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序　文

大学には個人が蒐集、寄贈した図書を陳列する特別の図書室を備えた例が多い。寄贈者
の名を冠して、何々文庫などと称するのが普通である。大学史を翻けばそうした個人名を
冠した図書館自体が母体となって成立した大学も存在する。
現代、一方では所蔵図書が膨大になりすぎて収納スペースが不足するという事情もあ

り、他方では電子化によって従来型の活字本を極度に収縮する技術が発達したという事情
もあって、寄贈図書を受け付けない大学も出てきた。
しかし、学生、研究者、一般読者個々人にとっては、依然として実物の書物を目にし手

にとってみることが便利でもあり、刺激にもなる。特に研究者、退職した教授が蒐集した
書物を一ヶ所に集め、陳列した文庫や書棚に接するなら、そこに寄贈者個人がどんな本を
読み、どんな分野に興味をもったかといった関心や研究の歴史が見てとれるはずであり、
その意味で寄贈者自身の「自分史」の資料となるだろう。
こうした思いもあって、私はすでに今から15年前（平成６年）、本学教育研究所を母体

とする独立大学院、臨床教育学研究科の開設を目指して、文科省の設置認可の申請のため
の条件の１つたる基本図書の整備充実の一助として、臨床教育学に関連する蔵書1151冊
（和書843冊、洋書308冊）を本学図書館に寄贈、それは臨床教育学研究科図書室に収めら
れた。同研究科は正式に認可を受けて翌年４月、開設されて多少の曲折はあるものの現在
に至っている。
その後も私は教育研究所長、臨床教育学研究科教授として勤務したが、平成17年３月、

20年間勤務した本学教授の職を辞することになった。その後も、本学名誉教授、教育研究
所嘱託研究員という地位を与えられているが、長い間、お世話になった本学、ならびに教
育研究所に対する感謝の気持ちを表明するとともに後学、同学の人たちに少しでもお役に
立てれば、との思いから、今回さらに蔵書1436冊（和書1027冊、洋書409冊）を本学図書
館に寄贈、教育研究所図書室に別置されることになった。

前回とは若干異なり、今回の寄贈図書には私自身の青年時代、学生時代からの人間的成
長、学問的発達を支えた蔵書が広く加えられている。広い意味で臨床教育学の基礎となる
哲学、文学、教育学、社会学など、私自身の人間形成や人間理解、基本的人間観や教育観
に資するところ多かった専門書や教養書などを幅広く集めており、そこには旧制高校的な
教養主義、古典主義の影響が色濃く、にじみ出ているようにも思う。
私がその折々に、研究した分野や対象、打ち込んだ（ほれ込んだ、といってもよい）人

物、大思想家や大芸術家、特にルソーとデュルケーム、成立期の教育社会学、科学社会
学、大学研究（学歴、学閥、大学教授職、学生運動など）、生涯教育、比較教育、沖縄教
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育などが分類されることは、本目録の目次によって知られるであろう。
この文献目録に掲げた著作は、寄贈図書のすべてではなく、私にとって特に思い出が深

く、同学、後学の徒にとって有益であると思われるものを私なりに選択して整理したので
ある。中には海外に出張したさい収集したいわゆる希覯（きこう）本もいくつか含まれて
いる。
本学就任前の勤務地、広島の旧宅に保管していたが、散佚を恐れるとともに前述の如き

思いを表すため本学への寄贈を申請したのである。なお、目録は目次に示されるジャンル
毎に整理し、それぞれ著者（編者なども含む）、書名、出版社、出版年を記し、さらに同
一ジャンル内でも、テーマ毎に、出版年次順などで記載してある。本学図書館から受け
取った膨大な寄贈リストと照らし合わせながら、本目録を私の希望通りに作成された研究
所の末吉ちあき助手の御協力に深く謝意を表し、これが広く活用されることを期待した
い。

平成21年３月　
新堀　通也
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Ⅰ．辞典類

１．日本語 日本類語大辞典 志田義秀、佐伯常麿共
編／芳賀矢一校閲 博愛館 1913

現代短歌用語辞典 松村英一編 素人社書屋 1932

官版語彙別記 文部省編輯寮編 田中太右衛門／中川勘
助／此村庄助（發賣） 1885

和歌梯（上・下） 蘭園主人編 葛西市郎兵衛／北村四
郎兵衛

文化11
1814

２．英語
オクスフォード英語辞
典（Oxford English 
Dictionary） （COD）

adapted by H. W. Fowler 
and F. G. Fowler from 
the Oxford Dictionary

Clarendon Press 1934

オクスフォード英語辞
典（Oxford English 
Dictionary） （POD）

comp i l e d  by  F .  G . 
Fowler & H. W. Fowler Clarendon Press 1939

ユニバーサル英語大辞典
（Universal Dictionary of 
the English Language）

edited by Henry Cecil 
Wyld/with an appen-
dix by Hugh Buss

Maruzen 1936

英語入門辞典（A Com-
prehensive Guide to 
Good English）

by  Geo rg e  Ph i l i p 
Krapp R. McNally 1927

類 語・ 反 対 語 辞 典
（English Synonyms 
and Antonyms）

by James C. Fernald Funk & Wagnalls 1914

俗語・口語辞典（Dic-
tionary of Slang and 
Colloquial English）

by John S. Farmer 
and W.E. Henley

George Routledge/
E.P. Dutton 1921

口語辞典（Slang, Phrase 
and Iidiom in Colloquial 
English and their Use）

by Thomas R. G. Lyell Hokuseido Press 1936

シンタクス、イディオ
ム辞典（Short Diction-
ary of English Syntax 
and Idiom）

by H. A. Treble and G. 
H. Vallins

Clarendon Press/
Maruzen 1936

発音辞典（English Pro-
nouncing Dictionary） by Daniel Jones Maruzen 1937

英語学辞典 市河三喜編著 研究社 1940
英米文学辞典 齋藤勇編著 研究社 1939
シェークスピア用語辞典

（Shakespeare Glossary） by C. T. Onions Clarendon Press 1919

３．フランス語
ラルース・フランス語
辞典（Nouveau Petit 
Larousse）

Librairie Larousse 1968

フランス語・英語辞典
（Nouveau Diction-
naire de Poche fran-
çais︲anglais et an-
glais︲français）

par Thomas Nugent 
et J. Ouiseau Tardieu︲Denesle 1828
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４．ギリシャ語
ギリシヤ語・英語辞典

（Greek︲English Lexi-
con）

Clarendon Press 1871

ギリシャ語・英語中辞典
（Inter︲mediate Greek︲
English Lexicon）

compiled by Henry 
George Liddell and 
Robert Scott

Clarendon Press 1889

５．ラテン語

ラテン語・英語辞典
（Cassell’s Latin Dic-
tionary:Latin︲English 
and English︲Latin）

revised by J. R. V. 
Marchant and Joseph 
F. Charles

Cassell 1928

６．分野別
　　哲　学 哲学小辞典 伊藤吉之助編 岩波書店 1938

哲学辞典（Vocabulaire 
téchnique et critique 
de la Philosophie）

par André Lalande/
ouvrage couronné par 
l’Académie française

Presses Universitaires 
de France 1956

　　聖　書 聖書辞典（Biblical 
Cyclopaedia）

LONDON: C. Griffin & 
Company, LTD, PHIL-
ADELPHIA: J. B. 
Lippincott Company

1901

聖書（Holy Bibles） T. Nelson and Sons 1900

賛美歌（The Hymnal）

compiled by a Com-
mittee of the Presby-
terian Board of Publi-
cation and Sabbath︲
School Work

Presbyterian Board of 
Publication and Sab-
bath︲School Work

1911

　　社会学 社会学辞典 福武直、日高六郎、高
橋徹編 有斐閣 1958

社会学小辞典 新明正道編著 岩崎書店 1950
社会学辞典（Diction-
ary of Sociology）

edited by Henry Pratt 
Fairchild Philosophical Library 1944

社会学辞典（Diction-
naire de Sociologie）

Emilio Willems/adap-
tation française par 
Armand Cuvillier

Rivière 1961

社会学辞典（Wörterbu-
ch der Soziologie）

unter Mitarbeit zahl-
reicher Fachleute he-
rausgegeben von Wil-
helm Bernsdorf und 
Friedrich Bülow

Enke 1955

社会思想史辞典 新明正道監修 創元社 1961
明治世相編年辞典 朝倉治彦、稲村徹元編 東京堂出版 1965

　　教育学 教育学辞典（全５巻） 城戸幡太郎［ほか］編 岩波書店 1936︲
1939

現代教育小事典 藤永保、森隆夫編 ぎょうせい 1980
教育学辞典（Wörterbu-
ch der Pädagogik, 
A.Kröner）

von Wilhelm Hehl-
mann Alfred Kröner 1953
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高等教育百科辞典（全
10巻）（International 
Encyclopedia of High-
er Education）

editor︲in︲chief, Asa S. 
Knowles

Jossey︲Bass Publish-
ers 1977

学界の辞典 京都大学新聞社編 養徳社 1951
教育博物館（全３巻） 唐澤富太郎著 ぎょうせい 1977
日本教育史資料書 國民精神文化研究所編 北海出版社 1937
学制百年史、記述編・
資料編 文部省編 帝国地方行政学会 1972

大学問題総資料集（全８巻） 田畑茂二郎［ほか］編
１ ．戦後の歴史と

基本法規 有信堂 1970

２ ．政府機関およ
び各団体の見解 有信堂 1970

３ ．日本と外国の
諸大学改革案 有信堂 1971

４ ．入試制度およ
び教育・研究 有信堂 1971

５ ．大学の学生自
治と参加権 有信堂 1972

６ ．大学の自治と
管理運営 有信堂 1972

７ ．大学の教員養
成部門と医学部 有信堂 1972

８ ．追録・年表・
総索引　放送大
学・学術体制

有信堂 1973



― 64 ― ― 65 ―

Ⅱ．講座類
１．社会学関係 社会学講座（全18巻）

１．理論社会学 青井和夫編 東京大学出版会 1974
２．社会学理論 濱島朗編 東京大学出版会 1975
３．家族社会学 森岡清美編 東京大学出版会 1972
４．農村社会学 蓮見音彦編 東京大学出版会 1973
５．都市社会学 倉沢進編 東京大学出版会 1973
６．産業社会学 松島静雄編 東京大学出版会 1973
７．政治社会学 綿貫譲治編 東京大学出版会 1973
８．経済社会学 富永健一編 東京大学出版会 1974
９．法社会学 潮見俊隆編 東京大学出版会 1974
10．教育社会学 麻生誠編 東京大学出版会 1974
11．知識社会学 徳永恂編 東京大学出版会 1976
12．社会意識論 見田宗介編 東京大学出版会 1976
13．現代社会論 辻村明編 東京大学出版会 1972
14．社会開発論 松原治郎編 東京大学出版会 1973
15．社会福祉論 三浦文夫編 東京大学出版会 1974
16．社会病理学 岩井弘融編 東京大学出版会 1973
17．数理社会学 安田三郎編 東京大学出版会 1973
18．歴史と課題 福武直編 東京大学出版会 1974

講座・近代思想史（全９巻）欠あり

近代人の誕生１
（講座・近代思想史：１︲２） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1958︲

1959
近代人の誕生２

（講座・近代思想史：１︲２） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1958︲
1959

理性と啓蒙の時代１
（講座・近代思想史：３︲４） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

理性と啓蒙の時代２
（講座・近代思想史：３︲４） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

機械の時代
（講座・近代思想史：５） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

危機の時代
（講座・近代思想史：６） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

日本における西洋近
代思想の受容

（講座・近代思想史：９）
金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

２．教育学関係 教育学叢書（全24巻）欠あり

日本現代教育史
（教育学叢書：第１巻） 仲新著 第一法規出版 1969
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世界の教育改革
（教育学叢書：第２巻） 山内太郎編著 第一法規出版 1967

教育革新の動向
（教育学叢書：第３巻） 岡津守彦編著 第一法規出版 1969

教育計画
（教育学叢書：第４巻） 清水義弘、天城勲編著 第一法規出版 1968

教育と経済
（教育学叢書：第５巻） 嘉治元郎編著 第一法規出版 1970

学校制度
（教育学叢書：第６巻） 仲新、持田栄一編著 第一法規出版 1967

日本の高等教育
（教育学叢書：第７巻） 清水義弘編著 第一法規出版 1968

産業と教育
（教育学叢書：第８巻） 岩井龍也、松原治郎編著 第一法規出版 1967

教授と学習
（教育学叢書：第10巻） 東洋編著 第一法規出版 1968

教育経営
（教育学叢書：第12巻） 河野重男著 第一法規出版 1969

就学前教育
（教育学叢書：第13巻） 川口勇編著 第一法規出版 1968

英才教育
（教育学叢書：第14巻） 清水義弘、向坊隆編著 第一法規出版 1969

身体発達と教育
（教育学叢書：第19巻） 猪飼道夫、高石昌弘共著 第一法規出版 1967

情操・意志・創造性の教育
（教育学叢書：第20巻） 時実利彦編著 第一法規出版 1969

教育評価
（教育学叢書：第21巻） 続有恒著 第一法規出版 1969

現代の教師
（教育学叢書：第22巻） 鈴木重信、 池田進共著 第一法規出版 1968

現代教育思潮
（教育学叢書：第23巻） 森昭編著 第一法規出版 1969

教育行政
（教育学叢書：第24巻） 天城勲編著 第一法規出版 1970

教育学講座（全21巻）欠あり

人間形成の思想
（教育学講座：２） 平野智美、菅野和俊編著 学習研究社 1979

発達と環境
（教育学講座：３） 梅本堯夫、麻生誠編著 学習研究社 1979

就学前教育
（教育学講座：４） 角尾稔、東洋編著 学習研究社 1979

教授・学習・評価
（教育学講座：５） 永野重史、東洋編著 学習研究社 1979
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教育工学
（教育学講座：６） 中野照海編著 学習研究社 1979

