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書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

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 : 当事者とカウンセラーが一緒になって生み出
したワーク

長谷川七重, グループしおん著 メディアイランド 2015.3 146.8/Ki99

心の問題と家族の法律相談 : 離婚・親権・面会交
流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー

森公任, 森元みのり著 日本加除出版 2017.11 327.4/Ko44

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・フォンテス著 ;

宮家あゆみ訳
晶文社 2017.9 361.4/Mo41

平気で他人を傷つける人 片田珠美著 KADOKAWA 2015.11 361.45/H51

モラル・ハラスメント : 職場におけるみえない暴力
マリー=フランス・イルゴイエンヌ著 ;

大和田敢太訳
白水社 2017.2 366.3/Mo41

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて 内閣府男女共同参画局編 内閣府男女共同参画局 2011.3 367.1/J76

愛を言い訳にする人たち : DV加害男性700人の告白 山口のり子著 梨の木舎 2016.3 367.2/A25

男女間における暴力に関する調査報告書 内閣府男女共同参画局推進課 2009.3 367.2/D37

デートDVを知っていますか : 2万人の高校生へ届けた授業
: 対等な関係をつくるために私たちが伝えてきたこと

DV防止ながさき編 DV防止ながさき 2008.1 367.2/D65

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 2007.8 367.2/J66

危機をのりこえる女たち : DV法10年、支援の新地平
へ

戒能民江編著 信山社 2013.7 367.2/Ki22

女性や子どもがのびやかで安心して自分らしく生き
られる社会をめざして

女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ

[2018] 367.21/J76

夫やパートナーからの暴力に悩むあなたへ
神奈川県立かながわ

女性センター[編]
神奈川県立かながわ

女性センター
2015.9 367.3/37

弁護士が説くDV解決マニュアル 長谷川京子, 佐藤功行, 可児康則著 朱鷺書房 2014.3 367.3/B35

暴力は絶対だめ!
アストリッド・リンドグレーン [述] ;

石井登志子訳
岩波書店 2015.8 367.3/B65

暴力の連鎖をなくすために、いまできること : DVの次
世代への連鎖を食い止める研究会報告

AWS 2013.3 367.3/B65

地域における配偶者間暴力対策の現状と課題に関
するアンケート調査報告書

内閣府男女共同参画局推進課 2011.3 367.3/C43

だけど愛していた : わたしが「私」をとりもどすために 香内唯里著 文芸社 2016.7 367.3/D31

男性とともに取り組む、女性への暴力のない地域づくり :
ホワイトリボンキャンペーン・プロジェクト : 事業報告書

女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ

2013.3 367.3/D38

ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター : 被害
当事者支援の構築と展開

小川真理子著 世織書房 2015.2 367.3/D85

ドメスティック・バイオレンスに「ノー」と言おうキャン
ペーン報告書 : ユニフェム日本国内委員会

ユニフェム日本国内委員会 2010.8 367.3/D85

DV加害者の実体 : 被害者が自分の人生を取り戻す
ために知るべきこと : ランディ・バンクロフトさん講演

レジリエンス 2011.2 367.3/D99

DVはいま : 協働による個人と環境への支援 高畠克子編著 ミネルヴァ書房 2013.2 367.3/D99

DV被害者支援ハンドブック : サバイバーとともに 尾崎礼子著 朱鷺書房 2015.1 367.3/D99

DVシェルターの女たち = Women of Battered
Women's Shelter

春日野晴子著 彩図社 2016.9 367.3/D99

「DV・モラハラ：なくそう、やめよう、逃げよう」展示リスト
(2018年10月～12月)

暴力は決して許されるものではありません。

この機会に女性に対する暴力について考えてみましょう。

今年も、11月12日（月）～25日（日）に「女性に対する暴力をなく

す運動」が実施されます。女性に対する暴力には、夫・パート

ナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ス

トーカー行為等が挙げられます。
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DV被害の子どもと女性の地域連携支援事業報告書 女性ネットSaya-Saya [編] 女性ネットSaya-Saya 2014.3 367.3/D99

