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2022年12月1日ー26日   りぶら展示架2 

横浜図書館 MG人権Week特設展示コーナー ブックリスト  

■ 性の多様性 

■ 性的同意 

No 書名 著者名 出版社 出版年 

1 Gender Wade Lisa  
W. W. Norton & 

Company 
2019 

2 13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル ダイヤモンド社 2017 

3 
はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり : 性の多様性に関す

るいじめ・ハラスメントをなくすために 
「なくそう!SOGIハラ」実行委員会 大月書店 2019 

4 みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた 筑摩書房 2021 

5 日本と世界のLGBTの現状と課題 : SOGIと人権を考える 
性的指向および性自認等により困難を抱

えている当事者等に対する法整備のため

の全国連合会 

かもがわ出版 2019 

6 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星 賢人 翔泳社 2020 

7 
The Oxford handbook of global LGBT and sexual 

diversity politics 
Bosia Michael J. 

Oxford University 

Press 

2019-

2020 

8 カミングアウト 砂川 秀樹 朝日新聞出版 2018 

9 あいつゲイだって : アウティングはなぜ問題なのか? 松岡 宗嗣 柏書房 2021 

No 書名 著者名 出版社 出版年 

1 がまんしないで、性的な不快感 : セクハラと性別による差別 ビクトリア・ショー 大月書店 2008 

2 レンアイ、基本のキ : 好きになったらなんでもOK? 打越 さく良 岩波書店 2015 

3 CHOICE : 自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ イースト・プレス 2020 

4 イエスの意味はイエス、それから… カロリン・エムケ みすず書房 2020 

5 
脱セクシュアル・ハラスメント宣言 : 法制度と社会環境を変えるため

に 

角田由紀子, 伊藤和子 編  

井上久美枝 他著 
かもがわ出版 2021 

6 デートレイプってなに? : …知りあいからの性的暴力 アンドレア パロット 大月書店 2005 

7 Consent to Sexual Relations. Wertheimer Alan 
Cambridge Uni-

versity Press, 
2003 

https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00334696
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00285950
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00308630
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00308630
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00331473
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00309611
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00320028
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00011530
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00011530
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00341651
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00336058
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00120114
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00292465
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00330644
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00323091
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00337468
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00337468
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00060578
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00006900
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明治学院大学 横浜図書館 

No 書名 著者名 出版社 出版年 

1 
世界中の子どもの権利をまもる30の方法 : だれひとり置き去りにしな

い! 

国際子ども権利センター, 

甲斐田万智子 編  荒牧 重人 監修 
合同出版 2019 

2 子どもの権利宣言 : ビジュアル版 シェーヌ出版社 編 創元社 2018 

3 子どもは「生きて」いるか : 子どもの権利条約30年のいま 日本子どもを守る会 編 かもがわ出版 2019 

4 21世紀の子どもたちの未来 : 国連ミレニアム宣言から15年後 （日本語字幕版監修 勝間靖） 丸善出版 2015 

5 Human rights : a very short introduction Clapham Andrew 
Oxford University 

Press 
2015 

6 
世界人権宣言 : ビジュアル版 : 日英仏3言語 = Illustrated 

Universal Declaration of Human Rights 

国際基督教大学 英訳 

遠藤 ゆかり 日訳 
創元社 2022 

7 身近に考える人権 : 人権とわたしたち 高井 由起子 編著 ミネルヴァ書房 2022 

8 友だちを助けるための国際人権法入門 申 惠丰 影書房 2020 

■ 人権（子供の人権と多様性） 

No 書名 著者名 出版社 出版年 

8 
現代思想 = La revue de la pens?e d'aujourd'hui 46巻

11号  特集＝性暴力＝セクハラ 
ユミ・スタインズ, メリッサ・カン 青土社 2018 

9 こんにちは!同意 : 誰かと親密になる前に知っておきたい大切なこと ユミ・スタインズ, メリッサ・カン 集英社 2022 

10 こんにちは!生理 : 生理と仲よくなるために大切なこと ユミ・スタインズ, メリッサ・カン 集英社 2022 

11 包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に 浅井 春夫 大月書店 2020 

■ 性的同意 

https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00311996
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00311996
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00310803
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00308484
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00300513
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00253053
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00341577
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00341577
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00339980
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00318240
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/ZN20003863
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/ZN20003863
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00345768
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00345769
https://mgopac.meijigakuin.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00322819

