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概要
最近、ギスギス、ガツガツしていませんか？人と人をつなぐ道具があります。交流分析の元祖、エリッ
ク・バーンのTA入門書。たっ

【試し読み無料】※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適していま
す。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が
使用できません。 最近、ギスギス、ガツガツしていませんか？人と人をつなぐ道具があります。交流分
析の元祖、エリック・バーンのTA入門書。たった一つの情報が、あなたの人生を変えるかもしれませ
ん。この本にはそんな情報が満載です。
[mixi]ＴＡ心理学/エゴグラム 出版されました！！！ 日本における国際TA協会の第一人者の一

人であられる先生のご本の出版です。 【ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 ～エリック・
バーンのTA～】 西日本出版社 エリッツクバーンのTAにふれる.
2012年5月7日 . と序文にあるように、ＴＡ（transactionalanalysis)という心理学を実生活に活用する
ために、ＴＡの普及活動の為に、書かれた書物である。ＴＡの哲学として①人は誰でもＯＫである。
→存在に優劣はない。②誰もが考える能力を持つ。→考える能力を十分に刺激し、コミュニケー
ションをとる方向に進める。③自分が自分の運命を決め、その決定を変更することができる。とある。
自我状態構造モデル（ＰＡＣ）両親・大人・子どもというものを各人が持っているとか、ストローク.「ギ
スギスした人間関係をまーるくする.
Trends, photos, videos, shopping, news, dictionary, related and similar topics of エリック・バーン
- Eric Berne. . 交流分析士を目指すならtaを解説. 002. OK牧場は心理学用語？！: I. エリック・
バーンの交流分析 ｜ . オムニ7 - セブンネットショッピ. エリックバーンの交流分析 - 東. 高額塾に入る
べきか？？ – 2年後. エリック・バーンの交流分析」を. ギスギスした人間関係をまーるく. 楽天ブック
ス: エリック・バーン. 心に突き刺さる苦しい . 教材の内容・仕様は変更する場合がございます。 【英
語・英会話教材】.
私達の人生の悩みは、自分の中にある「自我」が物事に意味づけすることによって生じ… ギスギス
した人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーン. ギスギスした人間関係をまーるくする… 小説・
実用書. ギスギスした人間関係をまーるくする… 安部朋子. ※この商品はタブレットなど大きいディ
スプレイを備えた端末で読むことに適していま… 無料立ち読み · 意思決定の心理学 脳とこころの
傾向と対策. 意思決定の心理学 脳とこころの傾向… 小説・実用書. 意思決定の心理学 脳とここ
ろの傾向… 阿部修士. 生きるとは意思.
安倍朋子 著 「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学」 · まったり～な日々 · これは
Transactional Analysis. 通称 TA と 呼ばれるものを詳しく書いた本。精神科医のエリック・バーン博
士が 創始したパーソナリティ理論。. #パーソナリティ理論 · #精神科医 · #エリック・バーン · #安倍朋
子 · #いいね歓迎. 2017年06月08日 11:52. 全部みる.
最近、ギスギス、ガツガツしていませんか？人と人をつなぐ道具があります。交流分析の元祖、エリッ
ク・バーンのTA入門書。たった一つの情報が、あなたの人生を変えるかもしれません。この本にはそん
な情報が満載です。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡
大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの
端末での表示をご確認ください。
[本･情報誌]『ギスギスした人間関係をまーるくする心理学』安部朋子のレンタル・通販・在庫検
索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサ
イトで、レンタルも購入もできます。出版社：西日本共同出版社.
【TSUTAYA オンラインショッピング】エリック・バーンのTA組織論 ギスギスした人間関係をまーるくす
る心理学 活用編/安部朋子 Tポイントが使える・貯まるTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画
やDVD・CD・ゲーム、アニメまで人気の付録・特典やおすすめの新作・予約受付、ランキング・発売
日情報まで盛りだくさん！
西日本出版社. 1040円(税別) 11pt. 立読; カゴに追加. ヌーヤルバーガーなんたることだ : 沖縄カル
チャーショック · 著：浦谷さおり · 西日本出版社. 1120円(税別) 12pt. 立読; カゴに追加. 私のお遍
路日記 : 歩いて回る四国88カ所 · 文：佐藤光代 絵：浦谷さおり · 西日本出版社. 1120円(税別)
12pt. 立読; カゴに追加. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA · 著：安
部朋子 · 西日本出版社. 1200円(税別) 12pt. 立読; カゴに追加. あわわのあはは : 徳島タウン誌
風雲録 · 著：住友達也 · 西日本出版社.
2017年8月20日 . 私もよくあてはまるので、ドキッとしました。 そこで今度は、ドライバーをゆるめる方
法を紹介したいと思います。 許可することばに置き換えるといいそうです。 「完全であれ」・・・今のあ
なたで十分いいよ。 「努力せよ」・・・できるところからやり始めよう。 「人を喜ばせよ」・・・自分を喜ば
せてもいいよ。 「強くあれ」・・・オープンであり自分の欲求を表現しよう。 （阿部朋子（2013）『ギスギ
スした人間関係をまーるくする心理学～エリック・バーンのＴＡ～』西日本出版社）. 先ほどの具体例
にあてはめると、置き換えた後.

2008年10月13日 . 日本風の交流分析ではなく、TAの生みの親、エリック・バーンの理論に基づいて
書かれた元祖TA本。 TAの理論・事例とワーク（実習）の３つに分かれていて、この1冊でTAの基礎
が理解できるようになって… - 引用：版元ドットコム.
