
【図書・地方行政資料】
1.子どもへの性犯罪・性暴力
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 13歳、「私」をなくした私 : 性暴力と生きることのリアル 山本潤著 朝日新聞出版 2021 367.3/J98

2
家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い : 今すぐ
この本を持って保健室に行こう

獅城けい著 高文研 2022 367.6/Ka99

3 子どもへの性暴力は防げる! : 加害者治療から見えた真実 福井裕輝著 時事通信出版局 2022 368.4/Ko21

4 秘密を語る時間 ク・ジョンイン著 ; 呉永雅訳 柏書房 2021 368.6/H59

5 男子という闇 : 少年をいかに性暴力から守るか
エマ・ブラウン著 ; 山岡希美
訳

明石書店 2021 368.6/D38

6
ルポ性暴力 : 独自取材でわかった被害者と加害者、その深い
闇

諸岡宏樹著 鉄人社 2022 368.6/R86

7 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・
アルノー著

新評論 2020 368.6/Sh96

8
トラウマと共に生きる : 性暴力サバイバーと夫たち+回復の
最前線

森田ゆり編著 築地書館 2021 368.6/To66

9 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 368.6/W47

10
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・ウッド著 ; 服部理
佳訳

左右社 2022 368.6/W47

11
あっち側の彼女、こっち側の私 : 性的虐待、非行、薬物、そ
して少年院をへて

結生著 ; 小坂綾子著 朝日新聞出版 2020 368.7/A94

12
からだをさわられたの?かぞくのけんかがこわいの? (NHK#も
しかして…)

NHK「#もしかして…」制作班
編 ; 飯田千里絵 ; 奥山眞紀子監
修

金の星社 2020 369.4/ N69

13 黙殺される教師の「性暴力」 南彰著 朝日新聞出版 2022  374.3/Mo21

14 スクール・セクシュアル・ハラスメント : 学校の中の性暴力 内海崎貴子 [ほか]著 八千代出版 2019 374.3/Su54

15
障がい児者への性暴力が認められる社会へ : 障がい児者への
性暴力に関するアドボカシー事業報告書

しあわせなみだ [編] しあわせなみだ 2018 378/Sh95

16 スポーツ毒親 : 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか 島沢優子著 文藝春秋 2022 780/Su75

2022年10月～12月　女性教育情報センターテーマ展示
生命の安全教育を学ぼう

∼子ども・若者を性犯罪・性暴力の当事者にしないために～

性犯罪・性暴力の現状を踏まえ、自分や相手を尊重し生命を
大切にする考え方や性教育に関する資料をご紹介します。

いのち

2020年に政府の「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」で決定された「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を
踏まえて、子供たちが性暴力の当事者にならないよう、全国の学校で「生命の安全教育」が推進されています。
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17
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・ペスタ著 ; 牟礼
晶子, 山田ゆかり訳

大月書店 2022 781/Th2

18 同意
ヴァネッサ・スプリンゴラ
著 ; 内山奈緒美訳

中央公論新社 2020 956/D83

2.若者への性犯罪・性暴力
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1
チャット相談から見るデートDVの実態 : 自然言語解析による
危険度の検証(デートDV白書 ; VOL.10)

