病院で必ず役立つ はた ちさこ (著, 編集), 藤井 ひろみ (著, 
編集), 桂木 祥子 (著, 編集) 

2016年 3 月 https://amzn.to/2MQZr8K 

 
7.その他 
ドレスを着た男子 (世界傑作童話シリーズ) デイヴィッド・ウォリアムズ他 2012年 5 月 https://amzn.to/2GuOevz 
ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ 2016年 12月 https://amzn.to/2q3fvu9 
百合のリアル 増補版 牧村朝子 2017年 1 月 https://amzn.to/2q13rum 

http://bit.ly/2GPfAfo
http://bit.ly/2uAsp8q
https://amzn.to/2GuOevz
https://amzn.to/2q3fvu9


 