プロフィール. 米国TA協会本部公認准教授メンバーとして、実際にＴＡを教えることの出来る協会
認定資格をもつ数少ない日本人講師の1人。 6年のアメリカ西海岸での商社勤務を経験後、人間
ひとり一人が持つ素晴らしい能力と無限に広がる可能性に感動。「人間性」 に興味を持ち、交流
分析士の資格取 得。専門学校教授、子育て教室から企業人トレーニングまで幅広く活躍中。 著
書に「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学〜エリックバーンのＴＡ」「ぎゅーっと抱きしめ子育て
法」がある。
2013年9月30日 . 一触即発～危ない美闘家(おんな)たち～ [VHS] プロレス(LLPW) ￥ -- 1人が
クリック. ニコニコ市場へ · 東方地霊殿 · 【WIN】東方地霊殿 〜 Subterranean Animism. サーパラ
ショップ Yahoo!店 ￥1,512 41人がクリック. ニコニコ市場へ · ロマン・ガリ · 終わらない悪夢 (ダーク・
ファンタジー・コレクション) ハーバート・ヴァン サール,Herbert Van Thal,金井 美子 ￥2,160 35人がク
リック. ニコニコ市場へ · 登録タグはありません · ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリッ
ク・バーンのTA 安部 朋子
内容紹介. 「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学」の待望の続編、ついに発売。今回は上
級者編として、本流であるエリック・バーンの理論をさらに詳しく解説。 難しいTA心理学を、安部朋
子国際TA協会教授が日常の様々なシチュエーションにあてはめてわかりやすく紹介しています。 巻
末には「TA心理学きほんのき」「TA実践家に役立つ概念」「4つのシステムシート」を収録。
2015年4月10日 . 因島高校は1月31日、1年生94人を対象にした社会人講演会を開催した。「産
業社会と人間」という授業の一環として、進路選択の意識を高めようと行った。講師は、同校を卒
業し地元の様々な分野で活躍する9人。 全体会の講演を行ったITMツーリストサービス（因島土生
町）の松浦真博社長は、自らの体験に基づき、仕事をする喜びと仕事の大切さを語り、強い感銘を
与えた。 分散会の地域コミュニケーション講座で講演した、本紙青木忠記者は、オリジナリティの大
切さを強調した。 分散会講.
国際TA協会教育分野教授安部朋子が書き下ろしたエリック・バーンのTA心理学、決定版。I'm
OK―You're OKをキープできるツールが満載! Co říkají ostatní - Napsat recenzi. Na obvyklých
místech jsme nenalezli žádné recenze. Další vydání - Zobrazit všechny · ギスギスした人間関係
をまーるくする心理学: エリック・バーンのTA · 安部朋子. Náhled není k&nbsp;dispozici. - 2008.
Bibliografické údaje. QR code for エリック・バーンのTA上級編. Titul, エリック・バーンのTA上級編
ギスギスした人間関係をまーるく.
The latest Tweets from 西日本出版社 (@jimotonohon). 大阪で「本籍地のある本」を出版して
います。. 大阪府吹田市.
27, 図書, がんばる人ほど老化する－ストレスをかわす技術－, 竹内薫著, 日本経済新聞出版社,
2011. 28, 図書, 玩物草子－スプーンから薪ストーブまで、心地良いデザインに囲まれた暮らし－（コ
ロナ・ブックス １３９）, 柏木博著 平地勲写真, 平凡社, 2008. 29, 図書, ギスギスした人間関係を
まーるくする心理学－エリック・バーンのＴＡ－, 安部朋子著, 西日本出版社, 2008. 30, 図書, きっ
と、心はラクになる－大きな幸せを呼ぶ小さな悩み方－, 最上悠著, かんき出版, 2006. 31, 図書,
くじけないで, 柴田トヨ著, 飛鳥新社, 2010.
2017年9月15日 . ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 安部 朋子 エリック・バーンのTA商
品説明古本です。内容（「BOOK」データベースより）人と人をつなぐ道具があります。交流分析の元
祖、エリック・バーンのTA入門書。表紙にスレ、ヤケ、イタミがあります。中古になりますので、経年に
よる日焼けや、折れ、ヨゴレ、シミ、キズ等がある場合がございますが、読むことに関しては問題ないと
思いますのでご理解を頂いた上でご入札をお願いしたいと思います。状態については個人差がありま
すので、美品を求められる方.
. 関係をまーるくする心理学. SOLD. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学. ¥ 750. (税込).
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学. SOLD. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学.
¥ 1,000. 1. (税込). テキスト 高校英語教師 佛教大学. ¥ 11,200. 1. (税込). 小学校教師 参考書

テキスト 12冊. SOLD. 小学校教師 参考書 テキスト 12冊. ¥ 8,000. (税込). ギスギスした人間関
係をまーるくする心理学―エリック・バーン. SOLD. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エ
リック・バーンのTA. ¥ 1,050. 3. (税込).
交流分析による人格適応論―人間理解のため. ヴァンジョインズ, イアンスチュアート, Vann Joines,
Ian Stewart, 白井幸子, 繁田千恵; ￥ 15,589. 新しい交流分析の実際:TA・ゲシュタルト療法の
試み · 新しい交流分析の実際:TA・ゲシュタルト療. 杉田峰康; 8ブログ; ￥ 1,944. 脚本分析
(Transactional analysis series (5)) · 脚本分析 (Transactional analysis series . 杉田峰康, 国谷
誠朗; ￥ 1,296. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーン; ギスギスした人間関
係をまーるくする心理学. 安部朋子.
2011年8月20日 . 日本にＴＡが来た時に、産業界に特化して訳され活用されたパートと、医療関係
で訳され活用されたパートとがあり、その流れで２つの大きな「交流分析協会」と「交流分析学会」に
分かれているんです。私は、当初 . 人間関係がうまくいかない時や行き詰まっている時も、ＴＡの理
論を通してみると、どこでどう行き詰っているかが整理されて見えてくるので、何度か同じような嫌なこ
とが起きた時に「また同じことをやってる！」と気づく ... ギスギスした人間関係をまーるくする心理学
―エリック・バーンのTA cover
2005年8月22日 . ちなみに私の結果は、FP＝A、MP＝B、A＝A、FC＝B、AC＝Aでした。 さらに
詳しい診断結果は… （1）性格 世間体を非常に気にするタイプで、理想主義者です。責任感や使
命感が強い為に、自分の力以上の仕事を、背負い込みがちとなり、仕事中毒になる可能性があり
ます。神経過敏タイプに有りがちな、自罰傾向のある人で、他人に対して自分の遣った行為を、い
つまでも気に掛けたり、失敗に対する悔いが、永く尾を引くと云った所があります。判断力や分析力
に優れていますので、物事の処理は的確、.
