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心理学関係邦訳書目録 明治篇ζ下）．

田　中　邦　夫’

MAASS，　Bernhq・d（？，独）・．グ。ツ

　ツ師範学校校長。

Die　，psychologie　in’　ihter　Anwendung

　auf　di．e．Schulpraxis，’　1879．　（Separat一

　岬・u・k・u・der　zw・it・p　A・fl・g・v・n

　‘Der　Volksschul－Unt’erricht’　von’Ed－

　uard　．BOck．）

（70）小学鮒鯛心理学摘要ベー　erマt．

　一ズ著　iドアルド’・ボック摘要　湯本

　武比古抄訳博満堂明21（1888）101P

　　　　　　　　　　　　　　　〈特21－224＞

　（71）学校実用心理学　べし　’；マース著

　湯本武比古訳　金港堂　明22，24（1889，

　91）2冊計270P　　　　．＜42．57＞

：MARION，　Henri（1846～1896，仏）パリ大

　学蝉部教授・

Psychologie　de　la．　femme，　1900．

　　　　　　　　　　　　　　　〈105－131＞・

　（72）女性の心理　A．ンリ・アリォシ著

　前田長太訳　蛇骨社　〔明41（1908）〕・

305p　’　・　’　’　’　・　．〈63－20s＞

’］MESMER，　Franz　（Friedrich）　A．ntQn・

　（1734～1815，二三ト、リア）ウ，一ンの医’

　師。．磁石を利用した催眠術を始め，諸病を治療した。

　生前は認あられず山師とされた。

原題，刊行年不詳

　（73）動物軍気概論鈴木万次郎訳しナ字

　屋　明18（1885）42P（以下欠）、

　　　　　　　　　　　　　　　　〈19－101＞

MEuMANN，　Ernest（1862～1913，独）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　9

　ヴントの弟子。ライプチヒrハンブルグ等の教授。

　実験教育学を提唱した。

Vorlesungen　zur　Einfuhrung　in　die　ex一．

　pe；imentelle．Padagogik　und　ihre　psy－

　chologischen　Grundlagep，　1907．

　　　　　　　　　　　　　　〈252一．M571＞　’

　（74）モイマン氏実験教育学講義』稲垣末

　松講述　開発社　明41～42（1908ん09）

　、2冊計794p　「　’　〈252－179＞’
　　〔21章中11章ゐ訳〕．．

　（75）実験教育学　モイマン著　吉田熊次

　解説　目黒書店　明42（1909）　（新著梗

　概　第4車母」ヒ‘p184～200）　　〈78－66＞

　　〔原著初版21巻の内，第1巻の大要〕』

MORGAN，　ConVvy　LloYd　（1852t－1936，

　英）ブリストル大教授誰化論の影響下｝こ人と動物

．雌研究を行な・三脚理学ρ郷者とされる・

A4　introduction　to　60mparative　psycho一　’

　logy，　1894．　’　 　．　．　，　〈147－284＞

（76）モ・レ脚既蜘群序論三富「

槌解説・育成会明33（1900）144P

　（心理学書解説分冊第3）　1　’＜87－10＞

MORGAN，　Thomas　Hunt　（1866tL1945，

　米）』。ンビア大実験動物学教授。

・Evolu．tion　and．　adapta’tion’，　1903．　．

　（77）進化と三三　モルヴン著　中島力造

細七二1曝書店朋39（・9・6）
　‘（新著梗概第2奉上　p1～22）〈78－66＞

MORRISON，’@William　Douglas　（1853r一



　　　1943・琴）．・ン・ン郊ゆH・M，刑務三三・．．．　＿r　　ノ．〈72一・S5＞’

　　坤・i1・・ff・nders・1　1897．．、．〈・28一・76＞　PRINCE，　Mg・t・n（・854～・929，米）　．〈，一，

　　　（78）不良少年・テリ・．・漕・小塩高恒訳．．．．ヴ・一ド礪床心珪学研究所を創設．㈱理学・

　　　警醒社．明45（1912）．354　P＜342t63＞ttt．．正配心騨の統｝をあざした・
　　　あ　　　　　　　　ズ．IMtiNSTERBERG，　H・g・．．（18御9・6，．．．．．S・b・・n・ci・9・ph・P・m・・…9・0・．　’

