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★性被害体験者の声
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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

 ブラックボックス 伊藤詩織／著 文藝春秋 2017.10 916イ

 STAND　立ち上がる選択 大藪順子／著
いのちのことば社
フォレストブックス

2007.11 916オ

 性犯罪被害にあうということ 小林美佳／著 朝日新聞出版 2008.4 916コ

 13歳、「私」をなくした私
 性暴力と生きることのリアル

山本潤／著 朝日新聞出版 2017.2 916ヤ

 7200秒からの解放
 レイプと向き合った男女の真実の記録

ソルディス・エルヴァ、トム・
ストレンジャー／著　越智睦
／訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

2017.6 936エ

 私の中のわたしたち
 解離性同一性障害を生きのびて

オルガ・R.トゥルヒーヨ／著
伊藤淑子／訳

国書刊行会 2017.9 936ト

 涙のあとは乾く
キャサリン・ジェーン・フィッ
シャー／著　井上里／訳

講談社 2015.5 936フ

 私たちは、性犯罪被害者です
 実名で告白する、「レイプ・性虐待の恐怖」と「克
服する勇気」

キャロライン・リーマン／[編]
著　小西敦子／訳

青志社 2009.3 936ワ

★被害の実態を知る ※請求記号がGで始まる資料は、行政資料です。館内でご覧ください。

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号
 若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題
いわゆる「ＪＫビジネス」及びアダルトビデオ出演
強要の問題について

―
男女共同参画会議女
性に対する暴力に関
する専門調査会

2017.3 G00

 「平成29年度若年層を対象とした性暴力被害等
の実態把握のためのインターネット調査」報告書

―
内閣府男女共同参
画局

2017.2 GP00

 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

 最下層女子校生　無関心社会の罪 橘ジュン／著 小学館 2016.8 367.6タ

 リベンジポルノ
 性を拡散される若者たち

渡辺真由子／著 弘文堂 2015.11 367.9ワ

 見えない買春の現場
 「JKビジネス」のリアル

坂爪真吾／著 ベストセラーズ 2017.2 368.4サ

 

　　　性暴力や性被害について、しあわせな性についてもっと知りたいあなたに、読んでほしい
　　　図書を集めました。
　　　性について正しい知識をもつことが、性暴力のない社会をつくる第一歩です。

これって性暴力？～若いあなたへ～



書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号
 ストーカー
 「普通の人」がなぜ豹変するのか

小早川明子／著 中央公論新社 2017.12 368.6コ

 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

 証言・現代の性暴力とポルノ被害
 研究と福祉の現場から

ポルノ被害と性暴力を考え
る会／編

東京都社会福祉協
議会

2010.11 368.6シ

 性犯罪報道　いま見つめるべき現実
読売新聞大阪本社社会部
／著

中央公論新社 2013.6 368.6ヨ

 女子高生の裏社会
 「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤夢乃／著 光文社 2014.8 368.7ニ

 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

 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

★性暴力と法律
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 親密圏における暴力　被害者支援と法 手嶋昭子／著 信山社 2016.5 321.3テ

 性暴力と修復的司法　対話の先にあるもの 小松原織香／著 成文堂 2017.10 326.2コ

 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

 性暴力の罪の行為と類型
 フェミニズムと刑法

森川恭剛／著 法律文化社 2017.3 326.2モ

 よくわかるリベンジポルノ防止法
平沢勝栄、三原じゅん子、
山下貴司／編著

立花書房 2016.6 326.2ヨ

 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

 概説ジェンダーと法　第2版
 人権論の視点から学ぶ

辻村みよ子／著 信山社 2016.9 367.1ツ

★被害を防ぐ・被害者を支援する
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
 臨床実践の現場から

小西聖子、上田鼓／編 誠信書房 2016.9 146.8セ

 性暴力被害者の法的支援
 性的自己決定権・性的人格権の確立に向けて

性暴力救援センター・大阪
SACHICO／編

信山社 2017.12 326.3セ

 デートDV・ストーカー対策のネクストステージ
 被害者支援/加害者対応のコツとポイント

伊田広行／著 解放出版社 2015.2 367.1イ

 レイプの二次被害を防ぐために
 被害者の回復を助ける７つのポイント

女性のためのアジア平和国
民基金／編

女性のためのアジ
ア平和国民基金

[2004.3] D367.2ジ

 あなたに伝えたいこと
 性的虐待・性被害からの回復のために

シンシア・L.メイザー、K.E.デ
バイ／著　野坂祐子、浅野
恭子／訳

誠信書房 2015.4 367.6メ

 



書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号
 まさか私が!?女性を守るセキュリティ・マニュアル
23

佐伯幸子／著 潮出版社 2015.12 368.6サ

 暴力を知らせる直感の力
 悲劇を回避する15の知恵

ギャヴィン・ディー・ベッカー
／著　武者圭子／訳

パンローリング 2017.6 368.6デ

 ストーカー　改訂
 被害に悩むあなたにできること　リスクと法的対
処

長谷川京子、山脇絵里子／
著

日本加除出版 2017.6 368.6ハ

 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（PAPS）／監修　社会
的包括サポートセンター／
編集

