大槻和夫先生著述目録

例言
〇本﹁大槻和夫先生著述目録﹂は︑一九九八年一二月までに発行・
により分類し︑それぞれ年次順に配列したものである︒

発刊された単行雷・雑誌所載の先生の著述を︑内容・発表形態
○なお退漏なしとしないが︑確認できた著述は総計五二三点にの
ぼる︒各著述は'以下の方針をもって標示した︒
はその吉名を掲げ︑雑誌所載の場合は論文名を掲出すること

‑ 各著述は'掲載文献ごとに1点として数え︑単行詔の場合
とした︒
2 したがってへ 編纂書の複数箇所執筆︑事典・辞書の複数項
目執筆などは'すべて文献ごとに一点として数えることとした︒
えがさ等︑同lの標題を以て執筆された著述は︑標題ごとに

3 ただし︑雑誌の連載論文・連載講座・巻頭言および文集ま
一点として掲出することとした︒
これにより︑全五二三点の著述は全四1五項として標示されている0
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名へ 発行年月)

﹁標題﹂・所在頁

((共編著の場合は共編者名)へ 発行所

目録番号・買臼名﹄・[(編著の場合は執筆箇所の章節名)・

‑若君

○著述各項の記載要領は以下のとおり︒

例

2﹃ヒロシマ・ナガサキ原爆児童文学選 太陽の落ちた日﹄

労働教育センター︑一九八〇8)

(栗栖艮夫らとの共編著'

[原爆児童文学について ‑﹁原爆児童文学紹介‑中・長
編を中心に﹂ C‑‑o c<JJ

行所名へ 発行年月)

同執筆の場合は(共著者名))・所在頁]

(編著者名へ 発

2編纂書・単行吉 (項目担当執筆)・報告讃
目録番号・表口名﹄ [(執筆箇所の章節名)・﹁標題﹂・(共

例

1 4﹃徒然草学習指導の研究﹄ [六﹁徒然草からの入試問題の
(土井忠生編︑三省堂︑一九六二5)

分析﹂(奥田邦男と共著)0‑s‑‑sJ

3雑誌'月報等'著述
目録番号・﹁(シンポジウム記録・特集号の場合は︑(テーマ
名・特集名))標題﹂・(共同執筆の場合は(共著者名))・
((研究機関会誌の場合は編集機関名) ﹃掲載誌名﹄号数︑所

在貢︑(出版社発行物の場合は発行所)︑発行年月)

借等さまざまなご援助をたまわった︒記して深謝もうしあげる︒

〇本﹁目録﹂作成にあたっては︑大概和夫先生より資料の提示貸

○なお︑大槻先生のご業績各領域の主要著述については︑本誌の

﹁解題 大槻和夫先生﹂の各項にお寄せいただいたご論考をご
参照いただきたい︒

(全著述を執筆順に掲載したもの) を作成し'ヨ醐苛 国語教

○また︑本﹁日録﹂とは別に﹁大槻和夫先生年譜および著述目録﹂

育学﹄5 (1九九九年三月刊) に掲載した︒あわせてご利用い
ただければ幸いである︒
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I

書

論文・報告書・学界時評

単行昏

▽著書
‑﹃中学校指導シリーズ 国語 読書への招待﹄
(広瀬節夫と共著'学校図雷へ 1九七七‑)
2﹃ヒロシマ・ナガサキ原爆児童文学選 太陽の落ちた自ら [原
爆児童文学について ‑﹁原爆児童文学紹介‑中・長編を中心
(来栖艮夫らと共編著︑労働教育センターへ一九八〇8)

に﹂^S‑S]
﹁説明文教材の性
‑g]

格・分析と指導方法﹂ at S︑二 ﹁低学年教材﹁さけが大き

3r国語教材研究シリーズ7 説明文編﹂
‑なるまで﹂ (教育出版二一年下)﹂

﹁論説・評論

(野地潤家と共編著へ桜楓社︑1九八16)
4﹃国語教材研究シリーズ8 論説・評論編﹄
の指導と教材分析﹂am‑S]
(野地潤家と共編著︑桜楓社︑1九八一11)
5﹁基礎学力保障のために② 達成目標を明確にした国語科授業
改造入門し [﹁はじめに﹂ O,<‑I‑‑*CMへ ﹁‑達成目標明確化の意義
‑g]

編著︑明治図雷︑1九八二l)

と国語科授業の改善﹂ ftサ^︑﹁m達成目標明確化による授
業過程の改造﹂

いのある授業とは﹂

‑31

6中学校教育実践選容1 1﹁わかる授業の創造j[第1章﹁学びが

(高田哲郎と共編著︑あゆみ出版へ一九八三4)

7﹃たのし‑わかる高校国語I・Hの授業 ‑文学﹄ [﹁まえがさ﹂

(田近拘一らと共編著︑あゆみ出版︑一九九〇8)

ac0‑‑in(田近淘一らと共著)]

8﹃たのし‑わかる高校国語‑・Eの授業 2説明・論説・作文﹄

[﹁まえがき﹂O.c0‑‑m(田近淘一らと共著Vt I実践の視点

(田近淘一らと共編著︑あゆみ出版︑一九九〇9)

2﹁作文の授業﹂D‑S‑Sl

9﹃たのし‑わかる高校国語I・Hの授業 3古典﹄ [﹁まえがき﹂

﹁(古典教育の課題)古典の授業を魅力あるものに﹂fti‑s]

O.c0‑‑lo(田近淘1らと共著)︑mこれからの実践と研究‑

(田近拘7らと共編著︑あゆみ出版へ 1九九〇l)

10﹃教職科学講座1 7 国語教育学﹄ [﹁まえがき﹂CXoo‑loへ序章

‑2]

(編著へ福村出版︑一九九〇10)

﹁国語教師への道﹂ftサー2︑第‑章﹁国語科の仕事﹂

1 1﹁中学校・高等学校 国語科教育法‑教材の研究と授業の実際‑ら

[第一編総説編 第一牽﹁国語科教育のあゆみ﹂p,t‑‑‑^︑第

(川端俊英らと共編著へ 双文社︑1九九14)

二章﹁国語科教育の課題﹂

12 ﹃国語教育基本論文集成26 国語教育方法論 (3)=指導過程

国語科学習指導の研究﹄[第二編高等学

諭し [﹁解説﹂p蛇 p] (編集・解説︑明治図書︑一九九三9)
13﹃中学校・高等学校
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(川端俊英らと共編著︑双文社二九九七‑)

校編 第一章﹁国語科の目標と内容﹂&58‑S(川端俊英との
共著)]
▽編纂書論文
14r徒然草学習指導の研究j[六﹁徒然草からの入試問題の分析﹂
(奥田邦男と共著)0.3‑3]
(土井忠生編'三省堂'一九六二5)
1r講座授業研究Ⅴ 授業の組織化と検証し[Ⅲ授業の効率と組
織化(実践記録)三﹁小学校高学年(﹃最後の授業﹄ の実践)﹂
(高田亘と共著)

教材の扱い方と実践授業の展開﹂

20r古典の教え方(物語・小説編Vj [﹁r<孟日物語j(馬盗人)‑

(宮崎健三ほか筋へ右文書院︑1九七二2)

立・展開1﹁国語科授業の成立﹂ I‑I"蝣*1

2 1r中学校/高等学校 国語科教育法﹄[第三章国語科授業の成

(熊沢竜ほか編へ 桜楓社︑1九七三‑)

(広島平和教育研究所編へ朝日新聞社︑1九七三l)

22﹁戦前の教育と私﹄[﹁座談会・手記を読んで﹂‑‑LT3 C︒"I

23﹁世界の作文教育﹂[第3章ドイツの作文教育 その‑﹁ドイ

(野地潤家編︑文化評論出版︑一九七四2)

ツ民主共和国(東独﹀の作文教育﹂0‑3‑5]

24︻現代教科教育学大系2・言語と人間﹂ [Ⅲ教科教育としての

言語教育 1﹁国語科の成立・展開‑ドイツ﹂ag‑stⅣ言

(砂沢菩代次編へ明治図書へ 1九六四5)

語教育の未来像 ‑﹁教育改革の動向と言語教育 (<*蝣)変動

(倉揮栄吉ら編︑第一法規へ 1九七四5)

広島大学教育学部国語教育研究室へ一九六四11)

間の工夫﹂

ooj

‑﹂] 熊沢竜ほか編へ桜楓社へ l九七五‑)

26円小学校国語科教育法し[第二車国語科指導への視点 4﹁発

(佐藤正夫編'明治図雷'一九七四9)

訓育 3﹁人文的学科(言語・文学)と訓育﹂

2r訓育と生活指導の理論﹂[第1部授業における訓育m教材と

する社会と国語教育﹂

16﹃近代国語教育年表H‑大正編‑1 [共同作業] (野地潤家編︑
17﹁学校教育全書7 国語教育﹄[‑国語教育の意義 2国語教
育の流れ(3)諸外国の国語教育﹁西ドイツの国語教育﹂ftB]
(石井庄司編︑全国教育図書︑1九六六6)
18﹃授業の集団化﹄[m授業の実践過程とその分析一国語科に
おける教材研究と集拭思考3﹁r‑もの糸ヒー八幡中学校1年
(全国授業研究協議会編'明治図書︑1九六八9)

国語の分析﹂ Qs‑Sl

課程再編の動向 三﹁ドイツ民主共和国における教育課程の改

革﹂(加納幹雄ほかとの共著)0‑S‑S]

27﹁教育方法8 教育課程再編の原則﹄[m諸外国における教育
/野地潤家編︑桜楓社︑1九七17)

19︻作文・綴り方教育史資料 下し[Ⅵ﹁昭和戦前期‑国民学校
‑‑en ︒5‑1

時代の綴り方教育﹂O,LTS‑‑ォ‑輿﹁作文・綴り方教育史略年表﹂
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(日本教育方法学会編へ 明治図讃︑1九七六10)
‑sJ

T現代作文講座7 作文教育の方法﹄ [各国の作文教育 3

﹁ドイツ民主共和国(東独)の作文教育﹂
(林大ほか編︑明治討院へ l九七六l)
﹃ヒロシマで教える 核時代の平和教育﹄ [﹁第三章 原爆教育

と児童文化﹂ e‑B‑g]
(ZOO被爆問題国際会議広島専門委員会・
広島平和教育研究所編へ 労働教育センターへ一九七七7)
﹃原爆と広島大学 ﹁生死の火﹂学術編﹄ [Ⅲ﹁平和教育関係﹂

(広島大学原爆死没者慰霊行事委員会編︑同発行︑1九七七9)

Qg‑
﹁核と平和 日本人の意識﹄ [Ⅴ平和教育と核意識 ‑﹁家庭

の平和教育と子どもの核意識﹂ 0‑S‑Sへ 同2﹁学校の平和教
育と子どもの核意識﹂ aS‑st X総括と提言 2 ﹁平和教育
(庄野直美ほか編︑法律文化社︑一九七八12)

への提言﹂ ftS‑Bl
r新版 中学校/高等学校 国語科教育法﹄ [第七苛国語科授
(中西昇ほか編︑桜楓社︑1九七九4)

業の展開 ‑﹁国語科授業の成立と展開﹂D‑S‑S]
﹃教育学講座8国語教育の理論と構造﹄ [第Ⅳ章国語教育の課
(倉揮栄吉ほか福へ 学習研究社へ 1九七九l)

題 第一節﹁学力問題﹂p‑is‑S']

‑1] (吉本均編へ 明治図讃︑1九八〇5)

﹃現代教授学2 授業における発達の教授学﹄ [Ⅴ﹁授業の指

導と知的発達﹂

35﹃講座中学校国語科教育の理論と実践第1巻 中学校国語科の
‑﹂]

増淵恒吉ほか編︑有精堂︑1九八〇ー)

理論﹄[I国語科教育の基礎理論﹁教科構造払甲‑国語科の構性早‑﹂

36﹃講座 国語科教育の探究‑ 総論・言語指導の整理と展望﹄

(全国大学国語教育学会編︑明治図容︑T九八12)

[言語編H章﹁言語事項の指導内容論﹂Q,g‑‑S]

(野地潤家編︑東京法令出版へ 1九八14)

37r国語教育史資料・第六巻 年表﹄(橋本暢夫らと共同作業)

38 ﹃新版 国語教育学研究﹄ [第九章国語科教育の課題 二 ﹁学

(全国大学国語教育学会編︑学芸図告へ 1九八15)

力論と国語科教育﹂

39﹃藤原与1先生古稀記念論集・方言学論叢E‑方言研究の射程﹄

(藤原与1編︑三省堂へ 1九八16)

[﹁ドイツの方言指導﹂‑‑p3‑fi]

学習と国語学力の関係を︑どう考えるか﹂

‑g]

40﹃シリーズ・小学校国語科教育5・単元学習の進め方﹄ [﹁単元

(倉揮栄吉はか編へ 教育出版︑一九八二2)

今︑学力を問題にするのか﹂

‑2]

4 1﹃国語科教育研究‑ 国語学力論と実践の課題﹄ [序章﹁なぜ

(全国大学国語教育学会編'明治図告へ 1九八三2)

