
略歴及び業績一覧

略　歴

１９３６年２月１２日�� � 兵庫県に生まれる

１９４５年４月� � � 父を亡くし母と二人になる

１９５１年４月� � � 兵庫県立福崎高等学校定時制夜間部入学

１９５１年９月� � � 兵庫県立生野高等学校編入

１９５４年３月� � � 同　高等学校卒業

１９５４年４月� � � 神戸大学教育学部幼小課程入学

１９５９年３月� � � 同　教育心理科卒業（教育学士）

１９５９年４月� � � 大阪大学大学院文学研究科教育心理学専攻修士課程入学

１９６３年３月� � � 同　修士課程修了（文学修士）

１９６３年４月～１９６４年３月� 同　博士課程進学

１９６４年４月～１９６８年３月� 愛知大学文学部専任講師（心理学）

１９６８年４月～１９７０年３月� 関西大学文学部専任講師（教育心理学）

１９７０年４月～１９７７年３月� 同　文学部助教授

１９７７年４月～２０００年３月� 同　文学部教授

１９７９年１０月～１９８２年９月� 関西大学学生部長代理

１９８２年１０月～１９８３年９月� 関西大学教学部長代理

１９８６年４月～１９８７年３月� 関西大学学術研究員（マンハイム大学心理学第３講座客員）

１９８８年１１月～１９９１年９月� 関西大学就職主事

１９９２年６月～１９９４年５月� 関西大学大学協議会協議員

１９９２年１０月～１９９４年９月� 関西大学学生部長代理（第２部担当）

１９９４年１０月～１９９７年９月� 同　学生部長

１９９９年４月～２００１年３月� 関西大学国際交流センター所長

２０００年４月～２００５年３月� 関西大学外国語教育研究機構教授（ドイツ語、言語心理学）

２００１年６月～２００５年３月� 関西大学大学協議会協議員
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中島　巖教授略歴及び主要業績



� 著述目録

著　書

教育心理学� 共編著　１９７８　福村出版

ライフサイエンス：「からだ」と「こころ」� 共著　１９８３　玄文社

生命の流れ� 共著　１９８９　玄文社

学校教育のための心理学� 共著　１９８９　福村出版

生命現象を考える� 共著　１９９２　玄文社

分担執筆

現代心理学の生い立ち（津留　宏・小嶋秀夫編　概説心理学　第２章）

� 単著　１９７６　有斐閣

心理学の歴史（澤田　昭・関　�一編　現代の心理学　第１章第２節）

� 単著　１９８１　小林出版

心理学の発展（北尾倫彦・小嶋秀夫編　心理学への招待　第１２章）

� 単著　１９８６　有斐閣
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人間生成と言語（岡田渥美編　人間形成論：教育学の再構築のために　第２章第１節）

� 単著　１９９６　玉川大学出版部

学術論文

��������「見本説」と智能の定義� 単著　１９６５　愛知大学文学論叢（第３０輯）（愛知大

学文学会）

智能研究の方法論に関する一省察� 単著　１９６７　愛知大学文学論叢（第３２輯）

知能研究の方法論に関する一省察（Ⅱ）� 単著　１９６８　関西大学教育科学セミナリー（創刊号）

（関西大学教育学会）

知能研究の方法論に関する一省察（Ⅲ）� 単著　１９６９　関西大学文学論集（第１８巻第４号）

（関西大学文学会）

知能研究の系譜における現在の問題� 単著　１９７１　関西大学教育科学セミナリー（第３号）

言語行動の仕組みとその形成に関する心理学的断章

� 単著　１９７４　関西大学教育科学セミナリー（第６号）

外国語教育研究　第９号（２００５年３月）
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� 単著　１９７５　関西大学文学論集（第２５巻特輯号）
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� 単著　１９７６　関西大学文学論集（第２６巻第１号）
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� 単著　１９７９　関西大学文学論集（第２８巻第４号）

「象徴機能」の発生的契機について：基本概念の探索と吟味

� 単著　１９８４　ライフサイエンス調査研究報告書（関

西大学工業技術研究所）
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� 単著　１９８７　関西大学教育科学セミナリー（第１９号）

発達課題論の構造：教育心理学の立場から

� 単著　１９８９　関西大学教職課程研究センター年報

（第３号）
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� 単著　１９９０　関西大学教育科学セミナリー（第２２号）

