
号数 著者 論文名

第1号 土居光知 国民的文学と世界的文学

第2号 団光樹 ガラ・プラチディアの墓

第2号 土居光知 国民的文学と世界的文学

第2号 片岡まつ子 自分の願（安倍能成まえがき）

第3号 上野直昭 ヰルヘルム・ヴントの思ひ出の記

第4号 上野直昭 ヰ゛ルヘルム・ヴントの思ひ出の記

第5号 上野直昭 ヰ゛ルヘルム・ヴントの思ひ出の記

第7号 神原泰 未来派の勝利

第7号 谷口弥五郎 アダム・スミスの『国富論』

第8号 神原泰 未来派の勝利（2）

第9号 神原泰 未来派の勝利（3）

第9号 土居光知 実感主義者マリウスの人生観

第10号 神原泰 未来派の勝利（4）

第16号 団伊能 ジオットと悲惨の芸術

第17号 上野直昭 元良先生10年忌（個人的の想ひ出）

第18号 上野直昭 日本国宝全集の発刊

第19号 上野直昭 絵巻物について

第19号 日高四郎 カントの道徳律に就いて

第20号 日高四郎 カントの道徳律に就いて（完）

第21号 土居光知 あめりかの印象

第22号 河西省吾 謝赫の六法の発生に就いて

第22号 甲陰 「西洋の没落」の著者と語る

第22号 懶青楓 躑躅花咲くころ（巴里にいる妻に）

第23号 上野直昭 おもひで

第24号 懶青楓 遠妻に語る（田舎画家の群）

第25号 篠田英 一つの経験

第25号 内藤多仲 建築物と震火災

第26号 岩崎真澄 能楽に於ける仮面使用の意義

第28号 関栄吉 ジムメルの社会概念（上）

第28号 上野直昭 絵巻物に就いて餓鬼双紙考察

第29号 関栄吉 ジムメルの社会概念（下）

第29号 懶青楓 補筆

第31号 岩崎真澄 能面の始源

第31号 平野義太郎 ローマの精神とローマ法

第34号 関栄吉 ヘーゲルの歴史哲学

第35号 大橋勉 カント哲学に於ける「自然の合目的性」の概念（上）

第36号 大橋勉 カント哲学に於ける「自然の合目的性」の概念（中）

第37号 世良寿男 ブレンターノに於ける道徳的認識の起源に関する問題

第37号 大橋勉 カント哲学に於ける「自然の合目的性」の概念（下）

第44号 工藤好美 オスカァ・ワイルド

第44号 松浦一 ダーヴィン以後

第44号 上野直昭 ゲオルグ・ブランデスの講演「今日の欧羅巴」

第45号 関栄吉 社会結合形式の進化

第45号 松浦一 ダーウィン以後（完）

第45号 平野義太郎 フォルレンダーの「ナトルプを憶ふ」

第48号 松浦一 種の概念とその安定性

第50号 淡徳三郎
社会学とその諸分科（デュルケムの社会学論を考察して形式社会学

の存立権の問題に及ぶ．）

第51号 伊奈信男 後期ローマ時代の建築に現れたる芸術欲求

第51号 工藤好美 ポウの一考察



第54号 土居光知 ソロモンの歌

第55号 土居光知 民謡としてみたソロモンの歌（1）

第56号 土居光知 民謡としてみたソロモンの歌（2）

第58号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第59号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第61号 大関将一 ステーィス氏著『ヘーゲルの哲学』を疑ふ

第62号 山口諭助 カントに於ける哲学の概念

第62号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第64号 松浦一 生物進化上に於ける淘汰の意義

第65号 岡本良知 四遣欧使節の帰朝

第65号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第66号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第67号 土居光知 生命の樹

第67号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第68号 岡本良知 16世紀末に於ける澳門及び日本の活字出版

第68号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第69号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第70号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第72号 宮崎力蔵 感想二つ三つ

第72号 山口諭助 理念としての哲学

第72号 渡植彦太郎 左右田先生をしのびて

第73号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第74号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第76号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第77号 田中耕太郎 技術的精神の為めに及び対して―特に法律技術を中心として―

第77号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第78号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第79号 稲津紀三 龍樹に於ける存在の問題―中論の根本問題―