授業 2古典と説明的文章﹄ [H説明的文章 第一章﹁説明的

42 ﹃中学校教育実践選告へ教科編)たのし‑わかる 中学国語の

(太田昭臣ほか編︑あゆみ出版︑一九八三5)

文章の授業の現状と問題点﹂ 0‑B‑S]
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28
29

30

31
32

33
34

‑8]

r国語教育叢雷15 国語科教授法実践必携﹂[第二牽国語科教

育の核心 2﹁教材研究﹂
(解釈学会編へ 教育出版センター︑1九八三8)
r最新 中学校国語科指導法講座‑ 国語科指導法総論j [I
飛田多事雄ほか編︑明治図書︑1九八四4)

中学校における国語科指導課程の構想5﹁国語科の授業改善﹂
‑5]
﹁講座/現代の文学教育第3巻 小学校[高学年編]﹄ [第二章

教材研究と指導 6﹁﹃ネギを植えた人﹄ (金素雲)‑朝鮮民族
の心‑﹂aS‑
(日本文学協会国語教育部会編へ 新光閣書店へ 1九八四5)
10J

﹁教科教育学I‑原理と方法‑﹄ [第2章教科教育の領域と方

法第1節﹁国語能力の形成と教科﹂

的タクト﹂ftg‑1](共同執筆)

(吉本均ほか編︑ぎょうせい︑一九八七4)

への課題①﹁国語科における学力保障﹂

50﹃たのし‑わかる 国語3年の授業﹄ [第Ⅵ章国語教育・明日

(田近拘一ほか編︑あゆみ出版へ 1九八八‑)

(望月善次ほか編︑日本教育図書センタ1︑一九八八‑)

51﹃実践教職課程講座23 国語科﹄[第5章﹁授業研究﹂

(片岡徳雄ほか編︑放送大学教育振興会︑一九八九4)

﹁文学の授業﹂

52﹃情操の教育(改訂版VL [8﹁子どもの読告生活EIその方法﹂
aS‑

53﹃新 中学校/高等学校 国語科教育法概論﹄[第一部総論編
‑S]

倉滞栄吉︑他編︑有精堂︑一九九〇‑)

第三章高等学校の国語科 第四節﹁﹃現代文﹄ の学習指導﹂

業﹂ [第1車国語科教育の今日的課題‑﹁国語科における学力

54﹁小学校教育技術全集2 ことばの学び手を育てる国語科の授

(広島大学教科教育学研究会編︑建QE社︑1九八六9)
﹁教科教育学H‑教科過程論‑﹂ [第3章諸外国の教科課程

(田近拘一編︑ぎょうせいへ一九九〇3)

中川暁編︑桐雲居へ 1九九〇4)

(全国大学国語教育学会編︑学芸図雷へ 1九九16)

題4﹁二十1世紀に向けて﹂

56﹃新版 中学校・高等学校 国語科教育研究﹄[Ⅸ国語科の課

Q.CT>‑﹂1

学の教育と平和教育 ‑﹁読み方・文学教育と平和教育の課題﹂

55﹃平和教育実践選書6 国語・文学と平和﹄ [第一章国語・文

保障﹂ft2‑S]

第6節﹁中国の教科過程﹂a.‑‑^‑=y︑第4章教科過程編成の基
本問題 第1節﹁教科存立の根拠と教科の編成﹂ cc‑0‑ォ‑ci‑31
(広島大学教科教育学研究会編︑建QE社︑一九八六9)
﹁大学院における高校教員養成の在り方に関する理論的・実証

的研究し‑[(>高等学校教科課程の改善について)﹁国語科﹂
広島大学教育学部︑一九八七3)
﹃授業の構想と展開のタクト﹄[H T﹁働きかける﹂教授技術の

57﹃ことばの学び手を育てる 国語単元学習の新展開‑ 理論編﹄

﹁集団思考の成立と媒介的指導﹂0‑S‑輿

m﹁集団思考を呼びおこす指導技術﹂O,S3‑‑S'>;﹁能動的学

[第二早国語単元学習の理論 三﹁国語の学力と単元学習﹂

構造﹂

習と班話し合いの指導﹂ O.tS‑ t V﹁授業展開における応答

44

43
44

45

46

47

48

49

?] (日本国語教育学会編︑東洋館出版社︑一九九二8)
l浩子習﹂ 0‑S‑S

58﹃国語単元学習の新展開‑ 理論編﹄ [第3章﹁国語学力と単
(日本国語教育学会編︑東洋館出版社︑一九九二)
59 ﹃新 国語教育学研究﹄ [第 卑﹁国語科教育学研究の課題﹂
‑SI (全国大学国語教育学会編︑学芸図書へ一九九三11)
者諭に立つ読みの授業の構相丁文学作品の読みの過程とその指

60﹃﹁読者論﹂に立つ読みの指導 小学校高学年編﹄ [第一章﹁読
導﹂ftS‑g] (田近河1ほか編へ東洋館出版社へ 1九九五2)
国語科教師教育の進展のために﹂ pi,.Tj"‑‑*t^︑第1章国語科教

6 1F国語教育学の建設‑ 国語科教師教育の課題﹄ [﹁まえがき2・
師教育と国語教育学一﹁国語科教師教育における国語教育学
(全国大学国語教育学会編︑明治図書へ 1九九七l)

の目的と体系﹂

学とそれに基づ‑文芸の授業の今日的意義﹂

62﹁西郷竹彦文芸・教育全集13 文芸学入門﹄ [解説﹁西郷文芸
(西郷竹彦著へ 恒文社へ一九九八2)
[著作選集について﹁国語教育個体史研究の意義‑国語教育実

63 ﹃野地潤家著作選集 別巻2 野地潤家国語教育論を読む﹄
践・研究の確かな拠点の構築﹂ 0‑S‑1‑‑2へ 野地澗衆論など﹁野
(中西l弘編へ 明治図古︑1九九八3)

地潤家 (のじ・じゆんや) ‑﹃国語教育研究大辞典﹄ の項目か
ら﹂サfァー∽]

▽報告書t 等

般研究C・発達段階に応じた教育目的とその具体化の方法

広島大学教育学部国語教育研究室︑一九六五12)

(野地潤家・白石寿文と共著へ

64 ﹃学習能率化のための基礎調査報告容(高校生の国語学習意
識)﹄
65

‑S]

に関する研究‑初等段階を中心としてI﹄ [﹁ドイツ民主共和国

の国語教育‑カリキュラムを中心に‑﹂

(広島大学教育学部教科教育研究会編︑一九七五〇)

における改革の理念と方法﹂a‑‑H‑‑co︑﹁Ⅵ入試改革﹂

^1

66 ﹃宮城教育大学の教育改革‑視察報告普I﹄ [﹁I宮城教育大学

﹃大学研究ノート﹄ 23︑一九七六3)

(広島大学大学教育研究センター・教師教育プロジェクト編

67 ﹃ヒロシマからの報告‑平和・教育・被爆者問題を考える﹄

[第2部ヒロシマの平和教育とその展望・報告と討論﹁家庭や

子どもの状況と平和教育﹂ng‑‑S]

(山田浩ほか編︑労働教育センター︑一九七六7)

﹃教職能力形成のための実践的研究‑教育システムの開発

(H)﹄ [﹁教授用フィルム OE‑eO による小学校国語説明

68

(広島大学教育学部教育方法改善研究委員会編へ 1九八〇3)

文指導の記録とその分析﹂ aus‑OOJ

広島大学教育学部・

69﹃教育実習研究 昭和55年度﹄ [m授業指導論2﹁国語科の授

‑ァ]

同附拭中高等学校・同附属小学校編︑同発行︑1九八〇4)

業構成と授業観察﹂

45

文部省初等中等教育局昭和55年度教育研究開発に関する調

査研究委嘱事業) 小学校における各教科の内容に関する国際的
比較研究H﹄ [第Ⅳ章﹁西ドイツの小学校国語科教育﹂ ^l0‑‑00]
(現代教育課程研究会編へ文部省初等中等教育局︑1九八13)
﹁教職能力形成のための実践的研究=教育システムの開発

{Ⅲ}﹄ [﹁﹁国語教育学﹂教育改善の1方竿教授用VTRテー

■ 学術誌
▽連載論文'連載講座

77 ﹃ドイツ民主共和国の国語教育﹄

(17︑

︑七二3)

‑中国四国教育学会編 ﹃教育学研究紀要﹄

‑﹁補習教育要項﹂を中心に

(19︑ a,S3‑‑S3︑七四3)

︑七三3)
3﹁寓話﹂ の取り扱い

(18'

2文学教育における陶冶と訓育の目標

(広島大学教育学部教育方法改善研究委員会編へ一九八四〇)

(21︑

‑st 七七3)

n ‑,;3'七六3)

の取り扱い

(22︑

12正書法の指導を中心に

n語舜指導を中心に

10文法指導を中心に

9表現指導を中心に

(30'a^‑tq︑八五3)

( 2 9 ︑

( 2 8 ︑

(27へ

(26へ

︑ 八 四 3 )

︑ 八 三 3 )

0‑S‑‑S'八二3)

C︒LT3'八一3)

(25︑p,c‑‑j*‑‑0‑jt 八〇3)

S3︑七九3)

13議論文作文の指導を中心に

(31'‑‑JS‑‑K

(24︑0.B‑

8言語教育における﹁コミュニケーションの原理﹂について

7国語学力の発達の問題を中心に (23︑ [**),LOv‑‑LT5︑七八3)

6外国文学の取り扱い

﹁白馬の騎者﹂

( 2 0 へO,E=‑G︑七五3)

(研究代表者へ一九九七3)

的研究H﹄(平成8年度文部省科学研究費補助金(基盤研究A‑
‑) 研究成果報告書)

﹃国語科教育改善のための国語能力の発達に関する実証的・実

践的研究Ij (平成9年度文部省科学研究費補助金 (基盤研究
(研究代表者︑1九九八〇)

5シュトルム

4﹁メルヘン﹂の取扱い

(研究代表者へ一九九五3)

﹃国語科教育改善のための国語能力の発達に関する総合・実証

1) 研究成果中間報告書)

的研究﹄(平成7年度文部省科学研究費補助金 (総合研究AI

﹃国語科教育改善のための国語能力の発達に関する総合・実証

所在頁未確認] (広島大学附属中・高等学校編︑1九八八3)

連携を深める教育課程の開発﹄ [﹁運営指導委員としてコメント﹂

﹃研究開発実施報告召B 中学校及び高等学校における教育の

r授業研究の手引き﹂ [﹁国語科授業研究の手引き﹂qS‑.5]

(広島大学教育学部教育方法改善研究委員会編︑一九八一3)

プの作成とその利用﹂

2
7
3
7

m ‑ ) 研究成果中間報告雷)

14文学教育改革の動向を中心に

八六3)

15読み方の指導を中心に

46

70

71
74

75
76

16言語教育課程の改革を中心に/
IN
co‑c︑ftS‑︑八七3)

‑﹃教育科学・国語教育﹄︑ 明 治 図 普

‑問題の発見‑何を改革するのか ¥C"‑S ︑O,S‑K' 八六4)

︑aS2‑S‑︑八八3)

E;言語教育改革の事例(S3‑

2 ﹁授業の地獄﹂ からの脱出 (その1)

(g?'O,S‑K3︑ 八六5)

﹁連載講座・新授業入門‑﹁わかる授業﹂をどうつ‑るかし

(O.{
︑七三11)

︑七三10)

4授業過程改革の基本

(oco‑co︑七三9)

(ft?

