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’読書に関』する文献 1971＊

日本読書学会編集委員会＊＊

ズ

労

この文献は，昭和46年1月から12月までの1力年間に

わたる読書に関する図書，紀要，研究報告，雑誌論文を

収録したものである。’

全体の構成は，つぎの件名のもとに，それぞれを著者

の五十音順に配列してある。

1．　一般　　　　　　　5．　読書指導

2．　心理学・生理学，6．　文学教育

3．　国語教育　　　　　7．　読み物研究

4。読解指導　　　　　，8。　授業研究

この文献に採録した雑誌，紀要は，つぎのとおりであ

る。

愛媛大学教育学部附属中学校研究紀要　・1

学校図書館（全国学校図書館協議会）

季刊国語教育誌（全日本国語教育学会）・

季刊文学教育（日本文学教育連盟）

教育科学国語教育（明治図書）

教育心理

教育心理学研究

群馬大学教育学部附属中学校研究紀要

K・Z・R草の葉（国語教育実践理論の会）

計量国語学

言語生活

厚生補導（文部省学生課）

国語科教育（全国大学国語教育学会）

国語教育（三省堂）’

＊　Japanese　bibliography・of　reading　research，

　1971．

＊＊JSSR．

国語教育相談室月報（光村図書）

国語教育の近代化（国語教育近代化の会）

国語の教育（国土社）

子どもの本棚（日本子どもの本研究会）

埼玉大学教育学部附属中学校研究紀要』

児言研国語

静岡大学教育学部研究報告（教科教育学編）

児童心理

信州大学教育学部附属松本中学校研究紀要

聖心女子大学論集

小さな図書館（あかね書房）

東京学芸大学紀要

東京学芸大学紀要（1・教育科学）

東京学芸大学附属学校教育研究年報

東京学芸大学附属大泉中学校研究集録

読書科学（日本読書学会）

図書館学会年報（日本図書館学会）

富山大学教育学部附属中学校研究紀要

日本児童文学

ノートルダム清心女子大学国文学科紀要

野間教育研究所紀要

広島大学教育学部附属三原中学校研究紀要

山形大学教育学部附属中学校研究紀要

立教大学教育学科年報

　この文献の作成者は，つぎのとおりである。

　委員長　阪本　一郎（日本女子大学）

　委員出雲路猛（東京都立教育研究所）

　　　岡田　　明（国立特殊教育総合研究所）

　　　阪本敬彦（野間教育研究所）
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読書科学　（XV，4）　　　　　　　　　　　　、

　　　佐藤　泰正（東京教育大学）

　　　高木　和子（東京教育大学）

　　　増田信一（東京学芸大学附属大泉中学

　　　　　　校）［

　　　室伏　　武（亜細亜大学）

1．読書一般

内田義彦対談集　　読むということ　　筑摩書房　1971

11月

小田泰正　　図書館とコンピューターと漢字　　言語生

活Nα237，p．61－63，1971，6月

紀田順一郎　　読書の整理学　　竹内書店　1971，8月

阪本一郎　　マンガの主人公と時代的背景　　言語生活

N（瓦232，　p．38－47，　1971，　1月

清水正男　　L　YLとよみの場について（2）　読書科学

Vo1．13，Nα3・4，1971，3月

周郷　博　　子供・文字・文化　　言語生活　Nα234，

p。16－23，　1971，　3月

谷川　徹三　　r見ることと，読むこと」　　学校書図

館Nα251，p．39－5L1971，9月

津金沢聡広　　現代社会とマンガ　　言語生活　Nα232，

p．16－24，　1971，　1月

読書推進運動協議会　　全国読書グループ総覧1971

読書推進運動協議会　1971，7月

外山滋比古　　読書と感銘　　学校図書館　Nα，248p．9

－15，　1971，　6月

中村圭吾　　教科書物語一国家と教科と書民衆一

　ノーベル書房　1970，5月

日本子どもの本研究会　　情報化時代における子どもの

読書（第3回児童文化講座報告）　　教育科学国語教

育Nα158，p．78－80，1971，12月

i日本読書学会　、読書による人間開発（第15回大会報

告）　　教育科学国語教育　Nα158，p．57－59，1971，

　12月

飛田文雄　　三木清の読書論　　読書科学　　VoL13，

Nα3・4，1971，3月

松田智雄　　学生と読書　　厚生補導　Nα64，p．2－11，「

1971，9月

村石昭三，天野　清　　就学前児のrかな文字」の読み

書き能力　　児童心理第25巻　4号，p．161－169，

1971，4月

室伏　武　　大学生の読書傾向　　厚生補導　　Nα64，

p．12－19，　1971，　9月

森秀人　いま何を読むか読書人生論　実務教育

出版　1971，11月

山口　昌男　　本の神話学　　中央公論社　1971，7月

p．236

2．　心理学・生理学

天野　清　　幼児の発達と読み書き能力　　言語生活

Nα234，　p．24－33，　1971，　3月

井上範子　　読み書き優秀なH児はどんな小学生に成長

したか　　言語生活　　No234，p．38－44，1971，3月

岡田　明　　児童の読書能力の因子分析　　読書科学

Vo1．14，Nα1・2，1971，7月

岡田　明　　読書困難児の診断と治療　　教育心理

VoL19，Nα11，1971，11月　　　　　　。

河井芳文　　漢字における読みと書きのパラドックス

計量国語学Nα55，p．23－29，1970，12月

河井芳文　　漢字の画の分布と複雑性　　東京学芸大紀

要（1・教育科学）　No17，p・35－41，1971，2月

阪本一郎他　　物語の知悉度の測定　　読書科学Vo1．

13，No3・4，1971，3月

阪本一郎他　　絵本の語彙調査　　読書科学　VoL14，

Nα1・2，1971，7月

阪本一郎　　読みやすさの基準の一試案　　読書科学

Vol．14，Nα1・2，1971，7月

阪本一郎編著　　現代の読書心理学　　金子書房　1971

　8月
阪本一郎　　読書興味テスト昏の期待　　読書科学

Vo1．14，Nα3・4，1971，10月

佐藤泰正　　読書を好きにさせる心理学　　教育心理
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VoL19，Nα11，1971，11月

高木和子　　読書能力の測定　　教育心理　　V・1・19，・

No11，1971，11月、

岡中章夫　　ヨ．ミガナ方式によるカナ（ローマ字）の漢

字変換　　計量国語学　No55，p・29－37，1970，12月

永沢幸七　　文型学習の心理学的研究：皿一呈示の仕

方による差異一教育心理学研究，第19巻，第2号，

p．65－74，　1971，　6月

’能美光房　　読書と目の健康　　教育心理　Vo1．19，No

　11，　1971，　11月

文沢義永　　日本の神話伝説についての意味づけの心理

　学的分析一とくに沖縄住民を対象としたS．D．法を

　中心に一教育心理学研究　　第19巻，第3号，p．175

一186，　1971，　9月

二福沢周亮　　読書療法の再検討　　教育心理　VoL19，

　Nα11，1971，11月

3．国語教育

　　　二青柳　隆　　新鮮で充実した思考力を（中学一年生）

　　　国語の教育　Nα42，p．100－101，1971，10月

　　　1芦田恵之介　　綴方十ニカ月　　文化評論出版　1971，

　　　　8月（複製）

　　　．虻川知孝　　自己内対話をさせながら文章を読ませ，色

　　　．カードをさしはさませたり，色鉛筆でサイドラインを

　　　、引かせたりする一問題意識をもたせるヒント・4一

　　　教育科学国語教育　No154，p．81，1971，8月

　　　二有賀　勇〔他〕　　国語科におけるわかれみち思考を大

　　　切にした授業　　信州大学教育学部附属松本中学校研

　　　究紀要第16集　p．1－4，1971，6月

　　　有定稔雄　　客観的な読みを推進するために一事実意

　　　味探求論の立場から・教材rおじいさんのランプ」を

　　　例に・第7回　　教育科学国語教育　Nα156，p・100一
鶏

　　　　107，　・1971，　10月

　　　i池川昌子　　学習指導案の実際一はまひるがおの「小
㌻

　　　』さな海」．（研究会記録）　国語教育の近代化　Nα1真q・

　　　1』p，44－51，　1971，』9月

　　　　　　　　　読書に関する文献　1971

石賀　昇　　古典の原文における主人公の印象把握の分

析　　国語科教育　Nα18，p．56－644971，3月

石川敬信　，・教科書単乖と詩の指導・小学五年生　　国

語の教育　巌41・P86－87・1971， 9月

石川敬信　　すじ道を立てて物を考える道すじのおもし

ろさ　　国語の教育　恥42，p．96－97，1971，10月

石田佐久馬等　　文種別国語授業の展開技術1～5巻
　　ノ

東洋館出版　1971，6月

石森延男　　国語教科書私見　　国語の教育　　Nα37，

．p．6－13，　1971，　5月

石森延男　　続国語教科書私見　　国語の教育　Nα39，

p．42－48，1971，7月

市村芳夫　　話す力を伸ばす指導一読みにおける感想

　や意見の技能をどう育てるか・提案3　　教育科学国

　語教育　No157，p．15－19，1971，11月

稲川三郎　　国語科教育改革への物言い　　国語の教育

　Nα41，　p．71－77，　1971，　9月

岩崎靖子　　想像力を豊かにする文学教材の読み（研究

　余記録）　　r手ぶくろを買いに」、　国語教育の近代

　イヒ　　Nα107，　p．43－56，　1971，　6月

埴渕政美　　、読みにおける初めの意識と二回目の意識・

、初発の感想の生かし方　　教育科学国語教育　Nα154，

　P．16－19，1971，8月

遠藤豊吉　　危機に立たされた文学作品一国語教科書

　はこうかわる・新教科書総点検　　国語の教育　Nα37

、P。24－31，1971，5月

遠藤豊吉　　　r読書世論調査」から感じること　　国語

　の教育　Nα37，p．82－83，1971⊃5月

大谷昭三　　題名から生活経験の想起を一説明文の場

　合・問題意識をもたせるヒント・3　・教育科学国語

，教育　撫巧4，p．80，1971，8月

大西忠治　　、r事実jとr論理」の二っの読み　　教育

　科学国語教育　Nα152，p．15－19，1971）6月

大村　浜　　みんなの国語研究会－11毎日新聞社　1971

1⑱月・，』　　　　　　・唱　ド』一

沖田千尋〔他〕・　＜対談＞説明的文章の教材化をめぐ
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A

読書科学ビ’（X皐，4）∴

づて　し国語教育第13巻3号・か．7一11，1971，3月’

奥村幸夫　　教材研究の標準化とモデル化を一リレー

討論・教材研究の標準化聖（教材rおじいさんのデン

プ」を例に）1第8回』教育科学国語教育　　N6157，

p．99－106，　1971，　11月

樺島忠夫、　辞書未来論　丁言語生活　　Nα235，p．24－

31，1971，4月

桐山久吉　　心のふれあいを感じとる一小学校二年生

国語の教育　No43，p．84一85，1971，11月

草部典一　　新しい状況のなかの国語教育一く言語と

映像＞の問題を中心に一　　静岡大学教育学部研究

報告（教科教育編）　Nα2，1971，3月

熊野勝祥　　中小学校における構想力育成の理論と実践

』葵書房　ロ1971，3月

倉沢栄吉　　情報化社会と国語教育（講演記録）　　国

語科教育　第18集，p24－27，1971，3月

倉沢栄吉　　説明文とはなにか　　国語の教育　Nα42，

p22－26，119h，10月，国語の教育　Nα43，p．100－

105，1971，11月，’国語あ教育・Nα44，p．110－115，

1971，　12月

栗岩トク子’　非文学教材の読みの指導・rサロマ湖の

変化」　　国語の教育 Nα42，p．68－75，1971，10月

国語教育研究所編　　現場の昭和国語教育史　　明治図

書1971，6月

国語パイロットの会　一すべての子どもにゆたかな国語

の力をつけるための教材の選びかたとその指導の方法

について（鎌倉大会報告）　　教育科学国語教育

Nα158，　p．76－78，ド1971，　12月

輿水　実　．三十前の私の指導案と当時の諸家の批評

国語教育の近代化～Nα103，p．35－56，1971，2月

輿水　実　　最近の学習指導案の傾向・一年rいっすん

　ぼうし」の指導計画を中心に　　国語教育の近代化一

N（瓦104，　p．32－r41，　1971，　3月

輿水　実　　情報化時代の国語教育の内容とその基礎学

　教育科学国語教育　　Nα151，p．126－131，1971，．5月

輿水　実編　　講座・国語科基本的指導課程の進展く1

～3）　明治図書　　1971，6月『

輿水　実　　国語科教育のシステム化　　国語教育の近

代化　Nα108，p．1－19，1971，7月　　　　　1

輿水　実　　情報化時代における解釈の概念　　教育科

学国語教育　Nα153，p．126－131，1971・7月

輿水　実　　国語科における行動目標の実践　　国語教

育の近代化　Nα111，p．1－25，1971，10月

輿水　実　　国語科の情報処理能力　明治図書　p．223，

，1971，11月

輿水　実　　国語教育の変化の方向　　国語教育の近代

化　Nα112，p．1－30，1971，11月一

輿水　実　　読み方と作文　　国語教育の近代化　　Nα．　　　マ

112，p．31－39，　1971，　11月

小松善之助　　論証過程の批判的読みとりを　　国語の・

教育　Nα42，p．45－50，1971，10月　　　　　　　・

小松原　茂　　音読・黙読一一授業を成功させる教師の’

技術　　国語の教育　No35，p．40－44，1971，3月

斎藤喜門　　文学教材の研究方法・その観点と方法過程、

K・Z・R草の葉、Nα90，p．2－5，1971，4月

阪本敬彦　　大学生とr読み」の教育　　厚生補導

Nα64，　p．28－36，　1971，　9月

佐々木定夫　　国語教育のための読書案内　　国語教育』

誌Nα2，p．103－104，1971，7月

児童言語研究会　　読みの授業をどう組織するか（第8

回夏期アカデミー報告）　　教育科学国語教育　’Nα．

158，　p，61－63，　1971，　12月

渋谷　孝　　説明的文章の指導過程論　　教育科学国語一

教育　Nα152，p．27－33，1971，6月

嶋路和夫　　詩の豊かな鑑賞を一小学5年生　　国語一

’の教育　Nα38，p．98－99，1971，6月

清水えみ子　　文字を覚えたがらない子　　言語生活

Nα234，　p．48－53，　1971，　3月

　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
菅井建吉　　教師の問題意識と子どもの問題意識　　教：

育科学国語教育　Nα154，p9－15，1971，8月

鈴木二千六　　文学作品の鑑賞指導一古典教材の鑑賞r

指導　　東京学芸大学附属学校教育研究年報　第1号一
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p34－37，1971，　3月