第80号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第81号 源豊宗 朝鮮の仏像彫刻

第81号 土居光知 芭蕉誹諧研究

第83号 香野雄吉 （回顧と展望）映画と建築

第83号 住吉喬六 （随想随筆）ストリンドベルクの「教師」論

第84号 逸見重雄 （回顧と展望）コミンテルンの回顧

第84号 吉田泰司 （随想随筆）関係

第84号 住吉喬六 （随想随筆）アリストテレスの欠伸論

第84号 清水光 （回顧と展望）映画に於ける文芸的要素

第85号 雅川滉（成瀬正勝） （紹介と検討）グラトコフ作「セメント」寸評

第85号 川崎健二 （回顧と展望）我国に於ける労働者教育の発達

第86号 園田次郎 （論説）革命支那の一断面

第86号 藤枝丈夫（水谷孝） （論説）支那最近の思想運動―国民党左翼の理論の批判―

第86号 藤野啓次 （論説）支那革命史概論

第87号 香野雄吉 （回顧と展望）建築と機械現代建築の諸問題

第88号 奈良正路 （問題と批判）法律哲学における死刑の階級性

第90号 清水光 （回顧と展望）映画・モンタァジュ論

第92号 河野正通 （翻訳）『精神哲学綱要』（1）

第92号 香野雄吉
（紹介と検討）現代機械芸術読本―板垣鷹穂氏著「機械と芸術との

交流」を読む―

第93号 河野正通 （翻訳）『精神哲学綱要』（2）

第93号 香野雄吉 （問題と批判）映画のモンタァジュの問題

第93号 池島重信 （回顧と展望）マックス・シェーラーに於ける人間の理念

第93号 奈良正路 （回顧と展望）法律学の根本問題



第94号 河野正通 （翻訳）『精神哲学綱要』（3）

第94号 佐木狷介 （問題と批判）歴史文学の方向

第94号 柳沼まさみ
（問題と批判）マルクスの芸術的天分＝科学の本領に関し河上博士

へ一小質問

第95号 岡澤秀虎 （回顧と展望）文学史に於ける社会学的方法に就いて

第95号 岡澤秀虎 （文献と解説）露西亜に於ける新しい芸術理論に関する

第95号 河野正通 （翻訳）『精神哲学綱要』（4）

第95号 香野雄吉 （文献と解説）美術演劇映画建築に関する

第95号 児山敬一 （回顧と展望）短歌革命の立場

第95号 小島登美 （回顧と展望）新興短歌断想

第95号 清水光 （文献と解説）美術演劇映画建築に関する

第96号 斎藤善太郎 （回顧と展望）マルクスの宗教批判

第96号 寺島一夫（佐藤一郎） （紹介と検討）野呂栄太郎著『日本資本主義発達史』

第96号 本荘可宗 （問題と批判）自然科学と階級理論―論争の批判―

第97号 坂田吉雄 （紹介と検討）『風土政治学・地理的唯物論並にマルクス主義』

第97号 山崎謙 （問題と批判）唯物論は如何にして観念化されたか―再批判の批判

第97号 寺島一夫（佐藤一郎） （問題と批判）マルクス主義『自然科学論』―本荘可宗氏を駁す―

第97号 小島威彦 （回顧と展望）弁証法の世界

第98号 相内武千雄
（回顧と展望）ヴィットフォーゲルのメーリング批判―ドイツに於

けるマルクス主義的文学批評の開拓者として―

第98号 池島重信 （回顧と展望）哲学的世界観の問題

第98号 渡部佐次馬
（問題と批判）文学形式の変革はいかにして可能であるか（横光利

一作品「鳥」の貧困）

第98号 奈良正路 （問題と批判）法律における道徳的規範の問題―牧野英一氏への批

第98号 毛利那義 （回顧と展望）社会主義的都市計画

第99号 青木恵一 （回顧と展望）日本農業の特質と農業問題

第99号 湯原冬美
（回顧と展望）「好去好来の歌」に於ける言霊についての考察―上

代国家成立についてのアウトライン―

第99号 本荘可宗 （論説）自然科学と唯物弁証法との関係に就て

第100号 土居光知 平安朝の住吉物語か

第101号 清水光 （回顧と展望）現代舞台装置論

第101号 波多江種一 （回顧と展望）古代に於ける接尾語「等」に就いて

第102号 斎藤善太郎 （問題と批判）卑しき宗教信者でトルストイはあつたか

第102号 森島恒
（問題と批判）日本に於ける奴隷経済時代の所在―滝川政次郎氏と

板橋倫行氏との論争に対して―

