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書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

〈性〉なる家族 信田さよ子 春秋社 2019
Ｃ13セ
（南）

性暴力と修復的司法 小松原織香 成文堂 2017 C13セ

ミズーラ
名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度

ジョン・クラカワー 亜紀書房 2016 C13ミ

性暴力被害者からみたここがヘンだよ日本の刑
法（性犯罪）

性暴力と刑法を考える当事者の会 ー 2016 ＨＣ13セ

性暴力被害の実態と刑事裁判
日本弁護士連合会 両性の平等に
関する委員会　他

信山社 2015 C13セ

性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック 田中嘉寿子 立花書房 2014 Ｃ13セ

性暴力 読売新聞大阪本社社会部 中央公論新社 2011 Ｃ13セ

女性、子どもたちへの性暴力
被害の現状と支援を探る

ー
東京都社会福祉
協議会

2011 Ｃ13ジ

留学生のための性暴力対策マニュアル SAYNO! ー 2020 C13リ

彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ  文藝春秋 2018 ヒ

☆子どもへの性暴力を知る・考える・防ぐ

もし大切な人が子どもの頃に性虐待にあってい
たら　　ともに眠りともに笑う

ローラ デイヴィス 青木書店 2004 C213モ

ぎゃくたいってなあに? 青木智恵子 金剛出版 2020 小A382ギ

ジソウのお仕事
50の物語で考える子ども虐待と児童相談

青山さくら　他 フェミックス 2020
A382ジ
（北）

わたし、虐待サバイバー 羽馬千恵  ブックマン社 2019
A382ワ
（北）

最下層女子校生: 無関心社会の罪 橘ジュン 小学館 2016 A311サ

あなたに伝えたいこと
性的虐待・性被害からの回復のために

シンシア・Ｌ・メイザー, Ｋ・Ｅ・デバイ 誠信書房 2015 Ｃ15ア

子どもへの性暴力　その理解と支援 藤森和美・野坂祐子 誠信書房 2013 Ｃ15コ

☆ＡＶ強要、人身取引、買春

フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか
「性の商品化」と「表現の自由」

香山リカ・北原みのり イースト・プレス 2017 C17フ

ポルノ被害者支援マニュアル 社会的包摂サポートセンター　
社会的包摂サ
ポートセンター

2016 ＨＣ17ポ

ＡＶ出演を強要された彼女たち 宮本節子 筑摩書房 2016 C13エ

不可視の性暴力　性風俗従事者と被害の序列 田中麻子 大月書店 2016 C13フ

サバイバー
池袋の路上から生還した人身取引被害者

マルセーラ・ロアイサ　他 ころから 2016 A311サ

ブルーハート ライトハウス　原作 ライトハウス 2015 漫ラ

女子大生風俗嬢　若者貧困大国・日本のリアル 中村淳彦 朝日新聞出版 2015 A311ジ

女子高生の裏社会
 「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤夢乃 光文社 2014 A381ジ

☆加害のメカニズムを知る

痴漢とはなにか 被害と冤罪をめぐる社会学 牧野雅子  エトセトラブックス 2019
A113チ
（北）

「小児性愛」という病 ―それは愛ではない 斉藤章佳 ブックマン社 2019 C13シ

痴漢外来 原田隆之 筑摩書房 2019 C13チ

男が痴漢になる理由 斉藤章佳 イースト・プレス 2017 C13オ

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
信田さよ子・高野嘉之／訳

日本評論社 2014 Ｃ14カ

性犯罪者の頭の中 鈴木伸元 幻冬舎 2014 Ｃ13セ

横浜市男女共同参画センター 　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。

考える・実現する

性暴力のない社会
性暴力：同意のないすべての性的言動を指します



☆性暴力に声を上げた人たち・当事者たち

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

フラワーデモを記録する フラワーデモ エトセトラブックス 2020 C１３フ

マスコミ・セクハラ白書 WiMN・編著 文藝春秋 2020 B217マ

「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の
話を。

小川たまか タバブックス 2018
Ａ21ホ
（北）

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 朝日新聞出版 2017 C13ジ

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

なぜ、それが無罪なのか!?
性被害を軽視する日本の司法

伊藤和子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2019 C13ナ

現代思想 Vol 46-11特集 性暴力=セクハラ ―
フェミニズムとMeToo―

伊藤詩織　他 青土社 2018 C13ゲ

THE LAST GIRL
イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語

ナディア ムラド 他 東洋館出版社 2018 ｆ２ム

Black Box 伊藤詩織 文藝春秋 2017 Ｃ13ブ

涙のあとは乾く キャサリン.ジェーン・フィッシャー 講談社 2015 Ｃ13ナ

なかったことにしたくない
実父から性虐待を受けた私の告白

東小雪 講談社 2014
C１３ナ
（北）

性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳 朝日新聞出版 2010
C13セ
（南）

STAND―立ち上がる選択 大藪順子
 いのちのことば
社

2007 C13ス

許すのは私の役目ではない
性的虐待を生きのびて

リンダ・ハリディ＝サムナー　述
横浜市女性協会　編

横浜市女性協会 2000 GC13ASC

☆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

白川 美也子
アスクヒューマン
ケア

2016 Ｃ213ア

あなたに伝えたいこと
性的虐待・性被害からの回復のために

シンシア・Ｌ・メイザー, Ｋ・Ｅ・デバ
イ他

 誠信書房 2015 Ｃ15ア

性暴力をこえて生きるために まいんどくらぶ まいんどくらぶ 2007 ＨＣ13セ

心的外傷と回復 ジュディス・Ｌ・ハーマン みすず書房 1999 Ｃ３２３シ

犯罪被害者の心の傷　　増補新版 小西聖子 白水社 2006 Ｃ213ハ

環状島＝トラウマの地政学 宮地尚子 みすず書房 2007
Ｃ323カ
（北）

トラウマを乗りこえるためのセルフヘルプ・ガイド オロール・サブロー＝セガン 河出書房新社 2006 Ｃ213ト

☆サポーターのためのガイド

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

信山社 2018 Ｃ13セ

性暴力被害者の医療的支援―リプロダクティ
ブ・ヘルス&ライツの回復に向けて

性暴力救援センター・大阪
SACHICO

信山社 2018 Ｃ13セ

性暴力被害者の法的支援―性的自己決定権・
性的人格権の確立に向けて

性暴力救援センター・大阪
SACHICO

信山社 2017 Ｃ13セ

子どもの性暴力被害の実態と支援の方向性 性暴力救援センター全国連絡会
性暴力救援セン
ター全国連絡会

2016 ＨＣ13コ

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

性暴力被害者支援のためのサポートブック
50のＱ＆Ａ

レイプクライシスセンターＴＳＵＢＯＭＩ
レイプクライシスセ
ンターＴＳＵＢＯＭＩ

2015 ＨＣ13セ

マイ ステップ 性被害を受けた子どもと支援者の
ための心理教育

野坂 祐子、 浅野 恭子 誠信書房 2016 Ｃ15マ

性暴力被害　サバイバーと支援者のためのリファー
ラルガイドブックー神奈川県内の社会資源 棟居徳子 性暴力対応ネットワーク

StaRTかながわ 2014 ＨＣ13セ

☆ミニコミ

東京・強姦救済センターニュース ー 東京強姦救済センター Ｃ10

横浜市男女共同参画センター 　資料リスト
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