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■ 96■ 年

「子どもとマス・ メディア」波多野完治と共著、 F総合教育技術』、第16巻 6号、小学館、1961年 8月 、pp.104-107

■ 962年
「教育心理学方法論に関す る一考察 :『科学』をめ ぐって 11962年 3月 東京大学大学院人文科学研究科 未公刊

修士論文                                      ヽ

「パーソナ リティ 。道徳性・意識J、 依田 新と共著、『児童心理学の進歩・ 1962年 版』第 9章、金子書房、
1962年 6月 、 pp.195-205.
「教育心理学における認識の問題 (そ の 1):因子分析法批判 J1962年 10月 、日本教育心理学会第 4回総会発表
「諸外国における選択と進路指導」 『総合教育技術』、第17巻第10号、小学館、1962年 12月 、pp.99-102.

■ 963年
「『道徳』授業過程の心理学的分析 III、 沢田慶輔、若井邦夫、神保信一、大橋―憲、和田二郎、

共著、『教育心理学研究』、第 11巻第 1号、 1963年 3月 、 pp.1-17.
「道徳教育と意図の心理学」 『児童心理』く第 17巻第 3号、金子書房、 1963年 3月 、pp.
「『道徳』指導過程の研究 :指導過程を解明する手がかりJ、 沢田慶輔と共著、『中学教育』、

石塚喜三郎 と

338-346
第 8巻第 1号、

小学館、 1963年 4月 、 pp.98-103.
「学力をどう見どう点らえるか :心理学の立場か らJ、 『学習心理』、第 4巻第 3号、小学館、 1963年 6月 、

pp_ 13-17.   :

「性格・自己。自己概念」、『児童心理学の進歩、1963年版』、依田 新 と共著、第12章、金子書房、1963年 6月 、pp_210-227.

「提案 :小学校 4年電気教材のとりあげ方」 波多野誼余夫、荒井文也、若狭武 と共著、『学習心理』、第 4巻第 3号、
小学館、 1963年 6月 、 pp.99-101.
「今後の研究のための提案 :『電気』単元における目標の設定J『学習心理』、第4巻第4号、小学館、1963年 7月 、pp.95-99

「教育心理
学

に
ゃける認識のF題 (そ の 2):数量化の問題」、 1963年 7月 、日本教育心理学会第 5回総会発表

「『道徳』指導過程の研究 :指導による内面化の過程」、沢田慶輔、和田三郎と共著、『中学教育』、第 8巻
第 4号、/1ヽ学館、 1963年 7月 、 pp. 88-90.
「アメ リカ心理学か ら見たソビエ ト心理学」波多野完治と共著『中学教育』第8巻第5号、小学館、1963年 8月 .pp.90-99.

「授業を動かす学級の人間関係 :授業にみる学級の問題点」『学習心理』、第4巻第6号、小学館、1963年 9月 、pp.4853.

「プログラム学習の原理 3」 波多野誼余夫、久原恵子共著、『学習心理』、第4巻第8号、小学館、1963年 11月 、pp.114-117.

■ 964年
「海外教育研究 ;『外国語での思考』の心理J『学習心理』、第4巻第 号、小学館、1964年 3月 、pp.88-90.

「教材映画とモデル化」、『視聴覚教育』、第 18巻第 3号、 1964年 3月 、 pp.16-19.
「海外教育研究 :教育学的実験の方法J『学習心理』、第 5巻第 号、小学館、1964年 5月 、 pp.97-101.
「職業観への影響J、 足立自朗、池内 一共著、『テレビの児童に及ぼす影響』、

依田 新 編著、第 I部第 6章、東京大学出版会、 1964年 5月 、 pp.65-83.
翻訳 「新 しい『科学的』修辞学 :N_マ コビーJ、 「説得に対す る感 じ易さの一要因としてのパーソナ リティ :I.

L.ジ ャニスJ、 『コミュニケーションの心理学』波多野完治監修、第4章、第5章、誠信書房、1964年9月 、lp.4974.
翻訳 「先生は悪魔だ :セ ラピス トのカタルシスの効果 ?J、「友人関係を脱却するところか ら治療はは じまったJ、

『カウンセ リングと心理療法』S.1.ス タンダール、R.J.コ ルニシ編、沢田慶輔監訳、第9章、第11章、国土社、1964年 10月 、
pp. 222-247, 264-284.

「競争と共同についてJ滝沢武久、柴田義松編著、『子どもが自立す る時』、誠信書房、1964年 11月 、pp.114-130.

■ 965年
「『道徳』授業過程の理論的研究、指導過程を解明する手がか り」、「指導による内面化の過程」、沢田慶輔編著

『道徳の授業研究』、第 1章、第 4章、国土社、 1965年 5月 、 pp.5-17.50-54.
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■ 967年
"Modeling and EducatiOrlal PrOcess: A Theoretical

Exp10ratiOn.::  The University Of 11linois craduate
Scho。 1, Ph.D. Dissertation, 」une 1967. Uapublished; Author, pp. 311.
'iCurriculum Deve10pment and Experilnental Research:i cOauthOr with Jason Millmano The university Of

11linois curriculum Laboratory WOrking Paper, 
」une 1967.

■ 968年

「海外の数学教育 I.ア メ リカの数学教育 1黒田孝郎、赤摂也、東 洋編 F教育学全集 6、論理 と数学』、小学館、1968年 4月 、 pp. 226-242.

