
☆ パープルリボン：女性への暴力根絶

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 2018 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

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 晶文社 2017 Ｃ14モ

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

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 C２１3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

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

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

☆オレンジリボン：児童虐待防止

ルポ児童相談所 大久保真紀 朝日新聞出版 2018 Ａ382ル

児童虐待から考える
社会は家族に何を強いてきたか

杉山春 朝日新聞出版 2017
Ａ382ジ
（北）

サイレントマザー
貧困のなかで沈黙する母親と子ども虐待

石川瞭子 青弓社 2017 Ａ35サ

「鬼畜」の家　わが子を殺す親たち 石井光太 新潮社 2016
Ａ382キ
（北）

虐待の淵を生き抜いて 島田妙子 毎日新聞出版 2016 Ａ382ギ

ルポ虐待の連鎖は止められるか 共同通信「虐待」取材班 岩波書店 2014 Ａ382ル

消えたい　虐待された人の生き方から知る心の幸せ 高橋和巳 筑摩書房 2014 Ａ382キ

誕生日を知らない女の子　虐待－その後の子どもたち 黒川祥子 集英社 2013 Ａ382タ

ジョディ、傷つけられた子
里親キャシー・グラスの手記

キャシー・グラス 中央公論新社 2013 Ａ382ジ

子育てをブラックにしないための最新心理メソッド
育児に疲れていませんか？

尾畠真由美 三恵社 2016 B341コ

子どもを愛せなくなる母親の心がわかる本 大日向雅美／監修 講談社 2007 B341コ

きみはいい子 中脇初枝 ポプラ社 2012 ナ

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

アウェアネス・リボン（Awareness ribbon)

(請求番号：無印はフォーラム、北はアートフォーラムあざみ野、南はフォーラム南太田所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。）

2018年11月

～リボンがつなぐ気づき～

アウェアネス・リボン：さまざまな社会問題や社会運動において、支援や賛同のシンボルとして使われています。



☆オレンジリボン：反人種差別

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出 版 年 請求番号

トレバー・ノア　生まれたことが犯罪！？ トレバー・ノア 英治出版 2018 D232ノ

ドリーム　ＮＡＳＡを支えた名もなき計算手たち マーゴット・リー・シェタリー
ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2017 Ｄ232シ