エンパワメントかながわ編
エンパワメントかな
がわ

2022 367.6/D65

2
みんなで考えよう!"デートDV" : 大学生のアンケート調査から
わかったこと

金沢市, 北陸学院大学社会学
科作成

金沢市市民局人権女
性政策推進課

2018 367.6/43

3
クロコダイル : ワニみたいに潜む日常のハラスメントと性差別、そ
してその対処法 : トマ・マチューによる、日常のハラスメントと性
差別をマンガ化した証言集

トマ・マチュー作 ; リボアル堀
井なみの訳 ; コザ・アリーン訳

かもがわ出版 2022 367.93/Ku75

4 リベンジポルノ : 性を拡散される若者たち 渡辺真由子著 弘文堂 2020 367.93/R22

5
話してみようよ : 「今」知っておきたい、「犯罪被害」のお
はなし

全国被害者支援ネッ
トワーク

2019 368.6/H28

6
「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 令和元年度

内閣府男女共同参画局 [編]
内閣府男女共同参画
局

2020 368.6/J16

7 告発と呼ばれるものの周辺で 小川たまか著 亜紀書房 2022 368.6/Ko47

8 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 368.6/P83

9 当事者は嘘をつく 小松原織香著 筑摩書房 2022 368.6/To27

10 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/F92

11 彼女が性被害に遭うなんて マルクス著 サンマーク出版 2019 368.64/Ka58

12 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/Se17

13 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 368.64/Se17

14
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・ワーショウ著 ; 山本
真麻訳

イースト・プレス 2020 368.64/So55

15 私の名前を知って
シャネル・ミラー著 ; 押野素
子訳

河出書房新社 2021 936/W47
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3.若者への性犯罪・性暴力（教職員・支援者向け）
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 意に反して拡散した性的画像記録の削除要請事業報告書
ぱっぷす (ポルノ被害と性暴
力を考える会) [編]

ぱっぷす (ポルノ被害と
性暴力を考える会)

[2020] 368.6/I54

2
「若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関
する調査研究事業」報告書

内閣府男女共同参画局 [編]
内閣府男女共同参画
局

2018 368.6/J16

3 子どもの安全ガイド : 性犯罪から身を守る方法を学ぼう! KYOTOGRAPHIE 2021 368.6/Ko21

4
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 : 性犯罪の被害者心理への理解を広げるための全国調査

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

2019 368.6/N59

5
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 368.6/Se17

6
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日本フェ
ミニストカウンセリング・アドヴォケイター
協会「アプローチ研究会性暴力被害者支援
チーム」編

日本フェミニストカウン
セラー協会

2021 368.6/Se17

7
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を
対象とした支援状況等調査報告書

リベルタス・コンサ
ルティング

2020 368.6/Se17

8
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(性暴力被害者の総合的・包括的支援シリーズ ; 3)

性暴力救援センター・大阪
SACHICO編

信山社 2018 368.6/Se17

9
犯罪被害を受けた子どものための支援ガイド : 子どもと関わ
るすべての大人のために

ピート・ウォリス著 金剛出版 2016 369.4/H29

10 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 495/Se17

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に 浅井春夫著 大月書店 2020 367.9/H82

2
ヒューマン・セクソロジー : 生きていること、生きていくこ
と、もっと深く考えたい

狛潤一 [ほか] 著 子どもの未来社 2020 367.9/H99

3
性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないための
「生命の安全教育」調査研究事業報告書　令和2年度

エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ

2021 367.9/Se17

4 「生命と性」の教育 = Education for human sexuality 近藤洋子編著 玉川大学出版部 2021 367.9/Se18

5 知らないと恥をかく「性」の新常識 齋藤賢著 光文社 2020 367.9/Sh84

6 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子著 日本評論社 2018 372.359/Z3

7 教科書にみる世界の性教育
橋本紀子, 池谷壽夫, 田代美
江子編著

かもがわ出版 2018 375.49/Ky4

8
性教育はどうして必要なんだろう? : 包括的性教育をすすめる
ための50のQ&A

浅井春夫, 艮香織, 鶴田敦子
編著

大月書店 2018 375.49/Se17

9
世界と日本の性教育 : フランス・フィンランド・オランダ・
ドイツ・イギリス・中国・韓国・日本

民主教育研究所「ジェンダーと
教育」研究委員会編 : 橋本紀子
[ほか]著

民主教育研究所 2020 375.49/Se22

4.性教育を知る
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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 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 ; 上田勢子, 堀
切リエ訳

大月書店 2022 361.4/I21

2 おしえて!くもくん : プライベートゾーンってなあに?
小笠原和美監修 ; サトウミユ
キ制作 ; masumi企画

東山書房 2021 367.6/O76

3 あかちゃんはどうやってつくられるの?
アンナ・フィスケ絵と文 ; さ
わきちはる訳

河出書房新社 2019 367.9/A28

4 あっ!そうなんだ!わたしのからだ : 幼児に語る性と生
中野久恵, 星野恵編著 ; 勝部
真規子絵

エイデル研究所 2021 367.9/A95

5
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 367.9/D19

6
ハグして! : おとなになる心と体のじゅんび(アミとランのお
となになるまえの性の絵本  ; 1)

