
         

臨床心理学の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

臨床心理学 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

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。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが出
来る！無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選22タイトル 

同時アクセス１  

140,910円(本体価) 

 ※1点からご購入可 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

臨床心理学　朝倉心理学講座 9 KP00017629
朝倉書店 200704 すべての機関 ¥7,480 ¥11,220 ¥14,960

桑原知子【編】 9784254526691

自己カウンセリングとアサーションのすす

め
KP00013721

金子書房 200003 すべての機関 ¥5,500 - ¥11,000

平木典子 9784760825868

相談の心理学 KP00013719
金子書房 201105 すべての機関 ¥5,500 - ¥11,000

福島脩美 9784760826339

心理療法／カウンセリング　３０の心得 KP00000246

みすず書房 201207 大学、学校、公

共図書館、病

院、官公庁

¥6,600 - ¥9,900

岡野憲一郎 9784622077022

臨床家のための

対人関係療法入門ガイド
KP00015271

創元社 200908 すべての機関 ¥6,050 - ¥8,800

水島広子 9784422114248

人間関係の理解と心理臨床 KP00016106
慶應義塾大学出版会 201709 すべての機関 ¥6,820 - ¥10,230

吉川晴美/松井知子【編著】 9784766424669

河合隼雄と箱庭療法 KP00015270
創元社 200902 すべての機関 ¥4,400 - ¥6,600

日本箱庭療法学会編集委員会【編】

松岡和子/茂木健一郎/高野祥子/

河合俊雄

9784422114170

精神科医はどのように話を聴くのか KP00014402
平凡社 201012 すべての機関 ¥3,080 - ¥4,620

藤本　修 9784582834932

心理療法の基本　完全版 KP00000941
金剛出版 201412 すべての機関 ¥7,920 - ¥11,880

村瀬嘉代子/青木省三 9784772414005

描画テスト・描画療法入門 KP00000931
金剛出版 199912 すべての機関 ¥5,280 - ¥7,920

藤掛　明 9784772406352

母親の心理療法　叢書・心理臨床の知 KP00007461
日本評論社 200009 すべての機関 ¥5,940 - ¥8,910

橋本やよい 9784535561571

10
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。さまざまな領域で描画を用いたアセスメントや治療的接近がさかんになっているが、本書はそのような臨

床現場で必ずや身近におかれるべき一書である。

11
「母なるもの」との格闘の記録。子どもの問題を入口として、やっと表出される母親自身の内面の語り。その深淵から、

「母親であることの病と母親の心の癒し」の内実が姿形を結んでいく。

8
精神科医はどのように患者さんの話を聴き、診断・治療するのか？その技術をわかりやすく伝え、診療への不安を解消

する。巻末の「聴き上手になるための10箇条」は職場でも参考になる。

9
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”！

6
▼カウンセリング（心理臨床・教育）の基本を学ぶ人間関係の理解にもとづき、各発達段階に象徴的な問題を取り

上げ、心理劇（ロールプレイ）を用いた豊富な事例から、問題解決の方法を習得する。大人の発達障害の復職支

援も紹介。

7
日本箱庭療法学会が脳科学者・茂木健一郎氏と翻訳家・松岡和子氏を迎えて行った、河合隼雄先生追悼シンポ

ジウムの記録を書籍化。

5
現場の声に応えるかたちで書かれた本書には、治療場面に合わせた「言い方の例」が随所に盛り込まれ、入門者が陥

りやすいパターンについての解説、日本ならではの工夫の数々など、臨床実践に即、役立つ。

2
自分らしくいきるためには、周囲の人たちとはもちろん、自分ともうまくつき合っていくことが大切。自己表現（アサーショ

ン）を手がかりに、よりよい生き方を学ぶ。

3
職場や学校や家庭で、よき相談相手としての存在価値を高めるために。人を援助する仕事で、さらなる力を発揮する

ために。カウンセリング心理学を活かした考え方とスキルを紹介する。

NO 書影

内容紹介

1
臨床心理学の基礎と理論を紹介する。概説／基礎―人格・発達・アセスメント／対象―神経症圏・精神病圏・心

身症・境界例・実存的課題／アプローチ―精神分析・ユング派・行動療法・ロジャーズ派／応用―教育・医療・司

法。［立ち読み］もご覧ください。

4 「面接者は常に直観とは反対を考えよ」他、心理面接者が繰り返し出会う迷いや疑問に“もう一つの考え方”をさしの

べる新鮮な視点。経験知が語るユニークな心得集。
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共感と自己愛の心理臨床 KP00015288
創元社 201609 すべての機関 ¥6,600 - ¥9,350

