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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1102　ヌ 「支配しない男」になる
別姓結婚・育児・DV被害者支援を通して

沼崎一郎 ぷねうま舎 2019

1501　ア 暴力を受けていい人はひとりもいない
CAP（子どもへの暴力防止）とデートDV予防ワークショップで出会った子どもたちが教えてくれたこと

阿部真紀 高文研 2018

1501　イ
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 解放出版社 2015

1501　イ
シングル単位思考法でわかる

デートDV予防学
伊田広行 かもがわ出版 2018

1501　ウ 第3版　Q&A　DV（ドメスティックバイオレンス）事件の実務
相談から保護命令・離婚事件まで

打越さく良 日本加除出版 2018

1501　ウ 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 岩波書店 2015

1501　ウ ドメスティック・バイオレンスへの対応
-被害者と手を携えて-

ハーヴィー･ウォレス 成文堂 2006

1501　オ
光ある場所へ
ＤＶに気づいた女性たち

小澤実 旬報社 2004

1501　カ 家族が壊れてゆく
ＤＶ、最も身近な犯罪

梶山寿子 中央公論新社 2001

1501　カ 夫が怖くてたまらない 梶山寿子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2016

1501　ジ
女性たちが変えたＤＶ法
国会が「当事者」に門を開いた３６５日

ＤＶ法を改正しよう
全国ネットワーク∥編著 新水社 2006

1501　ス 面前DV、虐待被害者の叫び 須賀朋子 かりん舎 2020

1501　ヌ なぜ男は暴力を選ぶのか
ドメスティック・バイオレンス理解の初歩

沼崎一郎 かもがわ出版 2002

1501　ノ DVを乗り越えて～ここは私たちのレストラン 野本律子 文芸社 2002

1501　マ
立ち直りへの道
DV加害者カウンセリングの試み

松村三樹夫 エイデル研究所 2019

1501　ヤ 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 梨の木舎 2016

1501　ヨ
僕が妻を殴るなんて
ＤＶ加害者が語る

吉廣紀代子 青木書店 2001

1501　レ 傷ついたあなたへ
わたしがわたしを大切にするということ ＤＶトラウマからの回復ワークブック

レジリエンス 梨の木舎 2005

2104　ミ これだけは知っておきたい男女トラブル解消法 三輪記子 海竜社 2021

2208　シ
DV・性暴力被害者を支えるための

はじめてのSNS相談
社会的包摂サポートセンター
∥編 明石書店 2021

3210　タ 最下層女子校生
無関心社会の罪

橘ジュン 小学館 2016

J　3211 オ 男の子を性被害から守る本 ジェーン・Ａ・W・サツーロほか 築地書館 2004
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J　3211 ギ
虐待とドメスティック・バイオレンスのなかにいる子どもたちへ
ひとりぼっちじゃないよ

チルドレン・ソサエ
ティ  ほか 明石書店 2005

J　3211 セ1
いや！というのはどんなとき？
性暴力被害をはねかえす絵本１

北沢杏子∥作
長谷川瑞吉∥絵 アーニ出版 1999

J　3211 セ2
知らない人にはついていかない
性暴力被害をはねかえす絵本2

リンダ・ウォルヴード・
ジラードほか アーニ出版 1999

J　3211 セ3 わたしのからだはわたしのもの
性暴力被害をはねかえす絵本3

リンダ・ウォルヴード・
ジラードほか アーニ出版 1999

5101　タ キレる私をやめたい
夫をグーで殴る妻をやめるまで

田房永子 竹書房 2016

5101　マ 「助けて」が言えない
SOSを出さない人に支援者は何ができるか

松本俊彦 日本評論社 2019

5209　ク セクハラ・最後の人権問題
日本の状況を中心に

櫛田眞澄 ドメス出版 2019

5210　イ
なぜ、それが無罪なのか⁉
性被害を軽視する日本の司法

伊藤和子
デｨスカヴァー・
トゥエンティワン

2019

5210　イ Black　Box　ブラックボックス 伊藤詩織 文藝春秋 2017

5210　ウ
裸足で逃げる
沖縄の夜の街の少女たち

上間陽子 太田出版 2017

5210　ウ ストーカーとの七００日戦争 内澤旬子 文藝春秋 2019

5210　キ 性暴力被害を聴く
「慰安婦」から現代の性搾取へ

金富子
小野沢あかね 岩波書店 2020

5210　セ　1 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 信山社 2017

5210　セ　2 性暴力被害者の医療的支援
リプロダクティブ・ヘルツ&ライツの回復に向けて

性暴力救援センター・
大阪SACHICO 信山社 2018

5210　セ　3 性暴力被害者への支援員の役割
リプロダクティブ・ライツをまもる

性暴力救援センター・
大阪SACHICO 信山社 2018

5210　パ デートレイプってなに？
知り合いからの性的暴力

アンドレア パロット 大月書店 2005

5210　ヒ なかったことにしたくない
実父から性虐待を受けた私の告白

東小雪 講談社 2014

5210　フ 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

5210　フ フラワーデモを記録する フラワーデモ エトセトラブックス 2020

5210　ミ 私の名前を知って
シャネル・ミラー∥著
押野素子∥訳 河出書房新社 2021

5210　ヤ 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 朝日新聞出版 2017

5210　ワ 私はストーカーとこうして闘った！！
女性１１人の記録－賢い対処法つき－

ストーカー対策研究
会∥編 双葉社 2001

5210　ワ
リベンジポルノ
性を拡散される若者たち

渡辺真由子 弘文堂 2015

6102　ウ 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 2020

6102　シ 夜はおしまい 島本理生 講談社 2019

6102　セ 僕の明日を照らして 瀬尾まいこ 筑摩書房 2010

6102　ユ 一生分のうれし涙 ＤＶをのりこえて 有紀理子 文芸社 2002

6102　ユ 手のひらの砂漠 唯川恵 集英社 2013

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）