安藤由紀作・絵 岩崎書店 2022 367.9/H14

7
ここからかるた : はじめてまなぶこころ・からだ・性のだい
じ

染矢明日香考案 ; 艮香織監修 合同出版株式会社 c2022 367.9/Ko44

8
コウノトリがはこんだんじゃないよ! : 4歳からの性教育の絵本 : お
んなのこ、おとこのこ、あかちゃん、からだ、かぞく、ともだちの
こと

ロビー・H.ハリス著 ; マイケル・
エンバーリーイラスト ; 上田勢子
訳 ; 浅井春夫監修 ; 艮香織監修

子どもの未来社 2020 367.9/Ko78

9 うみとりくのからだのはなし(性とからだの絵本) 遠見才希子作 ; 佐々木一澄絵 童心社 2022 367.9/Se19

10 あかちゃんがうまれるまで(性とからだの絵本) 遠見才希子作 ; 相野谷由起絵 童心社 2022 367.9/Se19

11 おとなになるっていうこと(性とからだの絵本) 遠見才希子作 ; 和歌山静子絵 童心社 2022 367.9/Se19

12
ようこそ!あかちゃん : せかいじゅうの家族のはじまりのおは
なし

レイチェル・グリーナー文 ; ク
レア・オーウェン絵 ; 浦野匡子,
艮香織訳・解説

大月書店 2021 367.9/Y77

13 じぶんだけのだいじなところ
福岡県人づくり・県民生活
部生活安全課 [編]

福岡県人づくり・県民
生活部生活安全課

2022 367.9/91

14 性の絵本 : みんながもってるたからものってなーんだ? たきれい作 KADOKAWA 2021 367.99/Se19

15
子どもを守る言葉『同意』って何? : YES、NOは自分が決め
る!

レイチェル・ブライアン作 ;
中井はるの訳

集英社 2020 368.6/Ko21

16 パンツのなかのまほう
なかがわさやこさく ; でぐち
かずみえ

かもがわ出版 2021 368.64/P21

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1
サッコ先生と!からだこころ研究所 : 小学生と考える「性って
なに?」

高橋幸子著 リトルモア 2020 367.9/Sa42

2
赤ちゃんはどこからくるの?(性ってなんだろう? : こころとか
らだの不安によりそう ; 2)

青野真澄指導協力 新日本出版社 2022 367.9/Se19

3
知ろう!守ろう!自分のからだ(性ってなんだろう? : こころとか
らだの不安によりそう ; 1)

青野真澄指導協力 新日本出版社 2021 367.9/Se19

4
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!

高橋怜奈監修 ; ぽぽこ漫画 主婦と生活社 2021 367.9/Sh95

5.性とからだを知る（幼児期～小学校低学年）

6.性教育（小学校中・高学年）
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5
わたしの心と体を守る本 : マンガでわかる!性と体の大切なこ
と

遠見才希子著 ; アベナオミ漫
画 ; 碇優子イラスト

KADOKAWA 2022 367.9/W47

6 読んでみない?からだのこと。 明橋大二監修 高橋書店 2022 367.9/Y82

7 境界線ってなに? : 自分も相手も守る透明バリア
福岡県人づくり・県民生活
部生活安全課 [編]

福岡県人づくり・県
民生活部生活安全課

2021 367.9/91

8 女の子のからだえほん
マティルド・ボディ作・絵 ;
ティフェーヌ・ディユームガー
ル作 ; 河野彩訳

パイインターナショ
ナル

2022 491.3/O66

9 生理のなやみ(女子も!男子も!生理を知ろう） 宋美玄監修 汐文社 2020 495.1/J78

10 げっけいのはなし いのちのはなし
おおいしまなさく ; ふかいあ
ずさえ

みらいパブリッシン
グ

2021 495.13/G32

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1
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(14歳の世渡り術プラス)

ジャスティン・ハンコック文 ;
ヒューシャ・マクアリー絵 ; 芹
澤恵, 高里ひろ訳

河出書房新社 2022 361.4/J88

2
デートDV : 10代のあなたに贈るDV(ドメスティック・バイオ
レンス)読本2019  2019年版

「10代のあなたに贈るDV読
本2019」をつくる会著

 [「10代のあなたに贈
るDV読本2019」をつく
る会]

2019 367.6/D65

3
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静岡企画・編集
静岡 : 静岡県くらし・
環境部県民生活局男女
共同参画課

