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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

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 146.8 コ

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
全国女性シェルターネット監修

明石書店 2021 146.8 シ

女性議員を増やす・支える・拡げる
議会におけるいじめ・ハラスメント調査報告書

議会のいじめ調査プロジェクト・
チーム編著

全国フェミニスト議員連盟 2022 318.4 ギ

女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック
政府・議員・市民団体・女性たち・男性たちに

国際連合女性の地位向上部編 梨の木舎 2011 319.9 コ

マンガでわかる！わたしの味方になる法律の話 遠藤研一郎 大和書房 2021 320 エ

子ども・親・男女の法律実務
DV、児童虐待、ハーグ、無戸籍、ストーカー、リベンジポルノ、
女性・子どもの犯罪被害、ひとり親家庭などの法的支援

高取由弥子編集代表 日本加除出版 2019 324.6 タ

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 ディスカバー・トェンティワン 2019 326.23 イ

脱セクシュアル・ハラスメント宣言
法制度と社会環境を変えるために

角田由紀子, 伊藤和子編著
井上久美枝〔ほか〕

かもがわ出版 2021 366.3 ツ

話すことを選んだ女性たち
６０人の社会・性・家・自立・暴力

アナスタシア・ミコバ
ヤン・アルテュス=ベルトラン

日経ナショナルジオグラ
フィック社

2022 367.2 ミ

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 367.3 イ

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  第３版

打越さく良 日本加除出版 2018 367.3 ウ

在留資格に翻弄されないために
在住外国人ＤＶ被害者支援ガイドブック

ウェルク（WERC）編 ウェルク（WERC） 2017 367.3 ウ

After「わたしが私でいるために」
DV被害者自立支援講座アフター会報告書

京都市男女共同参画推進協会
企画編集

京都市男女共同参画推進
協会

2021 367.3 キ

家庭内で暴力を目撃した子ども
ドメスティック・バイオレンスと子ども

湘南ＤＶサポートセンター編 湘南ＤＶサポートセンター 2010 367.3 シ

ＤＶ被害を経験したシングルマザーと子どもに関する
実態聴き取り調査報告

女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ編

女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ

2019 367.3 ジ

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 かりん舎 2018 367.3 ス

面前ＤＶ、虐待被害者の叫び 須賀朋子 かりん舎 2020 367.3 ス

男性の非暴力宣言
ホワイトリボン・キャンペーン

多賀太〔ほか〕 岩波書店 2015 367.3 タ

ＤＶ被害を経験した女性と子どものために
（フェミニストカウンセラーからのエール １）

日本フェミニストカウンセラー協
会 〔ほか〕編

日本FC学会認定フェミニス
トカウンセラー協会

2021 367.3 ニ

新・気づいて乗りこえる
精神的DV（夫のモラルハラスメント）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 メディアイランド 2015 367.3 ハ