5主体的・能動的な学習に立ち上がらせるために (その

=﹃教育技術・中学教育﹄へ小学館
‑その基本
2教材研究について

︑七三12)

(S'aS‑‑tQ︑ 八六6)

3生き生きとした学習をつ‑りだすために

3発間について
(O.i

︑七四2)

︑七四‑)

(
g
︑

︑

(
m
'

x

c
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‑

i

‑

ォ
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^

j

︑

a 坤 B O

八六11)

八六10)

Q,S‑‑!rGt 八六9)

c

{*),i l^‑C^J︑

c

>

(=5

=

LOヽ

八七2)

八七‑)

m

八七3)

ヽ

Q‑S‑‑3︑ 八六12)

‑

{**>,C^l^^‑^C"^l︑

( 2 6 ︑

︑
八七7)

︑
八七4)

(28'"cT> O"}︑八七10)

( 2 7 '

=日本平和教育研究協議会編集﹃平和教育﹄へ 明 治 図 書

﹃連載‑私の本棚 大槻和夫﹄

1 2授業改善のすじみち

1 1指導事項の亙点化を

1 0指導的評価活動の見直し

9関わり合う教室を創り出すために

8﹁学習の手引き﹂ に工夫を

7子どもたちの目を醒ます語りかけを

(
3
8
¥
e
r
aI

6主体的・能動的な学習に立ち上がらせるために (その二)

︑cx=‑‑cC3︑

(m︑Q,S‑!rQ︑ 八六7)

4学習集団の指導

(Q.E

(O.i
︑七四3)

5教師の話し方

(aS

6教育評価について
7条件整備を求めて

へ

(42︑0,s‑‑is︑八五3)

(4 1︑a,S‑‑cc5︑八五2)

‑授業改善の出発点1問題をとらえる‑

r基礎講座=授業改善の方法﹄=r月刊国語教育﹄︑東京法令出版

2授業の成立をめざして

3﹁おもしろ‑ない授業﹂を﹁おもしろい授業﹂

(43︑a￨‑3︑八五4)

4 ﹁学習のてびき﹂ の工夫を中心とした授業改善

八五6)

'八五7)

Q‑S3‑2へ

(44︑a‑‑‑3'八五5)

(45へ

5学習者相互のかかわりあいの組織化を

(46へ

6個人的へ 集団的な授業改善の進め方

﹃連載‑国語科教育授業改革の課題し

47

78

79

80

82 ﹃連載‑諸外国の国語教育﹄

(2

9'

︑八八‑)

0‑g‑S;︑八八4)

5︑&g‑S;'八九7)

(30へ
(3

=﹃月刊国語教育j'東京法令出版

(95︑

0‑S‑

︑八八‑)

八九7)

︑八九8)

示唆に富む議論文指導

(94︑e.8‑8へ

体系的系統的な作文指導

(76へ

長編小説の取り扱い

(75︑0‑r‑i‑rH ︑八七12)

‑ドイツ民主共和国の国語教育① 体系的な文学教育
2ドイツ民主共和国の国語教育②

3ドイツ民主共和国の作文教育①
4ドイツ民主共和国の作文教育②

▽研究論文
83﹁保科孝一氏のドイツ国語教育摂取の態度‑日独国語教育交渉
(中国四国教育学会編

﹃教育学研究紀要﹄5︑ i‑1 to︑一九六〇8)

史研究(中間報告)‑﹂

(中国四国教育学会編

84﹁ディルタイ解釈学移入史の予備的考察‑﹁解釈学の成立﹂を
中心に‑﹂

﹃教育学研究紀要﹄6'‑*c^‑‑ c聖 1九六一7)
批判﹂を中心にI﹂

(中国四国教育学会編

85﹁ディルタイ解釈学移入史の予備的考察( )‑﹁歴史的理性

r教育学研究紀要j 7︑

著)[三﹁学習効果の比較検討﹂

ooj

︑1九六二4)

中国四国教育学

86﹁思考過程と過去経験‑授業過程の分析﹂(吉本均ほかとの共

会編﹃教育学研究紀要﹄8︑ftg‑興 1九六三l)

九六三l)

(広島大学教育学部光葉会編

87﹁ディルタイ解釈学の摂取について‑勝部謙造博士のばあい‑﹂

﹃国語教育研究j 8︑

﹃教育学研究紀要﹄9︑&g‑g︑一九六四3)

(中国四国教育学会編

88﹁近代ドイツ国語教育論の一源流‑ヒルデプラントの国語教育
論‑﹂

89﹁思考過程と過去経験﹂(佐藤正夫・広島大学教育学部教育方

(全国授業研究協議会編集

﹃教授学研究﹄1︑&3‑Kへ明治図書︑一九六四11)

法学グループとの共著)

90﹁遺徳的思考と学級集団‑授業分析第三次報告‑﹂(広島大学

︑一九六五3)

(中国四国教育学会編

﹃教育学研究紀要﹄10へ

教育方法学研究室グループ共同執筆)

(広島県教職員組合数文部編

9 1﹁なぜ雷かせるのか‑技術主義の克服‑﹂

﹃広島教育﹄輿 0‑S‑K'広島教育会館出版部'1九六五8)

F教育学研究紀要﹄m'as‑一興 1九六六2)

(中国四国教育学会編

92﹁マティアスの﹁ドイツ語教授史﹂について‑ドイツの国語教
育史研究‑﹂

寿文との共著)

(全国大学国語教育学会編

93﹁高校生の国語学習意識‑目的・効用の面からみた‑﹂(白石

48

4
5
6

T国語科教育﹄ 13︑0.S‑S3'学芸図苔︑1九六六3)

大下学園祇園高校︑1九六六l)

(大下学園国語科教育研究全編

94﹁近代ドイツ国語教育の成立・展開に関する一考察‑ギムナジ
r研究紀要j11︑

ウムの教則を中心に‑﹂

へ 1九六七4)

(中国四国教育学会編

95﹁ヒルデプラントについての一考察‑東独におけるその評価‑﹂
r教育学研究紀要

﹃教育学研究紀要﹄16へ as‑︑1九七13)

︑学芸図告へ一九七三3)

(全国大学国語教育学会

1‑2﹁文学教育の目標と課題‑ドイツ民主共和国(東独)のばあい‑﹂

﹃国語科教育﹄ 20︑

﹃授業研究情報﹄4︑明治図書へ

︑一九七三3)

1‑3﹁考えさせる授業と学習集団の問題﹂ (教育情報センター編

1‑4﹁集団過程研究H 学習集団の研究﹂(吉本均へ他との共著)

﹃研究紀要﹄ 1︑cS‑Sへ広島大学教育学部︑一九七三3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

1‑5﹁集団過程研究H 発間と集団思考﹂(吉本均︑他との共著)

96﹁ラースの国語教育論‑近代ドイツ国語教育史研究‑﹂
(広島大学教育学部光葉会霜

︑1九六九3)

(中国四国教育学会編

へ一九七三12)

(教育情報センター編

へ 明治図告︑1九七四3)

﹃国語科教育A 23へ 1‑1***‑"‑(︑学芸図書︑1九七六3)

(全国大学国語教育学会編

1‑9﹁文学教育カリキュラムの構造‑ドイツ民主共和国のばあい‑﹂

r研究紀要﹄3︑at‑3︑広島大学教育学部︑1九七五3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

1‑8﹁学習集団の構造とその指導過程﹂へ吉本均︑他との共著)

r授業研究情報﹄ 3へ

1‑7﹁考えさせる授業と学習集団の問題﹂

﹃国語教育研究﹄ 20︑

(広島大学教育学部光葉会編

1‑6﹁ドイツ民主共和国の文学教育‑詩教育を中心に‑﹂

r研究紀要j2t Q‑S‑ 広島大学教育学部へ 1九七三3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

r国語教育研究j 14︑〇.8‑SS︑一九六八2)

(中国四国教育学会編

97﹁19世紀末のドイツの作文教育弘甲‑中等学校作文教育を中心にI﹂
﹁教育学研究紀要﹄ 13へ‑e=^‑jse^jt一九六八3)

(広島大学教育学部編

98﹁国民学校国語教育研究序説‑教授原論面を中心に‑﹂
r広島大学教育学部紀要j17号第1部︑‑2‑‑LQ'一九六八l)

r教育学研究紀要﹄

99﹁19世紀末のドイツの国語教育論‑中等学校読み方教育を中心
に‑﹂

(中国四国教育学会編

1‑0﹁19世紀ドイツにおける文法教育論の展開‑中等学校文法教育
r教育学研究紀要し15へ Qac‑l‑'‑C‑j︑1九七〇3)

論を中心に‑﹂

(中国四国教育学会編

1‑1﹁19世紀ドイツの国語教育I・qドイツ語の教授‑﹂
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110﹁(集団過程研究(‑))学習行為の特性と学習集団﹂(吉本均︑

﹃研究紀要j7'‑t‑<‑I'広島大学教育学部︑1九七九3)

117﹁(集団過程研究(IV)集団思考の深化と組織化のための﹁指

導言﹂の分析﹂(吉本均へ他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

他との共著)

﹃研究紀要﹄8︑ft ‑ S︑広島大学教育学部︑一九八〇3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
﹃研究紀要﹄4︑Q,t‑i‑‑‑*︑広島大学教育学部︑1九七六3)

119﹁ドイツにおける小学読本の歴史的展開(‑)﹂
(広島大学教育学部光菓会編

﹃研究紀要﹄8t ft﹂‑﹂'広島大学教育学部︑一九八〇3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

導﹂(垣田直巳へ他との共著)

118﹁(教師教育研究I) 教育実習生に対する授業作成過程の指

111﹁(集団過程研究ハエ)集団思考の組織化と教師の指導性﹂
(吉本均︑他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制柘
﹃研究紀要﹄ 5︑0,i‑(‑‑CT>︑広島大学教育学部︑一九七七3)
112﹁教材解釈力の訓練・⊥入学の授業の場合‑﹂
(吉本均・学習集団研究全編

r国語教育研究j26下へ O.s‑‑c‑'￨九八〇l)

r学習集団研究36'0‑S‑S'明治図司 l九七八3)
113﹁(集団過程研究)思考の誘発と組織化に関する﹁教授行為﹂

1‑0﹁(集団過程研究m)主体的・集団的学習活動成立のための指

(広島大学教育学部光葉会編
九七八8)

(日本平和教育研究協議会編集

r平和教育I S'ftS‑Sへ明治図書︑1九八三2)

1‑2﹁文学教育と平和教育﹂

F研究紀要﹄10︑nen‑S︑広島大学教育学部︑1九八二5)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

心として‑﹂(恒吉宏典︑他との共著)

導技術の実証的研究‑社会科﹁低地の‑らし﹂の授業分析を中

1‑1﹁(集団過程研究H)主体的・集団的学習活動成立のための指

F研究紀要﹄9︑0‑S‑ 広島大学教育学部へ 1九八13)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

(恒吉宏典︑他との共著)

導技術T・社会科﹁大工場と中小工場﹂の授業分析を中心として‑﹂

の分析﹂(吉本均︑他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
﹁研究紀要﹂ 6︑a‑‑S︑広島大学教育学部へ一九七八3)
から‑﹂

114﹁文学教育の独自性についてードイツ民主共和国の国語教育論
r国語教育研究﹄

115﹁言語教育の目標と課題‑ドイツ民主共和国の場合‑﹂
(全国大学国語教育学会編
r国語科教育し輿‑C︒‑.'*?'学芸図苔へ 1九七九3)
116﹁(教師教育研究(IV)高校教師養成に関する調査研究‑広島
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

大学教育学部卒業生を対象として‑﹂(垣田直巳ほかとの共著)
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r研究紀要L S a‑^ '広島大学教育学部へ 1九九〇3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

1九八四3)

へ広島大学教育学部へ 1九九二3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

久︑他との共著)

久へ 他との共著)

九九三3)

(中国四国教育学会編

︑広島大学教育学部へ 1九九三3)

1‑7﹁言語・言語文化への関心を高める国語科授業(3)﹂(吉田裕

﹃研究紀要﹄ 21︑aS‑S3'広島大学教育学部︑1九九三3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

導の場合‑﹂(吉田裕久へ他との共著)

1‑6﹁自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(3) ‑物語文指

﹃研究紀要﹄21︑

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編

1‑5﹁言語・言語文化への関心を高める国語科授業(2)﹂(吉田裕

﹃教育学研究紀要﹄ 38第2部︑

ブロック授業を中心に‑﹂

124﹁<=>年代以降のドイツにおける国語教育改廿Tプロジェクト法

﹃研究紀要﹄

他との共著)

1‑3﹁言語二言語文化への関心を高める国語科授業﹂(吉田裕久へ

r研究紀要﹄ 20︑0.3‑ァ'広島大学教育学部へ 1九九二3)

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制福

導の場合‑﹂(吉田裕久へ他との共著)

1‑2 ﹁自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(2) ‑物語文指

﹁教育学研究﹄ 57‑1︑0‑S‑Sへ一九九〇3)

(日本教育学会編

方策について‑高校教師へのアンケートを通して‑﹂(垣田直

ft5‑5へ

(広島大学国語国文学会編
st

1‑1﹁これからの教科教育﹂

1‑3﹁(教師教育研究I) 高校教師の養成・現職教育充実のための
巳︑他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
r研究紀要l 11へ a﹂‑S︑広島大学教育学部︑1九八三3)

丁国文学放J

1‑4﹁文学の授業の原理について‑ドイツ民主共和国の文学教育論
から‑﹂
1‑5﹁集団過程研究I 授業展開における教師の指導技術=﹁タク
ト﹂ の実証研究‑対立・分化の組織化と集団思考の深化を中心
に‑﹂(恒吉宏典︑他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制縮
(日本国語教育学会編

﹃研究紀要﹄ 12'0.‑H‑2︑広島大学教育学部︑一九八四3)
t‑6﹁(関西集会・発表要旨)﹂

(吉本均・学習集団研究会編

﹃月刊・国語教育研究﹄ 1‑8へ nM'I九八四9)

︑学芸図告へ 1九八六3)

(全国大学国語教育学会編

r学習集団研究﹄S'p‑S‑ァ︑明治図容︑1九八四9)

1‑7﹁国語教育と学習集団﹂

r国語科教育し 33へ

1r古田拭先生の国語教育論﹂

1‑9﹁(留学生日本語教育の歴史‑) 日本語・日本事情(‑)﹂
九九〇2)

(広島大学留学生日本語教育研究室編
r広島大学留学生日本語教育﹄ 2︑
導の場合‑﹂(吉田裕久︑他との共著)

1‑0﹁自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(‑)‑物語文指
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(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
r研究紀要j輿‑1‑I輿広島大学教育学部︑l九九四3)
1r自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(‑*)物語文指
導の場合‑﹂(吉田裕久︑他との共著)

ft ‑ S︑広島大学教育学部︑l九九七3)

(広島大学教育学部・関係附属学校園共同研究体制編
﹃研究紀要﹄

Ir小・中・高等学校12年1買教育課程の開発(3)﹂ (片上宗二'

