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二村健編著 図書館情報メディアの意義，特徴，活用法について
多角的考察した日常的な司書実務の実践的ガイドブ
ックの改訂版。また，情報リテラシー教育や著作権
教育の学習にも最適。

５ 情報メディアの活用〔第二版〕

A5判　184頁　1800円 2073-5　C3300
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ヴィゴツキー著／柴田義松監訳 精神発達を文化的・社会的環境や教育との関係の中
で捉え，幅広い理論的考察を展開。ヴィゴツキーが
自らの研究方法論に基づく精神発達の理論を体系化
した「高次精神機能の発達史」の邦訳ここに復刻。

文化的-歴史的精神発達の理論
菊判　416頁　品切中 1454-3　C3011

ヴィゴツキー著／柴田義松訳 「芸術から作者または読者の心理を推論する」ので
なく，「作者や読者にはかかわりのない純粋の無人
称芸術心理学を研究する」という幅広い分野への示
唆に富む巨人・ヴィゴツキーの文学理論の全訳。

芸 術 心 理 学〔新訳版〕

菊判　384頁　3000円 1585-4　C3011
ヴィゴツキー著／柴田義松・宮坂琇子訳 現代性とすぐれた実践性を備え，昨今内外で関心の

高まるヴィゴツキーの心理学説をより詳しく理解す
るために重要であり，日本で未だ紹介されていない
12点を選んで翻訳・解説した必携書。

ヴィゴツキー心理学論集
菊判　280頁　2500円 1846-6　C3011

ポーリン．ボス著／南山浩二訳 行方不明や離婚での別離など，家族や恋人ら親密な
人との‘曖昧な’別れは人々に非常に強い苦悩を生
じさせる。この「曖昧な喪失」とどのように向き合
えばよいのか。その出口をみつける道標に。

「さよなら」のない別れ別れのない「さよなら」
　　あいまいな喪失　　

四六判　208頁　品切中 1412-3　C3036
ジャン．ドレイ・ピエール．ピショー著
菊池貞雄訳

身体的な基盤を重視しながら現存する精神医学的，
心理学的事実を織り込みつつ米英独露また仏の心理
学者の業績を数多く紹介。精神科医，臨床心理士の
日常の実際の臨床に役立ちうる懇切な構成。

医学的視点からの心理学
A5判　607頁　9500円 0808-5　C3011

ハワード．グリュツナー著／菊池貞雄訳 アメリカの監察医で，精神保健・精神遅滞センター
高齢者部門所長のハワード・グリュツナーが詳細か
つ徹底的な調査にもとづき，アルツハイマーに対す
る実証的なケアの方法と最新の知識を解説。

アルツハイマー病〔完全版〕
　　介護者のためのガイドブック　　

B5判　392頁　7000円 2107-7　C3047
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無藤隆・森敏昭監修／森敏昭編著 心理学の基礎知識をわかりやすくコンパクトに解説
した一問一答形式の入門書。専門課程にいたる学生
から大学院・公務員・検定試験をめざす人まで辞典
やハンドブックとして活用できるように意図した。

心理学のポイントシリーズ

心 理 学 概 論
A5判　168頁　1700円 1879-4　C3311

無藤隆・森敏昭監修
サトウタツヤ・鈴木朋子・荒川歩編著

心理学の基本となる知識をわかりやすくコンパクト
に解説。日本と世界各国の心理学の歴史，臨床現場
からと実用面からの心理学についてなど，心理学史
に関して，61のポイントで示した。

心理学のポイントシリーズ

心 理 学 史
A5判　168頁　1700円 1880-0　C3311

無藤隆・森敏昭監修
無藤隆・佐久間路子編著

心理学の基本となる知識をわかりやすくコンパクト
に解説した初学者向け心理学のポイント・シリーズ。
発達心理学の基本的な知見が一問一答形式にまとめ
られ自学自習にも最適なテキスト。

