
＜図書＞
タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

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 367.3 ア

デートＤＶ対応の手引き アウェア[aware] アウェア[aware] 2014 367.3 ア

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 367.3 イ

デートＤＶ白書　ＶＯＬ.１～４，６～１０ エンパワメントかながわ編 エンパワメントかながわ
2013～
2022

367.3 エ

デートＤＶ防止授業の実践報告　必要性とその効果
１５年間・２５万人に届けた奇跡
ジェンダー平等社会実現のために

ウィメンズネット・こうべ編 ウィメンズネット・こうべ 2022 367.3 ウ

若者の性意識とデートＤＶ
互いを思いやる豊かな関係をめざして

SEAN編 SEAN 2015 367.3 シ

性の“幸せ”ガイド 改訂
若者たちのリアルストーリー

関口久志 エイデル研究所 2021 367.9 セ

すぐに役立つ、あなたにもできるデートＤＶ予防教育
テキスト 　「相談されたらどうする？」の事例つき

ＤＶ防止ながさき編 ＤＶ防止ながさき 2013 367.3 デ

愛する、愛される
デートＤＶをなくす・若者のためのレッスン７

山口のり子 梨の木舎 2004 367.3 ヤ

大人になる前に知る性のこと
他人を尊重し、自分を大切にする

加納尚美, 鈴木琴子編著 ぺりかん社 2019 367.9 カ

３万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な"性"の
はなし

村瀬幸浩 KADOKAWA 2020 367.9 ム

考えたことある？性的同意
知らないってダメかも

ピート・ワリス, タリア・ワリス作
ジョセフ・ウィルキンズ絵

子どもの未来社 2021 367.9 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 367.93 ワ

包括的性教育
人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に

浅井春夫 大月書店 2020 367.99 ア

RESPECT
男の子が知っておきたいセックスのすべて

インティ・シャベス・ペレス 現代書館 2021 367.99 シ

１０代の妊娠
友だちもネットも教えてくれない性と妊娠のリアル

にじいろ 合同出版 2021 367.99 ニ

国際セクシュアリティ教育ガイダンス
科学的根拠に基づいたアプローチ

ユネスコ編 明石書店 2022 367.99 ユ

BLUE　HEART～ブルー・ハート～
誰にも話せないでも誰かに聞いて欲しい私の気持ち

ライトハウス原作　Ｃｏｏ作画
小山修一〔ほか〕編

人身取引被害者サポート
ハウス　ライトハウス

2015 369.4 ラ

ジェンダー平等教育実践資料集
多様性を排除しない社会にむけて

日本教職員組合ジェンダー平等
教育推進委員会編

アドバンテージサーバー 2019 375.1 ニ

＜児童書・えほん＞
タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

マンガでわかる！小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯
ガイド

佐々木成三監修
ぽぽこ漫画

主婦と生活社 2022 K007 サ

からだのきもち
境界・同意・尊重ってなに？

ジェイニーン・サンダース作
サラ・ジェニングス絵

子どもの未来社 2022 K361.4 サ

いえるよ！NO
わたしらしく生きるための大切なことば

ジェニー・シモンズ作
クリスティン・ソラ絵

大月書店 2022 K361.4 シ

こんにちは！同意
誰かと親密になる前に知っておきたい大切なこと

ユミ・スタインズ, メリッサ・カン
ジェニー・レイサム画

集英社 2022 K361.4 ス

１０代で知っておきたい「同意」の話
YES、NOを自分で決める１２のヒント

ジャスティン・ハンコック文
ヒューシャ・マクアリー絵

河出書房新社 2022 K361.4 ハ

だいじだいじどーこだ？
はじめての「からだ」と「性」のえほん

えんみさきこ さく
かわはらみずまる え

大泉書店 2021 K367.9 エ

性ってなんだろう？　全５巻
こころとからだの不安によりそう

北山ひと美監修
青野真澄指導協力

新日本出版社 2021 K367.9 キ

請求記号

請求記号
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よりよい関係をつくるために
ひとりひとりの生と性
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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年 請求記号

小学生だから知ってほしいSEX・避妊・ジェンダー
・性暴力 「性」のはなしはタブーじゃない！

髙橋怜奈監修
ぽぽこ漫画・イラスト

主婦と生活社 2021 K367.9 タ

アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ・ブラウン 東洋館出版社 2017 K367.9 ブ

おしえて！くもくん
プライベートゾーンってなあに？

サトウミユキ制作 東山書房 2021 K367.99 サ

好きな人に触れたくなるのは、どうして?
北欧に学ぶ恋愛とセックスの本

サビーネ・レミレ文
ラスムス・ブラインホイ絵

晶文社 2020 K367.99 レ

＜行政資料＞
タ イ ト ル 編集・発行 資料種別 出版年

好きやったらいいと思ってない？
知っておいてほしい 自分のことも相手のことも大切にするために

大阪府府民文化部男女参画・府民
協働課編

啓発冊子 2021 367.3 オ

今つきあってる恋人との関係、これでいいのかと
考えてみた結果 ＮＯ！デートＤＶ

大阪府府民文化部男女参画・府民
協働課編

啓発冊子 2020 367.3 オ

デートＤＶのない素敵な関係をつくろう
大阪市男女共同参画のまち創生協
会（大阪市男女いきいき財団）編

啓発冊子 2019 367.3 オ

大切にしよう、自分のこと。
北九州市立男女共同参画セン
ター・ムーブ編

啓発冊子 2019 367.3 キ

好きな人ができたら読んでほしい１０のこと
デートＤＶは、意外と身近にあるかもしれない

Safety First静岡編 啓発冊子 2019 367.3 セ

ステキな関係をつくるために
デートＤＶについて知っておこう　中学生用

アウェア制作　宮城県保健福祉部
子育て支援課発行

啓発冊子 2013 367.3 ミ

ステキな恋愛をするために知っておこう
デートＤＶってなに？　高校生用

アウェア制作　宮城県保健福祉部
子育て支援課発行

啓発冊子 2013 367.3 ミ

必ず知ってほしい、とても大切なこと。性的同意
ＧＥＮＤＥＲ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ　ジェンダーハンドブック

京都市男女共同参画推進協会編 啓発冊子 2018 367.9 キ

＜視聴覚資料＞
タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

性の健康・リレーションシップ教育映像教材
AMAZE

amaze／ピルコン 2020年/アメリカ/129分

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

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

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

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

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

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

＜ウェブサイト＞

タ イ ト ル ＵＲＬ

生命（いのち）の安全教育
https://www.mext.go.jp/a_menu
/danjo/anzen/index.html

デートDV110番 https://ddv110.org/

notAlone （ナタロン） https://notalone-ddv.org/

◎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）

デートDVについての知識、体験談、全国の相談窓
口の情報を掲載。

性被害を防ぐため、幼児期から大学生まで段階に
合わせた教材を作成。動画とともに公開している。

区分

教材  DVD 49

教材  DVD 93

教材  DVD 88

教材  DVD 63・64

請求記号

教材  DVD 137

教材  DVD 106

教材  DVD 102

デートDVに関する相談窓口。電話のほか、チャット
でも相談できる。デートDVに関する啓発資料や
チェックリストも掲載。

内容

＜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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