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書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号
夫やパートナーからの暴力に悩んでいませんか
ドメスティック・バイオレンスに悩む女性たちへ

かなテラス神奈川県立かながわ男女共同参画センター 同左 2017 GC14（★）

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 同左 2015 GC14（★）

ストーカー・ＤＶの問題Ｑ＆Ａ
弁護士に聞きたい！第２版

馬場・澤田法律事務所 中央経済社 2014 C14ス

弁護士が説くＤＶ解決マニュアル　改訂版 長谷川京子・佐藤功行・可児康則 朱鷺書房 2014 C14ベ

セクハラ・ＤＶの法律相談[新版] 石井妙子、相原佳子、佐野みゆき 青林書院 2012 C16セ

ＤＶ・セクハラ相談マニュアル
東京弁護士会両性の平等に関する委
員会

商事法務 2012 C14デ

ランディ・バンクロフト氏が答える　Ｑ＆Ａ　ドメス
ティック・バイオレンスの真実

レジリエンス 同左 2011 HC14ラ

ストーカー・ＤＶ被害にあっていませんか？ 馬場・澤田法律事務所 中央経済社 2011 C14ス

詳解DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法
2008年版

南野知恵子ほか［監修］ ぎょうせい 2008 C14シ

移住女性が切り拓くエンパワメントの道
ＤＶを受けたフィリピン女性が語る

ｶﾗｶｻﾝｰ移住女性のためのｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄｾ
ﾝﾀｰ，反差別国際運動日本委員会

解放出版社 2006
C14イ
(北)

ドメスティック・バイオレンスをのりこえて
朗読作品｢ひまわり｣を読む

横浜市男女共同参画推進協会 同左 2006 GC14ASC

ドメスティック・バイオレンスへの視点
夫・恋人からの暴力根絶のために

日本ＤＶ防止・情報センター 朱鷺書房 2005 C14ド

知っていますか？
ドメスティック・バイオレンス一問一答

日本ＤＶ防止・情報センター 解放出版社 2004 C14シ

ドメスティック・バイオレンス 小西聖子 白水社 2001 C14ド

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 小学館 2001 C14ド

夫・恋人の暴力から自由になるために　新装版
ジニー・ニッキャシー
スー・ディヴィッドソン

パンドラ 2000 C14オ

シェルターから考えるドメスティック・バイオレンス かながわ女のスペースみずら 明石書店 2006 C131シ

☆モラル・ハラスメント

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

長谷川七重、グループしおん
人と情報を結ぶ
ＷＥプロデュース

2015 C14キ

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 緑風出版 2014 C14モ

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～ 河出書房新社 2014 C14オ

「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 講談社 2013 C14モ

モラル・ハラスメントの心理構造
見せかけの愛で相手を苦しめる人

加藤諦三 大和書房 2013 C21モ

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 晶文社 2012 C14モ

愛は傷つけない ノ－ラ・コ－リ 梨の木舎 2008 C14ア

家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子 講談社 2008 C14カ

Q&Aモラル・ハラスメント
弁護士とカウンセラーが答える見えないDVとの決別

橋本智子 他 明石書店 2007 C14キ

モラル・ハラスメント
普通の結婚生活がわからなかった

北風めい 新風舎 2005 C14モ

夫の言葉にグサリときたら読む本 パトリシア・エバンス PHP研究所 2004 B33オ

誰が星の王子さまを殺したのか
モラル・ハラスメントの罠

安冨歩 明石書店 2014 Ｄ２４２ダ

男女共同参画センター横浜 　情報ライブラリ資料リスト

フォーラムの相談室が選んだ
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）資料リスト

請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。
★印は書名から検索して、そのＨＰより印刷可能なリーフレットです。



☆ＤＶの中の子どもたち

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号
私の青いノート　ティーン用
ぼくの、わたしの、青いノート　キッズ用

ＤＶ防止ながさき　編 ＤＶ防止ながさき 2016 Ｃ14ア

深い河からの祈り 橋本静子 リーブル出版 2011 C14フ

配偶者等からの暴力（DV）に関するアンケート調査及び
被害実態調査（面接調査）報告書　【その1】，【その2】

横浜市市民活力推進局
横浜市こども青少年局

横浜市市民活力推進局
男女共同参画推進課 2009 GC14

話してもいいのかな？
ばばのりこ[絵]，
女性ネットＳａｙａ-Ｓａｙａ[文]

