
タイトル 著者名 出版社 出版年

14 とりかへばや、男と女 河合隼雄 (株）新潮社 1992年

14
アダルト・チルドレン
　自信はないけど、生きていく

西山明 (株）三五館 1996年

14 1 男の見方　女の見方 養老孟司　長谷川眞理子 ＰＨＰ研究所 1998年

14 1-1
フェミニストカウンセリングへの
招待

井上摩耶子 ユック舎 1998年

14 1-2
フェミニストカウンセリングへの
招待

井上摩耶子 ユック舎 1998年

14 1
共感する女脳、システム化する
男脳

サシモン・バロン＝コーエン著
三宅真砂子訳

日本放送出版協会 2005年

14 1
新聞は読めても心が読めない男
たち

サンドラ・Ｐ・オルドリッチ
河口鴻三訳

(株）サンマーク出版 2005年

14 カウンセリングの実際問題 河合隼雄　著 誠信書房 1970年

14 影の現象学 河合隼雄 著 思索社 1976年

14 アサーティブネスのすすめ
アン・ディクソン著　　山本光子
訳

柘植書房 1991年

14 1-1 フェミニスト・カウンセリング 河野貴代美 新水社 1991年

14 1-2 フェミニスト・カウンセリング 河野貴代美 新水社 1991年

14 自分でできるカウンセリング 川喜田好恵 創元社 1995年

14
ーアサーティブネスに学ぶ
対等なコミュニケーション
それでも話し始めよう

アン・ディクソン
アサーティブ・ジャパン監訳

クレイン 2006年

14 ともにつくる物語 井上摩耶子著　松下美江子語り　　　　　　　　　　　　　　　ユック舎 2000年

14
苦しいけれど離れられない
共依存・からめとる愛

信田さよ子 朝日新聞出版 2009年

14 ＜こころ＞の定点観測 なだいなだ　編著 岩波新書 2001年

14 1-1
女性のメンタルヘルスの地平
-新たな支援システムとジェン
ダー心理学－

河野貴代美編著 コモンズ 2005年

14 1-2
女性のメンタルヘルスの地平
-新たな支援システムとジェン
ダー心理学－

河野貴代美編著 コモンズ 2005年

14 あの人と和解する 井上孝代 集英社新書 2005年

14 ピーターパン・シンドローム
ダン・カイリー著
小此木啓吾訳

祥伝社 1984年

14 自分を愛するということ 香山リカ 講談社現代新書 1999年

14
アサーティブトレーニングBOOK
～I’ｍOK　You'reOKな人間関係
のために～

小柳茂子・与語淑子・宮本恵 新水社 2008年

14 女性の発達臨床心理学 園田雅代・平木典子・下山晴彦 金剛出版 2007年

14
女性のためのカウンセリング情
報’96～’97

ヒューマン・リーグ編 千早書房 1995年

14
子育てに活かす交流分析
～心地よいコミュニケーションを
目指して～

繁田千恵・TAママの会「フィール」
共著

風間書房 2008年

14
日本の男性の心理学～もう一つ
のジェンダー問題

柏木惠子・高橋惠子編 有斐閣 2008年

分類番号

14　心理・カウンセリング



14 「心の時代」と教育 小沢牧子 青土社 2008年

14 対象喪失 小此木啓吾 中公新書 1979年

14
こころのちから
自分のちからに目覚めようとして
いるあなたへ

岩井美代子 ワニブックス 2001年

14 しがみつかない生き方 香山リカ 幻冬舎新書 2009年

14 カウンセリングの話 平木典子 朝日選書 1989年

14 困った人たちの精神分析 小此木啓吾 大和書房 1995年

14
ＮＨＫテレビテキスト100分de名
著
フランクル「夜と霧」

諸富祥彦 ＮＨＫ出版 2012年

14
“問題行動の意味”にこだわるよ
り解決志向で行こう

森俊夫 ほんの森出版 2001年

14 女性が癒すフェミニスト・セラピー 高畠克子 誠信書房 2004年

14 本当はこわいフツウの人たち 香山リカ 朝日新聞社 2002年

14 現代人の心理構造 小此木啓吾
ＮＨＫブックス
日本放送出版協会

1986年

14 1-1
トラウマの心理学
心の傷と向きあう方法

小西聖子（たかこ） NHKライブラリー 2001年

14 1-2
トラウマの心理学
心の傷と向きあう方法

小西聖子（たかこ） NHKライブラリー 2001年

14
自己カウンセリングとアサーショ
ンのすすめ

平木典子 金子書房 2000年

14

シリーズ＜女性と心理＞第４
巻
フェミニストカウンセリングの
未来

河野貴代美編 新水社 1999年

14
こじれない人間関係のおけい
こ
アサーティブネスしようよ！

八巻香織著・ティーンズポス
ト編

ビクターブックス/ビク
ターエンターテイメント 2002年

14
人はどうして死にたがるのか
「自殺したい」が「生きよう」に
変わる瞬間

下園壮太 文芸社 2003年

14