　　　独）ヴシ・三幅ザ，一瞬接・なり，以　・r（83）副意識現象プリγス・モルト曙

　　　後膨｝こおv・て多方両の応用心皆野発達ヒ寄与した。　．．．．久保良英解説　目黒書店．明45（1gi2）

　　Di・‘Ame・ik，・n・s’・・904・、一．〈160－2＞．．．1（新鞭三三7輯．’P・30～6？）〈78－66＞’

　　　．．99）米国ee．・．・シろ勉べ・レ曙「－岡’　・〔6卸学者の説をP・i　nce．がまと環、

　　　糖雌蘇．畑本姻雪明44　．．　t1　ttものよb・？r’n・e・　M“n・…b・・g・Rib・t

　　　（lg11）852・P・／（大日憩明協会干1磯．．．の紛癬説〕．

　　　騨＄8編〉　・「．．．．．．、．く78二9S≧．一R今PESTOCK・P・血1．（？・．・・独）

　　　’〔Th・A血r・i・an・・1905？　t・・by　Edwi・、．．pi・Gew6hnup9・pd　ih・e　Wi・htigk・it．．

　　　耳・耳q1・・〈・62・68＞．による〕．．　l　l．”　’　’fti・．　di・Erzighung，・e’i・・p・y・h・1・gi・qh一・　一

・Fr・・hpl・gy・nd・・im・・　lgQ．g・⑱・8・〉：’．．、．一IPad・g・gi・ch・・U・・err・・hun琴…S8・・．、

　　　（＄9）雌学と響、ミ認神一べ・？’　．u．＿．．英訳・H・bi・　．・nd　i・昌im・・…n6・i・．　f　d一

　　　．著．・速水滉鰭．鴫開明44（・gl・》・．『．・・4ti・n・・n　essq・．．i・P・d・g・9．i・al・・y一

　　　（鞭騨5輯P85一’112）〈18111＞．∵噸脚‡∵y漏壷細論、〉

　　．孕R岬・」晦・S’Biss・tt（・875・ylg44，　＊）．．’，く串4）慣習乏’雌膜効用パ・ウ・レ・ラ曽

　　　戯？アムズ・．ヵセ．レジ哲学助教授。．．．．．．，．1　　プ冬卜．ジ．ク著．重具経威重訳　普及舎

．畔・．pS・・h・1・g・・f　reli・i⑱・1i萌．’・907・．．．明2置く・894）．．・82　P一．〈7？一・r4＞，

　　．1．tt　’　tt．．．t　t．　．．∫．＜183r148＞■RIBoT・』Th6・d・1・A・m・nd・、．（1839～

　　　．1（8P宗教’醒学ブ渉曙醸玄智’．．’・9・6・仏）．・デソkにお…科学論牽の瞭∫

　　　，．P述1．目黒書店　明42qgqgプ「（新著梗　．　　あり・一英猛恥理学を紹介する一方・自らも異常』

　　．輝第．塗上・．pi5・～・59）．．．〈78－66＞．浬学等多緬の研窄鱒v’・v’聯「騨方．

　　脂漏・．W且晦m（i84・，・J・897，独）イ，㍗．迭4を瓢た・■　　一．．
　　　．・地騨鵡繕は最初め瞳・三品あ、’．1・L’h6・edjte　；．　etdd・prY・h・1・gi・…u・，ses