2019 367.6/54

4 デートDV予防学 : シングル単位思考法でわかる 伊田広行著 かもがわ出版 2018 367.68/D65

5
授業で活用できる高校生のためのDV、デートDV予防教育プ
ログラム

須賀朋子著 かりん舎 2017 367.68/J92

6
「ふつう」って何?性はいろいろ (みんなで考えよう!「性」の
こと)

田代美江子監修 ; アルバ編著 金の星社 2022   367.9/F97

7
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

にじいろ著 ; 高橋幸子監修 合同出版 2021 367.9/J88

8
10代の不安・悩みにこたえる「性」の本 : 心と体を守るため
に知っておきたい

染矢明日香監修 学研プラス 2022 367.9/J88

9 10歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブック アクロストン著 ほるぷ出版 2022 367.9/J98

10 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 ; 上田勢子訳

子どもの未来社 2021 367.9/Ka54

11
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 (10代のためのエンパワメントBOOKシリーズ ; 1)

ユミ・スタインズ, メリッサ・
カン著 ; ジェニー・レイサム画
; 北原みのり訳

集英社 2022 367.9/Ko79

12
マンガ アイはあるの? : 「性」について考えてみよう、話し
合ってみよう! : SEXUALITY COMICS

タッシー, 花輪著 エイデル研究所 2021 367.9/Ma43

13 人間と性の絵本 １～5 水野哲夫文 ; 柿崎えま絵 大月書店 2021 367.9/N76

14
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 (なるにはBooks ; 別巻)

加納尚美, 鈴木琴子編著 ぺりかん社 2019 367.9/O86

15 ラジオ保健室 : 10代の性 悩み相談BOOK
NHK「ラジオ保健室」制作
班著

リトルモア 2022 367.9/R12

7.性教育（中学生・高校生）
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16 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
ス著 ; みっつん訳

現代書館 2021 367.9/R28

17 産婦人科専門医が教えるはじめての性教育 仲栄美子著 自由国民社 2021 367.9/Sa61

18
子どもから大人へ、どう変わるの?  (性ってなんだろう? : こ
ころとからだの不安によりそう ; 3)

青野真澄指導協力 新日本出版社 2022 367.9/Se19

19
好きになるってどういうこと?  (性ってなんだろう? : こころ
とからだの不安によりそう ; 4)

青野真澄指導協力 新日本出版社 2022 367.9/Se19

20
女らしさ、男らしさと性の問題を考えよう(性ってなんだろ
う? : こころとからだの不安によりそう ; 5)

青野真澄指導協力 新日本出版社 2022 367.9/Se19

21 思春期女子のからだと心Q&A 八田真理子著 労働教育センター 2021 367.9/Sh91

22
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 ; 枇谷玲子
訳

晶文社 2020 367.9/Su54

23
ティーンズ・ボディーブック = TEENS' BODY BOOK （新
版）

北村邦夫著 ; 伊藤理佐イラスト 中央公論新社 2021 367.9/Te26

24 まんがで学ぼう!デートDVと性暴力(改訂4版)
福岡県人づくり・県民生活部男
女共同参画推進課/生活安全課
[編]

福岡県人づくり・県民
生活部男女共同参画推
進課/生活安全課

2021 367.9/91

25
あなたのココロ傷ついていませんか?デートDVと性暴力(改訂
4版)

福岡県人づくり・県民生活部男
女共同参画推進課/生活安全課
[編]

福岡県人づくり・県民
生活部男女共同参画推
進課/生活安全課

2021 367.9/91

26
自分のからだ : 性と生殖に関する健康と権利 (セクシュアル・リプ
ロダクティブ・ヘルス/ライツ)(「ジェンダー」に関する女子高校
生調査報告書 ; 2021)

ガールスカウト日本
連盟

2022   495/J46

27 からだと性の教科書 : 世界中の女子が読んだ!
エレン・ストッケン・ダール,
ニナ・ブロックマン著 ; 池田真
紀子訳

NHK出版 2019 495/Ka62

28 生理CAMP : みんなで聞く・知る・語る! 上田惣子漫画 集英社 2021 495.13/Se19

29 CHOICE : 自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ著 イースト・プレス 2020 598.2/C53

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1
特集/私の私による私のための身体(エトセトラ ; VOL.3
(2020SPRING/SUMMER))