﹃研究紀要﹄ 26︑ft.‑i‑‑a>'広島大学教育学部︑一九九八3)

(広島大学教育学部・関係附属学校間共同研究体制編

他との共著)

115﹁生きて働‑力を育てる国語科学習指導の研究(‑)﹂(吉田裕

(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
r研究紀要﹄CM^CM‑CO広島大学教育学部︑l九九四3)

広島大学教育学部へ 1九九八3)

1‑6﹁(特集‑﹁教授・学習課程研究﹂の構想)授業の研究‑国語

▽提案・シンポジウム・特集寄稿論文

﹃研究紀要﹄

(広島大学教育学部・関係附属学校国共同研究体制編

久︑他との共著)

1r自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(5)‑物語文指
導の場合‑﹂(吉田裕久︑他との共著)
(広島大学教育学部学部・附属共同研究体制編
r研究紀要﹄サs‑広島大学教育学部︑一九九五3)
1‑0﹁自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(サ)‑物語文指
導の場合‑﹂(吉田裕久へ他との共著)
(広島大学教育学部・関係附属学校国共同研究体制編
r研究紀要﹄蝣f
Nl
""
d﹂
‑,
蝣&
*>
広.
島︒
大︒
学'
教育学部へ1九九六3)

(﹃授業研究﹄輿 aoo co 明治図書︑1九六六l)

業分析 授業展開の一般方式にしぼられるな﹂

1‑7﹁(特集‑国語科指導課程の研究・﹁最後の授業﹂の学習)撹

明治図酉へ l九六四9)

1‑1﹁小・中・高等学校12か年1買教育課程の開発(‑)﹂(原田彰︑教材‑壷井栄﹁坂道﹂(中‑)(分析)﹂(小川太郎・佐藤正夫と
の共著)
(﹃授業研究﹄10=臨時増刊号へ所在頁未確認へ
他との共著)
(広島大学教育学部・関係附属学校国共同研究体制編

﹃研究紀要﹄24︑ft‑S︑広島大学教育学部︑一九九六3)
1﹁
2
‑自己学習力を育てる国語科学習指導の研究(7)﹂(吉田裕久へ

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

t r読讃指導と教科学習指導との関連﹂

﹃学校教育﹄6‑1︑0.2‑︑一九六七日)

他との共著)
(広島大学教育学部・関係附属学校国共同研究体制編
﹃研究紀要﹄広島大学教育学部︑l九九七3)

1 r国語の基礎能力と授業構造﹂

Ir小・中・高等学校12年1買教育課程の開発(2)﹂(片上宗二︑
他との共著)
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(広島大学附属小学校・学校教育研究会
r学校教育﹄ 6‑0へ Q*rH‑‑S︑1九六九6)
1‑0﹁(特集=1次感想の扱いをどう考えるべきか **) 1次感想
発表はなぜ必要かー授業研究にもとづ‑一つの試論‑﹂
'

明治図容へ 1九七〇8)

(﹃教育科学・国語教育﹄ 1‑2へ

1‑1﹁(特集=教材研究・教材解釈 どこに問題があるか‑) 現代

(﹃授業研究﹄ 84︑D,m‑‑ooへ 明治図書へ一九七〇9)

課題に対処する視点からの研究を﹂

(広島大学附属小学校学校教育研究会編

1‑2﹁(論説) 国語科教育研究の構想‑課題と方法I﹂

r学校教育し 628︑0,^‑‑jq︑一九七〇12)

明治図書︑1九七16)

1‑3﹁説明的文章の教材論﹂ (﹃教育科学・国語教育﹄ 1‑2へ nO‑.to︑

授

︑明治図書︑1九七16)

1‑4﹁(特集‑リレー討論 授業研究の方法論をめぐって

(r現代教育科学﹄ 1‑4'

業研究の基本的な問題について﹂

1‑5﹁﹁学習集団の組織化﹂論の基本的前提について﹂

九七17)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

r学校教育﹄ 6‑5︑as‑

1‑6﹁(特集=﹁能力・発達と評価﹂研究を全教師のものにするた
(広島県教職員組合数文部編

r広島教育﹂ 捌︑&s‑3'広島教育会館出版部へ 1九七二‑)

めに) 問題提起I﹂

1‑7﹁探求・表現する学習内容の開発‑その教授学的国語教育学的

試論﹂

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

r学校教育し6‑8へ ftJ‑H‑'一九七二8)

1‑8﹁(特集‑可能性を引き出す授業技術の分析・3)板書・ノー

(﹃現代教育科学﹄ 1‑gへ ncq‑oo︑明治図書︑一九七二9)

トの方法と研究課題﹂

1‑9﹁探求・表現する学習の成立条件‑授業展開の面について‑﹂

'1九七二9)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会縮

r学校教育 S3'

r平和教育研究j

l︑

'1九七二l)

(広島平和教育研究所編

1‑0﹁(12月例会=戦争児童文学による平和教育を進めるために)
問題提起﹂

1‑1﹁(特集=実践分析二次感想の扱いをめぐって・2) 文学作

明治図古へ 1九七三2)

(﹃教育科学・国語教育﹄ 1‑3へ &3‑3へ

品の読みとりの本質をふまえて﹂

の改善を﹂

︑明治図書︑1九七三3)

1‑2﹁(特集=通信縛のどこを改善すべきか・5) 見る側にたって

(﹃現代教育科学﹄ 1‑5'

丁学校教育

‑‑5‑1‑‑rH︑一九七三8)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

1‑3﹁学習集団づ‑りと学習内容 真の学習の成立をめざして‑﹂

授業研究の方法﹂

明治図書'1九七三10)

1‑4﹁(特集‑授業研究の方法とその研究課題‑) 国語科における

(﹃授業研究﹄ 1‑1︑
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1‑5﹁(特集‑授業で子どもが﹁変わる﹂ということは︑どういう
ことか・2) 授業における主権者の形成﹂
(r現代教育科学﹄s'fti3‑堕明治図書へ 1九七三l)
1‑6﹁(特集‑広教組・沖教組平和教育交流団報告)基地の中の沖

﹃広島教育﹄ 2‑7t ftS‑S3'一九七三12)

縄‑沖縄返還とはなんであったか‑﹂
(広島県教職員組合数文部編

集団づ‑り﹂

(全国学校図書館協議会編

1‑7﹁(特集‑読書会で発言しない子の指導)発言しない子と学習

(全国平和教育研究協議会

r学校図古館﹄2‑0︑^*rr in I九七四2)
準備会・広島平和教育研究所編﹃平和教育運動j l︑

1‑8﹁家庭における平和教育の前提﹂

'広島教育会館出版部︑1九七四2)
1‑9﹁(特集=教育課程改定への提言)課程春への提言(‑)国語
教育の立場から﹂
(教育調査研究所編﹁教育展望﹄︑aS‑Sへ一九七四3)
1‑0﹁(特集=リレー討論 わかる授業をどう組織するか・第一回)
わかる授苧その基本﹂
(r現代教育科学j州︑O.S‑S︑明治図苔へ 1九七四4)

ftォ5‑‑mへ

1九七四4)

(広島大学附属小学校・学校教育研究全編

1‑1﹁﹁集団的学習﹂から﹁学習集団の形成﹂ へ‑教師の指導性に
ついて‑﹂

丁学校教育

(T現代教育科学﹄ 2‑5︑ォi‑< CD'明治図書︑1九七四10)

間﹁わかる授業と教育内容の精選﹂

1﹁
3
‑(特集=新教育課程の構想(7)授業の組織化‑そのため

‑4へato‑n;︑一九七四10)

の教材研究と発間へ理論・方法の研究①)授業の組織化と発間‑

武田常夫氏の実践に学ぶ‑﹂
(広島大学附属小学校・学校教育研究会編
﹃学校教育﹄6

1‑4﹁(特災=新教育課程研究(2)新教育課程における学習内容

の創造へ理論・方法の研究②)教育内容の創造‑どう発想する

か‑﹂(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

﹃学校教育﹄6‑7へサS‑﹂へ一九七五‑)

1
‑5﹁(子どもの教育にとっていま︑何が一番たいせつかシリーズ)

別へ東方出版︑1九七五‑)

子どもに未来への理想を‑十代半ばにして人生をあきらめてい
る子どもたち‑﹂
(r家庭と教育bI

(教育情報センター編集

t
61
﹁(特集=わかる授業のための教材精選の具体的方法・小学校)
小国=わかる授業と教材精選の視点﹂

r授業研究情報﹂7tB.5S‑3'明治図苔︑1九七五5)

1
7‑
﹁(特集論文‑)集団を必要とする授業坂本泰造氏の実践に

学ぶ‑﹂(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

﹃学校教育﹄6‑5tp.t0‑‑3へ一九七五9)

1
8‑
﹁子供にとって魅力ある授業とは﹂

(﹃小四教育技術㌔Coco'小学館へ一九七五10)

1
‑9﹁(特集=国語科教育学研究のあり方・問題点へ5)ドイツ

(西ドイツ)の国語科教育学研究‑教員養成改革と関連して‑﹂

54

(井上敏夫・野地潤家編集
r国語科教育学研究J l︑a.;g‑S'明治図雷へ 1九七五11)
つ文学教育‑国語科のカリキュラム試案をめぐって﹂

1‑0﹁(第7分科会A‑文学教育と平和教育)平和教育の視点に立
(日本平和教育研究協議会編﹁平和教育運動﹄ 3︑

﹃平和教育j3︑n^‑ss︑明治図書へ 1九七六1)

1‑6﹁(特集=中学校新国語科の実践研究の課題・4)国語科の本

(﹁教育科学・国語教育し2‑7t q.S‑‑3'

質をふまえた実践研究を﹂

明治図書︑1九七六l)

会A=文学教育と平和教育)なぜ戦争児童文学を読ませるのか﹂

1‑7﹁(特集=第4回全国平和教育シンポジューム報告へ第1分科

へ広島県教職員組合教文部二九七七‑)

(日本平和教育研究協議会編

ttS‑E;'広島教育会館出版部へ一九七六5)

課題﹂

1‑9﹁(特集‑教師教育カリキュラムの研究{‑})教師教育研究の

Q‑S‑‑Sへ広島平和教育研究所・出版部︑一九七七‑)

(日本平和教育研究協議会編集r平和教育運動j4︑

読ませるのか﹂

1‑8﹁(第一分科会A=文学教育と平和教育) なぜ戦争児童文学を

﹃広島教育J S'0.5

1‑1﹁(特集=提案に対する意見・3)知識の媒介・確信の形成・
諸能力の発達の統1と系統化を﹂
'

明治図書へ一九七六6)

(r教育科学・国語教育J m︑

つ文学教育‑国語科のカリキュラム試案をめぐって﹂

間﹁(第1分科会A=文学教育と平和教育)平和教育の視点にた
(広島県教職員組合数文部編
﹃広島教育﹄ 2‑9へ ftS‑﹂︑広島教育会館出版部へ一九七六6)
への条件②)教材研究から授業設計への条件‑文学教材のばあ

1 r(特集=新しい学力と学習集団(6)教材研究から授業設計

r大学研究ノートJ27'p.,‑,‑‑3.'一九七七2)

(日本平和学会編集

日本経営出版会︑1九七七4)

1‑2﹁到達目標の設定と評価法改善の意義﹂

﹃広島教育し 310へ aC0‑‑(T>'一九七七4)

(広島県教職員組合数文部編

1‑1﹁(座談会)教育基本法と広島の教育の歩み﹂

r平和研究﹄2'

ける平和教育の歩みと今日の課題﹂

1‑0﹁(特集=平和価値と平和教育) [特集2⁚平和教育]広島にお

(広島大学大学教育研究センター・教師教育プロジェクト編

﹃学校教育﹄ 7‑7t aS‑S'一九七六8)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

い‑﹂

︑明治図告へ 1九七六10)

1‑4﹁(特集‑授業に学習リーダーは必要か‑) 国語科授業と学習
(r授業研究j w o‑;

リーダーの問題﹂
1‑5﹁(児童文化) 〟情況と人間″を読みとらせることのたいせつさ‑
(日本平和教育研究協議会編集

作品冒己 の教材解釈をめぐって‑﹂
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(広島県教職員組合数文部編

r学校教育しB'O.;

九七八7)

(日本国語教育学会編

m﹁(第4 1回国語教育全国大会シンポジウム)国語科の実践的課題﹂

(日本科学者会議広島県支部編

r地域と科学者﹂5'aS‑S'1九七八l)

(西郷竹彦編集

へ

九七九10)

(日本平和教育研究協議会編集

﹁平和教育し11︑ohLO'‑‑0‑︑明治図書︑一九八〇3)

(日本平和教育研究協議会編集r平和教育運動j7'

2‑7﹁(問題提起・2)平和教育は何をどう教える教育か﹂

しを‑﹂

派﹁(主張)どこがおかしいのか‑平和と民主主義のとらえかえ

丁広島教育﹄興 ft2‑

(広島県教職員組合編

2‑5﹁子どもと教育‑子どもの権利保障確立の第1歩として‑﹂

明治図書︑1九七九6)

(r教育科学・国語教育し輿

2‑4﹁(特集=﹁よい授業の条件とは何か﹂)授業の二側面をふまえて﹂

r広島教育J﹂2︑Q.O)‑‑*︑1九七九3)

