
⼼理学の本棚

書名 著者名 請求記号 資料ID

1
わたしそしてわれわれ : 現代に⽣きる⼈のための・⼼理学テキストブック 3版(ミ
レニアムバージョン)

⼤坊郁夫編著 140||253 120121989

2 知的複眼思考法 : 誰でも持っている創造⼒のスイッチ (講談社+アルファ⽂庫) 苅⾕剛彦 [著] 141.5||184イ 120122139

3 よくわかる発達⼼理学 第2版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
無藤隆, 岡本祐⼦, ⼤坪治
彦編

143||318イ 120121985

4 よくわかる教育⼼理学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 中澤潤編 371.4||716イ 120170644
5 たのしく学べる最新発達⼼理学 : 乳幼児から中学⽣までの⼼と体の育ち 櫻井茂男編集 371.4||722 120121962
6 ⼦どもと学校 (岩波新書:新⾚版 212) 河合隼雄著 371.4||803 120163610
7 わかったつもり : 読解⼒がつかない本当の原因 (光⽂社新書:222) ⻄林克彦著 371.41||15 120140140

書名 著者名 請求記号 資料ID
8 はじめて出会う⼼理学 改訂版 (有斐閣アルマ:Interest) ⻑⾕川寿⼀ [ほか] 著 140||259 120152548

9 プログラム学習で学ぶ⾏動分析学ワークブック 吉野智富美, 吉野俊彦著 140.18||38 120181061

10
発達⼼理学 : 周りの世界とかかわりながら⼈はいかに育つか (いちばんはじめに
読む⼼理学の本:3)

藤村宣之編著 140.8||40ア||3 120122168

11 発達⼼理学 (現代⼼理学シリーズ:7) ⼭本利和編 143||301ア 120122167

12 発達⼼理学への招待 : ⼈間発達をひも解く30の扉 新版
柏⽊惠⼦, 古澤頼雄, 宮下
孝広著

143||309ア 120122170

13 ⽣涯発達⼼理学 : ガイドライン
⼆宮克美, ⼤野⽊裕明, 宮
沢秀次編

143||325 120121949

14 ⾃分のこころからよむ臨床⼼理学⼊⾨ 丹野義彦, 坂本真⼠著 146||143 120122085

15 ⼼とかかわる臨床⼼理 : 基礎・実際・⽅法 第3版
川瀬正裕, 松本真理⼦, 松
本英夫著

146||145 120171636

16 不登校その⼼もようと⽀援の実際 伊藤美奈⼦著 371.42||86 120151477
17 ⼦どもの成⻑を⽀える発達教育相談 第3版 鎌倉利光, 藤本昌樹編著 371.43||112 120160973
18 ⼦どもと教師のための「チーム援助」の進め⽅ ⽔野治久著 371.43||114 120161029

書名 著者名 請求記号 資料ID

19 ケースで学ぶ⾏動分析学による問題解決
⽇本⾏動分析学会編/⼭本
淳⼀, 武藤崇, 鎌倉やよい
責任編集

140.18||36 120161132

20 卒論・修論をはじめるための⼼理学理論ガイドブック 夏堀睦, 加藤弘通編 140.7||46 120122133
21 ⼼理学研究法 : ⼼を⾒つめる科学のまなざし 補訂版 (有斐閣アルマ:Basic) ⾼野陽太郎, 岡隆編 140.7||64 120171642

22 Atkinson & Hilgard's introduction to psychology
Susan Nolen-Hoeksema
... [et al.]

140||269 120181805

⼊⾨

初級

中級

「脳」「知覚」「パーソナリティ」「対⼈認知」「集団」「社会」など，⼼理学に関する様々なトピックに
ついて，分かりやすく解説されています。なかでも社会⼼理学に関するトピックについては，かなり充実し
ています。「⼼理学について幅広く学びたいが，特に対⼈関係に関する⼼理学に興味がある」という⼈に
は，ぴったりかもしれません。

「発達」「記憶」「学習」「社会」など，⼼理学に関する幅広い内容をカバーしており，これから⼼理学を
学んでいこうとする⼈にぴったりの本です。本学（⼼理学専修）の「⼼理学概論」では，教科書として使⽤
されています（2018年現在）。わかりやすく書かれているので，⼼理学専修以外の⼈にもおすすめです。

⾮常に有名な⼼理学の教科書です。認知・発達・社会⼼理学など，様々な分野をカバーしています。⼼理学
関係の⼤学院の受験を考えている⼈や，英語で⼼理学の勉強をしてみたいという⼈には，特におすすめで
す。既に16版(2018年10⽉現在)となっており，とても歴史のある本です。「学⽣時代に，この本で学習し
た」という⼤学の教員も少なくないと思います。



