
館林市教育研究所　貸出図書一覧

著書名 著者

1 やさしく学ぶｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ26のﾚｯｽﾝ 長尾博

2 学校教育相談ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事典 高野清純　國分康孝

3 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事典 國分康孝

4 行動集団ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 中澤次郎

5 学校教師のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ基本訓練 上地安昭

6 教師のためのｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞゼミナール 菅野純

7 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを生かした授業づくり 松原達哉

8 学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 國分康孝　米山正信

9 学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 國分康孝　米山正信

10 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰがすすめる112冊の本 滝口俊子　田中慶江

11 認定ｶｳﾝｾﾗｰの資格と仕事 日本カウンセリング学会

12 学校・学級不適応に対応するｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 松原達哉

13 学級担任のためのｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ入門 國分康孝

14 好ましい人間関係を育てるｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 手塚郁恵

15 子どものためのｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 中西信男　古市裕一　佐方哲彦　三川俊樹

16 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞのすすめ方 上野矗

17 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを生かした授業づくり学ぶ 水島恵一

18 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの学び方 岸田博　中村喜久子　楡木光生

19 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ心の視点 横湯園子　高垣忠一郎

20 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞと人間性 河合隼雄

21 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ辞典 國分康孝

22 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞその基礎と技法、実際 日本進路指導学会

23 ﾏｲｸﾛｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ技法 福原眞知子

24 ｸﾞﾘｰﾌｶｳﾝｾﾛﾝｸﾞ 鳴澤實

25 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事典 小林司編

26 子どもと遊び 伊藤隆二　坂野登

27 こどもの性格と社会性 伊藤隆二　坂野登

28 小学一年生の心理　幼児から児童へ 高木和子

29 家庭心理学入門2　親子の危機 郷古英男

30 対人関係の心理 中村陽吉

31 気づきへのｻﾎﾟｰﾄ 心理相談員会

32 勇気づけの心理学 岩井俊憲

33 うつ病　私の出会った患者さん 樋口輝彦

34 夢分析初歩 東山紘久

35 色彩心理の世界 末永蒼生

36 ﾕﾝｸﾞ心理学辞典 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｻﾐｭｴﾙｽﾞ

37 心理学からのﾒｯｾｰｼﾞ 白井利明　進藤聡彦　真鍋守栄　立木徹

38 生きる心理療法と教育 皆藤章

39 幸せ成功力を日増しに高めるEQﾉｰﾄ 野口嘉則

40 心理から教育へ 三宅俊治　谷口俊治　

41 心理教育 岡林春雄



42 教授のための学習心理学 R.M.．ｶﾞﾆｴ

43 学習と指導の心理学 塩田芳久

44 学校相談心理学 神保信一　中西信男　宮本佳郎　橋口英俊

45 学校心理学 石隈利紀

46 教育心理学 祐宗省三

47 子どもの心に出会うとき　心理療法の背景と技法 村瀬嘉代子

48 乳幼児心理学 若井邦夫　高橋道子　高橋義信　城谷ゆかり

49 理科学習の心理学 ｼｮｰﾝ,M.ｸﾞﾘﾝ他

50 音楽心理学の研究 梅本堯夫

51 おもちゃと遊具の心理学 三輪弘道　後藤宗理　堀真一郎　大塚さつき

52 心理学を愉しむ 宮原英種　宮原和子

53 心理テスト法入門 伊藤隆二　松原達哉

54 児童心理学事典 上武正二　辰野千寿　石田恒好　高野清純

55 児童集団心理学 田中熊次郎

56 発達心理学辞典 岡本夏木ほか

57 動機付けの発達心理学 速水敏彦　橘良治　西田保　宇多光　丹羽洋子

58 人間の学習と発達 堂野恵子

59 行動療法の理論と技術 内山喜久雄　河野良和　茨木俊夫　氏森英亜

60 認知行動療法 坂野雄二

61 ｱﾄﾞﾗｰ心理学ﾄｰｷﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 野田俊作

62 続ｱﾄﾞﾗｰ心理学ﾄｰｷﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 野田俊作

63 ｿｰｼｬﾙｽｷﾙ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 渡辺弥生

64 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの思想と実際 加藤博史

65 社会的ｽｷﾙの心理学 菊池章夫　堀毛一也

66 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ心理学 藤本忠明　栗田喜勝　瀬島美保子　橋本尚子　東正訓

