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社会心理学の原点には，社会的な現象・問題の解明と現実的な解決への寄与を目指す姿勢が
あります。本シリーズの各巻は，社会心理学が対象とする「対人行動」「組織行動」「文化行動」
の主要３領域をカバーしつつ，総論と個別問題を取り上げる各論から構成されています。

シリーズ 21世紀の社会心理学

高木 修 監修

全14巻（13巻+別巻）

全14巻 （13巻+別巻） 揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥78,540 ¥157,080 

＜商品コード：- ＞
各巻の詳細は次頁をご参照下さい。

2006年度
日本社会心理学会
出版特別賞 受賞!



● 表示価格は税抜きです。 2020年9月

シリーズのねらいと特徴
⚫ 多彩なテーマから現代社会の変容とその課題に迫る
⚫ 日常生活場面で生じる社会的現象を，具体例をあげながら心理学的に検証する
⚫ 社会心理学の隣接領域を意識した内容構成
⚫ 研究領域全般を網羅するのではなく，焦点を絞り込んで深い理解をめざす
⚫ 専門家でない人や初学者にもわかりやすい入門的専門書
⚫ 第一線で活躍する研究者による編集・執筆

巻 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

1
対人行動の社会心理学【電子書籍版】
◆人と人との間のこころと行動

土田 昭司 2001 9784762822117 ¥5,500 ¥11,000 -

2
組織行動の社会心理学【電子書籍版】
◆組織の中を生きる人間のこころと行動

田尾 雅夫 2001 9784762822247 ¥5,500 ¥11,000 -

3
文化行動の社会心理学【電子書籍版】
◆文化を生きる人間のこころと行動

金児 曉嗣 結城 雅樹 2005 9784762824302 ¥5,500 ¥11,000 -

4
援助とサポートの社会心理学【電子書籍版】
◆助けあう人間のこころと行動

西川 正之 2000 9784762821820 ¥4,840 ¥9,680 -

5
情報行動の社会心理学【電子書籍版】
◆送受する人間のこころと行動

川上 善郎 2001 9784762822186 ¥5,500 ¥11,000 -

6
政治行動の社会心理学【電子書籍版】
◆社会に参加する人間のこころと行動

池田 謙一 2001 9784762822162 ¥5,500 ¥11,000 -

7
消費行動の社会心理学【電子書籍版】
◆消費する人間のこころと行動

竹村 和久 2000 9784762821974 ¥5,500 ¥11,000 -

8
被服行動の社会心理学【電子書籍版】
◆装う人間のこころと行動

神山 進 1999 9784762821615 ¥4,840 ¥9,680 -

9
化粧行動の社会心理学【電子書籍版】
◆化粧する人間のこころと行動

大坊 郁夫 2001 9784762822261 ¥5,500 ¥11,000 -

10
交通行動の社会心理学【電子書籍版】
◆運転する人間のこころと行動

蓮花 一己 2000 9784762821981 ¥5,280 ¥10,560 -

11
環境行動の社会心理学【電子書籍版】
◆環境に向き合う人間のこころと行動

広瀬 幸雄 2008 9784762825941 ¥5,720 ¥11,440 -

12
葛藤と紛争の社会心理学【電子書籍版】
◆対立を生きる人間のこころと行動

大渕 憲一 2008 9784762826184 ¥6,160 ¥12,320 -

13
自己と対人関係の社会心理学【電子書籍版】
◆「わたし」を巡るこころと行動

安藤 清志 2009 9784762826924 ¥6,160 ¥12,320 -

別巻
社会心理学研究の新展開【電子書籍版】
◆社会に生きる人々の心理と行動

大坊 郁夫 竹村 和久 2014 9784762828508 ¥7,040 ¥14,080 -

シリーズ 21世紀の社会心理学
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現代の認知心理学 シリーズ

全7巻
日本認知心理学会 監修

日本認知心理学会の監修により，『現代の認知心理学』［全7巻］を順次刊行いたしております。
本シリーズは，基礎・理論から展開・実践まで，認知心理学研究の〈現在〉を一望する構成内容
となっております。

本シリーズの特徴
⚫ 脳科学・神経科学など急速に発展している学術領域の最新の研究成果を取込んだ構成内容。
⚫ 教育・医療・産業など種々の社会的場面への応用研究を幅広く紹介。
⚫ 初学者にとって，現代の認知心理学を理解するのに必要なミニマムエッセンスをおさえた各巻の