鈴木　豊　，小説教材の考察　・中学校国語教科書につ

いて，』山形大学教育学部附属中学校研究紀要 第8

号，p．5－8，1971，3月　、

全国構造教育研究会　　国語科学習のひとり歩き（第13

　回全国大会報告）　　教育科学国語教育　Nα158，p．

　53－55，　1971，　12月

武内雷龍　　なぜ詩の指導をたいせつにするか　　国語

　の教育　Nα44，p．32－39，1971，12月

竹岡正夫　　認識・思考の教育としての国語教育一新

　しい形象理論に立って　　国語科教育　Nα18，p．71一

、78，　1971，　3月

橘内朝次郎　　胸廓にたたきこまれる詩を教科書教材

　をキッカケとして一小学校六年生　　国語の教育

．Nα41，p．88－892　1971，　9月

，橘内朝次郎　　自己自身をあばく論理として一小学校

　六年生　　国語の教育　Nα42，p．98－99，1971，10月

田中久直　　文脈指導一国語科の授業構造一　　明

　治図書　1971，6月

田中久直　　これからの漢字指導　　新光閣書店　1971

　11月，

東宮ヨシエ　　光村読書シリーズの活用　　国語教育相

。談室月報　Nα142（小），P．13－16，1971，10月

友野　一　　漢字の教え方・学び方　　さえら書房

　1971，8月

永川信晴　　述語修飾の授業　　児言研国語　　Nα28，

　p．46－531　1971，　11月

中島紀子　　文学作品の鑑賞指導一鑑賞のための読ま

　せ方　　東京学芸大学附属学校教育研究年報　第1号

　p。23－27，　1971，　3月

中島紀子　　学習指導案のフローチャート化（研究会記

，：録〉r魚は音を感じるか」　（3年）．　国語教育の近

　代化　Nα111，p．50－56，1971，10月

永田健二郎　　教師自身の学習を土台として　　国語の

　教育　No42，p．51－60，1971・10月

中西一弘　　読むことの指導体系一フランスの指導要

　　　　　　　　　読書に関する文献，一1971

領を中心に一一　国語科教育　『＝No18，　p』79｝85，

1971，　3月　　　　　　　　　　　　　　　1「』．　　．・1

中村頴司　　文学作品の鑑賞指導←一国語教育における

，鑑賞とその指導の基本的立場　’東京学芸大学附属学

・校教育研究年報　第1号，’P．27r3Qフ1971，3月

長安早智子　　人物の気持ちや場面のようすを豊かに想

像しながら読む一小学三年生’1　国語の教育

．Nα41，　p．82－83，　1971，　9月　　．

西村孔希　　学習指導案のフ，ローチャート化・3（研究

．会記録），r野ばら」6年　b国語教育の近代化　No113

P．50－56，1971，12月，

西山健太郎　　読書と作文と（小学校二年生）　　国語

　の教育，Nα39，p．64－65，1971，．7月

野口茂夫〔他〕　　く座談会＞詩と詩の授業　　国語の

　　　　　　　　　　　　　　〆教育、Nα40，p32－63，1971，8月

野口芳宏　　詩の鑑賞指導についての考察一r理解」

　と．r鑑賞」との関連　　国語科教育　翫18・P・49－55・

　1971，3月

野田　実　　r学習のてびき上で問題意識の持続と深ま

　りを・問題意識をもたせるヒント・b、5　　．教育科学国

　語教育　Nα154，p．82，1971，・8月

八田洋弥　　読むことの指導からr小学校ナ年生

．国語の教育　Nα37，P・66r－67・1971・5月

、八田洋弥　　学習指導案のフローチャー歩化・2（研究

，会記録）．、国語教育の近代化　　Nα112，p。47－56，

　1971，　11月

花田修一　　小説の学習において創造的な読みとはなに

　か　　K・Z・R草の葉、　Nα911P・7－10・．1971・，7

　月

半田茂雄　　子どもを圧迫するテスト問題と教科書の関

　係・零語科の学力評価≧通信簿　　国語の教育　Nq39

　P・29－34・1971・7月

飛田多喜雄　　思考を深める学習の問題・寄贈研穽誌か

，ら問題をひろう　　教育科学国語教育．Nα154，p．94

・1－97，1971，、8月

飛田多喜雄　　論理的思考の訓練を忘れてはなるまい・

r．117一



読書科学　　（xV，－4）

寄贈研究誌から問題をひろう　　教育科学国語教育

Nα157，　p．86－96，　1971，　11月

飛高　敬　　文学作品の鑑賞指導の一つの試み一r蕪

村句集」をどのように読んだか　　埼玉大学教育学部

附属中学校研究紀要第10集，p．19－31，1971，3月

平尾義」　　ほう道文を読む一小学校四年生　　国語

の教育　Nα42，p．94－95，1971，10月

広田早紀　　読み方教材で日本語のゆたかさを　　国語

の教育　Nα38，p．54－58，1971，6月

深美和男　　　r私の意見」再説一＋権田貢先生へ　　国

語教育　第13巻2号，P．20－22，1971，1月

深義和夫　　話し合いの中で生まれる問題意識　　教育’

科学国語教育　Nq154，』p．24－27，1971，8月

福田梅生　　文学作品の鑑賞指導　　導入段階の指導と

そのあり方　　東京学芸大学附属学校教育研究年報

第1号，p．20－23，1971，3月

藤井継男　　カナこそ本字　　言語生活　Nα241，P．48－

51，　1971，　10月

藤井　治　　教科書教材の読解指導的・文学鑑賞的・読

書指導的取扱いについて（研究会記録）　r赤いろうそ

　く」　（2年）　　．国語教育の近代化　　Nα105，p．34－

56，　1971，　4月

藤原　宏　　指導目標と学習目標　理論講座・国語科指

　導法改善のために・第6’回　　教育科学国語教育　翫

　152，p．108－116，1971，6月　　（2）教育科学国語教育

　Nα153，p。108－116，1971，7月　　（3）教育科学国語教

　育Nα154，・p．106－114，1971，8月

増田三良　　国語科の発見学習　　明治図書　362p．、

　1971，7月

松本英吉　　読むことの評価とテスト問題・r野口英世」

　の場合一　国語の教育　Nα94，p．42－49，1971，2月

三上郁子　　幼児の読書力の養成について　　聖心女子

　大学論集　1971，3月

三好公代　　読書教材としての名作の持つ意義とその指

　導についての若干の考察一一r坊っちゃん」を中心に

　ノートルダム清心女子大学国文学科紀要　Nα4，1971，

3月

村井義昭　　国語科単元学習の考え方一r教育の現代

化」の視点から　　愛媛大学教育学部附属中学校研究

紀要第27号，p。155－179，1971，5月

村松友次　　教材研究は児童研究に密接して一一読総

合法の立場から　　教育科学国語教育　Nα151，p．100

－107，　1971，　5月

村山芳正　　読みの動機と学習課題の設定　　教育科学

国語教育　Nα152，p．10－14，1971，6月

望月久貴　　国語科読書指導の理論　　明治図書　1971

　5月，　378p．

安居総子　　詩を味わう一中学校一年生　　国語の教

育Nα37，p．80－81，1971，5月

柳　辰男　　文学作品の鑑賞指導一鑑賞指導における

教師の機能を求めて　　東京学芸大学附属学校教育研

究年報　第1号，p．30－34，1971，3月

安良岡康作　　国語教室における読みの学習形態につい

て　　東京学芸大学紀要　第22集（第二部門）

p．186－195，　1971，　2月

吉川数　教師の説明・解説で生まれる問題意識

　教育科学国語教育　Nα154，p．20－23，1971，8月

若尾　忠　　国語科の評価とその観点・国語科の学力評

価と通信簿　　国語の教育　Nα39，p．22－28，1971，

　7月
和多吏雄　　正確に伝えるためにいきいきと伝えるため

　に一中学一年生　　国語の教育　Nα39，p。74－75孤

　1971，7月

渡辺成雄　　国語生活を充実・向上させるための指導

　一導入と展開をめぐっての試論　　国語教育　第13

　巻7号，p．8－15，1971，7月

・渡辺富美雄　　文字指導法　　笠間書院　1971，9月

国語教育研究所編　　漢字の読み書き分離学習　明治図

　書1971，9月
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4．読解指導

相島　昇　　小学校低学年の授業例一読解指導から読

書指導への移行をどう指導したか・1　　教育科学国

語教育　Nα147，p．43－47，1g71，1月

青木照明　　中学生の誤答の類型一誤答分析による読

解能力の診断・4　　教育科学国語教育　Nα149，p．

23－27，　1971，　3月

青木幹勇　　教師の指導欠陥が原因の場合一読解力が

劣る子の原因はどこにあるか・2　　教育科学国語教

育Nα158，p．10・一13フ1971，11月

赤野光夫　　　r文章の要旨を理解しながら読む」指導・

小学校5年　　教育科学国語教育　Nα152，p．57－62，

1971，6月

麻生興平　　読解力が劣る中学年の類型一読解力が劣

　る類型と指導のヒント・2　　教育科学国語教育

Nα158，　p．18－21，　1971，　12月

阿部哲郎　　小学校における補充教材一読書指導のた

　めの補充教材の選び方・1　　教育科学国語教育

Nα147，p。74－80，　1971，　1月

有賀　寛　　読解力が劣る高学年の類型一読解力が劣

　る類型と指導のヒント・3　　教育科学国語教育

　Nα158，　p．22－25，　1971，　12月

安藤　操　　教材の自主編成を目ざす道程一リレー討

　論　教材研究の方法論・第10回　　教育科学国語教育

　Nα147，p．87－108，　1971，　1月

伊沢　　孝　　一年生の読解の誤答と生かし方一誤答

　の取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・1　教育

　科学国語教育　Nα149，p．36－40，1971，3月

石川敬信　　大造じいさんとがん・主人公の気持ちの変

　容と主題一小学校五年生　　国語の教育　　Nα43，

F
　
p
．90－91，　1971，　11月

井上敏夫〔他〕　　＜座談会＞　読解指導と読書指導を

　めぐって　教育科学国語教育　Nα147，p．5－22，1971

　1月
井上敏夫　　説明的文章を正確に読みとる技能　　教育

　　　　　　　　　読書に関する文献　1971

科学国語教育　Nα152，P．5－9，197116月

井上敏夫　　読書能力としての調べ読み　　教育科学国

語教育　Nα153，p．5－10，1971，7月

岩沢文雄　　とくに文学作品の場合一読解指導と読書

指導の関連をどう考えるべきか・2　　教育科学国語

教育　Nα147，p．27－30，1971，1月

岩下忠男　　高学年の誤答の類型一誤答分析による読

解能力の診断・3　　教育科学国語教育　Nα149，p．

18－22，　1971，　3月

岩村実　目的に応じて辞書・参考資料・新肉などを

利用する指導（中学二年）　　教育科学国語教育

Nα153，　p・76－80，　1971，　7月

宇多川利勝　　高学年の練習学習の方法一読解力を伸

ばすための練習学習のヒント・3　　教育科学国語教

育Nα158，p．43－47，1971，12月

遠藤瑛子　　辞書・参考資料・新聞などの利用に慣れる

指導（中学校三年）　　教育科学国語教育　Nq153，

p．81－85，　1971，　7月

大島道男　　一次読みの一時間の授業一坂道のしごと

　から一　　教育科学国語教育　　翫151，p．62－68，

　1971，5月

大谷利男　　四年生の読解の誤答と生かし方一誤答の

　取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・4　　教育

　科学国語教育　Nα149，p．51－55，1971，3月

大塚正文　　詩を読みとくカギの与え方・数々の実践を

　とおして　　国語の教育　Nα40，p．79－84，1971，8

　月

大槻一夫　　誤答の診断と指導技術の改善　　教育科学

　国語教育　Nα149，p．5－8，1971，3月

大槻和夫　　説明的文章の教材論　　教育科学国語教育

　Nα152，　p．20－26，　1971，　6月

大西忠治　　　r論理読み」を主体として（科学的な考え

　方）　　国語の教育　Nα42，p．82－87，1971，10月

小川末吉　　ノートとり及びアンダーライン技能指導

　一r調べ読み」技能を育てる基礎指導・2　　教育

　科学国語教育　Nα153，p．35－40，一1971，7月
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読書科学．（XV，4）．．．

梶原　勝1本を読んで必要な知識や情報を得る指導

　（小学校四年）　　教育科学国語教育　Nα153，P。56－

60，　1971，　7月

加藤　剛　　中学校の授業例（2）一読解指導から読書指

導への移行をどう指導したか・4　　教育科学国語教

育Nα147，p．67－73，1971，1月

亀村葦郎　　場面やようすを思いうかべながら読む・小

学椋四年生，　国語の教育、Nα37・P・72－73・1971・

5月

川野理夫　　二次よみの必然　　国語の教育　　Nα44，

P．44－47，1971，12月

規工川佑輔　　小学校高学年の授業例一読みの目を育

、，てる読書指導一読解指導から読書指導への移行をど

う指導したか・3　　教育科学国語教育　Nα147，p。

54－59，　1971，　1月

桐山久吉　　事実や知識を読み取らせる・小学校二年生

，国語の教育1Nα42，p．90－91，1971，10月

久保田和子　　低学年の練習学習の方法一読解力を伸

ばすための練習学習のヒント・1　　教育科学国語教

，育Nq158，p．35－37，1971，12月

熊沢　龍　　国語・創造・読書の関連　　季刊国譜教育

詩Nα1・P・6r10・1971・3』月

黒薮次男、、じゅんじょに気をつけて読みましょう・小

学校二年生　　国語の教育　Nα37，、p．68－69，1971，

5月．
桑原文次郎　　文章の論理に則した読解指導　　新光閣

203p，　1971，　3ノ目

小金丸寅人　　r書いてある事がらの順序や様子の移り

変わりを理解しながら読む」指導・小学校二年　　教

育科学　Nα152，p．40－44，1971，6月

輿水　実　　読解に対する考え方・rこれまで」とrこ

れから」　・国語教育の近代化　　Nα102，p。25－41，

1971，1月

輿水　実　　読書指導をめぐるイデオ・ギーと問題点

連載講座　国語教育のイデオロギー・第10回 教育

科学国語教育　Nα147，p．126－131，1971，1月

輿水　実　　解釈学的指導過程の中に読解技能の指導を

取り入れる試み　国語教育の近代化一Nα108，p．37－

51，　1971，　7月

輿水　実　　情報を見いだすための読み（スキミング）

一連載講座・情報化時代の国語教育一・第9回，教

育科学国語教育　Nα158，p。127－131，1971，12月

輿水　実　　読解指導と読書指導　　（付）国語科教育の

用語としてのr読解」とr読書」とr読むこと」

国語教育の近代化　Nα104，p4－20，1971，3月

輿水　実　　読み物の指導と研究スキルの指導　　甲語

教育の近代化　Nα108，p．19－33，1971，7月

小林喜三男　　どう分節し，焦点化するか一一読総合

法の立場から一　　教育科学国語教育　Nα151，p．

69－74，　1971，　5月

小林幸雄　　文章のアウトラインを作る技能一r調べ

読み」技能を育てる基礎指導13　　教育科学国語教

育Nα153，p．41－44，1971，7月

小山逸雄　　低学年の誤答の類型一誤答分析による読

解能力の診断・1　　教育科学国藷教育　Nα149，p．

9－12，　1971，　3月

西大条満　　読解指導は文学作品で　　国語の教育

Nα44，　p．48－51，　1971，　12月

斎藤喜門　　中学校における補充教材一読書指導のた

めの補充教材の選び方・2　　教育科学国語教育

Nα147，P・81－86・1971・1月

佐瀬邦夫　　文学的教材の読解指導一問題意識を手が

かりに読みを深める方法（小学校〉　　教育科学国語

教育　Nα154，p．54－59，1971，8月

佐藤清治　　小説の読解指導とその発展学習の展開

国語教育　13巻7号，p．18－20，1971，7月

佐藤二三男　　　r文章の要点を正しく読む」指導・小学

校三年　　教育科学国語教育　Nα152，，p．45－50，1971

　6月
斎藤喜門　　読解力が劣る中学生の類型一読解力が劣

る類型と指導のヒント・4　　教育科学国語教育

Nα158，p．26－29，　1971，　12月、∵
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寒川道夫　、、子ξもの欠陣毎原因の場合一読解力が劣