教育課程の理論と構造
（教育学講座：７） 今野喜清、柴田義松編著 学習研究社 1979

国語教育の理論と構造
（教育学講座：８）

倉沢栄吉、田近洵一、
湊吉正編著 学習研究社 1979

外国語教育の理論と構造
（教育学講座：９） 羽鳥博愛、伊村元道編著 学習研究社 1979

社会科教育の理論と構造
（教育学講座：10） 浜田陽太郎、上田薫編著 学習研究社 1979

算数・数学教育の理論と
構造（教育学講座：11） 赤攝也編著 学習研究社 1979

理科教育の理論と構造
（教育学講座：12） 森川久雄編 学習研究社 1979

造形と音楽の教育
（教育学講座：13） 高山正喜久、真篠将編著 学習研究社 1979

健康と身体の教育
（教育学講座：14）

江橋慎四郎、高石昌弘編
著 学習研究社 1979

家庭生活と技術の教育
（教育学講座：15）

斎藤健次郎、藤枝悳子編
著 学習研究社 1979

新しい道徳教育の探究
（教育学講座：16） 上田薫、平野智美編著 学習研究社 1979

学校生活の指導
（教育学講座：17） 河合隼雄、木原孝博編著 学習研究社 1979

教師・親・子ども
（教育学講座：18） 真野宮雄、市川昭午編著 学習研究社 1979

現代の教育経営
（教育学講座：19） 河野重男、永岡順編著 学習研究社 1979

教育機会の拡充
（教育学講座：20） 辻功、木下繁弥編著 学習研究社 1979

学習社会への道
（教育学講座：21） 市川昭午、潮木守一編著 学習研究社 1979

図説・統計学校教育三十
年史（教育学講座：別巻） 市川昭午編集代表 学習研究社 1980

現代教育講座（全10巻）
１． 現代教育の危機：教育

の危機の本質は何か 上田薫編著 第一法規出版 1975

２． 戦後日本の教育政
策：国民にとって教
育とは何であったか

市川昭午編著 第一法規出版 1975

３． 現代の学校：学校と
は何をするところか 河野重男編著 第一法規出版 1975

４． 教育内容の現代
化：学校では何を
どう教えるべきか

木原健太郎編著 第一法規出版 1975
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５． 人間の発達と学習：
子どもの発達にとっ
て教育とは何か

滝沢武久、山村賢明編著 第一法規出版 1975

６． 現代日本の教育環
境：教 育・学 習 環
境はどう変化したか

浜田陽太郎編著 第一法規出版 1975

７． 能力・適性・選抜と
教育：誰が青少年の
進路を決定するか

藤永保、麻生誠編著 第一法規出版 1975

８． 労働・余暇と教育：
生活構造の変化は
何を求めているか

倉内史郎編著 第一法規出版 1975

９． 高等 教育の大衆
化：大衆化の流れ
をどう変えるか

清水義弘編著 第一法規出版 1975

10． 高学歴社会の教育：
社 会 はどう変 わ
る、そして教育は

新堀通也、潮木守一編著 第一法規出版 1975

教育学研修講座（全14巻）
１．教育革新と教育計画 麻生誠、池田秀男編著 第一法規出版 1984
２．教育の環境と病理 新堀通也、津金沢聡広編著 第一法規出版 1984
３．子どもと青年の形成 深谷昌志、上杉孝實編著 第一法規出版 1984
４．学校と学級の経営 杉山明男、金子照基編著 第一法規出版 1984
５．学校と教育課程 佐藤三郎、稲葉宏雄編著 第一法規出版 1984
６．教材の構成と展開 歓喜隆司、田代高英編著 第一法規出版 1984
７．学力の形成と評価 木下繁弥、安彦忠彦編著 第一法規出版 1984
８．授業の計画と指導 水越敏行、西之園晴夫編著 第一法規出版 1984
９． 生活指導の計画と展開 桂正孝、恒吉宏典編著 第一法規出版 1984
10． 「スポーツと教育」の展開 丹羽劭昭、辻野昭編著 第一法規出版 1984
11． 障害児教育の課題と展望 伊藤隆二、中野善達編著 第一法規出版 1984
12． 同和教育の計画と展開 川向秀武、中野陸夫編著 第一法規出版 1984
13． 生涯教育の構想と展

開 元木健、諸岡和房編著 第一法規出版 1984

14．現代教師論 高野桂一、影山昇編著 第一法規出版 1984

西洋教育史（全13巻）
１．ソクラテス
　　（西洋教育史：１） 村井実著 牧書店 1956

２．プラトン
　　（西洋教育史：２） 石山脩平著 牧書店 1957

３． クインティリアーヌス
（西洋教育史：３） 横尾壮英著 牧書店 1957
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４． コメニウス
　　（西洋教育史：４） 梅根悟著 牧書店 1956

５． ルソー
　　（西洋教育史：５） 新堀通也著 牧書店 1957

６． ペスタロッチー
　　（西洋教育史：６） 長田新著 牧書店 1956

７． フレーベル
　　（西洋教育史：７） 荘司雅子著 牧書店 1957

８． ヘルバルト
　　（西洋教育史：８） 是常正美著 牧書店 1957

９． シュタイン
　　（西洋教育史：９） 皇至道著 牧書店 1957

10． ホール
　　（西洋教育史：10） 古川忠次郎著 牧書店 1957

11． デューイ
　　（西洋教育史：11） 永野芳夫著 牧書店 1956

12． シュプランガー
　　（西洋教育史：12） 長井和雄著 牧書店 1957

13． リット
　　（西洋教育史：13） 杉谷雅文著 牧書店 1956

講座・教育社会学（全６巻）
１．近代国家と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
２．現代文化と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
３．青少年問題と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
４．地域社会と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
５．学校の社会学 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
６． 教育計画の社会的基礎 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1955

大学問題シリーズ（翻訳、全８巻）

１．大衆のための大学 アール・J・マッグラス編
／清水義弘監訳 東京大学出版会 1969

２．大学の官僚制 H・ストループ著／松原治
郎、小野浩、石田純共訳 東京大学出版会 1972

３．これからの大学院 E・ウォルターズ編／木田
宏監訳 東京大学出版会 1969

４．世界の大学問題 IDE 大学教育研究会編 東京大学出版会 1969
５． ニュー・ユニバー

シティ：イギリス
型の大学創造

マレー・G・ロス編／原芳
男［ほか］共訳 東京大学出版会 1970

６． コロンビア大学の
危機：コックス・
レポート

コロンビア大学紛争事実
調査委員会［編］／喜多
村和之訳

東京大学出版会 1970

７．イギリスの新大学 ハロルド・J. パーキン著／
友田泰正［ほか］共訳 東京大学出版会 1970
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８． バークレーの大学
改革：マスカティ
ン・レポート

カリフォルニア大学教育
特別委員会著／新堀通也
監訳／吉田正晴、池田秀
男、大塚忠剛共訳

東京大学出版会 1970

３．文学関係 岩波講座世界文學（全15回） 小林英夫［ほか］著 岩波書店 1932︲
1934

世界文学講座（全13巻） 佐藤義亮編輯 新潮社 1929︲
1931

英米文学語学講座
（全11巻） 福原麟太郎［ほか］著 研究社 1940︲

1944

４． 文学全集・
選集 世界文学全集（全30巻）

赤と黒
（世界文学全集：１）

スタンダール著／鈴木力
衛訳

日本ブック・
クラブ 1971

ジェーン・エア
（世界文学全集：２）

C．ブロンテ著／大久保康
雄訳

日本ブック・
クラブ 1971

罪と罰
（世界文学全集：３）

ドストエフスキー著／米
川正夫訳

日本ブック・
クラブ 1971

可愛い女／ヴァーニャ伯
父さん／三人姉妹ほか

（世界文学全集：４）

チェーホフ著／中村白葉
ほか訳

日本ブック・
クラブ 1971

嵐が丘
（世界文学全集：５）

エミリ・ブロンテ著／宮
西豊逸訳

日本ブック・
クラブ 1971

武器よさらば／春の奔流
（世界文学全集：６）

ヘミングウェイ著／竹内
道之助訳

日本ブック・
クラブ 1971

黄金虫ほか
（世界文学全集：７）

E. A. ポー著／刈田元司、
一力秀雄訳

日本ブック・
クラブ 1971

モルグ街の殺人ほか
（世界文学全集：８）

E. A. ポー著／福田陸太郎
ほか訳

日本ブック・
クラブ 1971

隊長ブリバほか
（世界文学全集：９）

ゴーゴリ著／原久一郎、
工藤精一郎訳

日本ブック・
クラブ 1971

友情物語／漂泊の魂
／デーミアン

（世界文学全集：10）

ヘルマン・ヘッセ著／相
良守峯、藤岡光一訳

日本ブック・
クラブ 1971

オリヴァ・トウィスト
（世界文学全集：11）

ディケンズ著／北川悌二
訳

日本ブック・
クラブ 1971

大地 上
（世界文学全集：12︲14）

パール・バック著／北川
悌二訳

日本ブック・
クラブ 1971

大地 中
（世界文学全集：12︲14）

パール・バック著／北川
悌二訳

日本ブック・
クラブ 1971

大地 下
（世界文学全集：12︲14）

パール・バック著／北川
悌二訳

日本ブック・
クラブ 1971

ジャン・クリストフ１
（世界文学全集：13︲14）

ロマン・ロラン著／片山
敏彦訳 河出書房新社 1964
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ジャン・クリストフ２
（世界文学全集：13︲14）

ロマン・ロラン著／片山
敏彦訳 河出書房新社 1964

父と子／その前夜／初恋
（世界文学全集：15）

ツルゲーネフ著／米川正
夫訳

日本ブック・
クラブ 1971

三つの愛 上
（世界文学全集：16︲17）

クローニン著／竹内道之
助訳

日本ブック・
クラブ 1972

三つの愛 下
（世界文学全集：16︲17）

クローニン著／竹内道之
助訳

日本ブック・
クラブ 1972

あしながおじさん
（世界文学全集：18）

ウェブスター著／北川悌
二訳

日本ブック・
クラブ 1972

アンナ・カレーニナ 上
（世界文学全集：19︲20） トルストイ著／米川正夫訳 日本ブック・

クラブ 1972

アンナ・カレーニナ 下
（世界文学全集：19︲20） トルストイ著／米川正夫訳 日本ブック・

クラブ 1972

ミシシッピーの生活
（世界文学全集：21）

マーク・トウェーン著／
西崎一郎、水谷信子訳

日本ブック・
クラブ 1972

若いウェルテルの悩
み／乙女の湖

（世界文学全集：22）

ゲーテ著／井手賁夫訳／
ヴィッキー・バウム著；
松本和也訳

日本ブック・
クラブ 1972

椿姫／純愛
（世界文学全集：23）

デュマ・フィス著／鈴木
力衛訳／バルザック著；
安川茂雄訳

日本ブック・
クラブ 1972

名詩集
（世界文学全集：24）

ゲーテ、ハイネ著／星野
慎一、辻 訳

日本ブック・
クラブ 1972

大尉の娘ほか／現代の英雄
（世界文学全集：25）

プーシキン著／レールモン
トフ著；中村白葉訳

日本ブック・
クラブ 1972

ジャン・クリストフ 上
（世界文学全集：26︲28）

ロマン・ロラン著／井上
勇訳

日本ブック・
クラブ 1972

ジャン・クリストフ 中
（世界文学全集：26︲28）

ロマン・ロラン著／井上
勇訳

日本ブック・
クラブ 1972

ジャン・クリストフ 下
（世界文学全集：26︲28）

ロマン・ロラン著／井上
勇訳

日本ブック・
クラブ 1972

現代アメリカ傑作短編集
（世界文学全集：29）

スタインベックほか著／
佐藤亮一訳

日本ブック・
クラブ 1972

従妹ベット
（世界文学全集：30） バルザック著／井上勇訳 日本ブック・

クラブ 1972

ミルトン詩集
（Poetical Works of John 
Milton）

edited after the original 
texts by H. C. Beeching H. Milford 1925

テニソン詩集
（Poems of Tennyson）

with an introduction by 
Sir Herbert Warren

H. Frowde/Ox-
ford University 
Press

1926



― 70 ― ― 71 ―

日本の文学（全76巻）欠あり

坪内逍遥／二葉亭四
迷／幸田露伴

（日本の文学：１）
中央公論社 1970

森鷗外１
（日本の文学：２︲３） 中央公論社 1966︲

1967
森鷗外２

（日本の文学：２︲３） 中央公論社 1966︲
1967

尾崎紅葉／泉鏡花
（日本の文学：４） 中央公論社 1969

樋口一葉／徳富蘆花
／国木田独歩

（日本の文学：５）
中央公論社 1968

島崎藤村１
（日本の文学：６︲７） 中央公論社 1964︲

1967
島崎藤村２

（日本の文学：６︲７） 中央公論社 1964︲
1967

徳田秋声１
（日本の文学：９︲10） 中央公論社 1966︲

1967
徳田秋声２

（日本の文学：９︲10） 中央公論社 1966︲
1967

正宗白鳥
（日本の文学：11） 中央公論社 1968

夏目漱石１
（日本の文学：12︲14） 中央公論社 1964︲

1966
夏目漱石２

（日本の文学：12︲14） 中央公論社 1964︲
1966

夏目漱石３
（日本の文学：12︲14） 中央公論社 1964︲

1966
石川啄木／正岡子規
／高浜虚子

（日本の文学：15）
中央公論社 1967

長塚節／鈴木三重吉／中
勘助（日本の文学：16） 中央公論社 1969

北原白秋／高村光太
郎／萩原朔太郎

（日本の文学：17）
中央公論社 1965

永井荷風１
（日本の文学：18︲19） 中央公論社 1965︲

1967
永井荷風２

（日本の文学：18︲19） 中央公論社 1965︲
1967

武者小路実篤
（日本の文学：20） 中央公論社 1965

志賀直哉１
（日本の文学：21︲22） 中央公論社 1964︲

1967
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志賀直哉２
（日本の文学：21︲22） 中央公論社 1964︲

