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金剛出版 

スマホ・読み上げ 対応コンテンツ配信中! 

火星からの侵略  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 

同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784772415859  

著編者名 ハドリー・キャントリル 発行年 2017 商品コード 1027982512 

1938年ハロウィーンの晩，名優O・ウェルズの語りによるラジオドラマは，全米百万人以上の人々を恐怖とパニックに陥れた。現代にも
起こりうる，パニック状況における伝染性のある恐怖の人間心理を詳細に分析。 

マインドフルネス実践講義  
【スマホ・読上】 （※） 

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 9784772415552  

著編者名 大谷 彰 発行年 2017 商品コード 1027982514 

ビギナーセラピストやベテランセラピスト，そしてセルフケアにトライしてみたい当事者にとっても役に立つ，「マインドフルネス段階的トラ
ウマセラピー」（MB-POTT）が学べる最良の実践ガイド！ 

心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティ
ス入門 ―エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」
― 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784772414616  

著編者名 原田 隆之 発行年 2015 商品コード 1027986263 

「そのセラピーが効く理由」をクライエント＝患者に説明しながら心理臨床を実践するための、エビデンス活用ポケットガイド。 

臨床現場で活かす!よくわかるMMPIハンドブック 
基礎編  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784772416047  

著編者名 日本臨床MMPI研究会 発行年 2018 商品コード 1027986261 

クライエントのパーソナリティを高解像度で解き明かすMMPI（ミネソタ多面人格目録）の基礎・施行法・臨床応用をわかりやすく解説した
実践ガイド。 

ソシオパスの告白  
【スマホ・読上】 （※） 

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 9784772415385  

著編者名 M.E.トーマス 発行年 2017 商品コード 1027982513 

ソシオパスの心理を紹介し，ソシオパスについての誤解を解きながら解説し，読者の人生に現れるソシオパスといかに向きあうかの青
写真を示す。ソシオパスと診断された著者による興味深い現象への入門書。 

ビジネスパーソンのための 
アサーション入門  
【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 9784772414876  

著編者名 平木 典子 発行年 2016 商品コード 1027982511 

アサーションは，現在ではコミュニケーションにおける必須の知恵となって世界に広まっている。アサーションの平木典子と経営学組織
行動論の金井壽宏とのコラボレーションにより，心理学と経営学の架け橋となる一冊。 

著者：福田 真也  発行年：2017年  

LGBT，留学生，障害学生支援から，授業・サー
クル・アルバイト・就職活動など定番テーマまで
を論じた「大学生メンタルヘルスケアガイド」。 

冊子版ISBN 9784772415996  

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,600 

同時3アクセス 
(本体) 

¥9,900 

商品コード 1027986262 

大学生のこころのケア・ガイドブック  
―精神科と学生相談からの17章―新版 【スマホ・読上】 （※） 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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ある臨床心理学者の自己治癒的がん体験記  
―余命一年の宣告から六年を経過して― 

著編者名 山中 寛 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784772414906  商品コード 1024633733 

「ステージⅣの告知から６年，私は「がん」とともに生きている」本書は，スポーツカウンセラーとしてオリンピックに
まで帯同した経験を持つ著者（臨床心理学者）が，みずからの壮絶ながん体験を告白。自己治癒のためのがんと
のつき合い方を公開したものである。こころとからだの調和を図ることによって，がんに対する不安や恐怖を取り
除き，新しい自分を見いだすための希望の書。 

自殺の危険 ―臨床的評価と危機介入―第3版 

著編者名 高橋 祥友 発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 同時3アクセス(本体) ¥25,520 

冊子版ISBN 9784772413589  商品コード 1024633732 

初版刊行時２万人ほどであったわが国の自殺者数はその後二十数年の間に年間３万人前後に達し，重大な社
会問題として早急な対策が求められている。 今回二度目の改訂にあたり，9.11同時多発テロ，3.11東日本大震
災以降，注目を集めるリジリエンス（回復力）や遺された家族へのポストベンションなど，最新の知見を書き下ろし
内容を大幅に書き改めた結果，初版の約2.5倍のページ数に達することとなった。 

精神疾患の脳科学講義 

著編者名 功刀 浩 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784772412629  商品コード 1024633731 

「うつ病＝セロトニン不足」「統合失調症＝ドーパミン過剰」。このような理解は，ひろく一般に普及しています。本
書では，近年の脳科学・神経科学の進歩によって得られた新たな知見から，この単純化されたモデルを更新しま
す。統合失調症，うつ病と日々かかわる，非専門家のための脳科学講義全12回。 

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 

サイコパス・インサイド ―ある神経科学者の脳の謎への旅― ジェームス・ファロン 2015 9784772414074 ¥6,160 ¥12,320 1023033092 

アディクション臨床入門 ―家族支援は終わらない― 信田 さよ子 2015 9784772414098 ¥6,160 ¥12,320 1023033093 

心理療法家の気づきと想像 ―生活を視野に入れた心理臨床― 村瀬 嘉代子 2015 9784772414524 ¥6,600 ¥13,200 1023033095 

マインドフルネス入門講義 大谷 彰 2014 9784772413886 ¥7,480 ¥14,960 1018868085 

心理療法の基本 ―日常臨床のための提言―完全版 村瀬 嘉代子 2014 9784772414005 ¥7,920 ¥15,840 1018868087 

精神療法家の仕事 ―面接と面接者―新版 成田 善弘 2014 9784772413756 ¥5,720 ¥11,440 1018868088 

統合失調症とのつきあい方 ―対人援助職の仕事術―新訂 野坂 達志 2014 9784772413602 ¥6,160 ¥12,320 1018868089 

CRAFT薬物・アルコール依存症からの脱出 ―あなたの家族を治療につなげるために― 吉田 精次 2014 9784772413954 ¥5,280 ¥10,560 1023033094 

精神医療・診断の手引き ―DSM-IIIはなぜ作られ、DSM-5はなぜ批判されたか― 大野 裕 2014 9784772413862 ¥5,280 ¥10,560 1023033097 

子どもから大人への発達精神医学 ―自閉症スペクトラム・ADHD・知的障害の基礎と実践― 本田 秀夫 2013 9784772413312 ¥7,040 ¥14,080 1023033096 

薬物依存とアディクション精神医学 松本 俊彦 2012 9784772412391 ¥7,920 ¥15,840 1018868090 

思春期の心の臨床 ―面接の基本とすすめ方―新訂増補 青木 省三 2011 9784772412292 ¥8,360 ¥16,720 1018868086 

青年期境界例 改訂増補 成田 善弘 2004 9784772408288 ¥7,700 ¥15,400 1018868095 

描画テスト・描画療法入門 ―臨床体験から語る入門とその一歩あと― 藤掛 明 1999 9784772406352 ¥5,280 ¥10,560 1018868091 

対人恐怖・醜形恐怖 ―「他者を恐れ・自らを嫌悪する病い」の心理と病理― 鍋田 恭孝 1997 9784772405638 ¥8,800 ¥17,600 1018868092 

心と身体の精神療法 成田 善弘 1996 9784772405317 ¥9,240 ¥18,480 1018868094 

強迫症の臨床研究 成田 善弘 1994 9784772404570 ¥10,120 ¥20,240 1018868093 

ＰＤＦ版コンテンツも好評配信中! 
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