■ 969年
「教育の近代化と教材映画 :再びモデル化をめ ぐって」 『視聴覚教育』、第23巻第8号、日本映画教育協会、 1969年 8月 、 pp.35-38.

「だい理Ettr 21を上笙さ昆尋是目: Psycho10gists fOr SOcial Actioll(PsA) |こ ,Dい 1ご J
F教育心理学研究』、第 17巻第 3号、 1969年 9月 、 pp.185-187.
「書評 :Furth,H.G.Piaget and【DOwledge.1969 Prentice Han.」 『教育心理学研究』、第 17巻第 3号、 196
9年 9月 、 pp. 60-62.
「『英語』を『わかる』ということJ『英語教育』、第91号、三省堂、1969年 11月 、pp.4-8.
「子どもの思考の深まり方の特質 J『社会科教育』、第64号、明治図書、1969年 12月 、pp.17-20.■  9 7 0年
「子どもの学習動機とその指導J『埼玉教育』、埼玉県教育センター、1970年 9月 、pp.25.
「教授 =学習過程におけるモデルJ、 『初等理科教育』、第 4巻第 10号、 日本初等理科教育研究会編、初教出版、1970年 10月 、 pp.6-9.
「学習理論 12講、その 7、 知識の伝達 :オ ーズベルの理論J、 『総合教育技術』、第 25巻第 9号、小学館、 1970年 10月 、 p pr・  ―  .
「書評 :ル ビンシュティン著、内藤耕次郎・木村正一訳 み心理学』上下、青木書店 J、 『読書の友』、第 402号 、1970年 12月 7日 、第 2面

■ 97■ 年

「教育のシステム化J坂元 昂 編『現代社会における教育工学』、大 日本図書、1971年 1月 、 pp.
「 コミュニケーションと言語機能」、藤永 保、村石昭三、斎賀久敬編、『幼児教育全集

57-92.
4、 言語 と数』、小学

館、 1971年 4月 、 pp.98-120.
「学生たちを動か した『教育学のすすめ』J、 『斎藤喜博全集、月報XVII』 、

第 15-1巻 、国土社、 1971年 8月 、pp.4-6.
「幼児の外国語学習と思考J、 『英語教育』、第 20巻第 6号、大修館、1971年 9月 、 pp.
「外国における子どもの勤労 :印象記 アメリカJ、『道徳教育』、第 131号、明治図書、 1

19-21.

2-4, 7.
971■ 三11月、 pp.

■ 972年
「客観的映像と主観的映像 J、 『視聴覚教育』、第 26巻第 1号、日本映画教育協会、 1

6-49.
「学習意欲のシステム化を考えるJ、『授業研究」、第101号、明治図書、 1972年 2月 、

「
心理学研究室め ぐり:イ リノイ大学」『教育心理』、第 20巻第 4号、 日本文化科学社、 1

0-71.
「抽象と具体 :概念形成研究によせてJ、 日本児童研究所編『児童心理学の進歩、

1972年 版』、金子書房、 1972年 5月 、 pp. 297-337.
「放送教育に主体性をJ『放送教育』、第 27巻第 3号、日本放送教育協会、1972年 6月 、
「『教授学』と教育心理学」、『斎藤喜博の個人雑誌 開 く』、第 2集、明治図書、

1972年 10月 、 pp.38-56.
「人間の能力についての楽観論と悲観論J『教育学研究』、第 39巻第 4号、 日本教育学会、
289-296.
「『ゆさぶ り』概念の検討」、斎藤喜博・ 柴田義松・ 稲垣忠彦編『教授学研究  3』 、

pp.24-50.

972年 1月 、 pp. 4

pp_17-22.

972年 4月 、 pp. 7

pp.50-52.

1972年 12月、 pp.

-2-

国土社、 1972年 12月 、



■ 973年
「教育機器と教師と授業観J『教育』、第286号、国土社、1973年 2月 、pp.23-31.
「教授学と教育心理学 :そ の目的と方法をめ ぐって_|、 『教育展望』、第 193号 、

教育調査研究所、 1973年 3月 、 pp.77-80.
「書評 :『 ことばの獲得 :発達心理言語学入門』、D.マ クニール著、佐藤方哉、松島恵子、

神尾昭雄訳、大修館、1972年 J、 『英語教育』、第 巻第 号、大修館、 1973年 .

[教育心理学のひとっの課題 J、 『聖教新聞』、 1973年 8月 9日 第 5面
「授業と能力観 J、『教育と医学』第244号、教育と医学の会、慶応通信、1973年 10月 、pp.28」35.翻訳「 イメージ的思考

の水準、操作と構造」、L.B.イ ッテルソン『ソビェ ト心理学研究』、第 16号、ソビエ ト心理学研究会、三友社、 1973年 10月 、 pp. 29-31.
翻訳「能力の理解への人格的接近」、K.プ ラ トノフ、『ソビェ ト心理学研究』、第 16号、ソビェ ト心理学研究会、

三友社、 1973年 10月 、 pp.32-34.
「教授学 と心理学 :駒林さんの『私の注文』を読んで J、『教育展望』、第19巻 第12号、教育調査研究所、1973年

11月 、 pp. 61-64, 58.

