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心理学関係邦訳書目録 明治篇（上）

田　中　邦　夫

はしがき

　以下は心理学関係の邦訳書のうち，明治

期に刊行され，当館に所蔵されているもの

の目録である。日本における心理学は，諸

科学の中でも明治以前にその源流を有する

ことの最も少ないものの一つであり，明治

25年（1892）に至ってなお西村茂樹がその

　「心学講義」の中で，従来の心学と心理学

とを区別しなければならなかったというほ

どである。いわば典型的な移入学問であっ

牽。しかしそれにもかかわらず欧米からの

心理学書の翻訳・紹介の状況がどうであっ

たかは，比較的等閑視されてきたように思

．われる。日本の心理学書の総目録には岸：本

惣吉「目本心理学書年次・種類・著者類別」

（1937），および国立国会図書館支部上野図

書館「邦文心理学文献目録稿（単行本）」『

tt i1953）があり，翻訳書についても記載さ幽

れているが，原著者や原題については触れ

られていない憾みがあった。，

　本目録は上記の二書と「国立国会図書館，

所蔵　明治期刊行図書目録」第1巻（1971）

の「哲学の部・心理」を中心とし，日本に

おける初期の心理学た影響する，ところの大‘

きかつた進化論的思潮を代表するものとし

て，ダーウィン，スペンサーの若干の著作

を加え，さらに教育，医学等の部門からも

採録したものであって，訳書自体ゐ序文の

類や他の多数の文献を参照して，凡例に示

す各項目について出来得る限り明らかにし

ょうと試みたものである。参考文献として

は今田恵「心理学史」（1962）および城戸

幡太郎「心理学問題史」（1969）を主と

し，訳書自体の記載に疑問がある場合ばこ

の回書に従った。さらに不明な場合は内外

の諸種の人名事典や百科事典，書誌を参考

とした。なおスペンサーについては山下重

一「ベンサム，ミル，スペンサー邦訳書目

録」（r参考書誌研究』第10号）を参照し

た。

　汎　　　例

①配列は原著者⑱ABd順により，’三つづ

りが不明の場合は該当すると思われる頭字

の者の末尾に置いた。同一著者の著作は年

代順，同一書の訳書はその刊行年代順とし

た。

②まず原著考，年没年，国籍を示し，簡単

な説明を・付した。次に原題刊行年を記

し，各訳書につい℃は訳書名，訳書記載の

形での原著者名，訳者，出版社，柵数，ペ

ージまたは丁数，叢書名，tt請求記号を示

し，さらに書誌的事項の補遺や，その他興

味ある点があれば末尾に〔〕に入れて記

した。なお，原書が当館に所蔵されている

ものについては，原題の後に請求記号を記

したが；この場合翻訳に用いられたものと

は三次等が異なることもある。

③抄訳，重訳，紹介，解説等について厳密

に区別することは不可能であったが，『判断

できる限りは示しておいた。重訳の場合，
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その原本となったものについても記すよう

にした。なお，解説・紹介の叢書として主

なものに次の二つがある。’

