
戦後５０年

終戦（１９４５年）から阪神大震災（１９９
５年）までの５０年間を未公開写真で見る。
特集の「あの頃、キミは若かった」は、著名
なあの人のあの頃を５００枚の写真で紹介。
キミの青春と記憶の玉手箱。

ちゃんと泣ける子に育てよう
親には子どもの感情を育てる義務がある

思いやりのある子、やさしい子に育ってほし
いと願えば願うほど、感情をコントロールで
きない子になってしまうのが子育ての現実。
「わが子をよい子に育てたい」と願っている
親、必読の書。

希望のニート

最近何かと話題のニート――その対策機関を
している現場のプロが、ニートの本質から克
服法まで、すべてを書く。『ニート』（幻冬
舎刊）にはなかった、現場の話・具体的処方
箋が満載。

夫と妻のための老年学

三十歳代からの必読書─ゆたかな人生を生ぬ
くための的確なカルテと指針
高齢化社会のまっただなかにある今日、不確
実で長い
将来に向かって、いま、いかに備えるべきか
を明示する

定年後の20年はこう愉しみなさい

人生80年時代、定年後20年をいかに豊かに愉
しむか。定年後の生活を支える「健康」「家
庭経済」「生きがい」の3つをテーマに、各人
にあった生活をシミュレーションし、それを
実行に移すまでを説く。

子どもの脳が危ない

犯罪者の脳を長年研究してきた著者が、胎児
期・乳幼児期に摂取された化学物質と、脳の
形成異常の因果関係を明らかにする衝撃の一
冊。

目からウロコのコーチング
なぜ、あの人には部下がついてくるのか？

コーチング入門書の決定版、ついに文庫化！
多くの管理者を甦らせてきた著者が、部下の
「心に届く」実践的コーチング術を紹介す
る。

我ら回復の途上にて
―茨城ダルクの10年心の居場所から

薬物依存者のリハビリ施設・茨城ダルクが、
1992結城市上山川に開設されてから10年のあ
ゆみを総括する。異色の茨城ダルクの歩みや
家族会の可能性についての鼎談、卒寮者の活
動などをまとめる。

輝け!　友情のVサイン
[詩]若き君よ　勝ちまくれ！
青春は人生の一生の土台

2008年北京オリンピック・女子マラソンを目
指して練習に励む、中国と日本の中学生との
間に繰り広げられる感動の友情物語。友情は
未来に架ける虹である。それが一人から一人
へと広がる時、世界は結ばれる。

五つの誓い
古賀常次郎伝

粗暴な父、早逝した母という不運な家庭的環境で
生まれ育った少年が、悪の道に足を踏み入れかけ
たのを思い止どまり、定時制高校に通い始めるな
ど一念発起し、欧米で特許を取得した発明をバネ
に、佐賀県の長者番付の常連になったのをはじ
め、社会的な成功者となるまでの人生をたどった
もの。少年時代の体験から、犯罪者などの立ち直
りを支援する更生保護活動に尽力するあたりが、
生き方を問うところ。読者対象は中学生以上、大

夢の臨床

夢の臨床について、チックの子どもを持つ母
親の夢分析；夢分析へのコメント；コメント
を読んで、ドーラの症例とフロイトの分析；
現象学的分析；エリクソン的分析―出口なき
四幕劇；ユング的分析―ペルセポネーとドー
ラ、ドーラの夢の臨床など。

バウム・テスト―樹木画による人格診断法 –

バウム・テストを勉強しようとしている人に
とって、最適な本の中の１冊です。基本的な
内容から、臨床現場における事例まで幅広く
載っています。

子どもの遊びと心の治療
精神療法における非言語的アプローチ

本書は全編症例検討を中心に構成されている。著
者は自身の臨床経験から，非言語的アプローチの
精神療法的意義を探り，非言語的アプローチが治
療者の自己覚知を高め主体性を確立するととも
に，子どもとコミュニケーションをもつための有
効な方法であることを明らかにする。読者は，精
神療法面接の技量を確実に増強できるであろう。

人格障害の時代

医療少年院勤務の精神科医が、豊富な臨床経
験を基に、この社会に広がる「人格障害」と
いう現象を解読。現代人の心に何が起きてい
るか？　迫りくる精神の危機は、決して他人
事ではない。

