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心理学ビジュアル百科 ―基本から研究の最前線まで― 

著編者名 越智 啓太 

発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422116228  

商品コード 1030447048 

気鋭の日本人心理学者による全編書き下ろし、オールカラーの本格派
ビジュアルガイド。心理学の主要な領域である認知心理学、社会心理
学、感情心理学、発達心理学、臨床心理学、そして脳神経科学や進化
心理学など発展の著しいアプローチの中から、基本となる知識や最前
線の研究成果を100項目精選、200点以上のグラフィックスとともに紹
介する。高校生から大人まで、科学的発見に満ちあふれた現代の心
理学のエッセンスを楽しく学べる画期的入門書。 

No.2019-211 

2019年5月 

心理学関連  

「良書永続、読者第一」 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

人間性心理学ハンドブック  【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 日本人間性心理学会 

発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥12,650 

冊子版ISBN 9784422115498  

商品コード 1030447059 

歴史・文化・社会とともに歩み続ける人間性心理学。本書の第１部は、
研究と実践にまつわる「考えかたとアプローチ」そして「未来への可能
性」を余すところなく紹介、全領域を網羅した《決定版ガイダンス》。そ
の前半をふまえて第２部では、知恵の蓄積と発想の現在進行形を多
角的に見渡し、重層的に整理した《読んでためになるワードマップ事
典》。日本人間性心理学会30年の集大成として、学会の粋を集め満を
持して編まれた堂々の書。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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「心は遺伝する」とどうして言えるのか 
 ―ふたご研究のロジックとその先へ― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422430263  

著編者名 安藤 寿康 発行年 2017 商品コード 1030447089 

人間の身体的特徴だけでなく知能や学業成績、性格、精神疾患、攻撃性など「心」もまた遺伝するという衝撃の事実を
明らかにしてきたふたご研究。その研究成果は徐々に社会に知れ渡るようになってきた。しかし、ふたご研究そのもの
はどれだけ知られているだろうか？ 本書では、研究方法の基本から多変量遺伝解析、エピジェネティクスなど最先端
のアプローチまで、進化し続けるふたご研究の現在形を第一人者が詳しく紹介する。 

自己愛的(ナル)な人たち 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,850 

同時3アクセス（本体） ¥5,500 

冊子版ISBN 9784422116402  

著編者名 岡野 憲一郎 発行年 2017 商品コード 1030447075 

「自分はイケてる、カッコいい」という気持ちに浸って満足する自己愛(ナル)人間。人に認められたいという願望が肥大し
て暴走を始めると病的な自己愛になり、周りは振り回される。婚活詐欺殺人の木嶋佳苗、クリントン元米大統領、金正
恩朝鮮労働党委員長、三島由紀夫らの自己愛を探り、サイコパス、アスペルガー、いじめなどとの関係を解き、医師、
美人、母親の自己愛も考察。自らが病的な自己愛人間にならないためにもおすすめの本。 

統計嫌いのための心理統計の本 
 ―統計のキホンと統計手法の選び方― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116259  

著編者名 白井 祐浩 発行年 2017 商品コード 1030447070 

統計や数式が大嫌い、でも統計を使った研究がしたい……そんなアナタ、できる人を頼ればいいんです！ 100点以上
の図版を駆使した説明で、統計に詳しい人を頼るために必要な最低限の知識と統計の全体像がつかめる画期的入門
書。基本的な統計用語を網羅しており、辞書代わりに使えるほか、心理学での研究例も豊富に掲載している。わずか
なステップで自分の研究目的に合った統計手法を選択できる「統計手法選択フローチャート」付き。 

こころ学への挑戦 
 【スマホ・読上】（こころの未来選書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784422112282  

著編者名 吉川 左紀子 発行年 2016 商品コード 1030447051 

こころは人間にとってかけがえのないものだが、そのはたらきの不全・不調は多くの困難な事態を引きおこす。京都大
学こころの未来研究センターは、心理学、宗教学、神経生理学など異なる学問領域の研究者が集い、こころに関する
学際的、統合的研究を行って、その成果を広く社会に発信してゆく、他に類をみない研究組織。本書は、同センターが
創設以来取り組んできた「こころ学」の集大成である。こころはどこまで解明されたのか。 

自己愛のトランスレーショナル・リサーチ 
 ―理論研究・混合研究法・臨床実践研究による包括的
検討―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784422116143  