ヘルプ　心がつなぐストーリー　上・下 キャスリン・ストケット 集英社 2012 Ｄ232ス

「ヘイト」の時代のアメリカ史　人種・民族・国籍を考え
る

兼子歩・貴堂嘉之／編 彩流社 2017 Ａ315ヘ

日本型ヘイトスピーチとは何か
社会を破壊するレイシズムの登場

梁英聖 影書房 2016 Ａ35ニ

ヘイトスピーチはどこまで規制できるか 在日コリアン弁護士協会／編 影書房 2016 Ａ35ヘ

シャルリとは誰か？　人種差別と没落する西欧 エマニュエル・トッド 文藝春秋 2016 Ａ313シ

ヘイトデモをとめた街　川崎・桜本の人びと
神奈川新聞「時代の正体」
取材班／編

現代思潮新社 2016 Ａ35ヘ

Ｑ＆Ａヘイトスピーチ解消法
外国人人権法連絡会／編
著

現代人文社 2016 Ａ112キ

アイヌ民族否定論に抗する
岡和田晃
マーク・ウィンチェスター／編

河出書房新社 2015 Ａ35ア

ヘイト・スピーチという危害 ジェレミー・ウォルドロン みすず書房 2015 Ａ35ヘ

☆ ピンクリボン：乳がんの啓発

３２歳で初期乳がん全然受け入れてません 水谷緑 竹書房 2018 Ｃ322サ

ちびといつまでも
ママの乳がんとパパのお弁当と桜の季節。

柏原昇店 Ｇ．Ｂ． 2018 Ｃ322チ

女子と乳がん 松さや香 扶桑社 2017 Ｃ322ジ

１時間でわかる乳がん
元気になるまでの治療・お金・家族の話

山田圭子　他 秋田書店 2017 Ｃ322イ

遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン　他 彩流社 2017 Ｃ322イ

ウルトラ図解乳がん　最新の正しい知識で不安を解消 齊藤光江／監修 法研 2017
Ｃ322ニ
（南）

マンガでわかる乳がん
乳がんと診断されたとき　すぐに知りたいことのすべて

山内英子／監修 主婦の友社 2017 Ｃ322マ

乳がんと診断されました
名医が診断・治療のすべてを解説

ー 朝日新聞出版 2017 Ｃ322ニ

乳がんと生きる　ステージ４記者の「現場」 毎日新聞生活報道部 毎日新聞出版 2016 Ｃ322ニ

子宮がん・卵巣がん
より良い選択をするための完全ガイド

宇津木久仁子／監修 講談社 2017 C322シ

子宮がん・卵巣がんそのあとに…　手術以後のすごし
方

加藤友康／監修 保健同人社 2015
Ｃ322シ
（南）

乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分
でケアする

廣田彰男・佐藤佳代子／監修 主婦の友社 2013 Ｃ322ニ

がんと命とセックスと医者 舩越園子 幻冬舎ルネッサンス 2010
Ｃ322ガ
（北）

子宮頸がんワクチンは必要ありません
定期的な併用検診と適切な治療で予防できます

はたともこ 旬報社 2016 Ｃ322シ

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち 黒川祥子 集英社 2015 Ｃ322シ

子宮頸がんワクチン事件 斎藤貴男
集英社
インターナショナル

2015 Ｃ322シ

子宮頸がん　検査から治療の選択まで 小田瑞恵 主婦の友社 2014
Ｃ322シ

（南）

☆ ティール＆ホワイトリボン：子宮頸がん・子宮がんの啓発



☆ レインボーリボン：性的少数者への理解・賛同

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出 版 年 請求番号

ＬＧＢＴを知る 森永貴彦 日本経済新聞出版社 2018 C11エ

カミングアウト 砂川秀樹 朝日新聞出版 2018 C11カ

弟の夫　１～４ 田亀源五郎 双葉社
2015～
2017

タＭ

ハッピーエンドに殺されない 牧村朝子 青弓社 2017
Ｃ11ハ
（北）

スカートはかなきゃダメですか？　ジャージで学校 名取寛人 理論社 2017
Ｃ11ス
（北）

ＬＧＢＴのＢです　意外とやさしい社会でした きゅうり 総合科学出版 2017
Ｃ11エ
（北）

性別に違和感がある子どもたち
トランスジェンダー・ＳＯＧＩ・性の多様性

康純 合同出版 2017
Ｃ11セ
（北）

わたしらしく、ＬＧＢＴＱ　１～４ ロバート・ロディ　他 大月書店 2017 Ｃ11ワ

僕たちのカラフルな毎日
弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記

南和行・吉田昌史 産業編集センター 2016
Ｃ11ボ
（北）

☆イエローリボン：障がい者支援

どもる体 伊藤亜紗 医学書院 2018 Ａ3531ド

義足でダンス　両足切断から始まった人生の旅
エイミー・パーディ
ミシェル・バーフォード

辰巳出版 2018 Ａ3531ギ

自力でいどみ、他力にたより
車いす巡礼・可能性への挑戦

滝口仲秋 本の泉社 2018