■ 974年
「『質問』の機能についてのメモJ、教育方法 Research le■Orundom I.東京大学教育学部教育方法学研究室、1974年 1月 、 pp. 9
1カ リキュラム開発における『羅生門』的接近J『毎 日新聞』、1974年 5月 4日 夕刊第 5面

「ゆさぶ りと視点J斎藤喜博・柴田義松・稲垣忠彦編『教授学研究 4』 、国土社、1974年 6月 、pp.54-95.
「実践のための授業理論を目ざして |『授業研究』、第132号、明治図書、1974年8月 、pp.912.
「現代教科学習の基礎理論、1.現代の学習理論J 木原健太郎編著、『教科教育の理論』、第一法規、 1974年 9月 、pp. 193-223.

■ 975年
‐`               ・

「書評 : 教育実践を見る確かな目、松本陽一著『実践現場への手紙』、 1974年 11月 、明治図書J、 『内外
教育』、第2624号、時事通信社、1975年 1月 24日 、p.15.

著書『授業の心理学をめざ して』教授学叢書  5、 国土社、 1975年 1月 、 260頁

「人間のための心理学  1. 子供は『操 り人形』 ?|、 『総合教育技術』、第 29巻第 13号、小学館、 197
57入

昌ら ぇ退ぁ′き曇曇

Tl. 9・

『 これまで』と『 これか ら』J、 『総合教育技術』、
第 29巻 14号、小学館、 1975年 2月 、 pp/136-137.

「人間のための心理学  3. 質問を してみると・・・。J、 『総合教育技術』、
第 29巻 15号、小学館、 1975年 3月 、 pp.116-117.

「漢字の教授 =学習 :誤字分析からの接近」、松田弥生、志村正子と共著、東京大学
教育学部紀要第 14巻、 1975年 3月 、 pp.221-251.
「子供の可能性 |『内外教育』、第2656号、時事通信社、 1975年 5月 27日 、 p.1.
「教育と学習理論 :教育の『ため』の学習理論をめざしてJ、『教育学研究』、第42巻第2号、日本教育学会、 1975

年 6月 、 pp.104-115
「『発間の機能』の発生的研究をJ『授業研究』、第143号、明治図書、1975年 6月 、pp.510.

「教授学における構造・ 機能 。目的J、 斎藤喜博・柴田義松・稲垣忠彦・吉田章宏編  『教授学研究  5』 、国土
社、 1975年 7月 、 pp. 79-89.
「『教授学研究の会』一年の歩み」、同上、 pp.322-333.
「学力と教授法」、清水義弘監修、藤永保・ 麻生誠編著『能力・適性 。選抜 と教育』、第一法規、 1975年 7月 、

第 7章、 pp. 245-274.

「 これか らの授業研究とこれか らの心理学 」、『教育学全集 4 教授 と学習 (増補版 )』 、「補説J、 小学館、
1975年 10月 、 pp.11-16.
「教育の評価はどうあるべきか :教育評価の心理学、何のための教育評価か J、伊藤隆二・ 坂野登・ 鐘幹八郎編著『教

育心理学を学ぶ』有斐閣、1975年 11月 、第11章、pp.245-259.
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■ 976年
「発達の概念J、 「発達観の成立J、 「生得説の歴史とその意義 J、 「経験説の歴史とその意義」、「生得説と経験説の統合」、「テス トの信頼性と妥当性J、 「客観テ

:二 :諄T[1.!b:?警 秀 :岬『 響参 ;了F章
宏 編集代表『現代教育学の基礎知識 (1)』 、有斐閣、 1976

「『わかる授業』の心理学 J、『児童心理』、第30巻第4号、金子書房、1976年 4月 、pp_23-35.
「授業研究ノー ト 1:『 授業を研究する』ということ lJ、『授業研究』、第 154号 、明治図書、 1976年 4

月、 pp.108-118.
「授業研究ノー ト 2:『 授業を研究する』ということ 2J、『授業研究』、第 155号 、明治図書、 1976年 5月 、pp. 109-118.

「授業研究ノー ト 3:『 授業を研究する』ということ 3」 、『授業研究』、第 157号 、明治図書、 1976年 6
月、 pp.108-118.

「授業研究ノー ト 4:授 業をとらえる人 とそのとらえ方 lJ、『授業研究』、第 158号 、明治図書、 1976年 7
月、 pp.107-117.

「授業研究ノー ト 5:授 業をとらえる人 とそのとらえ方 2J、『授業研究』、第 160号 、明治図書、 1976年 8
月、 pp.106-118.

「思考におけるイメージの役割 と表現体系」、藤永保編著『思考心理学』、大 日本図書、 1976年 8月 、 pp.
157-175. 356-359.
「授業研究ノー ト 6:授業をとらえる人とそのとらえ方 3」、『授業研究』、第 161号 、明治図書、 1976年 9

月、 pp.107-118.

「授業研究ノー ト 7:『ひと』を『見る力』と『 もの』を『見る力』 J、 『授業研究』、第 162号 、明治図書、1976年 10月 、 pp. 111-126.
「授業研究ノー ト 8:授業研究における『ひと』の認識J、 『授業研究』、第 163号 、明治図書、 1976年 1

1月 、 pp. 106-118.
「授業研究ノー ト 9:実 践者の文化と研究者の文化 J、 『授業研究』、第 164景 、明治図書、 1976年 12

月、 pp.107-1、 18.