著編者名 成田 慶一 発行年 2016 商品コード 1030447067 

自己愛に関する基礎研究と臨床実践を橋渡しする画期的論考。自己愛の心理学的特性や神経基盤をめぐる実証的研
究、医療をフィールドとした観察研究や臨床事例研究を通して、心理援助における自己愛という視座の展開可能性を
探る。「自己愛というテーマに革新的な位置づけを与えた労作」（老松克博氏）、「これまでに例を見ない斬新な研究の
実例であり、この領域の研究法の進展の一つの方向性を指し示すものとなり得る」（斎藤清二氏）。 

五感の力 ―未来への扉を開く― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422115641  

著編者名 グラバア 俊子 発行年 2013 商品コード 1030447060 

空の様子からピタリと天気を予測するお母さん、自転車を乗り回す盲目のピアニスト、誤って洗剤が入った粉ミルクを拒
否した生後2カ月の赤ちゃん……。五感の不思議と力を豊富なエピソードや科学的知見から説き明かし、自分の五感の
用い方を知るチェックリスト、五感を磨くトレーニングや日常生活上の工夫など、五感をより生き生きと働かせるための
具体的な取り組みを多数紹介する。五感を通じて新しい自分、他者、世界と出会う旅へ。 
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マンダラ・アートセラピー 
 ―密教とユング心理学をつなぐ臨床技法― 
 【スマホ・読上】（大阪経済大学研究叢書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784422116426  

著編者名 黒木 賢一 発行年 2017 商品コード 1030447076 

無意識の世界を探求する中で自らマンダラを描き、その重要性に着目したユング以来、マンダラは心の理解や治療
のための方法論として心理療法家の関心を集めてきた。本書では、マンダラを用いたアートセラピーの背景となる
密教とユング心理学におけるマンダラの理論を詳細に解説した上で、マンダラ・コラージュ法、半構造化マンダラ描
画法、マンダラ中心描画法など著者の多様な実践事例の数々を豊富な描画とともに紹介する。 

太陽が破裂するとき 
 ―統合失調症の謎―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422116396  

著編者名 クリストファー・ボラス 発行年 2017 商品コード 1030447074 

最近まで統合失調症は100％生物学的な疾患であると認識されてきた。しかし今日では、力動的な理解の重要性
が見直され、精神病の精神療法として「対話すること」の意義が注目されるようになっている。本書は、力動的心理
療法や精神分析の復権を呼びかける稀有な書。脳や伝達物質で病因や症状を説明されると「薬以外ではどうにも
できないもの」と諦めがちだが、決してそうではないことを著者は丁寧に解説してくれている。 

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥22,000 

冊子版ISBN 9784422116280  

著編者名 丸山 総一郎 発行年 2017 商品コード 1030447072 

固定的な性別役割分業規範、危ういワーク・ライフ・バランス、不安定な雇用、大きな男女間賃金格差……厳しい状
況の中で過剰なストレスとメンタルヘルス不調に苦しんでいる多くの働く女性に、いま何が必要なのか。本書では、
医学・医療を中心とした多角的な視点から国内外の研究を幅広く精査し、働く女性のストレスとメンタルヘルスをめ
ぐる現状と課題の全容を明らかにする。エビデンスベースの対策を後押しする基本テキスト。 

心理療法の未来 
 ―その自己展開と終焉について― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116709  

著編者名 田中 康裕 発行年 2017 商品コード 1030447077 

「近代の意識」と不可分に結びついて始まった心理療法は、ポストモダンの時代を迎え、もはや成立しがたい状況に
直面している。現代の精神病理を代表する解離性障害や発達障害は心理療法をどう変えたのか。現代の意識の
特徴である「サイコロジカル・インフラの消失」とはどのような事態か。人類の精神史において心理療法というプロ
ジェクトがどのように展開してきたのか、そのプロセスを解き明かし、今日の在り方を根底から問う。 

ユング派精神療法の実践 
 ―西洋人との夢分析の一事例を中心として― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116716  

著編者名 武野 俊弥 発行年 2017 商品コード 1030447078 

人間存在を心身の相対的な枠組みのなかで総合的に理解しようとしたＣ・Ｇ・ユングの考え方をもとに、著者自身の
臨床観を簡潔に紹介し、さらにはユング派精神療法の真髄とも言える夢分析の実践事例のプロセスを丹念にた
どった貴重な一書。演奏時の手の震えを主訴として訪れたヴィオラ奏者が、夢を語るなかで自身に起こっていること
の意味に気づき、しだいに薬の助けなしに演奏ができるようになっていく様子が、生き生きと描かれる。 
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ICBTインターネット認知行動療法ガイド
ブック 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116303  