　心理学書解説’育成会　明33・y35　正6

　冊（12冊合本），続2冊　　 〈87－10＞

　倫理心理宗教教青社会学哲学泰西新著梗

　概〔第1～2輯（4冊）は「侮理心理宗

　教社会学純正哲学泰西新著梗概」〕（「新

　著梗概」と略記）　中島力造編　明38～

　大9　17冊（13輯）〔明治；期刊行11冊（7

輌，‘　・・、＜78－66＞
「哲学雑誌」等にも若干の紹介，解説があ

るが，今庄は図書に収録されたものに限っ

た。

＠関連する図書，および国内発行の田文図

書や翻刻本も記載したが，その場合書名の

前に＊をつけて区別しtg。

ANGELL，　James　Rowland　（1869一一1949，

米ンシヵゴ大に実験室を設立，シカゴ学派の祖とな

磯三主卸理学齪ロ昌・た・

Psyghology，’　or　introductory　’study．　of

　the　structure　and　function　of’　human

　consciousness，　．1904．　〈174－！53＞

｛1雌三三ンゼ・曙田中回忌説，

．目黒書店明38（1905）噺著梗概第
　3轟轟　P11ケ～153）　　．　〈78－66＞

　12機能主義心理学講義　ジェー・アー」

　ル・エンジェル著　上野陽憎訳　同文館

’明43（1910）　786p　　　　　　〈335－73＞

．〔第4版（19⑱の全訳〕

BAHR，　Hermann（1863～1934，独）著作

家。多くの小説や紀行文がある。

原題，刊行年不詳

（3）夢の研究ヘルマγ・バL・曙大日

　本精神学会訳　馬面館　明41（19Q8）「

91P　，　’　〈25－718＞
　（引例に和漢のもの多く，翻案と思われ

　　　　　　　n’

　る〕

BAIN，　Alexander（1818～1903，　i英）ア．ミ

　ーディーソ大学教授。生理学をとり入れた心理学ap体

系化を試みた。

Mental　and　moral　science，　1868，　pt　1，

　psyc．hology　and　history　of　philosop，hy．

　　　　　　　　　　　　　　　〈G47＞
　（4）二二氏心理新説、井上哲次郎抄訳　大

　槻文彦校　青木輔旧刊　明15（1882）

・和2冊（4冊合本）本文計170丁

　　　　　　　　　　　　　　　〈6－161＞

　ee丁丁氏心理新説釈義　麻生繁雄編　井

　上哲次郎校　同盟舎　明16（i883）　和

　38丁　　．　　　　　　　〈特38－314＞

　〔（4｝の藷彙集であるが，意志（will）・’観

　察（observation）等現在と変らぬ一方，

委頓（d・pressi・n・抑欝），本性（i・・tin・t・

　本能）等の古い訳語も見られ興味深い〕

　（5）倍旧心理全書　亜三山三男著　松島

　剛，田中笹野，佐藤亀世，橋本武訳　普

　及舎明19（1886）　4冊計916p

　，・　，　．　〈28－39＞
　〔（6）の第4章までの訳〕

．（6）倍因氏心理学　亜野山・倍因著　矢島

　錦蔵訳〔出版者不明〕　〔明19～21（1886

　～88）？）「634p（第1～6回合本）

　　　　　　　　　　　　　　　〈27－8＞

　〔背表紙，巻末には上巻とあり〕

Mind　and　body；the　theories　of　their

relations，　1872．　，　’　〈1－16＞

　（7）心身相関二二　ア．レキサンダー・ベイ

　ン著　森本確也，谷本富訳・大倉書店

　eq　20　（1887）　310　p　〈22－153＞

BALDWIN，　Jaines　Mark　（1861N1934，

米）・・ン・何地三三・旧記蓮学の
先駆者。　　　　　　　　　一：「　l

Mental　development　in　the　child．and

　the　race，　1895．　〈126－IQ4＞
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｛81寂ドヰ抵原始的心理学長谷」三

部述東京専門学校出版部〔明35（1902）〕

和恥（名著四文三二科）
　　　　　　　　　　　　　　　〈41－102＞

一〔「原始的館9・…i・ρ訳語〕

So’cial　anq　ethical’　’intetPretqtions　in　me－

ntal・・　deVelopment，　1897．　〈129T123＞

（9｝・・ルドヰソ購三三三三松本孝．

　次郎解説　育成会’明34．（1901）　166p．

　（心理学書解説分冊第12）　．　〈87二10＞

BI：NET，　Alfred〈1857を1911・〈A）パリ大・

　学の生理学的心理学実験室の創設者。ビネー・シモン

　式知能検査法を作球した他，多方面に業績。

La　psychQlogie　du　rais6nngment．；　rech－

erches　experimeritales　par　hYpnotismei

　1886．　一

　英訳：Psychology　of　reasoning・1901

　〈113－246＞による

　㊨推理め心理学　ビネL著　淀野耀解説

曝蔀‘・明・・（・9・7）（糖嚴i；9

　3輯上　p152～166）　　　　〈78－66＞　’