2008年12月13日 . . 分間」のコーチングで、メンバーはやる気に輝き、 チームは活性化していく！
https://s111.secure.ne.jp/%7Es111083/cart/shop/detail.cgi?code=41 □ 『ギスギスした人間関係を
まーるくする心理学』 安部朋子[著]（ＴＡ教育研究書 理事長） 親谷和枝[編集] 出版社 西日本
出版社 ＞＞＞交流分析の元祖エリック・バーンのＴＡ入門書
https://s111.secure.ne.jp/%7Es111083/cart/shop/detail.cgi?code=042 □ 『仕事がデキると言われて
いる人が必ずおさえている新規開拓営業の鉄則』 浦上俊司[著] 出版.
2017年2月8日 . 自分のことわかっているつもりでも自分では意外と気付いていないことは多いです。
人から言われて自分はそういう人間なのか…と気づくこともあります。時には本を読み進めるなかで気
づくこともあります。 自分について詳しく知りたいなら自己分析ツールを利用することをおすすめしま
す。 自分がどんな人間なのかということは自己分析を定期的に…
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのエリック・バーンのTA組織論: リー
ダーを育てる心理学. TAハッピーカード<改訂版> ~あなたとあなたの大切な人の「 入門TA~あなた
の人間関係をcool-up!するはじめの1冊エリック・バーンの交流分析. 25. 臨床心理検査バッテリーの
実際. 高橋依子/遠見書房 \ 3024 中古 \ 4400 (3点) 38214位 2015/06 古本買取 \ 780 ⇒ 最新.
関連書籍. 心理検査を支援に繋ぐフィードバック―事例でわかる心理検査の伝ロールシャッハテスト
の所見の書き方―臨床の要請に.
安部 朋子の関連本. 4. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンの… 安部
朋子. 登録. 24. エリック・バーンのTA組織論: リーダーを育てる心理学 · 安部 朋子. 登録. 5. 子ど
もの心をギュッ！と抱きしめる子育て―親も子も幸せになるた… 安部朋子. 登録. 0. もっと見る.
2014年8月28日 . ギスギスした人間関係をまーるくする心理学・活用編。組織のイライラ、モヤモヤ
がスッキリ!すぐ役立つ「TAきほんのき」、職場や家庭での「活用場面集」掲載。
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 ― エリック・バーンのＴＡ · 安部朋子. ¥1296. 2008-10.
西日本出版社. 表示価格は全て税込です。 このページは紀伊國屋書店Kinoppyの安部朋子 電
子書籍作品の紹介ページです。期間限定無料本など、今だけ無料の電子書籍も多数あります。
トップページ 無料本 特価セール 試し読み ポイント増量 特集＆オススメ 週間ランキング 著者イン
デックス Android iOS Windows Mac Reader™ (端末本体販売終了) · 電子書籍に端末選択の
自由を Kinoppyをはじめよう 海外在住.

【単行本】 安部朋子 / ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 2 エリック・バーンのTA 上級編
送料無料のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト
「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000
万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを
使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
Amazonで安部 朋子のギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA。アマゾ
ンならポイント還元本が多数。安部 朋子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。ま
たギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTAもアマゾン配送商品なら通常
配送無料。
1, bookweb, エリック・バーンのTA組織論 : リーダーを育てる心理学 / 安部朋子著. 2, bookweb,
エコ心理療法 : 関係生態学的治療 / ユルク・ヴィリィ著 ; 奥村満佐子訳. 3, bookweb, 人間関係
にあらわれる未知なるもの : 身体・夢・地球をつなぐ心理療法 / アーノルド・ミンデル著 ; 藤崎亜矢
子訳. 4, bookweb, 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. 5, bookweb, 傷つくのがこわい / 根本橘夫著.
2013年12月6日 . ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA：電子書籍な
らセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した
「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安
心安全なネットショッピングです。
エリック・バーンのＴＡ組織論 リーダーを育てる心理学 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学
活用編のページです。日本の書籍・雑誌が早く安くお買い求めいただける日本書店
NihonBooks.comへようこそ。
371.4 A. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンのTA. 株式会社西日本出版
社. 371.4 A. 認知科学ハンドブック. 共立出版株式会社. 371.4 A. 発達心理学ハンドブック. 福村
出版株式会社. 371.4 A. 治療教育学. 株式会社 黎明書房. 371.4 A. 持続可能な未来のための
学習. 立教大学出版会. 371.4 A-2-. 講座 生涯発達心理学2 人生への旅立ち 胎児・乳児・幼
児前期. 株式会社 金子書房. 371.4 B. 教師と生徒の人間関係. （株）北大路書房. 371.4 D. ダ
ヴィドフ 教科構成の原理. 明治図書出版株式会社.
2017年12月4日 . 吉田松陰が松下村塾で指導した期間は二年にも満たない。だが、物置小屋を
改造して作った八畳一間の講義室からは、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋ら、明治維新をに
なった多くの若者たちが羽ばたいていった。なぜ松陰は短期間でこれほど多くの偉人を生み出せたの
か。その秘密はゼミ方式の実践的な教育スタイルと、己の生死すら度外視した驚異的なアジテー
ション力にあった。その松陰の妹・文を妻とし、彼の遺志を継いで尊王攘夷に殉じた男・久坂玄瑞。
愛憎に満ちた二人の師弟関係を紐解き.
2016年8月13日 . 自分がどんな物語を綴っているのか、興味ないですか？ 私は、もちろんある！の
で、今回は自分の物語を探ってみます。一緒にする？ よかったら、どうぞっ！
価格比較する. 第 4 位. 答えのない世界を生きる/小坂井敏晶 · 価格比較する. 第 5 位. 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/平木典子 · 価格比較する. 第 6 位. 影響力
の武器 なぜ、人は動かされるのか/ロバート・B・チャルディーニ/社会行動研究会 · 価格比較する.
