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■ＤＶってどんなこと？
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

困った身近なトラブル解決Ｑ＆ＡＢＯＯＫ　３ 須田諭一／編著 メトロポリタンプレス 2012 049ｺ

夫婦親子男女の法律知識　２０１６第３版 ― 自由国民社 2016 324.6ﾌ

弁護士に聞きたい！ストーカー・ＤＶの問題
Ｑ＆Ａ　第２版

馬場・沢田法律事務所／編 中央経済社 2014 326.2ﾍﾞ

モラルハラスメント あなたを縛る見えない鎖
リサ・アロンソン・フォンテス／
著,宮家あゆみ／訳

晶文社 2017 361.4ﾌ

モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バイオ
レンス 昔むかし、ジェンダーがありましたとさ…

奥山和弘／著 十月舎 2011 367.1ｵ

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 367.1ｶ

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 367.2ｷ

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 367.2ﾊ

家族の事例に見るモラルハラスメントの心理
分析

浅見初江／著 文芸社 2015 367.3ｱ

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 367.3ﾀ

モラハラ環境を生きた人たち 谷本惠美／著 而立書房 2016 367.3ﾀ

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 367.3ﾊ

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 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 367.3ﾓ

■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

虐待・DV・トラウマにさらされた親子への支援
アリシア・F.リーバマン／ほか
著,渡辺久子／監訳

日本評論社 2016 146.8ｷﾞ

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 327.2ﾍﾞ

心の問題と家族の法律相談
離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー

森公任／ほか著,酒田素子／医
事監修

日本加除出版 2017 327.4ﾓ

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 367.1ｲ

Ｑ＆Ａ　ＤＶ事件の実務　改訂
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 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 367.1ｵ

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 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 367.1ｺ

保育士、教師がDV被害を受けた親子を理解
するための本

須賀朋子／著 かりん舎 2018 367.1ｽ

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 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 367.1ﾃﾞ

DV被害の回復にむけて 野末浩之／著 萌文社 2018 367.1ﾉ

気づいて乗り越える
～身近な人からの暴力に悩んでいませんか？～



あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
DVシェルター・子育て環境

上野勝代／ほか編著 ドメス出版 2013 367.23ｱ

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 367.25ﾔ

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 369.2ｵ

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 L369.4ﾎﾞ

■加害者について
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

平気で他人を傷つける人 片田珠美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 361.4ｶ

加害者臨床 廣井亮一／編 日本評論社 2012 326.3ｶ

愛を言い訳にする人たち
ＤＶ加害男性７００人の告白

山口のり子／著 梨の木舎 2016 367.1ﾔ

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,玉真
慎子／ほか訳

金剛出版 2012 367.2ﾃﾞ

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 367.3ｼﾞ

DVはなおる　続
被害・加害当事者が語る「傷つけない支援」

日本家族再生センター編，味沢
道明ほか著

ジャパンマシニスト社 2018 367.3ﾃﾞ

男性の非暴力宣言 多賀太／ほか著 岩波書店 2015 367.5ﾀﾞ

■子どもとＤＶ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

虐待とＤＶのなかにいる子どもたちへ　新版
チルドレン・ソサエティ／著,堤かな
め／監修,アジア女性センター／ほ
か訳

明石書店 2016 K367ﾁ

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 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 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 371.4ﾌﾟ

話してもいいのかな？
女性ネットｓａｙａ－ｓａｙａ／作,ば
ばのりこ／絵

女性ネットｓａｙａ－ｓａｙ
ａ

2006 D726.5ｼﾞ

パパかいじゅう やじまえいこ／著 文芸社 2008 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,大島かおり／ほか
訳

ひさかたチャイルド 2011 Eﾀﾞ

※請求記号の「Ｌ」は大型本、「D」は団体資料、「K」は子どもの本、「E」は絵本です。

■ＤＶＤ
タイトル 制作等 発売等 制作年 請求記号

パパ、ママをぶたないで！ アニータ・キリ／監督,製作 パンドラ 2011
DWﾊﾟ
1536

あなたは悪くない エンドウノリコ／制作 ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 2011
DWﾋﾞ
1506

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ＡＫＡＭＥ 2011
DWﾋﾞ
1507

自分をとりもどす ビデオ工房ＡＫＡＭＥ／制作 ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 2013
DWﾋﾞ
1624
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