第103号 逸見重雄 （回顧と展望）サヴェート・ロシアに於ける失業

第103号 坂田吉雄
（紹介と検討）マルクス主義に於ける風土的契機の意義（風土政治

学，地理的唯物論並にマルクス主義，続）

第103号 西田繁 （回顧と展望）封建社会発展の一契機としての「建武中興」運動

第103号 林田茂雄 （問題と批判）定型短歌の史的限界性―プロレタリア短歌理論の序

第104号 角野こと 逸名物語絵巻に就いて

第104号 山本禎夫
インテリゲンチアの社会学と社会学のインテリゲンチア―マンハイ

ムのイデオロギー論批判―

第104号 蔵内数太 マックス・シエーラーの社会学，特に宗教社会学

第105号 森島恒
日本に於ける奴隷経済時代の所在に関して滝川政次郎氏の駁論に答

ふ―「玉虫厨子は奴隷膏血の象徴に非ず」に対して―

第105号 清野暢一郎 悲劇と喜劇の関聯

第106号 逸見重雄 『フアシズム＝ボナパルチズム論』批判

第106号 西田繁 本願寺教団の階級性

第107号 熊澤復六 絵画様式としての静物画

第107号 松井圭子 ロマンチシズムの社会的根拠

第107号 清水光 映画と文芸の時間性について



第108号 早水軍平 プロレタリア文化に就て

第108号 池島重信 宗教現象学とは何か―マックス・シェーラーに於けるその主要問題

第110号 西田繁 軍記物語に現れたる武士階級イデオロギー―武士道批判第1部―

第110号 徳永郁介（熊谷孝） モンタァジュの美学的意味

第112号 井上芳郎 古代バビロンの階級制度と其崩壊的径路

第114号 本多顕彰 岐路に立つアメリカ文学

第115号 石津照璽 仏教汎神論の根本立場

第115号 本多顕彰 岐路に立つアメリカ文学（2）

第117号 清水光 映画・モンタアジュ・理論の諸問題

第118号 依田喜蔵 リッケルトの『ファウスト』論

第118号 一ノ瀬雅央 グンドルフの基本的態度

第118号 奥津彦重編（奥津重彦） 最近のゲーテ文献

第118号 舟木重信 ゲーテの『ゲッツ』と『ドイツ農民戦争』に関する現代戯曲

第118号 池島重信 ゲェテ的人間の限界について

第122号 伊奈信男 マルクス主義理論より見たるゲーテ

第122号 菊盛英史 エンゲルスの未発表書簡（バルザックとリアリズム）

第125号 鬼頭英一 ドイツ哲学の現勢

第125号 今中次麿 文化思想に現はれたファッシズム―危機神学を中心として―

第126号 梯明秀 社会の起源の問題（上）―社会学の方法論的原理として―

第126号 木村房吉 「共同社会」と連俳

第127号 梯明秀 社会の起源の問題（下）―社会学の方法論的原理として―

第127号 島芳夫 弁証法と無神論

第130号 河東涓 迷へる狼

第130号 長谷川鉱平 心学と其の歴史的展開

第131号 山口等? アリストテレスの時間論―或謂余曰為学不為身―

第132号 鼓常良 風景画

第133号 上野直昭 デルフィよりオリムピア迄（希臘旅行の一節）

第134号 清水光 演劇のトーキー化について

第135号 瀧澤克己 一般概念と個物―西田哲学の発展の一齣―

第136号 高沖陽造 ヘルデルの『イデエン』における進化論と弁証法

第136号 山崎謙 歴史の構造

第136号 梯明秀 歴史と自然弁証法

第137号 工藤好美 イギリス現代主知主義―特にオオルダス・ハックスリについて―

第137号 清水光 抽象的な形式

第138号 西本喬 ファッシズム理論の一基礎―パレトの社会学に於ける選良循環の法

第138号 池島重信
哲学者としてのドストエーフスキー志賀勝ロマンチシズムの一過程

―ヂョイス的文学の位置―

第138号 長谷川鉱平 唯物論に於ける生きたものと死んだもの

第139号 安西文夫 類推の魔術性―社会への追求の二つの態度―

第139号 瀧澤克己 例，個物，及び個性の論理的構造―例，個物及び個性の1―

第140号 瀧澤克己 単なる物と事実そのもの―例，個物及び個性の2―

第141号 高沖陽造 レッシングの美学及び戯曲論の社会歴史的意義

第142号 山崎謙 イズム論のために

第142号 瀧澤克己 単なる随意的意志と具体的自由―例，個物，及び個性の3―

