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北大路書房
心理学関連
マンガ『心の授業』 全4巻
【電子書籍（合本）版】 （分売不可）
著：三森 創
マンガで学ぶ心理学シリーズ『心の授業』の１～３巻（１．自分ってなんだろう
／２．ホントの自分をとりもどせ／３．自分づくりをはじめよう）と，シリーズ完
結編である「ガイドブック」を電子書籍化。心のはたらきのしくみやポイントをマンガ
と文章で解説した，心をより深く専門的に学ぶためのテキスト。

① 自分ってなんだろう
② ホントの自分をとりもどせ

③ 自分づくりをはじめよう
④ ガイドブック 自分づくりの心理学

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥10,560

¥21,120

1031828324

心理学ジュニアライブラリ 全9巻
【電子書籍（合本）版】 （分売不可）
著：市川 伸一 麻柄 啓一 秋田 喜代美 奈須 正裕
三宮 真智子 吉田 寿夫 森永 康子 小泉 令三

大学の授業の中で最も人気があるものの一つが心理学。本シリーズでは，大学
生になるまで待てない中学生・高校生のために，「人の心のしくみ」について新たな
知を得られるよう，各巻毎にテーマを絞って平易に解説。大人が読んでもおもしろ
いと好評で，学び直しのツールとしても最適な00巻～08巻を電子書籍化した。
⓪
①
②
③
④

心理学って何だろう
じょうずな勉強法
読む心・書く心
やる気はどこから来るのか
考える心のしくみ

⑤
⑥
⑦
⑧

人についての思い込みⅠ
人についての思い込みⅡ
女らしさ・男らしさ
新しい出会いを活かして

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥21,560

¥43,120

1031828325

パーソナル・コンストラクトの心理学 全2巻
【電子書籍（合本）版】 （分売不可）
著：G.A.ケリー

訳：辻 平治郎

認知療法，論理療法，認知行動療法のほか，パーソナリティ心理学，アド
ラー派心理学，人間性心理学，ナラティヴ心理学などに強い影響を与えたケ
リー（1905-1967）。広いパースペクティブをもち，哲学的・科学的に深遠な
基盤をもつにもかかわらず，日本では埋もれていた彼の理論を初邦訳。第１巻，
第２巻の合本版。

① 理論とパーソナリティ

● 表示価格は税抜きです。

② 臨床診断と心理療法

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥26,400

¥52,800

1031828327
2020年6月
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心理学関連

俳句理解の心理学
皆川 直凡

著編者名

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥12,320

冊子版ISBN

9784762824630
2005

発行年

1031828331

商品コード

日本の伝統芸術の一つであり，世界有数の短詩型とされる「俳句」の特徴，および俳句を介して展開される
人々（作者，読者）の心の様相に対して，認知心理学的方法を主とする基礎研究，ならびにそれを基盤とする
教育実践の両方向からアプローチし，俳句の奥深さ，おもしろさを伝えるとともに，日本人の心性にせまる。

説明文理解の心理学
岸学

著編者名

同時1アクセス（本体）

¥5,280

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784762824135
2004

発行年

商品コード

1031828330

説明文を理解し表現する技能は，おもに児童期に形成され，その獲得に小学校国語科教育が主要な役割を
担っている。本書では，児童を対象に行なった多くの実験研究や調査研究の成果をまとめ，「その技能はどの
ように発達するのか」「指導する際にはどのような点が重要なのか」を認知心理学・教育心理学の立場から提言
する。

その他おすすめコンテンツ
アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇

サボタージュ・マニュアル

―組織を破壊から守る9の戦術―
R.M.ガルフォード 著

―諜報活動が照らす組織経営の本質―

2018年発行

米国戦略諜報局 著

2015年発行

同時1アクセス（本体）

¥3,960

同時1アクセス（本体）

¥3,080

同時3アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥6,160

冊子版ISBN

9784762830037

冊子版ISBN

9784762828997

商品コード

1031828329

商品コード

1031828328

大戦中の「組織をダメにするスパイマニュ
アル」を敷衍し，現代の経営戦略家が，組
織に蔓延する「誰もがうっかりやっしまう」サ
ボタージュを分析。過剰な従順さや過度な
用心深さ，延々と続く演説，委員会の冗長
な運営など，組織の意思決定を遅延・破壊
するサボタージュ戦術を見破り，その影響
力を減じさせる対策を逆提案する。

CIAの前身組織が作成した「組織をうまく
まわらなくさせる」ためのスパイマニュアル。
「鍵穴に木片を詰まらせよ」といった些細
な悪戯から，「規則を隅々まで適用せよ」
「重要な仕事をするときには会議を開け」
まで，数々の戦術を指南。マネジメントの
本質を逆説的に学べる，心理学の視点か
らの解説付き。

● 表示価格は税抜きです。

2020年6月
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教育関連
リーダーシップ教育のフロンティア 全2巻 シリーズ「特別の教科 道徳」を考える 全3巻
【電子書籍（合本）版】（分売不可）