23 つきあい⽅の科学 : バクテリアから国際関係まで (Minerva21世紀ライブラリー)
R. アクセルロッド著 ; 松
⽥裕之訳

361.4||313 120181841

24 冷淡な傍観者 : 思いやりの社会⼼理学, : 新装版
ビブ・ラタネ, ジョン・
ダーリー著 ; ⽵村研⼀, 杉
崎和⼦訳

361.4||310 120181798

25 メイザーの学習と⾏動 第3版
ジェームズ・E.メイザー著
/磯博⾏, 坂上貴之, 川合伸
幸訳

141.33||4 120140138

26
「育てられる者」から「育てる者」へ : 関係発達の視点から (NHKブック
ス:938)

鯨岡峻著 143||324 120121911

27 発達⼼理学 1 無藤隆, ⼦安増⽣編 143||326 120122169

28
発達⼼理学特論 (放送⼤学⼤学院教材:8940266-1-0711. 教育開発プログラム/
臨床⼼理プログラム)

内⽥伸⼦, ⽒家達夫編著 143||328ア 120180572

29 図説臨床精神分析学 [正] 前⽥重治著 146.1||8 120170270
30 箱庭療法⼊⾨ 河合隼雄編 146.8||106 120122165
31 Introducing language and intercultural communication : pbk Jane Jackson 361.45||32 120170696
32 学ぶ意欲を育てる⼈間関係づくり : 動機づけの教育⼼理学 中⾕素之編著 371.4||723 120122018

33 ワーキングメモリと学習指導 (教師のための実践ガイド)
S.E.ギャザコール, T.P.ア
ロウェイ著/湯澤正通, 湯
澤美紀訳

371.41||10ア 120140139

34 怒りをコントロールできない⼦の理解と援助 : 教師と親のかかわり ⼤河原美以著 371.42||88 120161118
35 ⼦どもの理解と⽀援のための発達アセスメント (有斐閣選書:[1670]) 本郷⼀夫編 371.43||113 120161027
36 学校カウンセリング (こころの科学セレクション) 國分康孝編集 371.43||123 120170269
37 「かくれんぼ」ができない⼦どもたち 杉本厚夫著 371.45||799ア 120121912

38 新児童⼼理学講義
ヴィゴツキー著/柴⽥義松
訳者代表

371.45||807 120122116

書名 著者名 請求記号 資料ID
39 認知 (⼼理学研究法:2) 箱⽥裕司編著 140.7||57||2 120140135
40 学習・動機・情動 (⼼理学研究法:3) 廣中直⾏編著 140.7||57||3 120140136
41 学融とモード論の⼼理学 : ⼈⽂社会科学における学問融合をめざして サトウタツヤ著 140||263 120164085
42 夢みる⾝体 : Fantasy (⾝体をめぐるレッスン:1) 鷲⽥清⼀編 141.2||121||1 120122120
43 資源としての⾝体 : Economy (⾝体をめぐるレッスン:2) 荻野美穂編 141.2||121||2 120122121
44 脈打つ⾝体 : Material (⾝体をめぐるレッスン:3) ⽯川准編 141.2||121||3 120122122
45 交錯する⾝体 : Intimacy (⾝体をめぐるレッスン:4) 市野川容孝編 141.2||121||4 120122123
46 社会⼼理学講義 : 「閉ざされた社会」と「開かれた社会」 (筑摩選書:0070) ⼩坂井敏晶著 361.4||295 120143535

47 新しい学習⼼理学 : その臨床的適⽤
G. シュタイナー著/塚野州
⼀, 若井邦夫, 牧野美知⼦

371.41||14 120140137

48 ⾃⼰調整学習の成⽴過程 : 学習⽅略と動機づけの役割 伊藤崇達著 371.41||9 120122083

出⼝拓彦（学校教育講座、図書館運営委員会委員）

上級

社会⼼理学関係の分野では，よく知られている本です。「囚⼈のジレンマ」というゲームを基にして，バク
テリア，⼈，国などの，さまざまな「つきあい」について考えていきます。コンピュータ・シミュレーショ
ンを⽤いた研究の話もあり，⼼理学に興味のある⼈だけでなく，数学に興味のある⼈にもおすすめです。

「事故や犯罪などにあって困っている⼈がいたら，助けてあげるべきだ」という意⾒に反対する⼈は，あま
りいないでしょう。しかし，時として，「困っている⼈」を⾒かけても，なかなか助けてあげられないこと
があります。「なぜ，助けてあげられないのか」について，社会⼼理学の視点から考える本です。