第 7 位. キャリアコンサルタントのためのカウンセリング入門/杉原保史 · 価格比較する. 第 8 位. エ
リック・バーンのTA組織論 リーダーを育てる心理学 ギスギスした人間関係をま. 価格比較する. 第 9
位. なぜ僕は、４人以上の場になると途端.
2017年8月24日 . 実際にはＴＡにおいて、交流分析は一つのモデルにしか過ぎない。 その他にも、い
ろいろなモデルがある奥深いものであると教えてもらったのだ。 安部先生が私の本『1冊20分、読ま
ずに「わかる！」すごい読書術』を読んでくださっており、 すごく素敵な方という印象を受けた。 そし
て、安部先生の著作を拝読したところ、、、、. 背筋に雷がズガズガドーンと落ちるように、 その本に
魅了されてしまった。 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA. 作者: 安
部朋子; 出版社/メーカー: 西日本.
西日本出版社商品一覧1ページ目(リリース順)です。ブックウォーカー通販では、人気のアニメ、マン

ガ、映画のキャラクター商品、フィギュア、ゲーム、グッズなどを販売しています。
2009年9月5日 . 言葉をかえていえば、「他人といかにつきあっていくか」ということであり、それが人生
において、成功するかどうかのひとつの決め手になっていると思います。 ところで、 . ギスギスした人間
関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA . に焦点を当てて、人生を豊かに生きるためには
「社会的成功」と「人間的成功」の両面が必要だと考えて、物心両面の豊かさを実現するために、
「人間力」「成功法則」「原理原則」「教育改革」「起業」「ビジネス」「WEB戦略」などについて、お
伝えしていきたいと思ってます。
2010年9月26日 . 私とプレイバックシアター、私とＴＡ（ゲシュタルト・セラピー含む）との出会いは、. 双
方とも摩訶不思議であり、意味が理解できず、そして恐怖を伴う出会いであった。心理. 学なんてど
うせ人の頭で考えたことで、いい加減で、人間のことなんか分析できるわけが. ない、と思っていた。そ
して、 . 以下ＴＡと呼ぶ）精神分析医であった、サンフランシスコのエリック・バーン（191０. ～1970 年）
が創始者で ... ６） 阿部朋子著：ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンの
TA. 2008 年 ㈱西日本出版.

Abe Tomoko / Cho,Gisugisu Shita Ningen Kankei Wo Ma Luxru Shinri Gaku Erikku Ban No
TA Transactional Analysis,BOOK listed at CDJapan! Get it delivered safely by SAL, EMS,
FedEx and save with CDJapan Rewards! . ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・
バーンのTA Transactional Analysis / 安部朋子/著. 人と人をつなぐ道具があります。交流分析の
元祖、エリック・バーンのTA入門書。
TA心理学を基礎から、国際資格取得まで教授。TA心理学の基準維持のために国際レベルで活
躍中！ 子育て、社員及び管理職研修、講演会等を通じ、TAを広く活用、『成長』するきっかけ創
りを提供。 TA教育研究所理事長、大阪府キンダーカウンセラー、国際TA協会 教育部門准教
授、 トレーニング基準委員会副委員長（TSC Co-Chair） ≪著書≫ギスギスした人間関係をまー
るくする心理学 ～エリック・バーンのTA～ http://co2lo.jp/ta/2007imge/09-04st.pdf
************************セミナー内容**********************
TA心理学を基礎から、国際資格取得まで教授。TA心理学の基準維持のために国際レベルで活
躍中！ 子育て、社員及び管理職研修、講演会等を通じ、TAを広く活用、『成長』するきっかけ創
りを提供。 TA教育研究所理事長、大阪府キンダーカウンセラー、国際TA協会 教育部門准教
授、 トレーニング基準委員会副委員長（TSC Co-Chair） ≪著書≫ギスギスした人間関係をまー
るくする心理学 ～エリック・バーンのTA～ http://co2lo.jp/ta/2007imge/09-04st.pdf
************************セミナー内容**********************
交流分析では、人はみんな、あたかも演劇（ドラマ）のように「それぞれの人生脚本（シナリ. オ）」に
従って生きていると考えます。もし不都合な脚本なら書き換えることが可能です。 過去と他人は変
えることが困難です。ならば、今ここの自分を変えてみませんか。それと過去. の受け止め方も。 交流
分析は「快く生きるための人間学（佐藤 寛）」「ギスギスした人間関係をまーるくする心. 理学（安部
朋子）」です。交流分析を学ぶことによって、多くの人が快く生きられるようになりま. した。その中身を
知っておきましょう。 〔交流分析の.
8 図書 保育内容人間関係. 榎沢, 良彦, 入江, 礼子(1950-), 倉持, 清美. 建帛社. 3 図書 ギス
ギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA. 安部, 朋子. 西日本出版社. 9 図
書 保育内容人間関係. 小田, 豊(1942-), 奥野, 正義. 北大路書房. 4 図書 演習保育内容人
間関係. 田代, 和美, 松村, 正幸, 梅田, 優子, 片川, 智子, 金澤, 妙子, 椛島, 香代, 金, 瑛珠,
小林, 研介, 西原, 彰宏, 濱名, 浩, 松田, 清美. 建帛社. 10 図書 保育内容人間関係. 榎沢, 良
彦, 入江, 礼子(1950-), 倉持, 清美(1964-), 佐々木, 晃(1935-),.
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 - エリック・バーンのTA - 安部朋子 - 本の購入は楽天
ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・
感想も満載。
人と人をつなぐ道具があります。交流分析の元祖、エリック・バーンのTA入門書。
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学２ エリック・バーンのＴＡ上級編』 （安部朋子著、西日
本出版社、A5判並製）です。 イラストを担当しました。 ギスギスした人間関係をまーるくする心理

学２カバー＆オビ. 数年前に発売された『ギスギスした人間関係をまーるくする心理学』の第１弾が
売れ行き好調で、何年もじわじわ売れ続けているのだそうです。 めでたい。 そこで第２弾の上級編
を発売することになり、 またイラストを描かせてもらいました。 ギスギスした人間関係をまーるくする心
理学２イラスト１. ギスギスした人間.
