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心として―,左 99~133,
三浦淳,フローベールの逸話―または作家と結婚（下）,左 135~155,

人文科学研究第 107 輯,2001,12,
城戸淳,現象と空間―カント超越論的感性論における窃取モデルの論理,1〜28,
栗原聡,アイヒェンドルフにおけるイギリス風景式庭園とエグゾティズム(上),29〜58,
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サヴェリエフ・イゴリ,極東ロシア地域における東アジア移民対策の変容過程(1860〜1884)―自由移住か
ら移民統制への道程―,左 37~52,
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村上吉男,シモーヌ・ヴァーユとデカルト〔１〕〜学位論文『デカルトにおける科学と知覚』に読む認識
論的問題の所在①〜,左 1~29,
高田晴夫,Etude contrastive de mots construits désignant une

action en français et en japonais(1),

左 31~46,

人文科学研究第 103 輯,2000,08,
芳井研一,雪害救助の思想と運動,1〜39,
中村潔,「伝統」の構築―バリにおける多元的医療体系,左 1〜24,
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黒澤岑夫,ニキチェンコとその時代(11),97~124,
佐藤徹郎,Sorites パラドックスについて,左 1~16,
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心として―,33〜58,
赤澤計眞,プランタジネット朝ヘンリー三世時代の貴族反乱,59〜84,
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並木宏,副文について,左 67~77,
三浦淳,マン兄弟の確執―1903〜05 年―(その８),左 79~93,
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佐藤晟,Herman Melville の Benito Cereno について,左 49〜68,
二宮一次・伊藤豊治・William F.Marquardt,英訳

獅子文六「自由学校」(Ⅱ),左 69〜110,

人文科学研究第 41 輯,1971,10,
佐藤誠朗,第二次酒田県の一考察,1〜44,
渡辺綱也,文明本節用集音訓索引,45〜64,
奥村紀一,ソークラテースのイデアイ論,左 1〜26,
二宮一次・伊藤豊治・William F.Marquardt,英訳

獅子文六「自由学校」,左 27〜93,

人文科学研究第 40 輯,1971,03,
中野久一,ヘルダーリン考察―時間の現象学―,1〜36,
伊狩章,相馬泰三研究Ⅰ―「荊棘の路」について―,37〜64,
石田友夫,モンテスキューの見たイギリス,65〜82,
今井道兒,劇的な小説,83〜108,
渡辺綱也,文明本節用集音訓索引,109〜128,
向井照彦,Tocqueville とアメリカ文学,左 1〜28,
伊藤豊治,ロレンスとハックスレー,左 29〜87,

人文科学研究第 39 輯,1970,12,
内山鉄二朗,『シスター・キャリー』における「金」の役割,1〜34,
西山力也,ゲーテ≪親和力≫序論,35〜80,
石田友夫,モンテスキューの自画像,81〜97,
奥村紀一,プラトーン後期対話篇の研究〔Ⅲ〕,左 1〜18,

人文科学研究第 38 輯,1970,03,
喰代驥氏略歴Ⅰ〜Ⅴ
喰代驥,「思想」の存在論的分析,1〜24,
伊狩章,幸田露伴と平田禿木―露伴覚え書その四―,25〜50,
石田友夫,モンテスキューの嘘とルソーの真実―「孤独な散歩者の夢想」の「第四の散歩」をめぐって―,51
〜66,
渡辺綱也,文明本節用集音訓索引〔2〕,67〜86,
奥村紀一,プラトーン後期対話篇の研究〔Ⅱ〕,左 1〜20,

人文科学研究第 37 輯,1969,08,
松宮周郎,精神身体医学序論(３),1〜48,
石田友夫,モンテスキューのなかの異国人―「ペルシャ人の手紙」について―,49〜76,
渡辺綱也,文明本節用集音訓索引,77〜106,
奥村紀一,プラトーン後期対話篇の研究〔１〕,左 1〜18,
伊藤豊治,「印度への道」について,左 19〜50,

人文科学研究第 36 輯,1968,12,
松宮周郎,精神身体医学序論(二),1〜12,
内山鉄二朗,H．ジェイムズの「ポイントンの掘出物」におけるアイロニー,13〜45,
大河内康行,アーノルド・ウェスカー〔2〕,左 1〜40,
向井照彦,植民地時代におけるアメリカの詩について,左 41〜66,
郷正文,ビュヒナー「ダントンの死」について,左 67〜76,
守永敏夫,ヘルダリン―初回ホンブルグ時代前後―,左 77〜102,