■ 977年
「授業研究ノー ト10:『 ょい授業』をめ ぐって |、 『授業研究』、第 165号 、

明治図書、 1977年 1月 、 pp.108-118.
「授業研究ノー ド11:『 ゅさぶり』をめ ぐって J、 『授業研究』、第 166号 、

明治図書、 1977年 2月 、 pp.106-118.
「授業研究ノー ト12:『 ゅさぶ り』をめ ぐって一―おゎりにJ、『授業研究』、第167号、明治図書、 1977年 3月 、pr 105-116.
「発達の世界J、 中内敏夫編『教育学概論』、有斐閣双書、有斐閣、 1977年 3月 、 pp_5-15.
「『数学をつ くる』授業をめざしてJ、 斎藤喜博・柴田義松・ 稲垣忠彦・ 吉田章宏編

『教授学研究  7』 、国土社、 1977年 7月 、 pp.48-73。
「一年のあゆみJ、 同上、 pp.268-276.

著書『授業を研究するまえに』、明治図書、 1977年 9月 、 264頁 .

「"普段とちが う"研究授業」、『総合教育技術』、小学館、1978年 10月 号、p.48.
「オースベル博士の横顔 |『総合教育技術』、小学館、1978年 12月 号、pp.100101.

■ 979年
「『授業』の本質か ら見た視聴覚教育J、『視聴覚教育百科 3』、基礎編、第一法規、1979年 2月

「思考J、 「洞察J、  1意味受容学習J、 『新・教育事典』、平凡社、 1979年 4月 、 「宇佐美寛さんにおた
ずね したいこと J、『現代教育科学』、1979年 4月 号、pp.7277.

「教授学研究の会の研究アプローチ :人間科学としての『教授学』J、 斎藤喜博・柴田義松・稲垣忠彦・古田章宏
編『教授学研究 9』、国土社、1979年 5月 、 pp.8-26.
「学力の『パヮーズ 。ォブ・ テ ン』へのスケ ッチ :『学力のとらえ方』をめ ぐって」、坂野登・吉田章宏編著賄旨力・学力・人

格』講座『 日本の学力』、第3巻、日本標準、1979年 7月 、pp.383-403. 「歌劇『道化師』にちなむパ ロディー :『疑 う』
と『信ずる』一―『ュサプリ』実践の創造 (上 )」 、『現代教育科学』、明治図書、 1979年 7月 号、 pp.83
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-103. 「歌劇『道化師』にちなむパ ロディー :『疑 うJと 『信ずる』―一『ユサブ リ』実践の創造 (中)J、
『現代教育科学』、明治図書、 1979年 8月 号、 pp.85-107. 「歌劇『道化師』にちなむパ ロディー :

『疑う』と『信ずる』――『ユサプリ』実践の創造 (下)J、 『現代教育科学』、明治図書、 1979年 9月 号、 p
p.94-106. 「『授業』の質的転換を考える :授業のなかでの "ゆ さぶ り"と は何かJ、

『総合教育技術』、小学館、 1979年 8月 号、 pp. 46-49.
「少年期の感情と表現J、 岩波講座『子どもの発達と教育 5』 、岩波書店、1979年 9月 、 pp.169-208.

■ 980年
「『わかる』の心理学J『児童心理』、第34巻第5号、金子書房、1980年 5月 、pp.119.

「研究ノー ト:角 か、角でないか」、『朝 日新聞』、 1980年 7月 8日 夕刊第 5面

「森の出日はどこかJ、 斎藤喜博・ 柴田義松・稲垣忠彦・吉田重宏編『教授学研究 10』 、国土社、 1980年 8

月、 pp.8-56.
I『児童心理学の進歩』にみ られる動向」、肥田野直編『現代心理学の動向、 1946-1980』 サll島書店、 1

980年 11月 、 pp.90-98.

■ 98■ 年

「一生の課題を与え られてJ、 『事実と創造』No.6 教授学研究の会編、一茎書房、 1981年 11月 号、 p
p.14-16.
「恥 と誇りJ、『事実と創造』No.7 教授学研究の会編、一茎書房、1981年 12月 号、p.1.

翻訳 ジョン・ ホル ト著『子ども達はどうつまず くか』、志村正子・吉池安恵と共訳・監訳、評論社、 1981年 12月

■ 982年
「も、たつの『世界』とひとつの夢」、『事実と創造』No.8 教授学研究の会編、一茎書房、 1982年 1月

号、 pp. 45-51.
「米国における現象学的心理学のセンター :DUQUESNE UNIVERSITYJ、 『サイコロジー』No_

24.サ イエ ンス社、 1982年 3月 号、 pp. 66-67.
「子 どもの発達における偶然 と必然J、 竹内啓編『偶然と必然』、東京大学出版会、

′ 1982年 3月 、 pp.161-184.
翻訳 エス 。エ リ・ ル ビンシュティン著『一般心理学の基礎 1』『一般心理学の基礎 2』 、(全4巻 のうち)、秋元春朝、

｀
秋山道彦、足立自朗、天野清、佐藤芳男、松野豊 と共訳、明治図書、 1982年 4月

ノ      鰤 冨鰤需慮皐蓬1砕曇基ン  『摯風iT:1言霙菖抒彗:li:::鼻キ::督彗〔::.7. 「『みる』と『みえる』
の創造 :斎藤喜博の自我 と世界に学ぶJ、 教授学研究の会編

『第 II期 教授学研究  2』 、国土社、 1982年 8月 、 pp.21-42.