1967
谷崎潤一郎１

（日本の文学：23︲25） 中央公論社 1964︲
1967

谷崎潤一郎２
（日本の文学：23︲25） 中央公論社 1964︲

1967
谷崎潤一郎３

（日本の文学：23︲25） 中央公論社 1964︲
1967

柳田国男／斎藤茂吉
／折口信夫

（日本の文学：26）
中央公論社 1969

有島武郎／長与善郎
（日本の文学：27） 中央公論社 1967

久保田万太郎／里見弴
（日本の文学：28） 中央公論社 1968

芥川龍之介
（日本の文学：29） 中央公論社 1964

山本有三
（日本の文学：30） 中央公論社 1965

佐藤春夫
（日本の文学：31） 中央公論社 1966

広津和郎／菊池寛
（日本の文学：32） 中央公論社 1969

室生犀星
（日本の文学：35） 中央公論社 1966

滝井孝作／梶井基次
郎／中島敦

（日本の文学：36）
中央公論社 1968

横光利一
（日本の文学：37） 中央公論社 1966

川端康成
（日本の文学：38） 中央公論社 1964

葉山嘉樹／小林多喜
二／徳永直

（日本の文学：39）
中央公論社 1970

林房雄／武田麟太郎
／島木健作

（日本の文学：40）
中央公論社 1968

中野重治
（日本の文学：41） 中央公論社 1967

堀辰雄
（日本の文学：42） 中央公論社 1964

小林秀雄
（日本の文学：43） 中央公論社 1965

野上弥生子／網野菊
（日本の文学：44） 中央公論社 1965
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宮本百合子
（日本の文学：45） 中央公論社 1969

宇野千代／岡本かの子
（日本の文学：46） 中央公論社 1969

林芙美子
（日本の文学：47） 中央公論社 1964

平林たい子／大原富枝
（日本の文学：48） 中央公論社 1969

佐多稲子／壺井栄
（日本の文学：49） 中央公論社 1968

円地文子／幸田文
（日本の文学：50） 中央公論社 1966

尾崎士郎／火野葦平
（日本の文学：51） 中央公論社 1968

尾崎一雄／外村繁／上林
暁（日本の文学：52） 中央公論社 1969

井伏鱒二
（日本の文学：53） 中央公論社 1966

舟橋聖一
（日本の文学：54） 中央公論社 1966

丹羽文雄
（日本の文学：55） 中央公論社 1965

石川達三
（日本の文学：56） 中央公論社 1966

高見順
（日本の文学：57） 中央公論社 1965

石坂洋次郎
（日本の文学：58） 中央公論社 1964

伊藤整
（日本の文学：59） 中央公論社 1965

石川淳
（日本の文学：60） 中央公論社 1967

中山義秀
（日本の文学：61） 中央公論社 1967

永井龍男／阿部知二
（日本の文学：62） 中央公論社 1968

坂口安吾／織田作之
助／檀一雄

（日本の文学：63）
中央公論社 1969

井上友一郎／田宮虎
彦／木山捷平

（日本の文学：64）
中央公論社 1970

太宰治
（日本の文学：65） 中央公論社 1964

野間宏
（日本の文学：66） 中央公論社 1966
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武田泰淳
（日本の文学：67） 中央公論社 1967

椎名麟三／梅崎春生
（日本の文学：68） 中央公論社 1968

三島由紀夫
（日本の文学：69） 中央公論社 1965

大岡昇平
（日本の文学：70） 中央公論社 1965

井上靖
（日本の文学：71） 中央公論社 1964

中村真一郎／福永武
彦／遠藤周作

（日本の文学：72）
中央公論社 1969

堀田善衛／安部公房
／島尾敏雄

（日本の文学：73）
中央公論社 1968

安岡章太郎／吉行淳
之介／曾野綾子

（日本の文学：74）
中央公論社 1968

阿川弘之／庄野潤三
／有吉佐和子

（日本の文学：75）
中央公論社 1969

石原慎太郎／開高健
／大江健三郎

（日本の文学：76）
中央公論社 1968

俳文学大系（全12巻）欠あり

俳文学大系［第１卷］：
作法編第１

巖谷小波、伊藤松宇、 
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第２卷］：
作法編第２

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第３卷］：
註釋編第１

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第４卷］：
註釋編第２

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第６卷］：
俳文編

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第７卷］：
紀行編

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第８卷］：
隨筆編

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第９卷］：
七部集總覽編第１

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第10卷］：
俳論編

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
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俳文学大系［第11卷］：
七部集總覽編第３

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930
俳文学大系［第12卷］：
七部集總覽編第４

巖谷小波、伊藤松宇、
橋本小舸共編 大鳳閣書房 1929︲

1930

海表叢書（全６巻） 新村出監修 更生閣 1927︲
1928

和泉式部私抄 保田與重郎著 育英書院 1942
芭蕉抄 潁原退藏著 星林社 1946
蕪村全集 潁原退藏編著 有朋堂書店 1925

一茶俳句全集 一茶著／大橋裸木篇／荻
原井泉水校閲 春秋社 1929

其角全集 榎本其角著／勝峯晋風編 聚英閣 1926
華山全集 渡辺崋山著／鈴木清節編纂 崋山叢書出版會 1941

漱石全集（全19巻）
吾輩は猫である

（漱石全集：第１卷）
夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

坊っちゃん：外七篇
（漱石全集：第２卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

草枕／二百十日／野分
（漱石全集：第３卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

虞美人草／坑夫
（漱石全集：第４卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1935

三四郎／それから
（漱石全集：第５卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

門／彼岸過迄
（漱石全集：第６卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

行人
（漱石全集：第７卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1937

心／道草
（漱石全集：第８卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1935

明暗
（漱石全集：第９卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1937

小品
（漱石全集：第10卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

文學論
（漱石全集：第11卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

文學評論
（漱石全集：第12卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

評論／雜篇
（漱石全集：第13卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

詩歌俳句及初期の文
章／附印譜

（漱石全集：第14卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936
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日記及斷片
（漱石全集：第15卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936

書簡集 正
（漱石全集：第16︲17卷）

夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936︲

1937
書簡集 續

（漱石全集：第16︲17卷）
夏目漱石著／漱石全集刊
行會編輯 漱石全集刊行会 1936︲

1937

漱石全集 第18卷 別冊 夏目漱石著 漱石全集刊行会 1935︲
1937

漱石全集 第19卷 總索引 漱石全集刊行会 1935︲
1937

山本有三全集（全10巻） 山本有三著 岩波書店 1939︲
1941

啄木歌集 石川啄木著 素人社書屋／伊
林書店（發賣） 1935

宮沢賢治歌集 宮澤賢治著／森莊已池校註 日本書院 1946
宮沢賢治名作選 宮澤賢治著／松田甚次郎編 羽田書店 1939
吉井勇歌集 吉井勇著 甲鳥書林 1943
与謝野寛遺稿歌集 與謝野寛著／與謝野光編 明治書院 1935
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Ⅲ．歴史

１．通史 史料による日本の歩み 児玉幸多編者代表 吉川弘文館 1951︲
1960

日本文学通史 次田潤著 明治書院 1937
国文学書史 佐藤良二、佐藤一三共著 厚生閣 1934
ヘブライ史（Evolution 
of the Hebrew People） by Laura H. Wild Scribner 1917

ギリシャ史
（History of Greece） by Oliver Goldsmith Printed for Thomas 

Tegg 1827

フランス史 金沢誠著 ダヴィッド社 1960
フランス全史 廣瀬哲士著 厚生閣書店 1932

フランス文化論 クゥルティウス著／大
野俊一訳 創元社 1942

フランス精神と文化 佐藤輝夫著 目黒書店 1943
フランス・ルネサンス
文芸思潮序説 渡辺一夫著 岩波書店 1960

西洋美術史要 板垣鷹穗著 岩波書店 1930
スポーツの技術史 岸野雄三、多和健雄編 大修館書店 1972

19世紀フランス絵画史 リヒヤルド・ムウテル
著／木下杢太郎訳 甲鳥書林 1943

ドイツ産業資本成立史論 川本和良著 未来社 1971
イギリス初期重商主義
研究 渡邊源次郎著 未来社 1959

ロシヤ文学史 エリヤスベルク著／宮
下義信、小林英夫共訳 筑摩書房 1943

２． 思想史・ 
哲学史 近代日本思想史

近代人の誕生１（講座・
近代思想史：１ ︲２） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1958︲

1959
近代人の誕生２（講座・
近代思想史：１ -２） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1958︲

1959
理性と啓蒙の時代１

（講座・近代思想史：
３ ︲４）

金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

理性と啓蒙の時代２
（講座・近代思想史：
３ ︲４）

金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

機械の時代（講座・
近代思想史：５） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

危機の時代（講座・
近代思想史：６） 金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

日本における西洋近
代思想の受容（講座・
近代思想史：９）

金子武蔵、大塚久雄編 弘文堂 1959

文明開化 木村毅著 至文堂 1954
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西洋哲学史概説 桑木巖翼著 早稻田大學出版部 1946
西洋近世哲学史 安倍能成著 岩波書店 1929
フランス思想史

（Esprits directeurs de 
Pensée français du moy-
an age à la révolution）

par Théodore Suran C. Reinwald/Schleicher 
frères 1903

フランス現代哲学
（Philosophie Contem-
poraire en France）

par D. Parodi Félix Alcan 1920

フランス経済学説論集 永田清著／永田清論集
刊行會編 日本評論新社 1959

コント研究 本田喜代治著 芝書店 1935
サンシモン及びサンシ
モニズム

Paul Janet 著／大岩誠
訳 大鎧閣 1928

アメリカ哲学史 H. G. タウンセンド
著／市井三郎訳 岩波書店 1951

マクス・シェーラー 田中熙著 弘文堂書房 1937
19世紀の思想の動き

（Movements of Thought 
in 19. Century）

George H. Mead/edited 
by Merritt H. Moore

University of Chicago 
Press 1936

３．社会思想史 社会思想史 住谷悦治著 ミネルヴァ書房 1958

近代フランス社会思想史 ガローディ著／
平田清明訳 ミネルヴァ書房 1958

フランス社会思想史 井伊玄太郎著 理想社 1959
市民革命の構造 高橋幸八郎著 御茶の水書房 1950
市民革命と協同思想 平實著 ミネルヴァ書房 1960
西欧市民意識の形成 増田四郎著 春秋社 1958

４．教育史
私塾

リ チ ャ ー ド・ ル ビ ン
ジャー著／石附実、海
原徹訳

サイマル出版会 1982

日本教育史 佐藤誠實編纂 大日本圖書 1903
日本教育精神史 佐藤清太著 光風出版 1956
学制九十年史 文部省編 大蔵省印刷局 1964
学制論考 井上久雄著 風間書房 1963
日本洋学史の研究 有坂隆道編 創元社 1968
日本英語教育史稿 櫻井役著 敞文館 1936
中学教育史稿 櫻井役著 受驗研究社増進堂 1942
近世学校教育の源流 高橋俊乘著 永澤金港堂 1943
教師教育の成立と発展 三好信浩著 東洋館出版社 1972
女子教育史 櫻井役著 增進堂 1943

日本婦道記 山本周五郎著 講談社／全日本ブック
クラブ（頒布） 1970

大日本青年団史 日本青年館 1970
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青年の家・十年の歩み 全国青年の家協議会編 全国青年の家協議会 1969
西洋教育史・ギリシャ篇 石山脩平著 目黒書店 1934

世界新教育史
W・ボイド、W・ロー
ソン共著／国際新教育
協会訳

玉川大学出版部 1966

教 育 史（Introduction 
à l’histoire de l’éduca-
tion）

Arnould Clausse A. de Boeck 1951

フランス教育史 アントワーヌ・レオン
著／池端次郎訳 白水社 1969

ドイツ教育思想史　上
巻・下巻 篠原助市著 創元社 1947

イギリス労働党公教育
政策史 三好信浩著 亜紀書房 1974
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Ⅳ．思想家全集・研究書