第142号 徳永郁介 二つの芸術観―形式＝内容問題を中心として―

第143号 瀧澤克己 文化の問題―例，個物，及び個性の4―

第144号 佐野一彦 本居宣長のものゝみかた

第144号 寺田弥吉 富永仲基の歴史法に就て

第144号 寺島一夫 明治前期における科学の体系的発展の特質

第144号 平野義太郎 明治中期における国粋主義の台頭，その社会的意義

第147号 田中晃 人間に於ける有限性と全体性

第148号 相内武千雄 民族防衛の芸術



第148号 本多顕彰 D・H・ローレンスの「精神分析と無意識的なるもの」

第149号 菅円吉 日本に於ける基督教の現勢

第149号 石津照璽 ドイツに於ける宗教哲学の現勢

第149号 浜田本悠 現代社会の宗教的動向を視る

第152号 長島喜三 根附

第155号 寺田弥吉 仲基が三物五類立言之紀―併せて加上法との関係―

第155号 長島喜三 漆器

第157号 安西文夫 科学性と魔術性―社会追求の二つの態度―

第157号 瀧澤克己 歴史的運動―例，個物及び個性の5―

第157号 長谷川鉱平 ホヰットマン

第158号 瀧澤克己 例，個物，及び個性―結論―

第158号 長島喜三 唐草文

第159号 関口親 オノレ・ド・バルザック―新バルザック集の序―

第161号 大熊泰治 精神病学と現象学

第162号 森山啓 漱石についての小感

第162号 大和資雄 漱石の文学論と「明暗」

第164号 山口諭助 西田哲学に於ける無

第164号 瀧澤克己 西田哲学に於けるノエシスとノエマとの関係に就いて

第165号 長島喜三 紐

第166号 宇田道隆 海の物理学の父寺田寅彦先生の思ひ出

第166号 円地与四松 寺田先生と私

第166号 玉野光男 渦をめぐる寺田先生の思出

第166号 黒田初子 寺田先生の思出

第166号 黒田正夫 「宇宙見物」

第166号 寺田正二 亡父の想ひ出

第166号 辻二郎 寺田先生を偲ぶ

第166号 田幸彦太郎 生理光学的現象

第166号 田中信 航空研究所の最近の寺田実験室

第166号 田中茂穂 噫寺田寅彦君

第166号 田内森三郎 水産物理学の開祖としての先生

第166号 湯本清比古 寺田先生の瓦斯爆発の研究に就いての思出

第166号 筒井俊正 熱電気

第166号 美濃部民子 寺田さんのこと

第167号 大橋勉 人性論的立場（1）

第168号 大橋勉 人性論的立場（2）

第168号 梯明秀 非常時局と合理主義

第169号 坂田吉雄 堺町人の性格

第169号 長谷川鉱平 心学思想の転化―啓蒙より教化へ―

第169号 平野義太郎
アジア的農業社会と日本の農業―モンテスキューが論及せる日本，

および，モンタヌス，ケンプェルが観察せる―

第170号 木村房吉 易と古支那語（上）

第171号 木村房吉 易と古支那語（下）

第172号 長谷川鉱平 思想時評：表現から労働へ

第175号 古川哲史 鍋島論語に於ける「過度」と「中庸」

第176号 古川哲史 現代フランスに於ける自殺論の方向

第177号 古川哲史 ベルグソン道徳論と社会学

第178号 古川哲史
自然と社会と道徳―ジャン・ジャック・ルソーにおける「道徳」の

位置と出発点―

第179号 菊澤季生 民族の問題と言語の問題

第179号 工藤好美 縦の歴史と横の歴史

第179号 大間知篤三 民間伝承と伝統―婚姻形式を対象として―

第179号 田中耕太郎 外国で見た日本



第180号 工藤好美 鑑賞・批評・歴史

第180号 大橋勉 人間に於ける問の形態（1）

第180号 木村房吉 海―毎―母―古支那語の問題の一節―

第181号 古川哲史
海外哲学思潮：デカルト哲学体系に於ける「暫定的道徳」の意義―

三つの見解

第181号 大橋勉 人間に於ける問の形態（2）

第181号 長島喜三 和紙

第182号 古谷郁郎 18世紀の英国に於ける理神論の出現に対する教会防衛

第182号 三浦常夫 式部卿宇合―模倣と伝統―

第182号 長島喜三 つまみ

第186号 橘高倫一 愚麟山房雑記

第186号 徳永郁介 アンシクロペジストとしてのダ・ヴィンチ