　る子の原因はどこにある傘・．1　　教育科学国語教育

Nα158・P・5－9・4971・12月

活水　習．文章爾主題・要旨との連関で｝問題意識

　を手が塑りに読参を深める方法（小学校）　．教育科

学国語教育　Nα154，p．69－65，1971，3月

白井　勇　　中学校段階における指導の見通し一「調

　琴読み」技能指導の年間計画　　教育科学国語教育

　Nα153，　p．23－28，　1971，　7月

白井　勇　　読解の実像を結ばせるために一読みにお

　ける感想や意見の技能をどう育てるか・提案2　　教

　育科学国語教育　Nα157，p。10－14，1971，11月

鈴木啓喜　　r内容を速く正確にとらえる」指導．・中学

　校三年　　教育科学国語教育　Nα152，p．81－86，1971

　6月
角尾和子　　幼児教育における文字指導　　教育心理

　Vo1．19，Nα11，1971，11月

竹内　彰〔他〕　　説明的文章の読解技能　　群馬大学

　教育学部附属中学校研究紀要　第18集p．7－20，1971

　9月
田中　勝　、詩の学習要素と理解　　読書科学　Vo1．14

，Nα1　・2，　1971，　7月

田辺福夫　　小学校中学年の授業例一読みの目的意識

　を基盤として一　読解指導から読書指導への移行を

　どう指導したか・2　　教育科学国語教育　　Nα147，

　p．48－53，1971，1月

辻昭五　中学年の練習学習の方法一読解力を伸ば

　すための練習学習の．ヒント・2　　教育科学国語教育

　Nα158，p．38－42，　1971，　12月

手崎政男、＝読解指導の充実をこそ一読解指導と読書

　指導との併立論は現代において益がない一　読解指

　導と読書指導の関連をどう考えるべきか・4　　教育

　科学国語教育　Nα147，p。35r38，1971，1月

長沢昭治　　読解力が劣る低学年の類型一読解力が劣

　る類型と指導のヒント・1　　教育科学国語教育

　Nα158，　p．14－17，　1971，　12月

　　　　　　　　　　読書に関する文献、4971

仲田紘基　　内容を考えながら全体を読み通す態度の指

導一中学校段階における読書の指導例（中二）

教育科学国語教育　Nα157，P．74－79，1971，11月

永田元久　　興味のあるところを見つけ出す指導一一小

学校段階における読書の指導例（小一）　　教育科学

、国語教育　Nα157，p34．一38，1971，11月

　　　　　　　　　　　　　　　　　1
中津留喜美男　　中学年の誤答の類型一誤答分析によ

　る読解能力の診断・2　　教育科学国語教育　Nα149，

p．13－17，4971，　3月

長安早智子　　説明文の読書指導を（小学校三年生）

　国語の教育　Nα42，p．92－93，1971，10月

西島正邦　　r書いてある事がらのだいたいを理解しな

　がら読む」の指導・小学校一年　　教育科学国語教育

　Nα152，p．34－39，　1971，　6月

西田光男　　中学生の読解の誤答と生かし方一誤答の

　取り上げ方生かし方のくふう（中学校）・3，教育

　科学国語教育　M149，p。78－83，1971，3月

西村正三　　資料センター・図書館利用の指導　　教育

　科学国語教育　Nα153，p49－55，1971，7月

丹羽康碩　　調べるために辞書・参考資料などを利用す

　る指導（中学校一年）　　教育科学国語教育　Nα153，

　p．71－75，　1971，　7月

野口善一　　中学校の授業例（1）一国語科における読書

　指導的試み一　読解指導から読書指導への移行をど

　う指導したか・3　　教育科学国語教育　Nα147，p。

　60－66，　1971，　1月

野地潤家　　本質的関連とそのための基本条件一読解

　指導と読書指導の関連をどう考えるべきか・1　　教

　育科学国語教育　巌147，p。23－26，1971，1月

芳賀雅子　　文学作品の読みと主題の把握・小学校四年

　生国語の教育Nα38，P．96－97，1971，6月

萩原春雄　　　r文章の要点と事がらを明確にとらえる」

　指導・中学校一年　　教育科学国語教育　晦152，p。

　69－74，　1971，　6月

長谷川美代子　　　r内容を正確にとらえ要約する」指導

　・中学校二年　　教育科学国語教育　　恥152，p、75一
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読書科学　　（XV，4）

80，1971，　6月

林　進治　　小学校段階における指導の見通し一r調

べ読み」技能指導の年間計画　　教育科学国語教育

Nα153，　p．17－22，　1971，　7月

林　進治　　一読総合法をなぜ主張するか・本来的な読

　みに即して　　国語の教育　Nα44，p．40－43，1971，

12月

原栄一・　二年生の読解の誤答と生かし方一誤答の

取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・2　　教育

　科学国語教育　Nα149，p．41－45，1971，3月

原崎七次　　中学生の読解の誤答と生かし方一誤答の

取り上げ方生かし方のくふう（中学校）・1　教育

　科学国語教育　Nα149，p．66－71，1971，3月

飛田文雄　　読書教育へ一読解指導と読書指導の関連

　をどう考えるべきか・3　　教育科学国語教育　　撫

　147，p．31－34，1971，　1月・

平尾義一　　作者の表現過程を追跡する文学の読み・小

　学校四年生　　国語の教育　Nα41，p．84－85，1971，

　9月
平尾義一　　思考力を高める説明文の読解・小学校四年

　生国語の教育翫44，p．94－95，1971，12月

平山寛司　　r読む目的や文章の種類・形態などに応じ

　て適切な読み方ができる」指導　　教育科学国語教育

　Nα152，　p，63－68，　1971，　6月

藤原直樹　　文章を正しく読みとるために，だいじなこ

　とがらをおさえる力を育てる指導（研究会記録）

　国語教育の近代化　Nα106，p．51－55，1971，5月

古田　拡　　アンデルセン「はだかの王様」一つの見方

ロ
リ

レー討論　教材研究の方法論・第11回　　教育科学

　国語教育　Nα149，p．98－107，1971，3月

星野清吉　　五年生の読解の誤答と生かし方一誤答の

・取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・5　　教育

　科学国語教育　撫149，p．56－60，1971，3月，

堀口和正　　三年生の読解と誤答の生かし方一誤答の

　取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・3　教育

　科学国語教育　Nα149，p．46－50，1971，3月

松野脩輔　　読書報告の技能指導　　教育科学国語教育

Nα153，p。45－48，　1971，　7月

皆川隆夫　　　r段階ごとの要点の相互の関係をつかんだ

　り，文章の中心点をおさえたりしながら正確に読む」

指導・小学校四年　　教育科学国語教育　Nα152，p．

51－56，　1971，　6月

巳野欣一　　中学生の読解の誤答と生かし方一誤答の

取り上げ方生かし方のくふう（中学校）・2　教育

　科学国語教育　Nq149，p．72－77，1971，3月

蓑手重則　　一体二側面の関係として一読解指導と読

書指導の関連をどう考えるべきか・5　　教育科学国

語教育　Nα147，p．39－42，1971，1月

村石昭三　　　r創造的な読みjとはどういうことか

　季刊国語教育誌　Nα1，p．20－24，1971，3月

村上直治　　中学校の読みと問題意識　　教育科学国語

　教育　Nα154，p．48－53，1971，8月

村田耕一郎　　中学校の練習学習の方法一読解力を伸

　ばすための練習学習のヒント・4　　教育科学国語教

　育Nα158，p．48－52，1971，12月

百瀬澄雄　　読解力を伸ばすための練習学習の計画

　教育科学国語教育　撫158，p．30－34，1971，12月

森昭三　調べるために本を読む指導（小学校五年）

　教育科学国語教育Nα153，P．61－65，1971，7月

八木　清　　小学校における誤答の取り上げ方一授業

　で誤答を取り上げる際の留意点・1　　教育科学国語

　教育　Nα149，p．28－31，1971，3月

横地鈴也　　六年生の読解の誤答と生かし方一誤答の

　取り上げ方生かし方のくふう（小学校）・6　　教育

　科学国語教育　Nα149，p．61－65，1971，3月

吉村英明　　技能の発展系統面からの検討・r調べ読み」

　指導内容の検討　　教育科学国語教育　Nα153，p．11－

　16，1971，7月

笠　文七　　中学校における誤答の取り上げ方一授業

　で誤答を取り上げる際の留意点・2　　教育科学国語

　教育　Nα149，p．32－35，1971，3月
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5．読書指導

青木幹勇　　・問題意識をもって読むこと　　教育科学国

語教育　Nα154，p．5－8，1971，8月

阿部哲郎　　読書指導における視聴覚教材の利用　　国

語教育相談室月報　Nα142（小），p．17－19，1971，10

月

池田新市　　ひとりひとりの読みをだいじにする一一問

題意識をもたせるヒント・2　　教育科学国語教育

Nα154，　p．79，　1971，　8月

石井たかみ　　頼もしい読書家たち（親子読書会）一一

本の好きな子どもたち・すばらしい世界へのいざない

一　　子どもの本棚　　Nα1，P．91－96，1971，7月

石浦伸　いまからでも子どもの心をゆさぶる読み

　を！（小学校高学年）一本の好きな子どもたち・す

　ばらしい世界へのいざない　　子どもの本棚　Nα1，

P・55－60，1971》7月

出雲路猛　　国語科における集団読書指導のあり方

　国語教育相談室舟報　Nα142（小），P．6－9，1971，10

　月

伊藤経子　　読書が好きな子どもを育てる一小学校一

　年生　　国語の教育　Nα43，p．82－83，1971，11月

井上敏夫　　読書指導の盛行・国語教育時評　　国語の

　教育　Nα34，p．96－97，1971，2月

井上敏夫　　解釈主義の超克・読むことの指導と創造性

　の開発　　季刊国語教育誌　　No1，P．36－40，1971，

　3月
今村秀夫　　学校図書館の読書指導　　岩崎書店　1971

　年3月，192p．（講座　現代学校図書館）

臼倉正発　　読みにおける拡散的反応の考察一学習者

　側から説明文の読書指導を考える　　季刊国語教育誌

　Nα2，p．51－62，　1971，　7月

江口季好　　読書感想文の意義　　学校図書館　Nα248，

　p．16－22，　1971，　6月

江口季好　　生活を見つめる文学作品の読み一リレー

　討論・教材研究の標準化・第5回　　教育科学国語教

　　　　　　　　　読書に関する文献，1971

育　　Nd154，　p．98－105，　1971，　8月

遠藤　豊吉　　読書感想文指導のあり方　　学校図書館

Nα248，　p．25－31，　1971，　6月

大神貞男　　読書療法の治療理論　　読書科学　Vol．B

Nα3。4，　1971，　3月

太田勝昭　　生き抜く気迫と連帯感一r中学校現代の

国語新版1」の三つの文学教材の検討一　、国語教

育　第13巻3号，p．17－20，1971，3月

大室昭広〔他〕　　＜座談会＞現代の子どもの読書と教

育　季刊国語教育誌　磁1，p．46－57，1971，3月

岡田　明　　創造的な読みとその教育　　読書科学

Vol．13，Nα3・4，1971，3月

岡田　明　　夏休みにつけたい読書習慣　　教育心理

VoL19，Nα7，1971，7月・

岡田文雄　　文学体験をとおした感想文指導　　学校図

書館　Nα246，p．51－54，1971，4月

岡藤孝　　小学校中学年の読みと問題意識　　教育科

　学国語教育　Nα154，p．34－41，1971，8月

尾崎友義　　興味ある箇所の見わけと人に伝える指導

　一小学校段階における読書の指導例（小二）　　教

　育科学国語教育　Nα157，p．39－43，1971，11月

小沢俊郎　　高校生の読書指導について（体験的に）

　季刊国語教育誌　Nα1，p，82－85，1971，3月

加藤薫敏　　読書発表会による読書興味指導　　読書科

　学VoL13，Nα3・4，1971，3月

金田志津江　　心を育てる本一r花さき山」（小学校

　中学年）一本の好きな子どもたち・すばらしい世界

　へのいざない　　子どもの本棚　Nα1，p．49－54，1971

　7月
上岡　功　　本を読んだあとで（実践をとおして）

　小さな図書館　Nα11，p．18－19，1971，2月

亀村五郎　　次に読みたい本を持たせるために　　季刊

　国語教育誌　Nα2，p．62－70，1971，7月

亀村五郎　　夏休みに読ませたい新しい本　　国語の教

　育Nα40，p．85－91，1971，8月

川上繁　本の収集・選択の技能指導一r調べ読み⊥
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読書科学　　（XV，4）．

技能を育てる基礎指導・1　　教育科学国語教育

Nα153，p．29－34，　1971，　7月

川腰　魏　　課題図書による集団読書の指導法一読書

　評価カルテを利用しての一試み一　　富山大学教育

　学部附属中学校研究紀要　第16号，p．1－5，1971，6

　月．

菊地とく　　読みにおける「読者」の問題　　山形大学

　教育学部附属中学校研究紀要　第8号，p，1－4，1971

　3月
北川幸比古　　親子読書・地域文庫の事後処理　　小さ

　な図書館　Nα11，p．6－7，1971，2月

桐山久吉　　よりよい本を読もう（小学二年生）　　国

　語の教育　Nα41，p．80－81，1971，9月

日下哲夫　　読書療法の事例研究　　読書科学Vo1．14

　Nα1・2，　1971，　7月

熊谷　孝〔他〕　　＜座談会＞人間として生きる自覚を

　つちかう文学教材　　国語教育　13巻4号，p．6－16，

　1971，4月

倉沢栄吉　　読書指導の原理　　季刊国語教育誌　Nα1，

　p．11－19，　1971，　3月

倉沢栄吉　　これからの読解・読書指導』　国土社

　1971，　12月

小河内芳子　　読みきかせについて　　小さな図書館

　Nα13，P．14－15，』1971，　12月

輿水　実　　情報化時代の読書指導　　連載講座・情報

　化時代の国語教育・第5回　　教育科学国語教育

　Nα154，　p．126－131，　197L　　8月

斎藤尚吾　　読んだあとで（親子読書の立場から）

　小さな図書館　Nα11，p．16－17，1971，2月

阪本一郎　　乱読・精読の良否　　教育心理　Vo1．19，

　Nα11，1971，11月

阪本敬彦　　読書と読書指導　　桂広介他編　　児童心

　理学講座　第9巻　　社会生活とマスコミュニケーシ

　ョン　p．207－236，金子書房，1969

阪本敬彦，辰野千寿，村石昭三，河井芳文『読書問題

　児の諸要因　　野間教育研究所紀要　第26集，講談社

1969

佐藤辰雄　　読んだ後の処理（国語科の立場から）

小さな図書館　Nα11，p．14一15，1971，2月』

志々目彰　　なぜ本嫌いの子がいるか一一いるはずはな

いのに誰がそれをつくるか　　小さな図書館　Nα13，．

p．16－17，　1971，　12月

渋谷清視　　《読書”の意義の再認識を（読書指導をめぐ

　って）　　国語教育　13巻6号，p．6－10，1971，6月

渋谷清視　　父母と教師のための子どもの本のひろば

　有信堂　1971，9月，219p．

嶋路和夫　　豊かに考える読書を（小学五年生）　　国

．語の教育Nα39，p．70－71，1971，7月

嶋路和夫　　読んだ本の内容の感想・意見をもつ指導

　一小学校段階における読書の指導例（小五）　　教

　育科学国語教育　Nα157，p．56－61，1971，11月

清水正男　　昭和前期わが国のよみの場の発展　　読書

　科学　VoL14，Nα3・4，1971，10月

白岩建二　　読書指導における非文学教材・資料の収集

　と評価　　季刊国語教育誌　　Nα2，p．46－50，1971，

　7月
代田　昇　　最近の子どもの本と読書指導一その問題

　点季刊文学教育Nα3，P、6－13，1971，6月

代田　昇　　読書の敵いまとむかし　読書一このすば

　らしい世界・子どもの本の敵　　子どもの本棚　Nα1，

　p．29－37，　1971，　7月

陣川桂三　　国語科における読書指導一rひも」の実

　践を通して一　K・Z・R草の葉　Nα93，p．5－8，

　1971，　12月

鈴木敬司　　r本」を読むこととr感想」を書くこと

　（寄贈文集から問題をひろう）　　教育科学国語教育

　Nα155，p．90－93，1971，10月

鈴木道太　　名作にみる子どものしつけシリーズ3一

　道理をつらぬくために　　明治図書　1971，6月．

鈴木道太　　名作にみる子どものしつけシリーズ4，5

　明治図書　1971，9月

禅定正世　　実践記録の中から（家庭文庫）一本の好
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　きな子どもたち・すばらしい世界へのいざない子