１．プラトン 全集（ギリシャ語、全５
巻）（Platonis Opera）

recognovit brevique 
adnotatione critica in-
struxit Ioannes Burnet

E Typographeo Clar-
endoniano

1900︲
1907

全集（英語訳、全６巻）
（The Works of Plato）

translated by Henry 
Cary, M.A., by Henry 
Davis, M.A., by George 
Burges, M. A.,

H. G. Bohn 1848︲
1854

全集（ドイツ語訳、全
９巻 ）（Platon’s Säm-
mtliche Werke, Brock-
haus）

übersetzt von Hiero-
nymus Mül ler/mit 
Einleitungen begleitet 
von Karl Steinhart

F. A. Brockhaus 1850︲
1873

全集（日本語訳、全９巻）
（プラトン全集）

プラトン著／岡田正三
訳 第一書房 1942︲

1951
ソクラテス以前の哲学

（Fragmente der 
Vorsokratiker）

von Hermann Diels Weidmann 1903

ギリシャ思想家（全３巻）
（Griechische Denker） von Theodor Gomperz Veit & Comp 1909︲

1911
プラトン弁証法の研究 川田熊太郎著 河出書房 1940
プラトンの教育思想 福島政雄著 藤井書店 1934

２． アリストテ
レス

選集（ギリシャ語、全４巻）
（Loeb Classical Library）

Aristotle/with an Eng-
lish translation by Phil-
ip H. Wicksteed and 
Francis M. Cornford

Harvard University 
Press/W. Heinemann 1935

選集（英語訳、全３巻）

Aristotle/［first work］
with an English transla-
tion by Hugh Treden-
nick/［second and third 
works］with an English 
translation by G. Cyril 
Armstrong

Harvard University 
Press/W. Heinemann 1936

選集（英語訳）
Ari s t o t l e /w i th  an 
English translation by 
H. Rackham

Harvard University 
Press/W. Heinemann 1952

選集（英語訳）
Ari s t o t l e /w i th  an 
English translation by 
H. Rackham

Harvard University 
Press/W. Heinemann 1932

選集（Works of Aristotle）
by W.  D .  Ross/by 
George Stock/by J. 
Solomon

Clarendon Press 1925

３． ヤ コ ブ・
ベーメ

著作集（ドイツ語）
（Schriften Jakob 
Böhmes）

ausgewählt und heraus-
gegeben von Hans Kay-
ser/mit der Biographie 
Böhmes von Abraham von 
Franckenberg und dem 
Kurzen Auszug, Friedrich 
Christoph Oetingers

Insel︲Verlag 1920
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４．デカルト
哲学論集（ラテン語）

（Renati Des Cartes 
Opera Philosophica）

Renati Des Cartes Sumptibus Friderici 
Knochii 1692

デカルトよりパスカルへ 森有正著 日新書院 1943

５．スピノザ
著作集（ラテン語、全
２巻）（Benedicti de 
Spinoza Opera）

recognoverunt J. van 
Vloten et J. P. N. Land Martinum Nijhoff 1914

６．ロック
哲 学 論 集（ 全２巻 ）

（Philosophical Works 
of John Locke）

with a preliminary es-
say and notes, by J. A. 
John

Henry G. Bohn 1854

７．ビュッフォン
全集（フランス語、全
７巻）（Ouvres Com-
plètes de Buffon）

avec les suites par M. 
Achille Comte/dessinés 
par Victor Adam/et 
gravés sur acier par 
Mrs Muller ...［et al.］

Mauprivez 1842

８．パスカル

全 集（ フランス 語 ）
（Oeuvres complètes） 
（Bibl iothèque de la 
Pleiade）

Pascal/texte établi et 
annoté par Jacques 
Chevalier

Gallimard 1954

９．ディドロ

百科全書（フランス語、
全２巻 ）（Oeuvres de 
Denis Diderot, Diction-
naire encyclopédique, 
Imprimeur Libraire）

A. Belin 1818

10．チュルゴー
全集（フランス語、全
４巻）（Oeuvres de 
Turgot）

avec biographie et 
notes par Gustave 
Schelle

F. Alcan 1913︲
1923

11．カント
著作集（ドイツ語、全11巻）

（Immanuel Kant’s Schrift-
en）

herausgegeben von 
J.H. v. Kirchmann

G. Weiss, Heimann, 
Koschnyu 1869

カント実践哲学の研究 三渡幸雄著 京都女子大学 1981
独逸観念論の研究 木村素衞著 弘文堂書房 1947

12． ペスタロッ
チ

全集（ドイツ語、全10巻）
（J. H. Pestalozzis Säm-
mtl iche Werke,  Sch-
weizerische Klassikeraus-
gabe）

Heinrich Pestalozzi Rascher 1944︲
1947

ペスタロッチ伝（R.de 
Guimps, Pestalozzi, his 
Life ＆ Work）

by Roger de Guimps/
authorized translation 
from the second French 
edition by J. Russell/
with an introduction by 
R.H. Quick and a front-
piece portrait

Allen&Unwin, Sonnen-
schein 1908

13．ゲーテ 全集（ドイツ語、全15
巻）（Goethes Werke） J. G. Cotta 1902︲

1912
ゲーテとシラーの教育
思想 前田博著 未来社 1966
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「ゲーテ」 ホーエンシュタイン著
／齋藤榮治訳 櫻井書店 1946

14．シラー
全集（ドイツ語、全12
巻）（Schillers Säm-
mtliche Werke）

Cotta 1862

15．フィヒテ
「ドイツ国民に告ぐ」
（J.G.Fichte, Reden an 
die deutsche Nation）

durch Johann Gottlieb 
Fichte/neu heraus-
gegeben von Fritz 
Medicus

F. Meiner 1916

16． ショーペン
ハウエル

全集（全５巻）
（Arthur Schopenhau-
ers Sämtliche Werke）

von Arthur Schopen-
hauer Philipp Reclam jun 1890︲

1895

17． キ ェ ル ケ
ゴール

選集（全２巻）
（Kierkegaard Werke）

Sören Kierkegaard/
［mit Nachwort von 
Christoph Schrempf］/

［übersetzt von Wolf-
gang Pfleiderer und 
Christoph Schrempf］

Eugen Diederichs 1911︲
1913

18．ニーチェ 選集（全２巻）
（Nietzsches Werke）

［Herausgeber und 
Verfasser, Gerhard 
Stenzel］

Bergland︲Buch 1952

「ツァラトーストラ」 土井虎賀壽著 岩波書店 1936

19．シェストフ 選集（邦訳）（２巻） シェストフ著 改造社 1934︲
1935

20．西田幾多郎 全集（全15巻） 西田幾多郎著／安倍能
成ほか編 岩波書店 1947︲

1953
21．稲富栄次郎 著作集（全10巻）

１．教育の本質 稲富栄次郎著 学苑社 1977
２． ソクラテス・プラ

トンの教育思想 稲富栄次郎著 学苑社 1980

３． プロチノスス・
ピノザの哲学 稲富栄次郎著 学苑社 1979

４．ルソオの教育思想 稲富栄次郎著 学苑社 1978
５． ペスタロッチ・ヘル

バルトの教育思想 稲富栄次郎著 学苑社 1979

６．西洋教育思想史 稲富栄次郎著 学苑社 1980
７． 近代日本の教育思想 稲富栄次郎著 学苑社 1978
８． 日本人、言葉、文化 稲富栄次郎著 学苑社 1978
９．人間形成と道徳 稲富栄次郎著 学苑社 1979
10．随筆、自伝、論説 稲富栄次郎著 学苑社 1980
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Ⅴ．ルソーとデュルケーム
１．ルソー

・全集

全集（フランス語、全20
巻）（Oeuvres Complètes 
de J.︲J. Rousseau, citoy-
en de Genève）

par Jean︲Jacques Rous-
seau éd. V. H. Perrpnneau 1818︲

1820

全集（邦訳、ルソー全
集、全16巻）

ルソー著／小林善彦
［ほか］訳 白水社 1978︲

1984
ルソー著作書誌（Bibli-
ographie Générale des 
Oeuvres de J.︲J. Rous-
seau）

Jean Sénelier Presses Universitaires 
de France 1949

・往復書簡

往復書簡全集（フラン
ス語、全20巻）

（Correspondance Gé-
nérale de J.︲J. Rous-
seau, E.Droz,）

éd.T.Dufour A. Colin 1924︲
1934

ルソー往復書簡全集總目
録・ 補 遺（Table de la 
correspondance générale 
de J.︲J. Rousseau）

Pierre︲Paul Plan/pub-
liées par Bernard Gag-
nebin

E. Droz 1953

・抜粋 先駆者の言葉－ルッソー
珠玉集

ルッソー著／本田喜代
治訳編 小石川書房 1948

ルソー新生の書 ルソー著／廣瀬哲士編 新人社 1946
ルソー自分史（Rous-
seau par lui︲même） Georges May Éditions du Seuil 1961

・邦訳 学問芸術論（邦訳） ルソー著／辰野隆、渡
邊一夫、中島健藏訳 河出書房 1950

民約論覆義 戎雅屈婁騷原著／原田
潜譯述 春陽堂 1883

民約論 J・J・ルウソー著／根
津憲三訳 春秋社 1948

民約論増補
ジヤン・ジヤック・ル
ソー原著／市村光惠、
森口繁治共訳

有斐閣 1923

社会契約論 ルーソー著／井伊玄太
郎訳 霞書房 1947

エミール改題 ジャン・ジャック・ル
ソオ著／林鎌次郎訳 天心閣 1955

エミール抄
ジヤン・ジヤック・ル
ソウ原著／山口小太
郎、島崎恒五郎共訳

開發社 1899

新エロイーズ（全３巻） ルソー著／安士正夫訳 河出書房 1949︲
1951

告白 J.︲J. ルソー著／生島遼
一訳 創元社 1947

断腸録 ルツソオ著／榎本秋村訳 誠文堂書店 1917
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孤独な散歩者の夢想 ジャン・ジャック・ル
ソオ著／新城和一訳 愛宕書房 1947

孤独な散歩者の夢想 ジャン、ジャック・ル
ソオ著／青柳瑞穗訳 講談社 1948

・研究書類 ル ソ ー（ フ ラ ン ス 語 ）
（Jean︲Jacques Rousseau）

par F. Baldensperger... 
［et al.］ F. Alcan 1912

ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau）

par Samuel  Baud︲
Bovy ...［et al.］ La Baconnière 1962

ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau） Alfred Berchtold Populaires, Arts 

graphiques 1962

ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau : la transpar-
ence et l’obstacle）

Jean Starobinski Plon 1957

ル ソ ー（ ド イ ツ 語 ）
（Jean︲Jacques Rous-
seau）

von Paul Sakmann F. Meiner 1923

ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau）

by Jules Lemaître/
translated by Jeanne 
Mairet

W. Heinemann 1908

ルソー（スウェーデン
語）（Jean Jacques Rous-
seau, Kristiania for-
lagt）

Gerhard Gran H. Aschehoug 1910

ルソー 押村襄著 牧書店 1964
ルソー 廣瀬哲士著 春秋社 1936
ジャン・ジャック・ル
ソー：市民と個人 作田啓一著 人文書院 1980

ジャン・ジャック・ル
ソオ

アルテュール・シュー
ケ著／神部孝訳 新潮社 1926

ルソーの哲学（Rous-
seau und seine Philos-
ophie）

von Harald Höffding Fr. Frommann 1910

ルソー再興 新堀通也著 福村出版 1979

ベ ニ ス で の ル ソ ー（J, 
︲J. Rousseau à Venise）

raconté par lui︲même/
édition enrichie de divers 
portraits de l’auteur, de 
vues de Venise et d’une 
composition en couleurs 
par Bachmann

M. Glomeau 1920

ルソオの自然観と教育説 稲富栄次郎著 目黒書店 1934
ヒュームとルッソー：
裏切者と悪魔

山崎正一、串田孫一共
著 創元社 1949

ルソーよりバルザックへ 太宰施門著 政経書院 1934
ル ソ ー と 百 科 全 書

（Rousseau et l ’Ency-
clopédie）

René Hubert Gamber 1928
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ルッソー民約論 木村龜二著 岩波書店 1935
政 治 学 説 史（History 
of Political Theories：
f rom Rou s s e au  t o 
Spencer）

by William Archibald 
Dunning Macmillan 1920

ルソーとの決別（Fare-
well to Rousseau：Cri-
tique of Liberal De-
mocracy）

by Claud Sutton/with 
an introduction by 
W.R. Inge

Christophers 1936

ルソオの教育思想 稲富栄次郎著 福村書店 1949
ルソーの教育思想 鰺坂二夫著 玉川学園出版部 1932
ルソーとスイス（Rous-
seau et la Suisse） par François Jost Éditions du Griffon 1962

２． デュルケーム

・著書
社会学的方法の規準

（Règles de la Méthode 
Sociologique）

par Émile Durkheim Presses Universitaires 
de France 1950

宗教生活の原初形態
（Les Formes Elémen-
taires de la Vie Reli-
gieuse）

par Émile Durkheim F. Alcan 1925

教育と社会学（Educa-
tion et Sociologie）

par Émile Durkheim/
introduction de Paul 
Fauconnet

F. Alcan 1922

社会学と哲学（Sociolo-
gie et Philosophie）

par Émile Durkheim/
préface de C. Bouglé F. Alcan 1924

道徳教育
（L’Education Morale）

par Émile Durkheim/
avertissement de Paul 
Fauconnet

F. Alcan 1925

フランス教育史（全２
巻 ）（Evolution Péda-
gogique en France）

Émile Durkheim/avec 
une introduction par 
Maurice Halbwachs

In︲house reproduction，
F. Alcan 1938

社会学講義
（Leçons de Sociologie）

par Émile Durkheim/
avant︲propos de Hüse-
yin Nail Kubali/intro-
duction de Georges 
Davy