著編者名 ゲルハルト・アンダーソン 発行年 2016 商品コード 1030447073 

インターネットを活用して認知行動療法を提供するインターネット認知行動療法（ICBT）を紹介する初めてのガイド
ブック。過去20年の研究成果をもとに、どのようにICBTを臨床に適用できるかを実例を交えつつコンパクトに解説。
インターネット上の諸問題、対面式治療との併用法、うつ病・不安障害・身体症状に対するプログラムの詳細などを
具体的に紹介しており、ネット時代の臨床家が心得ておくべき事柄が把握できる。 

マインドフル・フォーカシング 
 ―身体は答えを知っている― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116150  

著編者名 デヴィッド・I.ローム 発行年 2016 商品コード 1030447068 

マインドフル・フォーカシングは、西洋のフォーカシングと東洋の瞑想の知恵を統合した、新しい心と生き方の探索の
技法。仕事に満足感を持てない、自分自身を変えたいけれどどう変えればいいか分からないなど、内的変化が求
められる状況にどう取り組んでいけばいいのか。本書は、著者の長年の実践を元に、やさしい語り口と章ごとの豊
富な実習で、瞑想と日常生活との橋渡しをし、知性と身体と心が関わる内的スキルを伝えます。 

共感と自己愛の心理臨床 
 ―コフート理論から現代自己心理学まで― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784422116266  

著編者名 安村 直己 発行年 2016 商品コード 1030447071 

「共感と自己愛の精神分析」とも言えるコフートや現代自己心理学派の理論は、自己愛の傷つきに苦しむ現代のク
ライエントの心理的援助にどのような有効性を持つのか。コフートのオリジナルな概念のほか、心理療法の基本に
関わる土居健郎、ロジャース、ユングらの視点、さらにはコフート以降の現代自己心理学派や間主観性理論など精
神分析の最新理論の臨床的意義を、著者自身の豊富な事例と照らし合わせながら考察していく。 

治療のための精神分析ノート 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116167  

著編者名 神田橋 條治 発行年 2016 商品コード 1030447069 

「いのちの核はコトバでないものに支えられながら、ヒトの生はコトバによって支配されている」。著者は臨床の現場
で、長くこの矛盾を乗り越えることをみずからのテーマとしてきた。コトバを治療の道具とする精神分析の臨床の場
で、文字言語を絶対的なものとせず、治療者と患者との間の時々刻々の関係性の変化に目をこらすことで、著者は
治療の場に立ち上がってくるいのちの営みを掬い上げる。そうすることで、精神分析用語として知られるコトバの真
に意味するところ、治療の本質を説いてゆく。精神分析の世界への導きに始まり、先達の教え（＝理論） 

重度情緒障害児への箱庭療法 
 ―7人の子どもたちの事例をもとに― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784422115825  

著編者名 リース‐滝幸子 発行年 2015 商品コード 1030447062 

多民族国家アメリカで、半世紀近く臨床家として活躍してきた著者が、長年の研究と実践の成果を、7人の重度情緒
障害児への箱庭療法の事例をもとにまとめ上げた貴重な著作。7人の子どもたちは、ほぼ全員が苛酷な家庭環境
のもとに育ち、発達上の問題やPTSDなどの心理的な問題を抱えている。言語レベルでは把握できない彼らの内面
の世界が、「箱庭」というイメージの世界の中で遊ぶことによって見事に表現され、感動的な作品を生み出してゆく
様は驚くばかりである。 
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生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 
 ―22人のフロイトの後継者たち― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116129  

著編者名 乾 吉佑 発行年 2015 商品コード 1030447066 

精神分析の講義はえてして難しい。しかし本来、精神分析は治療関係の中で治療者と患者が語り合い、理解し合う
ための理論であり技法であるはずである。著者たちは試行錯誤の後、アナリストの生い立ちや臨床業績を絡めて理
論や技法を学ぶ方法が、理解を多いに助けてくれることに気づく。本書はこうした視点から、フロイト以後の精神分
析の発展を支えた22人のアナリストたちを、自我心理学派（自己心理学派を含む）、クライン学派、独立（中間）学派
の大きく三つに分けて取り上げ解説する。 

緩和ケアという物語 
 ―正しい説明という暴力― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784422115931  