Ａ3531ジ

（南）

つながる子育て～聞こえないママの世界から こまちぷらす こまちぷらす 2018 Ａ3531ツ

障害者が街を歩けば差別に当たる？！
当事者がつくる差別解消ガイドライン

ＤＰＩ日本会議 現代書館 2017 Ａ3531シ

決断。　全盲のふたりが、家族をつくるとき 大胡田誠・大石亜矢子 中央公論新社 2017 Ａ3531ケ

聲の形　1～3 大今良時 講談社
2013～
2014

オＭ

おしゃべりな足指　障がい母さんのラブレター 小山内美智子 中央法規出版 2017 Ａ3531オ

うつ病九段　プロ棋士が将棋を失くした一年間 先崎学 文藝春秋 2018 Ｃ323ウ

女性のうつ病　思春期、産後、更年期、老年期のうつ 野田順子 主婦の友社 2018
Ｃ323ジ
（北）

休むことも生きること
頑張る人ほど気をつけたい１２の「うつフラグ」

丸岡いずみ 幻冬舎 2017 Ｃ323ヤ

大丈夫！何とかなります体と心の大事なサイン軽症うつ 海老澤尚/監修 主婦の友社 2017
Ｃ323ダ
（北）

マンガでよくわかる私って、うつですか？
もしかしたら、と思ったらすぐに読む本

渡部芳徳／監修　 主婦の友社 2017
Ｃ323マ
（南）

うつヌケ　うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ｃ323ウ

読めば気持ちがす～っと軽くなる本人・家族に優しい
統合失調症のお話

功刀浩／監修 翔泳社 2018 Ｃ323ヨ

相方は、統合失調症 松本キック・ハウス加賀谷 幻冬舎 2016 Ｃ323ア

パニくる！？　パニック障害、「焦らない！」が効くクス
リ。

櫻日和鮎実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018
Ｃ323パ

（南）

不安神経症・パニック障害が昨日より少し良くなる本 ポール・デイヴィッド 晶文社 2017 Ｃ323フ

パニック障害、僕はこうして脱出した
苦しいのは、あなただけじゃない

円広志 詩想社 2015
Ｃ323パ

（南）

☆シルバーリボン：うつ、統合失調症、パニック障害など脳に起因する病気・障がいへの理解促進



書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出 版 年 請求番号
すずちゃんののうみそ　自閉症スペクトラム〈ＡＳＤ〉の
すずちゃんの、ママからのおてがみ

竹山美奈子／文 岩崎書店 2018 Ｐス

光とともに…　自閉症児を抱えて
１～１５　別巻

戸部けいこ 秋田書店
2001～
2016

トＭ

自閉症ガールひまわりさんの日常
彼女に見えている世界

成沢真介 少年写真新聞社 2016
Ａ383ジ
（南）

風になる　自閉症の僕が生きていく風景 東田直樹
ビッグイシュー日
本

2015 Ａ383カ

発達凸凹活用マニュアル　1.2
発達障害をもつ大人の会
（DDAC)

発達障害をもつ大
人の会（DDAC)

2013
2014

HC323ハ

跳びはねる思考
会話のできない自閉症の僕が考えていること

東田直樹 イースト・プレス 2014 A3531ト

隠れアスペルガーさんの才能・仕事の見つけ方 吉濱ツトム 宝島社 2018 Ｃ323カ

マンガでわかるもしかしてアスペルガー！？
大人の発達障害と向き合う

司馬理英子 主婦の友社 2018
Ｃ323マ
（南）

明日も、アスペルガーで生きていく。 国実マヤコ ワニブックス 2017
Ｃ323ア
（北）

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤお母さんが
できる発達障害の子どもの対応策

宮尾益知/監修 河出書房新社 2017 Ａ383ア

アスペルガー症候群家族の上手な暮らし方入門 西脇俊二 宝島社 2017
Ｃ323ア
（北）

人付き合いが苦手なのはアスペルガー症候群のせい
でした。

吉濱ツトム 宝島社 2017
Ｃ323ヒ
（南）

☆パズルリボン：自閉症への理解促進

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）の情報ライブラリは、性別にとらわれず誰

にでも役立つ、男女共同参画社会をテーマにした情報を収集し、提供しています。 

◆資料はどなたでもご利用できます。横浜市在住または在勤・在学の方にはライブラリ

カードを発行し貸出をしています。 

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）、フォーラム南太田（男女共同参画センター

横浜南）、アートフォーラムあざみ野（男女共同参画センター横浜北）の３館の資料

はどの館からも取り寄せて借りることができます。 

                                         男女共同参画セン