【電子書籍（合本）版】（分売不可）

◆高校生・大学生・社会人を成長させる
「全員発揮のリーダーシップ」

編：渡邉 満 押谷 由夫 渡邊 隆信 小川 哲哉

監修：中原 淳
編著：舘野 泰一
高橋 俊之

① 「特別の教科 道徳」が担う
グローバル化時代の道徳教育
② 小学校における
「特別の教科 道徳」の実践
③ 中学校における
「特別の教科 道徳」の実践

① 【研究編】
② 【実践編】

次世代のリーダー育成はどうあるべきか。本書では，リーダーシップは学習により
誰でも獲得可能と提言。研究と開発，理論と実践，企業と大学相互の視点
を整理し，リーダーに求められる枠組と効果的な教育手法の構築を試みる。さら
には，大学での実践を起点に企業や高校までも架橋し，変革する社会での人
材の早期育成をめざす。

「道徳」の教科化をふまえ，生徒自身が話し合い活動を通じて道徳的な判断
力を高めていくことが重視されている。我が国の道徳教育の大きな転換点にあっ
て，グローバル化する現代社会にふさわしい道徳教育，道徳授業の方向性を
示しつつ，今後の道徳教育を進める上でベースとなる重要な理論や小学校・中
学校の実践をまとめる。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥9,240

¥18,480

1031828326

¥11,880

¥23,760

1031828339

よく似た日本語とその手話表現 全2巻 【電子書籍（合本）版】（分売不可）
◆日本語の指導と手話の活用に思いをめぐらせて
著：脇中 起余子
聴覚障害児が日本語の微妙なニュアンスを理解し，手話で表現できるようにと願って企画されたこれまでにない
手話の本。「雨がふりそうだ」「雨がふるそうだ」，「行きたい」「行ってほしい」，「バスで来る」「バスが来る」。よく似
ているけれど微妙に意味の異なる日本語の文例を詳しい解説と手話イラストとともに多数収録。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥7,920

¥15,840

1031828336

からだに関わる日本語とその手話表現 全2巻 【電子書籍（合本）版】（分売不可）
著：脇中 起余子
「顔が広い」「舌をまく」「手が早い」「肩を持つ」。聴覚障害児にとって理解・獲得が難しいと言われるからだの各
部位の名称を用いた日本語の例を，慣用句を中心に第１巻と第２巻で1800収録，手話でどう表現すれば
よいのかを考える。第１巻は「頭をひねる」など首から上の部位，第２巻は「腕が良い」など下の部位を扱う。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥9,240

¥18,480

1031828337

助詞の使い分けとその手話表現 全2巻 【電子書籍（合本）版】（分売不可）
著：脇中 起余子

① 格助詞を中心に
② 副助詞・接続助詞
＋接続詞を中心に

「ここで書く／ここに書く」「跳び箱からとぶ／跳び箱をとぶ」「パン【も】買った／返事【も】しない」。聴
覚障害教育現場では日本語指導の難しさ，中でも特に助詞の使い分けの指導の難しさが在る。
生活言語から学習言語への移行をめざし，本書では格助詞，副助詞や接続助詞を中心に，そ
れらの手話表現を考える。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥9,240

¥18,480

1031828338

● 表示価格は税抜きです。

2020年6月
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教育関連
学習科学ガイドブック
―主体的・対話的で深い学びに導く―

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥4,840
¥9,680
9784762830808

冊子版ISBN
著編者名

大島 純

発行年

2019

商品コード

1031828332

アクティブ・ラーニングの観点から，人の学びのメカニズムについて，経験や憶測でなく「科学」に基づいて考え
る。新しい学びの考え方や授業設計・改善を３パート，９つの章に分けてガイド。各節３～５ページの読み切りで
編集し，スキーマ，メタ認知，自己調整学習といった知見を易しく解説した，教養としての学習科学入門。

18歳からの「大人の学び」基礎講座
―学ぶ,書く,リサーチする,生きる―

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥3,080
¥6,160
9784762829543

冊子版ISBN
著編者名

向後 千春

発行年

2016

商品コード

1031828333

学び方や教え方を学ぶ「インストラクショナルデザイン」，自己表現や主張のための「ライティング」，データを読
んで駆使して考えるための「統計学」，働く・協力する等の生きる意味を問う「アドラー心理学」。これら４つの領
域のスキルを活用し，大学や社会で自ら学んでいくための基礎的な資質・能力を身につけるテキスト。

「9歳の壁」を越えるために
―生活言語から学習言語への移行を考える―

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥3,960
¥7,920
9784762828034

冊子版ISBN
著編者名

脇中 起余子

発行年

2013

商品コード

1031828335

「９歳の壁」は，どの子どもにも見られる現象だが，聴覚障害教育現場でいち早く指摘されてきた歴史がある。具体
的思考から抽象的思考に移行するこの時期にスポットをあて，確かな学力や日本語力の獲得をめざし，生活言語
の量・質の確保や学習言語への移行のための下地作り，考える力の育成，等の重点課題を本書で展開する。

聴覚障害教育これまでとこれから
―コミュニケーション論争・９歳の壁・障害認識
を中心に―
著編者名

脇中 起余子

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥5,060
¥10,120
9784762826900

冊子版ISBN
発行年

2009

商品コード

1031828334

聾学校に勤める聴覚障害教員が，自身の体験も踏まえて日常生活上のさまざまなバリアを豊富なイラストととも
に解説しながら，聴覚障害児の「９歳の壁」の実態を具体的に紹介，「口話法」と「手話法」を同時に視野に入れ
た聴覚障害教育の必要性を説く。現在の聴覚障害教育の重要課題に応える，「新しい聴覚障害教育」の提言。

● 表示価格は税抜きです。

2020年6月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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