心理学のポイントシリーズ

発 達 心 理 学
A5判　168頁　1700円 1883-1　C3311

無藤隆・森敏昭監修
青木多寿子・戸田まり編著

児童心理学の入門者に求められる基本的知識を，12
章59問の具体的な問いとそれへの回答としてまとめ
た。わかりやすい文章で，教科書はもとより自習書
としても最適。

心理学のポイントシリーズ

児 童 心 理 学
A5判　144頁　1700円 1885-5　C3311

無藤隆・森敏昭監修
三宮真智子編著

発達の諸相，記憶過程と学習，思考過程と知能，学
習にかかわる感情と動機づけ，授業と学習集団，学
習環境とメディア，個人差と不適応への対応，教育
心理学の研究方法，教育評価の９章71問で構成。

心理学のポイントシリーズ

教 育 心 理 学
A5判　162頁　1700円 1886-2　C3311

無藤隆・森敏昭監修
玉瀬耕治・佐藤容子編著

臨床心理学について「精神力動論的アプローチ」「来
談者中心的アプローチ」「認知行動論的アプローチ」

「家族システム論的アプローチ」のほか，事例研究
も含めて64のポイントを示す。

心理学のポイントシリーズ

臨 床 心 理 学
A5判　164頁　1700円 1887-9　C3311

坂元昂監修／高橋秀明・山本博樹編著 メディアを〈受け取る・使う・デザインする〉の３
つの観点から人間を取り巻くさまざまなメディアに
関する最新の研究の成果をわかりやすく紹介。包括
的な「メディアサイコロジー」構想をここに。

メディア心理学入門
A5判　256頁　2400円 1170-2　C3011

坂元章編著 メディアは人間の発達にどのような影響を及ぼすの
か。急速に発達・拡大しているとくに心理学と関連
分野における最新の実証研究の成果を紹介し，動向
とその成果について網羅的かつ組織的に考察した。

メディアと人間の発達
　テレビ，テレビゲーム，インターネット，そしてロボットの心理的影響　

A5判　264頁　2700円 1262-4　C3011
坂元章・森津太子
坂元桂・高比良美詠子 編

サブリミナル効果の知見を詳説し，実際に社会問
題，広告，感情研究，臨床心理学など，学術的観点
からサブリミナル効果の真偽をどのように考えるべ
きかを論じた。サブリミナル効果は存在するか？

サブリミナル効果の科学
　　無意識の世界では何が起こっているか　　

A5判　192頁　2400円 0906-8　C3011
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高橋良彰・渡邉和美著 他者の存在があるものを，行為者の行動傾向／劣る
環境にありつくが上に，社会的行為として照射。犯
罪と犯罪者，犯罪の理解の仕方，遵法的行動の理
論，生活背景と犯罪，各種犯罪・犯罪者・被害者等。

新 犯罪社会心理学〔第二版〕

A5判　232頁　2500円 1344-7　C3036
三戸秀樹他著 人間中心という視点から，安全心理学を可能なかぎ

り網羅し，体系づけた書に編纂。産業事故に限ら
ず，家庭生活ほかあらゆる事故を含めて解説。これ
から産業界に参入していく人にも必読の書。

安 全 の 行 動 科 学
　　人がまもる安全，人がおかす事故　　

A5判　224頁　2427円 0437-7　C3036
正田亘著 社会学，建築学，人類学，工学，都市計画等と心理

学の学際的研究領域として近年注目を集めている学
問。人間特性に適合した環境の設計や改善を目的と
する環境心理学の考え方を具体的に説述する。

環 境 心 理 入 門
四六判　176頁　1650円 0160-4　C3025

正田亘著 あらためて我が身の能力や特性，とりわけ五感につ
いてかえりみると，意外なほど無知なのがふつう。
そこらの危険をさけるにも，職場でも夫婦でもひと
りきりでもよし，お手軽な五感の訓練法を紹介。

