
◆ＤＶを知ろう、ＤＶに気づこう
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

平気で他人を傷つける人 片田珠美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.11 361.4/ｶ

夫が怖くてたまらない 梶山寿子／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2016.6 367.1/ｶ

別れる？それともやり直す？カップル関係に
悩む女性のためのガイド

ランディ・バンクロフト／著 明石書店 2016.3 367.1/ﾊﾞ

愛を言い訳にする人たち 山口のり子／著 梨の木舎 2016.3 367.1/ﾔ

いつか愛せる あさみまな／著 朱鳥社 2010.10 367.2/ｱ

モラ夫のトリセツ 麻野祐香／著 合同フォレスト 2015.8 367.3/ｱ

モラル・ハラスメント 橋本俊和／著 緑風出版 2014.7 367.3/ﾊ

新・気づいて乗りこえる 長谷川七重／著
メディアイラン
ド

2015.3 367.3/ﾊ

「モラル・ハラスメント」のすべて 本田りえ／著 講談社 2013.6 367.3/ﾓ

男性の非暴力宣言 多賀太／著 岩波書店 2015.11 367.5/ﾀﾞ

ストーカーから身を守るハンドブック
エミリー・スペンス・アルマ
ゲヤー／著 大月書店 2014.9 368.6/ｽ

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

性犯罪・被害 女性犯罪研究会／編 尚学社 2014.6 368.6/ｾ

ストーカー加害者 田淵俊彦／著 河出書房新社 2016.3 368.6/ﾀ

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

逃げられない性犯罪被害者 杉田聡／編著 青弓社 2013.2 368.6/ﾆ

ストーカー 長谷川京子／著 日本加除出版 2014.4 368.6/ﾊ

パパと怒り鬼 グロー・ダーレ／作
ひさかたチャイ
ルド

2011.8 E/ﾀﾞ

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2016.11

　    ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは？
　　  一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」のことです。
　　 　身体的なもの・・・なぐる、ける、物をなげつける
　　 　精神的なもの・・・どなる、おどす、人付き合いを制限する、生活費をわたさない
　　 　性的なもの・・・性行為を強要する、見たくないのにポルノ画像や写真をみせる　　などがあります。
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：内閣府男女共同参画局　「配偶者からの暴力被害者支援情報」

パートナーからの暴力に悩んでいませんか



世界の女性問題 2 　暴力、差別、戦争 関橋真理／著 汐文社 2013.12 K367/ｾ

パパかいじゅう やじまえいこ／著 文芸社 2008.10 K913/ﾔ

◆恋人からの暴力（デートＤＶ）
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

恋の後始末
恋愛トラブル解決委員会
／著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013.6 320.4/ﾚ

ストップ！デートＤＶ 伊田広行／著 解放出版社 2011.11 367.2/ｲ

デートＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 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

デートＤＶと学校 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 田村公江／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／編 大月書店 2014.4 367.9/ﾊ

レンアイ、基本のキ 打越さく良／著 岩波書店 2015.10 T152/ｳ

保健室の恋バナ＋α 金子由美子／著 岩波書店 2016.3 T152/ｶ

大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝／編著 はるか書房 2010.4 T367.1/ｵ

恋するまえに バリー・レビィ／著
アウェアＦネッ
ト支援の会

2008.9 T367.2/ﾚ

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

はなそうよ！恋とエッチ すぎむらなおみ／著 生活書院 2014.12 T367/ｽ

デートレイプってなに？ アンドレア・パロット／著 大月書店 2005.12 T367/ﾊﾟ

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

　　　　デートＤＶとは？
　   　　恋人同士の間で起きる暴力のことをデートＤＶといいます。からだへの暴力だけでなく、
　　　　 メールや電話の着信履歴をチェックする、デート費用などいつもお金を払わせる、「やせろ」など
　　　　 からだのことを言う、人前でバカにするなど精神的に追いつめたりすることも暴力になります。
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考：エンパワメントかながわ　「それってデートＤＶなんじゃない？」

　　　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
　　　　配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止
　　　　及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
　　　　被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、
　　　　女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
　　　　平成２５年に改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、
　　　　配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなりました。
　　　　全文は、内閣府男女共同参画局のＨＰから見ることができます。
　　　　　http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html　（2016.10.14取得）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：内閣府男女共同参画局　「配偶者からの暴力被害者支援情報」