Les　alterations’de　la　・perSonalit6，　1892．　’ D’

　面ピ子一氏人柊変換論　速水滉解説　育

　、成会・明34（1901）、144p　（心理学書

　解説分留第8「）　　・1，　　＜87－10＞

BJ6RNSTR6M，　Frederik　Johan’（1833

1　一18S9，スウェプン）医学者・

Hypnotispaeh，　dess’ @utveckling　och　nuv－

　arande　standpunkt，　1887．

　英訳・Hypn・ti・m；it・．・hi・t・ty・nd，　pr－

　esent　developrpent，　1889，　tr．　by　Baron

　Nils　Posse．　’

　㈱催眠術・ジョーンスツロム著　渋江保

　重訳融館明27（・894）IS4・（寸

　珍百種第50編）　　’t＜7・一・57＞

ブ＿ミー，・エミール（183Sん？，仏）

原題刊行年不詳
　英訳：The　English　peoPles；．a　study

。f、h。i，　p。1i・i・a1　P・y・h・1ρgyl〔E・イ

　ンナリヅシュ訳〕

蹴富民’エミール・ブーS一著力・

　藤直士重訳　大日本文明協会．明42
　（1909）．480p　（大白本文明協会刊行i叢

　書第11編）　’　・　　　　’　〈78r98＞

C耳A：RCOT，　Jean．　Martin』（182571893，

仏）神経病学者。催眠術を研究。パリ大学でビネー・’

　フロイト等を指導レた。

團漏壷河博士神経病臨床講義シアノV＝．

　一述　佐藤恒丸訳　東京医事新誌局　明

・・39～44（・9・6～・・）三三1・288P・tt

　　　　　　　　　　　　　　　〈53－57＞　．

　〔サルペb・・Jエー・二院における1887年

・11月～1888年7月，i888年10月～1889年

胡の轍計47回にわたる臨床講義の』

、訳〕　　　　　　．　一

C囎AセR危，」・1・s・G・b・i・k（・843ん．

1913，．仏）　教育学者。進化論，児童心理学・教育史

　等を研究。

t’6v61ution　intellectuelle　et　，morale　de

　1’enfant，　1893・

　「㈲教育応用根回心理牽　能勢栄重訳：金・

　港堂明26（1893）512P　〈42一193＞

　　〔ウ、リアム・ぺ4ソ（米）め英訳によ

　る〕

　⑯児童心理学1，・ムペ一型．田中勝孝

　丞重訳金三明33（・900）．382P

　　　　　　　　　　　　　　〈252．　5：13＞　．

　〔M。・yE．Wi1…（米）の菓訳1・t・1－

　lectual　and　m6．ral　deve16pmept　of’　the

　child，1896セこよる〕

COOLEY，　Charles　Hortop　（1864t一一1926，　．

米）社会学者．パのナリテ・と社会の麟を研究・

Human　nature　and　the　social　order，　1902．

　　　　　　　　　　　　　　　’〈173－71＞

、（17）A生雄会繍．クー・署岬タ・

　　春解説‘目黒書店　明38．（！905）　（新著

．一一
@41　一一



　　　　　　　　　　，
　　梗概　第1三三　p80～191）・〈78－66＞ttt’ion，1895．　　　　tt’　t　　〈147－275＞

．DA耳W葦N，　Cぬaτles　R6bρrt（1809ん1882，，・1　図・ドナノレドジン氏脳髄之発達雀部顕宜

　’英）進化誇の提唱者のr入として多方面｝こ影響き及ぼ’　　解諦　育成会　明35（1902）178p　〈続

　　欝醐囎で峰理学即力競』心理轄鰭分冊第2）　〈87－i・〉．

Q総総畿可鴨一?ﾁ蹴響）教
　　（1蠣招来面面蕪畑信砂　二二理学之応用一三正三郎訳田中三

線中近南明20（1817）『 P3・一二無二校普及舎明・・；一．23（・SS7
t　　　　　　〈25一294＞．・「ry9・）一3冊計528，（尚友会叢書）

‘調物始原．絡隠魚4ヤーレス・　　　　　　　〈23．．68＞
　　ダLヰ曙・立花銑三郎訳繍綿社1　PUPRA・T，　G・iU，脚廊，e（・872＆？，・’