　どもの本棚　Nα1，p．73－78，1971，7月

高橋　昭　　私の学校の図書館一本の好きな子どもた

　ち・すばらしい世界ぺのいざない　　子どもの本棚

　Nα1，　p．79－84，　1971，　7月

高橋安子　　国語科における読書指導　　K・Z・R草

　の葉　Nα93，p．2－5，1971，12月

武田政市　　中学校における読書指導一一時間の授業

　の記録r故郷」　（3年）　　季刊国語教育誌　　Nα1，

　p，99－108，　1971，　3月

竹田正雄　　疑問と読書（小学校三年生）　　国語の教

　育Nα37，p．70－71，1971，5月

武田光子　　自分ならどうするかなど考えたりする指導

　・小学校段階における読書の指導例（小三）　　教育

　科学国語教育．Nα157，p．44－49，1971，11月

武部優子　　自分とかかわり合わせて読む（小学二年

　生）　　国語の教育　Nα38，p．94－95，1971，6月

武部優子　　小学校低学年の読みと問題意識　　教育科

　学国語教育　Nα154，p．32－35，1971，8月

橘内朝次郎　　まず国語科本来の目標に徹すること（読

　書指導をめぐって）　　国語教育　　13巻6号，p．4－

　7，　1971，　6月

橘内朝次郎　　作品をこえる読み（小学校六年生）

　国語の教育　Nα43，p．92－93，1971，11月

田中久直　　読みに裏づけられた問題意識　　教育科学

　国語教育　Nα154，P．28－31，1971，8月

田中正巳　　読みとった事がらの感想・意見をもつ指導

　一rごんぎつね」の指導をめぐって一・小学校段

　階における読書の指導例（小四）　　教育科学国語教

　育Nα157，p．50－55，1971，11月

田宮　武　　夏休みにおける読書のすすめ　　児童心理

　第25巻，8号，p．68－73，1971，8月

東井義雄　　r何をどうとりあげてこの子どもたちをど

　う変えていくか」の研究をこそ　　教育科学国語教育

　Nα155，P．100－107，1971，10月

外山滋比古　　創造的読みの視点・読書指導をめぐって

　　　　　　　　　　　読書に関する文献　1971

　国語教育　13巻6号，p．16－18，1971，6月

千葉正康　　読書指導の実践（基本的指導過程による〉

　K・Z・R草の葉　Nα93，p．8－11，1971，12月

仲田紘基　　中学校における読書指導　　その現状と課

　題季刊文学教育Nα3，P．169－177，1971，6月

仲田紘基　　暗い谷間から子らを救うもの（中学校）

　一本の好きな子どもたち・すばらしい世界へめいざ

　ない　　子どもの本棚　Nα1，p．61－66，1971，7月

中西昇　長編の読書指導　季刊国語教育誌Nα1，．

　p．63－69，　1971，　3月

仲野昭三　　家中が読書（家庭読書）　　本の好きな子・

　どもたち・すばらしい世界へのいざない　　子どもの

　本棚　Nα1，p．67－72，1971，7月

中山宇之一〔他〕　　読みを深め，読書意欲を高める読

　書メモ・読書感想文の指導　　富山大学教育学部附属、

　中学校研究紀要　第17号，p．3－14，1971，6月

夏目武子　　文体づくりの一環として・読書指導をめぐ

　って　　国語教育　13巻6号，p．11－14，1971，6月

滑川道夫　　読書における創造性の問題　　季刊国語教二

　育誌　Nα1，p。25－35，1971，3月

日本子どもの本研究会編　　子どもの本と読書運動　童

　心社　1971，8月

日本子どもの本研究会編　　あたらしい子どもの本の世

　界4，集団読書のすすめ　　金の星社　1971，8月

芳賀雅子　　確かな読みとりと深い感動に支えられた感

　想文を（小学校四年生）　　国語の教育　Nα39，p．68．

　一69，　1971，　7月

花岡大学　　マンガ・動画時代における読書指導　　児

　童心理，第25巻第1号，p．78－83，1971，1月

早津秀雄　　読解指導と読書指導の関連　　読書科学

　Vo1．14，Nα1・2，7月

飛田多喜雄　　揺れている国語科読書指導の実態　　教

　育科学国語教育一一Nα152，p．95－98，1971，6月

飛田多喜雄　　読書指導の本質　　国語教育相談室月報

　Nα142　（ノ』￥），　p．2－6，　1971，　10月

平賀増美　　学校図書館と読書指導　　図書館学会年報
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読書科学　　（XV，4）

Vo1．17，Nq，P．66－70，1971，10月

』平川政男　　自分の生活や意見と比べながら読む指導

・一小学校段階におけお読書の指導例（小六）　　教

『育科学国語教育　Nα157，P．62－67，1971，11月

深川文学教育の会　　小学生のマンガ指導　　明治図書

　203p．，1971，2月

福田梅生r他〕　　国語科における読書指導（第11回研

　究集会発表論文）　　K・Z・R草の葉　Nα92，p．2－

　15，　1971，　10月

1藤田圭雄　　子どもの成長にそくして・読書一このす

　ばらしい世界・子どもの本の魅力　　子どもの本棚

　Nα1，　p．6－13，　1971，　7月

1降旗重視　　小学校高学年の読みと問題意識　　教育科

　学国語教育　Nα154，P．42－47，1971，8月

堀内輝三　　学校図書館における読後の処理　　小さな

　図書館　Nα11，p．4－5，1971，2月

本と子どもの会　　子どもの本の選び方と読ませ方

　国土社　179p．，1971，5月

増田信一　　国語科における読書指導一昭和44年の収

　穫と問題点一　東京学芸大学附属大泉中学校研究集

　録11号，p．3－33，1971，2月

増田信一　文学の学習指導と読書指導　K・Z・R

　草の葉Nα90，p．5－8，1971，4月

増田信一　　読書指導の基本問題（1）　読書科学　VoL14

　Nα3・4，　1971，　10月

増渕恒吉　　古典教材と創造的読書の指導　　季刊国語

　教育誌　Nα1，p．70－73，1971，3月

増村王子〔他〕　　＜座談会＞子どもを本好きにするた

　めに・こうして子どもたちを本好きにした　　子ども

　の本棚　Nα1，p．97－117，1971，7月

・増村王子　　集団読書を成功させる条件　　教育科学国

　語教育　Nα157，p．27－33，1971，11月

、増村王子　　読書の動機づけと導入について　　小さな

　図書館　Nα13，p．5－7，1971，12月

松尾桂一　　読書指導雑感　・国語教育相談室月報

　、Nα142（小），p．9－12，1971，10月．

丸山弘子　　中田邦造のr図書群」運動　　読書科学

Vo1．14，N“・2，7月

水野寿美子　　小学校における読書指導－r救命艇の少

年」　（6年）　　季刊国語教育誌　　M1，P．89－98，

1971，3月

水野寿美子　　小学校読書指導計画の作成　　読書科学

Vol．14，Nα3・4，1971，10月

宮本幹雄　　調べるために読み，結論をまとめて課題の

解決に役だたせる指導　　教育科学国語教育　翫153，

p．66－70，　1971，　7月

椋鳩十　夏休みにおける幼児の読書指導　児童心

理第25巻8号，p．145－149，1971，8月

村上昭男　　おどろきと想像の世界（小学校低学年う

　本の好きな子どもたち・すばらしい世界へのいざない

　子どもの本棚　Nα1，p．43－48，1971，7月

村田武男　　読み物に親しみ，楽しんで読む指導一中

　学校段階における読書の指導例（中一）　　教育科学

　国語教育　Nα157，p．68－73，1971，11月

室伏　武　　読書指導　保健同人母親教室　第5巻，思

　春期全書，保健同人社，1971　10月，p。248－255

望月久貴　　国語科読書指導の理論一読書体験創造読

　みの実地研究　　明治図書　p．378，1971，5月

望月久貴〔他〕　　読書指導分科会のまとめ・質疑応答

　（全日本国語教育学会・第一回研究大会）　　季刊国

　語教育誌　Nα2，p．70－73，1971，7月

望月久貴　　感想・意見のrもと」を調べる一読みに

　おける感想や意見の技能をどう育てるか・提案1

　教育科学国語教育　Nα157，p．5－9，1971，11月

森久保仙太郎　　子どもは本になにを求めているか

　小さな図書館　Nα13，p。2－4，1971，12月

森下　巌　　感想文の書かせ方・意見の発表のさせ方

　一感想の表出・集積・再構成一　　教育科学国語

　教育　Nα157，p．20－26，1971，11月　，

矢島一仁　　問題意識をもたせる三つの着眼点一問題

　意識をもたせるヒント・1　　教育科学国語教育

　Nα154，p．78，1971，8月
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安居総子　．読書指導と作文指導、読書科学　Vol．13

Nα3・4，1971，3月

矢野　有　　図書館の効果的利用法　教育心理Vol．19

Nα11，　1971，　11月

山形郁子　　魅力ある児童図書館の創造一本の好きな

子どもたち・すばらしい世界へのいざない　　子ども

の本棚　Nα1，P85－90，1971，7月

山口　正　　感想文の創造的性格・文学鑑賞と創造との

関係　　季刊国語教育誌　Nα1，p．74－77，1971，3月

山花郁子　　読後処理・公共図書館の立場から　　小さ

な図書館　Nα11，p．1－3，1971，2月

山本善吉　　能力に応ずる国語科の指導・読書指導を中

心として　　広島大学教育学部附属三原中学校研究紀

要第14集，p．7－20，1971，6月

山本晴雄　　非行少年に対する純粋読書療法　　読書科

学Vol．14，Nq1・2，1971，7月

横田和子　　r読書目的」に関する研究　　読書科学

Vo1．14，Nα1・2，1971，7月

吉井善三郎　　内容をよく読みとって，適切な批判がで

　きるようにする指導一中学校段階における読書の指

導例（中三）　　教育科学国語教育　　Nα157，p．80－

85，　1971，、11月

和多史雄　　読書の喜び（中学一年生）　　国語の教育

Nα38，p．102－103，　1971，　6月

6．文学教育

　　井田康子　　r高村光太郎」ノート　その六　一高村

　　　光太郎と永井荷風と一　　奈良女子大学文学部附属

　　　中学校・高等学校研究紀要　第12集　p．13－34，1971

　　井上正敏　　文学教育について（講演草稿）　　季刊文

　　　学教育　Nα3，［p。204－214，1971，6月

　　茨木のり子　　詩は教えられるか　　国語の教育　恥40
ξ・

　　　p．22－27，　1971，　8月

　　岩沢文雄等編　、文学教育実践講座一小学校編　　有信

。　　堂1971，7月
　　漆原智良　　現実をのりこえる文学指導　．国語の教育

　　　　　　　　読書に関する文献『1971

Nα44，　p．52－60，　1971，　12月

太田正夫　・想像力と文学教育　　三省堂　1971，9月

橘内朝次郎　　文学体験の形成とその意味づけの観点か

ら　リレー討論・教材研究あ標準化第4回　　教育科

学国語教育　Nα153，P．100－107，1971，7月

久保田正文　　もっぱら文学主義的に　　国語の教育

Nα37，　p．14－18，　1971，　5月

久保田正文　　いささか放言・文学教育問題をめぐって

国語の教育　Nα44，P．16－19，1971，12月

久米井束　　文学教育と創造的読書指導　　季刊国語教

育誌　Nα1，p．58－62，1971，3月

久米井束　　r赤い鳥』と芸術教育運動（上）一日本

の文学教育・その形成過程と志向・第3回　　季刊文

学教育　Nα3，p．232－242，1971，6月

栗田　勇　　文学は教えられるか　　国語の教育　Nα44

p．6－15，1971，12月

黒田芳之　　よい文学を子どもに与えるために・文学作

品と同和教育　　国語教育　13巻2号，P．15－18，

1971，1月

小河内芳子　　やさしい日本語で美しく豊かな表現を

一子どもの本の評価をめぐって・1　子どもの本

棚Nα1，p．121－128，1971，7月

西郷竹彦　　作者と話者との関係　連載講座・文学の理

論第53回　　教育科学国語教育　Nα152，p．117－125，

1971，6月

西郷竹彦　　詩・散文詩の形象の筋　連載講座・文学の

理論第54回　　教育科学国語教育　Nα153・P・117－125

1971，7月

西郷竹彦　　虚構としての文学の世界　連載講座・文学

　の理論第55回　　教育科学国語教育　Nα154，p．115－

　125，　1971，　8月

西郷竹彦　　形象とその意味　連載講座・文学の理論第

55回　　教育科学国語教育　Nα155，p．117－125，1971

　9月
西郷竹彦　　形象の全一性　連載講座・文学の理論第56

　回　　教育科学国語教育　Nd156，p。117－125，1971，
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読書科学　，（XV，14）

