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　さまざまなかたちの暴力
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

傷つく人、傷つける人 信田さよ子∥著 ホーム社 2013.7 146.8ﾉ

ストーカー・ＤＶ被害にあっていませんか？
馬場・沢田法律事務所∥
編

中央経済社 2011.3 326.2ｽ

いつか愛せる　ＤＶ共依存からの回復 あさみまな∥著 朱鳥社 2010.10 367.2ｱ

殴られる女たち　ドメスティック・バイオレンスの実態
マリー＝フランス・イルゴイエ
ンヌ∥著,松本百合子∥訳

サンガ 2008.4 367.2ｲ

モラル・ハラスメント
普通の結婚生活がわからなかった

北風めい∥著 新風舎 2005.11 367.2ｷ

ドメスティック・バイオレンス　絶望のフチからの出発 道あゆみ∥監修 実業之日本社 2009.3 367.2ﾄﾞ

パートナー暴力
男性による女性への暴力の発生メカニズム

Ｍ．ハーウェイ∥ほか編
著,鶴 元春∥訳

北大路書房 2011.9 367.2ﾊ

ランディ・バンクロフト氏が答えるＱ＆Ａ
ドメスティック･バイオレンスの真実

レジリエンス∥編集 レジリエンス 2011.2 367.2ﾗ

カウンセラーが語るモラルハラスメント
人生を自分の手に取りもどすためにできること

谷本惠美∥著 晶文社 2012.8 367.3ﾀ

モラル・ハラスメント　こころのＤＶを乗り越える 橋本俊和∥ほか著 緑風出版 2014.7 367.3ﾊ

「モラル・ハラスメント」のすべて
夫の支配から逃れるための実践ガイド

本田りえ∥ほか著 講談社 2013.6 367.3ﾓ

性犯罪・被害　性犯罪規定の見直しに向けて 女性犯罪研究会∥編 尚学社 2014.6 368.6ｾ

性暴力
読売新聞大阪本社社会部
∥著

中央公論新社 2011.4 368.6ｾ

逃げられない性犯罪被害者　無謀な最高裁判決
杉田聡∥編著,桐生正幸∥
ほか著

青弓社 2013.2 368.6ﾆ

ストーカー　被害に悩むあなたにできること 長谷川京子∥ほか著 日本加除出版 2014.4 368.6ﾊ

　　交際相手からの暴力(デートＤＶ）
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

恋の後始末　恋愛トラブル法律相談所
恋愛トラブル解決委員会
∥著,木皿裕之∥監修

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013.6 320.4ﾚ

女子のための「性犯罪」講義　その現実と法律知識 吉川真美子∥著 世織書房 2010.4 326.2ﾖ

デートＤＶ・ストーカー対策のネクストステージ 伊田広行∥著 解放出版社 2015.2 367.1ｲ

デートＤＶ　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤智子∥著 ベストセラーズ 2007.11 367.2ｴ

それ、恋愛じゃなくてＤＶです 滝田信之∥著 ＷＡＶＥ出版 2009.3 367.2ﾀ

        

「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」という言葉を知っていますか？ 
家族や恋人など、親しい者の間でふるわれる暴力のことです。 

ＤＶの相談件数は年々増加傾向にあり、被害者の約９割は女性です。 
「これってＤＶ？」「友人が恋人から暴力をうけているみたい…」そんなとき参考になる本を集めまし

た。 



デートＤＶってなに？Ｑ＆Ａ　理解・支援・解決のために
日本ＤＶ防止情報センター
∥編著

解放出版社 2007.12 367.2ﾃﾞ

デートＤＶと学校　“あした”がある 高橋裕子∥編著 エイデル研究所 2010.8 367.6ﾃﾞ

大学生と語る性
インタビューから浮かび上がる現代セクシュアリティ

田村公江∥ほか編著 晃洋書房 2011.10 367.9ﾀﾞ

ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本紀子∥ほか編 大月書店 2014.4 367.9ﾊ

傷つけられていませんか？
虐待的な関係を見直す

カーリーン・コブ∥著,水沢都
加佐∥監訳,水沢寧子∥訳

大月書店 2008.5 T367ｺ

大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤剛史∥著 岩波書店 2015.6 T367ｻ

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∥著,村瀬
幸浩∥監修,富永星∥訳

大月書店 2005.12 T367ﾊﾞ

１５歳までの女の子に伝えたい自分の体と心の守り方 やまがたてるえ∥著 かんき出版 2012.4 T367ﾔ

恋するまえに
デートＤＶしない・されない１０代のためのガイドブック

バリー・レビィ∥著,山口の
り子∥ほか訳

アウェアＦネット
支援の会

2008.9 Ｔ367.2ﾚ

　被害者を支援する方に
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

トラウマの心理学　心の傷と向きあう方法 小西聖子∥著 ＮＨＫ出版 2012.3 146.8ｺ

トラウマとＰＴＳＤの心理援助　心の傷に寄りそって 杉村省吾∥ほか編 金剛出版 2009.9 146.8ﾄ

対人援助職のためのリスニング
カウンセリングの基本となる聞き方

中島暢美∥著 ナカニシヤ出版 2014.4 146.8ﾅ

性暴力と刑事司法
大阪弁護士会人権擁護委員
会性暴力被害検討プロジェク
トチーム∥編集

信山社 2014.2 326.2ｾ

性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック 田中嘉寿子∥著 立花書房 2014.1 326.2ﾀ