　　明29（1896）958・≦467・・5・・D22・3－T＞，．　仏〉旧記　tttt・一

　　㈲種之起源（生存競争適者生存の原理｝　　　La　morale，「1901；

．1 `ヤ・一 Vス・ダ「ウ・曙東京開成歯噛r’英訳・M・・al，、。・，e。・i，e6。、h。　p，y。h。一

　　’訳兵聯鰍、前開雌・明38、　．s・・i・1・gi・ql・b・S・・．pf・・hi・吊，ユ9・3．・r．・．b，

　　．’．（19．9P．？．一．　e99’P，　’1　’　〈99’i48＞　． G・L・　Greenstreet．’

@’@〈17．i－gi＞

　　　〔灘庄三鱒「ダーウ・ンの辻拶、・嚇理学の心騨言及び社会学的鍵、

　　そ喋知・4・糊すン．、・1．デ。プラー著鴨半次旧説礁書’

τ欝罪跡凱卿灘．遠回翌；1）（1906）（辮騨篶よ

　　曾祖論査麟騨著榊専三郎tt．tエーzテル’キ（、？）
　　纂訳山中市兵衛刊明14・（ユ881）・．和　　・原題刊行年不詳．

　　3冊』計161工晦・一〈7一・1・1＞’、嬬襟回術・三論贈エ以テ，レ

　　　〔全2・章蝉・～璋21動訳〕　　一糟竹前齢訳・鴨生鰍松前
　　（22）A類の蛛及ひ麟鰍より見た窃　．岩太蠣神灘RA2S（・892）・、8P

　　．女蘇チ・一・？ス●グーウ・曙』田　‘　　　，、・＜特・6－s63＞
　　帳鰍隆‡館明42．（・9・9）．”i・89　’　〔友成新太郎著「即朧己臆法」（明23），・

　　P’』　〈467Ll］”42－2．a＞　田干三二　記臆の細（明4・）等
．．、　”〔第2版（1874）にSる〕　・．，　已4篇で合本となっている．耳。，tl。k。，　F。．、，

DITTESS　F・i・d・i・h（・829～・8％蜘一a・k　Warri。g・。h（・858・一’・905，来〉と

　　教育轍「ペダゴギウ・・誌の臨　　1』思われる赫明〕
L’??窒b浮モ?@der　Psycholog’ 奄?C　1873・　”　Fou－EE，　AliFed’Emile　（lsSst－lgi2，1

鷺雛工部騨訳．、金詰錦・：艦喚呼噸力）瞬えを

・PONALDSON・　H…y・H帥・rt・・（・857～．．．E・qgisse　P・y・h・1・gi…d・・p・upl・S・ur一・

．1938；1米）神経生理学弗「平・・大教跳tt　　・pe・n…903・・一，〈・32－140＞

．’shr・9蝋h・f　th・・br・i・・a’・s・・d・’・f・　偉蜘：1・1各国民の雌、アルフ殉ド1・エ

・n　磯m’n　「elat’on Ato@ettticat一…ミール．・　’7・声門糊‡日本・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一　42　一　一．

　　　　　　　　［・



　文明協会　大1（1912＞　上下2冊ttt計

　’926p　（大日本文明協会刊行書　第2；期

　’・ca4，5編）　、

　　　　　上巻〈361．6一耳42＞，下巻〈343－5＞

GA］LTON，　Francis（1822～1911，英）優

　隼学の提唱者。統計学を応用して個人差を研究，「天　「

　才と遺棄」（1869）等多くの著作を著した。

（a）　Eugenics　；　．　its　．　de　finition，　scope　and

　aims．　’　（b）　Studies　in　national・eugenics．

　In　：　Sociologi6al　p．apers，　1905－6．’

