
No. 書名：副書名 編著者名 発行者 発行年 請求記号

1 アタッチメントと臨床領域
数井みゆき，遠藤利彦
編著

ミネルヴァ書房 2007 146.8/A94

2
移住(外国人)母子家庭の子どもの実態と支援に関する
調査：DVや虐待などの暴力にさらされた子どものケア

カラカサン--移住女性
のためのエンパワメン
トセンター

2010 369.4/I29

3 End violence：youth against violence：家庭内での暴力
湘南DVサポートセ
ンター

2007 367.3/E59

4 男の勘ちがい 斎藤学著 毎日新聞社 2004 367/O86

5 親子再生：虐待を乗り越えるために
佐伯裕子著；島沢優子
編

小学館 2006 369.4/O94

6 親子崩壊：いつから始まり、どこまで進むのか? 山本健治著 三五館 2012 369.4/O94

7
加害者：米国オレゴン州「NPOラファエルハウス・支援者養成マ
ニュアル」より翻訳 (DV被害女性支援者マニュアル(ワークブッ
ク) / 女性ネットSaya-Saya監訳・編集 ; 10)

女性ネットSaya-Saya
監訳・編集

女性ネットSaya-
Saya

2006 367.2/D79

8 加害者は変われるか?：DVと虐待をみつめながら 信田さよ子著 筑摩書房 2008 367.3/Ka16

9 家族主義福祉レジームの再編とジェンダー政治 辻由希著 ミネルヴァ書房 2012 369.2/Ka99

10 家族・ジェンダーと法 三木妙子[ほか]著 成文堂 2003 320/Ka99

11 家族という暴力 芹沢俊介著 春秋社 2004 367.3/Ka99

12 家族とこころ：ジェンダーの視点から
浅川千尋，千原雅代，
石飛和彦著

世界思想社 2009 367.3/Ka99

13 家族とジェンダーの社会学 千葉モト子著 法律文化社 2011 361.6/Ka99

14 家族の変容と暴力の国際比較 古橋エツ子編 明石書店 2007 367.3/Ka99

15
家族の暴力をのりこえる：当事者の視点による非暴力援
助論

味沢道明，小井香欧
里，中村正著

かもがわ出版 2002 367.3/Ka99

16
家族間暴力のカウンセリング (家族心理学年報 / 日本
家族心理学会編集 ; 23)

日本家族心理学会編
集

金子書房 2005 367.3/Ka99

17
家族間暴力防止の基礎理論：暴力の連鎖を断ち切るに
は

ケヴィン・ブラウン，マー
ティン・ハーバート著；藪本
知二，甲原定房監訳

明石書店 2004 367.3/Ka99

18 家族内殺人 浜井浩一編著 洋泉社 2009 368.6/Ka99

19
語る女性：男たちへ：相互理解のために (日本男性学会議「DV・
虐待、加害者アプローチ研究全国大会」報告集 / 日本男性学会
議事務局編 ; 第3回)

日本男性学会議事務
局編

日本家族再生セン
ター

2008 367/N71

20 家庭という病巣 豊田正義著 新潮社 2004 367.3/Ka85

21
家庭内で起こる暴力とファミリーサポート：市民サポー
ターのエンパワメント

山西裕美編著 中央法規出版 2005 367.3/Ka85

22 家庭内暴力の研究：防止と治療プログラムの評価
ローズマリー・チョーク，パ
トリシア・A.キング編；乙須
敏紀，菱沼裕子訳

福村出版 2011 367.3/Ka85

テーマ展示リスト「なくそう子どもへの虐待」(2014年1月～3月)

国立女性教育会館女性教育情報センター

児童虐待相談対応件数は、平成23年度約6万件と、統計を取り始めて以来、毎年増加している。虐待

にはドメスティック・バイオレンスの影響も指摘されており、子どもを安心して育てることのできる環境を作

るために、現状を知り課題を考える。
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23 関係性における暴力：その理解と回復への手立て
藤岡淳子編著；浅野恭
子[ほか著]

岩崎学術出版社 2008 361.3/Ka56

24
傷つけられていませんか?：虐待的な関係を見直す (10
代のセルフケア ; 6)