人文科学研究第 35 輯,1968,07,
喰代驥,素朴実在論と超越的知覚―感覚的ヒュレーの役割,1〜18,
中野久一,ノヴァーリスの魔術的観念論―時間の現象学―,19〜64,
松宮周郎,精神身体医学序論(1),65〜124,
伊狩章,米国における日本語と日本文学研究,125〜150,
郷正文,知識人と「存在の自立」≪カフカ小論≫,左 1〜18,
並木宏,中高ドイツ語語い調査の試み―名詞,左 19〜40,
五十嵐吉信,ゲーテの「イフィゲーニェ」,左 41〜55,

人文科学研究第 34 輯,1967,12,
関正郎,陶淵明の生活・思想における眞の意義について,1〜74,
松宮周郎,人間関係について(５),75〜104,
太田廣,「平和への勧告」を中心とするルターの思想考,105〜121,
内山鉄二朗,ヘンリー・ジェイムズ『思春期』における主人公の問題,左 1〜16,
磯地明雄,The Prelude の一面―体験と詩作と―,左 17~48,
大河内康行,アーノルド・ウエスカー〔１〕,左 49〜65,

人文科学研究第 33 輯,1967,08,
児玉彰三郎,越後縮布の流通についての一考察,1〜40,
後藤均平,後漢書所見越南三郡反乱記事小考(上)―二世紀の越南―,41〜67,
二宮一次・Ｓ．Goldstein,英訳

安部公房「時の崖」,左 1〜16,

郷正文,保険不可能なものとはなにか

ノサック；「わかってるわ」,左 17〜40,

人文科学研究第 32 輯,1966,12,
中野久一,パスカルにおける救済の問題―時間の現象学―,1〜66,
喰代驥,認識の実践的性格にふれて―認識論的研究―,67〜98,
松宮周郎,人間関係について(三),99〜124,
松宮周郎,人間関係について(四),125〜151,
滝沢武久,子どもの運動概念の実験的研究,左 1〜36,

人文科学研究第 31 輯,1966,12,
今井道児,E．Ｒ．クルティウスとフランス,1〜26,
杉本正哉,ケラーの「失われた笑い」作品の「傾向」の問題を中心として,27〜78,
久田竹一,Katherine Mansfield の短篇小説,左 1〜22,
向井照彦,Emily Dickinson における「祈り」について,左 23〜50,
斎藤保男,ブレンターノ研究―抒情詩の言葉についての一考察―,左 51〜73,

人文科学研究第 30 輯,1966,01,
久田竹一,Thornton Wilder 序論―

The Long Christmas Dinner を中心にして,左 1〜24,

向井照彦,E．Ｅ．Cummings の発想,左 25〜56,

金井朋和,工業英語のある連語について[１],左 57〜89,

人文科学研究 29 輯,1965,09,
松宮周郎,人間関係について(二),1〜26,
渡辺綱也,明応本節用集研究編,27〜48,
杉本正哉,ケラーの「ディーテゲン」―作品の会社と 1870 年代の作者の姿勢についての一考察,49〜78,

人文科学研究第 28 輯,1965,03,
喰代驥, Privacy

(A.J.Ayer,1959)の問題点―分析哲学と現象学の接近―,1〜30,

関正郎,郭象の荘子注にみられる自然その他,31〜72,
児玉彰三郎,幕末・明治初年の武蔵国における地主経営―埼玉県比企郡の二村の例―,73〜140,

人文科学研究第 27 輯,1965,01,
野村彰,フランツ・ヴェルフェルのための覚書(三)―承前―,1〜20,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引(六),21〜42,
大河内康行,『ジョン・オズボーン』―現代英国演劇研究[Ⅰ],左 1〜30,
久田竹一,『欲望という名の電車』について,左 31〜68,

人文科学研究第 26 輯,1964,03,
伊狩章,柳亭種彦の読本,1〜34,
児玉彰三郎,堀家文書,35〜84,
内山鉄二朗,『カサマシマ公爵夫人』における政治的意図について,85〜116,
滝沢武久,子どものイメージの実験的研究―変化のイメージを中心として―,左 1〜18,
佐藤晟,イェイツ：存在統一と葛藤,左 19〜37,

人文科学研究第 25 輯,1963,12,
喰代驥,ロックの悟性論における素朴実在論的予断の分析(一)―ヒストリカル・プレイン・メソッドの背
景―,1〜22,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引(四),23〜44,
五十嵐彰,フランツ・ヴェルフェルのための覚書(二)―承前―,45〜67,
伊藤豊治, All the King’s Men における Willie Stark の臨終の言葉を中心に,左 1〜20,
久田竹一,『セールスマンの死』について,左 21〜40,

人文科学研究第 24 輯,1963,03,
松宮周郎,人間関係について(一),1〜16,
喰代驥,ロックの悟性論にみられる現象学的方法,17〜38,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引(三),39〜66,
中島明彦,ゲーテのイフィゲーニエ―危機を克服するときのオフィゲーニエの態度―,67〜79,
二宮一次,エミリ・ディキンスンの肖像―その書簡から―,左 1〜15,