土佐市教育研究所　書籍
ご覧になりたい方は，研究所までご連絡ください。

一般図書



不登校・中退からの学校探し
２００６～２００７年版
学校が合わないときの進学ガイド

中学・高校の不登校生、高校中退者向けの進
路ガイドです。通信制高校、サポート校、定
時制高校、高認予備校、高等専修学校、技能
連携校、インターナショナルスクール、イン
ターネットスクール、留学などを詳しく紹介
しています。

ユング派の心理療法

本書は、ユング研究所で資格を得た療法家
が、症例に即して、具体的にその全体像をイ
メージアップする。（『こころの科学セレク
ション』は雑誌『こころの科学』に掲載され
た特別企画に最新の情報を加筆して、単行本
化したものです。）

マズローの心理学

「第三勢力の心理学」と命名したマズロー教
授の学説は各界に影響を与えている。本書は
教授の著書、報告、随筆、論文、講演をもと
にして、その思想を、心理学の専門外の人に
もわかりやすく解説。

カール・ロジャーズ入門
――自分が“自分”になるということ

「抑圧家族」で育てられたアダルト・チルドレ
ン、ロジャーズの人生そのものが、自分が自分自
身になるというカウンセリングの本質的テーマを
めぐって展開されていた。「人間ロジャーズ」に
焦点を当て、その生涯と思想形成の歩みを解明す
ると共に、そこから生み出された理論と実践の
エッセンスを分かりやすく説いた格好の入門書

学校の情報公開

学校における文書・情報取扱いのルールを明
示。情報公開・個人情報保護条例の観点か
ら、学校の情報管理に関わる留意点や問題点
を取り上げ、身近な学校実務の具体例に即し
て解説。

好かれる上司 嫌われる上司
管理能力を磨く実践コーチング講座

上司としてどのように対処すればよいのか、
さまざまなケースを設定して、部下の気持ち
と、それに対する適切な対処法を示した、い
わば「頼りがいのある上司」になるために、
自分の長所と短所を知り、自分で自分をコー
チするための本といっていい。中間管理職に
お勧めの一冊である。

図解
自分の気持ちをきちんと＜伝える＞技術
人間関係がラクになる自己カウンセリングのすす
め

よい人間関係を築き、積極的な人生を歩むた
めにもっとも必要な自己表現方法と自己カウ
ンセリングの技術を図解でわかりやすく解
説。

心を動かすリーダーシップ
コーチングのプロが教える

普通のサラリーマンから一転、負債500億円を抱える企
業の経営者となったら...。元銀行マンが、会社建て直
しプロジェクトを試行錯誤しながら進めていく中でリー
ダーとして成長していくストーリーを通して、リーダー
シップのあり方を学ぶ。コーチとして多くのリーダーを
見てきた著者が、人を動かすためにどう行動するべきか
を「26の法則」としてまとめている。

会社が変わる　組織が活きる
パフォーマンス・コーチング

指示命令では、問題意識と責任感は変わらな
い！
職場風土を改革し、成果を引き出す
パフォーマンス・コーチングの世界！
効果を確認し、改善の可能性を示すことで、
進む職場の意識改革！

壁を突破するコーチング

コーチやコーチになりたい人の参考になるだ
けでなく、コーチングをまったく知らない人
も自分で自分をコーチできるようになる――
これが本書です。人が壁を突破するのをサ
ポートするために、あるいは自分が壁を突破
するために、ぜひ本書をご一読下さい。

カルロス・ゴーン流
リーダーシップ・コーチングのスキル

メンバーのやる気を高め、高い目標に向かって組織を動
かし、成功に導いたゴーン氏の手法を、「リーダーシッ
プ」と「コーチング」の両面から解き明かした、リー
ダーのためのコーチングの本です。ゴーン氏の「リー
ダーシップ・コーチング」の手法は、その両者を見事に
かみ合わせたお手本ともいうべきものです。新しいリー

ダーのあり方、リーダーシップの手法が見えてきます。

自立心を育てるしつけ
―親業・ゴードン博士

青少年問題が深刻化するいま、子どもとの新
たな人間関係の創造が求められています。本

く紹介し、新たな教育の方向を探ります。

家庭でのばす見えない学力

「見える学力」だけでは落ちこぼれる。「見
えない学力」なら本物の思考力・応用力がつ
く。子どもの潜在能力をぐんぐん高める新し
い家庭教育のススメ。「見えない学力」提唱
者、初の本格的親子学習Q&Aマニュアルブッ
ク。

日本の学校のゆくえ
偏差値教育はどうなる

登校拒否、落ちこぼし問題、子どもの身体と
こころの異変、週5日制、新しい学力観……。
がんじがらめのいまの教育状況のなか、学校
はどう変わるのか、変えていくのか、その指
針を提出する。日本の教育はどうなるか?