長田杏奈責任編集 エトセトラブックス 2020 367.2/E78

2
あなたらしく大学生活を送るための方法。 : セクシュアル・コンセ
ント (性的同意) ハンドブック = Sexual consent handbook

ちゃぶ台返し女子アクショ
ン制作

ちゃぶ台返し女子ア
クション

2018 367.9/A46

3
第三者の私たちだからこそできること : 誰もが安心して生活できる
大学や社会のために : セクシャルマイノリティ編・性暴力編

Tokyo Gender Movement,
東京大学TOPIA制作

Tokyo Gender
Movement : 東京大学
TOPIA

[2021] 367.9/D27

4
ハタチまでに知っておきたい性のこと(シリーズ大学生の学び
をつくる)

橋本紀子, 田代美江子, 関口
久志編

大月書店 2017 367.9/H41

5 ねぇこんな時、どうする?知らなきゃマズイ愛と暴力の話
 [埼玉大学教育学部教育学専修] : [埼玉

大学教養学部教養学科グローバル・ガバ

ナンス専修国際開発論専攻]
2022 367.9/N61

6 3万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な“性"のはなし 村瀬幸浩著 KADOKAWA 2020 367.9/Sa65

7
性の“幸せ"ガイド : 若者たちのリアルストーリー =
Happiness guide of sexuality

関口久志著 エイデル研究所 2021 367.9/Se19

8.性教育（大学生）
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8 What's consent? : より良い人間関係を築く方法
シャベル, voice up japan
Waseda, 学生有志制作

 [シャベル : voice up
japan Waseda : 学生有
志]

2022 367.9/W65

9
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]

京都市男女共同参画
推進協会

2018  367.9/62-Ky

10
マンガで学べるNEW LIFE NEW STYLE : 新生活で知っておき
たい、人間関係のコツ

福岡県人づくり・県民生活
部生活安全課 [編]

福岡県人づくり・県民
生活部生活安全課

2022 367.9/91

11
知ってほしい月経から自分のからだ : 女子大学生からあなた
に贈るメッセージ

「月経」について学ぼうプ
ロジェクトチーム [編]

リプロネットみやぎ 2021 495.1/Sh92

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 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 367.3/D79

2
教職員向けデートDV対応マニュアル : デートDVかなと思っ
たときに

エンパワメントかながわ編
エンパワメントかな
がわ

2018 367.6/Ky5

3
こども性教育 : 実録愛と希望を語る90分(おそい・はやい・ひ
くい・たかい ; 113)

岡崎勝編著 ; 宮台真司編著
ジャパンマシニスト
社

2022 367.9/Ko21

4
特集子どもにも大切 性のこと(チャイルドヘルス : 子どもの保
健と育児を支援する雑誌 ; 2021年8月号 (通巻275号))

診断と治療社 2021 367.9/Ko21

5
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 ; 浅井春夫 [ほ
か] 訳

明石書店 2020 367.9/Ko58

6 性のおはなしQ&A : 幼児・学童に伝えたい30のこと 浅井春夫著 エイデル研究所 2020 367.9/Se19

7 すぐ授業に使える性教育実践資料集 中学校改訂版 日本性教育協会編 小学館 2020 367.9/Su49

8 児童養護施設から考える子どもの性と生 : 性教育実践報告
林知然, 永野真希, 林奈穂子
編著

かもがわ出版 2021 367.99/J54

9
学校でできる!性の問題行動へのケア : 子どものワーク&支援
者のためのツール

宮口幸治編著 ; 國分聡子, 伊
庭千惠, 川上ちひろ著

東洋館出版社 2019 375.49/G16

10
性の教育ユニバーサルデザイン : 配慮を必要とする人への支
援と対応

小栗正幸, 國分聡子著 金剛出版 2021 375.49/Se17

11
多様な性の視点でつくる学校教育 : セクシュアリティによる
差別をなくすための学びへ

眞野豊著 松籟社 2020 375.49/Ta98

12 乳幼児期の性教育ハンドブック
浅井春夫 [ほか] 編著 ; “人間と
性"教育研究協議会乳幼児の性
と性教育サークル著

かもがわ出版 2021 376.1/N99

13
自閉症スペクトラム障害の性支援ハンドブック : 障害が重い
人のセクシュアリティ

ケイト・レイノルズ著 ; 森由
美子訳

クリエイツかもがわ 2019 378/J48

14 パンツを脱いじゃう子どもたち : 発達と放課後の性 坂爪真吾著 中央公論新社 2021 378/P21

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 赤ちゃんはどこからくるの? : 親子で学ぶはじめての性教育 のじまなみ著 ; 林ユミ絵 幻冬舎 2020 367.9/A28

