
www.gaigo.co.jp 1 日本外語協会 Tel: 03-5646-5324 

在庫限りのDVDタイトル案内 
株式会社 日本外語協会  Tel: 03-5646-5324  info@gaigo.co.jp 

DVD情報 14 心理学関連（詳細はwww.gaigo.co.jpに掲載） 
☺ 在庫限りのタイトルです。完売となりますと絶版・販売終了となりますので、各タイトル、各巻分売ではなく一括セッ
トでのご購入をお勧めします。 

☺ ご注文時点で既に在庫切れとなっている可能性があります。予めご了承ください。ご注文はお早めに！ 
☺ ご注文の際は、直接、弊社に電話・メール・FAX(03-5646-5325)等でご連絡下さい。 
 

【社会心理学】 
A. 大学生のための応用心理学 
APPLIED PSYCHOLOGY 5-PART SERIES 
 規   格： DVD(英語音声/英語字幕ON-OFF可) 全5巻 
 制   作： FFH 2001年 
 本体価格： 150,000円 分売各巻 33,000円 
 注文番号： GLE-044 
応用心理学の目的は、なにか? 犯罪捜査、

子育て、ストレス・マネジメント、摂食障害を事
例として考える。また、心理学を学ぶ上で避け
て通れない倫理上の問題にも焦点を当てる。
各巻は３部構成で講義向き。自習にも利用
可能。各巻28～30分 
第１巻 目撃証言の信憑性: 心理学で検証すると(29分) 
Eyewitness Testimony: Psychological Aspects 
犯罪捜査において目撃者の証言は重要な証拠となり得る。しかし、目撃
者の記憶は必ずしも正確ではないことも応用心理学が明らかにしてきた。 
第２巻 幼児デイケア: 成長への心理的影響(28分) 
Day Care: Psychological Impacts on Child Development 
女性の社会進出と共働きで、保育施設に預けられる幼児が増えている。
幼児期の大半を親でなく保育者や同じ年頃の子供たちと過ごす環境は、
子供の感情、知覚、社会性の発達にどんな影響を与えるだろう。 
第３巻 ストレス・マネジメント: 心理療法(28分) 
Stress Management: Psychological Counseling 
病理学的ストレスと心理学でいうストレスとは異なるのだろうか? 代表的な
ストレス克服法を紹介し、その業界への批判も取り上げる。 
第４巻 摂食障害: 心と体と社会の密接な関係(28分) 
Eating Disorders: Mind, Body, and Society 
拒食症、過食症などの摂食障害は死に至る可能性も高い病だ。その原
因となりうる生化学的要因、スリム体型を美化する社会風潮、患者の家
族関係などを取り上げ、治療法も紹介する。 
第５巻 服従と同調の心理学と倫理的問題(30分) 
Obedience and Ethics: Benefits and Costs of Psychological 
Conformity Studies 
スタンリー・ミルグラムの服従実験のように、実験は被験者に感情的な不
快感を残す危険性がある。また、社会倫理を逸脱する可能性も潜んでい
る。実験手法への倫理的規制の長所と短所を考える。 
 

【臨床心理学】 
B. 事例で学ぶ「心理学の理論と手法」(全６巻) 
UNDERSTANDING PSYCHOLOGY 
 規   格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能付版) 全6巻 
 制   作： FFH 2001～2008年 
 本体価格： 30,000円(第6巻のみ販売・全6巻セットは販売終了) 
 注文番号： GLE-047 
心理学を学ぶ学生にとってやや抽象的・理論

的・方法論的主題を、学生の日常の出来事を
題材として、わかりやすく解説する。第1巻と第6
巻に付属資料あり。各巻28～41分。各巻3～
5部構成で使いやすい。 
第１巻 心理学研究入門（販売終了） 
Psychology Research in Context 
主要な理論を入門的に紹介し、様々な状況下で心理学をどのように適
用するかを学ぶ。ピアジェの保存概念の実験と観察、それに対するドナルド
スンとマクガリグルによる反論、研究結果の解釈の方法なども取り上げる。
５部構成28分。2008年作品。付属資料あり。 
第２巻 心理学と脳（販売終了） 
Perspectives on Psychology 
行動に影響を与える心理的要素を理解することは、人のセルフ・コントロー
ルに役立つ。この巻では心理学を脳の機能と関連して理解を深める。脳
の構造、化学的性質、遺伝子の影響、精神分析理論の主要な概念な
どを考察する。3部構成41分。2001年作品。 
第３巻 こころの変調（販売終了） 
Mental Disorder 
医学上「異常である」ことの定義は何だろう?二人の若い女性(各々、欝と
不安障害を抱えている)の例を用いて、該当すると思われる3つの判断をし
めす。また、構造主義による心の病への解釈も紹介する。３部構成30分。
2003年作品。 
第４巻 実験的手法（販売終了） 
Experimental Research Methods in Psychology 
周囲の環境は実験結果に影響を与えるだろうか？ 被験者によっては左
右されるかもしれない、実験場所の快適さ、居心地の悪さなどの影響を、
学生の協力を得て測定・比較する。３部構成28分。2004年作品。 
第５巻 非実験的手法（販売終了） 
Non-experimental Research Methods in Psychology 
心理学研究において用いられる手法のなかには実験によらないものもある。ア
ンケート、面談と自然観察手法といったものである。学生たちの携帯電話使
用の影響を検証する事例をもとに、こういった手法の各々の短所・長所、倫
理的配慮からの懸念などにも触れる。３部構成34分。2006年作品。 
第６巻 古典的研究 
Classic Studies in Psychology 
心理学史のなかで重要な5つの研究を解説する。 