10月

西郷竹彦　　うつり・うごき・かわる筋　連載講座・文

』学の理論第58回　二教育科学国語教育　Nα158デ・p．118

－126，1971，12月

三枝康高　　文学の授業過程の創造一研究の現状と問

題点　　静岡大学教育学部研究報告（教科教育学編）

Nα2，1971，3月

酒井華子　　文学の学習一そのひとつの指導方法

国語の教育　Nα40，P．92－97，1971，8月

嶋路和夫　　文学を文学として読む楽しさを・小学五年

生国語の教育Nα37，p．74－75，1971，5月

鈴木久雄　　　r走れメロス」の文学教育実践く発見する

喜び＞　　K・Z・R草の葉　Nα90，p。9－13，1971，

　4月
武田常夫　　文学の授業におけるイメージの追求・r秋

の電話」（幸田文）の授業　　国語の教育　Nα44，P．

24－31，　1971，　12月一

田近洵一　　非文学の世界　　国語の教育　Nα42，p。27

－39，　1971，　10月

田宮輝夫　　明確なr問い」の準備を・文学作品の読み

方指導のばあい　　教育科学国語教育　　Nα151，p．11

－16，　1971，　5月

塚原亮一』　外国児童文学の作品理解と評価の問題

季刊文学教育　Nα3，p．22－28，1971，6月

中村万三　　文学の学習指導の目標　　K・Z・R草の

　葉　　Nα91，　p．2－6，　1971，　7月

日本文学教育連盟　　どの子どもにもすぐれた文学の感

　動を！　国語教科書の研究と文学（読書）教材編成の

　課題く大会報告＞　　教育科学国語教育　Nα158，p。59

　－61，1971，12月

日本文学協会　　文学教育理論の建設のためにく大会報

　告＞　　教育科学国語教育　Nα158，p．82一一84，1971，

　12月

飛田多喜雄　　文学教育をめぐる現場の問題点　新鮮な

　感動や認識を生かす文学の学習指導　　教育科学国語

　教育　恥155，p．94－97，1971，10月

飛田多喜雄　　文学教育をめぐる現場の問題点　形象を

だいじにする文学の学習指導　　教育科学国語教育

Nα156，　p．94－97，　1971，　11月

平川正男・他　那須田稔作r小さな草の歌』を読んで

　（千葉県南三原小学校6年生）　　季刊文学教育　　

Nα3，p．69－115，　1971，　6月

文学教育研究者集団　　《《文体づくりの国語教育”をめざ

して　文学の授業その構造化く全国集会報告＞　　教

育科学国語教育　Nα158，p．70－72，1971，12月

文芸理論研究会　　ジャンルをふまえた文学の授業のあ

り方く全国集会報告＞　　教育科学国語教育　Nα158，

シ．72－74，1971，12月

真壁　仁　　子どもの詩にみるイメージ・自己認識の方

法として　　国語の教育　Nα43，p．15－23，1971，11

月

御影小学校編　　多様性を生かす文学の授業　　国土社

1971，　12月

横谷　輝　　文学作品の評価と教材研究の視点　　季刊

文学教育　Nα3，p．14－21，1971，6月

，7．読み物研究

井沢　純編　　昔話と子どもの世界　　明治図書・1971

2冊

石上正夫　　1970年の戦争児童文学　　季刊文学教育

Nα3，　p．194－202，　1971，　6月

石上正夫　　子ども週刊誌評・児童雑誌評第一回　　子

どもの本棚　Nα1，p．156－160，1971，7月

いぬい・たかし　　絵本とは　　日本児童文学　Nα183，

p．12－19，1971，臨増

井野川　潔　　新興童話作家連盟と教育文芸家協会一

プロレタリヤ児童文学運動と教育運動一　　日本児

童文学　Nα181，p．24－29，1971，11月

今江祥智　　絵本のおかれている更場”というもの

　日本児童文学　Nα183，p．20－26，1971，，臨増

今村秀夫　　すぐれた児童図書とその現況・教育心理　　　　昏

Vo1．19，Nα11，1971，11月
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A

岩佐氏健　　中国児童文学の歴史と現状　　日本児童文

学Nα178，P．55－58，1971，8月

上野　瞭　　戦時下の児童文学あるいはそれをr問い直

　す」ための覚書　　日本児童文学　Nα182，p．10－20，

　1971，　12月一

上野　瞭　　映像文化の中の絵本の位置　　日本児童文

　学Nα183，p．125－145，1971，臨増

犬塚　葱　　ある月刊絵本ができるまで　　日本児童文

　学Nα183，p．212－215，1971，臨増

大藤幹夫　　戦時下の大衆児童文学　　日本児童文学

　Nα182，　p．30－36，　1971，　12月

岡部牧夫　　子どもの本にあらわれたアジア観　　日本

　児童文学　Nα178，p．75－79，1971，8月

笠原良郎　　戦後日本児童文学とアジア　　日本児童文

　学Nα178，p．70－74，1971，8月

金田茂郎　　児童文化の諸問題　　日本児童文学　Nα179

　p．90－93，1971，9月

亀山竜樹　　日本の絵本の海外における評価　　日本児

　童文学　Nα183，p．206－211，1971，臨増

上笙一郎　　児童出版美術と子ども　　日本児童文学

　Nα183，p．98－114，1◎71，臨増

河北憲夫　　最近の読書・出版傾向　　教育心理　Vo1・

　19，　Nα11，　1971，　11月

韓　丘庸　　朝鮮児童文学の歴史と現状　　日本児童文

　学Nα178，p．47－54，1971，8月

北原真一　　ファンタジーの方法論　　日本児童文学

　Nα176，　p．124－125，　1971，　6月

清野正信　　児童まんがの現状とその背景　　日本児童

　文学　Nα175，p．72－81，1971，5月

熊倉美康　　インドネシア児童文学の歴史と現状　　日

　本児童文学　Nα178，p．59－63，1971，8月

小出正吾　　戦時下の児童文学噛日本児童文学　Nα182

　P．21－29，1971，12月－

小西正保　　　rちびくろ・さんぼ」’小論　　日本児童文

　学Nα183，P．184一一189，・1971，臨増

西郷竹彦　　絵本における文と絵の構成　　日本児童文

　　　　　　　　　　　　読書に関する文献　1971

　学　Nα183，P．27－35、1971，臨増

斎藻秋夫　　児童文学における中国・朝鮮・アジア

　日本児童文学　Nα178，P．64－69，1971，8月・

阪本一郎〔他〕　　児童雑誌・週刊誌の現状一　読書科

　学VoL13，恥3・4，1971，3月

寒川道夫　　教室のプロレタリヤ児童文学意識　　日本

　児童文学　凶α181，’p30－36，1971，11月

重野洋子　　国語教科書に現われた童話教材の歴史的変

　遷に関する一一考察　　立教大学教育科学年報　恥13・

　14p．30－37，　1971，　3月

万屋秀雄　　児童文学の評論の文体　　日本児童文学

　Nα175，　p．33－40，　1971，　5月

渋谷清視　閣1970年に出版されたく子どもの本と児童文

　学＞78選　　季刊文学教育　Nα3，p。178－180，1971，

　6月
渋谷清視　　さいきんの子どもの本と児童文学　　季刊

　文学教育　Nα3，p．181－193，1◎71，6月

神宮輝夫　　アジアの児童文学についての資料若干’

　日本児童文学　Nα178，p．34－39，197118月

竹村美智子　　おとなの絵本の海外における評価　　日

　本児童文学　Nα183，p．202－205，1971，臨増

田中英夫　　rやまんばのにしき」ができるまで　　日

　本児童文学　Nα183，P．216一一一219，1971，臨増

中学校の読書研究会　　次郎物語研究　　学校図書館・

　r次郎物語」はどう読まれているか（下）　　Nα243，

　p．41－47，　1971，　1月

　r次郎物語」の作品分析　　Nα244，p．46－52，1971，

　2月，　Nα245，p．45－51，　1971，　3月

　主要人物と次郎との関係　　Nα247，p．46－52，1971，

　5月
　r次郎物語」の読み方，亭読ませ方　Nd248，p48－54，

　1971，　6月，　Nα250，　p．46－54，　1971，　8月

土屋孝子　　　r科学絵本」をめぐって（幼児）一本の

　好きな子どもたち・すばらしい世界へのいざない

　子どもの本棚Nα1，p．38－42，1971，7月

寺内定夫　　赤ちゃん絵本の問題　　日本児童文学
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読書科学　　（xyも・4）　，

恥183，P・196－201，1971，臨増

鳥越　信　　二冊のrちからたろう」絵本を比較する・

日本児童文学　翫183，p．178－183，1971，臨増

外山滋比古　　書評の世界　　学校図書館　No254，p．9

－16，　1971，　12月

中川作一　　子どもが形を読むことについて　　日本児

童文学　Nα183，p．115－124，1971，臨増

中川正文　　月刊絵本の比較　　日本児童文学　Nα183

　　　　　　　　　　　　　，、p．171－177，1971，臨増

中村　明　　川端文学の方法（2）　読書科学　Vo1．13，

N」3・4，　1971，　3月

那須田稔〔他〕　　確固とした新しい児童文学世界の構

築・作家那須田稔氏をかこんで　季刊文学教育

Nα3，　p．116－147，　1971，　6月

新村徹　ふたたびrシナの五人きょうだい」につい

て　　日本児童文学　Nα183，p．190－195，1971，臨増

西原慶一　　読書教材論（11　季刊国語教育誌　　Nα1，

p．41－45，　1971，　3月

日本雑誌協会・日本雑誌広告会編　　雑誌総合調査一

男性月刊誌，男性週刊誌，マンガ週刊誌一　日本雑

誌協会　1970，5月

波多野定治　　児童文学の文章心理　　日本児童文学

Nα175，p．10－23，　1971，　5月

浜野卓也　　新美南吉文学の特質一τいぼ」　r和太郎さ

んと牛」を中心にして一　　日本児童文学　Nα175，

p．61－71，　1971，　5月

藤田圭雄　　現代絵本批判　　日本児童文学　巌183，

p．220－229，1971，臨増

古川葵子　・テレビの子ども番組の傾向，　日本児童文

学Nα181，P．82－84，1971，11月

古田足日　　名作再話その他・読書一このすばらしい

世界・子どもの本の敵　　子どもの本棚　Nα1，p．22－

28，　1971，　7月

古田足日　　前期r赤い鳥」の教訓　　日本児童文学

Nqユ80，　p．10－19，　1971，　10月

ヘリング・アン　　日本の絵本・英国の絵本　　日本児

童文学　Nα183，p．43－55，1971，．臨増

益田勝美　　日本の絵本前史　　日本児童文学　Nα183，

p36－42，1971，臨増

松居　直　　胎動しはじめたアジアの絵本出版　　日本

児童文学　Nα178，p．40－46，1971，8月

松井光教　　子どもたちと歴史小説　　学校図書館

Nα249，P．42－45，1971，7月

松島栄一　　歴史小説と教育　　学校図書館　Nα249・

p．15－19，　1971，　7月

松谷さやか訳　　日本児童文学　　恥17β，p．94－100，

1971，8月

向川幹雄　　生活童話の変質過程一下畑卓の作品を中

心に一　　日本児童文学　Nα182，p。37－41，1971，

，12月

森久保仙太郎　　絵本のいろいろ　　日本児童文学

Nα183，p．162－170，1971，臨増

ヤクベンコ，A．B．　　ソビエトの児童向教養書につい

て

横谷輝　児童文学における普遍性と独自性一近代

日本の児童文学のあゆみに即して一　　日本児童文

学Nα175，p．24－32，1971，5耳

横谷　輝　　情報化時代における子どもの本の役割・読

書一一このすばらしい世界・子どもの本の魅力　　子

どもの本棚　Nα1，p．14－21，1971，7月

横谷　輝　　児童文学としての歴史小説　　学校図書館

Nα249，p．9－14，　1971，　7月

横谷　輝　　プロレタリヤ児童文学運動とはなにか一

その成果と欠陥一一　　日本児童文学　No181，p．10－

18，1971，11月

8．採業研究

青木幹勇　　　r野ばら」山小学校六年生　　国語の教

育Nα37，p．76－77，1971，5月

青木幹勇　　くらべながら読む一小学校一年生　　国

語の教育　Nα38，p．90－91，1971，6月

青柳　隆　　古典へのいざない・・r馬盗人」一中学校
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　　秋本政保　　　「雪」一三好達治一の授業　　国語の

　　　教育　Nq40，p．64－72，1971，8月

　　伊藤経子　　説明的文章を正確に読みとる一小学一年

　　　生国語の教育Nα41，p．78－79，1971，9月

　　伊藤経子　　説明文を楽しく読むために一小学一年生

　　　国語の教育　Nα42，p．88－89，1971夕10月

　　井上正規　　授業書r足はなんぼん？」の実践一小学

　　　校低学年・豊かなイメージを育てる授業　　国語の教

　　　育恥43，p．43－51，1971，11月

　　・今村幸夫　　、rラスコー洞窟の壁画」の場合・問題意識

　　　を手がかりに読みを深める方法（中学校）　　教育科

’　　　　学国語教育　Nα154，P．72－77，1971，8月

　　二大嶋　孜　　初対面の中学一年生の指導・問題意識を手

　　　がかりに読みを深める方法（中学校）　　教育科学国

　　　語教育　恥154，p．66－71，1971，8月

　　大槻一夫　　指導案のどこを見るか　研究授業を見る前

　　　の点検1　　教育科学国語教育　　Nα156，p．1ユー16，

　　　1971，　10月

　　1岡本博文　　子どもと共に取り組む課題追究・詩の授業

　　　を通して　　教育科学国語教育　　Nα151，p．41－47，

　　　1971，5月

　　亀村五郎　　rどうした読み」一小学校六年生・最後

　　　の授業　　国語の教育　Nα38，p．100－101，1971，6

　　　月
　　神田亮．鑑賞をさらにすすめるために・詩の授業

　　　国語の教育　Nα40，P．73－78，1971，8月

　　　　　　　読書に関する文献　1971

一年生　　国語の教育　Nα43，p．94－95，、尊971，11月

三枝康高　　文学の授業過程の創造一研究の現状と問

題点　　季刊文学教育　　Nα3，p．29－36，1971，6月

白石チヱ　　自分の読書をみつめて　　学校図書館

Nα244，　p．57－60，　1971，　2月，　Nα245，　p．52－55，

1971，　、3月

鈴木幸恵　　豊かなイメージを生み出させるために一

小学校中学年・豊かなイメージを育てる授業　　国語

の教育　Nα43，p．52－60，1971，h月

高田英太郎　　　r俘虜記」の授業・ゼミ方式での授業展

開　　国語の教育　Nα44，p．61－72．1971，12月

橘内朝次郎　　戦争を考える一小学校六年生　　国語

の教育　Nα44，p．98－99．1971，12月

谷　悦子　　文学教育における授業過程一そのひとつ

の試み　　季刊文学教育，Nα3，p。158－168，1971，6

，月

福田隆義　　　r教材化研究1であるべきだ　　教材研究

の標準化第三回（おじいさんのランプ）・　教育科学

国語教育　Nα152，p．101－107，1971，6月

森希一　読書指導における授業の展開（研究会記

録）　rいわおの顔」　（6年）　　国語教育の近代化

Nα108，P・与2－56・1971・7月

安居総子　　　r考えるということ」　（古谷綱武）一中

学校一年生　　国語の教育　Nα37，p。78－79，1971，

5月

山本正次　　予想授業をこころみるr　rサロマ湖の変

化」　　国語の教育　、恥42シ、P・76－8真，．Lg71，10月

￥

『
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読書社会学の課題閣　　　　’一’　　　平沢　　薫　1

児童読みものの研究（第一報告〉一r少
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み　　　　　　　　　　丁‘　　　　阪本　一郎　6
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基準読書研究資料e　　　　　　　　　深川　恒喜　42

書評：阪本他1言語心理学　　　　　　・波多野完治　45

要約：諸外国の読書科学研究あ摘要

　一読書の心理学および生理学　　　村石　昭三　47

紹介：Books　for　A11一ユネスコ新刊

　図書　　　　　　　　　　　　　出雲井千鶴子　50

読書に関する欧文参考文献（11　　　　室伏　　武　54

第1巻第2号（通巻第2号）

一第1』巻～第15巻

　　　　　療著

　　　　　読書と道徳教育

　　　　　読解中心から読書中心ぺ

＊Contents　of　The　Science　of　Reding　from　Vol．1

to　Vo1．15．
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青年の文学作品への接近と理解に関する
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環境の設定を中心にして　　　　　　青柳　幸一　41．
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基準読書研究資料⇔　　閣ノ』　』　　深川　恒喜・46’

不読書層開拓を企図する読書会の資料に
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資料

やさしい文章とむずかしい文章一デー　　　　　　　　　原薯、

．’・ル博士の立場　　　．縫罐掌54読舗学における児童文学序説　1黒田・映侑1

読書能力と性格との関係一事例研究一・芳賀　　純　60　層藷科にお妨る多読指導の体系化とその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方塗一伝記の指導を通して．．有定．磯5
第2巻第3号（通巻第5号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詩の鑑賞態度の分析　　　　　　　　渡辺美智子　13

腱　　　　　　　　児童漫画における語彙の研究　露蕎毒簾19
　　　　　　　　　・　　　．　林　知己夫　　　　学級における読書指導の歩みとその考察
講人と非読書人の態度調査馬鞍、馨．』1　　　．．，．．．矯響’斧
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読書興味診断の試み　　　　　　　　　阪本　一一郎　32

資料

現代における読書の意義とその問題点　亀井勝一郎　38

W・S・グレイの人と業績　　　　　　村石．昭三42

中・高国語科教科書掲載作品一覧表12）望月　久貴　43

読書瑚す徽文参考文灘　　室伏武6・

第3巻第2号（通巻第8号）

原著

読書興味・関心の発達　　　　　　　　佐藤　泰正　1

児童読物に関する一考察一児童向け世

界名作物語の検討　　　　　　　　　本田　和子　8

読解過程の研究（1）　　　　　　　　岡田　　明　18

r十三夜」と現代の女性の心理　　　　岡本　奎六　29

第四騰社会調査の中間報告藷旗i鐸鯵34

資料

児童文学の創作と指導¢qコタンの口笛”

をめぐって　　　　　　　第3回公開研究会記録　39

基準読書研究資料㊨　　　　　　　　　深川　恒喜　53

第3巻第3号（通巻第9号）

原著

少女の探偵小説愛好に関する女子大学生

弥吉　光長　1

読書における人格の硬さに関する研究

　一人格形成に役立つ読書指導の原理

　を生み出す試み　　　　　　　　　　松村　康平　7

　　　　　　　　　　　　板垣葉子
小学校児童における読書興味の発達につ

　　　　　　　　　　　　阪本一郎　いての一調査　　　　　　　　　　　西尾　宗人　13

読書科学における児童文学序説③　　　黒田　映侑　22

読解過程の研究（H）　－　　　　　　岡田　　明　27

伝記書による子どもの感銘　　　　　　阪本　一郎　45

ホーム・ルーム指導記録一読書衛生の

　指導．　　　　　　　　　・　　　　宮田　唯市　51

資料

r読みやすさ」。の研究に関する展望一

研究の歩みと問題点について　　　　上野　英夫　54

第3巻第4号（通巻第10号）

原著　　　　　　　　　　　　・
児童漫画の世論調査の試み　　　　　　阪本　一郎　1

子どもの雑誌撹判をめぐって一最近の，

漫画を中心に　　　　　　　　　　野田　　彰　1（ン

　　　　　　　　　　　黒沢　浩
　　　　　　　　　　　阪本一郎漫画に対する児童の興味の一調査　　　　　　　　　1＄
　　　　　　　　　　　西尾宗人
　　　　　　　　　　　相沢孝利
　　　　　　　　　　　　種田庸宥戦争マンガの内容分析　　　　　　　　　　　　　　18i
　　　　　　　　　　　　山口清二郎
　　　　　　　　　　　　七条美喜子