◆被害者を支援する方へ

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

対人援助職のためのリスニング 中島暢美／著
ナカニシヤ出
版

2014.4 146.8/ﾅ

人が人らしく生きるために
愛知東邦大学地域創造研
究所／編

唯学書房 2013.7 316.1/ﾋ

ジェンダーと法の理論 第82号 日本法社会学会／編 有斐閣 2016.3 321.3/ｼﾞ

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

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

性暴力被害の実態と刑事裁判
日本弁護士連合会両性の平
等に関する委員会／編

信山社 2015.9 326.2/ｾ

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

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

Ｑ＆Ａ　ＤＶ事件の実務 打越さく良／著 日本加除出版 2015.1 367.1/ｳ

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

危機をのりこえる女たち 戒能民江／編著 信山社 2013.7 367.1/ｷ

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

ＤＶはいま 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

法はＤＶ被害者を救えるか 法執行研究会／編 商事法務 2013.4 367.1/ﾎ

デートＤＶと恋愛 伊田広行／著 大月書店 2010.11 367.2/ｲ

弁護士が説くＤＶ解決マニュアル 長谷川京子／著 朱鷺書房 2014.3 367.2/ﾍﾞ

あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク 上野勝代／編著 ドメス出版 2013.10 367.23/ｱ

加害者臨床の可能性 Ａ．ジェンキンス／著 日本評論社 2014.6 367.3/ｼﾞ

デートＤＶと学校 高橋裕子／編著
エイデル研究
所

2010.8 367.6/ﾃﾞ

ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター 小川真理子／著 世織書房 2015.2 369.2/ｵ

事例でみる生活困窮者
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

佐々木静子からあなたへ 佐々木静子／著
教育史料出版
会

2015.9 495/ｻ

恋愛で傷つかないために
愛知淑徳大学
ジェンダー女性学
研究所

2016.3 D367.2/ﾚ

暴力・虐待を経験した子どもと女性たち
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（総務部企
画担当）

2014.4 L369.4/ﾎﾞ



◆ＤＶＤ

タイトル 著者 出版者 製作年 請求記号

Ｄａｔｅ  ＤＶ  ＤＶＤ　　★
愛知人権ファ
ンクション委員
会（制作）

2010
DWｱ
/1413/1

これって愛なの？　★ 正木邦彦／作 茨木市（制作） 2011
DWｲ
/1668/1

恋するみんなに　★
大阪市男女共同参画のまち創
生協会／制作

大阪市男女共同
参画のまち創生
協会（発売・販
売）

2014
DWｵ
/166７/1

デートＤＶって知っていますか？　★ 大阪府／企画

女性と子ども支
援センターウィメ
ンズネット・こう
べ（製作）

2012
DWｼﾞ
/1669/1

人と人とのよりよい関係をつくるために　　★
内閣府男女共同参画局／
企画

内閣府男女共
同参画局（発
行）

2010.3
DWﾅ
/1416/1

パパ、ママをぶたないで！
アニータ・キリ／監督，製
作

パンドラ（発
売・販売）

2011.7
DWﾊﾟ
/1536/1

あなたは悪くない エンドウノリコ／制作
ビデオ工房ＡＫ
ＡＭＥ（販売）

2011
DWﾋﾞ
/1506/1

ＤＶサバイバーのためのワンストップセンター エンドウノリコ／制作
ビデオ工房ＡＫ
ＡＭＥ（販売）

2011
DWﾋﾞ
/1507/7

自分をとりもどす
ビデオ工房ＡＫＡＭＥ／制
作

ビデオ工房ＡＫ
ＡＭＥ

2013
DWﾋﾞ
/1624/1

大口町ＮＰＯ登録団体のおおぐち男女共同参画懇話会が誠信高等学校で行ったデートＤＶ講座。

★マークのＤＶＤ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。

茨木市男女共生センターローズWAM舞台グループによるデートDV朗読劇。

事例を紹介しながら、どのような暴力がデートＤＶなのか、分かりやすく説明します。人間関係が広がっていく思
春期から青年期の人権意識を高め、今後起こりうるＤＶを予防することを目的とした、人権研修教材です。

15歳前後の中学生・高校生を対象に、日常の何気ない言動のなかで、暴力に該当するものや、暴力につなが
りかねないものが含まれていることへの気づきを促すことによって、自分自身のデートＤＶ被害もしくは加害、身
の回りにあるデートＤＶに気づくことを目的としています。

若年層を対象とした交際相手からの暴力の予防啓発教材「人と人とのよりよい関係をつくるために」（上記の同
名啓発教材サイトからダウンロードできます。）を使った授業の例を、指導者向けに分かりやすく解説した教材
です。若年層にそのまま視聴させることもできる部分も含めた構成になっています。

　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

貸出点数 図書：１０冊 ＡＶ資料：３点

（参考図書・行政資料・雑誌・一部ＡＶ資料は借りられません）

貸出期間 １５日間

＊貸出の際には利用カードが必要です。

利用カードをつくるには、住所・氏名の確認ができるもの（運転免許証など）を

お持ちください。

利用時間 火～日：９：００～１９：００

休業日 月曜、国民の祝日（土・日は開業）、年末年始等

電話 ０５２－９６２－２５１０