弁護士に聞きたい！ストーカー・ＤＶの問題Ｑ＆Ａ
馬場・沢田法律事務所∥
編

中央経済社 2014.5 326.2ﾍﾞ

刑事司法とジェンダー 牧野雅子∥著 インパクト出版会 2013.3 326.2ﾏ

Ｑ＆Ａ　ＤＶ事件の実務
相談から保護命令・離婚事件まで

打越さく良∥著,榊原富士
子∥監修

日本加除出版 2015.1 367.1ｳ

ＤＶ被害者支援ハンドブック　改訂新版 尾崎礼子∥著 朱鷺書房 2015.1 367.1ｵ

ＤＶはいま　協働による個人と環境への支援 高畠克子∥編著 ミネルヴァ書房 2013.2 367.1ﾃﾞ

ＤＶ・セクハラ相談マニュアル
東京弁護士会両性の平等
に関する委員会∥編

商事法務 2012.12 367.1ﾃﾞ

Ｑ＆Ａ ＤＶハンドブック　被害者と向き合う方のために ＤＶ問題研究会∥編著 ぎょうせい 2006.7 367.2ｷ

ドメスティック・バイオレンス
援助とは何か援助者はどう考え行動すべきか

鈴木隆文∥ほか著 教育史料出版会 2008.2 367.2ｽ

寸劇でＤＶ防止活動
フェミニストカウンセリング
なごや有志∥編著

柘植書房新社 2009.3 367.2ｽ

よくわかるＤＶ被害者への理解と支援
対応の基本から法制度まで現場で役立つガイドライン

石井朝子∥編著,石本宗子
∥ほか著

明石書店 2009.12 367.2ﾖ

下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子∥ほか編著 勁草書房 2015.8 367.21ｶ

アメリカ発ＤＶ再発防止・予防プログラム
施策につなげる最新事情調査レポート

山口佐和子∥著 ミネルヴァ書房 2010.3 367.25ﾔ

事例でみる生活困窮者　相談支援員必携
社会的包摂サポートセン
ター∥編集

中央法規出版 2015.5 369.2ｼﾞ

暴力・虐待を経験した子どもと女性たち
暴力・虐待を未然に防ぐアプローチに関する調査報告書

暴力・虐待を生まない社会
づくり検討委員会∥編集

東京都社会福祉
協議会

2014.4 Ｌ369.4ﾎﾟ

佐々木静子からあなたへ
女のからだと医療・性暴力・人権

佐々木静子∥著 教育史料出版会 2015.9 495ｻ



　 　 加害者について
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

加害者臨床 広井亮一∥編 日本評論社 2012.12 326.3ｶ

ＤＶ加害男性への心理臨床の試み
脱暴力プログラムの新展開

草柳和之∥著 新水社 2004.7 367.2ｸ

ＤＶ加害者が変わる
解決志向グループ・セラピー実践マニュアル

モー・イー・リー∥ほか著 金剛出版 2012.9 367.2ﾃﾞ

ＤＶ　殴らずにはいられない男たち 豊田正義∥著 光文社 2001.10 367.2ﾄ

男たちの脱暴力　ＤＶ克服プログラムの現場から 中村正夫∥著 朝日新聞社 2003.3 367.2ﾅ

ＤＶ・虐待加害者の実体を知る
あなた自身の人生を取り戻すためのガイド

ランディ・バンクロフト∥著,
高橋睦子∥ほか監訳

明石書店 2008.12 367.2ﾊﾞ

加害者臨床の可能性
ＤＶ・虐待・性暴力被害者に責任をとるために

Ａ．ジェンキンス∥著,信田
さよ子∥ほか訳

日本評論社 2014.6 367.3ｼﾞ

性犯罪者の頭の中 鈴木伸元∥著 幻冬舎 2014.5 368.6ｽ

　子どもとＤＶ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

子ども中心の面会交流
梶村太市∥編著,長谷川京
子∥編著

日本加除出版 2015.4 324.6ｺ

ＤＶ被害者支援ハンドブック　改訂新版 尾崎礼子∥著 朱鷺書房 2015.1 367.1ｵ

ＤＶ・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す
お母さんと支援者のためのガイド

ランディ・バンクロフト∥著,
白川美也子∥ほか監訳

明石書店 2006.12 367.3ﾊﾞ

子ども虐待としてのＤＶ
母親と子どもへの心理臨床的援助のために

春原由紀∥編著,武蔵野大学
心理臨床センター子ども相談
部門∥著

星和書店 2011.12 369.4ｺ

ドメスティック・バイオレンスから子どもを守るために
Ｐ．Ｇ．ジャッフェ∥ほか共
編,岩本隆茂∥ほか共訳

培風館 2009.11 369.4ﾄﾞ

ボクの冒険のはじまり　家のケンカはかなしいけれど… プルスアルハ∥著 ゆまに書房 2015.3 371.4ﾌﾟ

パパかいじゅう やじまえいこ∥著 文芸社 2008.10 Ｋ913ﾔ

パパと怒り鬼　話してごらん、だれかに
グロー・ダーレ∥作,スヴァ
イン・ニーフース∥絵

ひさかたチャイ
ルド

2011.8 Eﾀﾞ

　　 法律と実務（離婚など）
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計 森公任∥ほか監修 西東社 2015.8 324.6ｲ