29）ユージ出二。クスゴールトン三三

　能文解説　目黒書店　明40〈1907）　（新

　著梗概　第3身上　p89～100）　L、

　　　　　　　　　　　　　　　　〈78－66＞

　〔ユージェ，二渉クスの訳語として，三生’

　学，善種学，人種改良学等は「穏当を欠t

　＜の嫌いもあれば，原語を用いた」とあ

　る〕

GIBSON，　William　Ralph　Boyce　（1869

～1935，．英）ロンドン大学講師

The　prbblem　of　freedom　in　its　relation

　tQ　psy’chology．　ln：’Henry　Sturt，　ed．，．

　Personal　idealism　；　philosoPhical　essays　’

’b￥　eight’　merpbers　of’　the　University

　of．Oxford，　1902　i　p134tv　192．

　　　　　　　　　　　　　　　〈192－28＞　・

　圃自由に関する問題、ギブソン著　中島．

　力造解説　目黒書店　明38（1905）’（新

　著梗概、第1輯下　p　97・y104）

　　　　　　　　　　　　　　　　〈78－66＞

：旺今LL，・Granville　Stanley（1846～19’24，

米）アメリカ心翠学会創立者の一一：・人。児童ら理学，青

年心理学，宗教心理学などめ開拓者。・

Adoles6ene’；　its　’ 垂唐盾モ?盾撃盾№凵@’　and　its　rel－

　ationS　，to　physiology，一　dhthropologY，

／sociologY，　sex，’@crime，　religion　and　．

　education，　．1904．　．　〈250－414＞

　圃青年期の研究　スタンレー・ホール著’

　中島力造，元良勇次郎，「速水滉，青木宗1

　太郎訳．同文館　明43（1910）683’p

　　　　■　　　．　　　　　　　．　　　　　　　〈328－334＞

HARRISON・Eliz・beth．（1849～1927⑳

　アメツカの幼稚園教育の開拓者。下記は50版以上を重

　ね，8ケ国語に訳された。

Astudy　of　child　nature，1890．

　圃児童研究・一・名児童教育の枝折　エリ

　ザベス・・パリソン著　松本春枝一躍文

．館，神戸福音館　明40（1907）、284p

　　　　　　’　　　　　　　　　．’　　　＜252・5－24＞

HAVEN，　Jgseph（1816ん1874，米〉国教会

牧師，教育者。平かゴ木の精神および道徳科学の教授

　もっとめた。

Mental　．　philosophy「．一includihg　ihtellect，、

　sensibillities　and　will，．1857．　　＜2－20＞　　〆

　圏心理学　約蘇・輿般著「西周訳　文部

　直明．8～9（1875～76）和3冊本文

　計250T　　　　　　　t．　　〈特35－212＞

　〔はじゃて、「心理学⊥という術語が用い．

　られたものであるが，実はこれは雷序

　た1原題は「智情意≒部ヲ包括セル心理

　哲学ト云フ義ナリ，今約シテ心理学ト名

　ク」、とあるように，psychology．の訳語

．ではない。書名において「心理学」が

psYchologyの訳語として用いられた最

　初の例は悪らく（6）である。倒以前に明治

　7年差1974）西埴輪「致知啓蒙」では
　　　　　　　　　　り

　「性理学〔Psychology　of　mental　phi－

Iosophy〕」とある。訳に原書の1869年版

　によっている〕

　図南服氏著心理学　約琵i奨般著　西年季

文部省　明12（1879）　2冊　「三文計

　1，135p　　　　　「．．・　．　tt　　l〈35L49＞

　〔幽と同内容。正誤表5pと引用書目7
　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　ロ

　pを附す。轡型と契般はア・マ〕．

　即興服氏心理学　約悪契般著．西周訳

　小笠原美治翻刻発行　明14（1881）　2

　冊　本文計1，135　P　　　　　《30－34＞
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　　〔図と旧版，但レ誤植訂正涛〕　　　　　　　　Erfaring・1882・．　　　、