67 意識の場理論と心理臨床 氏原寛

68 教室でいかす学級臨床心理学 村松茂治

69 ﾍﾞｰｼｯｸ現代心理学　臨床心理学 坂野雄二　菅野純　佐藤正二　佐藤容子

70 達成動機の心理学的考察 堀野緑

71 心理ｱｾｽﾒﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄの書き方 E.Oﾘﾋﾃﾝﾊﾞｰｶﾞｰ他

72 精研式　文章完成法ﾃｽﾄ解説　小中学生用 佐野勝男　槇田仁　坂村裕美

73 精研式　文章完成法ﾃｽﾄ解説　小中学生用 佐野勝男　槇田仁　坂村裕美

74 精研式　文章完成法ﾃｽﾄ事例集　中学生用 佐野勝男　槇田仁　

75 精研式　文章完成法ﾃｽﾄ事例集　小学生用 佐野勝男　槇田仁　

76 DAMｸﾞｯﾄﾞｲﾅﾌ人物画知能検査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 小林重雄

77 ﾏｯｶｰｼｰ認知能力診断検査手引 小田信夫　茂木茂八　池川三郎　杉村健

78 実際的・個別的智能測定法 鈴木治太郎

79 臨床過程と発達1 ﾌﾚｯﾄﾞ・ﾊﾟｲﾝ

80 臨床過程と発達2 ﾌﾚｯﾄﾞ・ﾊﾟｲﾝ

81 WISK-Ⅳの臨床的利用と解釈 ｱｳﾚﾘｵ・ﾌﾟﾘﾌｨﾃﾗ

82 ｹｰｽﾜｰｸの臨床技法 尾崎新



83 学齢期の臨床心理学 伊藤隆二　橋口英俊　春日喬

84 ｺﾗｰｼﾞｭ療法入門 山入杉森　中江浦谷　康京寛　裕茂子之

85 REBT入門　理性感情行動療法への招待 ｱﾙﾊﾞｰﾄ・ｴﾘｽ

86 対人関係ｹﾞｰﾑによる仲間づくり 田上不二夫

87 対人関係ｹﾞｰﾑによる仲間づくり 田上不二夫

88 解決志向ﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰ 森俊夫　黒沢幸子

89 ﾌﾞﾘｰﾌｻｲｺｾﾗﾋﾟｰⅡ 日本ﾌﾞﾘｰﾌｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ研究会

90 先生のためのやさしいﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰ 森俊夫

91 教師のためのﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰ 若島孔文　生田倫子　吉田克彦

92 ﾀｲﾑﾏｼﾝ　ﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰ心理療法 黒沢幸子

93 ﾅﾗﾘｭｳﾞ・ｾﾗﾋﾟｰの登竜門 若島孔文　生田倫子

94 新しい交流分析の実際 杉田峰康

95 改訂版ｱｻｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 平木典子

96 ｿｼｵﾒﾄﾘｰ入門 田中熊次郎

97 心理検査TATかかわり分析 山本和郎

98 ｻｲｺｼﾝｾｼｽ叢書1　意思のはたらき R・ｱｻｼﾞｮｰﾘ

99 ｵﾃﾞｯｾｳｽの鎖　適応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとしての感情 R.H.ﾌﾗﾝｸ

