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MeL分野別カタログ 心理学 

●2017年～2018年 最新刊●  

人間科学の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088302  

著編者 日本生理人類学会編  発行年 2015年 商品コード 1024761519 

人間はどういう生き物で、どう暮せば健康で快適に過ごせるのか。感覚・遺伝・体の構造といった人間の「仕組み」から、自然
環境、社会・文化、社会生活の営みなどがどう体・心に影響を及ぼすのかを究明していく。 

脳はいかにして数学を生みだすのか 
同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621301029  

著編者 武田 暁著 発行年 2016年 商品コード 1024118016 

脳の認知機能と自然科学的思考に関する研究が、脳科学、情報科学、教育学の観点からも進展してきている。脳がどのよう
に数を認知し、論理を構築し、抽象化し推論していくのかを、わかりやすく解説。 

発達心理学 ―健やかで幸せな発達をめざして― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784621088999  

著編者 松原達哉編  発行年 2015年 商品コード 1019315045 

本書では、ＱＯＬ（quality of life）を追求。前半は、発達に関わる問題、心の病、虐待・トラウマ、激変するメディア環境などを紹介。後半は初学
者が体系的に学べるように、胎児期から高齢期まで年代順に章を構成。 

発達心理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085790  

著編者 日本発達心理学会編 発行年 2013年 商品コード 1013867154 

妊娠・子育てから終末期ケア・百寿者研究までを発達心理学の視点で「そだてる」「ささえる」「おいる」など状況別の章立てで紹介。全項目2p
完結。隣接分野の紹介もあり近年の急速な進歩を概観できる。 

社会心理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621081075  

著編者 日本社会心理学会編  発行年 2009年 商品コード 1014446538 

社会心理学は、政治学・経済学、文化人類学、統計学、生物学、精神医学などの知識を援用しながら、日常生活の中で起こる人の心と行動
の「不思議と仕組み」について考える学際的学問。研究最前線を解説する中項目事典。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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MeL分野別カタログ 心理学 

犯罪心理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621089552  

著編者 日本犯罪心理学会編 発行年 2016年 商品コード 1023366617 

基本的な概念や現代的なトピックを整理し、さらにリファレンス機能も備えている中項目主義の事典。深く理解したいと思っている学生のみ
ならず、非行少年や犯罪を犯した者を扱う現場の専門家や研究者にも役立つ一冊。 

発達障害事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300466  

著編者 日本ＬＤ学会編 発行年 2016年 商品コード 1023846026 

広範囲な学際面を一望でき、初学者にも全容がわかる、ＬＤ学会初の中項目事典。障害者を生涯にわたって支える福祉・労働・生活・司法
を現状の法律や施策を紹介しながら解説する。 

臨床心理アセスメント  新訂版 
同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784621086483  

著編者 松原達哉編  発行年 2013年 商品コード 1013151741 

「臨床心理アセスメント(診断)」に関して噛み砕いて平易に解説。種類も多く習得も大変な様々な「心理テスト全般」についてわかりすく解説
するとともに、臨床心理アセスメントの実施法についても具体的に紹介していく。 

カウンセリング実践ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621083017  

著編者 松原 達哉・日本カウンセリング学会編  発行年 2011年 商品コード 1010995021 

カウンセリングの基礎と共通概念から説き起こし、教育、産業、医療、司法・矯正、福祉・高齢者それぞれのカウンセリングについて、「理論」
と「実践(ケーススタディ)」で構成された現場で役立つハンドブック。 

いじめ・虐待そして犯罪の深層 ―失われていく共感性― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784621078396  

著編者 町沢静夫著  発行年 2007年 商品コード 1008060867 

現代日本の社会問題となっている「いじめ」「虐待」、「キレる」衝動、虚無感、対人恐怖、引きこもりなどについて、豊富な症例を交えながら、
具体的に現状、問題点、幼少時の親の接し方などを呈示する。 

ボーダーライン ―自己を見失う日本の青年たち― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784621071427  

著編者 町沢静夫著  発行年 2003年 商品コード 1008060860 

孤独に悩み、愛情を切に求め、それが得られないとなると激しい怒りに押し流されてしまう「ボーダーライン」の青年たちの発症の原因を分
析し、最新の治療を紹介する。 

顔の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥82,500 

同時3アクセス（本体） ¥123,750 

冊子版ISBN 9784621089583  

著編者 日本顔学会編 発行年 2015年 商品コード 1022115554 

顔の、歴史的・文化的・社会的・科学的側面を中項目の事典としてまとめ、多様な分野を横断する知識にも容易にアクセスが可能。「顔学」
について体系化を行った、初めての百科事典。 

感性を科学する 
同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥9,570 

冊子版ISBN 9784621084304  

著編者 佐藤方彦著  発行年 2011年 商品コード 1013867163 

生理人類学の研究者として身体全体のメカニズムを追いかけた著者が絵画や創作をスタート地点として、美術、脳科学、人類学、言語学な
どの領域をまきこみ、感性を展望する。 
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MeL分野別カタログ 統計学 

明日からビジネスで使える! 

ExcelとRによるデータ解析入門 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784621086643  

著編者 
上村龍太郎・北島良三・竹内晴彦・ 
山下俊恵・吉岡茂著  

発行年 2014年 商品コード 1017973271 

データ解析を実際のビジネスへ応用する観点から、現実のビジネスでも良く用いられるデータ解析原理を実践的に解説。実
データのデータ解析をExcelやＲを用いて行うことによって、実際に使える力を養っていく。 

Excelではじめる社会調査データ分析 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621081655  

著編者 松原 望・松本 渉著  発行年 2011年 商品コード 1015076051 

実際に社会調査データを分析してみたいと思った時、どのように進めればよいのか―実際のデータを事例に、Excelの機能を
フル活用した分析法の基礎を懇切丁寧に解説。自由自在にデータ分析ができるようになる書。 

わかりやすい統計学  第2版 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621080641  

著編者 松原 望著  発行年 2009年 商品コード 1013016636 

現実の世界は不確実で、割り切れず、決定も下し難い。だからこそ統計学は、広範な分野で力を発揮し役に立つ。「わかりや
すく、面白く、ためになる」をモットーに、興味深い事例を提示し解説する大好評の統計学テキスト。 

実験計画法 上  復刻版 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784621082805  

著編者 田口玄一著  発行年 2010年 商品コード 1008060875 

本書は研究者、技術者の方々が統計数学を基礎から学ばなくとも、統計数学の核心部分である直行配列による実験の計画、
設計を行う素養を身につける方法を紹介した古典的名著ともいうべき一冊。著者自ら最終版と宣言した第３版は、品質工学を
はじめとする数多くの文献で参考書として紹介されるほど重要な書籍。待望の復刻版。 

実験計画法 下  復刻版 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784621082812  

著編者 田口玄一著  発行年 2010年 商品コード 1008060876 

下巻には医薬品・理学関係の調査、市場調査、また生産技術関係の実験について、具体的な数値を用いた分析の過程を収
録している。  
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丸善出版株式会社のタイトルは新刊が配信されております！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもぜひご覧ください！ 

※カタログのお問い合わせはMaruzen eBook Library担当まで！ 

2018年2月 

★学術書の最新刊を《冊子体》＋《電子書籍》のセットにし、年間を通じて                     
継続的にご提供する新サービスです。                        
★「機関向けの電子書籍は既刊書が多い」というこれまでの状況を打破す
るために、学術専門の出版社にご協力をいただき、2014年9月より最新刊     
の電子書籍提供サービスを開始しました。 

毎月新刊が
配信中‼ 
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