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【依存症とは】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
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 4H/493.7/ｾｲ 1111046825

2 依存症がわかる本
健康ライブラリー

松本 俊彦／監修 講談社 2021.6 4H/493.74/ｲｿ 0112350097

3 僕らはそれに抵抗できない
「依存症ビジネス」のつくられかた

アダム・オルター／
著，上原裕美子／訳

ダイヤモンド社 2019.7 4H/493.74/ｵﾙ 1109537777

4 人はなぜ依存症になるのか
自己治療としてのアディクション

エドワード・J.カンツィ
アンほか／著，松本 俊
彦／訳

星和書店 2013.5 4H/493.74/ｶﾝ 1107209403

5 人を信じられない病
信頼障害としてのアディクション

小林 桜児／著 日本評論社 2016.7 4H/493.74/ｺﾊ 1108331834

6

心理学からみたアディクショ
ン
シリーズ公認心理師の向き合う精神障
害

津川 律子／編，信田
さよ子／編

朝倉書店 2021.5 4H/493.74/ｼﾝ 1111185367

7 あなたもきっと依存症
「快と不安」の病

原田 隆之／著 文藝春秋 2021.3 S/493.74/ﾊﾗ 0112247660

8
愛着障害としてのアディク
ション

フィリップ・J・フロー
レス／著　小林 桜児／
訳

日本評論社 2019.1 4H/493.74/ﾌﾛ 1109418168

9 世界一やさしい依存症入門
やめられないのは誰かのせい?

松本 俊彦／著 河出書房新社 2021.8 T/493.74/ﾏﾂ 0112376002

【様々な依存症】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

10 盗撮をやめられない男たち 斉藤 章佳／著 扶桑社 2021.9 4W/368.64/ｻｲ 1111473235

11 本当の依存症の話をしよう
ラットパークと薬物戦争

スチュアート・マクミラ
ン／漫画，松本 俊彦ほ
か／監訳・解説文

星和書店 2019.1 4W/368.81/ﾏｸ 0111968321

12 依存症ってなんですか? 菊池 真理子／著 秋田書店 2021.5 4H/493.156/ｷｸ 0112342000

13 セックス依存症 斉藤 章佳／著 幻冬舎 2020.11 S/493.74/ｻｲ 0112206344

14 窃盗症 クレプトマニア 竹村 道夫／著 中央法規出版 2018.5 4H/493.74/ｾﾂ 1109050391

15
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
アスク・ヒュー
マン・ケア

2021.7 4H/493.74/ﾀﾅ 1111468615

16 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 B/493.74/ﾊﾊ 0112048102

17 痴漢外来 原田 隆之/著 筑摩書房 2019.10 S/493.74/ﾊﾗ 0112061656

18 万引きがやめられない
クレプトマニア(窃盗症)の理解と治療

吉田 精次／著 金剛出版 2020.4 4H/493.74/ﾖｼ 0112147070

19
ゲーム・ネットの世界から離
れられない子どもたち
子どもが社会から孤立しないために

吉川 徹／著 合同出版 2021.2 4H/493.934/ﾖｼ 0112229425

依存症関連　ブックリスト
　依存症には、アルコールや薬物をはじめとした物質への依存だけでなく、ギャンブルや窃盗といった「行為」に依存するものまで、
様々なものがあります。このリストでは、依存症を理解するための解説書や、治療に関する本、当事者や家族、支援者等が書いた闘
病記などをご紹介しています。資料は、請求記号順に並んでいます。
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【治療について】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

20
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／著 大和出版 2021.6 4H/493.156/ｲｿ 1111195929

21
お母さんのためのアルコール
依存症回復ガイドブック

ローズマリー・オコー
ナー／著，今村 扶美ほ
か／監訳，浅田 仁子／
訳

金剛出版 2019.1 4H/493.156/ｵｺ 1109263978

22
マッピングを用いた依存症支
援マニュアル
本人の気づきを促すビジュアルツール

エド・デー／著，橋
本 望ほか／監訳，宋
龍平ほか／訳

星和書店 2019.10 4H/493.156/ﾃｴ 0112068740

23
ハームリダクションアプロー
チ　やめさせようとしない依存症治
療の実践

成瀬 暢也／著 中外医学社 2019.6 4H/493.156/ﾅﾙ 1109548816

24 アルコール依存症治療革命 成瀬 暢也／著 中外医学社 2017.9 4H/493.156/ﾅﾙ 0111744857

25 脱アルコールの哲学 前田 益尚／著 晃洋書房 2019.10 4H/493.156/ﾏｴ 0112068600

26 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

西川 京子／著 解放出版社 2018.4 4H/493.74/ﾆｼ 0111815851

27

やってみたくなるアディク
ション診療・支援ガイド
アルコール・薬物・ギャンブルから
ゲーム依存まで

松本 俊彦／編集，佐
久間 寛之／編集，蒲
生 裕司／編集

文光堂 2021.9 4H/493.74/ﾔﾂ 1111192025

28
ゲーム・スマホ依存から子ど
もを守る本

樋口 進／著 法研 2020.11 4H/493.937/ﾋｸ 0112204031

【闘病記】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

29
だらしない夫じゃなくて依存
症でした

三森 みさ／著 時事通信社 2020.3 4N/493.156/ﾐﾓ 1111345375

30 薬物依存症 清原 和博／著 文藝春秋 2020.6 4N/493.76/ｷﾖ 1109879427

31
医者の家族がアルコール依存
症になったわけ

久野 良夫／著 星雲社 2020.11 4N/493.76/ｸﾉ 1111041263

32 生き直す
私は一人ではない

高知　東生／著 青志社 2020.9 4N/493.76/ﾀｶ 1111329544

33 私が欲しかったもの 原 裕美子／著 双葉社 2021.3 4N/493.76/ﾊﾗ 1111163703

34
下手くそやけどなんとか生き
てるねん

渡辺　洋次郎／著 現代書館 2019.11 4N/493.76/ﾜﾀ 1109657120

【その他】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

35
行為依存と刑事弁護　性依存・
窃盗症などの弁護活動と治療プログラ
ム

神林 美樹　ほか／著 日本加除出版 2021.3 326.22/ｺｳ 0112255523

36 マンガでわかる愛着障害 岡田尊司／著 光文社 2019.12 4H/493.74/ﾏﾝ 0112098169

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352

https://otepia.kochi.jp/library


