
               第15版から約6年「ヒルガードの心理学 
               第16版」待望の日本語訳！  

前版より新たな執筆陣を加え、世界各国の心理学の注目すべき
動向が盛り込まれている。 
DSMⅣTRからDSM5への改訂も追加し、読者の学習内容の理解
を助けるため、各章の初めに「学習目標」が提示されている。 
 いま心理学を学んでいる方にもこれから心理学を学ぼうとして
いる方にもバイブルとなる一書となるだろう。  

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能 
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

No.KD0317  2022年1月 

株式会社 紀伊國屋書店 デジタル情報営業部 TEL：03-6910-0518 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

金剛出版 
2021年12月新タイトル 

KinoDen売上良好書 

赤色 

青色 

緑色 

著者: S．ノーレンホークセマ  
     B．L．フレデリックソン  
     G．R．ロフタス C．ルッツ 【著】 
出版年月: 2015/09 
ISBN: 9784772414388   NDC: 140 
ProductID: KP00055139 同時アクセス数1: 48,400円（本体） 
形式: EPUB Fixed-Layout 

『ヒルガードの心理学 第16版』 

内容紹介 

「精神療法」販売開始いたしました！  
各号アクセス数1: 4,400円（本体） 
形式：PDF 

精神療法 
夫婦・家族療法の実際 
巻号: 第47巻第6号 
出版年月: 2021/12 
ISBN: 9784772418652 
ProductID: KP00054478 
アクセス数1:4,400円（本体） 
形式: PDF 

精神療法 
複雑性PTSDと接する 
巻号: 第47巻第5号 
出版年月: 2021/10 
ISBN: 9784772418546 
NDC: 493.72 
ProductID: KP00052262 
アクセス数1:4,400円（本体） 
形式: PDF 

心理学部併設の 
大学図書館におすすめ 

心理職のための産業保健入門 
著者: 小山文彦 【編著】  
出版年月: 2021/12 
ISBN: 9784772418614 
ProductID: KP00055278 
同時アクセス数1: 6,160円（本体） 
形式: EPUB 
 

精神分析臨床での失敗から学ぶ 
著者: 松木邦裕、日下紀子、 
    根本眞弓 【編】  
出版年月: 2021/11 
ISBN: 9784772418577 
ProductID: KP00055277 
同時アクセス数1: 7,920円（本体） 
形式: EPUB 

精神分析マインドの創造 
著者: フレッド・ブッシュ  
出版年月: 2021/10 
ISBN: 9784772418560 
ProductID: KP00055276 
同時アクセス数1: 9,240円（本体） 
形式: EPUB 
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鍋田恭孝 KP00000930 金剛出版 199711 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

対人恐怖・醜形恐怖 9784772405638

藤掛明 KP00000931 金剛出版 199912 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

描画テスト・描画療法入門 9784772406352

松本俊彦 KP00000934 金剛出版 201203 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

薬物依存と

アディクション精神医学
9784772412391

本田秀夫 KP00000935 金剛出版 201310 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

子どもから大人への

発達精神医学
9784772413312

野坂達志 KP00000936 金剛出版 201403 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

統合失調症とのつきあい方

新訂
9784772413602

大谷彰 KP00000939 金剛出版 201410 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

マインドフルネス入門講義 9784772413886

吉田精次　境泉洋 KP00000940 金剛出版 201411 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

ＣＲＡＦＴ

薬物・アルコール依存症

からの脱出

9784772413954

村瀬嘉代子　青木省三 KP00000941 金剛出版 201412 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

心理療法の基本　完全版 9784772414005

ジェームス・ファロン【著】　影山任佐【訳】 KP00000942 金剛出版 201501 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

サイコパス・インサイド 9784772414074

信田さよ子 KP00000943 金剛出版 201504 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

アディクション臨床入門 9784772414098

村瀬嘉代子 KP00000944 金剛出版 201509 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

心理療法家の気づきと想像 9784772414524

原田隆之 KP00013680 金剛出版 201512 EPUBリフロー ¥7,040 ¥8,800 ¥10,560

心理職のための

エビデンス・ベイスト・プラクティス

入門

9784772414616

平木典子　金井壽宏 KP00013674 金剛出版 201605 EPUBリフロー ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

ビジネスパーソンのための

アサーション入門
9784772414876
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アディクション臨床における「当事者」とは誰か？「抵抗とともに転がる」とは何を意味するのか？「家

族の変化の起動点」はどこにあるのか？カウンセラーとクライエントの「共謀」とは何か？―医療モデ

ルと司法モデルの境界線上で、アディクション臨床とともに走りつづける臨床家の思想遍歴と臨床美

学を一挙公開！藤岡淳子との「初」対談を収録！

セラピストのあり方とは？心理療法で最もだいじなこととは何か？心理的援助の技術を高

めるためのさまざまな原則を事例に則して解説。

NO

内容紹介
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「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。  エビデンスをめぐる誤解や迷信を、この一冊で一度に解決！エビデンス（治