(広島県教職員組合教文部編

2‑3﹁﹁ゆとりの時間﹂の民主的計画・実践のための視点'原則﹂

r文芸教育﹄g3'明治図書︑ftg‑S'1九七九‑)

望むか‑子どもの変容を書く‑﹂

2‑2﹁(特集‑文芸の授業記録の書き方・読み方)実践記録に何を

を中心に‑﹂

2‑1﹁(特集=広島大学改革)教育学部の改組(‑)‑東千田地区

﹃月刊・国語教育研究し77へ p2︑一九七八10)

r広島教育J 3t a.o^‑‑*rp︑l九七七5)
生かす授業の条件﹂ (r教育科学・国語教育﹄3'w‑S'

1‑3﹁(特集=ひとりひとりの読みを生かす授業構造・‑)読みを
明治図百︑1九七七6)
1‑4﹁(特集‑新指導要領の能力・学力観の検討 国語科教育の立
場から・4) ﹁情報化社会﹂適応の国語能力観‑ほんとうにこ
れでいいのか‑﹂
(r現代教育科学二興 0‑S‑S︑明治図書︑1九七七8)
(広島県教職員組合教文部編

1‑5﹁いまこそ平和教育の全国化・世界化を‑zoo被爆問題国際
シンポジウム参加記‑﹂

r広島教育j 興 01^"‑^r I九七七9)

明治図書へ 1九七八‑)

(西郷竹彦編集

1‑6﹁(特集=実践記録に何を望むか) 子どもの変容を普く﹂
r文芸教育

1‑7﹁(特集‑国語科授業の創造) 国語科授業の創造のために﹂
(日本国語教育学会編
丁月刊・国語教育研究169'O.CM‑T︑一九七八2)
1‑8﹁(シンポジウム提案‑)言語教育の今日的課題﹂
(全国大学国語教育学会編
r国語科教育I gj'a‑*‑oサ'学芸図容へ 1九七八3)
1‑9﹁(特集=個性を伸張し合う学習集団の創造(4) 子どもが
どう変わると学習集団が高まったといえるのかE)学習集団の
形成と言語活動の指導﹂(広島大学附属小学校学校教育研究会編
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'広島平和教育研究所・出版部'一九八〇5)
2r(特集=評価観点としての﹁国語に対する関心・態度﹂とは
た﹁国語に対する関心・態度﹂﹂

何か‑観点別学習状況の評価をめぐって・2)目標構造からみ
(r教育科学・国語教育l mt aS‑Sへ
明治図書へ 1九八〇8)
2‑9﹁(授業研究(授業の検討)) 子どもの読みがどう変わったか﹂
(広島大学附属小学校・学校教育研究会編
﹁学校教育し 1‑8︑̲CO i‑H︑一九八〇9)

︑明治図書︑1九八〇l)

210﹁(特集=達成基盤を明確化した授業の可能性)達成基準を明
確化した国語科授業の改善﹂
(r現代教育科学J g︑

211﹁(特集‑事例報告を読んでの感想・3) 主体的な学習活動を
(﹃教育科学・国語教育し 2‑1へ

'

成立させる授業を‑到達目標と学習目標の関連を考える‑﹂

明治図宙へ 1九八〇1 1)

(r教育科学・国語教育J St c﹂‑

習者の内面に対立・矛盾を生み出す授業‑そのためのいくつか

212﹁(特集‑楽しい国語学習を成立させる条件とは何か・3) 学
の視点と方法1﹂

明治図書︑1九八11)

九八12)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

213﹁(教育への提言2) ﹁励まし合いの教育﹂をつ‑り出すために‑
授業を中心に‑﹂

﹃学校教育 S3'

214﹁(第二主題=国語・文学の教育と芸術の教育) (討議記録)○

九八T5)

(日本国語教育学会

国語・文学の教育のあり方︑○表現・理解・鑑賞教育の方法﹂

r月刊・国語教育研究﹄ s o‑

215﹁(授業研究(授業の検討V 1)単元構成の原理を考える‑一
つの検討視点として‑﹂

﹃学校教育﹄ 7‑7︑

へ一九八一6)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

へ aS‑g︑

216﹁(特集‑実践課題・2)国語学力論の方向と実践課題﹂

明治図書︑1九八19)

(r教育科学・国語教育

2‑7﹁(特集=国語科単元学習で基礎学力は育つか)基礎学力のと

(﹃現代教育科学﹄ 3‑1へ

'明治図書へ 1九八﹁l)

らえ方とその形成‑単元学習の何を生かすか‑﹂

(全生研編集﹃生活指導﹄S3 P<S‑Sへ明治図書︑1九八11)

2r教科苔攻撃の意味するもの‑国語を例にして‑﹂

間﹁(特集‑提言・授業のヤマ場を創出するための条件とは・‑)
て‑﹂

明治図告︑1九八二2)

(﹃教育科学・国語教育﹄ 2‑8へ q‑s‑s︑

ヤマ場を創出するための三つの条件‑﹁授業の成立﹂をめざし

の再生を求めて‑﹂

(広島大学附属小学校・学校教育研究全編

2‑0﹁(教育への提言2)発達論の視点からの教育の見直しー教育

﹃学校教育し 7‑7︑0.S‑︑一九八二4)

認識能力を育てる指導をこそ﹂

2‑1﹁(特集‑提言・﹁情報読み﹂の授業はどうあるべきか・2)

57

(﹁教育科学・国語教育し3‑6︑0.﹂‑S'
明治図書へ 1九八二9)
2‑2﹁(授業研究(授業の検討))指導的評価のあり方を探る﹂
(広島大学附属小学校・学校教育研究全編
r学校教育 ︑a8‑ へ 1九八二9)
2‑3﹁(第一分科会‑基調提案)文学教育と平和教育﹂
pgY広島平和教育研究所・出版部︑1九八二l)

(日本平和教育研究協議会編集﹃平和教育運動﹄9︑

(日本国語教育学会編

2‑4﹁(提言)国語の授業蘇生へのみち‑﹁荒れない﹂部分への着
目を‑﹂

r月刊・国語教育研究j堕 ftS‑B'1九八二l)
2‑5﹁(特集=教師教育カリキュラムの研究( ))教師教育カリキュ
ラムの構造と内容‑東独の場合を中心に‑﹂
(広島大学大学教育研究センター・教師教育プロジェクト編
r大学研究ノートL LO'riC︒‑C*^'1九八二S)
(r教育科学・国語教育j興 afS‑輿

2‑6﹁(特集=﹁指導内容﹂の改革は何か・2)形式的言語操作主
義からの脱却を﹂

明治図書へ一九八三‑)
(西郷竹彦縮︑臨時増刊号

2‑7﹁(特集‑西郷文芸学の検討)構想論‑認識・伝達・創造論と
してー﹂

F文芸教育j37︑ftg‑興 明治図苔︑1九八三‑)
2‑8﹁(特集‑国語教育研究の動向)ドイツ民主共和国における国
(日本国語教育学会編
﹁月刊・国語教育研究し1‑9へ &3‑S︑一九八三2)

語教育改革の動向﹂

(r月刊国語教育[C︒'o<^1‑‑u^/東京法令出版'1九八三3)

2‑9﹁作文意欲を育てる基本‑作文への意欲を持たせるには‑﹂

2‑0﹁(主題=国語科教育の当面する諸問題の解決を求めて)基調

(日本国語教育学会編

r月刊・国語教育研究﹄^3'ohC^)‑‑CO︑1九八三8)

提案‑主題についての問題提起﹂

231﹁(特集‑特柴の解明・子どもの作文の見方・はめ方(IV)

(﹃実践国語研究﹄一翼 Q.<C‑3'明治図書︑1九八三11)

﹁はめて育てる﹂ための基本﹂

(日本文学協会編

222﹁(特集‑﹁文学教育がひら‑もの﹂シンポジウム報告)状況

r日本文学j三三‑2︑0.S‑8'一九八四2)

認識の力を‑平和教育の視点から‑﹂

(﹃日本語学﹄S'サS5‑輿明治書院︑l九八四2)

223﹁(特集‑海外の基本語桑)東ドイツにおける学習基本語桑﹂

﹃学校教育﹄ 8‑2'&8‑3'一九八四5)

(広島大学附属小学校・学校教育研究全編

224﹁(授業研究(授業の検討IV)言語に着目した読みの指導を発
展させるために﹂

2‑5﹁(授業研究(授業の検討))読み深めの過程を考える﹂

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

r学校教育j興 O.S‑3'I九八四8)

﹃学校教育﹄ 8‑8'O.<r>‑3'一九八四11)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

226﹁(教育への提言‑) ひとりひとりを生かす授業の基礎‑読み
の指導の場合‑﹂

学習者の読みの予測に立った教材研究﹂

2‑7﹁(特集‑提言・どんな考えで﹁教材﹂を読めばよいか(ォ))
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(r教育科学・国語教育 ︑0‑S‑'
明治図書︑一九八五2)

としての読み﹂

明治図書へ一九八五10)

(r教育科学・国語教育し 3‑3へ aS‑S︑

2‑6﹁(授業研究(授業の検討))何に関わらせるか‑11文学作品の読

﹃教育科学・国語教育し3‑5へ サS‑‑3︑

2‑8﹁﹁文学の方法﹂に即し'学習者の読みを予測して﹂)

﹁学校教育﹄ 8‑0︑aァー!8︑一九八五11)

みの指導の場合‑﹂ (広島大学附属小学校・学校教育研究全編

T九八五6)

へ明治図古へ 1九八六3)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

﹁学校教育し 8‑5︑&8‑S︑一九八六4)

へ 1九八六1)

(日本国語教育学会編

r月刊・国語教育研究J S'0‑c

九八六11)

(日本国語教育学会編

2‑3﹁(提言Ⅳ)国語の授業を魅力あるものに﹂

r月刊・国語教育研究﹄ K ft

2‑2﹁(提言H)授業の成立をめざして﹂

r学校教育I?S'Q.U3.︑1九八六7)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

個に応じる教材化の工夫﹂

2‑1﹁(特集=個に応じへ個性を伸ばす教材の開発(教育への提言))

発されたこと‑﹂

2‑0﹁(授業研究(授業の検討IV)対話としての読み‑授業から触

(r現代教育科学﹄mt

2‑g﹁(司会者としての感想)文学作品の特殊性をふまえた読みを﹂

明治図容︑1九八六‑)

充実・発展をめざして﹂(﹃教育科学・国語教育﹄=3 a3‑輿

2r(国語教育改革会議に参加して(第1回)・7)文学教育の

(r家庭と教育﹄‑ O.<0‑ 東方出版へ一九八五l)

217﹁ことばの豊かな子が伸びる‑すべての子どもに国語の力を‑﹂

明治図書︑一九八五3)
2‑9﹁(授業研究(授業の検討IV)学習者とともに創る授業﹂
(広島大学附属小学校学校教育研究全編
r学校教育I ﹂3J c0︑‑.︒︒‑i‑I'1九八五4)
2‑0﹁説明的文章の読みの指導研究三点﹂

明治図書へ

(r教育科学・国語教育 S' ︑

'明治図書︑ 一九八五9)

(西郷竹彦編

2‑1﹁(特集=子どもに今へ何を教えるか)人間として' 人間らし‑﹂

﹁文芸教育し 48︑

2‑2﹁(特集=誌上シンポジウム・提案に対する意見 (<"))読者講
(r教育科学・国語教育し 3‑2へ nCO.︒Oへ

を導入した授業の具現化をめざして﹂
明治図書へ一九八五9)
﹃月刊・国語教育研究﹄1‑0︑&S‑﹂︑一九八五9)

2‑3﹁(提言 m)作文指導の現状と課題﹂ (日本国語教育学会編

(日本子どもの本研究会

2‑4﹁(特集=子どもの本と戦争・平和)読酉によって子どもの平
r子どもの本棚﹂48へ p6‑堕あゆみ出版︑1九八五9)

和への認識をどう育てるか﹂

2‑5﹁(特集=提言・説明文指導をどう改善するか (‑‑))自問自答
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2‑4﹁(授業研究(授業の検討))説明文教材の読みの指導‑提案の

r月刊・国語教育研究j興 ftS‑S'1九八七10)

(児華言語研究会編
1光社︑一九八七2)

︑一九八八‑)

(日本国語教育学会編

(同右︑ft8‑8)

(大下学園国語科教育研究会編集

a==‑興大下学園祇園高校︑1九八九3)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

2‑9﹁(授業研究(授業の検討))﹁何を読みとらせるのか﹂を求めて﹂

r学校教育J s'ft8‑3'1九八九5)

提案事項の検討‑﹂ (広島大学附属小学校・学校教育研究会縮

2‑8﹁(授業研究(授業の検討))何をどのように読み取らせるか‑

r研究紀要﹄

2‑7﹁(司会者のまとめ)対話成立の条件﹂

あゆみ出版︑一九八九‑)

﹁子どもと教育し臨時増刊号︑0‑S‑Sへ

かわる矛盾)言語教育の重視と遺徳教育の充実﹂

2‑6﹁(各教科別改訂のポイントと問題点・国語・基本的性格にか

を求めて﹂

2‑5﹁(シンポジウム提案①)外からの改革と内からの改革の接点

r月刊・国語教育研究﹄ 1‑7︑p2︑1九八八l)