　　纈駈心理学門門四脚周訳　　独吟・P・y・b・lggi・i・UrP・ir・r・’．auf

、　竹川新四郎翻刻出版　明治書房発行　開：・　　（｝rundlagg　der　Erfa与rung，〔2・・Ausg・・

　　2b〈1887）上下合冊　本文計92■P　t　t　t　t』　ユ893〕，　tibers・vonF・Bendi海ヰ

　　　　　　　　　　　　　　　　，＜23－51＞　　　　・　　英訳：Outlines　of「．psychQlogy，　1891・

脇tW臨Bernha，d（：？，独）一 @tt・t・・b・M・ty　E・L・w・d・・∴、

ρ濃盈難鵠搬：・黒髭る聯獅
r韻脚9ぬh岬1岬・、1・睾1鷺撫ラ藷押字グ
、嚇葡写照学べ・レンー・Uド・べ・・、　明28（1895）．’・336・P一・〈45－250＞・

　　ギ曙』桑野礼治訳元繭次写物　　〔7章中5章までの訳〕
甑房OP32、．（1899）、・・3・，　．．噸正改面訴・・ラ・レド’9ベフヂン

　　　　　　　　　　　　・．醜く253諭tt曙函嶺太良随訳石田新太郎刊

響器糊鼎麗識・騨ク陶2∵1圃3》
諜欝瓢臨　　．…．塩鱒・醐一一
1．融逸一1。．・ルト心理学・一γ」フザ・E・’L・w・d…S・it6　Sh・b6〔高東翻〕・

’諜堂螢膝撃轡堺．，Hl課農蓋』u（、畿舞
　　　　　．1　．，　．・〈72一’・86》．釆）「二・二・r・大の鞘史酒学史の織

瀦蹴嘱蜘第∵翻1勲記蕪蒸
難轍即詰藷暴論。・志謙霧ら晋薫難早1幽議二三・

　　P　　　「「．＜68－435＞　’鞭総廠4溝上「P　53・・93）〈78－66≧

鐙翻鍔際ピ臓？隻細評聯）．釧
：駅躍轡騨殉．丁麟膣繋謬田中治

耳OFFPING；欺a互d（1843～1931・・デン．t　t勧を持・沁理機・意識轍・を翻U1ま

．’

}・一Lク）、齢者，・下記は麻的繍として広く融．　．姓理学腫視した．晦年は思者機てナラグマテ

　れた6、ttt’　・　　　　　陸ズムの指導者・
’？s￥kologi　i．　Omtids　paa’．91Uridlagq．qf　’　Psycho16gy，・　’briefer・，cgurse，　18？2・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一　44　一一一「．／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．



　　　　　　　　　　　　　　　〈127－96＞　　　『　〔当時唯一ゐ半1月三三三諦“The　stu一

　㈲ゼームス氏心理学　福来友吉解説、育’　　dent”よりの抜刷〕

　i成会　明33（1900）　242P　（心理学書　　』KA・Y，’David（？，華）

半分聯4），．’ @．〈87－10＞　M・m・・Y・lh・t・itisandho脚i皿P「ove

　囮心理学精義　ウィ，リアム・ゼームス著　　　　it，1888．

　福来衣吉訳　元良勇次郎校・同文館　明　　　’圃記臆術』ケr著、渋江二二　博辛館．

　35（19吻732P　．．　〈74－358＞　　明27（1894）177P《寸珍百種第48編）、

Talks　to　teqchers　on　psycho1ogy，　and　 　’　’．〈71H157＞
t・・t・d・nt…1if・”・　id・al・，　；899．　　．．〔Rib・tのDi・・a・e・・f　m・m・・y・（L・9・

　㈲教授的心理学ウィリャム・ゼームス　　　’i　ai4dies　de、　la　memoire・ユ881）より数

　著　一門敬受抄訳　金港堂　明34（1901）　　　　節を訳して補す，とあり。かなりの自由

・58P．、　　　．〈263－87＞”・訳〕』、
1鰍恥理学講義蛎1」アム・ゼームーKING，　H…yChurchiUζ1858～1934・

旛福来友吉訳門門明4・（19・8）　米）オーベ…カ・・ジρ騨群の脚・総
　253十39』P　　　　』・　　　　　　　〈252－180＞　　　tt　長もつとめ1ヒ。