安村直己 9784422116266

心理療法とスピリチュアリティ KP00009766
勁草書房 201102 すべての機関 ¥13,640 - ¥20,350

石川勇一 9784326298983

心理面接の方法 KP00004657
新曜社 201304 すべての機関 ¥2,860 - ¥3,630

永井　撤 9784788513327

心とは何か KP00015274
創元社 201204 すべての機関 ¥6,050 - ¥8,800

氏原　寛 9784422115276

コッホの

『バウムテスト［第三版］』　を読む
KP00015273

創元社 201109 すべての機関 ¥8,250 - ¥12,100

山中康裕/岸本寛史 9784422115139

心理職のための

エビデンス・ベイスト・プラクティス入門
KP00013680

金剛出版 201512 すべての機関 ¥7,040 ¥8,800 ¥10,560

原田隆之 9784772414616

総合病院の心理臨床 KP00007114
勁草書房 201309 すべての機関 ¥7,700 - ¥11,550

全国赤十字臨床心理技術者の会【編】 9784326250912

心理療法の未来 KP00015294
創元社 201710 すべての機関 ¥6,050 - ¥8,800

田中康裕 9784422116709

心理療法家の気づきと想像 KP00000944
金剛出版 201509 すべての機関 ¥6,600 - ¥9,900

村瀬嘉代子 9784772414524

いのちの営みに添う心理臨床 KP00015272
創元社 201107 すべての機関 ¥5,500 - ¥7,700

竹村洋子 9784422115085

Ｑ＆Ａで学ぶ

心理療法の考え方・進め方
KP00015282

創元社 201509 すべての機関 ¥6,050 - ¥8,800

竹内健児 9784422115979

22
こういうとき、セラピストはどう振る舞い、どう言えばいいのだろうか？初心セラピストの多くが抱く共通の迷いや疑問を

200の質問に集約。丁寧な解説とともに具体案を示すＱ＆Ａ形式の紙上スーパーヴィジョン。歩み始めのセラピスト、

指導者必読!!

20
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。

21
病む人も援助者も共に自分らしい「いのち」を生きる者同士であるという著者の一貫した姿勢は、対人援助のあり方の

原点を示すとともに、真の専門性とは何かを、読む者のこころに深く静かに問いかけてくる。

18
全国に支部を持ち、病院での診療のみならず、災害時には積極的な支援も行う赤十字。その最前線で活躍する心

理職の姿。臨床心理技術者という「こころ」の専門家が携わる、患者と家族、被災者、そして過酷な現場で協働する

医療スタッフのケア。

19
終焉の時はすでに始まっている。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、今日の心理療法の在り方を根底から

問う。ここがロドス島だ、ここで跳べ！

16
コッホのテキストと現代の心理臨床をつなぐ。初版公刊後50年以上をへて、ようやくその真の価値が見直されたコッホの

テキストを、現代の臨床の場で本当に生かすためには、どう読み、どう理解すればよいか。知識と経験をもとに二人の臨

床家がくり広げる豊かな語りの世界。

17
「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」！

14
心理臨床において、来談者の人柄や問題を見たてて支援のための手掛かりを得るうえで不可欠の方法である心理面

接。その基礎的枠組みと、継続的な支援を行うために誰でも共有できる視点を、実践の具体的場面に即した19の項

目に分けてやさしく解説。

15
いま目の前にいる「このクライエント」に出会うことで、カウンセラーは、これまで気づくことのなかった「他ならぬ自分」の可

能性に初めて開かれてゆく―。半世紀を超える臨床実践のなかで積み重ねられてきた「心」についての哲学的思索。

「クライエントにとっての最善のサービスとは何か」を常に追い求めてきた専門家の、一途ともいえる真摯な想いが伝わ

る。

12
「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、その成否はセラピストの「共感」にかかっている―共感と

自己愛について画期的な理論を打ち立てたコフートや現代自己心理学の臨床的意義を著者自らの豊富な事例と照

らし合わせながら考察する。

13
アカデミックな心理療法はスピリチュアリティといかに向き合うべきか。臨床現場でぶつかりつつも目を背けあってきた両者

を統合する。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