語科教育改革の実践的課題﹂

2r(問題提起)学習者が意欲的に取り組む国語教室の創造‑国

r学校教育﹄ 8‑6︑

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

2‑3﹁(授業研究(授業の検討))説明文指導の創意・工夫﹂

明治図雷へ 1九八八1)

(広島大学附属小学校・学校教育研究全編

意義と課題‑﹂
輿 1九八六l)

2‑2﹁(特集=戦後の国語教育論争から学ぶ)基礎学力論争から学ぶ﹂
(r教育科学・国語教育J W a^‑S︑

r学校教育b S3'

へ東京法令出版︑1九八七‑)

後の研究と実践を踏まえた改訂を﹂

2‑5﹁(提言=教育課程審議会﹁中間まとめ﹂‑私はこうみる)戟
(r月刊国語教育
2‑6﹁(主張)平和の問題を考える力を育てよう﹂
(日本平和教育研究協議会編集
﹁平和教育﹄25t dm‑c‑︑明治図書'一九八七‑)

輿

2‑7﹁(特集‑説明文の授業改善をめざして・意見‑)教師の指導
r国語の授業

性の確立を﹂

明治図容︑1九八七3)

(r教育科学・国語教育﹄

2‑8﹁(特集‑入門 芦田恵之助)近代教育史の中で芦田実践をと
らえたい﹂

2‑9﹁(特集‑﹁自己学習力﹂は個性の伸張とどうかかわるか(敬

r学校教育﹄ S3'O.ォ5‑^‑S'1九八七6)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

育への提言)﹁自己学習力﹂と個性の伸張‑内発的動機づけの
問題を中心に‑﹂

2‑0﹁(授業研究(授業の検討))説明文の授業について﹂
︑一九八七7)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編
r学校教育﹄ 8‑0へ

2‑1﹁(シンポジウム提案)言語コミュニケーションの力と授業﹂
(日本国語教育学会編
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r学校教育Jァto.s‑5︑1九八九9)
2‑0﹁(シンポジウム提案④)中学・高校における言語指導の課題﹂
(日本国語教育学会編
﹃月刊・国語教育研究︑一九八九10)
2‑1﹁(連載‑平和教育入門講座・教科をとおして平和教育をどう
すすめるか‑)国語・文学教育と平和教育﹂
ftS‑H'明治図雷︑一九九〇4)

(日本平和教育研究協議会編集
r平和教育mw.‑
2﹁
‑(特集=文芸の授業でどんな力を育てるか)﹁人間認識の力を
育てる﹂文芸教育論の学力論的体系とその意義﹂(西郷竹彦編
﹃文芸教育︑明治図書︑1九九〇6)
2﹁
3
‑(今後の課題)﹁ことばを育て︑心を育てる﹂国語教育を﹂
(日本国語教育学会編
r月刊・国語教育研究J='0‑St1九九〇7)

2‑7﹁(特集=﹁言語教育と文学教育﹂論争が国語科教育に示唆す

明治図書︑1九九18)

(﹃教育科学・国語教育J a︑ft﹂;‑2'

るもの) 国分・石田論争を正当に位置づけよ﹂

団の弁証法的︑力動的関係の展開を﹂

'1九九I S).

(日本国語教育学会編

2‑8﹁(個が伸びる国語教室の創造 シンポジウム提案②)個と集

r月刊・国語教育研究 S?'

2‑9﹁戦後の学力論争から見た新指導要録の学力観﹂

(T現代教育科学﹄ 招'Q.CT>‑^︑明治図書︑1九九二1)

西郷提案の教授学的意義‑﹂

(西郷竹彦編

2‑0﹁(特集‑提案に対する意見) ﹁文字の授業では何を教えるのか‑

﹃文芸教育し 59︑ftj> '明治図書︑一九九二2)
て考えたこと‑﹂

大下学園祇園高校︑1九九二3)

(大下学園国語科教育研究全編

2‑1﹁大村先生のご提案をどう受けとめるか‑ひとりの聞き手とし
r研究紀要329︑

ム提案H) ﹁明日へつながる授業﹂をつ‑るために﹂

2r(明日へつながる国語科教育のあり方を求めて

シンポジウ

明治図書へ一九九二7)

(r教育科学・国語教育J W aS‑﹂'

書教材の活用と欠落の補充を﹂

2‑3﹁(特集=認識力と表現力がどう結びつけられているか) 教科

﹃学校教育I l'O.SS‑52︑1九九二6)

(広島大学附属小学校学校教育研究全編

2‑2﹁(授業研究(授業の検討)) 子どもの読みを生かす授業の工夫﹂

2‑4﹁(授業研究(授業の検討))学習課題を深‑とらえて‑‑責の羊
習を成立させるために‑﹂
8︑0‑S‑3︑一九九〇9)

(広島大学附属小学校・学校教育研究全編
﹃学校教育﹄8‑

2﹁
5
‑(特集‑授業記録についての誌上シンポジウム)文学の授業‑
提案についての二三の私見‑﹂(児童言語研究会編
r国語の授業Jァ'ag‑g︑1光社へ1九九〇l)
2﹁
6
‑(授業研究(授業の検討))文学の授業における共体験の成立
と意味づけ﹂(広島大学附属小学校・学校教育研究会編
﹃学校教育﹄8‑7'&8‑3へ一九九一6)
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(日本国語教育学会編
r月刊・国語教育研究 ︑O,t﹂>‑‑r‑︑1九九二l)

(日本国語教育学会編

r月刊・国語教育研究﹄2‑6へpl︑一九九三8)

,JJユニケーション技術﹂(r教育科学・国語教育JS'ag'

2﹁
3
‑(特集‑気になる﹁実践用語﹂を解明する・用語解説)9コ

立った指導の改善﹂

2‑5﹁(特集‑新しい学力観に立った国語科教育)新しい学力観に

明治図書︑一九九三8)

3︑a8‑︑一九九三8)

(r現代教育科学﹂堕O.﹂‑S'明治図書'1九九三S)

力観=批判する側の言い分)国語科教育改革の理念としての

2‑7﹁(特集‑新学力観は﹁知識﹂否定の学力観か‑国語科の新学

合‑﹂

るか)﹁﹃評価規準﹄をみる二つの立場‑なる場合︑ならない場

2﹁
6
‑(特集‑観点別学習状況評価の参考資料は﹁評価基準﹂にな

r月刊・国語教育研究ai=‑九九三l)

(日本国語教育学会編

2‑5﹁(シンポジウム提案TV)学ぶ喜びを生み出す国語教室﹂

﹃学校教育﹄91

(広島大学附属小学校・学校教育研究会縮

﹁読み方﹂を身につけさせるために﹂

2‑4﹁(授業研究(授業の検討))主体的な学習活動をつ‑りだし︑

(﹃月刊国語教育﹄3'O.¥ 輿東京法令出版︑1九九二l)
提言 通知表の目的に合致した方向への改善を﹂

2‑6﹁(特集‑いま'なぜ﹁絶対評価﹂なのか‑相対評価の功罪)
(r現代教育科学J3t a.m‑‑c‑︑明治図容︑一九九二l)
(全国大学国語教育学会編

2‑7﹁(Iシンポジウム=〝これからの国語学力像を構想する″)司
会者のことば﹂

﹃国語科教育﹄40'p3'学芸図書︑1九九三3)
間﹁(誌上授業研究‑実践提案を読んでの感想)﹁問題解決学習﹂
(r現代教育科学j墜 aS‑S'明治図書︑1九九三3)

の今後の課題﹂

墜

2‑9﹁(特集=キーワードでみる国語科実践研究の最前線)﹁関心・
意欲・態度﹂の評価﹂ (r教育科学・国語教育﹄4‑6︑

明治図書︑一九九三6)
2‑0﹁(特集‑読み方の習得を目指した国語科指導=特集テーマへ

6へO,jn.ォ>'明治図書'1九九四‑)

(r現代教育科学﹄41

﹁新学力観﹂の検討‑若干の疑問点・問題点を中心に‑﹂

2‑8﹁(Iシンポジウム=〟認知科学が国語教育に示唆するもの″)

の提言)物語文の系統的読み方指導‑読者への働きかけの装置
(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

﹁国語科教育﹂41へp3'学芸図容︑一九九四3)

司会者のことば﹂(全国大学国語教育学会編

2‑1﹁﹁新学力観﹂にもとづ‑学習指導﹂
(rwoォジャーナルI S'ftoo‑'開陸生︑1九九三7)

凹﹁(授業研究(授業の検討))何のために︑何を'どうイメージ

に着目して‑﹂

r学校教育j興 O.to‑^︑1九九三6)

2‑2﹁(巻頭言)論理的作文指導のポイントは何か﹂
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r学校教育﹂ 9‑0︑ng‑3︑一九九四3)

(広島大学附属小学校学校教育研究会編

化させるのか‑イメージ化の自己目的化に習戒を‑﹂

指導﹂

(広島大学附属小学校学校教育研究会編

3‑0﹁(授業研究(授業の検討))語り方(文体)をふまえた読みの

﹁学校教育し 9‑3︑0‑8‑S3︑一九九四6)

3‑1﹁(特集=自己学習力を育てる総合単元学習)戦後の﹁国語単
元学習﹂ の問題点と授業への示唆﹂
明治図告︑1九九四8)

(r教育科学・国語教育l 鵬︑0‑S‑Sへ
3‑2﹁(特集‑文部省指導資料にみる﹁支援﹂観の検討)教育観全
体のなかで﹁支援﹂観を検討する‑r小学校 国語指導資料﹄
を中心に‑﹂
(r現代教育科学L Eg'0.00‑2'明治図書'1九九四1)

間へ

明治図容へ 1九九五5)

(r教育科学・国語教育﹄ 5‑8へ

明治図書へ 7九九五6)

3‑6﹁基礎学力擁護論﹂ (r教育科学・国語教育

3‑7﹁(特集‑特集の解明①・音読・朗読で展開する文学の授業)

(﹁実践国語研究し 1‑1︑a<0‑﹂へ 明治図書へ一九九五9)

音読・朗読による文学作品の読み深めの指導﹂

3‑8﹁(授業研究(授業の検討))反復・対比の構造をふまえた読み

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

の試み‑その意義と残された課題‑﹂

﹃学校教育﹄ 9‑8︑〇.8‑5!'一九九五9)

る) 52年版学習指導要領の問題点‑国語を中心に‑﹂

3‑9﹁(特集=﹁学習指導要領﹂の検討=思考力低下との関連を探

(r現代教育科学し 4‑7へ ft3‑3︑明治図書︑1九九五10)
基盤を求めて﹂

(日本国語教育学会編

310﹁(シンポジウム提案②)未来に生きる言語的実践力の育成の

r月刊・国語教育研究 ?3︑a.3‑2︑7九九五10)

言)﹁苦役﹂から﹁喜び﹂ へ‑授業改善の方向を考える‑﹂

3‑3﹁(特集=﹁新しい学力観﹂と授業の変革‑特集テーマへの提
(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

311﹁(特集=個が生きる教育の今後の課題=特集テーマへの提言)

個が生きる教育の今後の課題﹂

r学校教育し 9‑2へ O.U5‑﹂︑一九九五3)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会福

3r(特集‑続・国語科が危ない‑国語科を取り巻‑環境)国語

r学校教育j 紺へ O.to‑^lt 1九九六3)

︑

(r月刊国語教育I Jg'O,^‑ ^'東京法令出版へ 1九九五5)

312﹁(特集=評価)転換期における国語学力論の課題﹂

科の指導内容をどう精選するか﹂
3‑5﹁(特集=新しい国語科を創る新単元学習の提唱) ﹃国語科新単

(r教育科学・国語教育 ?S'

明治図容︑一九九六7)

元学習の構想と授業改革﹂を読んでの感想‑﹁総合単元学習﹂
を発展させるための具体的課題﹂
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3﹁
1(シンポジウム提案TV)確かで豊かな国語力の育成‑活動
主義的国語科授業の問題点とその克服‑﹂(日本国語教育学会編
﹃月刊・国語教育研究﹄興‑ォー^‑^I九九六l)

27'0‑K‑K︑

314﹁(特集‑学習指導要領改訂に向けての提案・私ならここを古
き直す・‑)国語科の構造と﹁内容﹂の再編﹂
(﹃教育科学・国語教育し5
明治図書︑一九九七2)
315﹁(特集‑新しい時代が求める教育を探る=特集テーマへの提
6︑ft2‑S3︑一九九七3)

言)学びの転換﹂(広島大学附属小学校・学校教育研究全編
﹁学校教育し9‑

3
61
﹁(提言=21世紀にふさわしい学習指導要領﹁国語﹂とは・現
2へO.SS‑8'

行の問題点と改善点)教育課程全体の中に位置付けた改善を﹂
(﹃教育科学・国語教育し5‑
明治図書︑一九九七5)
3
71
﹁(特集=子どもの表現力)欧米における作文指導﹂
(文部省大臣官房調査統計企画課編集
丁教育と情報LS'D‑S‑^︑第一法規'一九九七7)
3
81
﹁(シンポジウム提案②)﹁関わり合う力﹂を育てる﹂
(日本国語教育学会編
﹃月刊・国語教育研究]興サS‑!8'1九九七l)

1)

319﹁(授業研究(授業の検討))﹁意味づけ・価値づけ﹂の読み授
‑九九七1

業への提案﹂(広島大学附属小学校・学校教育研究会編
﹃学校教育﹄興O.

