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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ゲ　 いま、翔び立つとき メリンダ・ゲイツ 光文社 2019

1202　ム　 THE LAST GIRL 　イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語
ナディア・ムラド
ほか 東洋館出版社 2018

1202　ム　 すべては救済のために　デニ・ムクウェゲ自伝
デニ・ムクウェ
ゲ

あすなろ書房 2019

1501　ア 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 晶文社 2017

1501　ア モラ夫（お）のトリセツ 麻野祐香 合同出版 2015

1501　ア 暴力を受けていい人はひとりもいない 阿部真紀 高文研 2018

1501　ア 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 文芸社 2015

1501　イ デートDVと恋愛 伊田広行 大月書店 2010

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 打越さく良 日本加除出版 2018

1501　ウ あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
上野勝代
吉村恵ほか

ドメス出版 2013

1501　エ デートDV　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤智子
KKベストセラー
ズ

2007

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　タ モラハラ環境を生きた人たち 谷本惠美 而立書房 2016

1501　デ Q&A　DVハンドブック　改訂版
～被害者と向き合う方のために～

DV問題研究会 ぎょうせい 2007

1501　ト DV（ドメスティックバイオレンス）殴らずにはいられない男たち 豊田正義 光文社 2001

1501　ナ マイレジリエンス　トラウマとともに生きる 中島幸子 梨の木舎 2013

1501　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
橋本智子

緑風出版 2014

1501　ハ 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＋
グループしおん

メディアアイランド 2015

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　マ 夫からのモラル・ハラスメント
愛する人からの精神的イジメ　苦しいのはあなた一人じゃない

まっち～ 河出書房新社 2014

1501　モ 「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
露木肇子ほか 講談社 2013

1501　ハ 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　リ 暴力は絶対だめ！
アストリッド・
リンドグレーン 岩波書店 2015

（図書リスト①）

ストップ！女性への暴力

福島県男女共生センター図書室（3F） 2020年11月特集

令和２年度の「女性に対する暴力をなくす運動」の期間は

１１月１２日（木）～１１月２５日（水）までの２週間です。

今年度のテーマは 「性暴力を、なくそう」 です。



請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

3202　エ 夫の言葉にグサリときたら読む本
パトリシア・
エバンズ

PHP研究所 2004

3202　ク 妻のトリセツ 黒川伊保子 講談社 2018

3202　ホ みんな「夫婦」で病んでいる
なぜ、自分で選んだ人がエイリアン夫　モンスター妻に変わるのか

本田りえ 主婦の友社 2015

5103　ナ 漂流女子　にんしんSOS東京の相談現場から 中島かおり 朝日新聞出版 2017

5104　イ 妻の病気の９割は夫がつくる　医師が教える「夫源病」の治し方 石蔵文信 マキノ出版 2013

5207　ス 最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎 2014

5208　ミ AV出演を強要された彼女たち 宮本節子 筑摩書房 2016

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 ストーカーとの七００日戦争 内澤旬子 文藝春秋 2019

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　コ 性犯罪被害にあうということ 小林美佳 朝日新聞出版 2008

5210　コ 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳 朝日新聞出版 2010

5210　セ　1 性暴力被害者の法的支援
性暴力支援センター・
大阪SACHICO 信山社 2017

5210　セ　2 性暴力被害者の医療的支援
性暴力支援センター・
大阪SACHICO 信山社 2018

5210　セ　3 性暴力被害者への支援員の役割
性暴力支援センター・
大阪SACHICO 信山社 2018

5210　ハ 私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ 遙洋子 筑摩書房 2015

5210　ハ ストーカー
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 日本加除出版 2014

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　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　ヨ 性暴力
読売新聞大阪本社
社会部 中央公論新社 2011

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

6108　バ パパと怒り鬼（いかりおに）　－話してごらん、だれかに－
グロー・ダーレ
ほか

ひさかたチャイルド 2011

《DVD》

15 デートDV　－相手を尊重する関係をつくるー アウェア 30分 2006

15 配偶者からの暴力の根絶をめざして
～配偶者暴力防止法のしくみ～

内閣府男女共同
参画局 35分 2009

15 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 42分 2010

15 自分をとりもどす　DVサバイバーからのメッセージ
ビデオ工房
AKAME

34分 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）