100 構成的ｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝｶｳﾝﾀｰ 國分康孝　

101 構成的ｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝｶｳﾝﾀｰ事典 國分康孝　國分久子

102 ｴﾝｶｳﾝﾀｰコンなときこうする！小学校編 諸富祥彦

103 ｴﾝｶｳﾝﾀｰコンなときこうする！中学校編 諸富祥彦

104 ｴﾝｶｳﾝﾀｰで学級が変わる小学校編 國分康孝

105 ｴﾝｶｳﾝﾀｰで学級が変わる中学校編 國分康孝

106 ｴﾝｶｳﾝﾀｰで学級が変わる2小学校編 國分康孝

107 ｴﾝｶｳﾝﾀｰで学級が変わる2中学校編 國分康孝

108 ｴﾝｶｳﾝﾀｰで学級が変わる3小学校編 國分康孝

109 ﾁｰﾑ援助入門　学校心理学実践編 石隈利紀　田村節子

110 ﾜｰｸｼｰﾄによる教室復帰ｴｸｻｻｲｽﾞ 川村茂雄

111 ｿｰｼｬﾙｽｷﾙ教育で子どもが変わる　小学校 國分康孝

112 ｲﾗｽﾄ版子どものｿｰｼｬﾙｽｷﾙ 相川充　猪刈恵美子

113 造形ﾘﾄﾐｯｸ　たのしい絵かき歌　応用編 玉野良雄　玉野明子

114 造形ﾘﾄﾐｯｸ　つくってあそぼう紙こうさく 玉野良雄　

115 ｿｼｵﾒﾄﾘｰ入門 河井芳文

116 ﾋﾟｱ・ｻﾎﾟｰﾄではじめる学校づくり小学校編 滝　充

117 学級崩壊　予防回復ﾏﾆｭｱﾙ 川村茂雄

118 人物描画法 日比裕泰

119 子どものｱｰﾄｾﾗﾋﾟｰ 森谷寛之

120 子どもの絵からのﾒｯｾｰｼﾞ 小村ﾁｴ子

121 箱庭療法入門 河合隼雄

122 箱庭療法の展開 岡田康伸

123 遊戯療法と子どものこころの世界 安島智子



124 遊戯療法　子どもの成長と発達の支援 深谷和子

125 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞは何か実践編 池田久剛

126 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとは何か理論編 池田久剛

127 WISCⅢｱｾｽﾒﾝﾄ事例集　理論と実際 藤田和弘

128 新しいカウンセリングの技法 諸富祥彦

129 不登校の心理 永井撤

130 保健室からの登校 國分康孝　門田美恵子

131 教師がとりくむ不登校 菅佐和子

132 事例にまなぶ不登校 菅佐和子

133 登校拒否は病気じゃない 奥地圭子

134 不登校、その知られざる現実と正体 瀬尾大

135 不登校、その知られざる現実と正体 瀬尾大

136 登校拒否児の治療と教育 星野仁彦　熊代永

137 私たちも不登校だった 江川紹子

138 不登校の解法　家族のｼｽﾃﾑとは何か 団士郎

139 親子療法引きこもりを救う 北西憲二

140 ひきこもる心理とじこもる心理 高塚雄介

141 児童虐待　家族臨床の現場から 日本家族心理学会

142 子どもの虐待 西澤　哲一

143 児童虐待へのﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰ 宮田敬一

144 親子関係と情緒 昌子武司

145 母子関係の理論Ⅱ ｼﾞｮﾝ・ﾎﾞｳﾙﾋﾞィ

146 親と子のきずな 松沢　清

147 親と子のきずな 松沢　清

148 お母さんのｶﾞﾐｶﾞﾐが子どもをﾀﾞﾒにする 山崎房一

149 ちゃんと自分でできる子に 田中喜美子

150 中学生のやる気は親しだい！ 谷あゆみ

151 子どもが育つ魔法の言葉 ﾄﾞﾛｼｰ・ﾛｰ・ﾉﾙﾄ

152 家族力×相談力 団士郎

153 いじめから学ぶ望ましい　人間関係の育成 江川玟成

154 いじめ　のりこえるにはどうするか 詫摩武俊

155 いじめと不登校 河合隼雄

156 いじめの世界の子どもたち　教室の深淵 深谷和子

157 新訂版いじめ　教室の病い 森田洋司　清永賢二

158 教育ﾌｫｰﾗﾑ1教育にとって「いじめ」とは何か 坂本昇一

159 教育ﾌｫｰﾗﾑ2「いじめ」に学校はどう取り組むか 坂本昇一

160 教育にとって「いじめ」と教師の意識変革の課題 坂本昇一

161 教育ﾌｫｰﾗﾑ4「いじめ」指導のﾃｷｽﾄ教材の開発 坂本昇一

162 囲い込まれた子ども達　現代の教育と子どものいじめ 河井芳文

163 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

164 教師力ｱｯﾌﾟのためのｺｰﾁﾝｸﾞ入門 河北隆子



165 教育相談による理解と対応 福島脩美

166 生徒指導のあり方 坂本昇一　比留間一成

167 山の学校からのﾒｯｾｰｼﾞ 窪井新次郎

168 山の学校からのﾒｯｾｰｼﾞ 窪井新次郎