ファミリー・バイオレンス 岩井宜子編 尚学社 2010.4 367.3/F13

母を棄ててもいいですか? : 支配する母親、縛られる娘 熊谷早智子著 講談社 2011.11 367.3/H14

非暴力の子育ての原則 : DV・児童虐待の根絶に向
けて : 講演記録集

ウィメンズネット・こうべ編 ウィメンズネット・こうべ 2011.3 367.3/H54

保育士、教師がDV被害を受けた親子を理解するた
めの本

須賀朋子著 かりん舎 2018.6 367.3/H81

いつか愛せる : DV(ドメスティック・バイオレンス)共依
存からの回復

あさみまな著 朱鳥社 2010.1 367.3/I91

カウンセラーが語るモラルハラスメント : 人生を自分
の手に取りもどすためにできること

谷本惠美著 晶文社 2012.8 367.3/Ka89

性をめぐる家族の諸問題と支援 日本家族心理学会編集 金子書房 2016.8 367.3/Ka99

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 2011.12 367.3/Ko21

「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, 熊谷早智子著 講談社 2013.6 367.3/Mo41

モラル・ハラスメント : こころのDVを乗り越える 橋本俊和, 橋本智子著 緑風出版 2014.7 367.3/Mo41

モラ夫のトリセツ : モラハラ夫と幸せに暮らす、秘密
のテクニック

麻野祐香著 合同フォレスト 2015.8 367.3/Mo41

モラハラ環境を生きた人たち 谷本惠美著 而立書房 2016.6 367.3/Mo41

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～著 河出書房新社 2014.4 367.3/O89

夫が怖くてたまらない 梶山寿子著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016.6 367.3/O89

パパと怒り鬼 : 話してごらん、だれかに
グロー・ダーレ作 ; スヴァイン・ニーフー

ス絵 ; 大島かおり, 青木順子共訳
ひさかたチャイルド 2011.8 367.3/P22

市町村の配偶者暴力相談支援センターの設置促進
のための手引

内閣府男女共同参画局推進課 2013.4 367.3/Sh24

親密圏における暴力 : 被害者支援と法 手嶋昭子著 信山社 2016.5 367.3/Sh64

諸外国における女性に対する暴力の予防啓発に関
する調査報告書

内閣府男女共同参画局 [編] 内閣府男女共同参画局推進課 2007.6 367.3/Sh95

STOP THE 暴力 : 配偶者からの暴力で悩んでいる
方へ

内閣府男女共同参画局 2009 367.3/St7

多文化家族における家庭内暴力と福祉的介入の国
際比較研究

学術研究出版/ブックウェイ 2016.3 367.3/Ta12

許しません、DVを。 : パパ、ママをそんなに怒鳴らな
いで…。

下村美恵子編
むさしのヒューマン・
ネットワークセンター

2010.11 367.3/Y99

中学生へのドメスティック・バイオレンス予防啓発に
関する研究

須賀朋子著 風間書房 2015.7 367.6/C62

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

山口のり子著 梨の木舎 2017.1 367.68/A25

少女 若年女性を支援する人のためのハンドブック :
若草プロジェクト支援マニュアル

若草プロジェクト 2017.3 367.68/Sh96

性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 2016.11 368.4/Se17

第20回 全国シェルターシンポジウム 2017 in 東京
全国女性シェルターネット, 第20回全国シェ
ルターシンポジウム 2017in東京実行委員会

NPO法人全国女性
シェルターネット

2018.3 368.6/D25

暴力によるマインドコントロール 性暴力・DVによる支
配が、当事者に及ぼす多大な影響

性暴力救援センター全国連絡会 2015.4 368.6/Z3

性暴力被害を受けたあなたへ 性暴力救援センター・東京[編]
性暴力救援センター・東京

(SARC東京)
2017.3 368.64/Se17

暴力・虐待を経験した子どもと女性たち : 暴力・虐待
を未然に防ぐアプローチに関する調査報告書

暴力・虐待を生まない社会づくり
検討委員会編集

東京都社会福祉協議会 2014.4 369.4/B65

虐待とDV (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, 本夛須美子訳

明石書店 2016.12 369.4/G99

こんなことに気づいてあげて : 暴力・虐待を防ぐため
にあなたにできること

暴力・虐待を生まない社会づくり
検討委員会 [編]

東京都社会福祉協議会 2015.3 369.4/Ko75
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加害者更生

