
 

 

 

 

 

 

『くまのトーマスはおんなのこ 

ジェンダーとゆうじょうについてのやさしいおはなし』 

ジェシカ・ウォルトン／さく ドゥーガル・マクファーソン／え 

ポット出版プラス 2016.12 絵本 

エロールは、くまのトーマスから、心の中で

は自分は女の子だと打ち明けられる。悩んだ末

に打ち明けたトーマスに対し、エロールは「ぼ

くは きにしないよ。きみが おんなのこでも 

おとこのこでも。だいじなのは きみが ぼく

のともだちってことさ」と答え、受け入れる。

LGBT の当事者が自らの子どものために創作

した絵本。 

 

『王さまと王さま』 

リンダ・ハーン、スターン・ナイランド／絵と文 

ポット出版 2015.8 絵本 

王子と王子が結ばれて、末永くしあわせに

暮らすというおとぎ話風の絵本。女王の説得

で結婚することに決めたものの、どのお姫様

も好きになれない王子が、王子様に一目ぼれ

し、みんなの祝福を受けて結婚するというス

トーリー。 

 

多 様 な 性 を 理 解 す る た め に 

ＬＧＢＴを中心とした小学校教員向けブックリスト 



『わたしはあかねこ』     

サトシン／作 西村 敏雄／絵 

文溪堂 2011.8 絵本 

 しろ猫とくろ猫の間に生まれた５匹のきょうだ

いの中に、１匹だけあかい猫がいた。家族は心配

し、あかねこの色を変えようとあれこれ試すが、

自分らしくありたいあかねこは家出する。やがて、

あかねこは、あかい毛並みをきれいだと言うあお

ねこと出会い、７色の子猫が生まれる。 

 

『おんぶはこりごり』 

アンソニー・ブラウン／作 平凡社 2005.3 絵本 

ピゴットさんと２人の息子は、すてきな家で幸

せに暮らしている。でもピゴット夫人は、一人、

家事と仕事に明け暮れている。ある日夫人が家出

をしてしまい、幸せな生活は一変する。ユーモア

あふれる絵で家族のあり方を問い直す絵本。 

 

『ええやん そのままで』 

トッド・パール／作 つだ ゆうこ／訳 

解放出版社 2008.12 絵本 

 色や形が違うのも、車いすでゆっくり行くの

も、新しいお母さんやお父さんを迎えるのも、

みんな「ええやん」。「そのまんまの あんた

が そこにいるだけで じゅうぶん そのこ

とがうれしい」と、色鮮やかなイラストと関

西弁でリズミカルに語りかける絵本。 



『タンタンタンゴはパパふたり』 

ジャスティン・リチャードソン＆ピーター・パーネル／文 ヘンリー・コール／絵 

ポット出版 2008.4 絵本 

セントラル・パーク動物園での実話にもとづ

く絵本。オスペンギンのロイとシロは２羽で巣

を作り、石の卵をあたため始める。飼育員が放

置された卵と入れ替えると、２羽は卵を孵しタ

ンゴが生まれた。寄り添う３羽は、他の家族と

変わらず幸せそう。米国図書館協会の Notable Children’s Book(*)に選定。 

＊前年度の出版物から 14 歳以下を対象として選ぶ優れた子ども向け資料 

 

『レッド あかくてあおいクレヨンのはなし』 

マイケル・ホール／作 子どもの未来社 2017.1 絵本 

 レッドはあかいクレヨン。でも、赤く塗るのが得意で

はない。先生の指導も、家族の心配も、友達の励ましも

レッドを苦しめるだけ。ところが、新しい友達の「海を

描いて」という一言で、レッドの世界は一変する。米国

図書館協会のレインボーリスト(LGBT についての青少

年向け推薦図書)にも選ばれた絵本。 

 

『じぶんをいきるためのるーる。』 

ippo.／[作] 解放出版社(発売)  2015.2 絵本 

 自分が着たい服を着る。したい髪型にする。着けた

い下着を着ける。使いたい言葉で話す。好きになった

人を好きになる。自分のことをおかしいと思わない。

自分を生きるための大切な６つのルール。シンプルな

イラストで、自分のままでいいと語りかけてくる絵本。 



 

『よくわかる LGBT 多様な「性」を理解しよう』 

藤井 ひろみ／監修 PHP 研究所  

2017.9 知識 

「LGBTって何？」「もしも自分や友だちがLGBT

だったら？」「LGBT に対する日本の取り組み・世界

の取り組み」という章立てで、基本的な知識につい

て網羅。 

 

 

 

 

 

『セクシュアルマイノリティってなに?  

