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文献選集

教育 と保護の心理学

昭和戦前戦中期 別冊解題

大 泉 淳 他 著

クレス出版



文献
選集教育 と保護の心理学 昭和戦前戦中期全12巻 収録一覧

第1巻 教育心理学の問題

土屋 周作 『教育的心理学』 大明堂 昭和5年

(付)辻 本 延二 「新 しき教育的心理学の態度」『教育学術界』 昭和7年

(付)天 野 利武 「教育と心理学一問題の提出一」

『教育学術界』 昭和9年

(付)久 保 良英 「教育心理に関する現下の問題二三」

『学校教育』 昭和10年

(付)寺 門 照彦 「師範教育における心理学の問題」

『教育心理研究』 昭和10年

(付)橘 覚 勝 「教育心理学の問題」 「教育心理研究」 昭和11年

倉橋 ・久保 ・野上ほか 『両親再教育』

日本放送出版協会関西支部 昭和7年

松本亦太郎 「日本に於ける心理学の発達」 同氏著『心理学史』 昭和12年

第2巻 師範系の教育心理学

楢崎浅太郎 『日本教育的心理学』 藤井書店 昭和8年

田中 寛一 『個性調査と職業指導の原理』 同文書院 昭和8年

第3巻 心理学の自立的展開

:城戸幡太郎 『心理学概説』 岩波書店 昭和6年

城戸幡太郎 『国語表現学』 賢文館 昭和10年

(付)城 戸幡太郎 「形態心理学の誤謬」 『哲学雑誌』 昭和5年

小野島右左雄 『人間理解の根本問題』 賢文館 昭和12年

(付)小 野島右左雄 「成態心理学の一っの目標」 『哲学雑誌』 昭和5年

第4巻 階級 ・労働 ・生活の問題

桐原 藻見 「社会階級と智能の発達」 『労働科学論』 昭和8年

(付)桐 原 藻見 「労働児童保護の基底」 『児童研究』 昭和6年

(付)久 坂 進 「プロレタリヤ児童の知能の問題」

『新興教育』 昭和5年

(付)本 庄 陸男 「無産児童教育」「低劣児童の問題」

『資本主義下の小学校』 昭和5年

桐原 藻見 『労働と青年』 科学主義工業社 昭和15年



留岡 清男 『生活教育論』 西村書店 昭和15年

(付)留 岡 清男 『少年の教化 とコロニー ・プラ ン』

家庭学校社名淵分校 昭和7年

(付)留 岡 清男 「感化事業」 『岩波講座 教育科学』 昭和7年

(付)留 岡 清男 「農村教育運動」 『岩波講座 教育科学』 昭和8年

第5巻 児童学と教育的児童観

関 寛 之 『児童学原論一児童 の身体及精神』 東洋図書 昭和9年

渡部 政盛 『教育的児童観の研究』 啓文社 昭和9年

第6巻 教育方法 と児童学研究の展開

山下 徳治 『児童教育基礎理論』 建設社 昭和13年

(付)山 下 徳治 「児童研究の態度」 『郷土教育』 昭和8年

波多野完治 『子供 とは どんな ものか』 刀江書院 昭和10年

(付)宗 像 誠也 「明治以降の児童研究」 『児童』 昭和10年

(付)尾 高 豊作 「家庭教育 と 『児童研究』」 『児童』 昭和10年

(付)西 川 好夫 「児童学の課題」 『教育心理研究』 昭和12年

波多野完治 『児童心性論』 賢文館 昭和15年

第7巻 児童心理学研究の進展

波多野勤子 『子供の発達心理 一心理学者の育児 ノー ト』

刀江書院 昭和11年

大脇 義一 『学童の直観像』 東苑書房 昭和11年

後藤 岩男 『現代心理学 と児童研究』 厚生閣 昭和17年

(付)霜 田 静志 「児童研究 と精神分析学」 『児童研究』 昭和18年

山下 俊郎 『幼児の家庭教育』 大理書房 昭和19年

第8巻 発達心理学への展開

青木誠四郎 『青年心理学』 賢文館 昭和13年

牛島 義友 『女子の心理 』 巖松堂 昭和18年

橘 覚 勝 『老年期』 弘文堂 昭和16年

第9巻 昭和戦前戦 中期 の特殊児童問題

菊池 俊諦 『感化教育 に於 ける諸問題』(非 売品)昭 和9年

樋 口 長市 『特殊教育学』 建文館 昭和14年

『児童保護』第9巻 第7号 「精神薄弱児 の問題」 昭和14年

日本心理学会第七回大会 「研究協議会II(異 常児の問題)」

『心理学研究』 昭和14年



第10巻 戦 時下の教育心理学 と児童文化

武政 太郎 『国民教育 の心理』 賢文館 昭和15年

(付)依 田 新 「師範学校 における心理 学」 『教育学 研究』 昭和16年

関 計 夫 『少国民 の心理 と文化』 巖松 堂 昭和17年

(付)渡 邉 徹 「国民精神総動員心理学者対案 序説」

『教育心 理研究』 昭和13年

(付)日 本心理学会第八回大会報告 「研究協議会 」「大会記 事」

『心理学 研究』 昭和16年

(付)「 心理学会 の成立」 「第17回 応用心理学会概況 」

『心理学研究』 昭和16年

第11巻 戦時下の心理学講座(そ の1)

正木 ・園原 ・藤本 ほか 『性格心理学』(現代心理学Iv)河 出書房 昭和17年

田中 ・大場 ・天野 ほか 『民族 の心理学』(現代心理学v)河 出書 房 昭和18年

(付)辻 村 泰男 「戦傷者の心理 と職業保護」

『国防心理学』(現代心理学⑳ 河 出書房 昭和17年

第12巻 戦 時下の心理学講座(そ の2)

武政 ・楢崎 ・岡部 ほか 『教育心理学1』(現 代心理学x)河 出書房 昭和18年

山下 ・増田 ・芹沢 ほか 『教育心理学H』(現 代心理学)q)河 出書房 昭和17年



文献
選集教育 と保護の心理学 昭和戦前戦中期 別冊解題目次

第1巻 教育心理学 の問題 大 泉 搏1

第2巻 師範系の教育心理学 横山明 ・玉村公二彦16

第3巻 心理学の自立的展開 大 泉 搏31

第4巻 階級 ・労働 ・生活の問題 三井大相 ・大泉溝39

第5巻 児童学 と教育的児童観 大 泉 薄78

第6巻 教育方法 と児童学研究 の展開 大 泉 搏86

第7巻 児童心理学研究 の進展 大 泉 搏124

第8巻 発達心理学への展開 小谷野邦子158

第9巻 昭和戦前戦中期 の特殊児童問題 平田 勝政171

第10巻 戦時下 の教育心理学 と児童文化 大 泉 溝182

第11巻 戦時下 の心理学講座(そ の1)一 性格已・理学と民族心理学一

大 泉 薄206

第12巻 戦時下の心理学講座(そ の2)一 教育心理学1・H一

大 泉 搏229
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