第188号 清水光 演劇にあらはれたアメリカ国民性

第188号 千葉雄次郎 イギリスのジャーナリズム

第188号 長島喜三 木綿

第188号 片山正直 罪と死の問題

第188号 本多顕彰 イギリスの国民性ウィルヘルム・ディベリウスの「イングランド」

第193号 青山雄作 喀血記

第193号 片山正直 罪と死の問題（2）

第194号 古谷郁郎 ポール・ロワイヤル改革の意義

第194号 片山正直 罪と死の問題（完）

第196号 古川哲史 一応召者の感想―葉隠の研究1―

第196号 工藤好美 文学史の成立

第196号 相澤孝友 ドン・キホーテとイヱス

第197号 佐野一彦 西洋と東洋

第197号 小島威彦 東洋と西洋

第197号 池島重信 東洋と西洋

第197号 土居光知 「もの」と「こと」

第198号 長島喜三 桐

第198号 木村房吉 道の発展

第199号 蘆原英了 菊五郎の眼

第201号 田中晃 日本的世界観としての連続観

第202号 古川哲史 道の思想（上）―葉隠の研究2―

第203号 古川哲史 武士道

第203号 小島軍造 民族と道徳

第203号 菅円吉 基督教に於ける道徳の問題

第203号 島芳夫 習俗と道徳

第203号 白井成允 道徳と宗教

第203号 平野義太郎 商人道徳

第204号 古川哲史 道の思想（下）―葉隠の研究3―

第204号 服部静夫 科学映画

第205号 木村房吉 日本語と支那語

第206号 岡橋祐 クリストファ・ドオスン『浪漫的伝統の起源』

第206号 古川哲史 自殺の日本的性格―その在り場所について―

第207号 岡田要之助 遊絲彙聞

第209号 早瀬利雄 文明と文化―「技術哲学」以前―

第209号 長島喜三 様式創造

第209号 津村秀夫 日本映画のテムポについて

第209号 堀喜望 文化新様式の創造の問題

第209号 蘆原英了 「新舞踊」の前途―日本舞踊界からの現場報告―

第210号 古川哲史 「本居宣長の老荘哲学批判」考

第210号 三宅茂 ポアンカレと現代の知識哲学



第210号 蘆原英了 三津五郎の足

第212号 古谷郁郎 アメリカに於けるピューリタニズム

第212号 清水光 クロオズ・アップの発見

第214号 佐野一彦 ドイツロマンチクにおけるエウロッパ文明の問題

第214号 山口諭助 対立的文化の運命（ヨーロッパ文明の将来に就いて）

第216号 田中晃 論理より見たるヨーロッパ文化

第217号 井伊亜夫 生活の思想「生活の理論」について大熊信行氏の教を乞ふ

第217号 瀧澤克己 キリスト教の将来（上）

第218号 井伊亜夫 生活の思想（承前）「生活の理論」に就いて大熊信行氏の教を乞ふ

第218号 瀧澤克己 キリスト教の将来（下）

第218号 蘆原英了 猿之助の口

第219号 井伊亜夫 生活の思想（完）「生活の理論」に就いて大熊信行氏の教を乞ふ

第220号 服部静夫 ある経験

第221号 江澤譲爾 地政学の基本問題

第222号 土居光知 五音及び七音の問題（長谷川千秋氏の批評に答ふ）

第222号 木村房吉 那一点の母

第224号 矢島羊吉 無常法（1）―原始仏教の一考察―

第225号 矢島羊吉 無常法（2）―原始仏教の一考察―

第226号 大澤峯雄 人間と機械

第226号 堀喜望 家族理論の歴史的関聯―その実証性と論理性との媒介について―

第226号 矢島羊吉 無常法（3）―原始仏教の一考察―

第228号 矢島羊吉 無常法（4）―原始仏教の一考察―

第230号 古川哲史 商人心―三井高房の『町人考見録』をめぐつて―

第230号 古谷郁郎 英国教会と英国的性格

第230号 矢島羊吉 無常法（5）―原始仏教の一考察―

第230号 蘆原英了 ナンバン

第234号 岩村忍 民族政策についての若干の原理的考察

第234号 中村哲 民族・国家および主権

第234号 平野義太郎 民族政策に就ての基礎考察

第235号 飯倉亀太郎 欲望充足の行為形式経済・特に財の計量化に就ての考察（1）

第236号 田中晃 行為より生産へ（上）

第236号 飯倉亀太郎 欲望充足の行為形式　経済・特に財の計量化に就ての考察（2）