カーリーン・コブ著；水
澤寧子訳

大月書店 2008 369.4/Ki99

25
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・ソサエティ著；
アジア女性センター訳

明石書店 2005 369.4/G99

26 虐待という迷宮
信田さよ子，シャナ・キャ
ンベル，上岡陽江著

春秋社 2004 367.3/G99

27
虐待当事者のための電話相談事業事業報告：当事者
の見る家庭内暴力防止最前線

レターカウンセリング
あのね[編]

レターカウンセリン
グあのね

2003 367.3/G99

28 虐待のメカニズム：その予防と対策 春日喬編著 おうふう 2010 369.4/G99

29
虐待・暴力に対する法制度(社会保障法 / 日本社会保
障法学会編 ; 第26号)

医療制度改革/日本社
会保障法学会編

日本社会保障法学
会

2011 367.3/G99

30 虐待親への接近：家裁調査官の目と技法 飯田邦男著 民事法研究会 2005 369.4/G99

31 虐待される子どもたち 丸田桂子著 幻冬舎ルネッサンス 2009 367.6/G99

32 Q&A児童虐待防止ハンドブック
児童虐待問題研究会
編著

ぎょうせい 2012 369.4/Q1

33
Q&Aドメスティックバイオレンス児童・高齢者虐待対応の
実務

冨永忠祐編集 日本法規出版 2009 320/Q1

34
現場に生きる子ども支援・家族支援：ケース・アプローチ
の実際と活用

小木曽宏著 生活書院 2007 369.4/G34

35 こころを殴られた子どもたち 吉廣紀代子著 毎日新聞社 2002 367.3/Ko44

36
子どもへの虐待：米国オレゴン州「NPOラファエルハウス・支援者
養成マニュアル」より翻訳 (DV被害女性支援者マニュアル(ワー
クブック) / 女性ネットSaya-Saya監訳・編集 ; 8)