Presses Universitaires 
de France 1950

選集（Selected writings）

Émile Durkheim/edit-
ed, translated, and 
with an introduction 
by Anthony Giddens

Cambridge University 
Press 1972

・邦訳 社会分業論（上巻・下巻） デュルケム著／井伊玄
太郎、壽里茂共訳 理想社 1957

モンテスキューとル
ソー：社会学の先駆者
たち

エミール・デュルケー
ム著／小関藤一郎、川
喜多喬訳

法政大学出版局 1975
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プラグスティズムと社
会学

エミール・デュルケー
ム遺稿／キュヴィリエ
編／福鎌忠恕、福鎌達
夫共訳

関書院 1956

・研究書
デュルケーム

（Emile Durkheim：sa 
vie, son œuvre）

par Jean Duvignaud Presses Universitaires 
de France 1965

デュルケーム
（E. Durkheim）

Robert Bierstedt/gen-
era l  ed i tor ,  Edgar 
Johnson

Dell 1966

デ ュ ル ケ ー ム（E. 
Durkheim, 1858︲1917 
: a collection of essays, 
with translation and a 
bibliography）

edi ted by Kurt  H . 
Wolff/contributors, 
Charles Blend ...［et 
al.］

Ohio State University 
Press 1960

デュルケーム（Emile 
Durkheim : sociologist 
and philosopher）

by Dominick LaCapra Cornell University Press 1972

デュルケーム
（Emile Durkheim）

［selections from his 
work with an intro-
duction and commen-
tar ies  by］George 
Simpson

Crowell 1963

デュルケーム
（Emile Durkheim）

Robert A. Nisbet, with 
selected essays Prentice︲Hall 1965

デュルケームの社会理
論 中久郎著 創文社 1979

デュルケム社会理論の
研究 宮島喬著 東京大学出版会 1977

デュルケーム社会学研
究 佐々木交賢著 恒星社厚生閣 1978

デュルケームと近代社
会 小関藤一郎著 法政大学出版局 1978

フランス学派中心哲学
及び社会学研究 本田喜代治著 泰山房 1937

フランスの社会科学 フランス學會編 刀江書院 1930
デュルケム道徳教育論
入門

麻生誠、原田彰、宮島
喬著 有斐閣 1978

宗教・道徳・アノミー
（Religion, morale, 
anomie）

Émi l e  Du rkhe im/
présentation de Victor 
Karady

Éditions de Minuit 1975

社会学主義と実存主義
（Sociologism and Ex-
istentialism）

Edward A. Tiryakian Prentice︲Hall 1962

フランス社会学の流れ
（Où va la Sociologie 
française?  avec une 
étude d’E. Durkheim）

Armand Cuvillier M. Rivière 1953
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Ⅵ．教育社会学
１．社会学 社会学入門 本田喜代治著 培風館 1958

社会学
ラムネー、メイアー共
著／小口信吉、横飛信
昭共訳

黎明書房 1957

社会学方法論 北川隆吉編 青木書店 1965
産業社会学 尾高邦雄著 ダイヤモンド社 1963
社会理論 松本潤一郎著 日光書院 1942
家族問題と社会保障 吉田秀夫［ほか著］ 高文堂出版社 1975
代表的社会学者

（ドイツ篇） 阿閉吉男著 教育書林 1954

フランス社会学の研究 児玉幹夫、浜口晴彦共著 早稲田大学出版部 1968
20世紀アメリカ社会学史 菊池綾子、村川隆著 現代文芸社 1958

社会学史 ガストン・ブートゥー
ル著／古野清人譯 白水社 1952

社会学史概説 安西文夫著 中文館書店 1949
社会学基礎論（Funda-
mentals of Sociology）

by Edwin A. Kirkpat-
rick

Houghton Mifflin/Riv-
erside Press 1916

社会理論要説
（Éléments d’une théo-
rie sociale） 

Ém i l e  Du r k h e im/
présentation de Victor 
Karady

Éditions de Minuit 1975

社会学大学院案内
（Guide to Graduate 
Departments of Sociol-
ogy）

American Sociological 
Association 1965︲

社会学史入門（An In-
troduction to the Histo-
ry of Sociology）

edited by Harry Elmer 
Barnes

University of Chicago 
Press 1948

社会学説史
（Main Currents in So-
ciological Thought）

by Raymond Aron/
translated by Richard 
H o w a r d  &  H e l e n 
Weaver

Basic Books 1965︲
1967

現代社会学（Contempo-
rary sociology）

edited by Joseph S. 
Roucek Philosophical Library 1958

現代社会学（Sociology 
Today）

edited by Robert K. 
Merton, Leonard Broom, 
Leonard S. Cottrell, Jr./
under the auspices of 
the American Sociologi-
cal Society

Basic Books 1959

20世紀の社会学
（Twentieth Century 
Sociology）

edi ted by Georges 
Gurvitch and Wilbert 
E. Moore

Philosophical Library 1945

社会学者列伝
（Sociologues d ’hier et 
d’aujourd’hui）

par Georges Davy Presses Universitaires 
de France 1950
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２．教育社会学

・教育と社会 教育と社会（Education 
and Society

edited by W. Warren 
Kallenbach, Harold M. 
Hodges, Jr./with an in-
troduction by Robert J. 
Havighurst

C. E. Merrill Books 1963

教育と社会 宮原誠一著 金子書房 1949

教育と社会
ドベス、ミアラレ編／
波 多 野 完 治、 手 塚 武
彦、滝沢武久監訳

白水社 1977

現代社会と教育 近藤大生、有本章編著 福村出版 1984
社会と教育

（Society and Education）
Robert J. Havighurst, 
Bernice L. Neugarten Allyn and Bacon 1957

社会における教育（Ed-
ucation in Society : 
readings）

Bernard N. Meltzer, 
Harry R. Doby, Philip 
M. Smith

Crowell 1958

教育の社会的基盤（So-
cial Basis of Educa-
tion）

by Harold S. Tuttle Thomas Y. Crowell 1934

教育の社会的原理（So-
cial Principles of Edu-
cation）

by George Herbert 
Betts C. Scribner 1913

教育の社会的解釈（So-
cial Interpretation of 
Education）

by Joseph Kinmont 
Hart Henry Holt 1929

教 育 の 社 会 学 的 解 釈
（Interpreting Educa-
tion : a sociological ap-
proach）

［compiled by］Law-
rence W. Drabick

Appleton︲Century︲
Crofts 1971

教 育 の 社 会 学 的 考 察
（On Education : socio-
logical perspectives）

edited by Donald A. 
Hansen and Joel E. 
Gerstl

Wiley 1967

教 育 の 社 会 学 的 基 礎
（Sociological Founda-
tions of Education）

by Joseph S. Roucek 
and associates Thomas Y. Crowell 1942

教育の地域社会的背景
（Community Back-
grounds of Education : 
a textbook in Educa-
tional Sociology）

by Lloyd Allen Cook McGraw︲Hill 1938

地域教育社会学序説 矢野峻著 東洋館出版社 1981
米国社会学と教育：教
育社会学史 佐々木徹郎著 関書院 1960

教育環境学 細谷俊夫著 目黒書店 1950

教育の環境と病理 新堀通也、津金沢聡広
編著 第一法規出版 1984
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社会的教育学 ナトルプ著／篠原陽二
訳 玉川大学出版部 1954

教育の社会的基礎
（Social Foundations of 
Education）

Wil l iam O. Stanley 
...［et al.］ Dryden Press 1956

教育経済学論集（Read-
ings of the Economics 
of  Education）

Edi tor i a l  adv i sory 
committee, Mary Jean 
Bowman ...［et al.］

Unesco 1968

教育と経済
（Education, Economy, 
and Society）

edited by A.H. Halsey, 
Jean Floud and C. Ar-
nold Anderson

Free Press of Glencoe 1961

・ 教育社会学概
論類 教育社会学 西岡一義、下地惠常共著 杉山書店 1949

教育社会学 東京教育大學教育學研
究室編 金子書房 1950

教育社会学 周郷博著 光文社 1951
教育社会学 教師養成研究会著 学芸図書 1952
教育社会学 田浦武雄著 碩学書房 1954
教育社会学 清水義弘著 東京大學出版會 1956
教育社会学 本庄良邦著 峯書房 1956
教育社会学：ラテン文
化圏の研究 加藤正泰著 大明堂 1962

教育社会学 永杉喜輔編 協同出版 1968
教育社会学 馬場四郎［ほか］編著 学文社 1970

教育社会学
パトリシア・C・セク
ストン著／麻生誠、石
田純訳

至誠堂 1971

教育社会学 馬場四郎［ほか］編著 学文社 1973
要説･教育社会学 加藤正泰著 酒井書店 1975
教育社会学 李圭煥著 培英社 1978
教育社会学 重松俊明著 松籟社 1980
教育社会学 新堀通也、加野芳正著 玉川大学出版部 1987
教育社会学30年（戦後
教育を語る）

清水義弘、河野重男、
新井郁男著 ぎょうせい 1977

教育社会学論究 日本教育學會編 目黒書店 1950
教育社会学の構想 海後勝雄著 金子書房 1950
教育社会学の構造 清水義弘著 東洋館出版社 1955
教育社会学の基本問題 日本教育社会学会編 東洋館出版社 1973
教育社会学（Education-
al Sociology） Gale Edw. Jensen Center for Applied Re-

search in Education 1965

教育社会学（Education-
al Sociology: a study in 
child, youth, school 
and community）

Florence Greenhoe 
Robbins Henry Holt and Co. 1953
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教育社会学の基礎
（Foundations of Edu-
cational Sociology）

by Charles C. Peters Macmillan 1924

社会学と現代教育（So-
ciology and Contempo-
rary Education） 

Robert Bierstedt ...［et 
al.］/edited by Charles 
H. Page/foreword by 
David Riesman

Random House 1964

社会学と教育
（Sociology, History 
and Education）

edited with an intro-
duction by P. W. Mus-
grave

Methuen 1970

社会学とリハビリテー
ション（Sociology and 
Rehabilitation，Ameri-
can Sociological Asso-
ciation） 

Marvin B. Sussman, 
editor

Published by the Ameri-
can Sociological Associa-
tion in cooperation with 
the Vocational Rehabilita-
tion Administration, U. S. 
Dept. of Health, Educa-
tion and Welfare under 
VRA

1965

教育実践と社会学（So-
ciology in Educational 
Practice）

by Clyde B. Moore and 
William E. Cole Houghton Mifflin 1952

米国における社会学者
の教育（Education of 
Soc io log i s t s  in  the 
United States）

by Elbridge Sibley Russell Sage Founda-
tion 1963

教育社会学（Education-
al Sociology） by Francis J. Brown Prentice︲Hall 1947

社会学的教育学（Sozi-
ologische Pädagogik） von Siegfried Kawerau Quelle & Meyer 1924

教育社会学
（Pädagogische Soziolo-
gie: zur Erziehungs︲ 
und Schulsoziologie）

von Johann Dieckmann/
mit einem Beitrag von 
Paul Lorenz

Quelle & Meyer 1970

教育社会学の発達（Ent-
wicklung der Pädago-
gischen Soziologie）

J. H. Whang Henn 1963

教育社会学要説
（Allgemeine Pädago-
gische Soziologie）

von Carl Weiß J. Klinkhardt 1958

教育環境の社会学
（Soziologie der Päda-
gogischen Umwelt）

herausgegeben von 
G.M. Teutsch Ferdinand Enke 1965

・教育の社会学 教育の社会学（A Soci-
ology of Education）

Wilbur B. Brookover/
in collaboration with 
Orden C. Smucker and 
John Fred Thaden

American Book 1955

教育の社会学（Sociolo-
gie de l’éducation） Pierre Jaccard Payot 1962
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教育の社会学
カール・マンハイム著／
末吉悌次、池田秀男共
訳

黎明書房 1964

教育の社会学
（The Sociology of Ed-
ucation）

P. W. Musgrave Methuen 1965

教育の社会学（A Soci-
ology of Education: 
emerging patterns of 
class, status, and power 
in public schools）

Ronald G. Corwin Appleton︲Century︲
Crofts 1965

教育の社会学
（The Sociology of Ed-
ucation）

Olive Banks Schocken Books 1968

教育の社会学
（Sociology of Education: 
a book of readings）

edited by Ronald M. 
Pavalko

F. E. Peacock Publish-
ers 1968

教育の社会学
（The Sociology of Ed-
ucation : introductory 
analy t ica l  perspec -
tives）

by D.F. Swift Routledge & K. Paul/
Humanities Press 1969

教育の社会学
（The Sociology of Ed-
ucation: an introduc-
tion）

Ivor Morrish Allen and Unwin 1972

教育の社会学入門（An 
Introduction to the So-
ciology of Education）

by Karl  Mannheim 
and W.A.C. Stewart Routledge & K. Paul 1962

社会学と未来の教育
（Sociologie et éducation 
de demain）

Henri Damaye F. Alcan 1931

社会学から社会活動へ
（De la Sociologie à l’
action sociale : paci-
fisme, féminisme, coo-
pération）