■ 983年
編集・共著 『授業』東 洋監修「教育心理学講座  3」 、宮原修、中田基昭、宮崎清孝、藤田幹夫、大沼徹、武田

常男と共著、朝倉書店、 1983年 7月 、 pp.215.
「授業におけるD心理学的認識』」『教育展望』、第310号、教育調査研究所、1983年 4月 、 pp.14-21.

「『学ぶ』と『教える』J、 『講座 現代の心理学 3』 、小学館、1983年 6月 、pp.229297.

「発達段階と教育J、 「子どもの可能性 |、 岡津守彦監修『教育課程事典、総論編』、小学館、 コ_983年 12月 、
pp. 259-262、 280-281.

■ 984年
「子どもの学力を高める :教育心理学の立場か らJ、 『児童心理』、金子書房、

1984年 1月 号、 pp. 28-37.
1授業理解を深め豊かにする一視点 :授業における事実と意味 J、 『教育展望』、

教育調査研究所、 1984年 2月・ 3月 合併号、 pp.16-22.
「解説 :斎藤喜博の世界一一その豊かさに学ぶ一解釈J、『第H期 斎藤喜博全集 3』 、国上社、 1984年 4月 、

pp. 415-423.
翻訳 : D.P,オ ースベル・ F.G.ロ ビンソン著『教室学習の心理学』、松田弥生 と共訳、黎明書房、 198

4奪16月 、 pp. 932.
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「く思いやりの心〉をどう教え育てるかJ『総合教育技術』、小学館、1984年 9月 号,pp.5255.翻訳 : エス・ェ リ。ルビ
ンシュティン著『一般心理学の基礎 3』 (全4巻のうち)、秋元春朝、秋山道彦、足立目朗、天野清、佐藤芳男、松野豊と共
訳、明治図書、1984年 10月 、pp.366.

「発達理論J、 鹿取広人編『発達 II:個体発生』 現代基礎心理学 第10巻 第9章、
東京大学出版会、 1984年 10月 、 pp.253-276.

1教える と 愛するJ、 著者代表 平野竜一『愛 と人生』、東京大学出版会、1984年 12月 、 pp.333-368.

■ 985年
「教えるということ」、稲垣忠彦 。柴田義松・ 吉田章宏編著『教育の原理 II』 第 1章、東京大学出版会、 198

5年 3月 、 pp.11-46.
「数学を教えるJ同上、第 3章、 pp.77-108.
「読書案内三十選_1同上、 pp.269-274.
「教師にとって脳の知識は必要か :授業の現象学をめざす立場か ら |、 日本教育心理学会第 26回総会準備委員会

シンポジウム :教育心理学における方法論の問題 (1)、『教育心理学年報』第24集、1984年度、1985年 3月 刊、日本教育
心理学会編集、pp.71-72.

「子どもの『関心・ 態度』を育てるものは何か :訳書『教室学習の心理学』の紹介を兼ねて」、『教育展望』、第 31巻
第 5号、 1985年 6月 号、 pp.12-19.

■ 986年
「授業における否定の意味」 『教育学研究』、日本教育学会、第 53巻第 1号、

1986年 3月 、 pp. 60-62.
「学ぶとは、教えるとは ?: 心理学の立場か らJ、 『教育と医学』、教育 と医学の会、第 34巻第 4号、 198

6年 4月 、 pp. 14-19.

「『知識』と『理解』 :『知る』ことと『わかる』ことJ、 『指導と評価』、
・ 日本教育評価研究会、第 32巻第 6号、 1986年 6月 、 pp.4-8.    ・

「現象学的心理学の子ども理解 :赤ちゃんの誕生体験」、小林 登、小嶋謙四郎、原ひろ子、宮沢康人編 『新 しい子
ども学 第 3巻 :子 どもとは』、海鳴社、1986年 7月 、pp.201229.

′ 「子どもを理解するということJ、『教育技術読本』、教育開発研究所、1986年 9月 、pp.2429. 「授業の完全理論への道J

、『学校教育学研究』、日本学校教育学会、第 1巻第 1号、 1986年 9月 、 pp.86-96.
翻訳 :エス・ エ リ・ ル ビンシュティン著『一般心理学の基礎 4』 (全 4巻のうち)、秋元春朝、秋山道彦、足立 自朗、天野

清、佐藤芳男、松野豊と共訳、明治図書、1986年 7月 、pp.360.
「訳者あとがきJ同上書、 pp.275-287.
1知的能力をどうとらえるか :教育からJ『 こころの科学』、日本評論社、1986年 10月 、pp.59-66.

■ 987年
『授業者としての成長を生む授業体験 :そ の構造と意味の現象学的解明 :』 、昭和 60・ 61年度科学研究費補助金一般研究
C,報告書 東京大学教育学部学校教育学科、 1987年 3月 、 pp.230.
「学ぶ人と教える人 との出会い」、『岩波講座 教育の方法 1学ぶことと教えること』、岩波書Jど 、1987年 4月 、

pp. 237-277.

編集 :『学ぶと教えるの現象学研究 *』 、藤田幹夫、榎沢良彦、守屋 淳、大沼 徹、鶴田清司、浅沼 茂、中田

基昭の 7氏が執筆、東京大学教育学部教育方法学研究室、 1987年 6月 、 pp.152.