高校における不読者調査の一例　　　　板倉　勝高　22

中・高等学校生徒における読書興味の発

達についての＿調査　　　　　　　　阪本　一郎　29

　　　　　　　　　　　　野口　隆
読書記録の分析とその問題点　　　　　中沢　宏行　33

つぎたし話の実験一低学年における読

書指導の展開　　　　　　　　　　　片桐カオル　45

資料

内外漫画の比較研究一第4回公開研究

会の記録　　　　　　　　　　　　　　伊藤’逸平　50

第4巻第1号（通巻第11号）

読書時言　　　　　　　　　　　　　　古谷　綱正　1

原著

川端康成における人物描写一文章心理

　　　　　　　　　　　　波多野完治　学的研究　　　　　　　　　　　　　中村　　明　4・

幼稚園児のリテラシー　　　　　　　　村石　昭三　24

読書科学における児童文学序説（3》　黒田てるゆき　32

交友と読書　　　　　　　　　　　　　青柳　幸一　38

読書不振児の読解指導　　　　　　　　大熊喜代松　42

一年生の読書力を育てた指導の実際　　白石　璋子　46

会員随想　　　　　　　　　　　　　51
資料

読書の研究と指導（第5回公開研究会に

　おけるローラ女史講演の要旨）　　　　　　　　　53

児童文学賞Ul・　　　　　　　　　　　渡辺　茂男　55
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高校生は流行書をどう読んでいるか　　深川　恒喜，157

第4巻第2号（通巻第12号）

非読書人的読書人〔読書時言〕．　　　土岐　善麿　1

原著

読書中の情緒の測定　　　護果野難4

読書資料の連関性ということについて　飛田　文雄　11

読み易さの研究一ク・一ズ法の応用縫簾鉾i6

小・中学生の中断読書について一その

　実態と要因をさぐる　　　　　　　　岡本　奎六　24

小学生の漫画の興味　　　　　　　　　阪本　一郎　32

読書力診断テス・トにあらわれた中学生の

　国語力　　　　　　　　　　　　　　山崎　一朗　41

会員随想　　　　　　　　　　　　　　　　46

資料　　　　・

マスコミの中の読書とその調査について難武葵’48

高校生は流行書をどう読んでいるか（2）深川　恒喜　53

子どもの本における物語と絵について

　（抄訳）　　　　　　　　　　　　　田中　博正　59

読書時潮　　　　　　　　，　　　　　非島　武彦　62

第4巻第3号（通拳第13号）

原著

小学生における多読児と不読児との性格

　の比較研究　　　　　　　　　　　　阪本　一郎　1

低学年向児童雑誌の内容分析　　　　　水野寿美子　10

小学校の新指導要領における読書指導

　　　　　　　　　　東京都九小学校グループ　16

　　　　　　　　こ中学生の読書生活を後退させているもの

　　　　　　　　　　　　　　　松田鉄夫22

読書開始期の指導乙S児の読書歴から

　　　　　　　　　　　　　　　青木照明33

新しいマス・コミ時代の新しい読書　黒田てるゆき　45

読書力に関する一考察一意味把握・一読
　書速度等の相互関係を中心にして　　永沢　幸七　51
　　　　　　　　　　　　　　　福沢周亮

　　　　　　　　　　　　　　・読書科学総目次

資料

児童文学賞について（11）　　　　　　渡辺　茂男．58

読書時潮　　　　　　　　卜　　　　　　北島　武彦 60

第4巻第4号（通巻第14号』）

原著

読書における変革の理論　　　　　　　松村　康平　1．
　　　　　　　　　　　　　　　板垣葉子
文学作品鑑賞力の評価法　　読書教育部会共同研究　5

rこどもの週刊誌」の読者の姿・　　　河北　憲夫　29

読書による人間形成への一・視角（中学生

　を中心として）　　　　　　’　　尾崎正慈　細

々ス・コミ教材の研究一主として高校

　国語教科書の中のものに就て　　　　佐藤　　貢　37

農家のマスコミ接触　　　　　　　　’庵造　　巌143

資料

高等学校標準書目の研究　要鶉慧灘49

鶴嶺中学校の読書力向上に関する教育実

　験　　　　　　　　　　　　　岡本奎六57

第5巻第1号（通巻第15号）

原著

読書過程の分析一その方法論的研究

　　　　　　　　　　　競書心理部会共同研究　1

漫画r赤胴鈴之助」論〔1〕　　　　　阪本　一一郎　15

非行少年の読書能力〔1〕一特に中学

　生について　　　　　　　・　　　渡辺　正亥　21

幼稚園児における絵本の実態　　　・　松本　　武　29

資料

くシンポジュウム＞マ7くコミ時代におけ

　る読書教育　　　　　　　　第3回研究大会記録　42

書評：沖山光　読解指導の原理と方法　望月　久貴　54

読書科学の参考文献　　　　　　　　　北島　武彦　55

読書時潮　　　　　　　　　　　　　・北島　武彦　62

第5巻第2号（通巻第16号）

原著
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家庭婦人の読書成熟度とコミュニケーシ

　ョン行動　＝　　　　　　　』　、・室　　、、俊司　1

文章の理解しやすさに関する研究　1

理論的研究　　・、、、塀。転，5
最適の活字を考える基準について

　　　　　　　日本読書学会第7特別委員会　19

漫画般赤胴鈴之助”論皿　　　　阪本・，一郎．25

マンがと子どもについての一一考察、　岡田　文男　31

非行少年の読書能力　Hr特に中学生

について　　　　　・　　　　　　　渡辺　正亥　＄7

i英語学習のや理学的研究一読解力0読書

速度向上法につりてり「実験　　　　永沢　幸七　50

資料

小●中●高桂生の愛読書300選　　　　』阪本，門郎　56

　　　　　　　　　　　　深川恒喜書評と紹介　　　　　　　　　　　　59　　　　　　　　　　　　阪本一郎
説書時潮．』・．、　　　　　　　　　　　北島武彦、62

第5巻第3号（通巻第17号）

原著

読書による青少年の態度の変容の実験

的研究　　　黙書藁鐵購裂4
読解過程の実騒的研究r一主として脳波

について一㊦0年度研究第一報告

　　　　　　　　　日本読書学会第四特別
　　　　　　　　委員会1第｝研究部会　ユ7
読書感想文の評価法，、』　　　・　吃　望月　久貴、，25

低学年児の読書反応の実態一現場指導

を通してのr考察　　　　・　、　　水野寿美子．32

学童の生活に及ぽすマス・メディアの影

響　　，、　峯巌藷鵜趨駿46
資料

わたくしの読書観　　　　　　　　　　堀　・秀彦　49

書評：子どもの読書の導きかた　　　　阪本　一郎　55

読書科学文献目録　　　　　　　　　　北島　武彦　与5

読書時潮　　　　　　　　　　　　 59

第5巻第4号（通巻第18号）

原著’

　　　　　　　　　　　　木内守正
子どもマンガ史　　　　　　　’』・一　長谷川真一・1

　　　　　　　　　　　　日野俊顕
少年漫画の一断層一r月光仮面」と1

　r変幻三日月丸」とを例にして　　　阪本　一一郎f36

資料

　　　　　　　　　　　　関戸信失
渠画に関すう文献目録（1945－1㈱）蔑簗群、46

第6巻第1・2号（通巻第19・20号）

原著

読書過程の分析的研究一モノログ法に、

よる　　　　　　　r　　　　　　岡本奎六　茎

読書中における心理・生理反応に関する

研究（21一読書材料と心搏・豚波？呼

吸，P　GRとの関係につセ・て，　　原野広太郎　9

読書中におけるP　GR　　　　　　　　阪本　敬彦　13

読書による態度変容の実験的研究7一・若

　ン・フィクションr動物となかよしに

，・なるには」の場合　　　　　　　　　岡田　・明　17

　　　　　　　　　　　　村石昭三カナ文字の識別に関する研究（1）　　阪本　敬彦　23

　　　　　　　　　　　　加賀秀夫
言葉の表現効果について一語音象徴と’F，

情緒値に関する実験的研究　　　　　福沢　周亮　28

文章の語彙比重の査定法一Rea4abllity

・の砺究の一つの試み　　　　　　　　阪本一郎　37

すどもの生活環境と読書　　　　、、　河北　憲夫　45

青少年の読書生活の実態調査r公共図，

書館における　　　　　　　　　　　北島　武彦　49

農村における児童の読書生活と心理．．楮本　良平　54

勤労青少年の生活と読書一r勤労青少

年に関する読書実態調査」報告藏壽齢婁．59

新潟県の農村地帯における読書の実態調

、査』．　　　　　．　　1，渡辺正亥74

農村の生瀞よ啄文1ヒ教養聯の・
一特茸について　　　　　　》一　　　・中野聖哲二一86
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テレビ図書館の視聴と読書指導一小学、・・』1　・・

校3年生の場合　　　　　　1』』吐』11渡辺’1正巳1ゆ3

資料’　　　　一　　　．1’ 一　　　　一　l　I’』

読書科学文献目録　　　　　一　，、　，・4ヒ島1武彦1113

読書時潮　　　　　　　　　　　　　104

第6欄号1通騨号）

原著

多読者と不読者との性格の比較研究一・，

　中学生と高校生について　　　　　　阪本』一郎旨1’

一般意味論と心理療法　　　　　　　　福沢　周亮　7

読書指導における＿技法　　　　　　　黒江　静子’，12

　　　　　　　　　　　　松村康平’
冒険・探偵小説の児童に与える影響　　弥吉光長　16

rグスコーブドリの伝記」rとべたら本」

　こ」と子どもたち一6年生の場合　渡辺　正巳　21

読書の学習過程に及ぼす影響とその分析、，

　　　　　　　　　　　　楮本良平26

フォノシートはどのように普及している

・か　．　　　　　　　　　．．、　’河北・憲夫’32

読書による態度変容の実験的研究，　、，

　　　　　　　　日本読書学会第二研究部会　36

資料　　　　　　　一　・　　　　’ 　r．・、

書　評　　　　　　　　　室伏　武，50
読書時潮　　　・　　　　。　　』　　、北島　武彦　50

鄭鵠4号・第7糊1号．価巻第22・93号）

原著

読み物による性格の形成と読書療法　　阪本　｝郎　1

子どもの性格形成の適書目録〔1〕低・

　　　　　　　　　　日本読書学会標準読　中学年用　　　　　　　　　み物研究特別委員会一6

　第1部性格標目体系表　　　　　　　　　10

　第2部性格索引　　　　　　　　　　　　13

　第3部作品リスト　　　　　　　　　　33

第7巻第2号（通巻箏24号）

原著．

　　　　　　　　　　　　読書科学総目次

マスコミュニケーシゴンの効果調査の問　　　　㌧

’題点にづいて　　　　　　　　　　　弥吉　光長　1

　　　　　　　　　　　　平沢　薫
　　　　　　　　　　　　岩内亮一．週刊誌の年末●年始号の内容分析　　　杉浦　達郎．0

　　　　　　　　　　　　川合治男
非行少年の読書実態調査　　　　　　　大神　貞男　13

国語教科書の文の長さとその測定法　　阪本　一郎　17

漢字の学習指導に関する基礎的研究一，、

　　　　　　　　　　　　福沢幾男一読みについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　　　　　　　　　　　　福沢周亮r㌃・．
実践記録

自殺を企図した高校生の事例研究　　　庵逡　　巌　33

シンポジウム

　　　　　　　　　　　　清水慶子
　　　　　　　　　　　　霜田静志
少年雑誌の戦記ブーム　　　　　　　　鳥越　　信　41

　　　　　　　　　　　　．滑川道夫
　　　　　　　　　　　　飛田文雄一
資料

女子中学生の読書能力の類型　　　　　横井　広保　48

第7巻第3’．4号（通巻第25’16琴）

原著

子どもの性格形成の適書目録〔2〕高学

年・中学校用　－　黒麟募輸難藝・

　第1部性格索引　．『　　　’．　　　　「一7

　第2部作品リスト　　　　　　　　　　　33

第8巻第1号（通巻第27号）

原著

文の長さの比重の査定法一Readabihty

，の研究の試み・　　　　　　　　　　阪本・一郎　2

モノ・一グ法による読書過程の分析的研1

　究　　　　　　　　　　　岡田　明7
国語力を高めるための読書指導　　　　浜中　重信・＝11

児童の思考を高める読書指導　』

　Subject　Readingの試み　　　　　楮本　良平116

中学生の読み物としての空想科学小説に

一ついて一S　F実態調査集計の考察　望月　道子　21

統計的にみた高校生の読書生活　　　　丹羽　照夫　28
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問題児の読書による治i療指導の事例研究

犯罪少年の読書療法による臨床例

資料

読書指導の問題点、の変遷

一雑誌r教育研寧」に見る

第8巻第2号（通巻第28号）

原著

昔話　桃太郎像の変遷←）

現代ジャーナリズムの文の長さ

僻地児童の読書力に関する研究

資料

上吉川　脩　33

大神貞男37

阪本一郎
岩井皓子43
関　博子

滑川道夫2
阪本一郎7
中野善達
小出　馨11

青少年保護条例による有害指定雑誌の実態　　　　　23

第8巻第3号（通巻第29号）

読書療法特集号

読書療法研究の史的展望　　　　　　　室伏　　武　1

読書療法の理論をめぐって　　　　　　小野　泰博　8

精神医学における読鍍法　　獣馨・6
9Sh・・desの講療法論（紹介）髄驚肇25

わが国での読書療法の研究と事例　，　阪本　一郎　30

読書療法研究に関する文献目録　　野間教育研究所　36

第8巻第4号（通巻第30号）

特集　1964の読書科学展望

読書科学の研究1964・　　　　　　　　阪本　敬彦　1

’64の出版界　　　　　　　　　　　　　河北　憲夫　13

児童娯楽雑誌の1964年　　　　　　　　谷川　澄雄　20

昭和39年の読書界一読書時潮　　　　北島　武彦　26

特別寄稿

読みの不振の原因と治療　　　　　　A．J．ハリス　34

資料

江東区の子どもの読書　、　　江東区立深川小学校　41

公共図書館へ来る小中学生の読書　　　辰巳　義幸　44

癬

井沢・室伏編r読書による道徳指導』　阪本　一郎　46

佐藤泰正r速読術入門」　　　　　　　阪本　一郎　47

波多野完治r最近の文章心理学」　　　阪本　一郎　48

第9巻第1号（通巻第31号）

原著

大学生と読書一実態調査の分析から欝暑置1

桃太郎像の変遷⇔　　　　　　　　　　滑川　道夫、13

常習恐喝少年の読書療法による治療例　大神　貞男　19

性格問題児の読書治療の一つの事例研究

　　　　　　　　　　楮本良平26
現代小説の文長構造　　　　　　　　　阪本　・一郎　30

物語の療法効果について一TAT反応

の変化を通して　　　　　　　　　　　大野　陽子’38

読書指導史の資料　　　　　　ロ　　　　　　　　　　41

第9巻箪2号（通巻第32号）

原著

石川啄木の性格と読書の効果　　　　　弥吉　光長　1

中学生の読書と生活環境の関連について

　の考察　　P　　　　　　　　　　　中島　章一　9

読書指導の実験的研究一シートを利用

　して　　　　　　　　　　　　　　合田　一修　19

一幼児の絵本にたいする反応の研究　　岡田　　明　28

矯正施設における読書指導　　　　　　加藤　正明　33

最近の児童漫画と子ども（1）　　　　阪本　一郎　40

実践記録

効果的な読書意欲を高める試み　　　　上林　長泰　48

中学校における読書指導の実践　　　　水野　　操　53

資料

子どもに読書の時間を与えよ　　　　　　　　　　　57

第9巻第3号（通巻第33号）

原著

教育を支えるrよみ」の場としての図書

　館一その発展をLYLを中心に　　清水　正男　11
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非行少年の読書療法による治療例　第3