現代家族の法と実務　多様化する家族像 小島妙子∥ほか著 日本加除出版 2015.2 324.6ｹﾞ

図解離婚のための準備と手続き　改訂３版 鈴木幸子∥ほか監修 新星出版社 2014.7 324.6ｽﾞ

弁護士が説くＤＶ解決マニュアル　改訂版 長谷川京子∥ほか著 朱鷺書房 2014.3 327.2ﾍﾞ

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務 小島妙子∥著 民事法研究会 2014.1 367.1ｺ

　傷ついた人へ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

傷ついたあなたへ２
わたしがわたしを大切にするということ

レジリエンス∥著 梨の木舎 2010.4 367.2ｷ

新・気づいて乗りこえる
精神的ＤＶに悩む女性のためのガイドブック

長谷川七重∥ほか著 メディアイランド 2015.3 367.3ﾊ

つながる 話す ともに歩む レジリエンス∥編集 レジリエンス 2012.7 368.6ﾂ



性暴力 その後を生きる 中島幸子∥著 レジリエンス 2011.7 368.6ﾅ

声を聴かせて　性犯罪被害と共に、 にのみやさをり∥著 窓社 2011.10 368.6ﾆ

マイ・レジリエンス　トラウマとともに生きる 中島幸子∥著 梨の木舎 2013.4 916ﾅ

　　その他、参考資料
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

フェミニストカウンセリング研究ｖｏｌ．１～
日本フェミニストカウンセリン
グ学会「フェミニストカウンセリ
ング研究」編集委員会∥編集

日本フェミニストカ
ウンセリング学会

146.8ﾌ

講座ジェンダーと法　第３巻 ジェンダー法学会∥編 日本加除出版 2012.11 320.4ｺ

危機をのりこえる女たち　ＤＶ法１０年、支援の新地平へ 戒能民江∥編著 信山社 2013.7 367.1ｷ

女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック
国際連合女性の地位向上
部∥著

梨の木舎 2011.3 367.1ｼﾞ

性と法律　変わったこと、変えたいこと 角田由紀子∥著 岩波書店 2013.12 367.1ﾂ

法はＤＶ被害者を救えるか　法分野協働と国際比較 法執行研究会∥編 商事法務 2013.4 367.1ﾎ

暴力とジェンダー 林博史∥ほか編著 白沢社 2009.6 367.1ﾎﾞ

女性に対する暴力に関する立法ハンドブック
国連経済社会局女性の地
位向上部∥著

信山社 2011.9 367.2ｼﾞ

ファミリー・バイオレンス　第２版 岩井宜子∥編 尚学社 2010.4 367.3ﾌ

フェミニズムと社会福祉政策 杉本貴代栄∥編著 ミネルヴァ書房 2012.10 369.2ﾌ

　映像資料
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◇ウィルあいち情報ライブラリー利用案内◇ 
◯貸出 図書：１０冊  視聴覚資料：３点 （１５日以内） 

◯利用時間 火～日：9時～１９時 
◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地） 

DV・デートDV関連の啓発DVDです。 

『タイトル』の後に☆マークがついた資料は研修や授業で上映することができます。 

詳しくはライブラリー職員にお尋ねください。 

                                                 

① 『Ｄａｔｅ  ＤＶ  ＤＶＤ ～素敵な大人になるために～』☆  

  愛知人権ファンクション委員会  2010年 DWｱ/1413  47分 
 

② 『これって愛なの？ デートＤＶ朗読劇』 ☆ 茨木市  2011年  DWｲ/1668  36分 
 
 

③ 『恋するみんなに デートＤＶ防止啓発教材ＤＶＤ』☆  

  大阪市男女共同参画のまち創生協会  2014年 DWｵ/1667  23分  
 

④ 『デートＤＶって知っていますか？』 ☆  

  女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ  2012年制作 DWｼﾞ/1669  11分  
 

⑤ 『人と人とのよりよい関係をつくるために ～交際相手とのすてきな関係をつくっていくには～ 』☆        

  内閣府男女共同参画局  2010 年制作 DWﾅ/1416  42分  
 

⑥ 『パパ、ママをぶたないで！ 』 パンドラ 2009年制作 DWﾊﾟ/1536 20分 
 

⑦ 『ＤＶサバイバーのためのワンストップセンター レジリエンス オレゴン研修ツアー』  

  ビデオ工房ＡＫＡＭＥ  2011年制作  DWﾋﾞ/1507 19分 
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