五 感 の 体 操
　　心理学を活用したあたらしい安全運動技法　

四六判　152頁　1500円 1006-4　C0075
吉武光世編著
窪内節子・山崎洋史・岩瀧大樹・平澤孝著

こころの病を理解し，自己・他者の問題を解決する
糸口を拓く。メンタルヘルスを理解するための心理
学の基本的知識，心理診断やこころの病，心理療法，
人を援助する基本姿勢など具体例を交えやさしく解説。

新はじめて学ぶメンタルヘルスと心理学
A5判　256頁　2400円 2698-0　C3011

宮本聡介・伊藤拓編著 「心理学」の面白さ，学問的な意義，そして今現在
の本当の姿をできるだけわかりやすく伝える。心理
学とは何か，大学でどういったことを学べるのか，
学ぶことでどう活かせるのかなどを解説。

高校生に知ってほしい心理学
　どう役立つ？どう活かせる？　

四六判　144頁　1500円 2658-4　C3011
辻村英夫著 経済を優先した時代は終わり，「こころ」の豊かさ，

知恵の創造の時代が到来した。人間は人間自身をよ
りよく知って「こころ」についての理解と認識を一
層深め，こころの救済を求めるための心理学の入門書。

心理学の世界〔第三版〕

A5判　384頁　3200円 2170-1　C3011
山崎洋史著 子どもを取り囲む社会環境変化を代表的なトピック

から理解し，教育・援助の拠所となる法律的枠組を
おさえ，子どもを個別・集団的枠組みのなかで支援
するためのカウンセリング力の基礎理論と技法を学ぶ。

学校教育とカウンセリング力
A5判　200頁　2000円 1983-8　C3011

山㟢洋史著 青年期の食行動異常，過食行動に対し心理的バイアス
の変容要素である認知行動的セルフモニタリング下位因
子が与える影響を明らかに。食行動異常の具体的予防・
支援を実践するうえでのエビデンスを得た基礎的資料。

青年期食行動異常と認知
行動的セルフモニタリング

A5判　112頁　2600円 2547-1　C3011
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小島茂著 自分探し＝生き方探しの問答を，かぐや姫や桃太郎
等の物語のキャラクターを使い自分を見つめ，星や
鯉のぼり等のシンボルイラストを使い自分自身を語
る。よりよく自分の〈こころ〉の中をみつめる一冊。

自分と出会う，生き方探し
　　こころの創作技法で，自己を見つめ，人々を癒す　　

A5判　192頁　1600円 1356-0　C0011
小島茂著 自分自身との対話，つまり心のコミュニケーション

を通じて，新たな自己発見をし，癒しや自己実現に
つなげる自己表現方法「ハートセラピィ」を紹介。
新しいコミュニケーションのひとつとしても最適。

自己実現・自己発見・自己表現のための

心のコミュニケーション
A5判　144頁　1200円 1462-8　C0011

吉武光世・久富節子著 カウンセラーやコミュニケーションのプロからのア
ドバイスをわかりやすく丁寧にまとめた。社会で生
きていくうえで大切なココロと技術を学ぶワークブ
ック。大学・短大・専門学校での実習に最適な一冊。

じょうずに聴いてじょうずに話そう
　　カウンセリング・マインドとコミュニケーション・スキルを学ぶ　　

B5判　153頁　2205円 1070-5　C0011
会沢勲・石川悦子・浅川希洋志著 チクセントミハイを汲む充実感；フロー理論，カウン

セリングの現場，発達や児童論を，若い親にある不断
の気づきから問うた。フロー理論における楽しさと自
己成長，子どもたちとどう向き合っていくのか，他。

子どもたちは本当に変わってしまったのか
A5判　183頁　2100円 0845-0　C3011

あいざわいさお編著 香川県丸亀市で発展し続ける「丸亀市発達障害児支
援協働事業」を取り上げ，NPO を事業展開の中軸
に据え「地域における支援」を行う事例を紹介。地
域支援の実際と課題から今後の地域支援を考える。