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ２ エリック・バーンのＴＡ上
級編/安部 朋子（哲学・思想・宗教・心理） - 「自己成長と自己変容のための心理療法の体系」
としてアメリカで生まれたＴＡ心理学。２では、上級編として、自我状態やラケット、ディスカウンティン.
紙の本の購入はhontoで。
2016年7月10日 . 言ってる事はわかるけど 仲がよくても別にいいのでは 面白いかそうでないか. 173:
2016/07/03(日) 03:44:14.54 ID:7blx7PgF0. 今と昔じゃ時代が違うだろ ボキャブら時代はギスギスし
てたみたいだけど今は皆仲良しになってるじゃん ギスギスする必要がないんだよ. 179:
2016/07/03(日) 06:44:13.47 ID:k1T3mNGU0. 礼二はこの先ウザくなりそう. 181: 2016/07/03(日)
06:55:10.83 ID:9f+yvX+S0. 兄が真面目に長く話しててわろたｗ. ギスギスした人間関係をまーるく
する心理学―エリック・バーンのTA.
はじめに １章 ＴＡ（Transactional Analysis）は人を元気にする 必ず解決法はある！ 「ＴＡ」に魅了
されて お気に入りのツールを見つけよう ２章 本書の活用法 この本を初めて手に取られた方へ すで
に「ＴＡ101コース」を受講、あるいはＴＡを勉強されている方へ カウンセリングに興味のある方へ 余
効・アフターアフェクト（副作用） ３章 グランド・ルール ルール1 積極参加 ルール2 パスの権利 ルール
3 相互尊重 ルール4 守秘義務 ４章 エリック・バーンが提唱した「ＴＡ」（Transactional Analysis）とは
「ＴＡ」を交流分析と区別する.
い換えることができ､ この概念は発達心理学. や幼児教育､ 保育において､ 非常に重要であ. る｡
しかし核家族化が進む現代社会では親子. の愛着関係が健全に築かれないケースもあり､. そのこ
とが後々､ 子世代の若年層の心理的問. 題に発展することもあり ... くが求められていると言える｡
参考文献 (50音順). 浅井春夫､ 金澤誠一編 ｢福祉・保育現場の貧. 困｣ 明石書店､ 2009年.
安部朋子著 ｢ギスギスした人間関係をまーる. くする心理学−エリック・バーンのTA｣. 西日本出版
社､ 2008年. 石井正子､ 松尾直博編 ｢教育心理.
2014年11月6日 . 今回は、人生脚本についてご紹介しましたが、私は、勉強を開始して、 まだ１年
しか経っていません（＞＜；）. 上記に書いてあることは、カラーセラピーを通して出会ったママ達のこと
が 書いてありますが、脚本という捉え方をしたのは若尾の見解です。 私はまだ、ＴＡについて、皆様
にお伝え出来る程の知識は持っていないので、 ぜひ入門書の「ＴＡベイシックス／日本ＴＡ協会」ま
たは「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA／安部 朋子 」を読んでい
ただけたらと思います＾＾.
2015年11月24日 . TAセミナー受講 以前も、青年会議所のTAセミナーを受講させていただきまし
た。 ヘッドトレーナーとして、各セミナーのトレーナーになるには、 アシスタントとして、経験を沢山積ま
ないといけません。 アシスタントといえども、間違った知識をお伝えするわけには行きませんので、 この
本や 交流分析のすすめ―人間関係に悩むあなたへ (日文選書) この本、 ギスギスした人間関係
をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA を、読みましたが、、、、、、理屈では、少しは分かるん
ですが、 いざ、人様の前で説明と.
2011年11月2日 . それを、自分で（意識して）やらねばなりません。 でないと、本質的な破滅に至る
可能性があるから。 我々の中には、子どもがいるのかもしれません。 それは、「可能性」という名の、
子ども。 いつか生まれ、飛び立つのを待っています。 エゴグラムの各要素は、そればかりだと困るし、
同時に、無いと困るもの。 そして、欠けているものについては、育てたい要素でもあります… 入門
TA~あなたの人間関係をcool-up!するはじめの1 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エ
リック・バーン 理屈や善悪を超越.
31 January, 10:00 AM - Color studio A+STYLE エースタイル（色彩提案 カラー研修 カラースクー
ル奈良) - Nara-shi - Japan - A+STYLEでは、「人を元気にする人を育てる」をコンセプトに、 みなさ
んの可能性を更に広げるための、セミナーや講座を開催しています。 今回は、国際TA協会公認教
育分野教授の安部朋子先生をお招きし、 「TA心理学～自分や相手の『心の声を.

19cm（B6）関連キーワード ジブンノチイサナハコカラダッシュツスルホウホウ五郎丸 自己啓発 ビジネ
ス 人間関係 自分の小さな箱から脱出する方法 9784479791775 出荷目安の詳細はこちら＞＞
楽天市場内検索 『在庫あり』 .. エリック・バーンのTA 安部朋子 西日本出版社ギスギスシタ ニンゲ
ン カンケイ オ マールクスル シンリガク アベ,トモコ 発行年月：2008年10月 ページ数：226p サイズ：単
行本 ISBN：9784901908368 安部朋子（アベトモコ） マスコミ（株式会社テレビ長崎）、物販業界
（ダイエー）を経て、石原産業.
他にも、知っておくと役に立つというものはありますか？ 人生脚本などは？」 人生脚本も興味深い
理論ですが、日常生活の中では別に知らなくてもいいと思います。私からすると「私には最後までや
りきらない脚本がある」と分かった事で、今までの『うまくいかなかった』出来事の裏事情が解明できる
ことは確かですが、これからの出来事でそれを言い訳に使ってしまうのでは役立ちません。 それよりも
「ゴールを切りたいんです！」と決めてくれた方がサポートのしようがあるんですよ。 もちろん、TAを勉
強する場合は人生脚本.