　　　l・・．・・．1t、’ttt　t　’”．ph6・Qnie・・＄・．se＄　，lgi・・…e・．・a嶋・＄e・・

　　瑛・βee1・，des．．　kihd・9㍉、Be・b，・・h・gng・n　l　．cQ・・6…pce…873L　．〈・6gT2・9＞

　　　噸・die』．「9・’・tigr．．E・・wi・klti・g．嶋t．．　t．．t1、　tt〔2版聯ph6・6d’℃6　P・y・h・1・9’q朗

、　∫．Menschen　in　den　ersten．．Lebensjahten，一・’．　．（85）心性選埋門．リボ7著　田中勝之丞．

螺士琵．面血∴繭淫21；ピ∴．．礎掌．．騨8gll）316農8脂1。。〉

　　．．’i819r　tr・　by．’H・W：，　B・・WPr．1．．一・．．「〔全4篇中事実，．1理法の’2篇の訳〕・

　　　　　　　　tt一．．1．1’〈59・276＞・＜5吻7＞　．孕・y・hg1・gi・a11・血・hd骨ゆ・・卿・ai…

　　　．（聾児臆鍵一理プライヤ’r：著・、’．．．is79・、

・　プラウγ英訳∫寺内頴軍駅、黒田牢治校　　　．　ttt　tt（861心理学史（独逸国最近心理学二二）．

．畔∵1「ll∵1．ll．∵囎珊罫1繰興



　’（1894）？〕　113p　（哲学三三6学年講

　義録）　　　「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　〈14－219＞

　〔「心理論」（井上円了講），「心理学情感

　論」（沢柳政太郎講）・と合冊〕

La　psycholo’gie　de　1’attention，　1889．

La　psychologie’　des’s6ntiments，　1896．

　（87）’リボ同氏感情之心理及注意之心理

　市川i原三解説育成会明33（1900）166p

（心理学書解説今冊第2）　v〈87LIO＞

　〔英訳：Psycho16gy　of　attention，1889

　〈103－38＞，　．The　ppychologY　of　the　emo一’

　tions，1897〈193－198＞による〕

．La’ユogi（pe　des、sentiments，19051

〈88）感情の論理　リボr著上野陽一解

　説　目黒書店明44（1911）（新著梗概

　第6輯・p　27～73）　　　・’＜78－66＞

ROSS，　Edward　Alsworth　（1866一一1951，

　米）ウィスコンシン大社会学教授。本書は「社会心

　理学」と題した最初の本である。

Social　psychology　；　an　outline　and　source

　bogk，　’19Q8．’　〈301．　15－R823　s＞

　（89）事書心理学　ロス著　今沢慈海解説、

　目黒書店’・明44（1911）　（新著槙概．、第

　6輯p74～144）　　　　　〈78－66＞

翠OYCE，　Josiah（1855～1916，米）・・」ヴ

　アrド大哲学教授。

Outlin・s・・f　p・y・h・1・gy；・n．・1・m・nt・・ゾ

　．，treatise　with．　some　pragtical　applica一　’

　tions，　1903．　・　’1　〈150－R888　b＞．

　（90）gイス氏心理学　ジョージア・ロィ，

　ス著　風見謙次郎訳「成美堂　明43．

　（1910）　398p．　・　〈328－355＞

SCRIPTURE，　Eqward　Wheeler　（1864

．～1943，米）ヴント由下qイ＝一ルゐ心理学実験

　室の創設者。

The’ne’w　psychology，　1897．　〈193“301＞・

　（91）実験新心理学・スクリプ手ユア阿著’

　塚原政次訳－富山房・明34（1901）∫2．冊

　計642　p　’．　、　　　　　　　　〈93＝14＞

SPENCER，　H：erbert（1820～1903，英）

　芦学為ダ＝v・ン跣んじた懲細思御搬
　者であり，その「綜合哲学」．全10巻（1862d893）

　　は当時の各国に広く普及したg‘‘Principles　of　psy一

　『chology，，（1855，第2版1870）＜G37＞はジェーム

　　ズなどに大きな影響を与えている。

First　prin’モ奄垂撃?刀C　1862．　’

　　　　　　　　　〈G35＞，　〈1－117＞，　〈G39＞：

　　（92）万物進化要論　スペンサ「著　杉本．　　　t

　清寿，西村野道抄訳民徳館明17（1884）

　　111p　．．’　’　．’　’．〈34－44＞

　　〔第2篇12～17章の訳〕

　　（93）哲学原理ろペンサL著・山口松五

　』郎訳　加藤正七刊　明17（1884）上巻之

　一～三合本計36命　　　〈32‘96＞

　　〔第4版（1880）第1編の訳〕

　　（94）哲学原理、波，斯三三著　山口松
J‘ ﾜ郎訳』加藤正七刊r明17（1884）　123

　　p　　　．　　　　　　　　　　　〈32－96イ〉

　　〔表紙扉に完とあるが，（93）の上巻之

　三と同一〕’、

　　（95）斯氏哲学要義・一名「スペンサ｝民ま、

　、原理総論摘要俗解　四三小二郎訳述　哲

　望学書院　明20（1887）ユ28P〈特21－975＞

　　〔第1編の要約〕’

