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小嶋秀夫 出版目録 (Publications by Hideo Kojima: July, 2018) 

 
【Ａ 著書・編著書】 Books 

 

1. 林勝造・一谷彊・小嶋秀夫 (1963). (1973, 1979, 1987 改版) 親に対する子どもの認知像の検 

査法 大阪： 大成出版社牧野書房 

2. 水越敏行・小嶋秀夫・冨安芳和 (1972). テレビと授業の効果 ― 金沢調査の報告― 明治図書 
 

3. 久世敏雄・小嶋秀夫 (編著) (1976). 幼児・児童の心理 福村出版 
 

4. 津留宏・小嶋秀夫 (編著) (1976). 概説心理学 有斐閣 
 

5. 古畑和孝・小嶋秀夫 (編著) (1979). 家族心理 (心理学 7) 有斐閣 
 

6. 小嶋秀夫・松田惺 (編著) (1981). 小学生の心理 有斐閣 
 

7. 小嶋秀夫 (1982). 家庭と教育 (教育学大全集 10 ) 第一法規出版 
 

8. 金城辰夫・野口薫・上村保子・芳賀純・祐宗省三・小嶋秀夫・上野矗・長田雅喜 (1984). 心理学 

概論 (知能 Pp. 277-319; 発達 Pp. 371-424). 有斐閣 

9. 北尾倫彦・小嶋秀夫 (編著) (1986). 心理学への招待 有斐閣 
 

10. 八重島建二・鈴木正彌・小嶋秀夫・後藤倬男・木田光郎・伊藤義美・辻 敬一郎・斎藤洋典・長田 

雅喜・田畑 治 (1986). 現代心理学 (発達 Pp. 27-62). 培風館 

11. 久世妙子・小嶋秀夫・松田惺・水山進吾 (1987). 子どもの発達心理学 有斐閣 
 

12. 小嶋秀夫 (1989). 子育ての伝統を訪ねて 新曜社 
 

13. 小嶋秀夫 (編著) (1989). 乳幼児の社会的世界 有斐閣 
 

14. 小嶋秀夫・速水敏彦 (編著) (1990). 子どもの発達を探る 福村出版 
 

15. 小嶋秀夫 (1991). 児童心理学への招待 サイエンス社 
 

16. 小嶋秀夫 (編著) (1991). 発達と社会・文化・歴史 (新・児童心理学講座 14) 金子書房 
 

17. 田畑 治・蔭山英順・小嶋秀夫 (編著) (1992). 現代人の心の健康 ― ライフサイクルの視点か 

ら ― 名古屋大学出版会 

18. 小嶋秀夫 (編著) (1993). 発達と学習 (新・教職教養シリーズ  ６) 協同出版 
 

19. 小嶋秀夫・三宅和夫 (編著) (1998). 発達心理学 放送大学教育振興会 
 

20. 小嶋秀夫・速水敏彦・本城秀次 （編著） (2000). 人間発達と心理学 金子書房 
 

21. 小嶋秀夫 (2001). 心の育ちと文化 (Development of mind and culture) 有斐閣 
 

22. 小嶋秀夫・やまだようこ (編著) (2002). 生涯発達心理学 放送大学教育振興会 
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23. 小嶋秀夫・森下正康 (2004). 児童心理学への招待［改訂版］ サイエンス社 

 

 

【Ｂ 分担執筆】Book chapters 
 

ｱﾝﾀﾞﾗｲﾝ(  )： 編著書(Ａ)に含まれるものを示す 
 

1. 小嶋秀夫 (1969). 攻撃行動とその背景 岡本夏木ほか(編) 児童心理学講座８ (Pp. 217-246). 
 

金子書房 
 

2. 小嶋秀夫 (1971). 学級集団の理解と指導 倉石精一ほか(編) 教育心理学 (Pp. 97-117). 新 

曜社 

3. 小嶋秀夫 (1972). 親子関係 詫摩武俊ほか(編) 家族心理学 (Pp. 79-98). 川島書店. 