169 討論で学習を深めるには ｼﾞｪﾛｰﾑ・ﾚｲﾎﾞｰ他

170 放課後に見つけた答え 秋山仁

171 改定新版　実践的研究のすすめ方 群馬県教育研究所連盟

172 改定新版　実践的研究のすすめ方 群馬県教育研究所連盟

173 生徒指導が機能する教科・体験・総合的学習 坂本昇一　

174 性格情緒についての相談 茨木俊夫

175 学力から人間力へ 市川伸一

176 困った親への対応こんなときどうする？ 嶋崎政男

177 遊びの原理に立つ教育 森楙　

178 幼児の発達理解と援助 柴崎正行

179 間違いだらけの幼児教育 原田硯三　原田昭子

180 体験型の子育てﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ15 亀口憲治

181 のび太・ｼﾞｬｲｱﾝ症候群 司馬理恵子

182 ADHDこれで子どもが変わる 司馬理恵子

183 ADHD子どもが輝く親と教師の接し方 司馬理恵子

184 認知言語促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 津田望

185 障害児の病理 田巻義孝

186 認知発達治療の実践ﾏﾆｭｱﾙ 太田昌孝　永井洋子

187 認知発達治療の実践ﾏﾆｭｱﾙ 太田昌孝　永井洋子

188 自閉症治療の到達点 太田昌孝　永井洋子

189 自閉症の実践教育 玉井収介

190 自閉症児の治療と教育 石井哲夫

191 自閉症児の心を育てる 石井哲夫

192 星降る夜は肩ぐるま 遠藤康弘

193 落ち着きのない子どもたち多動症候群への理解と対応 石崎朝世

194 わかってほしい！気になる子 田中康雄

195 教師とｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰのための　やさしい精神医学1 森　俊夫

196 教師とｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰのための　やさしい精神医学2 森　俊夫

197 ｷﾚやすい子の理解と対応 本田恵子

198 怒りをｺﾝﾄﾛｰﾙできない子の理解と援助 大河原美以

199 教室で行う特別支援教育 國分康孝　國分久子

200 言葉の遅れた子供の指導法の実態 加藤安雄

201 今どきしょうがい児の母親物語 ぽれぽれくらぶ

202 教育障害の治療と指導 内山喜久雄　

203 習癖 坪内宏介　小林正幸

204 自閉児の保育 東京障害児保育研究会

205 感情の発達と障害 高野清純



206 新版　学習障害 川村秀忠

207 学習障害児の相談室 上野一彦

208 ﾊﾟﾆｯｸ障害 渡辺登

209 AD/HDのすべてがわかる本 市川宏伸

210 ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群と高機能自閉症の理解とｻﾎﾟｰﾄ 杉山登志郎

211 軽度発達障害の心理ｱｾｽﾒﾝﾄ 上野一彦

212 LD児ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 太田信子

213 LDの教育と医学　学習課題と教育方法 上野一彦

214 LDとは　症状原因診断理解のために 上野一彦

215 LD及びその周辺の子どもたち 尾崎洋一郎

216 ADHD及びその周辺の子どもたち 尾崎洋一郎

217 高機能自閉症ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ及び園周辺の子どもたち 尾崎洋一郎

218 発達障害のﾍﾟｱﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実践ﾏﾆｭｱﾙ 北道子

219 教室でできる特別支援教育のｱｲﾃﾞｱ172小学校編 月森久江

220 教室でできる特別支援教育のｱｲﾃﾞｱ中学校編 月森久江

221 こんなときどうする？発達障害のある子への支援1 諏訪利明

222 こんなときどうする？発達障害のある子への支援2 安部陽子

223 こんなときどうする？発達障害のある子への支援3 中山清司

224 1ふしぎだね自閉症のおともだち 諏訪利明

225 2ふしぎだねｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群のおともだち 安部陽子

226 3ふしぎだねLDのおともだち 神奈川LD協会

227 4ふしぎだねADHDのおともだち えじそんくらぶ

228 発達障害ってなんだろう？ 日原信彦

229 気づいて育てる発達障害の完全ｶﾞｲﾄﾞ総合版 黒澤礼子

230 児童心理2013年度版～

231 特別支援教育研究2013年度版～