　　（96）総合哲学原理　スペンサー著　藤井

　宇平訳経済雑誌社．・明31（1898）・826’

　　＋7p　．　．・．　，　’　〈76－220＞

　　〔第4版（1880）の全訳d原著者による

　　「すべんさ』氏綜合哲学大綱領」（Athe一

．・・p嘩188a7）、鮒すb〕’　　、
．Education）’　intellegtuals　moral，　and　phY－

　　sical，　1861．　H．　〈252‘Sp　3＞，〈G59＞　・

　　（97）二三教育論斯本色（ハルベル．ト’・

　．スペンセル）著　尺振八訳　文部省tt明…

　　13（1880）　479「p’　1唱　　　　〈253r3イ〉

　　〔米版（1875）による〕，

　　（98）武辺鎖氏教育論旨i義　小田貴雄i講述

　・伊勢崎真理書房朋18（1885）上巻268・

・一一一一
@11　“一’一　．



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　t

∵諭一tt』9253T3・’t＞「噌翼翻認三図　し
　　（99）標註心血教育論　斯迄鎖著　有賀長　　　今manua1ρf　psychology・1898－1899・

　　雄訳註旧記兵衛三明lg（・886）上、　（105）スタウト氏心理学穂政次解説
　　下鉢計57・P　　〈253－3一〉、tt育成会OP　34（・9・・）24Q・P雌轄

　　　〔背表紙に†巻とあるが上下合本。なお　　　　解説分冊第9）　．　　　　　　〈87－10＞

　　〈99）～（…）’は強豪（・885）と日面刻ttt　E「「o「・1”I　Hen「yStu「ちed・，・Pe「・…1

　　版J（1883）による〕　　・　　　’ideali・m・phi1・・gphi・al　ess・y・by・igh・．

　　（…）醗曲面論鄭辺鎖著韻．「、m・mbers・f・h・U・i・…i・y・f・・f・・d”

　∫羅訳註牧購兵衛刊朋2・（・887）2、1902・P1～46・…　　〈．192・28＞
　　版．上宇合本，計571P一〈253－3二〉　　（106）誤謬論スダウト著中島力造解

　　、．〔（99）と同rだがゴ背表紙に完とあり〕　・　　説　目黒書店　明38（1gq5）（新著槙概．

　　・（…）校正雛賠糖論メ御切　　第廊下‘，　P75～83）　‘〈78－66＞

1薫（蒙讐諮騨響謂T恥r岬剛醐驚鵡

魂欝と諜繋留r’騨欝店爺鑛）識

　　P．tt　t「tt一　　〈特・8－69＞・Whythemin4hasabod防ユ903・

　　5冊・計775・P　’　”　・＜3・．233＞・・鞭堺町2醗酵P23～66）、〈78・66＞』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUL：LY｝James（1842～1923，英）ロソドソ
　　　〔1～10章の訳〕