報告一重罪犯罪少年S・F・の場合　大神　貞男　8

最近の児童漫画と子ども（n）　　　　阪本　一郎　妬

人生観の確立と読書との関係に関する調

査　　　　　　　　　　木村典子22
子どもは物語をどう受け取るか　　　　渡辺　正已　29

盲児の点字触読に関する発達的研究　　佐藤　泰正　39

実践記録

集団読書指導の実践的考察　　　　　　寺本　俊美　33

資料

谷口仙三郎読書の影響ならびに人と社

会に関する思考様相の分析　　　　　　　　　　　48

朝日新聞社　大学生と読書　　　　　　　　　　　　49

全国学校図書館協議会　児童・生徒の読

書の実態　　　　　　　　　　　　51
出版科学研究所　週刊誌はどのように買

　われているか　　　　　　　　　　　　　　　　　54

第9巻第4号（通巻第34号）1

読書科学の研究

教育学的研究（1）読解指導

　　　　（皿）読書指導

社会学的研究

心理学的研究

出版界の展望、

の出版

児童読み物の出版

図書館界と読書運動

学校図書館

年間時潮　1965年の読書界

国内の読書界

海外情報

第10巻第1号（通巻第35号）

原著

村石昭三．1

室伏　武8
古野有隣12

佐藤泰正24

河北憲夫28

今村秀夫34

松尾弥太郎41

家出少年の読書療法による治療例〔症例

北島武彦47

高木和子54

　　　　　　　　　　　読書科学総目次

第4報告〕　　　　　～　　　　　　大神　貞男　1

盲児の点字触読に関する発達的研究（2）

一点字触読に影響する要因　　　　佐藤　泰正　8

大学生の読書材へのアプローチについて

の調査　　　　　　　　　　　　　石川　清治　20

読書による意見変容の実験的研究　　　来　　明子・26

読書指導において論理的な思考力を養う

ために一読書力の進歩についての実

験的な追跡　　　　　　　　　　　　早津　秀雄　36

記録

日本の読書界の展望　　　　　　　　　阪本　一郎　41

資料

速読に関ずる文献（1》　　　　　　　　　岡田　　明　45

第10巻第2号（通巻第36号）

原著

r読書」とr読解」　　　　　　　　　阪本　一郎　1

非行少年の読書療法による治療例〔第5

　報告〕一母迫性の性非行少年MTの

　場合　　　　　　　　　大神貞男9
読書の学年的発達と学部的特性の分析　石川　清治　16

読書教育を教育の一分野として確立する

　ための提案　　　　　　　　　　　代田　　昇　26

読書困難児の診断と治療指導の問題　　岡本　奎六　31

小学校中学年における読書力開発の一研

　究　　　　　　　　　　本宮　久37
資料

速読に関する文献（2｝　　　　　　　　　岡田　　明　44

第10巻第3号（通巻第87号〉

原著

読書感想文に見られる子どもの感動点　阪本　一郎

　　　　　　　　　　　　林．久美子1
　の発達　　　　　　　　 亀井道子

子どもの読書における地域の特質につい

　で、　　　　　　　　　　　　　代田　　昇10
　　　　　　　　　　　　増村王子
非行少年の読書療法による治療例（第6
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読書科学．（XV，4）

報告）高度非行少年混血児KMの場合　　・　、

　　　　　、，・，　r　，一大神’貞男　18

児童の読書反応に関する研究・　　　　楮本』良平　25

蒐書癖の研究一欧洲旅行参考文献集書，、　，

　　　　　　　　　佐藤「貢32
資料・

ITPAのしくみと適用　　　　　　　　岡田、明　37

読みの能力の要因分析一Substra驚a

Factor　Analysisの紹介　　　　　　高木　和子　45

第10巻第4号（通巻第38号）

読書科学の研究

教育学的研究（1）読解指導　　　　　．村石　昭三　1

　　　（皿）読書指導　　　　　室伏　　武，弓

社会学的研究　　　　　　　　　　　　古野　有憐　11

心理学的研究　　　　　　　　　　　　　佐藤　泰正918

串版界の展望

一般図書の出版概況　『　　　　　　　河北　憲夫　24

腫図書児童読み物の出版・・無鷲28

児童雑誌の動向と問題点　　　　　　谷川　澄雄33

読書運動

公共図書館の読書運動　　　　　　　　植田喜久次　37

年間時渋　1966年の読書界

国内情報　　　　　　　　　　　　　　北島　武彦　42

海外情報　　　　　　　　　　　　　　高木　和子　47

第11巻第1・2号（通巻第39・40号）

原著

　　　　　　　　　阪本敬彦回帰成就値による読書不振児の研究　　　　　　　　1
　　　　　　　　　高木和子
読みの柔軟性に関する研究　　　　　　岡田　　明一16

読みにおける語彙の発達　　　　　　　河井　芳文，22

　　　　　　　　　阪本一郎四コマ漫画τrサザエさん1’の作品分鴫餐安養孝』3・

　　　　　　　　　友正真子’
夜尿症児の読書療法による軽快例（第8

　報告）　　　　　　　　　　　　　　大神　貞男『48

情緒不安定児に対する読書療法の事例・阪本　・一郎

．研穿虫，一　㌔繋蓄12

実践記録・

国語科を中心にした読書指導体系　　　橋本　哲男1鵯66

中学生の読書能力の診断と読書生活の問

　　　　　　　　　伊予田博781
，
題 点・

読書不振児の全校指導教室　1　’　　楮本　良平　82

資料

Dr．K6pe1を囲む公開研究会記録　　　　　　　　187

非行少年の読書療法による治療例（第7

報告）　　　　　・　　　．　　　　大神　貞男　88

阪本他編　現代読書指導事典（書評）　岡本　奎六』90

鑑”巻第3号（通巻第41号）

原著

児童漫画rのらくろ』の作品分析　　　阪本』一郎　1

大学生に行なった速読訓練の効果U》　佐藤　泰正　12

漢字における読字の困難点に関する発達　．

的研究U）　　　　　　　　　　　　1福沢　周亮’16

非行少年の読書療法による治療例〔第9

報告〕　　　　　　　　　　　　　、大神　貞男　22

　　　　　　　　　阪本一郎
紳児φお話9能力の発達（1》　譲辮29

実践報告

学級における矯正的読書指導の実践　　横溝　昭平・・34

国語教室における読書指導　　　　　　金子百合子　39

読書指導の問題点とその対策　　　　　阿部　敏子F44

資料

読書療法の事例研究r経営的にはあくし

た生徒指導」より　　　　　　　　　半田　茂雄』’49

酬翻号（通巻第42号）

㎜年の読蝋学　　　阪本τIB，；、
読書科学の研究

教育学的研究（1）読解指導　　　　　岡田　　明．5

　　　（H）読書指導　　　　・、増田信噌　12
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社会学的研究　　　　　　　　　　　　古野　有隣48

心理学的研究　・　　　　　　　　　　佐藤　泰正　22

出版界の展望

一般図書の出版傾向　　　　　　　　　河北　憲夫　29

児童図書の出版傾向　　　　　　　　　今村　秀夫　33

読書運動

一
民
間 の読書グノセープの概況一YB　C

　（読売ブック・クラブ）の組織・運営

．活動　　　　　　　　　　　　　　橋本　道淳　40

年間時潮

国内情報（昭和42年）　　　　　　　　北島　武彦　47

海外情報　　　　　　　　　　　　　　高木　和子　53

第12巻第1号（通巻第43号）

原著

小泉信三の読書論について一日本近代

読書論史のための覚え書きその1　　飛田・文雄　1

桃太郎像の変容㊧　　『　　　　　　　滑川　道夫　7

『冒険ダン吉』の作品蜥・阪本τ郎18
盲児の点字触読に関ずる発達的研究（3）

一盲学校中途編入者の点字触読能力

　　　　　　　　　佐藤泰正25
　　　　　　　　　阪本一郎幼児のお話の能力の発達（2）　　　　　今井　路子　36

　　　　　　　　　篠原寛子
実践記録

読書人格をめざす読書指導の一事例　　加賀美秋子　42

資料

朝日新聞社rホワイトカラーと読書」、　　　　　　　45

’出版科学研究所rこどもと読書」　　　　　　　　　46

小売全連r全国小売書店・実態調査報告

‘書」　　　　　　1　　．　47
国会図書館「日本の出版統計」　　　　　　　　　　48

第12巻第2号（通巻第44号）

原著

昔話　桃太郎像の変遷㊨　　　　　　　滑川　道夫　1

　　　　　　　　’読書科学総目次
児童文学における童話の原話と再話の児

童による鑑賞態度の比較研究　　　　久本F智子　路

　　　　　　　　　芳賀　純
　　　　　　　　　阪本一郎
絵本と子ども　　　　薙井轟23
　　　　　　　　　荒井佳子
小泉信三の読書論について⇔　　　　　飛田　文雄　30

児童漫画『長靴の三銃士』　　　　　　阪本　一郎　36

癬
平岡敏夫：速解現代国語　　　　　　　室伏、武　43

浜中重信：小学生の読書指導　　　　　阪本一郎　43

第12巻第3号（通巻第45号）

原著

科学読み物の現状と指導上あ問題点

　　　　大阪・子ども読書研究グループ　1

亀井勝一郎の読書論について一日本近

代読書論史序説（個人編その3）　　飛田　文雄　1（）

物語の理解における子どもの態度の診　阪本　一郎

　　　　　　　　　石井昌子17断の試み　，　　　　　　　　　　　倉谷　道子

非行原因論と読書療法の治療理論（1》　大神　貞男　28

実践報告

集団読書指導のあゆみ　　　　　　　　武野　昌文　35

読書興味指導と学校図書館P・R活動と

の関連　　　　　　　　　　　　　中島　章一　41

資料

第2回世界読書学会議の報告　　　　　室伏　　武　49

同上　プログラム　　　　　　　　　　　　　　　51

同上　主題講演要旨　旨読書能カー人間

の権利と人間の問題　　　　　　　　　　　　　　53

第12巻第4号（通巻第46号）

1968年の読書科学　　　　　　　　　　阪本　一郎　1

読書科学の研究

教育学的研究く1）読解指導　　　　　岡田・　明　5

　　　（皿）読書指導　　　　　増田　信一　9

心理学的研究　　　　　1　　　L　　佐藤　泰正’16
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読書科学　（XV。4）

出版界の展望β　　　　　　　　　　－河北　憲夫　22

貸本業界の展望

貸本屋と利用者　　　　　　　　　　　鍵山　正人　27

　　　　　　　　　　　　清水弘子
　　　　　　　　　　　　富沢木実貸本屋の実態調査　　　　　　　　　　　　　　　　31
　　　　　　　　　　　　横尾とみ子
　　　　　　　　　　　　宮井博子
年間時潮

掴内情報（昭和43年）　　　　　　　　北島 武彦　34

海外情報　　　　　　　　　　　　　　高木　和子　39

第13巻第1・2号（通巻第47・48号）

，原著

，大学生に行なった速読訓練の効果（2｝　佐藤　泰正　1

新しい貸本店の経営　マッノ読書会の事

　例　　　　　　　　　　　松村　久7
川端文学の方法（1》　人物表現の特質と

　稲妻の文体の成立（11　　　　　　　中村　　明　15

L．Y．L．とよみの場について（1）一と

　くにL．Y．L．結成を中心に　　　　清水　正男　23

桃太郎像の変遷（5）　　　　　　　　　滑川　道夫　31

小林秀雄の読書論について一日本近代

　読書論吏序説（個人編その4）　　　飛田　文雄　38

読書療法の予後追跡研究　　　　　　　大神　貞男　43

読書指導と鑑賞指導　　　’　　　　　増田　信一　50

実践報告

読書指導をより確かにするための指導法

　の改善一読書指導と読解指導の接点

　を求めて　　　　　　　　　　　　嶋路　和夫　57

読む力を高めるために読解指導と読書指

　導をどうつなぐか一高学年の実践を

　通しての考察　　　　　　　　　岩坪昭子66

細読書における話し合い指導　棄蟻輝覆76

心理曲線法による読解過程の分析　　　赤坂　光三　80

資料

読書科学の研究：社会学的研究　，　　古野　有隣　87

第13巻第3・4号（通巻第49・50号）

原箸

川端文学の寿法一人物表現の特質と稲

妻の文体の成立　　　　　　　　　　中村　　明一93

　　　　　　　　　　　　飯本一郎
物語の知悉度の測定　　　　　　　　　浅田美加子108
　　　　　　　　　　　　田中美代子

　　　　　　　　　　　　阪本一郎
児童雑誌・週刊誌の現状　　　　　　　蓑島万里子116
　　　　　　　　　　　　鎗田圭子
L．Y．L．とよみの場について（2）一と

　くにL．Y．L，結成を中心に　　　　清水　正男122

三木清の読書論一日本近代読書論史序

　説（個人編その5）　　　　　　　　飛田　文雄132

読書指導と作文指導の関連一読書感想

　文を中心にして　　　　　　　　　　安居　総子139

読書療法の治療理論（Nα2）　治療目標理

　論について　　　　　　　　　　　大神　貞男154

創造的読みとその教育　　　　　　　　岡田　　明160

実践報告

読書発表会による読書興味の指導　　　加藤　薫敏164

第14巻第1・2号（通巻第51・52号）1

原著

読みやすさの基準の一試案　　　　　　阪本　一郎　1

児童の読書能力の因子分析的研究　　　岡田　　明　7

　　　　　　　　　　　　　阪本一部
絵本の語彙調査　　　　　　　　　　榎本　鈴子　14
　　　　　　　　　　　　　松浦百合子

非行少年に対する純粋読書療法の事例　山本晴雄20

読書療法の事例研究　　　　　　　　　日下　哲夫　27

　r読書目的」に関する調査　　　　　　横田　和子　32

中田邦造のr図書群」運動　　　　　　丸山　弘子44

読解指導と読書指導の有機的な関連をは

　かるために一r瘤取り」　　　　　早津　秀雄　52

詩の学習要素が理解に及ぼす特徴　 田中　勝59

第14巻第3・4号（通巻第53・54号）

原著

読書指導の基本問題（1）r読むこと」につ一
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　いて　　　　　　　　　　　　　　増田　信一　69

