
◆性の健康
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

産婦人科の窓口から　新装版 河野美代子／著 子どもの未来社 2014.9 367.9/ｺ

保健体育のおさらい 早乙女智子／著 自由国民社 2011.7 367.9/ｻ

性の健康と相談のためのガイドブック
性の健康医学財団
／編集

中央法規出版 2014.4 491.3/ｾ

性依存症のリアル 榎本稔／編著 金剛出版 2015.7 493.7/ｴ

今若者が危ない性感染症　増補版 石和久／著 慧文社 2016.8 494.9/ｲ

妊活カップルのためのオトコ学 小堀善友／著
メディカルトリ
ビューン

2014.8 494.9/ｺ

性機能障害 白井将文／著 岩波書店 2001.8 494.9/ｼ

「性感染症」常識のウソ 林義人／著
日本放送出版協
会

2006.7 494.9/ﾊ

女の一生の「性」の教科書 河野美香／著 講談社 2012.2 495/ｶ

女も知らない女のカラダ 対馬ルリ子／著 経済界 2009.2 495/ﾂ

ちつのトリセツ 原田純／著 径書房 2017.3 495.4/ﾊ

感染症医が教える性の話 岩田健太郎／著 筑摩書房 2016.12 T367/ｲ

性感染症
性と健康を考える女性
専門家の会／企画

性と健康を考える女
性専門家の会

2007
DWｾ

/0995/3

家族と健康
日本家族計画協
会

雑誌
館内閲覧

◆聞きづらい性のこと
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

性について語ろう 池上千寿子／著 岩波書店 2013.6 367.9/ｲ

娘たちの性@思春期外来 家坂清子／著
日本放送出版協
会

2007.7 367.9/ｲ

恋愛しない若者たち 牛窪恵／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2015.9 367.9/ｳ

エッチなお仕事なぜいけないの? 中村うさぎ／編著 ポット出版プラス 2017.9 367.9/ｴ

孤独とセックス 坂爪真吾／著 扶桑社 2018.1 367.9/ｻ

誰も教えてくれない大人の性の作法(メソッド) 坂爪真吾／ほか著 光文社 2017.9 367.9/ｻ
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悩んでいませんか？性のこと



セックスと超高齢社会 坂爪真吾／著 NHK出版 2017.2 367.9/ｻ

新同性愛って何?　改訂新版 伊藤悟／ほか著 緑風出版 2017.3 367.9/ｼ

性の“幸せ”ガイド　新版 関口久志／著 エイデル研究所 2017.10 367.9/ｾ

セックスレス時代の中高年「性」白書
日本性科学会セクシュ
アリティ研究会／編

harunosora 2016.9 367.9/ｾ

ルポ中年童貞 中村淳彦／著 幻冬舎 2015.1 367.9/ﾅ

ハタチまでに知っておきたい性のこと　第２版 橋本紀子／ほか編 大月書店 2017.3 367.9/ﾊ

子どもと性必読25問 タジタジ親にならないた
めに

村瀬幸浩／著 子どもの未来社 2017.6 367.9/ﾑ

高齢者の在宅・施設介護における性的トラブ
ル対応法

鈴木俊夫／ほか著 黎明書房 2015.4 369.2/ｺ

障がいのある人の性 支援ガイドブック 坂爪真吾／著 中央法規出版 2017.11 369.2/ｻ

セックスと障害者 坂爪真吾／著 イースト・プレス 2016.4 369.2/ｻ

知的障害のある人たちの性と生の支援ハンド
ブック

ミッシェル・マッカー
シー／ほか著

クリエイツかもが
わ

2014.11 369.2/ﾏ

イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性
のはなし

伊藤修毅／編著 合同出版 2013.10 378/ｲ

婦人科医が答える誰にも聞けないセックスの
悩み

フランソワ・オリヴァ
ンヌ／ほか著

太田出版 2014.2 598.2/ｵ

女（わたし）のからだから
Ｓｏｓｈｉｒｅｎ女のか
らだから

雑誌
館内閲覧

あなたとわたしと性 アーニ出版
雑誌

館内閲覧

書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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