療の根拠）がわかれば、臨床実践は今よりもっとうまくいく。クライエントのニーズに応えて本当に必

要なセラピーを提供できるセラピストになるための「エビデンスがよくわかるポケットガイド」！

アサーションとは「自分も相手も大切にする自己表現」である。人はひとりで生きているわけではな

い。人との関係の中で育ち、成熟していく。そのためにコミュニケーションは誰しもが必要なものなの

だ。自分はどうしたいのか？自分が思うように動くことができればいいのである。そのためのコミュニケー

ション術として活用していただきたいのがアサーションである。

本書は著者が内外のあらゆる文献を渉猟しつつ、自身の長年の臨床経験の積み重ねを整理し

て、対人恐怖、あるいは醜形恐怖の心理と病理を明らかにし、さらに詳細な事例の分析をもとに、

精神分析に基礎を置きながらさまざまな治療技法を統合した、わが国の実情に即し日常臨床に

フィットする統合的総合的アプローチを提唱している。

クライエントの描いた絵を前にして、それをどう受け止め、どう読み解いていけばよいのだろう。そもそも

クライエントに何を、どのように描いてもらえばよいのだろうか。著者は描画との出会いからその治療的

応用にいたるまで、描画臨床を学ぶ過程においてそのような問いに直面し、多くの出会いによって会

得してきたことを、多くの具体的な事例やエピソードを通して語っている。

「犯罪か、病気か」？“依存症とは目にみえない病気である”薬物依存者への支援のあり

方を問う。

発達障害の子どもたちに精神科医は何ができるか？児童精神科臨床において、予後はど

の程度予測可能であるのか。著者の実践の中から生み出された、発達精神医学の基礎

と実践の書。

心理援助のプロを目指す人に！セラピストでありソーシャルワーカーである著者が、面接テ

クニックのノウハウを公開した、このうえもなく実践的な臨床指導書。

うつ、不安、怒り、ストレス、痛みへの驚くべき効果、仏教瞑想のＣＢＴへの応用、ニュー

ロサイエンス研究、体験的エクササイズなど、最新研究からわかったすべてを一挙公開！

CRAFT（クラフト）とは、Community　Reinforcement　and　Family　Trainingのことで日

本語に訳すと「コミュニティ強化と家族訓練」となる。ＣＲＡＦＴは、依存症者の家族を対象にした

プログラムとして開発されたものであり、治療困難な薬物・アルコール依存の問題が社会問題化して

いる現在、当事者と家族への有効な援助技術として注目されている。

心理療法において最も大切なことは？名著の「完全版」登場。卓越した二人の臨床家に

よる最高の“心理療法入門”！

最新の脳科学で読み解く、サイコパスの心の闇！神経科学者が自分の脳を調べたらサイ

コパスだったことが発覚！自分の個人的経験と科学的分析とを結びつけることによって、著

者（ファロン）が読者と分かち合おうとしていることとは…
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吉田精次 KP00022116 金剛出版 201609 EPUBリフロー ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

家族・援助者のための

ギャンブル問題解決の処方箋
9784772415187

成瀬暢也 KP00022118 金剛出版 201610 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

薬物依存症の

回復支援ハンドブック
9784772415194

Ｍ・Ｅ・トーマス【著】　高橋祥友【訳】 KP00013676 金剛出版 201702 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

ソシオパスの告白 9784772415385

大谷彰 KP00013677 金剛出版 201705 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

マインドフルネス実践講義 9784772415552

三田村仰 KP00022117 金剛出版 201708 EPUBリフロー ¥7,040 ¥8,800 ¥10,560

はじめてまなぶ行動療法 9784772415729

ハドリー・キャントリル【著】

アルバート・Ｈ・キャントリル【解説】　高橋祥友【訳】 KP00013675 金剛出版 201711 EPUBリフロー ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

火星からの侵略 9784772415859

中村美奈子 KP00022119 金剛出版 201711 EPUBリフロー ¥5,280 ¥6,600 ¥7,920

復職支援ハンドブック 9784772415927

福田真也 KP00013679 金剛出版 201712 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

新版 大学生の

こころのケア・ガイドブック
9784772415996

若島孔文　長谷川啓三 KP00030748 金剛出版 201808 EPUBリフロー ¥5,720 ¥7,150 ¥8,580

よくわかる！

短期療法ガイドブック　新版
9784772416344

村瀬嘉代子 KP00030747 金剛出版 201809 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

