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文献選集

教 育 と保護の心理学

明治大正期 別冊解題1

大 泉 薄 著

クレス出版



灘 教育と保護の心理学 明治大正期全12巻 収録一覧

第1巻 教育の名を冠した最初の心理学書

有賀 長雄 『教育適用 心理学』上巻 牧野書房 明治19年

有賀 長雄 『教育適用 心理学』下巻 牧野書房 明治19年

第2巻 わが国最初の児童心理学書および明治30年 前後の教育心理学書

本庄太一郎 『児童心理学』(プ ライヤー原著)博 文館 明治25年

久津見息忠 『児童研究』 三育舎 明治30年

塚原 政次 『教育心理学』 金港堂書籍 明治31年

(付)谷 本 富 「我が国に於 ける心理学の発達」

同氏著 『普通心理学集成』 明治30年

(付)高 島平三郎 「小児研究⑭)～⑧」

第3巻 明治の実験心理学と教育への寄与

野上 俊夫 『教育的実験心理学』

市川 源三 「智能測定及個性之観察』

中島 泰蔵 『個性心理及比較心理』(部 分収録)

『教育壇』 明治30年

東京帝国大学文科大学心理学教室 『実験心理写真帖』

(付)心 理学研究会編 「明治年間に於ける心理学発達の史料」

『心理研究』

第4巻 教育学の実証的アプローチ

吉田 熊次 『実験教育学の進歩』 同文館

(付)塚 原 政次 「実験教育学に就いて」『教育研究会講演集』

(付)野 上 俊夫 「実験教育学を論ず」 『芸文』

(付)上 野 陽一 「実験教育学の性質について」『教育学術界』

澤柳政太郎 『実際的教育学』(明 治42年)澤 柳全集刊行会

(付)澤 柳政太郎ほか 「従来の教育学の価値に関する論戦」

『教育学術界』

鈴木治太郎 『初等教育最近実際問題の研究』 宝文館

京都府教育会

光風館書店

冨山房

弘道館

明治45年

明治44年

大正4年

明治43年

大正3年

明治41年

明治39年

明治43年

大正4年

大正15年

明治42年

明治44年



第5巻 児童学の展開

三島 通良 『日本健体小児ノ発育論』

松本孝次郎 『児童心理学』

日本児童学会 『児童学綱要』

第6巻 明治の 「特殊児童」問題

京都市立盲唖院 『盲唖教育論 付瞥盲社会史』

脇田 良吉 『注意の心理と低能児教育』

石井 亮一 「白痴教育実験談」

乙竹 岩造 「低能児教育」

元良勇次郎 「精神操練に就て」

有馬四郎助 「少年犯罪者の訓育」

乙訓 鯛助 『実験児童訓練 と悪癖矯正』

第7巻 大正期の教育的心理学

大瀬甚太郎 『教育的心理学』

(付)乙 竹 岩造 「心理 と教育」

(付)大 槻

(付)倉 橋

大日本図書 明治35年

博文館 明治38年

洛陽堂 大正元年

京都市立盲唖院

誠進堂

『感化救済事業講演集』

『感化救済事業講演集』

『感化救済事業講演集』

『感化救済事業講演集』

以文館

広文堂

『心理研究』

『心理研究』

明治36年

明治41年

明治42年

明治42年

明治42年

明治42年

明治44年

快尊 「教育学の実験心理学的基礎」

惣三 「教育の基礎としての心理学教授に対する希望」

『心理研究』 大正2年

青木誠四郎 『教育的児童心理学』 古今書院

城戸幡太郎 『文化と個性と教育』 文教書院

第8巻 児童語彙と精神力学的研究

澤柳政太郎 ・田中末広 ・長田新 『児童語彙の研究』 同文館

(付)澤 柳政太郎 「問題のっかまへ方と研究の方法」

『教育問題研究』

(付)澤 柳政太郎 「再び問題の捉へ方と研究方法について」

『教育問題研究』

楢崎浅太郎 『児童青年精神力学的研究』 中文館書店

第9巻 大正期応用心理学の鳥臆図

松本亦太郎 『智能心理学』 改造社

大正2年

大正2年

大正2年

大正11年

大正14年

大正8年

大正9年

大正9年

大正11年

大正14年



第10巻 大正期の青年心理 と女性の心理

白井 規一 『青年期男女の心理研究』

下田 次郎 『女性の心理 と教育』

第11巻 大正期の 「特殊児童」問題

日本学童会 『悪童研究』

三田谷 啓 『児童 と教育』

樋口長市編 『小西信八先生存稿集』

目黒書店 大正9年

大正書院 昭和2年

南北社

児童書院

小西信八先生存稿刊行会

(付)文 部省普通学務局 『特殊児童保護教育に関する調査』

文部省 大正10年

(付)川 本宇之介 「不就学者絶滅策 と其の準備」 『帝国教育』 大正9年

呉秀三 ・樫田五郎 『精神病者私宅監置ノ実況及 ビ其統計的観察』

内務省衛生局 大正7年

第12巻 貧困 ・社会 ・民族の心理

賀川 豊彦 『人間苦と人間建築』 警醒社書店 大正9年

米田庄太郎 『現代文化人の心理』 改造社 大正10年

田中 寛一 『日本民族の将来』 培風館 大正15年

(付)増 田 惟茂 「個人、社会及び発達の関係にっ いての二三の問題」

『文学思想研究』 大正9年

(付)増 田 惟茂 「国家に対す る心理学の役目につ きて」

『新 しき愛国論』 大正13年

大正5年

大正6年

昭和10年
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