よくわかるリベンジポルノ防止法 平沢勝栄／ほか編著 立花書房 2016.6 326.2/ﾖ

女子のための「性犯罪」講義 吉川真美子／著 世織書房 2010.4 326.2/ﾖ

リベンジポルノ 渡辺真由子／著 弘文堂 2015.11 367.9/ﾜ

見えない買春の現場 坂爪真吾／著 ベストセラーズ 2017.2 368.4/ｻ

最貧困女子 鈴木大介／著 幻冬舎 2014.9 368.4/ｽ

男が痴漢になる理由 斉藤章佳／著 イースト・プレス 2017.8 368.6/ｻ

女子高生の裏社会 仁藤夢乃／著 光文社 2014.8 368.7/ﾆ

スクールセクハラ 池谷孝司／著 幻冬舎 2014.10 374.3/ｲ

◆性犯罪、性ビジネスの現状



AV出演を強要された彼女たち 宮本節子／著 筑摩書房 2016.12 778/ﾐ

ブラックボックス 伊藤詩織／著 文藝春秋 2017.10 916/ｲ

性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳／著 朝日新聞出版 2016.11 916/ｺ

13歳、「私」をなくした私 山本潤／著 朝日新聞出版 2017.2 916/ﾔ

私は絶対許さない 雪村葉子／著 ブックマン社 2015.12 916/ﾕ

あなたは悪くない
性暴力サバイバーからのメッセージ

エンドウノリコ／制作
ビデオ工房ＡＫＡ
ＭＥ

2011
ＤＷﾋﾞ

/1506/1

◆被害者等への支援
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

性暴力被害者への支援 小西聖子／ほか編 誠信書房 2016.9 146.8/ｾ

性犯罪加害者家族のケアと人権 阿部恭子／編著
現代人文社,大学
図書

2017.10 368.6/ｾ

性加害少年への対応と支援 埜崎健治／著 遠見書房 2015.11 368.7/ﾉ

子どもへの性暴力
その理解と支援

藤森和美／ほか編 誠信書房 2013.3 369.4/ｺ

性的虐待を受けた子どもの施設ケア 八木修司／ほか編著 明石書店 2017.12 369.4/ｾ

ポルノ被害者支援マニュアル
ポルノ被害と性暴力
を考える会

社会的包括サ
ポートセンター

2017.2
団体

368.6/ﾎﾟ

キャンパス・セクシュアル・ハラスメント
全国ネットワーク・ニューズレター

ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽ
ﾒﾝﾄ全国ﾈｯﾄﾜｰｸ事務
局

雑誌
館内閲覧

◆性犯罪から身を守る
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

一人暮らしの女の子のための88の法則 近藤陽介／ほか著 STUDIO CELLO 2007.7 368.6/ｺ

女性のための危機回避マニュアル 枻出版社 2015.7 368.6/ｼﾞ

SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」が身を守る 武田信彦／著 講談社 2014.7 368.6/ﾀ

アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ・ブラウン／著 東洋館出版社 2017.3 493.7/ﾌﾞ

かよわい人でも使える護身術 早川光由／著 愛隆堂 2011.6 789.9/ﾊ

書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

マンガでわかるオトコの子の「性」 村瀬幸浩／監修 合同出版 2015.6 367.9/ｿ

エッチのまわりにあるもの すぎむらなおみ／著 解放出版社 2011.3 374.9/ｽ

学校で教えない性教育の本 河野美香／著 筑摩書房 2005.3 T367/ｶ

◆ティーンズ向け　性のギモン



LGBTなんでも聞いてみよう QWRC／ほか著 子どもの未来社 2016.8 T 367/ｸ

13歳からの「恋とからだ」ノート 早乙女智子／著 新講社 2005.5 T367/ｻ

もしかして妊娠
キャロリン・シンプソ
ン／著

大月書店 2006.10 T367/ｼ

はなそうよ!恋とエッチ
すぎむらなおみ／ほ
か著

生活書院 2014.12 T367/ｽ

見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本　１～５ 北村邦夫／監修 金の星社 2007.3 T367/ｾ

だれでも一度は、処女だった。 千木良悠子／ほか著 イースト・プレス 2012.8 T367/ﾁ

からだノート 徳永桂子／著 大月書店 2013.6 T367/ﾄ

恋の相手は女の子 室井舞花／著 岩波書店 2016.4 T 367/ﾑ

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 T 367/ﾔ

ティーンズ・ボディーブック 新装改訂版 北村邦夫／著 中央公論新社 2013.12 T 367.9/ｷ

Sex & our body　新版 河野美代子／著
日本放送出版協
会

2005.11 T367.9/ｺ

セックス・ブック
ジェーン・パヴァネル
／著

河出書房新社 2008.3 T367.9/ﾊﾟ

みんなこうなるの?
アンチェ・ヘルムス／
文

講談社 2014.10 K367/ﾍ

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?

渡辺大輔／監修 ポプラ社 2016.4 K367/ｲ

書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

知っていますか?スクール・セクシュアル・ハラ
スメント一問一答

亀井明子／編著 解放出版社 2004.6 374/ｶ

レンアイ、基本のキ 打越さく良／著 岩波書店 2015.10 Ｔ152/ｳ

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

「いや!」というよ! 嶋崎政男／監修 あかね書房 2006.2 K369/ｲ

性暴力被害をはねかえす絵本　１～３
リンダ・ウォルヴード・ジラー
ド／さく，きたざわきょうこ／さ
く

アーニ出版 1999.10 K369/ｼﾞ

いいタッチわるいタッチ 安藤由紀／著 復刊ドットコム 2016.2 E/ｱ

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
DWｵ

/1667/1

　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

◆がまんしないで！性ぼうりょく

◆◇◆ ウィルあいち情報ライブラリー 案内 ◆◇◆
●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３点 １５日以内

●利用時間：火～日曜 ９：00～19：00 電話：052-962-2510

●休業日：毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始、整理期間