別れる？それともやり直す？カップル関係に悩む
女性のためのガイド
うまくいかない関係に潜む“支配の罠”を見抜く

ランディ・バンクロフト
ジャク・パトリッシ

明石書店 2016 367.3 バ

モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法
７つのワークで「自分らしさ」を取り戻す

福山れい
日本能率協会マネジメント
センター

2022 367.3 フ

ＤＶ被害からの離脱・回復を支援する
被害者の「語り」にみる経験プロセス

増井香名子 ミネルヴァ書房 2019 367.3 マ

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 367.3 ヤ

ＤＶ加害者プログラム・マニュアル
リスペクトフル・リレーションシッ
プ・プログラム研究会編著

金剛出版 2020 367.3 リ

請求記号

女性に対する暴力をなくすために
１１月１２日～２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

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

レジリエンス編 梨の木舎
2008
2010

367.3 レ

なぜ『逃げられない』のか
継続した性暴力の被害者心理と対処行動の実態

日本フェミニストカウンセリング学会,
性犯罪の被害者心理への理解を広
げるための全国調査グループ編

日本フェミニストカウンセリン
グ学会

2019 368.4 ニ

痴漢とはなにか
被害と冤罪をめぐる社会学

牧野雅子 エトセトラブックス 2019 368.6 マ

告発と呼ばれるものの周辺で 小川たまか 亜紀書房 2022 368.64 オ

その名を暴け
#MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い

ジョディ・カンター
ミーガン・トゥーイー

新潮社 2020 368.64 カ

性暴力＝セクハラ　フェミニズムとＭｅＴｏｏ
現代思想（2018年7月号）

現代思想編集部編 青土社 2018 368.64 ゲ

わたしは黙らない
性暴力をなくす３０の視点

合同出版編集部編 合同出版 2021 368.64 ゴ

性暴力被害の実際
被害はどのように起き,どう回復するのか

齋藤梓, 大竹裕子編著 金剛出版 2020 368.64 サ

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 368.64 セ

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編

信山社 2018 368.64 セ

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編

信山社 2018 368.64 セ

性暴力救援マニュアル
医療にできること

種部恭子編著 新興医学出版社 2020 368.64 タ

性暴力被害を受けた女性の支援のために
（フェミニストカウンセラーからのエール ２）

日本フェミニストカウンセラー協
会〔ほか〕編

日本FC学会認定フェミニス
トカウンセラー協会

2021 368.64 ニ

なぜ私は凍りついたのか
ポリヴェーガル理論で読み解く性暴力と癒し

花丘ちぐさ編著
椹木京子〔ほか〕

春秋社 2021 368.64 ハ

ストーカー　改訂版
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 2017 368.64 ハ

ポルノ被害の声を聞く
デジタル性暴力と#MeToo

ぱっぷす編 岩波書店 2022 368.64 パ

フラワーデモを記録する フラワーデモ編 エトセトラブックス 2020 368.64 フ

MIMOSAS BOOK
あなたが傷つかないための性の本

mimozas編 mimozas 2021 368.64 ミ

それはデートでもトキメキでもセックスでもない
「ないこと」にされてきた「顔見知りによる強姦」の実態

ロビン・ワーショウ イースト・プレス 2020 368.64 ワ

婦人保護事業から女性支援法へ
困難に直面する女性を支える

戒能民江, 堀千鶴子 信山社 2020 369.25 カ

子どもの性暴力被害の実態と支援の方向性
〝１３歳〟同意可能年齢を問う

性暴力救援センター全国連絡会
編

性暴力救援センター全国
連絡会

2016 369.4 セ

秘密を語る時間 クジョンイン 柏書房 2021 726.1 ク

パパと怒り鬼
話してごらん、だれかに

グロー・ダーレ
スヴァイン・ニーフース絵

ひさかたチャイルド 2011 K726.5 ダ

スポーツの世界から暴力をなくす３０の方法
もう暴言もパワハラもがまんしない！

土井香苗〔ほか〕編
セーフスポーツ・プロジェクト監修

合同出版 2021 780.7 ド

ＴＨＥ ＧＩＲＬＳ
性虐待を告発したアメリカ女子体操選手たちの証言

アビゲイル・ペスタ 大月書店 2022 781 ペ

Ｂｌａｃｋ　Ｂｏｘ 伊藤詩織 文藝春秋 2017 916 イ

わたしが先生の「ロリータ」だったころ
愛に見せかけた支配について

アリソン・ウッド 左右社 2022 936 ウ

私の名前を知って シャネル・ミラー 河出書房新社 2021 936 ミ

少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてにつ
いて

佐々木くみ
エマニュエル・アルノー

イースト・プレス 2019 953 サ

請求記号

2



＜行政資料＞
タ イ ト ル 編集・発行 資料種別 出版年

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する基本計画（2022-2026）

大阪府府民文化部男女参画・府
民協働課編

行動計画・プラン 2022 367.3 オ

第２次 堺市配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する基本計画　ＤＶ防止基本計画

堺市市民人権局男女共同参画
推進課編
堺市子ども青少年局子ども青少
年育成部子ども家庭課編

行動計画・プラン 2018 367.3 サ

ＤＶ対策の今後の在り方
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編

調査・研究報告書 2022 367.3 ダ

男女間における暴力に関する調査報告書
令和３年３月

内閣府男女共同参画局編 調査・研究報告書　 2021 367.3 ナ

令和元年度「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編 調査・研究報告書 2020 368.64 ナ

男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書
令和元年１２月

大阪府府民文化部男女参画・府
民協働課府民意識調査担当編

調査・研究報告書　 2019 367.2 オ

ＤＶ被害母子調査　ＤＶ被害が被害者とその子どもに
与える影響と支援ニーズに関する調査報告
婦人相談所一時保護利用者への調査から

大阪府女性相談センター編 調査・研究報告書 2014 367.3 オ

男性問題から見る男女共同参画～ジェンダー平等の
実現と暴力・DV根絶に向けて～
（吹田市立男女共同参画センター調査研究報告）

吹田市立男女共同参画センター
デュオ編

調査・研究報告書 2020 367.2 ス

＃ボクらは誰も傷つけたくない
「男らしさ」の謎を探る冒険（GENDER HANDBOOK Vol.2）

京都市男女共同参画推進協会,
ホワイトリボンキャンペーン・ジャ
パン編

啓発冊子 2020 367.5 キ

身近にある女性への暴力
あなたはどうしたいと思っている？DV・デートDV

西宮市男女共同参画センター
ウェーブ編

啓発冊子 2014 367.3 ニ

たまごになっちゃった！？
佐賀県ＤＶ総合対策センター 編
ひらまつうたこ 文　ひぐちゆうこ 絵

啓発冊子 2011 367.3 サ

一時保護中の子ども向け絵本『たまごになっちゃった！？』副読本
暴力にさらされたこどもたちのケアのために

佐賀県ＤＶ総合対策センター 編 啓発冊子 2011 367.3 サ

配偶者暴力加害者プログラム試行のための留意事
項
（令和3年度 配偶者暴力加害者プログラムに関する調査研究事
業)