4. 小嶋秀夫 (1975). 攻撃性 藤永保ほか(編) 幼児心理学講座３ (Pp. 159-188). 日本文化科学 

社   

5. 小嶋秀夫 (1975). 家庭で学ぶもの 伊藤隆二ほか(編) 教育心理学を学ぶ (Pp. 50-62; 76). 
 

有斐閣
  

6. 小嶋秀夫 (1975). 人格と対人関係 星野命ほか(編) 人格 (心理学４) (Pp. 83-97). 有斐閣 

7. 小嶋秀夫 (1976). 教師と子どもの人格形成 児童研究会(編) 児童心理選集１ (Pp. 31-43). 
 

金子書房 
 

8. 小嶋秀夫 (1976). (改訂版 1980) 性格の形成 大橋正夫ほか(編) 心理学 (Pp. 139- 148. Pp. 
 

147-155). 福村出版 
 

9. 小嶋秀夫 (1976). 親子関係検査法 伊藤隆二ほか(編) 心理テスト入門 (Pp. 122-123). 日本 

文化科学社 

10. 小嶋秀夫 (1976). 教師と子どもの相互作用と社会化 岡本夏木ほか(編) 発達 (心理学５) 

(Pp. 147-157). 有斐閣 

11. 小嶋秀夫 (1976). 発達心理学の視点と方法 久世敏雄・小嶋秀夫(編著) 幼児・児童の心理 (Pp. 
 

12-25). 福村出版 
 

12. 小嶋秀夫 (1976).  個体の発達 津留 宏・小嶋秀夫(編著) 概説心理学 (Pp. 165-197). 有斐 
 

閣 
 

13. 小嶋秀夫 (1977). 発達段階としての児童期 藤永保ほか(編) 児童心理学 (テキストブック心 

理学４)  (Pp. 11-22). 有斐閣 

14. 小嶋秀夫 (1978). 学級集団の理解と指導 倉石精一ほか(編) 教育心理学 (改訂版) (Pp. 
 

99-123). 新曜社 



3  

15. 小嶋秀夫 (1979). 児童期の発達課題と教育 梅本尭夫ほか(編) 教育学講座３ (Pp. 104-127). 

学習研究社   

16. 小嶋秀夫 (1979). 我が国の育児思想の伝統 角尾稔ほか(編) 教育学講座４ (Pp. 106-114). 

学習研究社   

17. 小嶋秀夫 (1979). 乳幼児の人格形成と母性 対馬忠(編) 人間性の心理学 (Pp. 66-86). サイ 

マル出版 
 

18. 小嶋秀夫 (1979). 「人間の生涯と家族」についての心理学の視点 古畑和孝・小嶋秀夫(編) 家 
 

族心理 (Pp. 2-23). 有斐閣 
 

19. 小嶋秀夫 (1981). 発達課題 辰野千寿ほか(編) 講座学習指導２ (Pp. 31-58). 日本図書文化 

協会出版部 

20. 小嶋秀夫 (1981).  発達検査, 発達曲線, 発達理論, 発達段階, レディネス，養育態度と人格 河 

合伊六ほか(編) 教育心理学の基礎知識 (Pp.10,11,12-13,14,26,81). 福村出版 

21. 小嶋秀夫 (1981). 小学生時代 小嶋秀夫・松田 惺(編著) 小学生の心理 (Pp. 1-22; 273, 274, 
 

289). 有斐閣 
 

22. 小嶋秀夫 (1981).  人格形成を考える 磯貝芳郎ほか(編) 教育心理学の世界 (Pp. 89-112). 
 

福村出版 
 

23. 小嶋秀夫 (1982). 家庭の社会心理学 祐宗省三(編) 子どもの社会心理学Ⅰ (Pp. 239-267). 
 

金子書房 
 

24. 小嶋秀夫 (1982). 児童観研究序説 ― 児童観研究の意義と方法 ― 三枝孝弘・田畑 治 
 

(編) 現代の児童観と教育 (Pp. 4-41). 福村出版 
 

25. 小嶋秀夫 (1982). 発達心理学の方法論 詫摩武俊ほか(編) 発達心理学の展開 (Pp. 7-21). 
 