3‑0﹁(誌上シンポジウム・提案に対する意見・5)先行実践・研

輿

明治図書︑一九九七11)

究との関わりを明確に﹂ (r教育科学・国語教育しS'

3‑1﹁(特集‑教科内容スリム化のためにここを﹁厳選﹂したい・

(r現代教育科学﹄興 aS‑ 明治図書へ 1九九七S)

国語科)国語科教育の改善をめざして﹁教科内容﹂を考える﹂

教育としての性格を重視した国語科の推進を図る)欧米諸国の

3‑2﹁(特集=2 1世紀への提言﹁国語教育の改善に向けて﹂5言語

へ明治書院︑1九九八‑)

国語教育の当面する基本課題と今後の国語教育﹂
(F日本語学﹄興

育てるために‑教課審﹁中間まとめ﹂をどう読むかI﹂

3‑3﹁(特集=第一三回市民教育講座)子どもたちの学力を豊かに

(広島教育研究所編

﹃ヒロシマの子育て・教育J﹂'cw‑a>'1九九八2)

(r教育科学・国語教育﹄is'O.S
明治図苔︑一九九八3)

業丁ここを改善したい)中学校・文学教材を表現教材として生

3‑4﹁(特集=思考力・表現力を育てるための・﹁文学教材﹂の授
かす﹂

方法の開発﹂=国語科﹁総合的な学習活動における評価を探る

3‑5﹁(特集=﹁自ら学ぶ意欲を育てる教育課程の編成と'評価の

(広島大学附属福山中・高等学校編

国語科教育﹂)本研究の成果と今後の課題﹂

﹃中等教育研究紀要j38︑p輿一九九八3)

段落分け指導・人物の気持ちの読み取りの問題点とその改善﹂

3‑6﹁(特集=段落分け指導・人物の気持ちの読み取りの是正・4)
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(﹁教育科学・国語教育﹄ 5‑8'Q‑3‑23︑
明治図書へ 1九九八4)
科と国語科との合科的な指導研究の要点﹂

抑﹁(特集‑生活科と他教科との合科的な指導研究の要点) 生活

明治図書︑一九九八4)

(r生活科と共に総合的学習を創るj 87︑0> ‑﹂h︑
間﹁教科教育学研究パラダイムの検討‑1教科教育学の反省と課顕丁﹂
(日本教科教育学会編
﹃平成10年全国大会論文集﹂へ 0‑S‑g︑一九九八8)
3‑9﹁(シンポジウム⁚確かで豊かな表現力の育成‑音声表現を中

へ 1九九八10)

(日本国語教育学会編

心に 2) 音声言語の指導‑A﹁'何が重要か﹂
丁月刊・国語教育研究﹄

r学校教育j m︑ft8‑3︑1九九八n)

(広島大学附属小学校・学校教育研究会編

3‑0﹁(特集=授業の検討)授業研究‑説明文の読みにおける表象化﹂

▽学界時評
3‑1﹁広島大学国語国文学会・国語教育研究協議会の歩み﹂
(広島大学国語国文学会編
﹃国文学致し 47︑a﹂‑S︑一九六八7)

(﹃国語科通信139へ *蝣‑"i‑I CMへ角川書店へ 1九七八11)

3‑2﹁戦後高校国語教育の歩みとこれからの課題﹂

323﹁(第二部研究情報)一基礎学力の研究動向﹂

明治図書︑1九八二6)

(r教育科学・国語教育J M︑ftg‑5︑

3‑4﹁(巻頭言)根底からの国語教育の問い直しを﹂

(日本国語教育学学会編

丁月刊・国語教育研究﹄ 1‑7へ pl︑1九八五6)

(全国大学国語教育学会編

Q,c‑‑at 学芸図古へ 1九九六3)

(﹃教育科学・国語教育﹄3‑0=﹁国語教育

r国語科教育﹄

335﹁学会活動の新たな展開を念じっつ‑理事長就任のごあいさつ‑﹂

3‑6﹁広島﹂

(r教育科学・国語教育 =﹁国語教育

研究年鑑87年版﹂︑̲55s‑‑‑'明治図書︑1九八七6)
3‑7﹁広島﹂

‑S3'明治図告︑1九八八6)

(﹃教育科学・国語教育しLO ﹁国語教育

研究年鑑88年版﹂へ

研究年鑑89年版﹂︑fl‑‑‑︑明治図書︑1九八九7)

3‑8﹁広島﹂

(﹁教育科学・国語教育Jァ=﹁国語教育

研究年鑑90年版﹂︑O,=﹂‑︑明治図書︑1九九〇6)

329﹁広島﹂

3‑0﹁(特集‑国語教育人物誌)広島県﹂

明治図苔へ 1九九八4)

(﹃教育科学・国語教育﹄ 5‑7︑ftgへ

311﹁(特集‑国語教育人物誌)広島県﹂

明治図雷︑一九九九‑)

(﹃教育科学・国語教育﹄ 5‑0へ O.st
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H 解題・書評・月報・新聞

p.S3‑サS3'明治図書︑一九六七5)

3‑2﹁(書評)国語科の授業研究6‑8﹂
(r授業研究

ォ0

(﹁中国新聞﹂'一九七三2)

3rr戦前教育といまの私j原稿募集によせて﹂
3‑4﹁r戦前の教育と私﹄の選考を終えて﹂
(﹁朝日新聞﹂︑一九七三

3‑5﹁(書評)井上弘著﹃よい授業の条件﹄(現代授業論双書‑)﹂
(r現代教育科学j興 Q*‑>‑‑堕明治図翼 l九七四S)

(r西尾実国語教育全集し7・月報7'&S‑輿

3‑6﹁国語教育研究の初心I r国語教育学の構想﹄ への書きこみか
ら‑﹂

∴⁚回iij

(日本平和教育研究協議会編集

"I中∵;⁚.=﹁I‑‑

‑‑

r平和教育j8︑〇.^3‑ァS'明治図書︑1九七八6)
**蝣''小.⁚

‑3]

﹂

教育出版︑一九七五10)
3‑7﹁巨峰へのアプローチ﹂(置丙松三著作集﹄4付録︑O.vD‑‑︒0︑
光村図百︑1九七七l)
3r(日平研図書室)森田俊男・横川某範編r平和教育‑何を教

川い‑

え語りつぐかIL︑国民教育研究所編﹁平和教育の理論と実践ヒ

一

=民族の怒りと未来への腎告﹂

(日本文学協会編︑大修館書店へ一九八一11)
3‑0﹃読雷案内 小学校宿し[﹁ハイジ﹂p興﹁長‑つ下のピッビ﹂

all

日本文学協会編︑大修館書店︑1九八二5)

(﹃大村はま国語教室﹂9・月報2︑ftcvj‑io'

3‑1﹁〟目からうろこが落ちる″思い﹂

筑摩苔房へ一九八三‑)

(日本平和教育研究協議会編集

3‑2﹁(図普紹介) ﹁核未来戦争に関する本﹂

r平和教育﹄3'0‑S‑Ssへ明治図告へ 1九八四4)
r小学校教材論ヒ

(r実践国語教育情報L gr 0‑g‑輿

3‑3﹁(新刊紹介)授業学研究会・岡山大学教授長田久男他編著

教育出版センター︑一九八六5)

(﹃倉津栄吉国語教育全集﹄2・月報8︑0.1‑1‑‑Nへ

3‑4﹁戦後創始期の国語教育を確かめる﹂

角川書店'1九八八l)

明:>5回告'

一九九四9)

(r教育科学・国語教育し興 o
‑0
N‑0
C0
O︑

3‑5﹁(連載‑国語教育基本文献解題)古田拡著(一九五二年)﹃問

くことの教育ヒ

3‑6﹁(連載=国語教育者への遺(S))大槻和夫﹂

明治図書︑

一九九六7)

(﹃教育科学・国語教育し 5‑7︑ 見返し頁︑

恒文社へ

一九九七3)

(r西郷竹彦文芸・教育全集﹄2・月報E'D.m^io︑

3‑7﹁学びつつ'乗り越えたい﹂

と創造﹄﹂

3 ‑8﹁(連載‑国語教育基本文献解題)古田拡著﹃国語教室の機微
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(r鍛える国語教室J1 8'

m 事典・辞典

︑明治図書へ 1九九八l)

(倉揮栄吉ほか編へ第一法規︑1九七15)

3r小学校国語科指導事典j [﹁諸外国における国語教育の概要・
ドイツ民主共和国﹂
3 r読解読書指導事典﹂ [﹁諸外国における読むことの指導・ドイ
(倉揮栄吉ほか編へ第一法規へ 1九七三6)

ツ民主共和国﹂所在頁未確認]
s?r平和教育実践事典﹂ [項目執筆︑無記名]

p46

p28

国語科重要用語3‑0の基礎知識﹄

(広島平和教育研究所編'労働旬報社︑一九八一6)
3‑2﹃教科教育の基礎用語シリーズ

p42

p47

p62

18﹁コミュニケーション﹂

36﹁知識﹂

p44

33﹁行動目標﹂

37﹁理解﹂
p48

35﹁態度﹂

38﹁習熟﹂

1‑8﹁利用指導﹂ O.S3

52﹁言語活動の形態﹂

p1‑

1‑9﹁学校図書館﹂p1‑
1‑2﹁適容﹂

1‑4﹁読書能力﹂ Q,S

1‑1﹁インタビユIL

p2‑

1‑5﹁読書実態調査﹂pl

p3

2‑8﹁修飾・被修飾﹂aJ8
別﹁評価﹂

2‑5﹁到達度評価﹂ O.s

(野地潤家編︑明治図雷︑一九八18)

2‑6﹁形成的評価﹂ 0.m
2‑8﹁面接法﹂ O.s
2‑9﹁観察法﹂

(小学館︑一九八四﹂h"^ 1九八六)

3‑3﹃日本大百科全容][﹁暗唱﹂﹁音読﹂﹁朗読﹂﹁生活綴り方的教
育﹂など項目執筆]

教育研究所﹂p,gt (S)﹁戦争児童文学﹂f‑yS^‑‑.^'‑4平和

3‑4﹁平和事典﹄[Ⅳ平和と教育‑2平和教育運動(7) ﹁広島平和

教育教材(‑)﹁教科書﹂(2)﹁副教材﹂(3)﹁文学作品﹂p

2‑2] (広島平和文化センター編へ勤草萱居︑一九八五l)

(梅梓忠夫へ他監修へ 教育出版センタ1︑一九八六‑)

3‑5﹁世界歴史大辞典j[﹁解釈学﹂p39﹁生成文法﹂p6]

3‑6﹃現代教育評価事典﹄[﹁国語科の評価﹂所在頁未確認]

(東洋ほか編︑金子書房︑一九八八3)

教材﹂ a3‑興 ﹁ 訳総合法﹂‑‑s‑s]

3‑7﹁現代授業研究大事典﹄[﹁外言と内言﹂Ql,co*‑蝣‑*coへ﹁投げ込み

(吉本均編︑明治図書︑1九八七2)

3r国語教育研究大辞典j[﹁ディルタイ﹂p興﹁ドイツの国語
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科教育﹂O,S3‑i﹂3'﹁野地潤家﹂O<[ァ蝣‑ァァ]
(国語教育研究所編'明治図書'一九八八)

(国語教育研究所編'明治図書︑1九九三)

の教材3年﹁まどさんのうた‑阪田克夫(学図3年)﹂

iァr中学校国語教材研究大事典﹄ [弟‖部文学の教材研究・文学

Ⅳ 選評

3‑0﹁(特集号‑第2回東広島市小中学生作文コンクール・総評)
考えを深めるためにー小中学生のみなさんへ‑﹂
(﹁ひがしひろしま﹂2‑2へ東広島ジャーナルへ一九八三f‑S)
3‑1﹁(選評)読書感想文を読んで﹂
(広島県読書推進運動協議会・中国新聞社・広島県公共図書館

一九九二i‑H・.‑1)

)

協会編r文集 (読書感想文コンクール入質者作品から)﹄)
平 成 2 年 度 (a ‑ '

一九九三‑.‑‑)

‑

︑

一九九四2・

・

(ft‑

︑

︑

"

(a.

‑

平成3年度

(a‑

1

‑

平成4年度

1九九五‑‑.‑‑)

!

2

平成5年度

(D.‑‑︑

1九九六‑.‑)

F

2

'

v

4
平成6年度

(a.