著編者名 岸本 寛史 発行年 2015 商品コード 1030447063 

患者の個々の価値観や状況、医療の文脈を無視して、緩和ケアの「正しい理解」を促すことは、時として倫理的暴
力となることもある。ナラティブ・アプローチは患者の個別の物語に固有の価値を見出し、患者を語り手として尊重し、
複数のナラティブの共存を認める。患者が抱くストーリーを医療の中心に置いた時に見えてくる世界を、著者が経験
した具体的な事例とともに描き出す。医療者だけではなく、がん医療に関心のある全ての方へ。 

心理臨床とセラピストの人生 
 ―関わり合いのなかの事例研究― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115818  

著編者名 滝口 俊子 発行年 2015 商品コード 1030447061 

心理臨床とは、クライエントがセラピストと出会い、自らが抱えている問題と向き合う作業である。二人の人間が出
会うことによって、臨床の場では、クライエントだけでなくセラピスト自身も大きな影響を与え、また受けることになる。
本書の著者のほとんどは、いったん社会に出て活躍した後に臨床心理学を学び直し、志を立ててセラピストになっ
た人たちで、本書は、これまで語られることのなかった臨床におけるセラピストの人生の影響について語った希有な
事例集である。 

Q&Aで学ぶ心理療法の考え方・進め方 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115979  

著編者名 竹内 健児 発行年 2015 商品コード 1030447065 

「インテークでは何を聞けばいいのか」「記録はどう取ればいいのか」「クライエントに死にたいと言われたら、どうす
ればいいのか」「沈黙が長く続くときは何か言ったほうがいいのか」等、初心のカウンセラーが必ずぶつかる悩みや
疑問を200のＱ＆Ａにまとめて詳しく解説。やる気はあってもどうすればいいか分からず戸惑うことの多い初心の心
理臨床家や指導者に向けて、長年の経験の中で積み上げてきた著者の臨床知を伝える。 

統合失調症の治療ポイント 
 ―14の治癒例を通しての理解― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115962  

著編者名 平井 孝男 発行年 2015 商品コード 1030447064 

《治療ポイントシリーズ》第６弾は、完治が難しいとされる統合失調症。筆者は精神科医40年、臨床心理士24年の
キャリアから、治癒改善した14例を挙げて治療ポイントを示す。治るかどうかは、患者本人・家族・治療者の自覚と
治療意欲・工夫にかかっている。その工夫の仕方を、実際にはどうしたらいいのか具体的に示した。幻聴・妄想・治
療拒否に焦点を絞り、その治療のポイントを述べる。医師、患者、家族に読んでほしい本。 
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臨床心理学関連  

2019年5月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

神田橋條治医学部講義 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115450  

著編者名 神田橋 條治 発行年 2013 商品コード 1030447058 
『精神科講義』に続く姉妹編。本書は前書と違い、医師や研究者を目指す医学部学生に向けて行われた大学での講義録であ
る。自身の体験をもとに精神医療現場での治療や診断の問題点について語る内容は、マニュアル偏重主義の現代医療全体
への痛烈な批判ともなっている。医師は、どんな状況でも患者のために何かできねばならないという強い信念と、後輩たちへ
の温かいエールに満ちた本書を、医学領域で生きるすべての援助者・研究者の方たちに贈りたい。 

心とは何か ―カウンセリングと他ならぬ自分― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115276  

著編者名 氏原 寛 発行年 2012 商品コード 1030447057 
著者はこの、「心とは何か」という大きな命題のもとで何を伝えようとするのか。カウンセラーとして臨床実践を行うなかで紡ぎ
だした著者独自の「意識の場」理論は斯界の高い評価を受けたが、著者はその後も常に実践に基づいた思索を積み重ねてき
た。それは一貫して「目の前のクライエントにプロとして役立つにはどうすればよいか」という自らへの問いかけの道であったと
も言える。本書はまさに、そうした半世紀におよぶ臨床実践に裏打ちされた哲学的思索の総集成である。 

コッホの『バウムテスト<第三版>』を読む 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784422115139  

著編者名 山中 康裕 発行年 2011 商品コード 1030447056 
コッホの『バウムテスト第三版』が独語から翻訳されたが、50年という時間の経過もあり、テキストを本当に理解するためには、
実際の臨床と繋ぐ何かが必要であると考えた訳者の一人・岸本は、自身をバウムテストに繋いでくれた恩師・山中にその役目
を依頼した。「診断と見立て」「十字象徴と空間象徴」「バウムの発達的側面」など、コッホの本の中で重要と思われるテーマを
岸本が取り上げ、それについて山中が臨床的連想を縦横無尽に語る。 

