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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

女性の生きづらさとジェンダー
「片隅」の言葉と向き合う心理学

心理科学研究会ジェンダー部会
編

有斐閣 2021 143.1 シ

はじめての家族療法
クライエントとその関係者を支援するすべての人へ

浅井伸彦編著, 松本健輔 北大路書房 2021 146.8 ア

フェミニストカウンセリングの実践 井上摩耶子 世界思想社 2010 146.8 イ

対人援助に活かすカウンセリング
チーム支援、多職種連携に必要なコミュニケーション技術

岩崎久志 晃洋書房 2020 146.8 イ

それはあなたが望んだことですか
フェミニストカウンセリングの贈りもの

河野貴代美編著 三一書房 2020 146.8 カ

自分でできるカウンセリング
新版　女性のためのメンタル・トレーニング

川喜田好恵 創元社 2010 146.8 カ

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 146.8 シ

相談の力
男女共同参画社会と相談員の仕事

須藤八千代, 土井良多江子編著 明石書店 2016 146.8 ス

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本
グリーフケア 理解と接し方

髙橋聡美 法研 2022 146.8 タ

トラウマインフォームドケア
 “問題行動”を捉えなおす援助の視点

野坂祐子 日本評論社 2019 146.8 ノ

カウンセリングで何ができるか
改訂新版

信田さよ子 大月書店 2020 146.8 ノ

心理職・援助職のための法と臨床
家族・学校・職場を支える基礎知識

廣井亮一〔ほか〕 有斐閣 2019 146.8 ヒ

カウンセリング・スキルアップのこつ
面接に活かすアサーションの考え方

平木典子 金剛出版 2022 146.8 ヒ

アサーティブネス
その実践に役立つ心理学

堀田美保 ナカニシヤ出版 2019 146.8 ホ

心理援助職のためのスーパービジョン　効果的なスーパー
ビジョンの受け方から、よきスーパーバイザーになるまで

ピーター・ホーキンズ
ロビン・ショエット

北大路書房 2012 146.8 ホ

遠隔心理支援スキルガイド
どこへでもつながる援助

前田正治 〔ほか〕編著 誠信書房 2020 146.8 マ

Ｍｙ Ｓｔｅｐ（マイステップ）
性被害を受けた子どもと支援者のための心理教育

野坂祐子, 浅野恭子 誠信書房 2016 146.82 ノ

親の依存症によって傷ついている子どもたち
物語を通して学ぶ家族への援助

ジェリー・モー 星和書店 2017 146.82 モ

心理職の学びとライフキャリア
働くことと生きること

高橋美保 東京大学出版会 2022 146.89 タ

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

はじめて担当になったあなたへ　犯罪被害者等相談
支援マニュアル　行政職員編

犯罪被害者等暮らし・支援検討会
（くらしえん）編

犯罪被害者等暮らし・支
援検討会（くらしえん）

2016 326.3 ハ

女性の生きづらさ
その痛みを語る

信田さよ子編 日本評論社 2020 367.2 ノ

女性白書 2022
コロナ禍を超え、ジェンダー平等社会の実現を

日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2022 R367.21 ニ

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

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

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

  請求記号

女性相談に関わる人のための資料リスト
～フェミニスト･カウンセリングの視点から～



タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年   請求記号

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

性的マイノリティサポートブック 　自治体、小中高大学など教
育機関、企業の相談窓口にかかわる方の必携書

共生会SHOWA編著 かもがわ出版 2021 367.9 キ

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

相談援助職の「伝わる記録」
現場で使える実践事例74

八木亜紀子 中央法規出版 2019 369.16 ヤ

性的虐待事案に係る児童とその保護者への支援の
在り方に関する研究　総合研究報告書

岡本正子研究代表者 岡本正子 2016 369.4 オ

生き延びるためのアディクション
嵐の後を生きる「彼女たち」へのソーシャルワーク

大嶋栄子 金剛出版 2019 493.7 オ

心的外傷と回復
増補版

ジュディス・Ｌ・ハーマン みすず書房 1999 493.7 ハ

感じるオープンダイアローグ 森川すいめい 講談社 2021 493.7 モ

環状島へようこそ
トラウマのポリフォニー

宮地尚子編 日本評論社 2021 493.74 ミ

タイトル 編集・発行 資料種別 出版年

コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書
 ～誰一人取り残さないポストコロナの社会へ～

内閣府男女共同参画局〔ほか〕編 調査・研究報告書 2021 367.2 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

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

女性のための相談事業ハンドブック
大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）サポー
ト・カウンセリングルーム編

その他 2012 146.8 オ

相談現場から見える現代社会と女性センターの役割
サポート・カウンセリングルームの10年

大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）サポー
ト・カウンセリングルーム編

その他 2012 146.8 オ

＜視聴覚資料＞
タ　イ　ト　ル 監督／制作 製作年/時間/製作国

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/58分+54分+60
分+53分/日本

＜雑誌・ミニコミ誌＞　※館内閲覧のみ

タ　イ　ト　ル 発行所

【オ】大阪被害者支援アドボカシーセンターニュースレター 大阪被害者支援アドボカシーセンター

【グ】Green　Letter 大阪心のサポートセンター

【コ】心のサポート・ステーション　ニュースレター 心のサポート・ステーション

【ナ】なかま通信 フェミニストセラピィ“なかま”

【フ】フェミニストカウンセリング研究 日本フェミニストカウンセリング学会

【フ】フェミニストカウンセリングニュース 日本フェミニストカウンセリング学会

教材 DVD 120

＜行政資料＞
  請求記号

区分

＜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
URL：http://www.dawncenter.jp/

◆ライブラリーカードで一人につき

図書・行政資料・雑誌１５冊(３週間)、

ＤＶＤ３点(２週間)の貸出ができます。