第１部は，この研究領域を学ぶことができる絶好のテキスト。
⚫ 現代社会と密接に関連する最先端のテーマを中心にまとめた各巻の第２部は，既に研究を始め

ている読者に対して，今後の研究の発展に多大な示唆を与える。

巻 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

1 知覚と感性【電子書籍版】 三浦 佳世 2010 9784762827181 ¥7,920 ¥15,840 -

2 記憶と日常【電子書籍版】 太田 信夫 厳島 行雄 2011 9784762827570 ¥7,920 ¥15,840 -

3 思考と言語【電子書籍版】 楠見 孝 2010 9784762827198 ¥7,920 ¥15,840 -

4 注意と安全【電子書籍版】 原田 悦子 篠原 一光 2011 9784762827679 ¥7,920 ¥15,840 -

5 発達と学習【電子書籍版】 市川 伸一 2010 9784762827204 ¥7,920 ¥15,840 -

6 社会と感情【電子書籍版】 村田 光二 2010 9784762827174 ¥7,920 ¥15,840 -

7 認知の個人差【電子書籍版】 箱田 裕司 2011 9784762827372 ¥7,920 ¥15,840 -

全7巻揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥55,440 ¥110,880 

＜商品コード：- ＞
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言葉と数式で理解する多変量解析入門
【電子書籍版】

同時1アクセス（本体） ¥5,500
同時3アクセス（本体） ¥11,000

冊子版ISBN 9784762830471 
著編者名 小杉 考司 発行年 2018 商品コード -

文系読者向けの好評入門書の改訂改題版。多変量解析の全体像を「概念的」に理解し，かつ「数理的」な筋道も追えるよう
解説。ベイズ統計の導入を見据え，確率分布やそれに基づく変数の分類を始め推定方法の理論や一般化線形モデルに
も言及。統計環境は，R/RStudioに対応。社会調査士 E科目「量的データ解析」に準拠。

自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術
【電子書籍版】

同時1アクセス（本体） ¥5,500
同時3アクセス（本体） ¥11,000

冊子版ISBN 9784762829352 
著編者名 自己調整学習研究会 発行年 2016 商品コード -

学習と動機づけに関する心理学の視点から教育実践における指導の方法や技術を包括的に捉える。自己調整学習をは
じめ，自ら学ぶ意欲やICTを用いた協調学習の技法，テストの作成と運用など，具体的な研究知見を教育現場とのつなが
りをもたせたわかりやすい表現で紹介。教職課程科目「教育方法・技術論」等でのテキストに最適。

社会心理学 過去から未来へ【電子書籍版】
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 9784762829079 
著編者名 外山 みどり 発行年 2015 商品コード -

社会心理学の過去の成果を十分にふまえ，新たな視点と未来への展望を企図したテキスト。第１部：社会行動の基礎，お
よび第２部：人と人とのつながりのセクションでは，オーソドックスな各専門領域を扱った章を配列。第３部：新しい研究動向
のセクションでは，「無意識」「文化」「進化」等，新しい問題をていねいに論じる。

教育研究のための質的研究法講座【電子書籍版】
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 9784762828096 
著編者名 関口 靖広 発行年 2013 商品コード -

現場教員にもわかりやすい教育現象の質的な研究法の手引書。前半の入門編では，専門用語を使わずに具体的な研究
の進め方を概説。そこだけ読めば全体像が見通せるようになっている。より専門的な理論や研究法のテクニックは後半の各
論編にまとめ，必要に応じて関心のあるところをピックアップして読めるようになっている。

心理学ナヴィゲータVer.2【電子書籍版】
同時1アクセス（本体） ¥5,500
同時3アクセス（本体） ¥11,000

冊子版ISBN 9784762827495 
著編者名 神田 義浩 ほか 発行年 2011 商品コード -

心理学という学問分野に初めて挑む際の案内書。文章解説ページ（左）と図表ページ（右）が見開きでレイアウトされた読
みやすい仕様となっている。各章のテーマは初学者の興味を引くようなトピックを精選し，平易に解説。用語解説やブック
ガイドなどの巻末付録のほか，各章末にはコラムも設けた。好評書籍の改訂新版。

なぜ心理学をするのか【電子書籍版】

◆心理学への案内

同時1アクセス（本体） ¥3,520
同時3アクセス（本体） ¥7,040

冊子版ISBN 9784762825163 
著編者名 北村 英哉 発行年 2006 商品コード -

心理に興味があると言っても様々な興味があろう。なぜ心理学か？ それはどんなものか？ 統計的推論を用いた客観科
学だけがその姿なのか，そこでは何が扱えて何が扱えないのか？ 社会的構築主義に基づく質的研究の例も示しつつ，
いかなるスタンスで研究しその成果を日常生活に生かしていくのか，“学ぶ意味”を伝える。

被服と化粧の社会心理学【電子書籍版】

◆人はなぜ装うのか

同時1アクセス（本体） ¥5,940
同時3アクセス（本体） ¥11,880

冊子版ISBN 9784762820588 
著編者名 高木 修 発行年 1996 商品コード -

本書では，装いの３つの社会・心理的機能を構成の枠組みとし，それぞれの機能を，被服と化粧の領域の具体的な問題か
ら解説することにした。編集を工夫し，図表や写真を多く配し，よみ進むにつれてますます読者がこのテーマに興味を強く
いだくようになる読み物風のものに仕上げられている。
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