(ドキドキワクワク性教育⑤)』 

日高 庸晴／監修 少年写真新聞社 2017.1 知識 

 思春期を迎える子どもに向け、「自分って

なんだろう？」という問いかけを入口に、

からだの性、こころの性、好きになる性、

性別表現について、親しみやすいイラスト

でわかりやすく解説し、その人らしくある

ことを尊重することの大切さを伝える。相

談機関紹介やカミングアウトについての記

載もある。 

 

 

 

 



『ピンクがすきってきめないで』

ナタリー・オンス／文 イリヤ・グリーン／絵   

講談社 2010.1 絵本 

 黒が好きでピンクにはうんざりな女の子が、押し付

けられる女の子らしさ、男の子らしさに対する疑問を

ぶつける。ずっと自分らしくいたいという気持ちがス

トレートに伝わる、ジェンダーをテーマとする絵本。 

 

『ジョージと秘密のメリッサ』      

アレックス・ジーノ／作 島村 浩子／訳 偕成社 2016.12 読物 

 ４年生になるジョージは、一人きりで女の子向け雑誌

を見る時だけ、本当の自分「メリッサ」になれる。周囲

に打ち明けられず苦しむジョージは、学校劇で「シャー

ロット」を演じることで自分は本当は女の子だとわかっ

てもらおうとする。いじめに合いながらも親友の助けを

得てシャーロットを演じたジョージに、家族も寄り添い、

一緒に進む決心をする。 

 

『パンツ・プロジェクト』 

キャット・クラーク／著  三辺 律子／訳 あすなろ書房 2017.1 読物 

中学１年生になったリヴは、どうしても制服のスカー

トを受け入れられない。本当に受け入れられないのは、

自分が女の子だということもわかっている。苦しい毎日

を変えるため、リヴは女子にズボンの着用を認めさせる

活動を始める。いじめや教師の無理解、親友の裏切り等

に合いながらも、新しい仲間を得て、リヴも成長してい

く。 

 



 

『いろいろな性、いろいろな生きかた 

1 いろいろな性ってなんだろう? 

2 だれもが楽しくすごせる学校 

3 ありのままでいられる社会 』 

渡辺 大輔／監修 ポプラ社 2016.4 知識 

 

 導入編、学校編、社会編の３巻。巻頭のマンガで各巻テーマのポイントを示

し、当事者のインタビューにより問題点を掘り下げていく。イラストや写真も

多く、子どもが一人でも読み進めやすい作りになっている。ブックガイド・関

連団体一覧の掲載あり。 

 

 

 

『ゲイのボクから伝えたい「好き」の？がわかる本 

みんなが知らない LGBT』      

石川 大我／著 太郎次郎社エディタス 

2011.1 知識 

 ゲイユースのための友達づくりイベントを主催し

てきた著者が、LGBTに関する素朴な疑問を解消す

るヒントを、できるだけ簡単にまとめた資料。対象

は思春期から大人までだが、ルビもあり、小型で薄

く、手に取りやすく読みやすい。 

 

 

 

 



 

『LGBT なんでも聞いてみよう 

中・高生が知りたいホントのところ』 

QWRC ＆ 徳永 桂子／著 

子どもの未来社 2016.8  

「性の多様性」を中心に、中・高生からの質問に答

える Q&A と、知識をまとめたページで構成されてい

る。当事者からの質問もあり、相談機関・コミュニテ

ィスペース・参考サイトも掲載されている。 

 

 

 

『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なら』 

遠藤 まめた／著 合同出版 2016.7 

 LGBT の子ども・若者支援にかかわる著者が、当事

者の声をもとに、子どもと接する大人に知ってほしい

LGBT に関する知識や子どもの悩み、対応のヒントを

紹介する。関連書籍や支援団体などの資料も収録。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市立図書館 平成３０年４月発行 

読書活動推進標語 読書とは 新たな旅への パスポート 

 

掲載資料一覧

書名 著者 出版社 出版年 分類

低学年に向けて

くまのトーマスはおんなのこ

ジェンダーとゆうじょうについての

やさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトン／さく ポット出版プラス 2016.12 絵本

王さまと王さま
リンダ・ハーン、スターン・ナイ

ランド／絵と文
ポット出版  2015.8 絵本

わたしはあかねこ サトシン／作 文溪堂  2011.8 絵本

おんぶはこりごり アンソニー・ブラウン／作 平凡社 2005.3 絵本

ええやん　そのままで
トッド・パール／作

つだ ゆうこ／訳
解放出版社 2008.12 絵本

中学年に向けて

タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン・リチャードソン

＆ピーター･パーネル／文

ヘンリー・コール／絵

ポット出版  2008.4 絵本

レッド

あかくてあおいクレヨンのはなし
マイケル・ホール／作 子どもの未来社  2017.1 絵本

じぶんをいきるためのるーる。 ippo.／[作] 解放出版社(発売) 2015.2 絵本

よくわかるLGBT　(楽しい調べ学

習シリーズ)　多様な「性」を理解し
よう

藤井 ひろみ／監修 PHP研究所 2017.9 知識

セクシュアルマイノリティってなに?

(ドキドキワクワク性教育⑤)
日高 庸晴／監修 少年写真新聞社 2017.1 知識

高学年に向けて

ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス／文 講談社 2010.1 絵本

ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ／作 偕成社 2016.12 読物

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房  2017.1 読物

いろいろな性、いろいろな生きかた

1～３
渡辺 大輔／監修 ポプラ社 2016.4 知識

ゲイのボクから伝えたい「好き」

の？がわかる本　　みんなが知ら

ないLGBT

石川 大我／著 太郎次郎社 エディタス 2011.1 知識

保護者・先生に向けて

LGBTなんでも聞いてみよう

中・高生が知りたいホントのところ
QWRC／著 子どもの未来社 2016.8 知識

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

なら

 遠藤 まめた／著 合同出版 2016.7 知識