第二言語習得における動機づけの効果に関する研究�（２）：外国旅行による第二言語習得に対

する意識変容� 共著　１９９３　姫路獨協大学一般教育部紀要（第４巻

第１号）
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論　稿

「教育心理学」の歴史的背景を顧みる：新「教育心理学（教育の方法・技術を含む）」　の発足

に寄せて� 単著　１９９０　関西大学教職課程研究センター年報

（第４号）

「教育心理学」の歴史的背景を顧みる（続）：新「教育心理学（教育の方法・技術を含む）」の

発足に寄せて� 単著　１９９１　関西大学教職課程研究センター年報

（第５号）

「教育心理学（教育の方法・技術を含む）」の現状と課題：講義内容のシラバス化と教授方法の

工夫をめぐって� 単著　１９９３　関西大学教職課程研究センター年報

（第７号）

なぜ“習得過程論”なのか：「外国語習得過程論」への言語心理学的断章

� 単著　２００２　織田稔教授古稀記念論文集：外国語研

究－言語・文化・教育の諸相（北村、河合、宇佐

見、山本、竹内編）所収

翻　訳

ガーダマー／フォーグラー編　講座現代の人間学１：人類の進化と人間像

� 共訳　１９７９　白水社

ガーダマー／フォーグラー編　講座現代の人間学５：心理学と人間像

� 共訳　１９８０　白水社

西ドイツにおける言語心理学研究の現況（Ｔｈ．ヘルマン著）

� 単訳　１９８９　心理学評論（���．３１，��．２．）

コミュニケーション技能としての第２言語能力：第２言語習得の言語心理学的諸相（Ｔｈ．�

ヘルマン著）� 単訳　１９９１　関西大学文学論集（第４０巻第４号）

外国語教育研究　第９号（２００５年３月）
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戦後ドイツにおける教育心理学の展開（Ｈ．�Ｊ．コルナット著）

� 単訳　１９９５　関西大学教職課程研究センター年報

（第９号）

旧東ドイツにおける統一前後の教育心理学（Ｇ．トゥロムスドルフ著）

� 単訳　１９９５　関西大学教職課程研究センター年報

（第９号）

ドイツとヨーロッパにおける移民、少数民族と人権（Ｇ．シュミット著）

� 単訳　１９９８　関西大学人権啓発行事・講演記録

第２言語習得の教授理論：フライブルク・モデルと研究現況（Ｇ．シュミット著）

� 単訳　１９９８　関西大学文学論集（第４８巻第１号）

言語権とグローバル化（Ｆ．クルマス著）�単訳　２００２　関西大学人権問題研究室紀要（第４４

号：開設２５周年記念号）

言語心理学とは何か（Ｔｈ．ヘルマン著）�単訳　２００３　関西大学大学院外国語教育学研究科

「第二言語習得論１」（言語心理）特別講演訳稿

ワーキングメモリーの機能と言語の関わり（Ｇ．リュアー著）

� 単訳　２００５　外国語教育研究（第９号）（関西大学

外国語教育研究機構）

事典／辞典

藤永　保ほか編　新版心理学事典� 項目　１９８１　平凡社

三宅和夫ほか編　教育心理学小辞典� 項目　１９９１　有斐閣

学会発表

知能の機構に関する研究（１）� 単著　１９６９　日本教育心理学会第１１回総会・発表論

文集

知能の機構に関する研究（２）� 単著　１９７１　日本教育心理学会第１３回総会・発表論

文集

知能の機構に関する研究（３）� 単著　１９７５　日本教育心理学会第１７回総会・発表論

文集

「象徴機能」の発生的契機について：「行動研究」の立場から

� 単著　１９８４　京都科学哲学コロキアム（第８３回例

会）
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象徴機能の仕組みとその形成：二次系行動の発生契機

� 単著　１９８５　ライフサイエンス研究会・講演集Ⅰ

（関西大学工業技術研究所）

象徴機能の発生契機について：二次系行動の成立条件

� 単著　１９８５　日本理論心理学会・年報（第３０・３１

号）

指示場（��������）の構造について：�����������	による�����������	
�の一分析（日独比較）

� 共著　１９８８　日本心理学会第５２回大会・発表論文集
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第２言語習得過程の分析：実験パラダイムと機能モデルの探索

� 単著　２０００　関西大学独逸文学会・第９２回研究発表

会

外国語教育研究　第９号（２００５年３月）
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学術講演通訳
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��� 単訳　１９８８　昭和６３年度関西大学文学部・学術講演
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������ 単訳　１９９０　日本教育心理学会第３２回総会・準備委

員会特別講演（於�大阪大学）
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� 単訳　１９９４　日本教育心理学会第３６回総会・特別小

講演　（於�京都大学）
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� 単訳　１９９４　日本教育心理学会第３６回総会・特別小

講演　（於�京都大学）
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� 単訳　１９９７　１９９７年度関西大学国際人権週間・講演
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� 単訳　１９９７　平成９年度関西大学文学部・学術講演
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� 単訳　２００１　関西大学人権問題研究室開設２５周年記

念・国際シンポジウム（民族と国家を超えて－国際

化時代における人権）講演
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� 単訳　２００４　日本心理学会第６８回大会・特別招待講

演（於�関西大学）

� 以上
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