人文科学研究第 23 輯 1963,02,
伊狩章,大正中期の批評方法論争―有島論を中心として―,1〜30,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引(Ⅲ),31〜60,
長谷川洋,ベニスに死す―マンに於ける芸術家の形式意志と死の問題―,61〜74,
五十嵐彰,フランツ・ヴェルフェルツのための覚書(1),75〜92,
篠田成之,Howards End の寓意と構成,左 1〜20,
久田竹一,『トロイラスとクレシダ』一考察,左 21〜40,
久保尋二, Adorazione dei Magi

図考〔Ⅰ〕,左 41〜56,

人文科学研究第 22 輯,1962,03,
伊狩章,大正期文学論争の研究(Ⅱ)「印象批評論争」,1〜20,
山田英雄,奈良時代における上日と禄,21〜50,
松宮周郎,日本的労使関係の問題点,51〜76,
五十嵐吉信,ゲーテ「ヴェルテル」考―シュトルム・ウント・ドラング克服の過程として―,77〜92,
斎藤保男,ノヴァーリスの詩構想(二),93〜104,
内山鉄二朗,グレアム・グリーンのヘンリ・ジェイムズ小説論(一)―作中人物のリアリテ―,105〜120,

人文科学研究第 21 輯,1961,12,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引(Ⅱ),1〜30,
杉本正哉,「グライフェン湖の代官」
（承前）Gottfried Keller の範例的人間像の問題を中心として,31〜
40,
篠田成之, The Longest Journey ―E．M．Forester の小説中に於るその地位,左 1〜20,
大河内康行,怒りの姿勢―「怒れる若者たち」研究―,左 21〜52,
成田英夫,前置詞の研究―vor と für(１),左 53〜69,

人文科学研究第 20 輯,1961,03,
中野久一,ニーチェの永劫回帰(Ⅱ)―時間の現象学―,1〜26,
松宮周郎,日本的労使関係の特殊性,27〜54,
永井行蔵,横河物語考,55〜82,
渡辺綱也,明応本節用集仮名索引,83〜110,
佐藤晟,イェーツの詩のプラトニックシムボルについて,左 1〜12,
立間実,ホプキングのソネット研究,13〜29,

人文科学研究第 19 輯,1960,11,
中野久一,ニーチェの永劫回帰(Ⅰ)―時間の現象学―,1〜26,
松宮周郎,暴力,27〜58,
二宮一次,アメリカのフォークナァ研究(１)―『八月にはかるい』のリーナを中心として―,59〜84,
斎藤保男,ノヴァーリス詩構想(一),85〜108,
杉本正哉,「グライフェン湖の代官」Gottfrieb Keller の範例的人間像の問題を中心として,109〜124,
内山鉄二朗,H・ジェイムズの『鳩の翼』―その倫理，政治および美学,左 1〜16,

孫野義夫,未来系におけるムード―動詞論(Ⅲ),左 17〜29,

人文科学研究第 18 輯,1960,03,
喰代驥,問題概念としての感覚(Ⅲb),1〜32,
伊狩章,大正期文学論争の研究―有島武郎「平凡人の手紙」をめぐって―,33〜56,
藤田正太郎,近古語彙の研究(三)―体源抄の語彙―,57〜82,
成田英夫,ドイツ語接続詞に関する覚書,左 1〜14,
野本祥治,ドイツ語俚諺考,左 15〜54,

人文科学研究第 17 輯,1959,12,
喰代驥,問題概念としての感覚(Ⅲa),1〜22,
伏見寿像,俳人汻虹の研究―越後における美濃派俳諧―,23〜48,
藤田正太郎,近古語彙の研究(二)―続教訓抄の語彙―,49〜84,
内山鉄二朗,アウトサイダーのドラマ―『ある婦人の肖像』研究,85〜108,
立間実,英詩におけるスプラングリズム其の性質の発達(第三部),左 1〜32,
孫野義夫,フランス語同士組織の成立―動詞論(Ⅱ)―,左 33〜51,

人文科学研究第 16 輯,1959,03,
渡辺綱也・藤田正太郎,近古語彙の研究(一)―教訓抄の語彙―,1〜36,
立間実,ヘラクリタスの火,左 1〜14,
大河内康行,「ウィリヤム

Ｍ．サッカレ」―人間の研究,左 15〜84,

人文科学研究第 15 輯,1959,01,
喰代驥,問題概念としての感覚(Ⅱ),1〜70,
石井靖夫,クライストの小説の形式に就いて―「O 侯爵夫人」と「コールハース」―,71〜94,
内山鉄二朗,ヘンリ・ジェイムズの『アメリカ人』―危機の状況―,95〜115,