　　〔講演ド休養の福音」を付する〕　　　　・、Fundaniental　pripciples　of　rationa1’1ivi一・

JOLY，‘He愈i（1839～1叩5，仏）　・　　‘　　　ng．　．．’　　　　l

P、y。h。1。gl。　d。，　gt。nd，　h。mm。，；．・883．　（・3）a理的生活の麗キシ’グ講演石刀「

出納歯学細細潔一計四聯騨。）・、ゆ
　　　　　　　　　　　　　　“　〈63一…〉．・〔出漁日纏翻青年面素にお噛．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会第1べ’4回の記録〕
Jの耳伽「且es恥ba「d！1873～！946・　K、］RKPATR、CK，　Edwin・A，瞬（、862

畿鷲臨ゆ一瓢鍵惣ン既シ・晦
　　　　　　　　　　　　　　〈252－J88＞　’　Funda’m’entals’of　child　situdY；adisC”S一

酌生醒学（臆鯖之酵下根抵）　、i。ri。f　i。、，i。。，，　a。d・．。、h。，・fa。、。rs・i。，・

チ・一ルス●・ハノミードeジ・・四大　h。in。n　d，V・1・pm…．『wi・h　P・a・・i・a｝

　　　　　　　　　　　　　　　〈i90－97＞　．．　494b．’　・　．．　〈2s2．s－3i＞・’

灘朝憲霜露・1二翌驚編｝縣騰
醐瓦H融寿・・（加賀秀一）（？旧）■IG・und・i・s　d・・P・Ygh・1・gi…S93‘

．曽A』P・y・h・1・gi・a1…d￥・f・h・・m6d・rri．．彫・・Vぺ恥群四丁1源三鰭

　Japanese・Yoshioka　F〔吉岡書籍店〕…　　　育成会明33（1900）184　P．（心理学

ユS8U・〔明21〕・18・・tt・〈4’16＞・＿書解説分聯7）tttt’1．〈87－10＞’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　45　‘一一



　　　”

　　ゲルハルト，’一アドル7・フォン（？，独）．

　　原輝，刊行午不詳

　　　岡実験記憶法アドルフ・フ。ン』ケ，レ

　　　ハルト著小林鉄太郎訳　半可医学概究

　　、会明26「（1893）50P　〈19－397＞

　　LADD，　Georg．e　Truntbq］1　（1842t〈・1921，

　　未〉哲学者。ジ鱈ムズの三三腱」跣んじて

　　　「生理学翻心購」（1887）潴わし，アメリカ三指

　　　の開拓者．となった・、　　　　　」
’．　．Ogtline　．ofl　physiological　．psychbldgY，’

　　”1891．　．　．　〈109－106＞
　　励隼豹嵯学ツラγブル・ラ。ド著

　　　渡辺モ治郎訳　中外出版社　明34（1901）

　　’40．2，p．　．
　．　〈91－73＞

　　Primer　of．psy6ho16gy，　189．4．　．

　　・二國初等心理学　ジオルジ・’トラン）“ル；

　　　ラ弾鳴尾昨蘭副房卿
　　一（1897）．　3．16p　’．　’　・　’　〈76－84＞

　　’x　Pr’ime；　of　’psyghology．　Seit6　Shob6

　　　〔三冠房〕・1905湖38〕・224P・、

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈158r85＞　．

Hsychology，，　’desgriPtive　andexplanatory，　’

．ii　8．94．．．．・　’

