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ギャンブル依存症

ギャンブル依存と生きる  家族、支援者と生き
づらさを乗り越えるために

稲村 厚／著 彩流社 2016.10 493.74/ｲﾅ16/ 0013707872

よくわかるギャンブル障害  本人のせいにしな
い回復・支援

蒲生 裕司／著 星和書店 2017.9 493.74/ｶﾓ17/ 0013085642

「ギャンブル依存症」からの脱出  薬なしで8割
治る“欲望充足メソッド”

河本 泰信／著
SBクリエイ
ティブ

2015.8 493.74/ｺｳ16/ 0013320650

デザインされたギャンブル依存症
ナターシャ・ダウ・
シュール／著

青土社 2018.7 493.74/ｼﾕ18/ 0014465181

ギャンブル依存症
田中 紀子／
[著]

KADOKAWA 2015.9 493.74/ﾀﾅ15/ 0013208178

知っていますか?ギャンブル依存一問一答 西川 京子／著 解放出版社 2013.10 493.74/ﾆｼ13/ 0012142584

ギャンブル依存症から抜け出す本  イラスト版 樋口 進／監修 講談社 2019.1 493.74/ﾋｸ19/ 0014830467

ギャンブル依存症  当事者から学ぶその真実 吉岡 隆／編集 中央法規出版 2019.12 493.74/ﾖｼ19/ 0015105299

　依存症全般

精神の病気 依存症編  スマホ,ギャンブル,アル
コールなど,依存症がよくわかる

ニュートンプ
レス

2021.1 493.7/ｾｲ21/ 0015432693

精神の病気 依存症編  なぜ人は依存してしま
うのか。その原因、予防、回復方法。

ニュートンプ
レス

2021.4 L493.7/ｾｲ21/ 0015436249

よくわかる依存症  ゲーム、ネット、ギャンブル、
薬物、アルコール

榎本 稔／著 主婦の友社 2020.6 493.74/ｴﾉ20/ 0015358732

「依存症」から立ち直るための本
大阪府立病院機
構大阪精神医療
センター／編

幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2019.12 493.74/ｵｵ20/ 0015224199

ギャンブル・お酒はやめられる! 大塚 明彦／著
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2020.10 493.74/ｵｵ21/ 0015408024

よくわかるアディクション問題  依存症を知り、
回復へとつなげる

長坂 和則／編著 へるす出版 2018.9 493.74/ﾅｶ18/ 0014566160

現代社会の新しい依存症がわかる本  物質依
存から行動嗜癖まで

樋口 進／編著
日本医事新
報社

2018.10 493.74/ﾋｸ18/ 0014176218

依存症がわかる本  防ぐ、回復を促すためにで
きること

松本 俊彦／監修 講談社 2021.6 493.743/ﾏﾂ21/ 0015866403
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　体験記・闘病記

ギャンブル依存症から回復する本人の物語
やめ続ける奇跡

ギャンブル依存
ファミリーセン
ターホープヒル

2010.8 368.63/ｷﾔ12/ 0011429024

下手くそやけどなんとか生きてるねん。  薬物・
アルコール依存症からのリカバリー

渡邊 洋次郎／著 現代書館 2019.11 368.86/ﾜﾀ19/ 0015094832

依存症からの脱出  つながりを取り戻す
信濃毎日新聞
取材班／[編]

海鳴社 2018.2 493.74/ｼﾅ18/ 0014278543

私、パチンコ中毒から復帰しました!  ギャンブ
ル地獄から完璧に抜け出す方法

本田 白寿／著 中央公論新社 2013.1 493.74/ﾎﾝ13/ 0011702289

やめられない  ギャンブル地獄からの生還 帚木 蓬生／著 集英社 2019.8 B493.74/ﾊﾊ20/ 0014651228

　家族・支援者向け

依存症の人を治療に向かわせるCRAFTの本
家族としての“あり方”“接し方”"

吉田 精次／監修 大和出版 2021.6 493.156/ﾖｼ21/ 0015864531

ギャンブル依存症回復のガイド  家族はどうし
たら?借金問題への対応は?

アスク・ヒューマン・
ケア出版部／編

アスク・ヒュー
マン・ケア

2018.11 493.74/ｱｽ19/ 0014875728

大切な人をパチンコから取り戻すために  依存
症を治し、縁を切らせるためにすべきこと

大崎 大地／著 かざひの文庫 2014.3 493.74/ｵｵ14/ 0012355889

依存症 家族を支えるQ&A  アルコール・薬物・
ギャンブル依存症 家族のメッセージを添えて

西川 京子／著 解放出版社 2018.4 493.74/ﾆｼ18/ 0014413132

家族・援助者のためのギャンブル問題解決の
処方箋  CRAFTを使った効果的な援助法

吉田 精次／著 金剛出版 2016.9 493.74/ﾖｼ17/ 0013624317

家族のためのギャンブル問題完全対応マニュ
アル

田中 紀子／著 ASK 2021.7 493.743/ﾀﾅ21/ 0015453418

職場×依存症・アディクション  「はたらく」を支
える!

樋口 進／編集 南山堂 2019.1 498.8/ﾋｸ19/ 0015027329

　ギャンブルの歴史・諸問題

借金問題解決法　９９．９％解決できる！ 神坪 浩喜／著
みらいパブ
リッシング

2021.8 324.52/ｶﾐ21/ 0015905227

借金は９割返せる！　今さら聞けない…お金の
悩みを解決する本

福田 亮／著 Ｃｌｏｖｅｒ出版 2020.2 324.52/ﾌｸ/20/ 0015204258

公営競技の文化経済学 佐々木 晃彦／著
芙蓉書房出
版

1999.3 331/ﾌﾝ99/1 0003888849

ギャンブルの何が問題なのか?  国際比較から
見る公共政策アプローチ

ペッカ・スルクネ
ン／著

福村出版 2021.8 368.63/ｷﾔ21/ 0015905342

ギャンブル大国ニッポン 古川 美穂／著 岩波書店 2013.2 493.74/ﾌﾙ13/ 0011795861

カジノ誘致の諸問題 鳥畑 与一／著 本の泉社 2020.1 673.94/ﾄﾘ20/ 0015170988

宝くじの文化史  ギャンブルが変えた世界史
ゲイリー・ヒック
ス／著

原書房 2011.11 676.8/ﾋﾂ11/ 0010768778

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班

2 ページ