いのちの営みに添う心理臨床 
 ―人が出会い、共に生きるということ― 

【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422115085  

著編者名 竹村 洋子 発行年 2011 商品コード 1030447055 
精神科医療の現場で30年近く臨床活動を行ってきた著者が、患者や家族との出会いのなかで積み重ねてきた心理臨床家とし
ての想いを大切に綴ったもの。やさしい眼差しが切り取る世界は、心理臨床において最も大切なものとは何かを味わい深く伝
えてくれる。著者にとって、病む人と援助者との間に隔たりはなく、共に病む者同士であるという姿勢が貫かれており、こころの
援助の専門性とは何かを改めて考えさせてくれる好著である。 

臨床家のための対人関係療法入門ガイド 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422114248  

著編者名 水島 広子 発行年 2009 商品コード 1030447054 
対人関係療法とは、病を単独でみていくのではなく、病に悪影響を及ぼしている対人関係をも視野に入れる治療法である。本
書は日本における対人関係療法の第一人者である著者が、これまでのワークショップや講演で寄せられた「実際にこういうと
きにどうすればいいのか」という多くの質問に、実践に即役立つ具体的な会話例を多く取り入れながら応えていく。また、初心
者向きに治療の流れをチャート化し、陥りやすい問題点も明らかにする。『臨床家のための対人関係療法クイックガイド』の姉
妹編。 

河合隼雄と箱庭療法 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422114170  

著編者名 日本箱庭療法学会編集委員会 発行年 2009 商品コード 1030447053 
箱庭療法は、スイスのドラ・カルフによって始められたサンド・プレイを、故・河合隼雄先生がスイスから日本に持ち帰り、普及・
発展させたもので、「言葉を主体とせず、感性に訴える」技法として心理臨床の世界に着実に根付き、国際的にも高い評価を
得ている。本書は、今夏、河合隼雄先生の一周忌にあたり、日本箱庭療法学会が脳科学者・茂木健一郎氏とシェイクスピア研
究で知られる翻訳家・松岡和子氏を迎えて開催した追悼シンポジウムの記録を書籍化したものである。 
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歴史の見方 
 ―西洋史のリバイバル― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 玉木 俊明 

発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203409  

商品コード 1030447085 

歴史学とはどういう学問なのか、歴史研究とはどう行われるべきなのか――
そのヒントは「名著」にある。本書では、日本の西洋史学に少なからぬ影響を
与えてきた綺羅星のごとき名著の数々を再評価、優れた研究の手法や意義、
潮流を明らかにする。研究の最前線に立つ著者ならではの考察は力強く、歴
史学という知的営為の意味をあらためて考えさせられる。「歴史とは、歴史家
とは何か」の問いに真正面から答える、著者渾身の一冊。 

ハンザ「同盟」の歴史 
 ―中世ヨーロッパの都市と商業― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 高橋 理 

発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203379  

商品コード 1030447082 

世界史上最大の都市連合体として中世から近世にかけてヨーロッパ史に大き
な足跡を残し、同時代の経済活動を語るうえで欠かせない「ハンザ同盟」の通
史。中世ヨーロッパに特有の都市連合体はいかにしてヨーロッパ北部の経済
圏を支配するまでになったのか。本書では、ハンザの盟主リューベクの 成立
から説き起こし、やがて絶頂を迎えたハンザ諸都市の展開、その終焉までを
描ききる。ハンザ史研究の泰斗による渾身の一冊。 

修道院の歴史 
 ―聖アントニオスからイエズス会まで―  
【スマホ・読上】（※） 

著編者名 杉崎 泰一郎 

発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203393  

商品コード 1030447084 

古代エジプトの隠遁生活に起源をもち、現代まで脈々と受け継がれてきた修
道制。修道士たちは俗世から離れて共同生活のなかに神を希求する一方、
写本による学問の継承、糧を得るための生産活動、女子修道院や騎士修道
会の創設、海外宣教など、西欧社会に大きな影響を与えてきた。本書では
ローマ・カトリック世界を中心に、その原初から近代のイエズス会の活動まで
を通観する。キリスト教文化をより深く理解するうえで必読の一冊。 