C. Bouglé F. Alcan 1931

社会学と現実問題（So-
ciologie et problèmes 
actuels）

par Armand Cuvillier Philosophique J. Vrin 1958

教育制度の社会学
（Soziologie des Bil-
dungswesens :  eine 
Einführung）

Artur Meier Volk und Wissen, Volk-
seigener Verlag 1974

社会学と教育科学
（Soziologie und Erzie-
hungswissenschaft）

von Heinrich Stieglitz Ferdinand Enke 1970

・学校社会学 学校と社会 森隆夫著 教育開発研究所 1976
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学校集団
ウ ィ ラ ー ド・ ウ ォ ー
ラー著／石山脩平、橋
爪貞雄訳

明治図書出版 1957

現代学校論 山村賢明、門脇厚司編 亜紀書房 1982

教育のない学校 カール・ベライター著
／下村哲夫訳 学陽書房 1975

学校社会学案内
（Manual to the Sociol-
ogy of the School）

Royston Lambert, Spen-
cer Millham and Roger 
Bullock

Weidenfeld & Nicolson 1970

学校、学生、社会
（Schools, Scholars, 
and Society）

Jean Dresden Grambs Prentice︲Hall 1965

米国の学校：社会学的
分析

（American School: a so-
ciological analysis）

Patricia Cayo Sexton Prentice︲Hall 1967

小集団の社会学 青井和夫著 東京大学出版会 1980

不就学のすすめ ポ ー ル・ グ ッ ド マ ン
［著］／片岡徳雄監訳 福村出版 1979

文化と学級における価
値（Values in Culture 
and Class︲room : soci-
ology of the school）

H. Otto Dahlke Harper & Bros. 1958

学習に対する社会階級
の影響（Social︲class In-
fluences upon Learning ）

by Allison Davis Harvard University Press 1958

学 校 の 支 配 者（Who 
runs our Schools?） Neal Gross J. Wiley 1958

現代社会における学校
（The School in Con-
temporary Society）

by David A. Goslin Scott, Foresman 1965

学校と社会
（Ecole et Société）

Jean Floud ...［et al.］/
chroniques par Benno 
Sarel, Pierre Rolle

Rivière 1959

学校と社会
（Schule und Gesellschaft） Leonhard Froese Julius Beltz 1962

高等学校の社会体系
（Social System of the 
High School）

by C. Wayne Gordon/
with a foreword by 
Stuart A. Queen

Free Press 1957

高校におけるバリアの
除 去（Removing Bar-
riers to Humaness in 
the High School）

prepared by the ASCD 
Council on Secondary 
Education./edited by J. 
Galen Saylor and Josh-
ua L. Smith

Association for Super-
vision and Curriculum 
Development, NEA

1971

現代学校教育学
（La Pédagogie Scolaire 
Contemporaine, Coim-
bra）

Emile Planchard E. Nauwelaerts 1954
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学級の社会学と社会心
理学（Soziologie und 
Sozialpsychologie der 
Schulklasse）

von Carl Weiß J. Klinkhardt 1955

・人間形成論 人間形成の社会学 菊池幸子、仙崎武編著 福村出版 1983
現代社会と人間形成 末吉悌次編著 帝国地方行政学会 1973
人間形成

（Father of the Man, 
how your child gets his 
personality）

by W. Allison Davis 
and Robert J. Havi-
ghurst/with a chapter 
by Helen Ross

Houghton Mifflin 1947

子ども期と社会（Child-
hood and Society） Erik H. Erikson W.W. Norton 1950

社会理論と社会構造
（Social Theory and 
Social Structure）

Robert K. Merton Free Press 1957

民族
（Race : science and pol-
itics）

by Ruth Benedict Viking Press 1945

クーリー（Charles 
Horton Cooley : his life 
and his social theory）

by Edward C. Jandy/
with an introduction 
by Willard Waller

Dryden Press 1942

エリクソンの研究（上
巻・下巻）

ロバート・コールズ著
／鑪幹八郎監訳 ぺりかん社 1980

自我包絡の心理学（The 
Psychology of Ego︲in-
volvement: social atti-
tudes and identifica-
tions, Sciene Editions） 

by Muzafer Sheri f , 
Hadley Cantril J. Wiley 1947

愛するということ エーリッヒ・フロム著
／懸田克躬訳 紀伊國屋書店 1959

メリトクラシーの勃興
（The Rise of the Meri-
tocracy: the new elite of 
our social revolution） 

by Michael Young Random House 1958

機会の不平等：産業社
会における教育と社会
移動

レイモン・ブードン著
／ 杉 本 一 郎、 山 本 剛
郎、草壁八郎訳

新曜社 1983

日本の階級構成 大橋隆憲編著 岩波書店 1971

新らしい階級論 テオドール・ガイガー
著／鈴木幸壽訳 誠信書房 1957

階級意識 R. センタース著／松島
静雄訳 東京大学出版会 1958

教育機会均等の幻想 M. ミルナー著／波平
勇夫、野淵龍雄訳 黎明書房 1976

主体性：アイデンティ
ティ

E・H・エリクソン著
／岩瀬庸理訳 北望社 1970
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カスパー・ハウザー：
野生児の記録

A. V. フォイエルバッ
ハ著／中野善達、生和
秀敏訳

福村出版 1977

アヴェロンの野生児：
野生児の記録

J. M. G. イタール著／
中野善達、松田清訳 福村出版 1978

人間はなぜ遊ぶか
M. J. エ リ ス 著 ／ 森
楙、大塚忠剛、田中亨
胤訳

黎明書房 1977

遊びと発達の心理学
J. ピアジェ［ほか］著
／ M. ピアーズ編／赤
塚徳郎、森楙監訳

黎明書房 1978

遊びの考現学 門脇厚司著 誠文堂新光社 1982
日本人の形成（Learn-
ing to be Japanese: select-
ed readings on Japanese 
society and education）

edited by Edward R. 
Beauchamp Linnet Books 1978

都市の日本人 R. P. ドーア著／青井和
夫、塚本哲人訳 岩波書店 1962

子どもが危ない 岡田春生著 エール出版社 1975
少年非行 ヒーリー著／樋口幸吉訳 みすず書房 1956
少年非行 樋口幸吉著 紀伊國屋書店 1963
校内暴力 沖原豊著 小学館 1983

荒廃するアメリカ
P. チョート、S. ウォル
ター著／社会資本研究
会訳

開発問題研究所 1982

高 級 住 宅 地 と ス ラ ム
（Gold Coast and the 
Slum: Soc io log ica l 
study of Chicago’s near 
north side）

by Harvey Warren 
Zorbaugh

University of Chicago 
Press 1929

不良少年たち（The 
Gang : a study of 1, 
313 gangs in Chi-
cago）

by Frederic M. Thrash-
er

University of Chicago 
Press 1927

街頭社会（Street Cor-
ner Society : the social 
structure of an Italian 
slum）

by William Foote Whyte University of Chicago 
Press 1955

エルムタウンの若者た
ち（Elmtown’s Youth: 
the impact of social 
classes on adolescents）

August B. Hollings-
head J. Wiley 1949

過渡期のミドルタウン
（Middletown in Tran-
sition: a study in cul-
tural conflicts）

by Robert S. Lynd & 
Helen Merrell Lynd Harcourt, Brace 1937
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アメリカ教育における
文化（Culture in Amer-
ican Education: anthro-
pological approaches to 
minority and dominant 
groups in the schools）

Ruth Landes John Wiley & Sons 1965
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Ⅶ．高等教育の社会学

１． 科 学 社 会
学・大学教
授論

科学社会学（Sociology 
of Science: theoretical 
and empirical investi-
gations ）

Robert K. Merton/ed-
ited and with an intro-
duction by Norman W. 
Storer

University of Chicago 
Press 1973

科学社会学
（Sociology of Science）

edi ted by Bernard 
Barber and Walter 
Hirsch

Free Press of Glencoe 1962

ヨーロッパにおける科
学社会学（Sociology of 
Science in Europe）

edited by Robert K. 
Merton and Jerry Gas-
ton

Southern Illinois Uni-
versity Press/Feffer & 
Simons

1977

科学、産業、社会
（Science, Industry and 
Society: studies in the 
sociology of science）

by Stephen Cotgrove 
and Steven Box G. Allen & Unwin 1970

組織における科学者
（Organizational Scien-
tists: their professional 
careers ）

Barney G. Glaser Bobbs︲Merrill 1964

アメリカの若き科学者
（The Younger Ameri-
can Scholar: His Colle-
giate Origins）

by Robert H. Knapp 
and Joseph J. Green-
baum

Published by the Uni-
versity of Chicago Press 
and the Wesleyan Uni-
versity Press incorpo-
rated for Wesleyan Uni-
versity

1953

社会科学者の精神
（Academic Mind: so-
cial scientists in a time 
of crisis）

by Paul F. Lazarsfeld 
and Wagner Thielens, 
Jr. /with a field report 
by David Riesman

Free Press of Glencoe 1958

イギリスの大学人
（British Academics）

A.H. Halsey and M.A. 
Trow/with the assis-
tance of Oliver Fulton

Faber and Faber 1971

学校教員と大学教授
（Instituteurs et profes-
seurs）

par Gilbert Allan Presses Universitaires 
de France 1964

大学院教育の誕生（Be-
ginnings of Graduate 
Education in Ameri-
ca）

by Richard J. Storr University of Chicago 
Press 1953

高等教育の官僚制
（Bureaucracy in High-
er Education）

by Herbert Stroup Free Press 1966

権力・学長・教授
（Power, presidents and 
professors）

Nicholas J. Demerath, 
Richard W. Stephens, 
R. Robb Taylor

Basic Books 1967

学問の社会学 新堀通也編著 有信堂高文社 1984

学問論 シェリング著／勝田守
一譯 創元社 1944
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学問方法論 大關將一著 建文館 1933
中世から近代への科学
史

A. C. クロムビー著／
渡辺正雄、青木靖三訳 コロナ社 1962︲

1968
洋学史研究序説 佐藤昌介著 岩波書店 1964
近代科学再考 広重徹著 朝日新聞社 1979

何のための科学か
バーナード・ディクソ
ン著／増田幸夫、塩川
久男共訳

紀伊國屋書店 1977

ラディカル・サイエン
ス

H・ローズ、S・ローズ
編／里深文彦他訳 社会思想社 1980

等身大の科学 里深文彦著 日本ブリタニカ 1980
近代の科学革命 中桐大有著 法律文化社 1967

人物で描く近代科学
I. B. コーエン［ほか］
著／菅井準一、市場泰
男訳

白揚社 1960

ドイツ科学の再興 ヴァイツゼッカー他著
／科学新聞社訳編 科学新聞社 1968

アメリカの科学とテク
ノロジー アメリカ大使館 1959

アメリカの研究産業 市川泰治郎著 鹿島研究所出版会 1971
産業社会学 尾高邦雄著 ダイヤモンド社 1963

産業革命期の科学者たち J. G. クラウザー著／鎮
目恭夫訳 岩波書店 1964

学問と党派性：マック
ス・ウェーバー論考

R. ベンディックス、G. 
ロート著／柳父圀近訳 みすず書房 1975

嵐のなかの百年 向坂逸郎編著 勁草書房 1952
魔 女 と 科 学 者： エ ピ
ソード科学史 平田寛編 人物往来社 1967

知識人 ルイ・ボダン著／野沢
協訳 白水社 1963

知識人の生成と役割 加藤周一、久野収編 筑摩書房 1959

知識人と社会 L. コーザー著／高橋徹
監訳 培風館 1970

知識産業革命：脱工業
化社会への転換 坂本二郎著 ダイヤモンド社 1968

脱工業化の社会 アラン・トゥレーヌ著／
寿里茂、西川潤訳 河出書房新社 1970

技術三流国日本 岩田幸基著 東洋経済新報社 1971
科学・技術と日本人 枯木陶著 講談社 1967
日本人と創造性 乾侑著 共立出版 1982
我が国の学術 文部省学術国際局編 日本学術振興会 1975
学術審議会要覧 文部省大学学術局 1969
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創造の行動科学 
D. C. ペルツ、F. M. ア
ンドリュース著／長町
三生［ほか］訳

ダイヤモンド社 1971

知識文明の構想 D. ベル、E. G. メッサ
ニー著／白根禮吉編訳 ダイヤモンド社 1969

科学者の生活と意見 服部英太郎編 日本学術振興会 1961
研究人間ー創造的科学
技術者への道

B・E・ノルティンク
著／大鹿譲、金野正訳 共立出版 1971

研究人間：続ー科学技術
者の創造性を生かす道

B・E・ノルティンク著
／大鹿譲、住吉和司訳 共立出版 1973

学者氣質 小酒井不木著 春陽堂 1926
学者商売 野々村一雄著 中央公論社 1960
学者の横顔 藤崎俊茂著 不動書房 1933

学者の時代
ネイサン・M・ピュー
シー著／川地理策、石
田剛、石田孝子訳

関書院新社 1967

学者の森　上・下 藤田信勝著 毎日新聞社 1963
学界新風景 大塚虎雄著 天人社 1930
關西学界展望 林純平著 文友堂書店 1938
大學と人物 錦谷秋堂著 國光印刷出版部 1914
大学教授を斬る：知識
売人になり下った偽善
者たち：教授能力調査
レポート

