
No. 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号

1
「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(こころライブラリー)

本田りえ, 露木肇子, 熊谷早智子/著 講談社 2013 367.3/モ

2 家庭モラル・ハラスメント  (講談社+α新書 ; 400-1A). 熊谷早智子〔著〕 講談社 2008 367.3/カ

3
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、矢田りつ子, 熊谷早智子,
水野紀子/著

明石書店 2007 367.3/ク

4
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/著

アスク・ヒュー
マン・ケア

2016 146.8/ア

5 犯罪被害者のメンタルヘルス
小西聖子/編著(第10章：白川美也
子、第11章：小西聖子/著）

誠信書房 2008 326.3/ハ

6
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/著 明石書店 2008 367.3/ド

7 トラウマとジェンダー : 臨床からの声 宮地尚子/編 金剛出版 2004 493.7/ト

8 PTSD人は傷つくとどうなるか
加藤進昌, 樋口輝彦, 不安・抑うつ臨
床研究会/編

日本評論社 2001 493.7/ピ

9 モラル・ハラスメント : 人を傷つけずにはいられない
マリー=フランス・イルゴイエンヌ著 ;
高野優訳

紀伊國屋書店 1999 361.4/モ

10 モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする
マリー=フランス・イルゴイエンヌ [著] ;
高野優訳

紀伊國屋書店 2003 361.4/モ

11
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/著 ; 宮家

あゆみ/訳
晶文社 2017 361.4/モ

12
こころの暴力夫婦という密室で: 支配されないための11
章

イザベル・ナザル=アガ/著 ; 田口雪
子/訳

紀伊國屋書店 2001 146.8/コ

13
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 : 当事者とカウン
セラーが一緒になって生み出したワーク

長谷川七重著 : グループしおん著 メディアイランド 2015 367.3/シ

14
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～/著 河出書房新社 2014 367.3/オ

15 モラル・ハラスメント : こころのDVを乗り越える 橋本俊和, 橋本智子著 緑風出版 2014 367.3/モ

16
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

谷本惠美著  晶文社 2012 367.3/カ

17 離婚裁判 : モラル・ハラスメントからの脱出 荘司雅彦著
アメーバブック
ス

2006 361.4/リ

18
離婚家庭の子どもの気持ち : 面接交渉実態調査アン
ケートとインタビュー

Wink/編 ; 太田垣章子/[ほか著]. 日本加除出版 2008 367.4/リ

19
子どものトラウマと悲嘆の治療 : トラウマ・フォーカスト
認知行動療法マニュアル

ジュディス・A・コーエン, アンソニー・
P・マナリノ, エスター・デブリンジャー/
著 ; 白川美也子, 菱川愛, 冨永良喜/
訳

金剛出版 2014 146.8/コ

20
被虐待児のアートセラピー : 絵からきこえる子どものメッ
セージ .

キャシー・マルキオディ著 ; 角山富雄,
田中勝博監訳 ; 白川美也子, 妹尾洋
之, 高田円訳

金剛出版 2002 146.8/ヒ

21
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・バンクロフト著 : 白川美也子
監訳 : 山崎知克監訳 : 阿部尚美訳 :
白倉三紀子訳

明石書店 2006 367.3/ド

22
母を棄ててもいいですか? : 支配する母親、縛られる娘
(こころライブラリー).

熊谷早智子著  講談社 2011 367.3/ハ

23 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=セガン著 ; 山本
知子訳

河出書房新社 2006 493.7/ト

24
「特集」女性に対するドメスティックバイオレンス  (保健
の科学).

保健科学研究会 杏林書院 2014 367.3/ジ
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25
みんな「夫婦」で病んでいる : なぜ、自分で選んだ人が
エイリアン夫モンスター妻に変わるのか

本田りえ著 主婦の友社 2015 367.3/ミ

26 こんなオトコ要らねぇ!! : 箱ミネコの「モラハラ」リコン日記 箱ミネコ文・イラスト マガジンランド 2008 367.4/コ

27
オレにあやまれ!! : 史上最悪暴言DV夫との涙の7年間
(BAMBOO ESSAY SELECTION).

杉野BEAT著 竹書房 2010 367.3/オ

28 麒麟館グラフィティー / 第1巻 - 第8巻 (小学館文庫). 吉村明美著 小学館 1995 726.1/キ-1
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1
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/著 解放出版社 2015 367.3/デ

2 デートDVってなに?Q&A : 理解・支援・解決のために 日本DV防止・情報センター/編著 解放出版社 2007 367.3/デ

3
デートDVを知っていますか : 2万人の高校生へ届けた
授業 : 対等な関係をつくるために私たちが伝えてきたこ
と  -- 新版. --

DV防止ながさき/編
DV防止ながさ

き
2008 367.3/デ-2

4 マイ・レジリエンス : トラウマとともに生きる 中島幸子/著 梨の木舎 2013 367.3/マ

5 デートDV 防止啓発リーフレット: 知っていますか？ 2017 G11/サケ

6 デートDV 防止啓発リーフレット: 知っていますか？ 2016 G11/サケ

7
「デートDV」って知っていますか？ スキ！だから…！
ちゃんと知っていい恋しよう！

2016 Ｇ11-01/サ

8 よく考えて。 その恋愛！ デートＤＶかも？ 2016 Ｇ11-01/サ

9
 知っていますか？ デートＤＶ
素敵な関係を作る大事な約束 デートDVまるわかり
BOOK

[2012] G11/サケ

10
束縛は愛情?子どもたちの恋愛観からデートDVを考える
(「女性に対する暴力をなくす運動」講演会 抄録 2009年
度).

2010 G01/サ

11 デートDV:これって愛? 2007 G44/オ

12 これからの二人:大切にしたいから 2011 367.3/コ

13 ずっと一緒にいたいから:あなたと私とデートDV 2009 367.3/ズ

14
「ＤＶＤ］ デートDV : あなたと恋人のよい関係をきずくた
めに : ミカとワタル

[2006] 367.3/デ

15 「ＤＶＤ］ デートDV : 相手を尊重する関係を作る [2006] 367.3/デ

埼玉県県民生活部男女共同参画課

埼玉県県民生活部男女共同参画課

さいたま市市民局市民生活部男女共同参画課

さいたま市男女共同参画推進センター
（愛称：パートナーシップさいたま）

埼玉県県民生活部男女共同参画課

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
(WAVOC).

アウンジャ

アウェア

札幌市男女共同参画センター.

 大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課.

NPO法人 女性ネットSaya-Saya,

デートＤＶについて、知ろう！ 

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。 

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。 

★利用時間★月曜～土曜 ９：３０～２１：００、日曜・祝日９：３０～１７：３０ 

（貸出は、利用終了時間の30分前までです。） 

 
 

        ※当ライブラリーで借りた図書をお近くの協力図書館（さいたま市を除く）で返却可能となりました。 

      （ただし、所定用紙を貼付・梱包して窓口まで持参してください）        詳細はホームページをご覧ください。         

埼玉県マスコットコバトン 

埼玉県マスコット 

コバトン＆さいたまっち 
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