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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 2017 367.6/ジ

2 VOICES(ボイス) : キミの声を伝える 橘ジュン/著 グラフ社 2010 367.6/ボ

3
女子高生の裏社会 : 「関係性の貧困」に生きる少女た
ち (光文社新書 ; 711).

仁藤夢乃/著 光文社 2014 367.61/ジ

4
最下層女子校生 : 無関心社会の罪 (小学館新書 ;
[262]).

橘ジュン/著 小学館 2016
367.68/

サ

5 欲望のゆくえ : 子どもを性の対象とする人たち 香月真理子/著 朝日新聞出版 2009 367.9/ヨ

6 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 2015 367.9/リ

7 9人の児童性虐待者
パメラ・D.シュルツ/著 ; 颯田
あきら/訳

牧野出版 2006 368.6/キ

8
クイズでわかる女性のための防犯マニュアル : 盗撮・
スキミング・ストーカー・泥棒をシャットアウト!

京師美佳/監修 ; 造事務所/
編集・構成

 PHP研究所 2005 368.6/ク

9
これで撃退!ストーカー最強対処術 : 被害に遭う前にす
るべきこと、遭ってしまってからするべきこと  (アクア
ブックス).

佐伯幸子/著  有楽出版社 2002 368.6/コ

10 強姦する父 : 娘への性的虐待

バルバラ・カーフェマン, イン
グリット・ローシュテーター/
著 ; 中野京子, 五十嵐蕗子/
訳

未來社 1992 368.6/ゴ

11
ストーカーからあなたを守る本 : 法的対策から心のケ
アまで

高畠克子, 渡辺智子/著 法研 2001 368.6/ス

12 ストーカー犯罪 : 被害者が語る実態と対策 新装版 秋岡史/著 青木書店 2003 368.6/ス

13
ストーカー : 被害に悩むあなたにできること : リスクと
法的対処

長谷川京子, 山脇絵里子/著 日本加除出版 2014 368.6/ス

14
Working with women : 性暴力被害者支援のためのガ
イドブック -- 第2版 --

フェミニストセラピィ研究会/
編 ; フェミックス/制作

 フェミックス 2001 368.6/セ

15 性犯罪防止マニュアル 三井京子/編著 データハウス 1998 368.6/セ

16
性犯罪の心理 : あなたは性犯罪の実態をどこまで
知っているのか?

作田明/著 河出書房新社 2006 368.6/セ

17
性犯罪被害者対応ハンドブック : 性犯罪被害の発生・
届出そのときのために -- 再訂版 --

性犯罪捜査研究会/編著  立花書房 2008 368.6/セ

18 性暴力
読売新聞大阪本社社会部/
著

中央公論新社 2011 368.6/セ

19
「性暴力禁止法」をつくろう:性暴力を許さない女の会
20周年イベント報告集

性暴力を許さない女の会/編
著

性暴力を許さな
い女の会

2010 368.6/セ

20 涙のあとは乾く
キャサリン・ジェーン・フィッ
シャー/著 ; 井上里/訳

講談社 2015 368.6/ナ

  性暴力防止セミナー 

  性犯罪被害にあうということ～正しい理解のために～ 
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21 逃げられない性犯罪被害者 : 無謀な最高裁判決
杉田聡/編著 ; 桐生正幸/
[ほか]著

青弓社 2013 368.6/ニ

22
犯罪・暴力からじぶんをまもる本 : 「セルフディフェン
ス」を学ぼう!

ジェームズ・マックギール/著
PHPエディター
ズ・グループ

2002 368.6/ハ

23
ヘンな人、危ない人から身を守る : 知的護身術のすす
め

さえきゆきこ/著 並木書房 1997 368.6/ヘ

24
私たちは、性犯罪被害者です : 実名で告白する、「レ
イプ・性虐待の恐怖」と「克服する勇気」

キャロライン・リーマン/著 ;
小西敦子/訳

青志社 2009 368.6/ワ

25 「ストーカー」は何を考えているか  (新潮新書 ; 567). 小早川明子/著 新潮社 2014 368.64/ス

26
性犯罪被害とたたかうということ  (朝日文庫 ; [こ28-
2]).

小林美佳/著 朝日新聞出版 2016 368.64/セ

27 私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ 遙洋子/著 筑摩書房 2015 368.64/ワ

28 STAND : 立ち上がる選択 大藪順子/著
 いのちのことば
社フォレストブッ
クス

2007 916/オ

29 性犯罪被害にあうということ 小林美佳/著 朝日新聞出版 2008 916/コ

30
Be! = 季刊ビィ : 依存症・家族・AC・・・回復とセルフケ
アの最新情報　第31巻4号（2015.12）

編集部インタビュー
小林美佳さん
性暴力 -あのとき私のすべ
てが変わった

アルコール問題
全国市民協会

2017 雑誌架

 
 

   お気軽に３階情報ライブラリーにもお立ち寄りください。  

場所は総合受付の奥です♪  
 

 
   

 

   

 
  

    

   貸出中の図書もリストには含まれていますので、予約の方法などの詳細は、 

  情報ライブラリーのカウンターに質問してください。 

 

  情報ライブラリーの資料の貸出を希望される場合は、利用者カードが必要です。 

  利用申込書に記入し、住所・氏名を確認できるもの（健康保険証・運転免許証・ 

  学生証）をご持参の上、お申し込みください。 

 

   貸出冊数及び期間 ：貸出冊数  5冊、貸出期間  15日間 

 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

 

貸出中の本は 

予約できます！ 

 

貸出は何冊、 

いつまで借りられる？ 

テーマ展示図書のリストがホームページから 
ご覧いただけます！ アクセスはこちらから！ 
http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/library/theme/index.html 
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