最近、ギスギス、ガツガツしていませんか？人と人をつなぐ道具があります。交流分析の元祖、エリッ
ク・バーンのＴＡ入門書。たった一つの情報が、あなたの人生を変えるかもしれません。この本にはそん
な情報が満載です。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡
大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの
端末での表示をご確認ください。
自分の意志でコントロールできることを学びました。 画期的な学びでした。 今では国際資格を取得
し、. お伝えするお仕事をしています(^^. 8月23・24日（水曜日、木曜日）の二日間で、. TAの初級
入門コース（TA101コース）をお伝えします。 自分自身が周囲からの ... 人間関係がギスギスしたり
する機会が少なくなることや、. それらイライラやギスギスが長引かなくなる事は. 私達にとっては、重
要な課題です。 TA心理学は役立ちます。 人間関係で起こるギスギスの軽減はもちろん、. 対象が
人間ではないパソコンに向かっての.
Subjects, BSH:交流分析. BSH:人間関係. BSH:心理療法. Classification, NDC8:146.8.

NDC9:146.8. ID, 2000387752. ISBN, 9784901908368. NCID, BA88019120. Vol, [1] ;
ISBN:9784901908368 ; PRICE:1500円+税 2 上級編 ; ISBN:9784901908962 ; PRICE:1800円
+税.
2015年5月26日 . 交流分析であなたが変わる！ 心の回復 ６つの習慣」を図書館から検索。カーリ
ルは複数の図書館からまとめて蔵書検索ができるサービスです。
2015年9月2日 . 交流分析であなたが変わる！ 心の回復 ６つの習慣, 山本 晴義 集英社 201505-26. Amazonで詳しく見るby G-Tools 関連商品 自尊感情を育てる「エゴグラムSHE®」活用ガ
イド ～児童・生徒・学生を応援する「励ましのメッセージ」が作れる～ · 交流分析にもとづくカウンセ
リング ：再決断療法・人格適応論・感情処理法をとおして学ぶ · エリック・バーンのTA組織論: リー
ダーを育てる心理学 · ギスギスした人間関係をまーるくする心理学2 · ギスギスした人間関係をまー
るくする心理学―エリック・バーンのTA.
新 刊のご案 内注文締切8月10日2014年 8月下旬発売予定2008年発売以来、順調に売れてい
た「ギスギスした人間関係ですが、主にをまーるくする心理学∼エリック・バーンのＴＡ∼」 2010年ごろか
ら注文が激増してネット書店さんからですが、 きました。思うに、会社などで心を病む人が増え、 そ
れに伴い、 産業カウンセラーやキャリアカウンセラーを目指す人が増え、 人間関係の心理学である
TAを学ぶ人が増えたのが原因ではないかと思っています。今回は、 ＴＡの活用編です。活用事例も
ふんだんに入れました。
フィールドワークⅩ, 末松渉, ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA.
フィールドワークⅩ, 末松渉, TA today : 最新・交流分析入門. フィールドワークⅩ, 末松渉, 自己実
現への道 : 交流分析（TA）の理論と応用. フィールドワークⅩ, 末松渉, 交流分析のすすめ. フィール
ドワーク2-1, 末松渉, ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA. フィールド
ワーク2-1, 末松渉, TA today : 最新・交流分析入門. フィールドワーク2-1, 末松渉, 自己実現への
道 : 交流分析（TA）の理論と応用.
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学」の待望の続編、ついに発売。今回は上級… Pontaポ

イント使えます！ | ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 2 エリック・バーンのTA 上級編 | 安
部朋子 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784901908962 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法
もいろいろ選べ､非常に便利です！
する。その上でいじめの発生を減らし、その. 被害を最小化していくための方策を考える。 具体的に
は、緊張理論、統制理論、集団心理、. リーダーの影響などについて考察し、いじめ. を深刻化させ
ないためにどのような制度改革. の必要性があるかを検証する。 . り、その元凶としては家庭環境、
親子関係、. 親の価値観や受験圧力などがあると考えられ. る。 一方で、もう一つのいじめの理論
である統. 制理論は、その原因として「統制」（コントロー. ル）が十分に効かないことを原因に挙げ
る。 ストレスが蓄積されて心理的負荷.
2014年12月19日 . 2014年8月に、国際TA協会公認教育分野教授メンバーとなる。 個人並びに、
組織でのTA心理学の活用のための教育的相談、研修企画、実施。 TA心理学を基盤にグルー
プ・スーパービジョン（bright ideaの交換の場）の定期開催。 国際TA協会資格取得指導。【TAハッ
ピーカード】の普及と指導者育成。執筆活動。 著書： 新刊 『エリック・バーンのTA組織論 リーダー
を育てる心理学』（西日本出版社） 『ギスギスした人間関係をまーるくする心理学』 （西日本出版
社） 『ぎゅ～っと抱きしめ子育て法』 （西日本.
2015年3月28日 . 関連商品. 戦術と指揮―命令の与え方・集団の動かし方 (PHP文庫) · ノ・ゾ・
キ・ア・ナ Sexy増量版 [Blu-ray] · スクール人魚(1) (チャンピオンREDコミックス) · シャアが来る · と
きめきメモリアル2 (限定版) · ときめきメモリアル2 完全攻略ガイド (講談社ゲームBOOKS) · 【撫松
庵】仕立上り 浴衣 単品 赤地に古典花柄と源氏香 · 3年目の浮気/5年目の破局 · 彫刻入門 (ビ
ジュアル美術館) · ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA.
先生の講座に出ると、どんなものが得られますか？」 皆さん、楽しいとか、新たな自分の気づきを得
たとか、あるいは自分が今まで勉強してきた事や体験してきた事が整理できましたとか、自分の方向
性が定まりましたとか、楽になりましたって言ってくださいますね。TA心理学の情報が入るからでしょう
ね。 どんな所に行っても、目的ってあるじゃないですか。「こんなの手に入れられたらいいな」って、それ
ぞれの期待感。それが自分が思っているコントラクトなんですね。それが得られたら嬉しいし、それ以
上のものがあったら.