響謙撫富融駕．難㌶轟攣灘懸l
　　nners，　1899，　’X　・　・　’　．　Teacher’s　handbo．ok　of　psychology；　on

　　（・・3）ス〃リー恥理学・教翻究所』「th・b・・i・・f・h・・“0・・！i・…f・・y・h・一

　　訳右文館　萌33（1900）』68p〈81－421＞　．　logy”，『1886．　　　　　　　〈252＿Su5＞

　　　〔扉には「■タンv一」とあり〕tt．’．tt　　（109）左氏応用心理学　惹迷斯左来著・

　　（104）英和対訳心理学　ハイラ4・．eエム　　、　和久忌辰訳　牧寄書房　明20～21（1887

　　・メタγレー政教育学術研究会訳同　　　　～88）972p（第1～8巻合本）

　　文餌　明36（1903）’70p　（教育研穽叢・’　・　、　　　　　「　　　〈23－210＞

　　書）．－』　「』’　　　　〈138T184（洋）〉　　　　（110）左乗応用心理学　惹迷心心来著

’；STOUT・・G60rge．Fred．erick　（1860～．　　　和久正議訳急雷書房　明23（1890）　2

岬町∵　脚㌦二冊物．．．　、幽〉



〔三三3版（189・）に‡噸とあρ〕．t，．d・・See1・・f・hi・k・i・・n．　b・i　Ki画・

、St・die・・f　ehildh・・d・．1895・・、　「．．．・Hessi・ch・B・i・・ag・．．・u・Geieh・・a皿k・it一

　　　　　　　〈252．5iSu5＞，〈252i　5－Su541＞　，・　tmd　Kitnstb　1787，　StUck　’2　und　3　（Ge一・

（1・・）サレー氏児童四丁黒田定治解　．，sam・・ahi・ng・S・ti。k・6・’ti。d’・7）1

　説育成引明33（1900）214P．（心理　 ．’ i！16）ディIYデマ∫ン氏児童観察録及其三二

轄轍分冊第・）．　　〈S7・iO＞．　t　tt．評教醐究所論右蜘．明32（・899）l

S緊騰翻灘商魂）r￥．i’．．．，；4’p．　9E三三騨第ユ三無6＞

Ip．　tellig．eun．cg，ge　c．erVdLau・　（Le　’ce．rveau，　1890　’　’．’　’一，（Tiedemanh’s　rec6rd・　pf　ihfafit　litd，’ati．

の：’”““部と思神るコ　．・・．　Eri、li・h　y6rsi・，6f・h。　F。enとh・rahs一

　　　　　　　　　　　ス．・レブレー著．．融学■　1。・i。。．。nd．　c。mmenf。，y　b，　Bern、，dl　〈112）智識と脳髄

欝欝：翠驚口無馨謬．黎無縫醜諮
　．（113）智識と脳髄　スルブレー著　教学、　、　de　l・enfant，1S8i〕．

磯和嬬下訳欝磯和一会明』．．T・TCHENER，　Ed’w・・d　B・adf・ird（・8・6；

42（1gQg）2版56・　〈特4gT799＞．．ん・92瑛）．沙ジ，門下よ，。．，カ、。渡，，，、

　〔（11．2）．と．同噌。但し扉が残存〕．’　　　．．　．1・一ネル却こおいて’ヴソトの学風ol移榔こ努め，「厳密

TAYLOR・．　Aib…R・y・・ld・（・846一．’．な内観鰍・理学9指導ゆ燐鞭与え，．．

1929．・米）・γ・効蜘講二二．．　　　た・’
The　sludy　oif　the　，child；a・　brief　treatise　4L”　outline’of　psychology，　lsg6．　”．，

S・尊．the　p・ych・1・gy・f　the　child　with．．・．．’（117）ティチェナ“氏や理学綱要　松本・．

　suggestions　for　teachers，　students，　and　　　　孝次郎解説　東京専門学校出版部．〔明．

P・・eri・s．1・898・　〈252．．5，T2・5＞　』33（1900）〕、和148・‘！繕纈文学教

・（114）児童心理及研究法．i－iアワ〉。，．．、育科．i）．　t．　・■＜4・一・02＞

テーラー著斎澱章抄訳漏壷明．．、・’．　一A　p「ime「・of　ps￥ch61・gy，．1898・・．．

　33（1900）311P1　　　』．1〈2S2．5－9＞　　　．（1i8）心理学通諦　ナィチ．d’ナー著　．石l

TH・RNDIKE，　EdWard　Lee．．（・874ん　．．騨三郎諌元良勇次郎，．速水滉課作

論無識力b騨．動騨・漁船美即糊40留．

、膿識盤搬⑰1犠撫d無いナ梱
，　1　’

^　〈140L22＞　，　The　psychology　of　childhood，　lsg3，．

（・・5）入門研究イー，ソ」シダイ曙，　　．．一‘1．　1．〈卑27－256＞

北沢定吉一日輯三会卿（・9・4）　．（⑱児恥理学．．・フザリ・ク），一．トレ、

　272P　・．　．　．．．　　　．＜45－467＞　　・．　イセイ著、．高島平三郎・松本孝次郎訳l

T・EDEMANN・pi・t・i・h（・748～・8・3，、．「 P，甑舎．．明32（・899）3・2　P．．〈252・S・・4＞1

独）マ・ルブルグ大哲学凱瞳鴎・経論’■＊Th・．P・y・h・1・gy可・hildh・・d・西轄．

理学の業績も残・た・t／． @．．．　　．三明32（189g）．．’．170P1〈252・5－T675＞

B・・b・rhtung・n．　tib・r　di・E・t▽i・klg・g．．〔第・脚897）．．曝刻〕．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一13一’