第237号 田中晃 行為より生産へ（下）

第238号 古川哲史 武士の土着

第238号 班目文雄 海―ゲオポリティーク風に―

第239号 石津照璽 神と実存との間

第240号 阿部武彦 上代人の人名をめぐる諸問題

第240号 古川哲史 『葉隠』における狂気

第241号 岩村忍 亜欧大陸諸民族活動の方向についての史的考察

第241号 江澤譲爾 生活空間と国防空間

第241号 班目文雄 大東亜の国境理論

第241号 飯倉亀太郎 国家と戦争

第241号 平野義太郎 諸民族統治・指導の原理

第242号 笹村草家人（笹村良紀） 16の断章

第242号 八杉龍一 60年代の露西亜科学（上）―科学史方法論への覚書―

第243号 宮本正尊 無記と空と中道

第243号 古川哲史 『武道初心集』に於ける前進的と懐古的

第243号 八杉龍一 60年代の露西亜科学（中）―科学史方法論への覚書―

第244号 山崎桂三 支那文化史に於ける禅

第244号 長谷川鉱平 死の意味―武士道倫理における―

第244号 八杉龍一 60年代の露西亜科学（下）―科学史方法論への覚書―

第245号 岡崎三郎 インド文明の経済的背景



第245号 小竹豊治 インド文明とセイロン

第245号 北慎治 インドの社会と経済に関する文献

第246号 古川哲史 大道寺友山について（1）

第247号 古川哲史 大道寺友山について（2）

第249号 上原専禄 サルウィアーヌス考―特に「神の支配」におけるローマ没落観につ

第253号 山崎桂三 母的なるもの（上）

第254号 古川哲史
二つの『武道初心集』―大道寺友山の『武道初心集』と松代藩の

『武道初心集』―

第254号 山崎桂三 母的なるもの（下）

第263号 武藤光朗 明治の経済精神

第264号 古川哲史 『常山紀談』の一考察

第265号 吉田十四雄 馬鈴薯談義

第268号 古川哲史 日本の聖人

第273号 山中謙二 航海者エンリケの航海奨励について

第274号 小宮義孝 中国の科学その歴史的展望

第274号 竹内良知 イギリス経験論と市民社会

第275号 小宮義孝 抗戦前後の中国の科学とその将来

第275号 石原清子 （世界の学界2）中国の学界

第275号 鳥山成人 ソヴィエト歴史学について

第275号 湯浅年子 （世界の学界1）現代フランス科学者の思想的動向

第276号 青山秀夫
近代資本主義経済の合理性―マックス・ウェーバーに於ける社会主

義の問題―

第277号 中村吉治 小作料の歴史的考察―その予備的研究―

第280号 谷和雄
中世英国諸都市における「ギルド・システム」の成立について―

「ギルド」における自律性の展開―

第282号 今井林太郎 信長政権の歴史的意義

第282号 村瀬興雄 ドイツ革命について―ドイツの自主的民主化運動試論―

第287号 岡本三郎 アジア的生産様式について

第287号 池内一 輿論と人間

第287号 牧田稔 世論調査の形式

第289号 八杉龍一 生物学への反省―ルィセンコ論議を中心に―

第292号 小池基之 農業恐慌・農村恐慌・農業危機

第292号 北村敬直 清代の時代的位置―中国近代史への展望―

第293号 松本正夫 西洋の基本的伝統文化継承の問題

第293号 布村一夫（布村一男、坂口一男）（世界の学界）ロシヤ民族学の展望―モルガン批判をめぐって―

第295号 三田博雄
アルキメデスにおける技術的関心―古代における所謂「技術の軽

視」について―

第296号 田中実 ミハイル・ワシリエヴィッチ・ロモノソフ―その生涯と思想―

第296号 平野義太郎 民族問題の理論的基礎

第297号 梯明秀 現実的な学としての資本論（1）

第298号 村上仁 精神分裂病の人間学的構造

第298号 田辺振太郎 個の主体性と自覚の論理―梅本克己氏の問題提起に対して―

第299号 梯明秀 現実的な学としての資本論（2）

第300号 対馬忠行 マルクス主義と民族問題

第300号 藤原弘達 フイッギスの帝王神権説

第300号 副島種典 （世界の学界）ソ連邦における社会主義経済学研究の現状と展望