女性ネットＳａｙａＳａｙａ 2006 Pハ

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

チルドレン・ソサエティ 明石書店 2005 A382ギ

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

金剛出版 2004 C14デ

クロちゃんとリビングのゾウさん
ｼﾞﾙ･ﾍｲｽﾃｨﾝｸﾞ，ﾏﾘｵﾝ･ﾃｨｯﾎﾟ[著]，
八巻香織[訳]，TEENSPOST[編]

ティーンズポスト 2004 小C213ク

☆DVを受けた女性の声と、こころのケア

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア
自分を愛する力を取り戻す〈心理教育〉の本

白川美也子 アスク・ヒューマン・ケア 2016 C２１ア

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 Ｂ３３ワ

マイ・レジリエンス
トラウマとともに生きる

中島幸子 梨の木舎 2013 C14マ

ＤＶマンって知ってる？ 稲葉みるく 文芸社 2012 C14デ

DV被害から自由へ 野上美子 文芸社 2011 C14デ

オレにあやまれ！！
史上最悪暴言ＤＶ夫との涙の７年間

杉野ＢＥＡＴ 竹書房 2010 C14オ

トラウマをヨーガで克服する
デイヴィッド・エマーソン
エリザベス・ホッパー

紀伊國屋書店 2011 C323ト

傷ついたあなたへ　ＤＶトラウマからの回復ワークブック
わたしがわたしを大切にするということ　【１】　【２】

レジリエンス 梨の木舎
2005
2010

C14キ

☆加害者を知る

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 梨の木舎 2016 Ｃ14ア

加害者は変われるか？ 信田さよ子 筑摩書房 2008 C14カ

DV・虐待 加害者の実体を知る
あなた自身の人生を取り戻すためのガイド

ランディ・バンクロフト 明石書店 2008 C14デ

パートナー暴力
男性による女性への暴力の発生メカニズム

Ｍ・ハーウェイ,　Ｊ・Ｍ・オニール 北大路書房 2011 C14パ

なぜ男は暴力を選ぶのか
ドメスティック・バイオレンス理解の初歩

沼崎一郎 かもがわ出版 2002 C14ナ

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 C14カ

☆サポーターのためのガイド

在住外国人ＤＶ被害者支援
支援者のためのハンドブック

ウェラワーリー　他 ウエルク（WERC) 2017 HC14ザ

ＤＶ被害者支援ハンドブック
サバイバーとともに　改訂新版

尾崎礼子 朱鷺書房 2015 C14デ

デートＤＶ・ストーカー対策のネクストステージ
被害者支援／加害者対応のコツとポイント

伊田広行 解放出版社 2015 C14デ

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 世織書房 2015 C131ド

男性の非暴力宣言　ホワイトリボン・キャンペーン 多賀太・伊藤公雄・安藤哲也 岩波書店 2015
Ｃ14ダ
(北）

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務 小島妙子 民事法研究会 2014 C14デ

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 信山社 2013 C14キ

ＤＶはいま
協働による個人と環境への支援 高畠克子 ミネルヴァ書房 2013 C14デ

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

打越さく良 日本加除出版 2012 C14キ

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 星和書店 2011 C14コ

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 明石書店 2006 C14デ

☆視聴覚資料（DVD）

パパ、ママをぶたないで アニータ・キリ ２０分 2009 3495

配偶者からの暴力の根絶をめざして
配偶者暴力防止法のしくみ

内閣府男女共同参画局[企画]
桜映画社[制作]

３５分 2008 3487

私を守るーＤＶ被害と女性たちの証言
マーガレット・ラザルス
レナー・ヴンダーリッチ[制作・監督]

３０分 2006 3475

男女共同参画センター横浜 　情報ライブラリ資料リスト

フォーラムの相談室が選んだ
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）資料リスト

＊DVDは、団体カードで貸し出しいたします。
　視聴はフォーラム情報ライブラリ内でどなたでもできます。