ギスギスに関連した本. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA 安部 朋
子 西日本出版社; ギスギスした人間関係をまーるくする心理学2 安部 朋子 西日本出版社; ギス
ギスした職場はなぜ変わらないのか (日経ビジネス人文庫) 手塚 利男 日本経済新聞出版社. >>
「ギスギス」を解説文に含む用語の一覧. >> 「ギスギス」を含む用語の索引. ギスギスのページへのリ
ンク.
2013年4月30日 . 東名が大渋滞することは想定できたので、下道で箱根の山を越えていると、10台
くらい前に教習車(T_T) 当然のろのろと行列でございます。 登坂車線が出 . 一番前に並んでいた
ら、当然端に座れる可能性が高いわけですが、たまに隣のドアから猛ダッシュして、私が狙っていた端
の座席に滑り込んでゲットするおっさんがいます。はい。もう完全に私の思い込み既得権益ですよ(^^
.. 【送料無料】 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンのTA / 安部朋子 【. 価
格：1,575円（税込、送料込）.
発売日：2016年11月 商品コード：9784908443015. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学
２. お取り寄せ（品切れの場合はご連絡いたします）. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学
２. エリック・バーンのＴＡ上級編. 著者：安部朋子 出版社：西日本出版社(Ａ５) 価格：1,800円 発
売日：2015年02月 商品コード：9784901908962. エリック・バーンのＴＡ組織論. お取り寄せ（品切れ
の場合はご連絡いたします）. エリック・バーンのＴＡ組織論. リーダーを育てる心理学. 著者：安部朋
子 出版社：西日本出版社(Ａ５)
組織で活かすやさしい心理学・TA(交流分析)―自他を理解し、人間関係をまーるくするスキル .
このコースでは、TAを職場のコミュニケーションに適用し、自分自身の行動の特徴を掴んだり、やりと
りがうまく行かない理由を発見したりする中で、職場のコミュニケーション向上のヒントを習得できま
す。 受講生同士が交流しながら、楽しく自分に気づくことができる、人気 . 当コースは、「GA025新
しい時代の対人関係スキル-組織で生かすやさしい心理学・TA(交流分析)」を1日に改訂したもの

です。 ※2017年8月よりコースタイトル.
TAハッピーカード<改訂版> ~あなたとあなたの大切な人の「幸せ」を育てるために · ギスギスした人
間関係をまーるくする心理学2 · エリック・バーンのTA組織論: リーダーを育てる心理学 · 遊べる工
作大図鑑 · 動物たちの3.11 被災地動物支援ドキュメンタリー · TAハッピーカード ~あなたとあなた
の大切な人の「幸せ」を育てるために~ · 子どもの心をギュッ!と抱きしめる子育て―親も子も幸せに
なるために · ぎゅ～っと抱きしめ子育て法 · サボカッパ〈2〉朝からキュウリで、カッパカパーン! 赤ちゃん
を産む場所がない!? amazonで.
2017年12月15日 . カミヤ「お好み焼き食べてるときにリルトとエリックが、片方がソース、片方がマヨ
ネーズをかけおわった後にお互い恰好良い顔でガッてソースとマヨネーズを交換する癖をなおさない」 ·
有害電波コピペbot @yuudenkopipe_bo（12月15日） · hanmotocom. 【重版情報】 4刷出来予
定日: 2017-12-15 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンのTA 安部 朋子
(著) 発行：西日本出版社出版社からのコメント：10年間売れ続けて、この度第4刷発売となりまし
た。… https://t.co/6e1pMsuB13.
タイトル, ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA. 著者, 安部朋子 著.
著者標目, 安部, 朋子. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 吹田. 出版社, 西日本出版社. 出版
年, 2008. 大きさ、容量等, 226p ; 21cm. ISBN, 9784901908368. 価格, 1500円. JP番号,
21528476. 出版年月日等, 2008.10. 件名（キーワード）, Berne, Eric, 1910-1970. Ajax-loader 関
連キーワードを取得中.. 件名（キーワード）, 交流分析. 件名（キーワード）, 人間関係. NDLC,
SB237. NDC（9版）, 146.8 : 臨床心理学．精神分析学.
京都 : 京都大学学術出版会 , 1997.6- (西洋古典叢書): 中央学3F 5 131.8/P/5 11662620: 中
央学3F 5 080/Se 11662621. 弁論家の教育 / クインティリアヌス [著] ; 森谷宇一 [ほか] 訳. -- 京
都 : 京都大学 . ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA / 安部朋子著.
-- 吹田 : 西日本出版社 , 2008.10: 中央学3F 146.8/A 11658803. 認知行動 . マージェリー・ケンプ
の書 : イギリス最古の自伝 / 石井美樹子, 久木田直江訳. -- 東京 : 慶應義塾大学出版会 ,
2009.1: 中央学3F 198.2233/I 11662060.