DV加害者が変わる : 解決志向グループ・セラピー実
践マニュアル

モー・イー・リー, ジョン・シーボルド, エイドリ
アナ・ウーケン著 ; 玉真慎子, 住谷祐子訳 金剛出版 2012.9 367.3/D99

「配偶者等に対する暴力の加害者更生に係る実態
調査研究事業」報告書

内閣府男女共同参画局推進課
暴力対策推進室

2016.3 367.3/H15

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 2015.2 367.3/Ka16

加害者臨床の可能性 : DV・虐待・性暴力被害者に
責任をとるために

アラン・ジェンキンス著 ; 信田さよ子,
高野嘉之訳

日本評論社 2014.6 367.3/Ka16

和雑誌記事

記事名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

女性に対する暴力をなくす運動について : 女性に対
する暴力の根絶に向けた取組

共同参画 内閣府
2017.11
(106)

日本における「gender-based violence ジェンダー化された暴力(violence
against women 女性に対する暴力)」対策を考える / 北仲千里 女性学 日本女性学会

2018.03
(25)

性暴力をなくす声を : #MeToo(私も) 婦人通信 日本婦人団体連合会
2018.04
(709)

エッセイ : 平成の性暴力史を描く / 北原みのり 現代思想 青土社
2018.07
(46-11)

セクハラという「男性問題」 : 現場からの視点 / 金子
雅臣

世界 岩波書店
2018.08
(911)

地方自治体広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

暴力をふるわない男性達よ、声をあげよう。 : ホワイ
トリボンキャンペーン

男女共同参画通信
京都市文化市民局男女共同参画

推進課 : 財団法人京都市女性協会
2016.11

(43)

他人事ではない これってDVなの? ウィズ新宿
ウィズ新宿 東京都新宿区

女性情報センター
2017.10
(128)

女性に対する暴力をなくす運動
男女共同参画推進センターだより : 女性と
男性のよりよいパートナーシップのために

長崎県県民生活環境部男女共同
参画室男女共同参画推進センター

2017.10
(68)

性暴力への偏見と誤解 OASIS : オアシス
港区政策経営部総務課
人権・男女共同推進係

2017.12
(55)

デートDV : その関係このままでいいの? ソフィア 吹田市立婦人会館
2018.01

(91)

障害のある女性の抱える課題 : DV被害の課題を中
心に

東京都女性相談センター通信 東京都女性相談センター
2018.03

(37)

｢モラル・ハラスメントを考える｣ かたらい ： Talk & talk
小金井市保育婦人課

婦人施策推進室
2018.03

(47)

デートDV 未来館NEWS
福島県男女共生センター

女と男の未来館
2018.08

(67)

新聞記事

新聞社 掲載日

西日本新聞社 2013.12.07

毎日新聞社 2015.02.20

毎日新聞社 2015.04.15

朝日新聞社 2015.10.26

毎日新聞社 2017.04.26

東京新聞社 2017.12.12

記事タイトル等

新訳男女語り合おう : 言葉や態度による精神的暴力「モラハラ」心むしばむ 認識しに
くく深刻化 : 連合HP妊婦への嫌がらせ「手帳」で注意喚起

質問なるほドリ : モラハラって何? : 無視や暴言で精神的に虐待 離婚原因の2割占め
る

現場 : モラハラを知るために

フォーラム DVなくすために : 変わらなかった夫 : 罪の意識低い加害者 : 男性の被害 理
解して

DVシェルター経営難 4団体休止 一時保護委託3割減 : 消えない傷 DV家庭に育って (1)
: 暴力で支配 子にも連鎖 : 8割「父から被害」訴え

心と体すっきりナビ : 多様で潜在化する「DV」
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毎日新聞社 2018.01.11

日本経済新聞社 2018.03.16

読売新聞社 2018.08.16

日本経済新聞社 2018.08.24

産経新聞社 2018.08.31

埼玉新聞社 2018.08.31

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

DV被害者の住所保護に穴 : 加害者側弁護士通じ漏洩相次ぐ : 自治体、依頼人確認
甘く

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・
家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベースから
検索することができます。

●文献情報データベース
　http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

デートDV撲滅へ全国ネットを設立 : 26日記念シンポ

死亡の妻妊娠8ヵ月 : 札幌DV 胎児も助からず

DV逃れ出生届出せず

記者の目 : 仙台の父親刺殺 懲役11年判決 : 深刻な面前DV調査急げ

DV把握・摘発最多 : 17年、警察庁 : 男性の被害も増加

図書の貸出や複写郵送サービスなどを

行っています。ぜひご活用ください！
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