女性ネットSaya-Saya
監訳・編集

女性ネットSaya-
Saya

2006 367.2/D79

37 子どもをいじめるな 梶山寿子著 文藝春秋 2002 369.4/Ko21

38
子どもが性被害をうけたとき：お母さんと,支援者のため
の本

キャロライン・M・バイヤ
リー著；菊池美名子，湯川
やよい訳

明石書店 2010 368.6/Ko21

39 子ども虐待 西澤哲著 講談社 2010 369.4/Ko21

40 子ども虐待：多職種専門家チームによる取り組み 松田博雄著 学文社 2008 369.4/Ko21

41 子ども虐待対応の手引き
恩賜財団母子愛育会日本
子ども家庭総合研究所編

有斐閣 2005 369.4/Ko21

42
子ども虐待対応の手引き：平成21年3月31日厚生労働
省の改正通知

恩賜財団母子愛育会日本
子ども家庭総合研究所編

有斐閣 2009 369.4/Ko21

43
子ども虐待対応ハンドブック：通告から調査・介入そして
終結まで

ハワード・ドゥボヴィッツ，
ダイアン・デパンフィリス編
著；庄司順一監訳

明石書店 2005 369.4/Ko21

44
子ども虐待と援助：児童福祉施設・児童相談所のとりく
み

竹中哲夫[ほか]編集代
表；全国児童養護問題研
究会編

ミネルヴァ書房 2002 369.4/Ko21

45
子ども虐待としてのDV：母親と子どもへの心理臨床的
援助のために

春原由紀編著；武蔵野大
学心理臨床センター子ど
も相談部門著

星和書店 2011 367.3/Ko21

46 事例研究と対応のポイント (子ども虐待と保育園 ; [正])
保育と虐待対応事例研究
会編

ひとなる書房 2004 369.4/Ko21

47
子ども虐待の予防とネットワーク：親子の支援と対応の
手引き

徳永雅子著 中央法規出版 2007 369.4/Ko21

48
子ども虐待予防のための地域保健活動マニュアル：子
どもに関わるすべての活動を虐待防止の視点に

子ども虐待予防地域保健
研究会[編]；佐藤拓代編
著

社会保健研究所 2002 369.4/Ko21

2



No. 書名：副書名 編著者名 発行者 発行年 請求記号

49 子どもと家族の法と臨床
廣井亮一，中川利彦
編

金剛出版 2010 324.6/Ko21

50
「生存者 (サバイバー) 」と呼ばれる子どもたち：児童虐
待を生き抜いて

宮田雄吾著 角川書店 2010 369.4/Sa11

51
シェルターから考えるドメスティック・バイオレンス：被害
女性と子どもの自立支援のために

かながわ女のスペー
スみずら編

明石書店 2006 367.3/Sh14

52
「シェルター利用者に係る児童虐待に関する調査研究」
報告書

日本キリスト教婦人矯
風会女性の家HELP

2007 369.4/Sh14

53
支援困難事例の分析調査：重複する生活課題と政策と
のかかわり

岡田朋子著 ミネルヴァ書房 2010 369.1/Sh26

54
支援に関わる人のために：性的虐待の被害にあった子
ども：DVと子どもへの虐待

性と身体を考える
ネットワーク会議

2008 367.9/Sh26

55
支援者のためのマニュアルDVと子ども：家庭という密室
での暴力

女性のためのアジ
ア平和国民基金

2005 367.3/Sh26

56 知っていますか?子どもの虐待一問一答 田上時子編著 解放出版社 2007 369.4/Sh92

57 新・子どもの虐待：生きる力が侵されるとき 森田ゆり[著] 岩波書店 2004 369.4/Sh64

58 児童虐待へのブリーフセラピー 宮田敬一編 金剛出版 2003 369.4/J48

59
児童虐待・DV (ドメスティック・バイオレンス)：その事例と
対応

夏刈康男，宮本和彦
編著

八千代出版 2003 369.4/J48

60 児童虐待に関するアンケート調査報告書
DVと児童虐待を考え
る会編

DVと児童虐待を考
える会

2002 369/J48

61 児童虐待の防止：児童と家庭,児童相談所と家庭裁判所 町野朔，岩瀬徹編 有斐閣 2012 369.4/J48

62
児童養護施設のソーシャルワークと家族支援：ケース管
理のシステム化とアセスメントの方法

北川清一著 明石書店 2010 369.4/J48

63 助産師のための子ども虐待防止実践マニュアル 日本助産師会編 日本助産師会 2004 369.4/J76

64
女児に対する差別と暴力：実態と撤廃に向けた取り組
み

房野桂，田中正子編
著

明石書店 2007 367.2/J66

65
女性、子どもたちへの性暴力：被害の現状と支援を探
る：福祉施設利用者から見える背景と課題

東京都社会福祉協
議会

2011 369.2/J76

66
女性に対する暴力：支援者が直面する問題：『援助者育
成のためのワークショップ』アンケート分析結果報告書

アンケート分析研究会
[編]；中谷茂一研究会代
表

女性のためのアジ
ア平和国民基金

2004 367.2/J76

67
女性のための離婚Q&A：弁護士がホンネで答える離婚・
虐待

AKK「離婚Q&A」編集
委員会編

アディクション問題
を考える会(AKK)

2005 324.6/J76

68 寸劇でDV防止活動：FCN・DVシアターの試み
フェミニストカウンセリ
ングなごや・有志編著

柘植書房新社 2009 367.3/Su74

69
図表でわかる子ども虐待：保育・教育・養育の現場で活
かすために

才村純著 明石書店 2008 369.4/Z6

70
性暴力被害に遭った子どもたちのサポートマニュアル ; DV家庭
における性暴力被害の実態：本当のことを聞いて欲しい

全国女性シェルター
ネット編

全国女性シェルター
ネット

2009 367.3/Se17

71 断ち切れ!虐待の世代連鎖：子どもを守り親をも癒す 長谷川博一著 樹花舎 2005 369.4/Ta14

72
DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す：お母さんと支援者
のためのガイド

ランディ・バンクロフト著；白川美也
子，山崎知克監訳；阿部尚美，白
倉三紀子訳

明石書店 2006 367.3/D85

73 DVと虐待：「家族の暴力」に援助者ができること 信田さよ子著 医学書院 2002 367.3/D79

74 DV(ドメスティック・バイオレンス)・子ども・いじめ 須田諭一編著 メトロポリタンプレス 2012 367.6/Ko61
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75
DVにさらされる子どもたち：加害者としての親が家族機
能に及ぼす影響