エリック・バーンのＴＡ組織論 リーダーを育てる心理学 ギスギスした人間関係をまーるくする心理学
活用編/安部 朋子（エッセイ・自伝・ノンフィクション） - グループや組織といった集団に存在する問題
の発見や、それらの解決策や改善策を考えるための診断・分析ツールとしてＴＡ組織理論を紹介。
職場や家庭で.紙の本の購入はhontoで。
交流分析の元祖、エリック・バーンのＴＡ入門書。ＴＡは崩れた人間関係の修復に役立つ… Ponta
ポイント使えます！ | ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンのTA | 安部朋子 |
発売国:日本 | 書籍 | 9784901908368 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非
常に便利です！
2012年9月21日 . それは、私が尊敬する先輩社労士の方が「こんなのやってるよ」とフェイスブックを
拝見して、「ウチでもやろう！」と思い立ちました。 そして、今日はその読書シェア会の日。 2週間に
一度、読んだ本を紹介しあいます。 業務に直結する本もあれば、自己啓発の本もあれば、小説も
あります。 あ、絵本も（笑）. 今日私が紹介した本が、これでした。 photo:01 ギスギスした人間関係
をまーるくする心理学（エリックバーンのＴＡ）. これは、言ってしまえば、ＴＡという心理学の解説本。 そ
れをわかりやすく書いたものです。
書籍: エリック・バーンのTA組織論 リーダーを育てる心理学 ギスギスした人間関係をまーるくする心
理学 活用編 [ギスギスした人間関係をま-るくす 活用編],アニメ、ゲーム、アイドル関連商品のオン
ラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会員価格や
会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
人生の本舞台は常に将来に在り」、そして「誰が正しいかではなく、何が正しいか」。 憲政擁護のた
めに生涯を貫いた議会政治の父・咢堂こと尾崎行雄。 尾崎行雄記念財団ホームページは、尾崎
の精神と信念を後世に伝 . ozakiyukio.jp. いいね！コメントするシェアする. 鈴原 義経さん、おがわ
けいこさん、千葉 潮さんが「いいね！」しました。 コメント. 西日本出版社. · 2017年12月14日 ·. 弊
社のTAシリーズ第一弾、『ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 エリック・バーンのTA』4刷で

す！ありがとうございます！
一般注記, 参考文献: p225-226. 著者標目, 安部, 朋子 <アベ, トモコ>. 件 名, BSH:交流分析.
BSH:人間関係. BSH:心理療法. 分 類, NDC8:146.8. NDC9:146.8. 本文言語, 日本語. 書誌
ID, BT00192014. NCID, BA88019120 WCLINK. 巻冊次, ISBN:9784901908368 ; PRICE:1500
円+税. 類似資料. 1 cover 対人関係力を日増しに高めるEQノート / 髙橋久著; 2 cover 「自分の
ために生きていける」ということ : 寂しくて、退屈な人たちへ / 斎藤学著; 3 cover 精神分析的心理
療法と象徴化 : コンテインメントをめぐる臨床.
2010年5月29日 . 納得解を求めるべく、関連書物を読みあさっています。 （やらなければいけないこ
とは沢山あるけど！） 「人は聞きたいように聞く」 「過去と他人は変えられない」 いかなる状況下で
も、 冷静に、多視点考察できる自分であれるよう、精進したい。 最近読んでいて、腑に落ちた本。
TA（交流分析）について書かれていますが、 身近な題材をモチーフにしてあるので、咀嚼しやすい。
親しみやすいイラストが程良い箸休めになります。 お勧めです。 ギスギスした人間関係をまーるくす
る心理学―エリック・バーンのTA.
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学2(安部 朋子). ギスギスした人間関係をまーるくする心
理学2. 「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学」の待望の続編、ついに発売。今回は上級者
編として、本流であるエリック・バーンの理論をさらに詳しく解説。 難しいTA心理学を、安部朋子国
際TA協会教授が日常の様々なシチュエーションにあてはめてわかりやすく紹介しています。 巻末に
は「TA心理学きほんのき」「TA実践家に役立つ概念」「4つのシステムシート」を収録。
→Amazon.co.jpでみる. 出版社: 西日本出版社.
2010年4月1日 . ISBN, 4990515404. 商品グループ, Book. 製造元, TA教育研究会. レーベル,
TA教育研究会. スタジオ, TA教育研究会. 言語, 日本語 (Unknown). 製作者, 酒井 啓. 関連
商品. ギスギスした人間関係をまーるくする心理学―エリック・バーンのTA · 交流分析であなたが変
わる！ 心の回復 ６つの習慣 · TA TODAY―最新・交流分析入門 · わかりやすい交流分析
((Transactional analysis series (1))) · 自分がわかる心理テストPART2―エゴグラム243パターン全
解説 (ブルーバックス) · 交流分析のすすめ―.
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・バーンのTA/安部朋子」（西日本出版社）の
電子書籍はソニー【Reader Store】。※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で
読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参
照、引用などの機能が使用できません。最近、ギスギス、ガツガツしていませんか？人と人をつなぐ
道.
また、TAカルチベート・セミナーを主催し、グループ・スーパービジョン形式で個々のTA活用のスキル
アップも図っている。 「人は無限の可能性と、まだまだ使っていない能力を持っている。」という信念に
もとづいて、子育て教室、専門学校での教授、社員・管理職研修、小・中・高校での講演会、執
筆活動など幅広く活動中。 □ 主な著書; 『エリック・バーンのTA組織論』 （西日本出版社）; 『ギス
ギスした人間関係をまーるくする心理学』 （西日本出版社）; 『ぎゅっ～と抱きしめ子育て法』 （西日
本出版社）; 『子どもの心をギュッ！
(通常)(ＣＤＡ)（ディズニー）,ブラッド・ケリー(ｃｏｎｄ),青木高志(ｖｎ),辻本憲一(ｔｐ、ｆｌｈ),ジョアン・ハ
ヴィアン,スコット・バーンハート,エリック・ネルソン,ジェイソン・フレック. 定価, ￥3,085（税込）. 中古価
格, ￥1,180（税込）定価より ￥1,905 おトク！ 発売年月日, 2007/10/03. 在庫がありません. お知
らせメールに追加する · ブックマークに追加する. 中古. メジャーリーグ３ · メジャーリーグ３(通常)(ＤＶ
Ｄ). (通常)(ＤＶＤ)ジョン・ウォーレン(監督、脚本),スコット・バクラ,コービン・バーンセン,石橋貴明. 定
価, ￥1,007（税込）. 中古価格.
性の問題で苦痛な交流（ゲーム）を知ることが出来るのが重宝しました。 男女関係でのゲームを知
り、親密に近づく大きなヒントになりました。 □ 自己実現への再決断―TA・ゲシュタルト療法入門
自分のうつ病、強迫行動へのアプローチにどんなのがいいのかが知れてよかったです。 インパス、禁止
令の解除のやり取りが会話形式でそのまま記録されています。 □ ギスギスした人間関係をまーるくす
る心理学―エリック・バーンのTA TA TODAYよりも絵付きでわかりやすいです。 逆に知識の量や全
体的な理解については量が.