9.性教育～教職員・支援者向け～

10.性教育～保護者向け～
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2
「赤ちゃんってどうやってできるの?」にきちんと答える親になる!
: 学校もママ友も教えてくれない明るく楽しい性教育

のじまなみ監修 ; ふじいまさ
こマンガ

日本図書センター 2020 367.9/G16

3
初めて「性」のことを子どもに伝えるパパとママのための教
科書 : 我が子を守るために教えるべきこと

川村真奈美著 ; アベナオミイ
ラスト

学研プラス 2021 367.9/H16

4
いま、子どもに伝えたい性のQ&A : 赤ちゃんってどうやって
できるの? : 39歳ではじめるアクロストン式

アクロストン著 主婦の友社 2020 367.9/I43

5
13歳までに伝えたい男の子の心と体のこと : マンガでよくわ
かる!

やまがたてるえ著 ; 藤井昌子
マンガ

かんき出版 2022 367.9/J98

6
子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて! : 思春期
の性と恋愛

アクロストン著 主婦の友社 2020 367.9/Ko21

7
子どもと性の話、はじめませんか? : からだ・性・防犯・ネッ
トリテラシーの「伝え方」

宮原由紀著 ; 高橋幸子監修 CCCメディアハウス 2021 367.9/Ko21

8
ママ産婦人科医による「生理」と「セックス」を子どもに正
しく伝えるための本

宮川三代子著 PHP研究所 2022 367.9/Ma41

9
マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと : ジェン
ダー、人権、防犯、いのち。これみんな性教育です

直井亜紀著 ; すぎやまえみこ
マンガ

新星出版社 2021 367.9/Ma43

10
おうち性教育はじめます : 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝
え方

フクチマミ, 村瀬幸浩著 KADOKAWA 2020 367.9/O15

11
親子で話そう!性教育 : 子どもを性被害から守るために大切な
こと

浅井春夫, 艮香織監修 朝日新聞出版 [2020] 367.9/O94

12
親子で考えるから楽しい!世界で学ばれている性教育 : 安全、同
意、多様性、年齢別で伝えやすい!ユネスコから学ぶ包括的性教育

上村彰子構成・文 ; 大久保ヒ
ロミまんが&イラスト

講談社 2022 367.9/O94

13 産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話 カツヤマケイコ漫画 小学館 2020 367.9/Sa61

14
わが子に伝えたいお母さんのための性教育入門 : おうちで話
すいのち・生理・射精・セックス

直井亜紀著 ; ゆむいマンガ 実務教育出版 2020 367.9/W14

15
やらねばならぬと思いつつ : 「超初級」性教育サポート
BOOK

シオリーヌ著 ; ゆまままイラ
スト

ハガツサブックス 2021 367.9/Y59

16 男子は、みんな宇宙人! : 世界一わかりやすい男の子の性教育
のじまなみ著 ; あべかよこマ
ンガ

日本能率協会マネジ
メントセンター

2019 367.99/D38

17
泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書 : 0才からの正
しいお手入れと性の話

岡田百合香著 誠文堂新光社 2022 491.3/H77

【新聞記事】
No 新聞名

1 読売新聞

2 毎日新聞

3 朝日新聞

記事見出し

体や性について学ぶ本 : 互いを尊重する大切さ / 泉田友紀

教育の森 性教育を変えていく 旧七生養護学校の先行事例　上・下

子どもへの性暴力 第6部 子どもたちの間で　１～７

掲載日

2022.08.22

2022.08.01、08.15

2022.02.17～2022.02.24

女性教育情報センター（国立女性教育会館情報課）

〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
TEL:0493-62-6195 FAX：0496-62-6721
E-mail:infodiv@nwec.jp

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、
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。

●文献情報データベース（所蔵検索)  
https://winet2.nwec.go.jp/bunken/opac_search

図書の貸出や複写郵送サービスなどを行っています。
資料探しでお困りの際はお気軽にお問い合わせください！
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