人文科学研究第 14 輯,1958,03,
喰代驥,問題概念としての感覚(Ⅰ),１〜50,
箕輪真澄,近松研究史覚書,51〜70,
斉藤保男,「カロッサ・成年の秘密」考,71〜100,
斉藤一弥,唯物史観の論理(続),101〜138,
五十嵐正一,升堂法と積分法―その実情と不振の原因について―,139〜159,
石井靖夫,独逸語の音響象徴(Lautsymbolik)に就いて,左 1〜20,

人文科学研究第 13 輯,1957,12,
喰代驥,存在が自らを経験的に限定する二つの様相,1〜70,
小口登久冶,ニイチェにおける自己の問題,71〜82,
佐藤一弥,唯物史観の論理,83〜105,
立間実,英詩に於けるスプラングリズム

其の性質と発達(第二部),左 1〜26,

人文科学研究第 12 輯,1957,03,
中野久一,悲劇における倫理的なもの―時間の現象学―,1〜62,
二宮一次,フォークナアの技法―『アブサロム・アブサロム！』の場合―,63〜118,
立間実,The Windhover の研究―G．M．Hopkins の Sonnet 観―,左 1〜21,

人文科学研究第 11 輯,1956,11,
喰代驥,フッセルにおける歴史的現実の見方について,1〜38,
関正朗,劉劭の人物志について,39〜74,
五十嵐正一,明代における国子生の生活について,75〜98,
押見虎三二,萬葉集の展開史的研究―その序論―,99〜118,
小山郁之進,ボンペンシェーレによる「観念運動学」の研究〔Ⅱ〕―それへのオールダス・ハックスリの
関心,左 1〜30,

人文科学研究第 10 輯,1956,03,
松宮周朗,行動と環境,1〜18,
五十嵐正一,明代撥歴制度考,19〜40,
中島勝,フリードリッヒ・ヘッベルの世界観,41〜82,
横尾定理,ジョン・ダン評釈,左 1〜24,
立間実,英詩に於けるスプラングリズム其の性質と発達(第一部),左 25〜52,

人文科学研究第 9 輯,1955,12,
喰代驥,哲学的視点形成の基礎,1〜40,
中野久一,ファウストにおける悪の問題,41〜82,
箕輪真澄,近松はいかに読まれてきたか,83〜98,
小山郁之進,ボンペンシェーレによる「観念運動学」の研究,99〜123,

人文科学研究第 8 輯,1955,03,
大塚恵一,カントに於ける美の位置と意義,1〜26,
野田健一,シラーの「芸術家」,27〜42,
守永敏夫,ヘルダリン覚書,43〜56,
小口登久治,ニイチェの「悲劇の誕生」にあらわれた「ソクラテス的なもの」と「ディオニュソス的なも
の」,57〜76,
松崎文則,背徳者について,77〜87,
立間実,無韻詩の律動美と変化に就いての研究,左 1〜36,

人文科学研究第 7 輯,1954,07,
中野久一,時の美的形成,1〜44,
森谷秀亮,五十嵐文庫及び高橋文庫について,45〜88,
二宮一次,ヴァージニア・ウルフの人間像,左 1〜42,

伊藤豊治,オルダス・ハックスリー,左 43〜60,
小川美彦,James Joyce の＜Exile＞研究,左 61〜109,

人文科学研究第 6 輯,1954,03,
松宮周郎,条件反射と条件づけ,1〜22,
大塚恵一,判断力批判に於ける超感性的なるもの,23〜46,
渡辺綱也,越後東蒲原郡方言の研究

中間報告(１),47〜70,

増谷外世嗣,W．B．Yeats 以後,左 1〜61,

人文科学研究第 5 輯,1953,10,
山田英雄,鎌倉時代における時代区分観,1〜30,
二宮一次,ヴァージニア・ウルフ：意識小説の二、三の様相,31〜66,
立間実,英詩律動論,67〜98,
中島勝,文学作品の評価について,99〜126,
石井靖夫,グリムへの道,127〜166,

人文科学研究第 4 輯,1952,12,
森谷秀亮,大政奉還と将軍職の辞退(下),1〜18,
竹内公基,クリストファー・マーロウ,19〜42,
伊藤豊治,オルダス・ハツクスリー,43〜60,
松崎文則,詩人と社会―ボードレールの場合―,61〜76,
成田英夫,ゲーテ―『ローマ哀詩』の成立に関して,77〜94,
高本研一,「ユーパリノスとオルフオイス」覚書,95〜117,

人文科学第 3 輯,1952,07,
松宮周郎,具体性の原理と同時性の原理,1〜24,
鈴木茂男,先験的感性論,25〜50,
柳本実,荀子における性と心,51〜70,
石井靖夫,浪漫派の文学理論の一考察,71〜100,
二宮一次,V．ウルフの方法,左 1〜22,
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