新曜社 
 

26. 小嶋秀夫 (1982). 環境・経験変数の構成 波多野誼余夫(編) 教育心理学講座４ (Pp. 23-48). 
 

朝倉書店 
 

27. 小嶋秀夫 (1983). 歴史的にみた我が国の児童発達観 永野重史ほか(編) 発達心理学への招待 
 

１ (Pp. 185-205). 新曜社 
 

28. 小嶋秀夫 (1983).  現代社会と子ども 三宅和夫ほか(編) 児童心理学ハンドブック (Pp. 
 

971-999). 金子書房 
 

29. 小嶋秀夫 (1984). 日本の育児文化 永野重史ほか(編) 乳幼児心理学入門 (Pp. 38-39). 新曜社 
 

30. 小嶋秀夫 (1985). 発達概念と発達段階 梅本尭夫(編) 教育心理学の展開 (Pp. 54-61). 新曜
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社 
 

31. 小嶋秀夫 (1985).  日本の児童発達観 鈴木乙史ほか(編) パッケージ・性格の心理１ 性格の発 

達と形成 (Pp. 17-29). ブレ－ン出版 

32. 小嶋秀夫 (1986). 認知の発達 北尾倫彦・小嶋秀夫(編著) 心理学への招待 (Pp. 141-155). 
 

有斐閣 
 

33. Kojima, H. (1986). Child rearing concepts as a belief-value system of the society and the 

individual. In H. W. Stevenson, H. Azuma & K. Hakuta (Eds.), Child development and 

education in Japan. (Pp.39-54). New York: Freeman. 

34. Kojima, H. (1986). Becoming nurturant in Japan: Past and present. In A. Fogel & G. F. Melson 

(Eds.), Origins of nurturance. (Pp. 123-139).  Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

35. 小嶋秀夫 (1986). 子どもの成長・発達と家庭環境 創価学会中部生年平和委員会(編) 平和のち 

から 教育のこころ (Pp. 145-173). 第三文明社 

36. 小嶋秀夫 (1987). 家庭と学校 永田良昭(編) 教育心理学講座６ (Pp.88-111). 朝倉書店 
 

37. 小嶋秀夫 (1987). 家庭における人間関係 大橋正夫ほか(編) (Pp. 240-269). 有斐閣 
 

38. 小嶋秀夫 (1987). 文化 東 洋ほか(編) 講座・教育の方法２ (Pp.258-287). 岩波書店 
 

39. 小嶋秀夫 (1988). 共働き家庭と子ども 真仁田 昭(編) 親ごころ・子ごころ (Pp. 211-227). 
 

金子書房 
 

40. 小嶋秀夫 (1988). 発達と教育の相互関係 久世敏雄(編)  教育心理学 (Pp. 46-57). 名古屋大 

学出版会 

41. 小嶋秀夫 (1988). 家族関係と人間発達の領域の中で 村上英治(編) 教育心理学への歩み (Pp. 
 

113-126). 川島書店 
 

42. 小嶋秀夫 (1988). 家庭で学ぶもの 伊藤隆二ほか(編) 教育心理学を学ぶ［新版］ (Pp. 66-79). 
 

有斐閣 
 

43. Kojima, H. (1988). The role of belief-value systems related to child-rearing and education: 

The case of early modern to modern Japan. In D. Sinha & H. S. R. Kao (Eds.), Social values 

and development: Asian perspectives. (Pp. 227-253). New Delhi: Sage. 

44. 小嶋秀夫 (1988).  親となる心の準備 繁多 進・大日向雅美(編) 母性 (Pp. 75-96). 新曜社 
 

45. 小嶋秀夫 (1989).  わが国近世以降の家庭養育態度 ― その連続性と変容 ― 星野 命(編) 講 

座 家族心理学１ (Pp. 122-141). 金子書房 
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46. 小嶋秀夫 (1989). しつけの時代差 依田 明(編)  性格心理学講座２  (Pp. 201-216). 金子書 

房 

47. 小嶋秀夫 (1989). 乳幼児の社会的世界と発達 小嶋秀夫(編著) 乳幼児の社会的世界 (Pp. 
 