鴻生田努著 日新報道 1978

戦後日本の大学・学問
をダメにした教授101人 池田信一著 山手書房 1978

日本の大学教授
ウィリアム・K・カミ
ングス著／岩内亮一、
友田泰正訳

至誠堂 1972

官僚と大學教授 都留重人著 勁草書房 1951
大学教授職の総合的研
究：アカデミック・プロ
フェッションの社会学

新堀通也編著 多賀出版 1984

講義のあとで：碩学30
人が語る学問の世界

日 本 リ ク ル ー ト セ ン
ター出版部編

日 本 リ ク ル ー ト セ ン
ター出版部

1980︲
1983

２．学歴・学閥 学歴社会：新しい文明病 R. P. ドーア著／松居弘
道訳 岩波書店 1978

学歴社会 矢倉久泰著 教育社 1978
学歴社会の読み方 麻生誠著 筑摩書房 1983
学歴社会の転換 潮木守一著 東京大学出版会 1978
学歴信仰社会 尾形憲著 時事通信社 1976
日本の学歴社会は変わる 竹内宏、麻生誠編 有斐閣 1981
学歴社会の虚像 小池和男、渡辺行郎著 東洋経済新報社 1979
学歴主義からの脱却 橋爪貞雄著 黎明書房 1983
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学歴主義の系譜 深谷昌志著 黎明書房 1969
学歴主義の発展構造 岩田龍子著 日本評論社 1981
出世は学歴できまるか 清川一穂著 鶴書房 1959
学歴ってなんだ 東京新聞編集局編 東京新聞出版局 1977
学歴主義のつぎにくるもの 千石保、松原治郎編著 学陽書房 1978
学歴無用論 盛田昭夫著 文藝春秋社 1966
学歴偏重とその功罪 橋爪貞雄編著 第一法規出版 1976
学歴効用論 麻生誠、潮木守一編 有斐閣 1977

「学習社会」への挑戦 天野郁夫著 日本経済新聞社 1984
大学卒業者の労働市場 小池和男著 ［出版者不明］ 1967
大学卒業者の就業構造 小池和男著 ［出版者不明］ 1967
学閥 新堀通也編 福村出版 1969

東大閥 佐藤友之、山田邦紀、大
場久詮著／佐藤友之編 エール出版社 1972

赤門教授らくがき帖：
東京大学80年 鈴木信太郎編 鱒書房 1955

明治大正人傑傳 : 朝野
の五代閥 鵜崎鷺城著 成輝堂書店 1927

閥族罪惡史 細井肇著 細井肇／大鐙閣（発売） 1919
大学受験に関する研究 青年教育科学研究会編 青年教育科学研究会 1962
高等教育への進学問題 国際大学協会編 民主教育協会 1965
フランス大学入学資格
試験制度史 宮脇陽三著 風間書房 1981

日本的能力主義 井上富雄著 日本経営出版会 1969
３． 階級・官僚

制 日本の階級構成 大橋隆憲編著 岩波書店 1971

日本の階層構造 富永健一編 東京大学出版会 1979

あたらしい階級社会 テオドール・ガイガー
著／鈴木幸壽訳 誠信書房 1957

日本近代化と教育 ハーバート・パッシン
著／國弘正雄訳 サイマル出版会 1969

日本のサラリーマン 松成義衛［ほか］著 青木書店 1957
現代のホワイトカラー 岸本英太郎編 ミネルヴァ書房 1961
現代サラリーマン論 松成義衛著 法政大学出版局 1965
現代の中間階級 田沼肇編 大月書店 1958
日本的中産階級 大河内一男著 文藝春秋新社 1960

アメリカの階級構造 ジョーゼフ・A・カー
ル著／稲本国雄訳 時事通信社 1958

階級意識 R. センタース著／松島
静雄訳 東京大学出版会 1958

エリートと社会 T. B. ボットモア著／
綿貫譲治訳 岩波書店 1965
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エリート形成と教育 麻生誠著 福村出版 1978
パ ワ ー・ エ リ ー ト

（上・下）
C. W. ミルズ著／鵜飼
信成、綿貫譲治訳 東京大学出版会 1958

知識階級 テオドール・ガイガー
著／鈴木幸寿訳 玄海出版社 1953

転向：共同研究 上巻・
下巻 思想の科学研究会編 平凡社 1959︲

1962
官僚 福本邦雄著 弘文堂 1959
官僚『わしが國さ』 伊藤金次郎著 宝雲舎 1940
官僚二十五年 長岡隆一郎著 中央公論社 1939

組織と官僚制 N・ムゼリス著／石田
剛訳 未来社 1971

官僚制と人間 ベンディックス著／高
橋徹、綿貫譲治訳 未来社 1956

現代政治に於ける官僚
の地位 吉村正著 前野書店 1950

大学の官僚制
H・ストループ著／松
原治郎、小野浩、石田
純共訳

東京大学出版会 1972

４．大学論
大学とはなにか：「ア
カデミック」概念をめ
ぐって

ヨゼフ・ピーパー著／
稲垣良典訳 エンデルレ書店 1966

大学について 矢内原忠雄著 東京大學出版會 1952
大学教育 海後宗臣、寺崎昌男著 東京大学出版会 1969

大学の理念と実践
東海大学学生生活研究
所編／［内多毅ほか執
筆］

東海大学出版会 1973

大学はどこへ行く 毎日新聞社 1978

大学の未来像 J. A. パーキンス著／天
城勲、井門富二夫訳 東京大学出版会 1968

変革期の大学像：日本
の高等教育の未来 天野郁夫著 日 本 リ ク ル ー ト セ ン

ター出版部 1980

大学革命
（Academic Revolu-
tion）

Christopher Jencks & 
David Riesman Doubleday 1968

大学革命：変革の未来像

デイビッド・リースマ
ン、クリストファー・
ジェンクス著／國弘正雄
訳

サイマル出版会 1969

日本の大学 大河内一男著者代表 東京大学出版会 1968
わが国の高等教育：戦
後における高等教育の
歩み

文部省著 大蔵省印刷局 1964

現代高等教育の構造 江原武一著 東京大学出版会 1984
現代私立大学論 大沢勝著 風媒社 1966



― 100 ― ― 101 ―

あすへの教育 大学篇 朝日新聞社会部編 朝日新聞社 1961
私 学 の 自 律 性 と 公 共
性：益井重夫先生退官
記念

益井重夫先生をお送り
する会編

益井重夫先生をお送り
する会 1978

大学の庭　上・下 朝日ジャーナル編集部
編 弘文堂 1964

九大風雪記 鬼頭鎭雄著 西日本新聞社 1948
大学の散歩道 相原茂編 東京大学出版会 1966

新しい大学 ジョン・ローラー編／
上村達雄訳 時事通信社 1970

新しい大学像をもとめて 内田忠夫、衛藤瀋吉編著 日本評論社 1969
国 民 の た め の 大 学：

（自由民主党文教制度
調査会中間報告案）

自由民主党文教制度調
査会編

自由民主党広報委員会
出 版 局 ／ し な の 出 版 

（発売）
1969

21世紀の大学：筑波大
学10年の挑戦 福田信之編 サイマル出版会 1984

高等教育改革への道
大学の教育の改善に関
する国際会議企画委員
会編

ぎょうせい 1983

世界の大学改革 大学改革研究会編 亜紀書房 1969

大衆のための大学 アール・J・マッグラ
ス編／清水義弘監訳 東京大学出版会 1969

市民の大学 井門富二夫著 東京大学出版会 1971
地域社会と国立大学 清水義弘編 東京大学出版会 1975
成瀬先生：日本女子大
学創立者 改訂版 渡邊英一編 櫻楓會出版部 1948

大学設置基準の研究 天城勲、慶伊富長編／
天城勲［ほか］執筆 東京大学出版会 1977

大学基準協会十年史 大学基準協会編 大学基準協会 1957

大学教授法入門

ロンドン大学教育研究
所大学教授法研究部著
／ 喜 多 村 和 之、 馬 越
徹、東曜子編訳

玉川大学出版部 1982

大学出版部：科学の発
展のために

G. R. ホウズ著／箕輪
成男訳 東京大学出版会 1969

情報としての出版 箕輪成男著 弓立社 1982
歴史としての出版 箕輪成男著 弓立社 1983
新制大学の諸問題：大
学基準協会創立十年記
念論文集

大学基準協会編 大学基準協会 1957

学徒援護会25年史（学
徒援護会、昭） 学徒援護会編 学徒援護会 1972

変革期における西ドイ
ツ高等教育 関口礼子著 昭和堂 1980
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ヨ ー ロ ッ パ の 大 学 改
革：坂田文部大臣訪欧
記録

文部省著 文部省 1971

大学教育の諸問題（Is-
sues in University Edu-
cation: essays by ten 
American scholars）

ed i t ed  by  Char l e s 
Frankel Harper & Bros. 1959

大学教育の目的
（The Purposes of High-
er Education）

by Huston Smith/fore-
word by Arthur H. 
Compton

Harper & Bros. 1955

19世紀フランスの大学
事情（La Condition 
universitaire en France 
au XIX siècle）

Paul Gerbod Presses Universitaires 
de France 1965

大学の学位制度
（Systèmes de grades 
universitaires）

R. C. McLean Bureau international 
des universités 1952

過渡期の大学（Univer-
sity in Trandition : an 
Indian case study）

by Philip G. Altbach Sindhu Publications 1972

アメリカの高等教育
（American Higher Ed-
ucation : directions old 
and new）

by Joseph Ben︲David McGraw︲Hill 1972

アメリカの高等教育
（The Higher Learning 
in America）

by Thorstein Veblen/
introduction by Louis 
M. Hacker

Sagamore Press 1957

ア メリカ の 大 学 とカ
レッジ（American uni-
versities and colleges）

edited by A.J. Brum-
baugh/Mary Irwin, as-
sistant editor

American Council on 
Education 1948

９カ国の高等教育
（Higher Education in 
Nine Countries :  a 
comparative study of 
colleges and universi-
ties abroad）

by Barbara B. Burn/
with chapters by Phil-
ip G. Altbach, Clark 
Kerr［and］James A. 
Perkins

McGraw︲Hill 1971

学術センター
（Centers of Learning）

by Joseph Ben︲David/
prepared for the Carn-
egie Commission on 
Higher Education

McGraw︲Hill 1977

日本の大学改革
（Changes in the Japa-
nese Universit y : a 
comparative perspec-
tive）

edited by William K. 
Cummings, Ikuo Amano, 
Kazuyuki Kitamura/
foreword by Michio Na-
gai/contributors, Ikuo 
Amano ...［et al.］

Praeger 1979



― 102 ― ― 103 ―

未来に向っての大学
（Universities Facing 
the  Future ,  Wor ld 
Year Book of Educa-
tion）

joint editors, W. Roy 
Niblett［and］R. Free-
man Butts/associate 
joint editor, Brian Hol-
mes

Published in association 
with the Uniersity of 
London Institute of Edu-
cation and Teachers 
College, Columbia Uni-
versity, New York by 
Evans Bros.

1972

大学進学者の問題
（Who should go to col-
lege）

by Byron S. Hollinshead/
with a chapter on the 
role of motivation in at-
tendance at post︲high︲
school educational institi-
tut ions by Robert J . 
Havighurst and Robert 
R. Rodgers

Published for the Com-
mission on Financing 
H i g h e r  Edu c a t i o n

［by］Columbia Uni-
versity Press

1952

シカゴ大学人物史
（University of Chicago: 
biographical sketches, 
２ vols.）

by Thomas Wakefield 
Goodspeed

University of Chicago 
Press

1924︲
1925

ハーバード大学教育学
大学院年報（Harvard 
University, the Gradu-
ate School of Educa-
tion, Annual Report 
1967︲1968）

Harvard University, 
Graduate School of Ed-
ucation, Center for 
Studies in Education 
and Development

Harvard University, 
Graduate School of Ed-
ucation, Center for 
Studies in Education 
and Development

1967︲
1968

決断の時代における高
等 教 育（Higher Edu-
cation in a Decade of 
Decision）

Educational Policies 
Commission

National Education 
Assoc ia t ion o f  the 
United States（N.E.A.）
/American Association 
of School Administra-
tors（A.A.S.A）

1957

民主主義と大学（Hoch-
schule in der Demokra-
tie）

von Wolfgang Nitsch ... 
et al./unter Mitarbeit 
von Heinz Großmann 
und Peter Müller

Luchterhand 1965

５．学生運動 現代の学生運動：その
思想と行動 学生運動研究会著 新興出版社 1961

反逆するスチューデン
トパワー：世界の学生
革命

高橋徹編 講談社 1968

学生運動：大学の改革
か社会の改革か 鈴木博雄著 福村出版 1968

学生の反乱 ルディ・ドゥチュケ他
著／船戸満之訳 合同出版 1968

ス チ ュ ー デ ン ト・ パ
ワー 毎日新聞社編 毎日新聞社 1968

危機の学生運動：歴史
とその展望 新井恒易著 明治書院 1952
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学生と政治
S. M. リプセット編／
内山秀夫、大久保貞義
共編訳