著書 :『学ぶと教える :授業の現象学への道』、海鳴社、 1987年 9月 、 364頁 .

「異文化理解 と他者理解J 東京学芸大学海外子女教育 センター編集発行 『海外子女教育研究』 第 89号、
1987年 11月 1日 、 p.1.

■ 988年
「オースベル」「知識 J「発間」「有意味的受容学習 J、 東洋。梅本尭夫・芝祐順・梶田叡一編

『現代教育評価事典』金子書房、 496-498、 572-573.
「 IQ」 「教育学J「教育心理学」「偏差値 2J 見田宗介・ 栗原彬・ 田中義久編  『社会学事典』弘文堂  19

88年 2月 pp. 3-4、 202、 203、 800.
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「『教育心理学研究』の働 きを問 う」 (ァ ンケー トのまとめ) 日本教育心理学会編集  『教育心理学年報』第27集 1987年 度、 1988年 3月 、 po. 21-24。
「『教育 は共育である』という思 いJ教育調査研究所『教育展望』1988年 3月 号、pp.4-8.
「教育の病 い :『嘘』の多様 な意味を中心 に」教育 と医学の会編『教育 と医学』慶応通信  1988年 4月 号  pp.4-lo.
「個性 とは何か :教育 に学ぶ一考察J金井達蔵・渋谷憲一編 『別冊 指導 と評価 (個性を生かす指導 と 評価)』

図書文化、 1988年 9月 、 pp.31-38.
On  the why―What PhenomenOn:  why and what why― questiOns  and what― questiOns  on a character's

behav10rs  and/Or  experiences  d0  0r  dOnit  help  in  teachin8  1iterary  wOrks  of  art?―
―Aphenomenolo8iCal―  psycholo8iCal  explication。   (Author).  pp.lo.  A  paper  presented  at  the  XXIv

lntornatiOnal Congress of Psych。
1。 gy, sydney, Australia, On sept. 1. 1988.

■ 989年
「『魅力ある授業』を解明する一つの試みJ『千葉教育』千葉県総合教育センター No.3711989年 1月 pp.8-12.
「教師と子どもの授業体験の現象学の立場か らJ日本教育心理学会第 30回総会準備委員会企画 シンポジウム

「授業研究の動向と課題」での発表『教育心理学年報第 28集』日本教育心理学会編集 198鮮 3月 発行 pp.9-10.
「授業体験の解明J 同上総会 研究委員会企画 シンポジウム「教師の成長を考える」での発表『教育心理学年報

第 28集』日本教育心理学会編集 1989年 3月 発行 pp.47-48.

編集 :『学ぶ と 教える の 現象学研究 **』 東京大学 教育学部 学校教育学科 教育方法学研究室発行 1989年
3月  pp.163.藤 田幹夫、榎沢良彦、藤田千鶴子、守屋淳、大沼徹、斎藤孝、生越達 の 7名が執筆寄稿。
「教師として子どもをわかるということJ(加 筆修正済みの講演記録)『学校教育研究セ ンター年報』 第 4号

上越教育大学 学校教育研究セ ンター 1989年 3月 pp.62-89.

"Beyond the Traditional concept of concepts:A Set-Theoreticar and Phenomenological Case Study Ofthe 'value'concept in 'capital "' in psychologia -An Intrernational Journal of psychol in the0rient, Vo1. XXXII. No.l llarch 19g9. pp.l-.1 5.
「『視聴覚教育』の進歩に深 く豊かな哲学を一随想・500号に寄せて」『視聴覚教育』創刊 500号記念
日本視聴覚教育協会 1989年 6月 Vol.43.No.6.pp.34-35.
1授業における『つまずき』の意味」『学校教育』広島大学付属小学校 学校教育研究会 No.864.1989年 7月 pp.6-11.
"S.L.Rubinstein and Phenomenology: A 」apanese Perspective" A paper presented at the Eighth lnter―

Ilational Human Science Research conference, University Of Aarhus, Denmark, On August :9, 1989.

"InterpretatiOns of oualitative Research in 
」apan: A Ten Minutesi PresentatiOn' A presentaitonin

the Panel titled i]Qualitaive Research in Different countriesll at the Conference same as abOve, on

August 22, 1989.
:'OIl  the  lmpossibility  Of  the Perfectrly  Empirical―

and―Practical  TheOry  of  Teaching" A paper
present― ed at  the Plenary Session IV of  the x― th cOn8ress   wOrld Association fOr EducatiOnal
Research,  charles university Prague, Czechoslovakia, On August 30th, 1989.

翻訳 :『現象学的心理学』E.キ ー ン著 宮崎清孝 と共訳、東京大学 出版会、1989年 9月 、pp.324.