ランディ・バンクロフト，
ジェイ・G・シルバーマン
著；幾島幸子訳

金剛出版 2004 367.3/D79

76
DV防止に向けた10年のあゆみ：1998年日本DV防止・情
報センター発足から

日本DV防止・情報
センター

2010 367.3/D79

77
ディープ・ブルー：虐待を受けた子どもたちの成長と困
難の記録：アメリカの児童保護ソーシャルワーク

粟津美穂著
太郎次郎社エディタ
ス

2006 369.4/D77

78
当事者は語る (日本男性学会議「DV・虐待、加害者アプローチ
研究全国大会」報告集 / 日本男性学会議事務局編 ; 第2回)

日本男性学会議事務
局編

日本家族再生セン
ター

2007 367/N71

79
当事者は誰?：抑圧のない援助をめざして (日本男性学会議
「DV・虐待、加害者アプローチ研究全国大会」報告集 / 日本男
性学会議事務局編 ; 第4回)

日本男性学会議事務
局編

日本家族再生セン
ター

2009 367/N71

80
特集：虐待のプライマリ・ケア：子ども虐待・DV・高齢者
虐待

南山堂 2005 367.3/To43

81 ドメスティック・バイオレンス：愛が暴力に変わるとき 森田ゆり著 小学館 2007 367.3/D85

82 ドメスティック・バイオレンスから子どもを守るために
P・G・ジャッフェ，L・L・ベイ
カー，A・J・カニングハム共
編；岩本隆茂[ほか]共訳

培風館 2009 367.3/D85

83
ドメスティック・バイオレンスと子ども：家庭内で暴力を目
撃した子ども

湘南DVサポートセ
ンター

[2010] 369.4/D85

84
ドメスティック・バイオレンスと子どもたち：アメリカ・マサ
チューセッツからの発信：講演会報告書

G.Planning編 G.Planning 2003 369.4/D85

85
ドメスティック・バイオレンスと子どもの権利：見逃さない
で子どものサイン

ウィメンズネット「ら
いず」

2005 367.3/D85

86
DV (ドメスティックバイオレンス) .不安神経症パニック障
害. 児童虐待親殺し

西村由貴[著].大西守，寺沢英
理子[著]作田明[著] 新書館 2005 367.3/D85

87
ドメスティックバイオレンスは「子どもへの暴力」である：
「子どもに関するDV被害」聞き取り調査報告

ウィメンズサポート
センターにいがた

2004 369.4/D85

88
ドメステイック・バイオレンスの家庭で育つ子どもへの支
援に関する調査研究報告書

ウィメンズライツセン
ター

2005 369.4/D85

89
ねえママ、どうして私のこと嫌いなの…：児童虐待-ある
少女の死の記録より

イヴ・クルピンスキー，ダナ・
ウィーケル著；ジョン・G.クロー
ニン編集；上田勢子訳

PHP研究所 2004 369.4/N61

90
配偶者からの暴力相談の手引：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]

[国立印刷局] 2005 367.3/H15

91
配偶者からの暴力防止と被害者支援に関する全国会
議(DV全国会議)：先進的な取組事例に学ぶ

内閣府男女共同参
画局

[2010] 367.3/H15

92 ファミリー・バイオレンス：子ども虐待発生のメカニズム 井上眞理子著 晃洋書房 2005 369.4/F13

93 ファミリー・バイオレンス 岩井宜子編 尚学社 2010 367.3/F13

94
ファミリー・バイオレンスにどう対応するか：公開シンポジ
ウム

日本犯罪社会学会編 尚学社 2009 367.3/F13

95
暴力家族で育ったあなたへ：自助グループで気づく回復
力

日本トラウマ・サバイ
バーズ・ユニオン編

解放出版社 2005 367.3/B65

96
暴力からの解放 (講座ジェンダーと法 / ジェンダー法学
会編 ; 第3巻)

戒能民江[ほか]編集
委員

日本加除出版 2012 321/Ko98

97 暴力・虐待・ハラスメント：人はなぜ暴力をふるうのか
藤本修編著；荒賀文子，
東牧子，角典哲[ほか]著

ナカニシヤ出版 2005 146.8/B65

98 マルトリートメント子ども虐待対応ガイド
ジョン・E・B・マイヤーズ
[ほか]編；和泉広恵[ほか]
監訳

明石書店 2008 369.4/Ma58

99 見えない虐待
廣中邦充，杉山由美
子著

日本放送出版協会 2006 369.4/Mi15

100
問題解決への刑事法的アプローチ (児童虐待 / 林弘
正著 ; 2)

林弘正著 成文堂 2011 326/J48
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