人を育てる「叱り」の技術
コーチングの第一人者が教える部下指導の極意

「怒る」だけでは人は動かず。部下の能力を
引き出す効果的な「叱り」とは何か。コーチ
ングの第一人者が語る部下指導の極意。

SEのためのヒューマン・スキル入門

なぜ、あのSEは問題が解決できるのか? 著者
が体験した35の事例を通してSEに必要な
「ヒューマンスキル」がわかる。『日経コン
ピュータ』の連載記事「顧客に好かれるSEの
条件」「選ばれるSEの条件」を基に加筆修
正。

アサーション・トレーニング

アサーション・トレーニングは、お互いの自
己表現の違いを理解し、区別することから始
まる。アサーションを鍵に家族、学校、職場
などで体験するコミュニケーションを見直
す。

カツオで体がよみがえる

眼が、頭が、動脈硬化が、カツオの力、ＤＨ
Ａ（ドコサヘキサエン酸）の力でよみがえ
る！ 世界に誇る健康食＝和食の秘密は、縄文
の昔から食べつづけてきた魚の中にあった。

人生にYES！と言うための
パーソナルコーチング

楽観的に生きよう！自信喪失気味のあなたに贈るTPIプ
ログラム！自分のキャリア形成に投資し、能力を磨いて
いるかどうか個人の自立が求められている時代に生きる
ために！知識・スキルというIQ的能力、コンピテンシー
（思考特性・行動特性＝態度）というEQ能力で構成され

るエンプロイアビリティを身につけよう！

はじめのコーチング

すべてはこの本から始まった！ コーチングの
基礎から、いかに現場にフィットさせるかま
で、即戦力となるコーチング技術を満載。
コーチングの手法を世界で初めてビジネスに
応用したジョン・ウィットモア本人による、
ビジネスコーチングの原典。

人にはなぜ教育が必要なのか

｢教育｣とは何か ｢しつけ｣とは何か ２人の論
客が日本に問う名著。かつて「国民のための
戦争と平和の法」で話題になった二人の論客
が、 再び「このままではこの国は滅びてしま
う」との問題意識で問う。今の日本の低迷は
政治、経済のみならず少年犯罪に至るまで、
戦後教育に根本問題があることに気付く。

「母親する」ということ
―いじめ・不登校に悩む母さんたちへ

いじめ、不登校から子どもを救う手だてはあ
るのか。母さんができる事、やるべき事は何
か。教育相談歴27年の著者が、1000を超す相
談事例をもとに提案。「母親になる」から
「母親する」への意識づくりを説く。

親でなければできない教育 〈続〉

学校教育だけが教育ではありません。一個の
人間として育つうえで必要な、これだけは親
がしなければならない家庭での教育。愛と知
恵に満ちたしつけの根本を紹介。自己価値観
を育てる,親の姿勢が定まらない、洗い直した
い金銭教育、親は子に何をしてやったらいい
か、など。

アサーショントレーニング―さわやかな「自己
表現」のために

日常生活や仕事において、一番必要とされる能力 - コ
ミュニケーションスキル。しかし、コミュニケーション
スキルにコンプレックスを持っている人、特に相手をい
たわり、自分の言いたいことをうまく主張できない自分
の主張を通しすぎて、相手を傷つけてしまうという人。
自分では気がつかないかもしれないが、このような人は
多いのではないだろうか。そのような人にお勧めするの
が「アサーション・トレーニング」である。

アリンゴと日本のママ―アフリカでよみがえった日
本のぞうり (APIC国際協力マンガシリーズ)

アリンゴ少年の住むケニアの村に、一人の日
本人女性がやってきた。彼女はODAの保健・衛
生改善プロジェクトで派遣された専門家。ア
リンゴの目を通して、日本のODAの活動をわか
りやすく解説。国際協力まめ知識も収録す
る。

危険回避・被害防止トレーニング・テキスト―読ん
で考え、歩いて学ぶ生活安全教本 (10代の生き
方ヒント (1))

危険回避・被害防止の正確な知恵を生徒に与
え、さらにケーススタディーによって生徒自
身に考えさせ、コミュニケーション能力、分
析力、行動力を向上させ、安全で安心できる
生活を送るための生きる力を育む教則本。