■ 990年
「『教育心理学』に期待す る一つの遠未来像 :僻地 にある『迷え る小羊』か ら見たその眺望 |『教育心理学年報

第 29集 1989年度』 日本教育心理学会 1990年 3月 刊、pp.142-153.
「解釈学的教育学J、 「現象学的教育学J細谷俊夫・奥 田真丈・河野重男 。今野喜清 編集『新教育学大事典』

第一法規 出版 1990年 第 1巻  pp.306-307、第 3巻 pp.7172.
"On the significance of researches by teachers On teaching."  A 30 milllutes presentatiOn in English

given at the Third 」apanese― Soviet Conference On the Pedago8ical Researcheso May 17,  199o. The
Academy  Of  Pedagogical  Sciences  Of  the  ussRo  MOscOw,  usSR.  [ロ

シ ャ 語 雑 誌
『ソヴィェッヵャ・ ペダゴキヵ』 199o年 11号  pp.148-150に 引用、簡単な紹介がなされている。 ]

「授業と対話J(加筆修正ずみの講演記録)『講演集』富山大学 教育学部 付属小学校 1990年 5月  pp.120
「『真の授業者をめざして』のすすめJ武田常夫著『真の授業者をめざして』国土社 1990年 7月 pp.i― iv
「『個性の教育』とは何か ?」 公開シンポジウム『個性の教育を考える』日本教育心理学会第 32回総会1990年 10月 13日 大阪大学

「多様化を通 しての個性化 :ひ とつの視点J 第二回 日ソ教育学セ ミナー『教育における個別化と個性の教育』
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1990年 11月 2日  東京大学山上会館
「解説J『波多野完治全集 9「 ことばの心理と教育J』 ィヽ学館 199o年 11月  pp_349-373_翻訳 : ァメディォ・ ジォル ジ「現象学的心理学の今日的諸問題 J、 『人間性心理学研究』、 日本人間性心理学会、第 8号  1990年 12月  pp.3-15.

■ 99■ 年
「人間教育としての視聴覚教育 J『視聴覚教育』第45巻 第 1号 日本視聴覚教育協会 1991年 1月 pp.3637.
「『個性の教育』とは何か ?J『教育心理学年報 第 30集 199o年度』 日本教育心理学会編集 1991年 3月 、67ペーソ"OIl the self_educatiOn Of 

」apanese teachers : 'HOw have Japanese teachers beelll improvin8 their Own
teaching practices?::l   March 22, 1991.   ono hOur 10cture givefl at the 

■ecture Forun sponSored byPhilaJamos and MPSSA held at Hotel Nikk。
, Manlla carden, Philippine.

著書 :『教育の方法』 放送大学教育振興会 1991年 3月  235頁

編集 :『学ぶと教えるの現象学研究 *‡ ネ』東京大学教育学部学校教育学科 教育方法学研究室発行 1991年 3月 pp.179,
榎沢良彦、生越達、斎藤孝、守屋淳 の 4名が執筆寄稿。
「多様化を通 しての個性化 :ひ とっの視点J 『教育のペ レス トロィヵ :教育のおける個別化 と個性化をめ ぐって』川野辺敏編 新読書社 1991年 4月  pp.1-35.
「子どもと教師 :子 どもと教師の相互理解の心理学への道J 藤永保 編

『心理学のすすめ』筑摩書房、1991年 lo月 、pp.213-238.
Speech: "」 apanese ulliversity EducatiOn as Personally Lived: Its Reality, Dream alld challenge as

Personally Perceived.]'  oct。 9th,  1991.  one  hOur  presentatiOn  at  The  lnteramerican COngress  Of
EducatiOn. The University Of valle de Mexic。

. MexicO city.

■ 992年
「一即多、多即― :個性化と国際化への視聴覚教育J『視聴覚教育』 日本視聴覚教育協会 第 46巻第 1号1992年 1月  pp.32-33
・ On the Why― what Phenomenon: A phenomeno10gical explicatiOn of the art of asking questiOns" Human

Studies, v。 1.15, no.1。  」an。  1992, Kluwer Academic Publishers, pp. 35-46.
「『学ぶ』とぃぅことJ『学習評価研究』 CsL学 習評価研究所 第3巻J号 199舞 6月  pp.34-47ペ ージ「教育とメデイアにおける不易と流行J『放送教育』 日本放送教育協会 第47巻 5号 1992年 8月  pp.11-13講演 :「教育における『見る』と『見える』J第 38回 (平成 4年度)全国視聴覚教育研究大会報告、特別講演、『視聴覚教育時報』No.452.全国視聴覚教育連盟、1992年 12月 、3-10ペ ージ
講演 :『若き教育心理学徒に託する私の願い』1992年 、lo月 2日 (金)午前 9時 45分～10時 30分、日本教育心理学会大34回総会、信州大学教育学部、司会金澤妙子 (金城学院大学 )

編集 :『学ぶと教えるの現象学研究 四』東京大学教育学部 学校教育学科 教育方法学研究室発行 1992年 3月pp.237.生越達、馬場京子、遠藤司、小森健太郎、斎藤孝、榎沢良彦、大沼良子の 7名が執筆 編集は中田基昭と共同。

■ 993年
"On the lmpossibility Of the Perfectly Empirical―

and―Practical TheOry
Faculty Of Education, The University Of TOkyO, March 1993. pp.257-264.

of Teaching" Bulletin of The

「因果性のパラダイムを超えてJ研究委員会企画シンポジ

.ミ、TT勇ぜ電設ニミダ

る因果関係の同定』教育心理学年報、第32集、1992年 度、日本教育心理学会編集、1993年 〔
書評 :「 中田基昭著『授業の現象学』東京大学出版会発行_|『視聴覚教育』日本視聴覚教育協会 第 47巻 第 4号、1993年 4月 ページ

「教育メディァの多様化J、 『視聴覚教育』、日本視聴覚教育協会、第 47巻第 8号、1993年 8月 、3839ページ「授業と対話J、『教育フォーラム』、第13号、金子書房、1993年 12月 、108125ペ ージ
編集 :『学ぶと教えるの現象学研究 五』東京大学教育学部学校教育学科 教育方法学研究室発行 1993年 3月 pp.125.生
越達、遠藤司、鷲尾善典、榎沢良彦、守屋淳の 5名が執筆寄稿。 編集は中田基昭と共同。

■ 994年
「健康教育を『学問する』:教育研究の視座からJ『健康教室』第45巻第1号、1994年 1月 、12-17頁「『教育と発育の相互作用』
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「人間・ 西郷竹彦の豊かな世界J『西郷竹彦文芸・ 教育全集 5
「多様性を通 じての統合性 :紡得と遍歴の跡か らJ『岩手大学

第 11号, 49～ 59頁、 1996年 .