発達障害児とその家族を支える
　香川県丸亀市の挑戦　

A5判　240頁　2400円 2555-6　C3011
金子保著 宗教と社会事業と教育を三位一体とする理想を実現

した長谷川良信の生涯を生涯発達心理学の視座から
考察。同様に生きた社会事業家等の生涯も追い，そ
の可能性を探求した。

生涯発達心理研究
　　淑徳大学開学者・長谷川良信の生涯とその精神を中心に　　

A5判　251頁　2900円 1130-6　C3336
糸井尚子著 乳幼児期から，子どもが数についての認識を獲得し

ていくプロセスを概観し，算数能力の育ちを支援す
るため，親や教師はどのようにかかわることができ
るのかを遺伝や環境などにもふれながら考える。

子どもは小さな数学者
　子どもをみつめる心理学／子どものなかの40億年　

A5判　136頁　1500円 1762-9　C3011
金原俊輔著 森田療法を基底にしながら，中高大学生の身近で起

きるさまざまな悩みに，丁寧なやさしい語り口で応
える。当事者のみならず，教育関係者や保護者，カ
ウンセラーをめざす学生にも役立つ好著。

心なんかどうでもいい
　大学生・高校生・中学生の悩みに答える森田療法　

四六判　192頁　1500円 1864-0　C3011
所正文著 欧州や中国との比較研究，江戸期の江戸しぐさに象

徴される日本社会の良俗再興など，「交通は社会の
縮図なり」を検証し，超高齢化時代の文化・文明論
的な構造転換と持続可能な社会構築を提案する。

車社会も超高齢化
　心理学で解く近未来　

四六判　176頁　1600円 2289-0　C3011
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所正文著 認知症ドライバー 30万人時代を迎えた日本の交通
社会において，今何が起こっているのか。社会の縮
図としての交通という窓から，超高齢・格差社会と
いわれる現代日本社会のあり方を問う一冊。

高齢ドライバー・激増時代
　交通社会から日本を変えていこう　

四六判　176頁　1500円 1699-8　C0065

コミュニケーション

古閑博美・倉田安里・金子章予著 日本語会話表現法は会話に焦点を当て，国語学の観
点から社会生活における会話表現を，敬語や使用す
る場面，状況，人間関係から記述。それを理解し，
プレゼンテーション能力の向上をはかる。

日本語会話表現法とプレゼンテーション
A5判　212頁　2000円 0867-2　C1081

古閑博美著 さまざまな出会いを通して魅力的な自己形成と人間
関係を求める行動の学を提唱。魅力行動学ことはじ
め，行動と表現の魅力を探り身につけよう，出会い
の意味するもの，実践とその取り組み，の四部構成。

魅 力 行 動 学 入 門
四六判　244頁　2000円 0656-2　C1037

古閑博美編著 「行動の質・量・形・意味に魅力を付与した行動」
と定義した「魅力行動学」をビジネスや生活面で活
用するため，マナーやコミュニケーション，キャリ
アの観点からわかりやすく解説した。

魅力行動学® ビジネス講座
　マナー，コミュニケーション，キャリア　

A5判　216頁　2000円 1890-9　C3034
古閑博美編著 コミュニケーションの基盤となるホスピタリティ，

コミュニケーション実践としてのプレゼンテーショ
ンについて解説。学校での課題発表，面接・就職活
動などのプレゼンテーションにも役立つテキスト。

魅力行動学® ビジネス講座Ⅱ
　ホスピタリティ，コミュニケーション，プレゼンテーション　

A5判　152頁　2000円 2278-4　C3034
古閑博美編著 さまざまな出会いを通して魅力的な自己形成と人間

関係を求める行動の学である，魅力行動学。「魅力
行動」をキーワードに，看護教育および看護の実践
に必要なことがらを解説する。

魅力行動学®
看 護 教 育 と 実 践

A5判　176頁　2000円 1943-2　C3037
榎本正嗣著 日本語音声学の基礎をわかりやすく紹介。母語とし

て，外国語として，日本語の学習・教育に携わるす
べての人に，未だ発展途上にある音声教育の未開領
域を図表や練習問題から丁寧に分析・解説する。

現代日本語発音の基礎知識
A5判　128頁　1500円 1506-9　C0081