ジェネラリストとしての

心理臨床家
9784772416375

ロバート・エムディ【著】中久喜雅文　高橋豊　生地新【監訳】 KP00030745 金剛出版 201810 EPUBリフロー ¥10,560 ¥13,200 ¥15,840

精神分析と

乳幼児精神保健のフロンティア
9784772416559

ハロルド・スチュワート【著】　細澤仁　筒井亮太【監訳】 KP00035136 金剛出版 201811 EPUBリフロー ¥9,240 ¥11,550 ¥13,860

バリント入門 9784772416627

ローズマリー・オコーナー【著】

今村扶美　松本俊彦【監訳】　浅田仁子【訳】
KP00030749 金剛出版 201901 EPUBリフロー ¥5,720 ¥7,150 ¥8,580

お母さんのための

アルコール依存症

回復ガイドブック

9784772416719
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パチンコ，スロット，競輪・競艇・競馬，……ギャンブル依存は，莫大な借金，職場からの解

雇，家庭崩壊，犯罪，自殺など近年多くの深刻な社会的問題をもたらしている。 　本書では，

「ギャンブル問題」に対して，認知行動療法に基づいたCRAFT（コミュニティ強化と家族訓練）を

活用した効果的な対応法を数多く紹介している。

　本書は，「ようこそ外来」や「ごほうび療法」を実践する著者が，20年以上にわたる依存症臨床

の経験から，患者や家族と向き合い，個別や集団での治療プログラムを使い，依存症者との信

頼関係を構築することで依存症からの回復を目指すための指針を公開したものである。 

本書は，体調管理・自己理解・コミュニケーション・業務遂行能力といった，働くために必要な能

力を回復・獲得するための具体的なリワークプログラムを，復職へ向かうステップ全体を俯瞰しなが

ら提示している。

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。

行動科学研究から臨床応用まで，心理臨床の歴史そのものと呼ぶにふさわしいほど長い歴史と蓄

積をもつ行動療法。「パブロフの犬」の実験から認知行動療法，臨床行動分析，DBT，ACT，

マインドフルネスまで，行動療法の基礎と最新のムーブメントをていねいに解説する研究者・実践

家必読の行動療法入門ガイド。

好評の『マインドフルネス入門講義』の続篇が、マインドフルネスをもっと上手に使いこなすた

めの理論と方法をガイドする実践篇として刊行！対象は、フラッシュバックや身体症状など

不可解な現象をもたらすトラウマ＝ＰＴＳＤ。

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。

21

ＬＧＢＴ、留学生、障害学生支援、そして大学生活の定番テーマ（授業、サークル、奨学金・ア

ルバイト、留年・休学、運転免許、ハラスメント、カルト、就職活動）を論じた「大学生も楽じゃな

い」など、新たに４章を再構成＋追加して２００７年刊行初版を全面改訂増補。専門家も教

職員も、保護者も学生本人も、気軽に読めて納得できる「大学生メンタルヘルスケア必携ガイド」。

本書は，悪循環を切る「MRIアプローチ」と良循環を拡張する「ソリューション・フォーカスド・

アプローチ」の短期療法の二つの，いいところを統合した「表裏のアプローチ」を提唱してい

ます。

心理療法の基本となるものとは何か？　クライエントとセラピストの信頼関係が成り立つ基

本要因とは，日常臨床に活用可能な臨床的知見を詳しく解説する。

精神分析と乳幼児精神保健のフロンティア，Ｒ.エムディの主要業績を一冊に纏めたセレ

クション。子どもたちが持つ多様化・複雑化した問題の本質を考える上での，有効な知見

と臨床的発達論。

純粋精神分析と応用精神分析の両分野において多くの仕事を成し遂げたマイケル・バリン

トについて、その著作を中心に解説したガイドブック。

この本は，アルコール依存症の母親が，自らの体験をもとに，同じ問題に苦しむ女性た

ちのために記した回復ガイドとなることを目的として書かれたものです。
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ロバート・リース【著】　溝口史剛【訳】 KP00030743 金剛出版 201903 EPUBリフロー ¥8,360 ¥10,450 ¥12,540

SBS：乳幼児揺さぶられ症候群 9784772416764

ジュディス・ミルナー　ジャッキー・ベイトマン【著】

竹之内裕一　バレイ（佐俣）友佳子【訳】
KP00043414 金剛出版 201907 EPUBリフロー ¥7,480 ¥9,350 ¥11,220

解決志向で子どもとかかわる 9784772417051

ルイス・アロン【著】横井公一 【監訳】　揖斐衣海

今江秀和　今井たよか　長川歩美 野原一徳【訳】
KP00043415 金剛出版 202011 EPUBリフロー ¥11,440 ¥14,300 ¥17,160

こころの出会い 9784772418010

クリス・アイロン　エレイン・バーモント【著】

石村郁夫　山藤奈穂子【訳】
KP00045347 金剛出版 202101 EPUBリフロー ¥7,920 ¥9,900 ¥11,880

コンパッション・

マインド・ワークブック
9784772418041

マイケル・ラスティン　マーガレット・ラスティン【著】

松木邦裕　武藤誠　北村婦美【監訳】
KP00045348 金剛出版 202101 EPUBリフロー ¥9,680 ¥12,100 ¥14,520

リーディング・クライン 9784772417259

クラウディア・ブラック【著】

水澤都加佐【監訳】会津亘【訳】
KP00046537 金剛出版 202103 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