昭和前期わが国のよみの場の発展につい

　て一とくに児童図書目録と児童図書

　件名標目表　　　　　　　　　　　　清水　正男　77

小学校読書指導計画作製にあたっての一

　　　　＼
　つの試み一学級担任のための指導計

　画　　　　　　　　　　　　　　　　水野寿美子　82

資料

読書興味テストヘの期待　　　　　　　阪本　一郎　96

年報

読書に関する文献　1969～1970　　　　　　　　　100

　1．　一般　　　　　2．　心理学・生理学

　3．　国語教育　　　4．読解指導

　5．読書指導　　　6．文学教育

　7．　読み物研究　　8．　授業研究

海外情報　1969．1970　　　　　　　高木　和子130

第15巻第1号（通巻第55号）

原著
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安居　総子

山口清二郎

山崎　一朗

山中　輝子

山本　晴雄

弥吉　光長

13一一3・4一一臨139

3－4－18

4－2－41

8－3－25
14－1・2一一20

3－3－1

6－3－16

7－2－1

9－2－1

鎗田　圭子

ヨ

横井　広保

横尾とみ子

横田　和子．

横溝　昭平

ラ

来　　明子

ワ

渡辺　茂男

13－3・4一。1上6

7－2－48

12－4－31
14－1・2－32

11－3－34

10－1－26

4－1－55

渡辺　正亥

渡辺　正巳－

渡辺美智子

4一一3－58

5－1一一21

5－2－37
6－1・2－74

6，一1・2・・一93

6－3－21

9－3－29

3－1－13

一148一
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「読書科学」件名索引＊

ア

ITPA一
愛読書

赤胴鈴之助

Accesibility

家出少年

意見変容

石川啄木一

一年生

一般意味論

一般図書

意味把握

絵本

巻号頁
10－3－37

5－2－56

5－1－15

5－2－25

2－1－33

10－1－1

10－1－26
9－2－1

4一一1－46

6－3r－7

9－4－28
・　10一一4一一24

11－4－29

4－3－51

5一一1－29

9－2－28

12－2－23
L・Y・L（青年図書館員連盟）

お話の能力

力

回帰成就値

科学読物

学習過程

学習指導

学年的発達

学部的特性

貸本屋

家庭婦人

カナ文字

学校図書館一

9－3－1

13－1・2－23

13－3・4一鴨122

11－3729
12－1一一36

11－1・。2－1

12－3－1

6－3－26

7－2－25

10－2－16

10－2－16

12－4－27

12－4－31
13－1・2－7

5－2－1

6－1・2－23

9－4－41

亀井勝一郎・

河合栄次郎

川端文学

眼球運動

漢宇

鑑賞

鑑賞指導

鑑賞態度

基準読書

矯正施設・

矯正的読書指導

勤勇青少年

空想科学小説

グループ別指導

W．S．グレイ

12－3－10

15－2－44
13－1・2－15

13一一3・4－93

1・一2－11

7－2－25

11－3－16

2－2－19

13－1・2－50

12－2－15
3一一1－13

1－1－42

1－2－46

2－1－43

9－2－33
11－3・一34

6－1・2－59

8－1－21

2－3一一66

3－1－42
Gmat　Books　Foundation

　　　　　2・一1－45
クローズ法　　　　　4－2－16

言語　　　　2－4－9
言語心理学　　　　　1一一1－45

現代ジャーナリズム　8－2－11

語い

語い調査

語い比重

小泉信三

効果調査、

〆公共図書館，

高校生

＊Subiec竃Index．

3－1－19
11－1　・2－22

14－1・2－14

6－1・2－37

12－1－1

12－2－30

7－2－1

8－4－44

10－4－37

4－1－57

4－2r－53

6－3－1

8－1－28

一踊9一

交友

語音象徴

呼吸

国語科教科書

国語力

個人差

言葉

子ども

子どもの雑誌

子どもの週刊誌

子どもの本

小林秀雄

4－1－38
6－1・2－28

6－1・2－9

2－3－75

7－2－17

8－1－11

15－3－87
6－1’・・2一　28

9－2－40

9－3－15

3－4－10

4－4－29

4－2－58
13－1。2－38

コミュニケーション行動

　　　　　5－2－1
サ

最適の活字　　　　　　5－2一一19

阪本D式読書力診断テスト

　　　　　2－3－60
作贔分析

作文指導

サザエさん

詩

識別

思考

実験的砥究

児童雑誌

児童図書

11－1・2－3Q

11－3一一1

12－1－18
13－3・4一一139

11－1・2一一30

3－1－13

6－1・2－23

8－1一・16

9一一2－19

2｝一1・一24

乃一一1一工7

2一一2－47

2－3－42

8－4－20

10－4－33
13一一3・4－116

3－2－8

9－4－34

10－4－28
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　　　　　　11－4－33
児童の興味　　　　　3－4－13

児童文学　　　　　　2－2－19

　　　　　　3－1－1
　　　　　　3－2－39
　　　　　　3－3－22
　　　　　　4－1－32
　　　　　　12－2－15
　　　　　　15－1－17
　　　　　　15－2－51
　　　　　　15－3－96
児童漫画　　　　　　3－1－19

　　　　　　3－4－1
　　　　　　9－2－40
　　　　　　9－3－15
　　　　　　11－3－1
　　　　　　12－2－36
週刊誌　　　　　　　7－2－5

　　　　　　13－3・4－116
十三夜　　　　　　　3－2－29

蒐書癖　　　　　　　10－3－32

集団読書　　　　　　13－1・2－76

集団読書指導　　　　9－3－33

“　　　　　　　　　　　　　　　12－3－35

C．Shrodes　　　　　　　　8－3－25

純粋読書療法　　　　14－1・2－20

小学一年生　　　　　2－4－34

小学三年生　　　　　6－1・2－93

小学校六年生　　　　6－3－21

小学生　　　　　　　4－2－32

　　　　　　4－3－1
小学校　　　　　　　4－3－16

小学校中学年　　　　10－2－37

小学校読書指導計画　14－3・4－82

常習恐かつ少年

小・中学生

情緒値

情緒の測定

情緒不安定児

少年マンガ

女子中学生

女性の心理

人格形式

9－1－19

4－2－24
6－1・2－28

4－2－4

11－1・2－52

5－4－36

7－2－48

3－2r29

3－3－7

人格の硬さ

信号系

新指導要領

人生観

シンタックス

心搏

心理言語学

心理曲線法

心理・生理反応

心理療法

ストーリー漫画略史　15－1－1

性格の形成

性格問題児

生活環境

青少年

青少年保護条例

精神医学

戦争マンガ

先天性読み書き欠陥児

創作

創造的読み

速読

速読訓練

タ

大学生

態度の診断

態度の変容

多読指導

多読児

多読者

探偵小説

一150一

3－3－7　　　地域の特質

2－4，一9　　　知悉度

4－3－16’　　中学生

9－3－22

15』3－87

6－1・2－9

15－3－87
13－1・2－80

6－1・2－9

6－3－7　　　中断読書

　　　　長編文学
6－4『1　　　治療指導

6－4－6

7－3・4－1　　つぎたし話

9－1－26　　TAT反応
6一1●2－45　低学年児

9－2－9　　　低学年向児童雑誌

5－3－1　　　適書目録

6－102－49　テレビ図書館

8－2－23　　電気的聴読方式

8－3－16　　　伝記

3－4－18

点字触読

1－1－13

3－2－39

13－3・4－160　点字触読能力

10－1－45　　道徳教育

10－2－44　　道徳的感銘

11－3－12　　　読字の困難点

13－1・2－1　　読書

9－1一・一1

10－1－20

11－3－12
13－1・2－1

12－3－17

5－3－1・
6－1・2－17

6－3－36

3－1－5

4－3－1

6－3－1

3－3－1

10・一3－10

13－3・4－108

4－3－22

4－4－32

5－1－21

5－2－37

6－3－1

9－2－9

11－1　・2－78

4－2－24

15－3－103

8－1－33

10－2－31

3－4－45

9－1－38

5－3－32

4－3－10

7－3・4－1

6－1・2－93

2－4－46

3－1－5

3－3－45

9－3－39

10－1－8

12－1－25

12－1－25
1－2－1

2－4－1

11－3－16

1・一2－1

1－2－6

3－3－7

4－1－38

4－3－45

4－4－1

6－1・2－17

6－1・2－45

6－1・2－59

6－1・2－74

6－3－26

6－3－36

8－1－33

8－4－41

う

、



ご

o

∂

読書意欲

読書運動

読書衛生

読書科学

読書過程

読書環境

読書感想文

読書開始期

読書教育

読書興味

読書興味指導

読書興味診断

読書興味テスト

読書記録の分析

読書グループ

9－1－1

9－2－9

9－3－22

10－1－26

10－2－1

14－3・4－100

1－2－41

9－2－48

10－4－37

3－3－51

1－1－47

1－2－58

3－1－1

3－3－22

4－1－32

5－1－55

8－4－1

9－4－1

10－4－1

11－4一一1

12－4－1

13－1・2－87

3－2－18

5－1－1

6－1・2－1

8－1－7

1－2－41

5－3－25

10－3－1

4－3’一33

5－1－42

10－2－26

2－1－50

3－2－1

3－3－13

3－4－29
13－3。4－164

15－2－67

12－3－41

3－1－32
14－3・4－96

3－4－33

11－4－40

図書群

読書困難児

読書材料　→読書資料

読書実態

読書実態調査

読書指導

読書指導吏

読書指導体系

読書社会学

読書社会調査

読書資料

読書人

読書人格

読書生活

読書成熟度

読書速度

読書の意義

読書の効果

読書の能力差

読書能力

14－1・2－44

10－2－31

1－1－37

2－1－55

7－2－13

2－2－39

10－1－36

12－1－42
14－1・2－57

15－1－29

15－2－67
15－3－103

9－1－41

11－1・2－66

1－1－1

1－1－23

1－2－27

3－2．一34

2－4－34

4－2－11

6－1・2－9

6－4－1

10－1－20

2－3－1

12－1－42
1・一・1－33

2－1－1

2－1－33

2－2－39

4－3－22
6－1・2－49

6－1・2－54

8－1－28

11－1・2－78

5－2－1

4－3－51

5－2－50

15－2－39

3－1－38・

9－2－1

2－3－66
2－2－60’

一151一

読書反応

読書不振児

読書目的

読書世論調査

読書療法

読書療法集団化

読書力

読書力開発

読書力向上

読書力診断テスト

件名索引

5－1－21

5－2－37

7－2－48

11－1・2－78

12－3－53
14－1・2－7

15－1－29

5－3－32

10－3－25

4－1－42
11－1　・2－1

11－1・2－82

14－1　・2－32

2－1－11

6－4－1

8－1－37

8－3－1

8－3－8

8－3－16

8－3－25

8一一3－30

8－3－36

9－1－19

9－1－26

9－3－8

10－1－1

10－2噂9

10－3－18

11－1・2－48

11－1　・2－52

11－1・2－88

12－3－28
13－1。2－43

13－3・4－154

14－1・2－27

15－2－61

4－1－46

4－3－51

8－2－18

10－1－36

10－2－37

4－4－57

4－2－41
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読書力発達

読書レディネス

読書論

図書館

読解

読解過程

読解鑑賞行動

読解指導

読解力

ナ

内容分析

長靴の三銃士

中田　邦造

日本図書館学会

人間形成

年末・年始号

農家

農村

農村地帯

脳波

のらくろ

ノ￥

犯罪少年

PGR

非行原因論

非行少年

2－3－60

15－3－79

12－1－1

12－2－30

12－3－10
13－1　・2－38

13－3・4－132

15－2－44
9－3－1

1－2－6

10－2－1

3－3－27

5－3－17

13－1・2－80

2－3－54

4－1－42

5－1－54
13－1　・2－66

14－1　・2－52

5－2－50

3－4－18

4－3－10

12－2－36
14－1　・2－44

1－2－61

2－2－15

4－4－32

7－2－5

4－4－43

6－1・2－54

6－1・2－86

6－1・2－74

5－3－17

11－3－1

8－1－37

6－1・2－9

6－1・2－13

12－3－28

5－1－21

5－2－37

7－2－13

非読書人

非読書人的読書人

評価法

表現効果

標準書目

標準読みもの

ファンタジー論

フォノシート

不読児

不読者

不読者層

不読者調査

文学教育

文学作品鑑賞力

文学作品分折

9－3－8

10－2一・9

10－3－18
11－1　・2一一88

11－3－22

14－1・2－20

2－3－1

4－2－1

4－4－5

5－3－25
6－1・2－28

4－4－49

2－4－25

15－1－17

15－2－51

15－3－96

6－3－32

4－3－1

6－3－1

1－2－52

3－4－22

2－2－1

2－2－5

2－2－10

2－2－15

4－4－5
2－4・一並8

文学作品への接近と理解

文学的教材

文化教養費支出

文章心理学

文章の難易度

文長構造

文の長さ

僻地の児童

変革の理論

冒険ダン吉

冒険・探偵小説

一1も2一

1－2－20

2－1－6

2－3－54

2－3－75

6－1・2－86

4－1－4

1－1－29
9－1一一30

7－2－17

8－1－1

8－2－11

8－2－1 8
4－4－1

12－1－18
6一一3－16

保護少年

補導委託所

マ

　　　ヤマスコミ．

マスコミ教材

マスコミ時代

マスコミ接触

マスメディア

漫画

マンガ

マンガ史

漫画の興味

三木　　清

むずか…しい文章

モノログ法

桃太郎像

問題意識

問題児

ヤ

やさしい文章

夜尿症

有害指定雑誌

要洒分析

幼児

読みの柔軟性

読みの能力
l
rよみ」の場

読みの不振

読み物　→読書資料

1－1－19

15－2－61

4－2－48

4－3－45

7－2－1

4－4一一37

5－1－42

4－4－43
5－3－46

3－4一噂一10

3－4－13

3－4－50

5－4－46

1－2－30

1－2－34

5－2－31

5－4－1

4－2－32
13－3・4－132

2－2－54

6－1・2－1

8－1－7

8－2一・1

9－1－13

12－1－7
12－2・一1

13一一1・2－31

2－2－1

8－1－33

2－2－54
11－1・2一一・48

8－2一一23

10－3－45

11－3－29

12－1－36
11－1・2－16

星0－3一一45

9一・3・一1

14－3。4一一77

8－4－34

へ



1’

読みやすさ（readabiHty）

　　　　　　　　　　3－3－54

　　　　　　　　　　4－2－16

　　　　　　　　　　6－1・2－37

　　　　　　　　　　8－1－1

　　　　　　　　　　14－1　・2－1

ラ

リテラシー

流行書

療法効果

15－2－39

4－1－24

4－1－57

4－2－53

9－1－38

連関性

論理的思考

ワ

話根

話根分析

　件名索引

4－2－11

10－1－36

1－1－6

1－1－6

o

ム
冨

報

公開研究会（47年2月5目）

　午後2時より東京教育大学E館156号で開催。講師

望月久貴氏，司会増田信一氏。主題r鑑賞について」

公開研究会（3月11日）

　午後2時より東京教育大学E館156号で開催。講師

岡本奎六氏，司会福沢周亮氏。主題r読みとその学習

一F・スミスの言語心理学的分析を中心に一」

常任理事会（3月11日）

（1）役員選挙の件

　理事・監事選挙の投票用紙等は3月8日発送を完了

した。3月23日開票し，引きつづき副会長・常任理事

の選挙に移る。

（2）機関誌発行の件

　読書科学56号は初校を終り，3月13日より再校に入

る。読書科学55号印刷費の支払い金に充当するため阪

本一郎会長より188，300円を借り入れた。

（3》　I　RAデトロイト大会の件

　慶応義塾大学医学部助教授牧田清志氏が入会し，日

本読書学会の代表としてこの大会に出席することが決

定。同民の役割は国際共同研究のシンボジウムに発言

者として参加すること。なお，IRAから同氏に対し

500ドルの旅費援助があった。

⑥　ハワイ大学教育視察団来日の件

　現場の教員を中心とするこの団体が6月26・27日の

いずれかに日本の小学校の国語の授業を参観したい旨

申しこみがあった。この受け入れは倉沢栄吉理事を中

心として行なうことになった。

（5｝第16回研究大会の件

　主題をr万人のための読書」と決定

o
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野間教育研究所紀要目録

第26集・全国学校図書館協議会選定図書

　阪本敬彦・辰野千寿・村石昭三・河井芳文著

　読書問題児の諸要因

第4集

第8集

’
第 10集

第14集

第19集

第23集

第24集

第25集

第28集

吉田　　昇

辰
， 野千考
野間教育研究所編

辰r野千寿

尾形裕康
田中博正他

倉内史郎他

倉内史郎他

倉内史郎他

　　発売所

学生生徒の生活調査

．学　習　と　賞　罰

家庭環境の教育に及ぼす影響

遡及禁止の研究
西洋教育移入の方途

学業不振児の心理学的研究

企業内教育の諸問題

企業内教育の五年研究

2500円

200円＊

180円＊

500円＊

300円＊

780円

800円

1200円

2500円

各種学校生徒の意識調査（昭和47年11月刊行予定）

講談社　　振替・東京3930

＊……野間教育研究所に僅少在庫あり。　（〒112　東京都文京区音羽2－12－21，

振替東京175985，電話03－945－1111内線747）

他は書店を通じてお求めになれます。

一▼

魯、

望
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