内閣府男女共同参画局 その他 2022 367.3 ナ

配偶者からの暴力 相談の手引　平成２６年３月改訂版
配偶者からの暴力の特性の理解と被害者への適切な対応のために

内閣府男女共同参画局編 その他 2014 367.3 ナ

＜雑誌＞
特集 雑誌名・巻号

性暴力と闘う－法・社会のこれから 『We learn ウィラーン』Vol.813

ドメスティック・バイオレンス DVとは何か 『こころの科学』 Vol.219

コロナ禍／性犯罪改正の課題 『ジェンダーと法』 Vol.18

新型コロナウイルス禍とジェンダー 『f visions』No.1

＜ミニコミ誌＞※館内閲覧のみです。

タ イ ト ル 発　行

【ア】APIS(アピス) 暴力防止情報スペース・APIS

【ト】東京強姦救援センターニュース 東京・強姦救援センター

【ヨ】四つ葉さがし クローバーの会

日本評論社 2021.9

日本加除出版

請求記号

2021.7

アジア女性資料センター 2020.6

日本女性学習財団 2021.11

発行 出版年･月
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＜ウェブサイト＞

タ イ ト ル ＵＲＬ

配偶者からの暴力被害者支援情報
（内閣府男女共同参画局）

https://www.gender.go.jp/policy
/no_violence/e-vaw/index.html

性犯罪・性暴力対策
（内閣府男女共同参画局）

https://www.gender.go.jp/policy
/no_violence/seibouryoku/meas
ures.html

女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ https://wn-kobe.or.jp/

性暴力被害者支援情報プラットホーム
THYME（タイム）

http://thyme.buzz/

しあわせなみだ https://shiawasenamida.org/

Spring http://spring-voice.org/

＜視聴覚資料＞

タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

性暴力と性の商品化
映像で学ぶジェンダー入門 5

加藤秀一 監修 2021年/34分/日本

女性相談研修
基礎講座

社会的包摂サポートセンター 2014年/各回約60分/日本

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年/23分/日本

ふたりがよりよい関係をつくるために　■指導手引付
～デートＤＶってなに？～　若年層向けＤＶ防止啓発ＤＶＤ

滋賀県健康福祉部子ども・青少年局 2013年/23分/日本

これからの二人
大切にしたいから

女性ネットSaya-Saya 2010年/23分/日本

デートＤＶって知っていますか?　■指導手引付
大阪府企画/女性と子ども支援
センターウィメンズネット・こうべ

2012年/11分/日本

人と人とのよりよい関係をつくるために　■指導手引付
交際相手とのすてきな関係をつくっていくには

内閣府男女共同参画局 2010年/73分/日本

ずっと一緒にいたいから
あなたと私とデートＤＶ

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ
アセンター

2009年/6分15秒/日本

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 2008年/35分/日本

ナディアの誓い
アレクサンドリア・ボンバッハ／ユナ
イテッドピープル

2018年/95分/アメリカ

自分をとりもどす ＤＶサバイバーからのメッセージ
暴力のない社会をめざして

ビデオ工房ＡＫＡＭＥ制作 2013年/34分/日本

ベロニカの告白／サバイバー　暴力被害を生きのびて
ディーズ・ロジャーズ監督/コロラド州
ボールダー郡強姦対策チーム

2011年/6分＋29分
/アメリカ

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 2011年/30分/日本

パパ、ママをぶたないで！ アニータ・キリ監督 2009年/20分/ノルウェー

▼ブックリスト「よりよい関係をつくるために～ひとりひとりの生と性～」では、デートＤＶに関する資料を紹介しています。

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。

　　　資料種別　　　　　　　　　　貸出冊数（期間）

　　　図書・行政資料・雑誌　　　　15冊（3週間）

　　　DVD　　　　　　　　　　　 　　　3点（2週間）

性犯罪・性暴力対策に関する情報をまとめたページ。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ター一覧へのリンクあり。

教材　DVD 143

性暴力被害に遭ってしまったとき、そしてその後、被
害者が利用できる支援や被害回復について、サバイ
バーが発信する。

配偶者からの暴力について、役立つ情報を集めた
ページ。支援に関する情報や、資料・データへのリン
クを掲載。

内容

アニメーション
DVD　2

教材　DVD 49

教材　DVD 41

ドキュメンタリー
DVD　170

ドキュメンタリー
DVD　106

ドキュメンタリー
DVD　83

ドキュメンタリー
DVD　72

教材　DVD 63・64

DV被害や社会的要因などで困難な状況にある女性
と子どもの支援を行う団体。

性暴力をなくすために、被害に遭われた方への支援
や、社会への働きかけに取り組む団体。

区分

教材　DVD 120

教材　DVD 106

教材　DVD 102

教材　DVD 93

教材　DVD 88

性被害当事者が生きやすい社会の実現を目指す当
事者団体。

＜連絡・問い合わせ先＞

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616 ／ ＦＡＸ 06-6910-8775

E-mail lib@dawncenter.jp
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