鉄道の誕生 
 ―イギリスから世界へ― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 湯沢 威 

発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203386  

商品コード 1030447083 

19世紀初頭にイギリスに登場した鉄道は時をおかずして世界中に伝播し、輸
送の効率化、工業化の促進、ライフスタイルの変化など、各国の近代化に多
大な影響を与えた。本書では蒸気機関導入以前の初期鉄道から説き起こし、
蒸気機関車誕生の背景とプロセス、さらにその経済社会への多岐にわたる影
響を経済史・経営史の観点から考察し、鉄道誕生の秘密とそのインパクトの
内容を明らかにする。比較経営史の第一人者による待望の通史。 

近代ヨーロッパの形成 
 ―商人と国家の近代世界システム― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 玉木 俊明 

発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203362  

商品コード 1030447081 

近代ヨーロッパ世界は他地域をはるかに上回る経済成長を遂げ、強大化した。
では、その「近代ヨーロッパ」はいつ、どのようにして形成されたのか。本書で
は「近代世界システム」論を批判的に摂取、欧米の最新の研究成果を整理し
ながら、アントウェルペンを起点とする商人ネットワークの拡大と、産業革命、
財政軍事国家論を関連づけ、近代ヨーロッパ形成の過程と理由を多面的かつ
具体的に論じる。経済史家ならではの考察が光る一冊。 

2019年5月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

創元世界史ライブラリー  
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子ど もの心に寄 り添 う  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス

(本体) 
同時３アクセス

(本体) 
商品コード 

欧州各国に於ける国家革新運動 ―<リプリント版>内閣情報部・
情報宣伝研究資料第十輯―（創元学術アルヒーフ） 

ヴェルナー・ハース 2017 9784422933740 ¥11,000  ¥19,800  1030447050 

われらの子ども ―米国における機会格差の拡大― 
【スマホ・読上】 （※） 

ロバート・D.パットナム 2017 9784422360010 ¥8,800  ¥12,650  1030447087 

ブータン ―国民の幸せをめざす王国―【スマホ・読上】 （※） 熊谷 誠慈 2017 9784422360027 ¥4,400  ¥6,600  1030447088 

金融革命 ―1985〜2008―【スマホ・読上】 （※） 服部 正喜 2017 9784422300696 ¥6,600  ¥9,350  1030447086 

光のまちをつくる ―水都大阪の実践―【スマホ・読上】 （※） 橋爪 紳也 2015 9784422501208 ¥6,600  ¥9,350  1030447090 

日本国憲法を生んだ密室の九日間 鈴木 昭典 1995 9784422300283 ¥6,600  ¥9,350  1030447049 

社会学関連  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

子どもを育む学校臨床力 
 ―多様性の時代の生徒指導・教育相談・ 
特別支援―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422120645  

著編者名 角田 豊 発行年 2016 商品コード 1030447080 

社会の変化に伴い、子どもたちの間にも多様性（ダイバーシティ）が広がる中、教師には個々の子どもや問題に丁寧
にかかわり合い、対応していく力が求められている。本書では、これからの教師に必要な力として「学校臨床力」を提
案、従来の生徒指導や進路指導、教育相談、特別支援教育をベースにしつつも、それらを超えていくための新たな
視点や実践に役立つ知識を包括的かつコンパクトに提供する。教職を目指す人、現職教員必携の一冊。 

子どもの生活と児童文化 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422120638  

著編者名 川北 典子 発行年 2015 商品コード 1030447079 

多彩な「児童文化」は、子どもの暮らしを豊かにする「心の食べ物」。本書では児童文化という概念、歴史、児童文化
財、児童文化活動や環境を取り上げた。絵本をはじめ保育教材でもある児童文化財の実践を考えている点が本書
の特徴の一つであり、実践と研究を児童文化の車の両輪としていきたいと願っている。さらに、子育て支援や遊び場
についても論じ、おとなのなかに存在し続ける「子ども心」を潤していく児童文化活動をめざす。 

スクールカウンセリングモデル１００例 
 ―読み取る。支える。現場の工夫。― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422113791  

著編者名 かしま えりこ 発行年 2006 商品コード 1030447052 

ますます深刻になりつつある子どもの問題。真に力のあるスクールカウンセラー（ＳＣ)の質の高い症例集が長く待ち
望まれていた。本書は、さまざまな形で起こってくる学校現場の緊急の問題に、ＳＣかしまが専門性を駆使して対処し
た１００の事例を取り上げ、事例の概要と対処・解説・経過を述べ、精神科医、神田橋が卓越したコメントを付した。症
例の数でも、内容の質と専門性の高さでも、他に追随を許さない圧倒的な充実度を誇る。全校必携の一冊。 