告書]:瓦 14年扉製麗覇障  [芦

育と発育の相互作用についての研究』 [科学研究費補助金 (総合研究 A)研究成果報

■ 995年

■ 、

:i■
ヒk瞥善「 〔:τ曹√

藤延男監訳、『生態学的心理学入門』.九州大学出版会.「教育学研究 | :62巻
,

趾、li[「祠 冨li][15り]勇曇[liオ警ffj藍婁ittift発行劇昨朗帥祠56_遠

■ 996年

著書 :『子どもと出会う』.岩波書店.1996年 9月 .211頁

「子どもに学ぶということJ柴田義松編『新・教育原理』第 6章.有斐閣:125～ 148頁, 1996年 1月 .「出来事の現象学的心理学 :犯罪の被害者・ 犠牲者となる体験J 畠瀬稔編『人間性心理学とは何か』6章 .大 日本図書 192～ 224頁,1996年 3月 .

人間観 。世界観の教育』.恒文社 :497～ 505頁 ,1996年

教育学部学会年報』 :

「求む、新世紀の映像理論 :映画理論をお、まえそれを超えるものはJ『 日本視聴覚・放送教育学会 第 3回総会大会発表論文集』 1126～ 127頁 , 1996年 .

「展望 :多様性を通 じての統合性を求める :映画理論の『新 しい傾向』に学ぶJ、 [放送教育 メディァ・学習・情報』、
,第

51巻 9号、 1996年 11～ 13頁 .

「私のことば :教 員養成教育に『劇映画』教室を !J、 F視聴覚教育時報』、全国視聴覚教育連盟 :第 500号 ,1996年 ,1頁 .

■ 997年
「『実践と研究をつなぐ』を生 きる :授業・実践 。研究に即 してJ『女子体育』。日本女子体育連盟.第 39巻第 1号1997年 1月 、4～ 7頁

「教育を通 して『子どもと出会 う』J『事実と創造』.一菫書房.5月 号.192号 :2～4頁 ,1997年 5月

■ 998年

■ 999年
「解説 :校長の仕事、その構造 と意味一―根田幸悦校長の苦闘の物語に学ぶJ根田幸悦著『新米校長失敗物語 :理

想の教育を求めて』.一菫書房.241～ 262頁 .1999年 5月 .

「特別寄稿 視聴覚教育という言葉の豊かな含蓄 :時代遅れの判官びいきJ、 『視聴覚教育』、日本視聴覚教育協会、第 53巻第 5号、 12～ 23頁、 1999年 5月
A Phenomeno10gical ExplicatiOn Of the■ ived wOrlds tt ApplicatiOn System Engineers:a tiny attempt.

A paper  presented at  18th  lnternatiOnal  Human
Science Re― search cOnference held  at  sheffield

UnivOrsity, united Kingdom, July 26th,:999.

「『敬愛する岡田章先生』への手紙J.『 前半ヨシ 後半 ヨシ 合せてマチガイ :岡田章の軌跡』 (542頁 ).
岡田章先生追悼集刊行会.1999年 7月 .18-41頁 .

「無私の心の教えJ日 本経済新聞.1999年 7月 15日 朝刊「交遊抄」欄.第 40面 .

「視聴覚教育という言葉の豊かな含蓄J、 日本教育メディア学会研究会論集、第2号、1999年 7月 19日 .110頁 .

「解説 甦る斎藤喜博先生のお姿 :四半世紀の録音を聴いてJ 『斎藤喜博の合唱における呼吸 。発声指導の実際』一菫書房.1999年 .7-18頁 .

翻訳 :ベル ント・ ャーガー著「 自作農場か ら都市へ :教育の二つの基本概念 J.中田基昭編『学ぶと教えるの現象学研究 八』(1999年 )東京大学大学院教育学研究科学校教育開発学コース発行.1999年 9月 .1-33頁
.

著書『ゆりかご に 学ぶ 教育の方法』一菫書房.1999年 12月 .270頁
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2ooo年
「生きるJ私が選ぶ 子どもたちに見せたい映像 Part4.『視聴覚教育』第 54巻第 3号、 20oo年 3月 、 14頁A Phenomeno108ical ExplicatiOn of the Lived W。

■lds 21 ApplicatiOn system ttnglneers:a tiny atternpt.
The 」Ourrla1 0f Kawamura Cakuen WOmanis university. v。 1. 1l No. : 2000年 3月  pp,69-86.
「 自殺の教育J.『教育と医学 特集 増えている自殺』 5月 号.第 48巻.第 5号.慶応義塾大学出版会 .60-67頁 .200o年 5月
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