あなたの苦しみを誰も知らない 9784772418140

シンディ・N・アリエル【著】 あさぎ真那【訳】 KP00046536 金剛出版 202105 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

アスペルガー症候群

との上手なつきあい方
9784772418232

伊藤絵美 KP00047945 金剛出版 202106 EPUBリフロー ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

コーピングのやさしい教科書 9784772418270

山崎孝明 KP00051523 金剛出版 202106 EPUBリフロー ¥7,480 ¥9,350 ¥11,220

精神分析の歩き方 9784772418294

クリスティン・ネフ【著】

石村郁夫　樫村正美　岸本早苗【監訳】浅田仁子【訳】
KP00048289 金剛出版 202107 EPUBリフロー ¥7,480 ¥9,350 ¥11,220

セルフ・コンパッション　新訳版 9784772418201

境泉洋【編著】野中俊介　山本彩　平生尚之【著】 KP00050743 金剛出版 202107 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900
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27

アルコール，ギャンブル，ドラッグ，処方薬，セックス，恋愛などの依存症，身体・心理・性的虐待，ネグレ

クトなどによるトラウマは，「家族の病」とも言えるほど家族の影響が大きく，さらに「トラウマ＋依存症」の組み

合わせはひとの人生を破壊するほどの力を持ち，家族・世代間で負の連鎖を起こしていく……。そんな苦しみ

から抜け出すために，「アダルトチルドレン」の生みの親である著者が紡ぐリカバリーガイド。

33
本書では，ふたりの関係を改善して楽しめるものにするために，アスペルガー症候群の特

性を学び，お互いの理解を深め，それぞれの長所を活かして助け合うことが必要であると

説き，そのための実行しやすいツールやテクニック，ふたりで取り組むワークなどを読者に紹

介する。

32

34
一生使える・スラスラわかるストレスと対処法の楽しい教科書！ ふつうに生活していてもスト

レスは避けられません。ストレスをためて心と体の不調にはまりこむまえに，ストレスへの意

図的な対処＝コーピングのレパートリーを増やして自分を助けてください。ストレスのしくみを

知って要点を身につければ，コーピングはもっと効果的に，もっと楽しい習慣になります。

35

この国で精神分析への道を歩いている人が、歩こうとしている人に向けて書いた愛と連帯の書。「難

しそう」「敷居が高い」「めんどくさそう」――。とかく近づきがたい印象を与えがちな精神分析。その印

象を払拭するため、「観光客」に向けて懇切丁寧に書かれた精神分析ワールドツアーガイド。 

36
セルフ・コンパッションの原典を新訳！セルフ・コンパッション（自分への思いやり）を身につ

けることは，自分で自分の心を和ませ，現代の過酷な状況下からあなたを「労わる」ことに

繋がる。

37
ひきこもりの若者が回復するために，家族ができる効果的な方法とは？　認知行動療法

の技法を応用した，ひきこもりの若者支援のための治療プログラムとワークブック。
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本書は、クライン精神分析を歴史から今日的発展までを含め、豊饒な業績だけでなく、社

会の動向や他学問領域との関連とも併せて紹介していく。

現在，SBSの診断は「50対50の激しい論争のある，冤罪の温床」かのごとく喧伝されて

いる。学術や法廷の場を離れ，情報戦の様相を呈し始めたこの症候群の真実はどこにあ

るのであろうか？　ロバート・リース医師の手によるSBSをめぐるこのリアルな法廷劇は，法

廷サスペンス小説としても第一級のエンターテイメントを提供している。

解決志向の子ども支援者が心得ておくべき基本要素に加え，使えるアイデアとツールをふ

んだんに盛り込んだ「解決のプロフェッショナル」のための支援者用ガイド。

米英における現代精神分析思想の諸潮流（対象関係論，自我心理学，自己心理

学，関係論的精神分析）を概観するための優れた入門書。

本書は，人生で何度も出くわす苦しくつらい局面をうまく乗り越えていけるように，自分と

他者へのコンパッションを育てる方法について書かれたもので，コンパッション訓練の成果が

十分得られるように8つのセクションから構成されています。
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