箱庭療法
―基礎的研究と実践

広く心理臨床の仕事に携わっているセラピス
トの人たちに目を通していただきたい一冊で
す。

箱庭療法研究　1

箱庭療法はわが国に導入されてすでに十数年
を経た現在、その適応範囲は拡大し、かつそ
の解釈と理解も深化してきている。ここに本
療法による第一線の治療実践例を選出し、今
得られる最良のコメンターをそろえて、本療
法の研究第1巻を世に贈ることとなった。



箱庭療法研究　3

セシル・バーニー氏の特別事例を筆頭に、カ
ルフ女史のコメントを含め豪華なメンバーで
構成されている。なお、バーニーの事例「分
裂病性反応を経過した女性」を編者の河合が
バーニーの急死により代筆しているのが強く
印象づけられる。

うたいつづけて
―高知県こども詩集やまもも30年

高知県こども詩集「やまもも」発刊30周年を
記念して、子どもたちが生きてきた時代がよ
く表れている作品、家族との絆の温かさや、
小さないのちにも心を通わせるやさしさにあ
ふれる作品など81編を掲載した選詩集。

生きる力と心の教育

生きる力を養い育てる基盤になるのは“心の
教育”である。本書では道徳教育の中で生き
る力をどのように育んでいくことができるの
か具体的な実践例を中心としてそのための効
果的手法についても触れながら考えていく。

食農教育 【2002年7月号】

「食べる」の向こうに見えるもの
ヘビ・カエルそしてクマまでも地域のものみ
んな食べちゃおう
身近な自然はワンダーランド2
いも虫毛皮のファッションショー

ニューワイド学研の図鑑
花

花屋さんや花壇でよく見られる園芸植物の
花、花木、ハーブ、作物など７００種以上を
写真で紹介しています。また、花に関する話
題やコラムも盛りだくさんです。栽培方法も
詳しく解説してありますので、ガーデニング
にも役立ちます。

中学校選択に関する調査　[2007年]

小学６年生とその保護者の中学校選択に関す
る意識と行動を調査テーマにし、郵送法によ
る自記式質問紙調査による調査方法で、2007
年12月に調査したものの調査報告書。
調査対象は全国の公立小学校に通う６年生と
その保護者。

第１回子ども生活実態基本調査報告書
 [2004年]

小学４年生から高校２年生までを対象に、毎
日の生活の様子、親や友だちとの関係、学習
行動などについてアンケート調査を実施し、
子どもたちの生活全般の意識や実態を分析し
ています。８学年を通してほぼ同じ内容で質
問をしており、学年による違いや成長の過程
を知ることができるのも大きな特徴です。

都立高校生の生活・行動・意識に関する調査
報告書 [2007年]

東京大学教育学部との共同研究。同大学が都
立普通科高校２年生を対象に実施した調査の
２次分析を行った。 同大学の学生、大学院
生、スタッフとベネッセ教育研究開発セン
ターのスタッフの論文を収録。 多様な角度か
ら都立高校生の実態を明らかにするととも
に、教育実践や都立高校改革の影響について
検討する。

透徹した人道主義者　岡崎精郎

短い人生を突っ走った岡崎精郎の生きざま
は、雑誌『生命』で述べた「人道こそ吾等の
宝。吾等人間性の原理。吾等の価値の標準は
人道にある」の言葉に貫かれていると言え
る。

小中一貫教育のマネジメント
呉市の教育改革

全国に先駆けた一貫教育10年間の集大成。小中一貫教育
の全てを網羅した決定版の登場です！全国に先駆けて一
貫教育に取り組んだ呉市の教育改革の軌跡がこの1冊
に！一貫教育でポイントとなるのが小中の校舎の配置。
本書では、小学校と中学校が同じ敷地内にある「一体
型」と、離れた場所にある「分離型」それぞれの特徴を
踏まえ、一貫教育のポイントを、事例をもとに解説して

います。
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JustSystems-ジャストシステム　http://www.justsystems.com/jp/
風土社　http://www.fudosha.com/

教育出版　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
誠信書房　http://www.seishinshobo.co.jp/

一光社　http://www.ikkou-sha.co.jp
金子書房　http://www.kanekoshobo.co.jp/np/

ぎょうせいオンライン　http://shop.gyosei.jp/index.php
明石書店　http://www.akashi.co.jp/

TRC株式会社図書館流通センタ-「MARC」データーベース　http://www.trc.co.jp/solution/marc.html
「BOOK」データーベース　http://www.nichigai.co.jp/index.html