黶E
@〈1’26－14＞

　　　画ラッド氏記述的説明的心理学．雀部顕

　　　宜解説』育成会　明34（1961）211P

　　∫《心理学書解説分冊第t1）　，・〈817一・10＞，

　　原題不詳　　　　tt、
　　’㈹教育学二応用平タル心理学　ジー・テ

　　　ィ．ししラヅド講述　浮田和民逼訳　帝国

　　．‘教育学編「中島力造埣　文学社、明33．

　　　（1900）・360p　’　’・　’　〈252－97＞

　　一　’（来日中，’明治32年7・月帝国教育会にお‘

　　・ける講演〕／t．tt　　・　　　　　　　L

　　原題不詳

　　　御ラレ．ド氏心理学講演　剛志政次抄訳

　　　前房・明34（・90・）168P・＜91－76＞

　　、tt．・｛来日中，、明治32年9月25日～10月6日

　　’；’の帝大における10回の講演を，The　phi一・

　　・”　i9・・phy・・f　mi・d・1895．ぐ197＋33・〉を

　、参照して抄訳〕

、馬EBON，・（｝ustaye（1841ん1931，仏）社

　会心理学者。群衆の非合理性を論じ，群集心理学を開

　いた。．．

Les　lols　．psYchologiques　de　1’6v61utiori

．ldesi　peuple，s，　1894．　’

　國ルボン氏民族曜学塚原政次解説
　育成会　明33（1900）　113p　（心理学

　書解説分冊第5）　　、　　　・〈87－10＞・

〔アール・テレチェブの莫訳The』psy．

chology　of　peoples，1898による〕

圃民族発展の心理　ギュスターヴ・ル・’

ボン著前田長本町大日本文明協会

昭43（1910）226p　・（大日本文明協会

刊行叢書第28Wt）　　　　　．〈78－98＞

Psyehologie　des　・foules，　1895．

LEHMANN，
く1858～1♀21，デγマーク）コペソバ』ゲシに実

腱を齢騨研究で知られる・　・
Hovedlovene”for’det　inenneskelige　F61－

61・eli・プ1892．　r‘

　二王：Die　Hadptgesetze　des　menschl．

濫諸lh嬉1eblnら189肺bα昏．vo「’

　圃レ「マン氏感情生括之原則　石幡伊三

　郎解説「育成会’明35（1902）268p、

」（心理学書解説分冊第1）　’　〈87－10＞

LIGNEUL，　A．　Frangois（’ H，仏）

原題』刊行年不詳

　’（66）実験界と迷信界『リ三二ヒ著　前田長

太訳石川融蜘∴明9‘、（・9・・）’、…

　p　．　．．　’’”　〈82－266＞
PINDNER，　Gustdv　g！，dolf　（1828－1887，

オーストリア）プ・一壷町⑳・逆立に
　属し，社会心理学を重視した。

．L・h・bti・h．d・・．e血画・che・P・y・＃giggie』

團群衆心連　ボン著〔大山郁夫訳〕　大

日本文開旧藩．明43（1gio）’3．12P　（大

二季文明’協会刊行叢書第34編）　〈78－98＞

　　　　　　Alfred　Georg　Ludvig
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als　induktive’r・．　Wissenschaft，　1858．　一

　　　　　　　　　　　　　　　〈92－178＞

ee　Manual　of　empirical　psychology　as　an

　inductive　’science　；　a　text－book　fof　high

　schgols．　and　golleges．　trt　by　Chas．　De

　Garn真9・、〔i889〕・Y・・Uchida．（内田三兵

’衛翻刻〕，1893〔明26〕，’274p．、

　　　　　　　　　　　　　　　〈103－58＞

　御麟氏実験心理学　リンド子ル著　田中

　治六，三石賎夫訳　有賀長雄校　牧野書

　．房朋27一・28．（1894～95）　2冊549p

　　　　　　　　　　　　　　　　〈72r96＞

　〔De　Garmoの英訳も参照しての訳〕

三三三三心理学リンド子・レ引回・

　治六，三石賎夫訳　有賀長雄校　丸善

　明30（1897）増訂2版　479p　（上下合

　冊）　　1．　・ttt　〈74－133＞

・LOMBROSO，　Cessare（1835～1909，伊）

犯鍬類学考・天才eas気の類三論Vfgことで有

　名。

Genio．e　follia，　1864．

　回天三論　ツェザアレ・ロムプロヅ旧著

　畔柳郁太郎抄訳　普及舎　明31（1898）

　211p　（新撰百種第5編）　　　〈76－99＞

（たなか・’く．にお　索引三三主査）

．
三

ノ
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