1-18). 有斐閣 
 

48. 小嶋秀夫 (1989). 養護性の発達とその意味 小嶋秀夫(編著) 乳幼児の社会的世界 (Pp. 
 

187-204). 有斐閣 
 

49. 小嶋秀夫 (1990). 発達研究の方法 無藤 隆ほか(編) 発達心理学入門Ⅱ (Pp. 189-206). 東 

大出版会 

50. 小嶋秀夫 (1990). 子どもの発達への心理学的アプローチ 小嶋秀夫・速水敏彦(編著) 子どもの 
 

発達を探る (Pp. 11-36). 福村出版 
 

51. 小嶋秀夫 (1991). 親となる過程の理解 我妻 尭ほか(編) 母性の心理・社会学(助産学講座３)  

(Pp. 79-111). 医学書院 

52. 小嶋秀夫 (1991). まえがき 児童心理学(近畿大学豊岡短期大学通信教育テキスト). 
 

53. Kojima, H. (1991). Auto-régulation dans la façon traditionelle dont on éléve les enfants au 

Japon. Dans C. Garnier (Ed.), Le corps rassemblé. (Pp. 276-290). Montreal: Agence d'ARC.  

(Traduit par C. Garnier et al.) 

54. 小嶋秀夫 (1991). 子どもの発達とその社会的・文化的・歴史的条件 小嶋秀夫(編著) 発達と社 
 

会・文化・歴史 (新・児童心理学講座 14) (Pp. 1-36). 金子書房 
 

55. 小嶋秀夫 (1992). 社会，文化と発達 東 洋ほか(編) 発達心理学ハンドブック (Pp. 
 

1131-1150). 福村出版 
 

56. 小嶋秀夫 (1992). 日本の子育てにおける型の基礎 源 了圓(編) 型と日本文化 (Pp. 
 

141-182). 創文社 
 

57. 小嶋秀夫 (1992). 子育てをめぐる心の問題― 不安と喜び― 田畑 治・蔭山英順・小嶋秀夫 
 

(編)  現代人の心の健康 ― ライフサイクルの視点から ― (Pp. 17-32). 名古屋大学出版会 
 

58. 小嶋秀夫 (1992).  児童心理学の誕生と＜老人＞ 中内敏夫(編)  老いと「生い」 (Pp. 275-303). 
 

藤原書店 
 

59. 小嶋秀夫 (1993). パーソナリティ形成についての文化的概念 原岡一馬(編) 人間の社会的形 
 

成と変容 (Pp. 24-35; 271-272). ナカニシヤ書店 
 

60. 小嶋秀夫 (1993). 日本近世の子育ての心理学 三宅和夫(編) 乳幼児の人格形成と家族関係 
 

(Pp. 27-37). 放送大学教育振興会 
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61. 小嶋秀夫 (1993). 前世紀末からの発達研究の中での子どもと親 三宅和夫(編) 乳幼児の人格 

形成と家族関係 (Pp. 38-46). 放送大学教育振興会 

62. 小嶋秀夫 (1993). 育ち行く親と子 三宅和夫(編) 乳幼児の人格形成と家族関係 (Pp. 47-56). 
 

放送大学教育振興会 
 

63. 小嶋秀夫 (1993). 発達，学習と教育 小嶋秀夫(編) 発達と学習 (新・教職教養シリーズ６) 
 

(Pp. 11-30). 協同出版 
 

64. 小嶋秀夫 (1994). 青年が親となる過程 久世敏雄(編) 現代青年の心理と病理 (Pp. 95-103). 
 

福村出版 
 

65. 小嶋秀夫 (1994).  発達心理学の歴史 大山 正(編) 心理学史 (Pp. 166-179). 放送大学教育 

振興会 

66. 小嶋秀夫 (1995). 家族・子ども・社会の文化 梶田正巳(編) 成長への人間的かかわり (Pp. 
 