家族・支援者のための
うつ・自殺予防マニュアル

下園壮太 河出書房出版社 2006年

14 自分を好きになる本 パット・パルマー著 径書房 1991年

14 おとなになる本 パット・パルマー著 径書房 1995年

14
いいことから始めよう
スヌーピーと仲間たちからの
生きるヒント

エイブラハム・Ｊ・ツワルスキー新潮社 1995年

14 楽しもう
パット・パルマー著
みやざきひろかず画
Ｄｉｓｋ Potato House訳

径書房 1999年

14
嗜癖する人間関係
親密になるのが怖い

アン・ウィルソン・シェフ著
高畠克子訳

誠信書房 1999年

14
第４の生き方「自分」を生かす
アサーティブネス

アン・ディクソン著
竹沢昌子・小野あかね監訳

つげ書房新社 1998年

14
新版　トラウマの心理学
心の傷と向きあう方法

小西聖子（たかこ） NHK出版 2012年



14
愛の真実と偽りをどうみわけ
るか
映画でみる精神分析

小此木啓吾 講談社+α文庫 1998年

14 男の勘違い 斎藤学 毎日新聞社 2004年

14
女性のためのパワーアップト
レーニングガイド

女性のためのパワーアップ
トレーニング開発プロジェク
ト

ＮＰＯ法人日本フェミ
ニストカウンセリング
学会所属フェミニスト
カウンセリング堺

2005年

14 雅子さまと「新型うつ」 香山リカ 朝日新書 2009年

14 母という病 岡田尊司 ポプラ新書 2014年

14
23のマンガによる心理カウン
セリング

A.J.ツワルスキー著
きたやまおさむ訳

講談社 1998年

14 心的外傷と回復 ジュディス・L・ハーマン みすず書房 1999年

14 犯罪被害者のメンタルヘルス 小西聖子編著 誠信書房 2008年

14 私はかんもくガール
らせんゆむ著、解説・かんも
くネット

合同出版 2015年

14

スッキリ！気持ち伝えるレッスン
帳
エモーショナル・リテラシーから
アサーティブネスまで

八巻香織 新水社 2012年

14
働く女性のためのアサーティ
ブコミュニケーション

アン・ディクソン
アサーティブ・ジャパン監修

クレイン 2009年

14
その後の不自由「嵐」のあとを
生きる人たち

上岡　陽江・大嶋栄子 医学書院 2010年

14 良心をもたない人たち マーサ・スタウト 草思社文庫 2012年

14 ハーバードの心理学講義 ブライアン・R・リトル 大和書房 2016年

14
今日からはじめる
学級担任のためのアドラー心
理学

会沢信彦、岩井俊憲 図書文化社 2014年

14 サイコパス 中野信子 文春新書 2016年

14
人づき合いの極意
いい関係が生まれる７９のヒ
ント

齋藤茂太 青春出版社 2009年

14
会社、仕事、人間関係が「もう
イヤだ！」と思ったときに読む
本

齊藤茂太 あさ出版 2016年

14
相手も自分も大切にするコミュニ
ケーション
+社会学

吉井奈々著、鈴木健之解説 晃洋書房 2018

14
キレる私をやめたい
～夫をグーで殴る妻をやめる
まで～

田房永子 竹書房 2016

14
文学効能事典　あなたの悩
みに効く小説

エラ・バーサド/スーザン・エ
ルダキン

フィルムアート社 2017

14
自己評価の心理学　なぜあ
の人は自分に自信があるの
か

クリストフ・アンドレ＆フラン
ソワ・ルロール

紀伊国屋書店 2000年

14 アンガーマネジメント入門 安藤　俊介 朝日文庫 2016年

14
看護師の為のアンガーマネ
ジメント　　「怒り」の感情を上
手にコントロールする技術

光前　麻由美 日本医療企画 2018年

14
人は他人　異なる思考を楽し
む工夫

さわぐちけいすけ KADOKAWA 2018年



14 気もちのリテラシー 八巻　香織 太郎次郎社エディタス2019年

14 こじれない人間関係のレッスン 八巻香織著　ﾃｲｰﾝｽﾞﾎﾟｽﾄ編 太郎次郎社エディタス2006

14
トラウマインフォームドケア　”
問題行動”を捉えなおす援助
の視点

野坂祐子 日本評論社 2021

14
女と男じゃなくて私とあなたで
話そう

岩井美代子、ふじわらかず
え

ワニブックス 2020

14
子ども・パートナーの心をひら
く　「聴く力」

辰　由加 秀和システム 2017

14
ネズミと怪獣とわたし　〇やっ
てみよう！アサーティブトレーニング
〇

パット・パルマ― 原生林 1994年

14
わたしを生きる知恵　80歳の
フェミニストカウンセラーからあなた
へ

河野　貴代美 三一書房 2018年

14
それはあなたが望んだことで
すか　ーフェミニストカウンセリング
の贈り物ー

河野　貴代美 三一書房 2020年

14
10代から身に着けたい　ギリ
ギリな自分を助ける方法

井上　祐紀 KADOKAWA 2020年