’W，UNDT？　Wg］helm　Max．（1832trr1920；

独）187螺・ライプチ・た世燕初の’b理三三

　葎設立，各国の多くめ研究者を育て，近代心理学め

　始祖的存在で回る。研究三野は生理学的心理学・犀

・回心三三から晩年は哲学s、倫理学に及んだ。

VorleSungep，．，　i’ber－Menschen一　gpd’　Tiersr

geles　1863　’，　．．．　．　，

　英訳：Lectures　on　human　and　animal

　．pgychology，　1896，　tr．　by　J．E．　Creigton

　＆　E．B．　Titchener：　〈15QTW　965，L＞

　（120）人類．）4動物心理学講義　　ウィル今

　ル■’ダント著　寺内頴重訳　集英堂　明’

・35（・9・2）．2va．計534P　〈93…6＞

　・一〔英訳砥原書第2版く1＄92）．による〕

Grundriss　der　Psychologie，　1896．　’

　　　　　　　　　　　　　．　〈150－W965　g　〉

　（12⇒ヴント氏心理学．．野良勇次郎，中

　島泰蔵訳・富山房　開31～32（1898～99）．

　3冊計652p　「・　　』〈79－229＞．

　　〔上巻に萌32（1899）ゐ訂正再版があり，

　通しぺvジほこの方による6訳語，．ベー

ジ組み々瀬当畢なる9・上巻初漁234pl

　再版222P〕

　（122）ヴント氏心理学概論・中島泰蔵解

’説ttt育成会・萌34（1901）176　P、（心理

轄解説分冊第10）、∫ ζ8740＞・．

Psychologie．’　ln　：　，　Die　Philosophie　irri　’　Be一　’

　ginn　des　zwanzigSten　Jahrhuri’d．　erts？

　hrsg．　vbn　W．　Windelband，　’1904；’

　　　　　　　　　　　・　’〈190－W763p＞．

　（123）心理学　ヴシト著　大島直治解説’

　目黒書店　明38（19Q5）．（新著襖概　第

　3輯下　P193～236）　　・　　〈78－66＞・・

ZIEHEN，「Theo面r（1862～1950，独）「 C
　ェナ大，＝・・　．Fレヒト大払の精神白虹生理的’6理学

　り三三を旧任。

Leitfaden　der　physiologischen　’Psycholo－

　gie　in　14．　Vorlesungen，　1891．

　（124）チ．一へγ氏生理的心理学　松本孝

　次郎解説、育成会　明33（1900）159p

　（心理学書解説分冊第β）　　　．＜87－10＞

　・（125）チーヘン氏増補生理的心理学　テ

　ヲドール6チ・・一一ヘン著　松本孝次郎訳

成美堂明34（1961）増補526P

　　　　　　　　　　　　　　　　〈88－157＞

　〔（124））’（125）共た原書第4版Leitfaden

　’der　physiQlogischen　．PSycholegie　in　15

　Vorlesungeh，1898．による〕

追記！（上）印刷後，次の事項が判明した

　ので記しておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノブーミー，．土ミール→BOUTM：Y，　En：iile

　・Gaston（1835～1906，仏）著作家。文明史，

　憲政史などの教授もつとめた。

　（13）の原書：Essai　d’unepsychQlogie，

　politique　du　peuple　anglaiS　au　XIXe

　、siさcle，　11〕01．　　　　　’　　　　　　　　　〈144－37＞

鯨・Th・・E・gli・h　p・・P1・・・…d・・f

　their　political・psycholo琴y・1904・

　　　　　　　　　　　　　　　　〈159一44＞

　な部，当館に所蔵のあうた原書には更に

次のようなものがある。（一）内は邦訳書番

号。

　（16）英訳書〈252，5－C73＞，（29）〈159－

　138＞，　（47）（48）〈1SO一　’J　29　t＞，　（52）〈59

　－278＞，　（62）英言回書〈136．4一　L　447p＞，

　（64＞〈301．15－L447p＞

∴　1　（たなか・くにお　索引二二主査）
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