80-95). 有斐閣 
 

67. 小嶋秀夫 (1995). 異文化と自文化への関心 三宅和夫(編) 子どもの発達と社会・文化 (Pp. 
 

131-141). 放送大学教育振興会 
 

68. 小嶋秀夫 (1995). 文化比較から学ぶこと 三宅和夫(編) 子どもの発達と社会・文化 (Pp. 
 

142-151). 放送大学教育振興会 
 

69. 小嶋秀夫 (1995). 人間の育ちと社会・文化 三宅和夫(編) 子どもの発達と社会・文化 (Pp. 
 

152-160). 放送大学教育振興会 
 

70. 小嶋秀夫 (1995). 生涯発達心理学の成立と現状 無藤 隆・やまだようこ(編) 講座 生涯発達 

心理学１ (Pp. 11-35). 金子書房 

71. Kojima, H. (1996). Zwei japanische Erziehungstagebücher aus dem 19. Jahrhundert. In D. 

Elschenbroich (Hrsg.), Anleitung zur Neugier: Grundlagen japanischer Erziehung. 

(S. 162-172). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,. (Übers. von D. Elschenbroich) 
 

72. 小嶋秀夫 (1996). 親となる過程の理解 武谷雄二・前原澄子(編) 母性の心理・社会学(助産学 

講座３) 改訂版 (Pp. 87-124). 医学書院 

73. Kojima, H. (1997). Problems of comparison: Methodology, the art of storytelling, and 

implicit models. In J. Tudge, M. Shanahan, & J. Valsiner (Eds.), Comparisons in human 

development: Understanding time and development. (Pp. 318-333). New York: Cambridge 

University Press. 

74. Kojima, H. (1997). Looking backwards and forward, and the place for indeterminism. In A. 
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Fogel, M. C. D. P. Lyra, & J. Valsiner (Eds.) Dynamics and indeterminism in developmental 

and social processes. (Pp. 273-284). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

75. 小嶋秀夫 (1997). 三島通良『日本健体小児ノ発育論』，武政太郎『日本の子供』解説 上  笙一 

郎(編)  日本＜子どもの歴史＞叢書 第９巻 (Pp. 1-4). 久山社 

76. 小嶋秀夫 (1998). 現在の発達心理学 小嶋秀夫・三宅和夫(編著) 発達心理学 (Pp. 9-19). 放 
 

送大学教育振興会 
 

77. 小嶋秀夫 (1998). 発達研究の歩み 小嶋秀夫・三宅和夫(編著) 発達心理学 (Pp. 20-35). 放 
 

送大学教育振興会 
 

78. 小嶋秀夫 (1998). 生涯発達の中での老年期 小嶋秀夫・三宅和夫(編著) 発達心理学 (Pp. 
 

146-158). 放送大学教育振興会 
 

79. 小嶋秀夫 (1998).  発達心理学 大山 正・上村保子(編著) 新訂心理学史 (Pp. 190-202). 放 

送大学教育振興会 

80. Kojima, H. (1998). The construction of childrearing theories in early modern to modern Japan. 

In M. C. D. P. Lyra & J. Valsiner (Eds.), Construction of psychological processes in 

interpersonal communication (Child development within culturally structured environments, 

Vol. 4) (Pp.13-34). Norwood, NJ: Ablex. 

81. Kojima, H. (1999). Ethnothéorie des soins et de education des enfants au Japon: Une 

perspective historique. Dans B. Bril, P. Dasen, C. Sabatier, & B. Krewer (Eds.), Propos 

sur l'enfant et l'adolescent: Quels enfants, pour quelles cultures? (Pp. 185-206). 

Paris: L'Harmattan. (Traduit du japonais par R. Blin et H. Norimatsu) 

82. Kojima, H. (1999). Emotionale Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen im 

kulturellen Kontext Japans. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), Emotionale 

Entwicklung: Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen (S. 

294-312). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. (Übers. von W. Friedlmeier & M. 
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