一九九七I‑I・.‑1)

f

5

平成7年度

(0.‑‑I

一九九八r‑H・i‑1)

蝣

6

平成8年度

(0..‑I‑‑OJ︑

)

7

平成9年度

8

一九九九I‑I・1‑1)

平 成 1 0 年 度( a ‑

'

9

Ⅴ 緒言・随想

3‑2﹁(特集=古典解釈について‑土井忠生先生から教えていただ

(広島大学教育学部光葉会編

き︑感銘していること)土井先生に教えていただいたこと﹂

r国語教育研究19︑0‑s‑‑3'一九六四l)

(せせらぎ会福﹁せせらぎ﹂輿 pl︑1九七八9)

3‑3﹁文章表現の年輪﹂

(編著︑野地潤家先生御退官記念事業会へ 1九八四8)

3‑4﹃野地潤家先生に学びてj[﹁まえがき﹂pi〜輿﹁師恩﹂p
‑
g
]

3‑5﹁宇宙の単位で数えてみれば﹂

(ひろしまゆたかな保育をすすめる全編

﹁広島ゆたかな保育﹂14'pl︑一九八六<‑‑S)

3‑6﹁﹁老化の兆候測定﹂に思う﹂

‑‑cvi‑‑cm

九八七)

(広島大学レクリエーション委員全編

r不死鳥﹄

3‑7﹃広島大学四十1年の日々﹄[第六章教育学部長の1年間 1

(沖原豊学長退官記念誌刊行会編へ第一法規︑一九九〇3)

﹁教育学部の改組﹂0‑2‑2]

(王朝文学の会編r河﹄5'ftS‑輿 1九九16)

3‑8﹁清水文雄先生への私信﹂

3‑9﹁(特集=卒業生の進路)教科教育学科国語教育学専修﹂

68

(r広島大学教育学部・後援会報L I︑p9'1九九二4)
(広島大学教育学部光葉会福

3‑0﹁(特集=浮橋康彦先生退官記念論集)浮橋康彦先生ご講演記
録の掲載にあたって﹂
(広島大学附属学校部福

r国語教育研究﹄3 6︑0.rH‑CO︑1九九三3)
3‑1﹁新任のご挨拶にかえて﹂

r広島大学附属学校だよりI S'0.‑Hへ 一九九三7)
3‑2﹁(今月のことば)﹂

15﹁﹁チューリップの歌﹂‑個人と集団の関係について﹂

(mtp5'1九九四10)

1
6﹁﹁討論﹂寸感﹂(︒O︑p5'一九九四11)

17﹁価値観の教育としての環境教育﹂(‑︑p5'
2一
)九 九 四 1

18﹁﹁自分の実現したい夢﹂が芽生え︑膨らむ教育を﹂

(‑tp5'1九九五‑)

19﹁﹁その日暮らし﹂からの脱出‑新年に思う‑﹂
(M︑p5︑

1九九三l)

一九九三9)

1九九三8)

(gtp5︑一九九五4)

21﹁人間への信頼‑阪神大震災の中で考えたこと﹂

'p5'一九九五3)

20﹁年度末の苦い思いを新年度への希望に換えて﹂

(si︑p5'一九九五2)

‑﹁﹁待つ﹂ということ﹂
(m'p5'

一九九三1 1)

=広島大学附属小学校・学校教育研究全編 ﹁学校教育﹄

3﹁苦手だった体育重石に思う﹂(a'サ">'

2﹁夏休みの宿題﹂

︑p5︑

6﹁社会の変化と家庭科教育﹂

5﹁子どもの心を読む﹂

(s'サ^'

(興 p5︑

一九九四3)

一九九四2)

一九九四‑)

(at p5︑ 1九九三12)

(g'am'1九九五6)

23﹁今こそ醒めた目を‑徒然草に学ぶ‑﹂

(3︑p5'一九九五5)

4﹁時代と音苧素人の音楽談義﹂

7﹁入試シーズンに思う﹂

(H︑p5'

24﹁今'なせ﹁いじめ﹂が‑﹂(to'p5︑一九九五7)
(mt

p5︑1九九四5)

(間︑p5'1九九五8)

25﹁ニヒリズムとのたたかい‑戦後五十年に思う‑﹂

22﹁話し方の修練‑子どもたちの反応から学ぶ﹂

8﹁関心・意欲・態度﹂

一九九四4)

いて‑﹂

0﹁児童文集を読んで考えたこと‑これからの教育課程につ

9﹁これからの取り組みにあたって﹂(F3︑p5︑
1

p5︑1九九四6)

2 6 ﹁ ﹁ 生 き 物 を 飼 う ﹂ と い う こ(とs﹂?/︑cpO5 ︑ 一 九 九 五 9 )
(ist

1﹁﹁わかる﹂ということ﹂

28﹁子どもの言葉を聞いてやれない私たち﹂

1

(‑'p5︑一九九四7)

(川へp5︑1九九五l)

27﹁創立九十周年に思う﹂(c^3tp5︑1九九五10)
(a'p5'一九九四8)

29﹁この一年を顧みてー教育の再生を夢みつつ‑﹂

2﹁﹁ものの見方・考え方﹂を育てるということ﹂

1 3﹁﹁皆さん﹂という言葉﹂

(ァ︑p5︑一九九四9)

1

1 4﹁学習における想像の働き﹂
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3 0﹁﹁はる﹂ への期待﹂
(興 p5' 一九九六2)

(興 p5︑ 1九九六‑)

(興 p5︑一九九五1 2)

3 1﹁クタバってたまるか﹂

(
^
3
*
'

p5︑

4

25号

(pl︑一九九七9)

広島大学附属小学校︑一九九四‑)

3‑4﹁まえがさ﹂ (﹃第55回初等教育全国協議会・研究集録㌔ pl︑

<] (創立九十周年記念資料集編纂委員会編

3‑5﹃広島大学附属小学校 創立九十周年記念資料集﹄[﹁創立九十
周年を迎えて﹂

1九九六4)

1九九六3)

2﹁大文字の文化が語り合える言葉の力をこそ﹂

一九九六5)

3

一九九六6)

44 ﹁学校にも﹁規制緩和﹂を﹂
45﹁要求と尊敬﹂
46﹁ランドセルのなかみ﹂
47﹁子どもへの注文へ自分への注文﹂

(
S
︑

(
?
;
'

︑

=広島大学附属小学校編 r研究紀要j

(pl︑

1九九六9)

一九九五9)

﹃児童文集ポプラ﹄︑広島大学附属小学校

=広島大学附属小学校学校文袋福袋委員会編

(広島大学附属小学校第92回卒業生編

(広島大学附属学校部編

(日本国語教育学会編

r月刊国語教育研究Jァt pl︑1九九八l)

3‑2﹁(巻頭言)言葉と事実﹂

(﹁河﹂の会編r抗﹁河﹂﹄3︑ftC‑︑1九九八11)

3‑1﹁折り折りのことば﹂

(単著'広島大学附属小学校・学校教育研究会'一九九七9)

3‑0﹁紙風船‑明日への希望を求めて‑ら

r広島大学附属学校だより﹄ 43'plへ 1九九七3)

3r慨梅と期待﹂

r平成8年度卒業文集 はばたけし︑D.oq‑co︑1九九七3)

3‑8﹁照る言葉﹂

4 29号(下学年..acNl‑‑COへ上学年‑ftlM‑CO二九九七3)

3 軍号(下学年‑D,C^‑‑CO︑上学年・・P.OJ‑‑CO二九九六3)

3‑7﹁まえがさ﹂

﹃第87回研究発表協議会発表要項﹄︑plへ一九九七‑)

(広島大学附属小学校編

34﹁小学校へのパソコンの導入﹂ V0‑3 ︑p5︑

一九九六7)

1 26号(下学年・・D,CM‑‑C‑O︑上学年‑aw‑co︑一九九四3)

広島大学附抗小学校︑1九九五l)

35﹁学校そのものを問い直す努力を﹂(st p5︑

33﹁現実のなかに未来を見る﹂

(間へ 蝪.IT,︑

一九九六8)

3‑6﹁まえがき﹂

36﹁﹁総合学習﹂ への期待﹂
(相︑ p5︑

2 27号(下学年・ac^‑coへ上学年‑noj‑‑co︑一九九五3)

( 輿 p5︑

37﹁花火﹂

一九九六9)

)

一九九六10)
3

( 輿p5t

38﹁虫の音﹂

K

一九九六12)

‑

一九九七‑)

﹂

p5'

v

p5︑

一九九七2)

f

p5'

一九九七3)

・

(3' p5t

39﹁学芸会と文化祭﹂

4 0 ﹁ 猫 の 缶 詰 1 痛 み を 感 じ っ つ ‑ ﹂ ( 輿 p5︑

S
︑
4 1﹁命あるものへのいとおしみ﹂ (

p5︑

1九九七4)

︑

(
S
i
︑

p5︑

一九九七5)

42﹁年賀状﹂

p5'

1九九七6)

f ^ ^ ヽ

p5︑

48﹁宇宙と日常性﹂
3‑3﹁まえがき﹂

(pl︑

一九九四3)
号

へ

号

l

3

p

4

(

2

2号

2

2

2

1

3
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Ⅵ 講演記録

3‑3﹁(講演記録)自主的に生き生き学習する子をどう育てるか﹂
(府中中学校pTA広報部編集
r府中中PTA 呉沙々宇3 47︑(2,‑H‑.^.︑1九七三<"・S)
'

3r(講演記録) 子育てを見直す﹂(1九七九^H.CT>︑於尾道市立
高須小学校) (r学年だより二年 たんばぽ﹄特別号その
一九七九S3・^‑一九八〇‑蝣ァ8)
3r(講演記録) 子どもの幕らしと心と言葉﹂
(広島県高等学校教育研究会国語部会編

r年報j 25︑0.c0‑‑サ'1九八四3)
3‑6﹁(講演記録) 生き生きとした古典の学習を求めて﹂
(古典教育研究会編﹃古典教育﹄ 9︑D‑S‑Sへ
広島附属中二尚等学校内古典教育研究会︑l九八四11)
3r授業改善の試みし [講浜内容と県外視察報告﹁生徒一人ひと
(広島県立呉昭和高等学校編︑同発行︑l九八七3)

りを生かす授業﹂ coI
3‑8﹁(小講演) 文学作品の読みの授業における﹁感動﹂と﹁意味
(日本国語教育学会編

づけ﹂⊥尚等学校のお二人の報告を聞いて考えたこと﹂
﹁月刊・国語教育研究し 2‑1︑&8‑S︑一九九〇10)
(r第23回中国地区私学教育研修会・第21回広島県分科会﹄

3‑9﹁(講演要旨)意欲的主体的に学ぶ国語科授業の工夫﹂

.広島県私立中学・高等学校協会へ 1九九11)

4‑0﹁(講演記録) 国語科新教育課程実施上の諸問題﹂八一九九〇年

(広島大学附属中二尚等学校国語科編

二月九日︑於・広島大学附属中・高等学校中等教育研究大会)

﹃国語科研究紀要﹄別冊へ 0‑‑ 2︑l九九13)

(﹃第24回中国地区私学教育研修会・第22回広島県分科会﹄

4‑1﹁(講演要旨)中高国語科授業の工夫﹂

ag‑S︑広島県私立中学・高等学校協会︑1九九二‑)

(﹃第25回中国地区私学教育研修会・第23回広島県分科会﹄

4‑2﹁(講演要旨) 中高国語科授業の工夫﹂

p28︑広島県私立中学・高等学校協会︑一九九三2)

(兵庫教育大学・国語教育探求の会編

4‑3﹁(講演記録) 子どもと創る国語科の授業﹂

﹃国語教育探求﹄ 4︑am‑S'1九九五3)

4‑4﹁日本における国語教育改革の動向﹂

(98韓国国語教育育研究会編

﹃夏学術発表会 (於ソウル女子大学校バロム教育会

館会議室) 資料災﹄︑Q.S‑8'1九九八サ・S)

Ⅷ その他(教科告編災関連=指導書︑指導用冊子等=著述)

(r学図教科研究I・・中学校編‑国語﹄ 3t Q,i‑H‑‑IO︑

4‑5﹁(巻頭論説)戦争をどう教えるか﹂

71

学校図雷へ一九七八6)
(﹃学図教科研究 中学校編‑国語﹄ 19︑Q^‑‑0‑︑

4‑6﹁﹁故郷﹂取り扱い上のニー三の問題﹂
学校図書︑1九八〇‑)

学校図古'1九八11)

(﹃学図教科研究‑小学校編丁‑国語﹄ 29︑Q.t>>‑‑<Jl︑

4‑7﹁表現・理解の関連指導のあり方‑なにを軸にすえるか‑﹂

4‑r国語科教育と人権・平和の教育﹂
学校図書︑一九八七7)

(﹃字図教科研究国語‑中学校編‑﹄ 91︑0..‑<‑‑tn'

4‑9﹁万葉の旅から﹂

0.10‑‑00︑

学校図苔'1九九〇7)

(﹃学図教科研究国語⊥T学校編‑﹄ 1‑1へ oh,‑￨‑‑‑T}<'

410﹁万葉の旅から (続) ‑志貴皇子の歌を中心に‑﹂

(﹃字図教科研究国頭丁学校編‑﹄ 1‑tt

学校図書

1九九11)

OS旧薗m

学校図書︑

学校図書

国語﹄及び同﹃指導苔j
国語Ij及び同丁指導雷﹄

学校図書

4 1 1 ﹁小学校

国語H﹄及び同r指導雷﹄

学校図雷

4 1 3 ﹃高等学校

現代文﹄及び同﹃指導雷﹄

国語﹄及び同﹃指導書﹄

4 1 4 ﹃高等学校

川 ﹃中学校

‑r‑2等芋柁
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