未来社 1969

政治のなかの学生：国
際比較の視点から

P. G. ア ル ト バ ッ ク
［著］／喜多村和之訳 東京大学出版会 1971

抗日学生史 梁東柱編著 青坡出版社 1956
全学連：その行動と理論 大野明男著 講談社 1968
全学連：その意識と行動 時事問題研究所編 時事問題研究所 1968
ゼンガクレン：革命に
賭ける青春 猪野健治著 双葉社 1968

全学連各派：学生運動
事典 社会問題研究会編 双葉社 1969

全学連血風録 大野明男著 20世紀社 1967

新しい左翼：政治的無
関心からの脱出

E. P. トムスン編／福田
歓一、河合秀和、前田
康博訳

岩波書店 1963

デモに渦巻く青春：現
代学生の思想と行動 大野力著 番町書房 1968

学生達が目を輝かすとき 岩田龍子著 龍溪書舎 1984
視線と連想：乗りものの
中に学生の像を求めて

東海大学学生生活研究
所編 東海大学出版会 1975

高校生は反逆する 平栗清司編 三一書房 1969
職場へ広がる暴力：反
戦青年委員会の実態 日刊労働通信社編 日刊労働通信社 1969

日本の反文化の伝統 上林澄雄著 エッソ・スタンダード
石油広報部 1973

日 本 の 戦 闘 的 教 師 た
ち：外人研究者に語られ
た日教組の闘争三十年史

B・C・デューク著／
市川博訳 教育開発研究所 1976

第三の世代：現代の学
生群像 尾崎盛光著 法律文化社 1960

ユースカルチャー史：
若者文化と若者意識 坂田稔著 勁草書房 1979

自由とひげと若者と 尾 崎 盛 光 著 ／ 岩 崎 隆
治、森村稔編

日 本 リ ク ル ー ト セ ン
ター出版部 1981

現代青年論 濱島朗編 有斐閣 1973
精神分裂病の心理 村上仁著 弘文堂 1948

社会運動の心理学
H. キャントリル著／南
博、石川弘義、滝沢正
樹訳

岩波書店 1959

煽動の技術
L. ローウェンタール、
N. グターマン著／辻村
明訳

岩波書店 1959

紛争の社会科学：社会
的紛争の本質

マックニール編／千葉
正士編訳 東京創元社 1971
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イデオロギーの終焉 ダニエル・ベル著／岡
田直之訳 東京創元新社 1969

ひび割れた大学：大学
知識人と政治的志向

ラッド、リプセット著／
中 野 秀 一 郎、 柏 岡 富
英、木下博道訳

東京創元社 1980

現代政治の思想と行動 丸山眞男著 未來社 1964

大学の顛落 森戸辰男著 松下視聴覚教育研究財
団 1979

大学の秘密：自治の名
のもとで 鈴木眞一著 潮文社 1981

国際学生運動：歴史と
背景

（International Student 
Movement: history and 
background）

Gert van Maanen
International Docu-
mentation and Infor-
mation Centre

1966

学生運動
（Student Unrest: threat 
or promise? ）

prepared by the ASCD 
Council on Secondary Edu-
cation/edited by Richard 
L. Hart and J. Galen Saylor

Association for Super-
vision and Curriculum 
Development

1970

学生の政治運動（Stu-
dent Politics: perspec-
tives for the eighties）

edited by Philip G. Alt-
bach Scarecrow Press 1981

学生の政治運動（Stu-
dent Politics :student 
movements, past and 
present）

Seymour Martin Lip-
set, editor Basic Books 1967

学生と政治
（Student and Politics, 
Daedalus）

Journal of American 
Academy of Arts and 
Science

1968

学生の抗議
（Students Protest）

special editors of this 
volume, Philip G. Alt-
bach, Robert S. Laufer

Annals of the Ameri-
can Academy of Politi-
cal and Social Science

1971

学生の反乱
（Students in Revolt）

edited by Seymour 
Mart in  L ipset  and 
Philip G. Altbach

Houghton Mifflin 1969

学生革命
（Student Revolution : 
a global analysis）

edited by Philip G. Alt-
bach Lalvani Pub. House 1970

新左翼
（New Radicals : a re-
port with documents）

by Paul Jacobs and 
Saul Landau Random House 1966

群衆の中の個人
（Faces in the Crowd: 
individual studies in 
character and poli-
tics）

by David Riesman/in 
collaboration with Na-
than Glazer

Yale University Press 1952
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蔦の壁に向かって
（Up against the Ivy 
Wall: a history of the 
Columbia crisis）

by Jerry L .  Avorn 
...［et al.］/edited with 
an introduct ion by 
Robert Friedman

 Atheneum Press 1968︲
1969

高 等 教 育 と 学 生 問 題
（Higher Educat ion 
and Student  Prob -
lem）

新堀通也編 国際文化振興会 1972

日本最初の学生運動
（Japan’s First Student 
Radicals）

Henry DeWitt Smith, 
II

Harvard University 
Press 1972

学生の反乱
（La Révolte Etudi-
ante）

［par］J. Sauvageot, A. 
Geismar, D. Cohn︲Ben-
dit, J.︲P. Duteuil/présen-
tation, d’Hervé Bourges

Éditions du Seuil 1968

五月革命
（Le Mai de la Révolu-
tion）

P. Andro, A. 
Dauvergne et L.︲M. 
Lagoutte

Julliard 1968

五月運動
（Le Mouvement de 
Mai, ou, le commu-
nisme utopique）

Alain Touraine Seuil 1968

五月のバリケード
（Les Barricades de Mai）

présentation de Philippe 
Labro/photographies de 
l’Agence Gamma

R. Solar 1968
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Ⅷ．その他
１．生涯教育論 生涯教育論 波多野完治著 小学館 1972

生涯教育とは ポール・ラングラン著 日本ユネスコ国内委員会 1970
生涯教育新講 波多野完治著 教育開発研究所 1975
生涯教育と学校教育 森隆夫著 教育開発研究所 1974
限 界 な き 学 習： ロ ー
マ・クラブ第６レポート

J. W. ボトキン他著／
大来佐武郎監訳 ダイヤモンド社 1980

生涯学習の時代 市川昭午、天野郁夫編 有斐閣 1982
生涯設計計画：日本型
福祉社会のビジョン

村上泰亮、蠟山昌一ほ
か著 日本経済新聞社 1975

現代の成人教育：その
思想と社会的背景

ア ー ノ ル ド・S・M・
ヒーリー著／諸岡和房訳 日本放送出版協会 1972

現代家庭教育概論 日高幸男編 同文書院 1973
日本の親・日本の家庭 山村賢明著 金子書房 1983

文化と放送の役割 新堀通也、斉藤清三、
岡東壽隆編著 第一法規出版 1982

明日への教育：教育改
革への発想と提言 蛯谷米司編 みずうみ書房 1984

日本の教育課題：その
地球的究明 班目文雄著 第一法規出版 1981

日本の教育政策 OECD 教育調査団編著
／深代惇郎訳 朝日新聞社 1972

社会教育随想 金田智成著 1981

留岡幸助君古稀記念集 ［留岡幸助著］／牧野
虎次編

留岡幸助君古稀記念事
務所 1933

日本人の履歴書 唐沢富太郎著 講談社 1961
生活のなかの統計 足利末男著 中央公論社 1973
労働・余暇と教育 倉内史郎編著 第一法規出版 1975
企業における中高年齢
者問題の展望

全日本能率連盟人間能
力開発センター 1975

２．比較教育学 比較教育学：その目的
と方法

P. E. ジョーンズ著／村
山 英 雄、 玉 城 嗣 久、
佐々木寿紀訳

黎明書房 1975

比較教育学 F・シュナイダー著／
沖原豊訳 御茶の水書房 1965

比較教育学 F・ヒルカー著／河野
重男、森隆夫訳 福村出版 1966

比較教育学方法論 B. ホームズ著／岩橋文
吉、権藤与志夫訳 帝国地方行政学会 1970

比較教育学研究 池田進著 福村出版 1969
比較教育制度論 森隆夫著 福村出版 1968

比較教育研究法 G. Z. F. ベレデイ著／
岡津守彦訳 福村出版 1968
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世界の学校教育：その
比較研究

エドモンド J. キング著
／池田進、沖原豊監訳 葵書房 1971

日本の教育　ドイツの
教育 西尾幹二著 新潮社 1982

日本の内と外 加藤周一著 文藝春秋 1969

日本の教育地図（全３巻） 新堀通也編 帝国地方行政学会
（ぎょうせい）

1973︲
1980

「甘え」の構造 土居健郎著 弘文堂 1971︲
2001

海外大学教育総合調査
団報告書 民主教育協会［編］ 民主教育協会 1964

海外教育研究入門［日
本国際交流センターシ
リーズ］

江渕一公著 サイマル出版会 1974

文化と国土設計－東西
文化比較 日本文化会議編 PHP 研究所 1978

家庭と学校の協力：先
進八カ国・悩みの比較

ク ラ ウ ス・ シ ュ ラ イ
ヒャー編著／村田昇訳 サイマル出版会 1981

対話と断絶：アメリカ
知識人と現代アジア 小林弘二著 筑摩書房 1981

現代韓国教育研究 馬越徹著 高麗書林 1981
日米文化交流の百年：
明治百年記念論集

東京アメリカ文化セン
ター［編］

アメリカ大使館広報文
化局出版部 1968

比較教育学（Compara-
tive Education）

Philip G. Altbach, Rob-
ert F. Arnove, Gail P. 
Kelly, editors

Macmillan 1982

比較教育方法論（Meet-
ing of international ex-
perts, Relevant Meth-
ods in Comparative 
Education）

edited by Reginald Ed-
wards, Brian Holmes 
a n d  J o h n  V a n  d e 
Graaff

UNESCO Institute for 
Education 1973

比較教育の歴史と方法
（History & Methodolo-
gy on Comparat ive 
Studies in Education）

compiled for the use of 
graduate students by J. 
Roby Kidd and Clif 
Bennett

Dept. of Adult Educa-
tion, the Ontario Insti-
tute for Studies in Ed-
ucation

1971

社会の発展と比較（So-
cieties: evolutionary 
and comparative per-
spectives）

Talcott Parsons Prentice︲Hall 1966

48州の学校制度（For-
ty︲eight State School 
Systems）

Council of State Gov-
ernment 1949

教育制度の分類（全６
巻）（Classification of 
Educational Systems 
i n  OECD Membe r 
Countries）

Organisation for Eco-
nomic Co︲operation and 
Development（OECD）

1972︲
1975
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３．沖縄教育 沖縄県史（第４巻、教育） 琉球政府編 沖縄県庁 1965︲
1977

沖縄県史（第18巻・新
聞集成・教育） 琉球政府編 沖縄県庁 1965︲

1977
沖縄の教育 沖原豊著 第一法規出版 1972
沖縄教育論：祖国復帰
と教育問題 上沼八郎著 南方同胞援護会 1966

戦後沖縄教育小史：教
育民立法成立の過程 上沼八郎著 南方同胞援護会 1962

沖縄教育：沖縄教育に
のぞむこと 沖縄教職員会編 沖縄教職員会 1965

沖縄の本土復帰と教育 広島大学沖繩教育研究
会編 葵書房 1971

戦 後20年・ 教 育 の 空
白：本土と沖縄の比較 福地昿昭著 沖縄教職員会 1965

沖縄教育の実態 沖縄教職員会 1966
写真で見る沖縄教育の
実態 沖縄教職員会 1965

琉球育英史 阿波根朝松編 琉球育英会 1965
本土の各大学に在籍す
る沖縄学生調査書

琉球育英会東京事務所
編 琉球育英会東京事務所 1962

南方同胞援護会事業の
あらまし 南方同胞援護会 1971

沖縄一千年史 眞境名安興、島倉龍治
著 沖縄新民報社 1923

通俗琉球史：東宮殿下
御台臨記念 許田星村著 小沢書店 1922

沖縄歴史：伝説補遺 島袋源一郎著 沖縄書籍 1952
沖縄考 伊波普猷著 創元社 1942
沖縄の話 吉田嗣延著 アルプス 1963
薩摩と琉球 横山健堂著 中央書院 1914
薩南・琉球の島々：南
方文化の探究 河村只雄著 創元社 1942

南方文化の探究 河村只雄著 創元社 1939
日本南方文化発展史：
沖縄海洋文化発展史 安里延著 三省堂 1941

琉球見聞録 喜舎場朝賢著 東江遺著刊行会 1952
沖縄文化叢説 柳田國男編 中央公論社 1947
琉球小話：詩の国、夢
の国 稻垣國三郎著 盛運堂 1934

琉球：建築文化 伊東忠太著 東峰書房 1942
沖縄案内 島袋源一郎著 沖縄図書 1932

沖縄概観・1964年 琉球政府計画局経済企
画課編 琉球政府計画局 1964
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沖縄概観資料、1965年版 琉球政府計画局経済企
画課編 琉球政府計画局 1964

基地沖縄：返還のため
のレポート 琉球新報社編 サイマル出版会 1968

基地沖縄の全貌 原水爆禁止沖縄県協議
会編

原水爆禁止沖縄県協議
会 1966

日本領土の話 南方同胞援護会 1965
沖縄経済の現状・1963
年度 琉球政府計画局編 琉球政府企画局 1963

那覇市概観・1952年版 那覇市／琉球文教図書 1952
沖縄商工名鑑・1957年版 沖縄興信所 1953

琉球紳士録・1965年版 沖縄興信所 1962︲
1965




