
    

情報ライブラリー共同企画展示  

内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に対する調査報告書 概要版」（平成24年

４月）によると、４人に１人は配偶者から暴力の被害を受けています。そこで、DV（ド

メスティック・バイオレンス）に関する情報をより多くの方に知っていただけるよう、

様々な資料を揃えました。この機会に是非ご利用ください。 

 ●展示内容● 

 パネル展示：  DVの被害状況や支援の流れ、被害を受けた場合の相談窓口など、 

         本人だけでなく周囲の人にも知ってほしい情報をパネルで紹介 

         します。            

 資 料 展 示： DVの被害を受けた時どうしたらよいか、DVに関連する法律や 

                        被害者への支援の方法などについて紹介した資料を展示します。 

   また、家族について考えるきっかけとなるような資料も合わせて 

   展示します。展示資料は一部を除き貸出しできます。 

  ※愛知県、名古屋市、法テラスなどが発行したパンフレットを配布します。 

女性に対する暴力根絶のための 

シンボルマーク 

愛知県図書館  サービス課 社会・自然・国際グループ 

名古屋市中区三の丸１‐９‐３  電話：０５２‐２１２‐２３２３（代表） 
 
【共催】 

愛知県女性総合センター情報ライブラリー 
名古屋市東区上竪杉町１  電話０５２‐９６２‐２５１０（直通） 

問い合わせ先 

知ってほしい、DVのこと 

  愛知県女性総合センター情報ライブラリーとは… 

  男女共同参画社会の実現や女性に関するさまざまな問題への 

  対応のために、 図書・雑誌・行政資料・視聴覚資料などの 

  資料を収集し、閲覧、貸出、レファレンスを行っている 

      専門図書館です。 

  平成２６年１１月１４日(金)～１２月1０日(水) 
月曜休館。ただし、11/24（月・祝）は開館し、11/25（火）は休館します。 

毎年11月12日から11月25日ま

での2週間は、「女性に対する

暴力をなくす運動」期間です。 

愛知県図書館 ４階 エレベーター前 

ドメスティック・バイオレンス 

内閣府男女共同参画局 



 愛知県図書館 ４階展示 「知ってほしい、DVのこと」資料リスト

  　展示資料の一部をご紹介します。

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

◆ DVについて知る

弁護士が説くDV解決マニュアル 長谷川 京子/[ほか]著 朱鷺書房 2014.3 367.1 ﾍﾝ 1110874525

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/編著

解放出版社 2008.10 367.1 ｼﾂ 1109837260

ストーカー　被害に悩むあなたにできること 長谷川 京子/[ほか]著 日本加除出版 2014.4 368.6 ﾊｾ 1110925517

DV・虐待加害者の実体を知る　あなた自身の
人生を取り戻すガイド

ランディ・バンクロフ
ト/著

明石書店 2008.12 367.1 ﾊﾝ 1109552153

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/著

明石書店 2005.1 J367 ﾁﾙ 1108649892

◆ DVと法律・被害者支援

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/編 商事法務 2012.12 367.1 ﾃｲ 1110562519

セクハラ・DVの法律相談 石井 妙子/[ほか]編 青林書院 2012.8 366.3 ｾｸ 1110498347

DV・ストーカー対策の法と実務 小島 妙子/著 民事法研究会 2014.1 367.1 ｺｼ 1110785800

Q&A DV事件の実務 打越 さく良/著 日本加除出版 2012.5 367.1 ｳﾁ 1110465201

よくわかるDV被害者への理解と支援 石井 朝子/編著 明石書店 2009.12 367.1 ｲｼ 1109794575

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/編著 信山社 2013.7 367.1 ｶｲ 1110743238

DVはいま　協働による個人と環境への支援 高畠 克子/編著 ミネルヴァ書房 2013.2 367.1 ﾀｶ 1110591520

医療現場におけるDV被害者への対応ハンド
ブック

宮地 尚子/編著 明石書店 2008.1 498.14 ﾐﾔ 1109345971

配偶者からの暴力防止及び被害者支援基
本計画（３次）　　　　※館内でご覧ください

愛知県健康福祉
部児童家庭課 2013.5 Ａ367 ﾊｲ

◆ ＤＶに関する調査/外国のＤＶ政策

女性の健康とドメスティック・バイオレンス
WHO国際調査/日本調査結果報告書

吉浜 美恵子/編著 新水社 2007.11 367.21 ｼﾖ 1109365910

あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
DVシェルター・子育て環境

上野 勝代/[ほか]編著 ドメス出版 2013.10 367.23 ｱﾀ 1110745054

ドメスティック・バイオレンス　イギリスの反DV
運動と社会政策

ジル・ヘイグ/著 明石書店 2009.3 367.23 ﾍｲ 1109639255

ドメスティック・バイオレンスとジェンダー 吉川 真美子/著 世織書房 2007.7 367.1 ﾖｼ 1109216160

家族の変容と暴力の国際比較 古橋 エツ子/編 明石書店 2007.1 367.3 ｶｿ 1109117528

◆ モラルハラスメントについて知る

モラル・ハラスメント　こころのDVを乗り越え
る

橋本俊和/[ほか]著 緑風出版 2014.7 367.3 ﾊｼ 1110883981

「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/[ほか]著 講談社 2013.6 367.3 ﾓﾗ 1110662935

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 2012.8 367.3 ﾀﾆ 1110485572

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/[ほか]著 明石書店 2007.12 367.3 ｷﾕ 1109312040

◆ デートDVについて知る

デートDVと恋愛 伊田 広行/著 大月書店 2010.11 367.1 ｲﾀ 1110083039

ストップ！デートDV 伊田 広行/著 解放出版社 2011.11 367.1 ｲﾀ 1110291274

デートDV(ドメスティック・バイオレンス) 遠藤智子/著 ベストセラーズ 2007.11 367.1 ｴﾝ 1109350828

◆ 家族について考える

家族新聞 浅田 政志/写真 幻冬舎 2010.12 367.3 ｶｿ 1110106607

データで読む家族問題 新版 湯沢 雍彦/著 日本放送出版協会 2008.11 367.3 ﾕｻ 1109538806

対人援助職のための家族理解入門　第3版 団 士郎/著 中央法規出版 2013.7 367.3 ﾀﾝ 1110679558

ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上 真珠/著 有斐閣 2013.12 367.3 ｲﾜ 1110793730

幸せの絵本 家族の絆編 金柿 秀幸/編 ソフトバンククリエイティブ 2011.11 019.53 ｼｱ 1110282471

2014.11.14-2014.12.10
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