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内容目次

◦相対立するものとして扱われてきた「感情」と「思考」の二つの心の領域は，近年の研究
知見の積み重ねにより，密接に関連（融接）してヒトを支えるものと考えられるようになった．
本書ではこの視点に立って，心理学・哲学・認知科学・統計学・神経科学・情報科学・経済学・
経営学・工学など多岐の分野にわたるキーワードをとりあげた．

◦「感情と思考」について，基礎から応用，実践場面まで多様な関心に応えられるように項目
を企画・配置し，各項目を見開き２ページ（もしくは４ページ）中項目形式で構成した． 

◦感情や思考に関心をもつ研究者や学生にとっては今後の研究の指針となり，実践家にとって
は自他の心を見直し，さらに新たな心の世界への導きをもたらすものになると期待する．

１部　感　　情

２部　思考と意思決定
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 3-3-4. 妄想 杉浦義典
 3-3-5. 強迫思考 杉浦義典
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 3-4-1. 説得コミュニケーション 今井芳昭
 3-4-2. 態度変容 深田博己
 3-4-3. 精緻化見込みモデル 藤原武弘
 3-4-4. 認知的不協和理論 藤原武弘
 3-4-5. 説得技法 今井芳昭
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 3-6-2. アフォーダンスと生態学的測定
 古山宣洋
 3-6-3.「わざ」の習得 生田久美子
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 4-2-4. 喜び 上野行良
 4-2-5. ユーモア 上野行良
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4-4 ストレス管理 小杉正太郎 編
 4-4-1. 医学的ストレス研究と心理学的ストレ
　　 ス研究 島津明人
 4-4-2. ストレスマネジメント 島津明人
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 4-5-2. 行動ロボットとＡＩ 柴田正良
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5-1 思考訓練　 
 5-1-1. メタ認知 三宮真智子
 5-1-2. 批判的思考 楠見　孝
 5-1-3. 議論とロジカルシンキング 福澤一吉
 5-1-4. 認知カウンセリング 市川伸一
 5-1-5. ＡＨＰ 松原　望
 5-1-6. 目的－手段分析 原田悦子
 5-1-7. 弁証法的思考 鷲田小彌太

5-2 発想訓練 
 5-2-1. 発想の過程 小橋康章
 5-2-2. ＫＪ法 小橋康章
 5-2-3. レパートリー・グリッド法 小橋康章
 5-2-4. 連想思考 松村暢隆
 5-2-5. 拡散的思考と収束的思考 松村暢隆
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 5-5-2. 社会的葛藤 大渕憲一
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