1961年のバンデューラの人形実験 
1963年のミルグラムの服従実験 
1971年のエインズワースの愛着行動実験 
1973年のジンバルドの監獄実験 
1974年のロフタスによる目撃証言実験 

当時の映像と最新技術による再現映像で、学生の理解を促進する。 
５部構成38分。2007年作品。付属資料あり。 
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C. カール・ロジャーズ選集: カウンセリングの世界 ベスト・セレクション 
CARL ROGERS 
 規   格： DVD(英語音声版) 全11巻(全11時間) 
 制   作： 1972～2003年作品 米国インサイトメディア社配給 
 本体価格： 327,000円 各巻分売可 
 注文番号： GLE-043 
傑出した心理療法家が残した来談者中心療法の記録の数々と「人間

中心アプローチ」への軌跡。臨床心理学・カウンセリング分野必須の全5
点。 
第３巻: 教育を論じる 
Carl Rogers on Education 
DVD / 1972 / 60 min / 本体価格 66,000円 
Featuring the ideas of Carl Rogers, this program discusses 
the student's role in formulating a curriculum, explores 
circumstances that make learning meaningful, offers 
activities to facilitate learning, and profiles students who 
foster and encourage the learning process. 
第４巻: 共感性と発達障害 
Carl Rogers on Empathy 
2 DVDs / 1974 / 50 min total / 本体価格 69,000円 
In this set, Carl Rogers defines empathy, traces the 
development of his work on the topic, and discusses the 
relationship of empathy to personal growth, learning, and 
self-identity. 
第６巻: 人間中心アプローチ 
Carl Rogers and the Person-Centered Approach 
DVD / 2003 / 65 min / 本体価格 57,000円 
This video provides an overview of Carl Rogers's life and 
work and traces the application of the person-centered 
approach to counseling, psychotherapy, education, group 
work, and human relationships. 
第７巻: ロジャーズを囲んで 
Conversations with Carl Rogers 
2 DVDs / 1984 / 180 min total / 本体価格 60,000円 
In this program, Carl Rogers discusses the person-centered 
approach with Maureen O'Hara, Maria Bowen, Bob Lee, and 
Michael Reed. The program explores the beginnings of 
psychotherapy, influences on Rogers's work, and the 
person-centered approach in education. 
第９巻: フィードバックから学ぶ 
The Inner World of Counseling with Carl Rogers 
DVD / 1980 / 80 min / 本体価格 75,000円 
This program shows Carl Rogers working with a client in a 
one-on-one counseling session using his client-centered 
approach. Rogers explains how he conceptualized his work 
as a therapist and what he thought was beneficial for the 
client. The client then discusses her feelings about the 
counseling session. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. アルカイダ・コード 洗脳される若者たち 
THE AL QAEDA CODE: 
Internet Video and The Radicalization of Muslim Youth 
 規   格： DVD(英語音声/英語字幕ON-OFF可)  

 全1巻(42分)  
 制   作： 独仏カナダCBCオンエア/カナダNOMADフィルム2008年 
 本体価格： 38,000円 
 注文番号： GLN-002-1 
インターネットはテロリスト組織にとっても重要な情報宣伝活動ツールだ。2006年

6月カナダで発覚した議事堂爆破未遂事件の容疑者17人はカナダの自宅を離れ
ることなく、インターネット経由でアルカイダからジハード(聖戦)を讃える教育・洗脳を
受け、テロリストに育ったイスラム系の若者たちだった。 
移民の第2世代、社会のマイノリティーとして不満を抱えて生きるイスラム系若者

をターゲットにアルカイダが展開するオンラインビデオによるテロリスト組織への勧誘手
法の実態、その対象となる若者たちの内面、そして、カナダ、アメリカ両政府のテロ阻
止対策を検証する。英文ビュワーズガイド付。 

Jihadi video producer Omar Bakri and jihadi media distributor 
Mohammed al-Massari are featured, as well as media warfare and 
counterterrorism specialists at the U.S. Military Academy and 
others committed to the fight against the online radicalization of 
Muslim youth. (42 minutes) 

 
 

【心理学全般】 
E. 世界初公開ユング・インタビュー: 1957年チューリヒ 
Great minds of the 20th century: Dr. Curl Jung 
 規   格： DVD(英語音声版) 全1巻(約３時間) 
 制   作： 2006年 
 本体価格： 74,000円 
 注文番号： GLE-045-1 
リチャード・エヴァンズ米ヒューストン大学心理学教

授監修。ユング・インタビューの総集編ともいえる3時
間の充実。エヴァンズ教授自身による3日間の面談を
収録。 

PCのDVDドライブによる動画再生では、ROM機
能を利用して、インタビュー採録スクリプトなどさまざま
なリソースにアクセスできます。 

 
 

◆ お問い合わせ・ご注文は 株式会社日本外語協会 Phone: 03-5646-5324  Fax: 03-5646-5325 
〒135-0021 東京都江東区白河4丁目9番16-1503号 http://www.gaigo.co.jp  e-mail: info@gaigo.co.jp 
☺ 弊社ではお客さまとのコミュニケーションを大切にし、お客様のご要望にお応えすることをモットーに営業活動を行っております。 
☺ ご注文の際は、お客様(ご選定の先生または事務ご担当者様)から、直接、弊社にメール・FAX(03-5646-5325)等でご連絡下さい。 
☺ 納期・納品先・必要書類(種類・お宛名・通数等)の確認をご連絡の上、納品書類とともに商品を直接お届けいたします。 
☺ もちろん、商品をお納めしてからの後払いで結構です。送料も弊社で負担させて頂きます。 (掲載の内容は2017年5月現在です) 
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