社会的包括サポー
トセンター

2017.2 D368.6ポ

 犯罪被害を受けた子どものための支援ガイド
 子どもと関わるすべての大人のために

ピート・ウォリス／著　野坂
祐子、大岡由佳／監訳

金剛出版 2016.2 369.4ウ

 子どもへの性暴力　その理解と支援 藤森和美、野坂祐子／編 誠信書房 2013.3 369.4コ

 子どもが性被害をうけたとき
 お母さんと,支援者のための本

キャロライン・M.バイヤリー
／著　宮地尚子／監訳

明石書店 2010.9 369.4バ

 フォレンジック看護
 性暴力被害者支援の基本から実践まで

加納尚美／ほか編集 医歯薬出版 2016.8 492.9フ

 性暴力被害者の医療的支援
 リプロダクティブ・ヘルス&ライツの回復に向けて

性暴力救援センター・大阪
SACHICO／編

信山社 2018.4 495セ

★若者と性
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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／著 岩波書店 2015.10 T152ウ

 恋と股間
杉作J太郎／著
100%ORANGE／装画・挿画

イースト・プレス 2012.10 T152ス

 だれでも一度は、処女だった。
千木良悠子、辛酸なめ子／
著

イースト・プレス 2012.8 T367チ

 漂流女子
 にんしんSOS東京の相談現場から

中島かおり／著 朝日新聞出版 2017.10 367.21ナ

 思いこみの性、リスキーなセックス
 避妊したいけれど、できない?「いまどきの性」の
意識ってどんなもの?

池上千寿子／著 岩波書店 2011.2 367.9イ

 恋愛しない若者たち
 コンビニ化する性とコスパ化する結婚

牛窪恵／[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2015.9 367.9ウ

 セックス嫌いな若者たち 北村邦夫／著 メディアファクトリー 2011.6 367.9キ

 孤独とセックス 坂爪真吾／著 扶桑社 2018.1 367.9サ

 男子の貞操　僕らの性は、僕らが語る 坂爪真吾／著 筑摩書房 2014.4 367.9サ

 ジェームズ・ドーソンの下半身入門
 まるごと男子!読本

ジェームズ・ドーソン／著
藤堂嘉章／訳

太郎次郎社エディタ
ス

2015.3 367.9ド

 ルポ保健室
 子どもの貧困・虐待・性のリアル

秋山千佳／著 朝日新聞出版 2016.8 374.9ア



★正しい知識をもとう
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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

 ひとりじゃない
 自分の心とからだを大切にするって?

遠見才希子／[著] 
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2011.3 367.9エ

 産婦人科の窓口から　新装版
 「思春期」から「更年期」まで女性の性を伝えた
い!

河野美代子／著 子どもの未来社 2014.9 367.9コ

 誰も教えてくれない大人の性の作法(メソッド) 坂爪真吾、藤見里紗／著 光文社 2017.9 367.9サ

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

 性の“幸せ”ガイド　新版
 若者たちのリアルストーリー

関口久志／著 エイデル研究所 2017.10 367.9セ

 セクソロジー・ノート　新装版
 性…もっとやさしくもっとたしかに…

村瀬幸浩／編著 子どもの未来社 2014.9 367.9セ

 少女はセックスをどこで学ぶのか 宋美玄／著 徳間書店 2014.3 367.ソ

 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

 ヒューマン・セクソロジー
 生きていること、生きていくこと、もっと深く考えた
い

狛潤一／ほか著 子どもの未来社 2016.7 367.9ヒ

 男子の性教育
 柔らかな関係づくりのために

村瀬幸浩／著 大修館書店 2014.5 367.9ム

 中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド 松本俊彦／ほか編 日本評論社 2016.8 371.4チ

 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

 女の一生の「性」の教科書
 女医が伝えたい「知っておくべきこと」

河野美香／著 講談社 2012.2 495カ

 あなたも知らない女のカラダ
 希望を叶える性の話

船曳美也子／著 講談社 2017.10 495フ

 学校では教えてくれないセックス・妊娠・出産の
話　女医が教える後悔しないために知っておきた
い11の事

宋美玄／著 光文社 2015.6 598.2ソ

●貸出数･貸出期間●図書：１０冊 視聴覚資料：３点 いずれも１５⽇以内
●利⽤時間●⽕〜⽇曜⽇ 9:00~19:00
●休業⽇●毎週⽉曜、国⺠の祝⽇（⼟⽇は開業）、年末年始（12/29〜1/3）、整理期間
●電話：０５２-９６２-２５１０ ●ＦＡＸ：０５２-９６２-２６１０
●ホームページから検索・予約・貸出延⻑できます（要登録）
http://www.will.pref.aichi.jp/jyoholibrary/ 「ウィルあいち情報ライブラリー」で検索！

ウィルあいち情報ライブラリー 利用案内


