
井上円了関係文献年表

番号 資料名 資料名読み 著者名 著者名読み 編者名 編者名読み 出版年月日 掲載誌 掲載頁 講義録 出版社 注記 文 原 年 備考 現物有無 最終更新日
1 ［教師教校の設立］［親諭］ きょうしきょうこうのせつ　しんゆ 18750705 配紙 p.252～254 真宗大谷派機関誌 [雑] [円] -
2 教師教校条規 きょうしきょうこうのじょうき 18750720 配紙 p.265～267 [雑] [円] -
3 ［東本願寺教学校の近況］ ひがしほんがんじきょうがっこうのきんきょう 18760212 明教新誌 239 p.4～5 [雑] [百] -
4 ［東本願寺教学校の近況］ ひがしほんがんじきょうがっこうのきんきょう 18760214 明教新誌 240 p.2～4 [雑] [百] -
5 印度史の抄訳［雑説］ いんどしのしょうやく　ざっせつ 井上甫水 いのうえほすい 18801020 開導新聞 22 p.5 [雑] [円] -
6 ［井上円悟氏より越後国米北小教校に関する報告］ いのうええんごしよりえちごのくにべいほくしょうきょうにかんするほうこく 18810109 開導新聞 37 付録p.6～7 [雑] [円] -
7 ［慈光寺住職井上円悟氏が米北小教校建築掛に任命される］ じこうじじゅうしょくいのうええんごしがべいほくしょうきょうこうけんちくかかりににんめいされる 18810220 開導新聞 51 p.1 [雑] [円] -
8 親切の話 しんせつのはなし 井上円了 いのうええんりょう 18810415 開導新聞 69 p.4 修身雑誌より抄訳 [雑] [円] -
9 米北小教校建築ニ付説諭方 井上円悟 べいほくしょうきょうこうけんちくにつきせつゆかた　いのうええんご 18810615 開導新聞 90 p.2 [雑] [円] -

10 主客問答［投書］ しゅかくもんどう　とうしょ 井上甫水 いのうえほすい 18811011 開導新聞 148 p.8 [雑] [円] -
11 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811015 開導新聞 150 p.7～8 148号の続 [雑] [円] -
12 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811025 開導新聞 154 p.7～8 150号の続 [雑] [円] -
13 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811105 開導新聞 158 p.7～8 154号の続 [雑] [円] -
14 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811107 開導新聞 159 p.7～8 [雑] [円] -
15 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811113 開導新聞 162 p.7～8 159号の続 [雑] [円] -
16 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811115 開導新聞 163 p.7～8 [雑] [円] -
17 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811119 開導新聞 165 p.7～8 163号の続 [雑] [円] -
18 主客問答 しゅかくもんどう 井上甫水 いのうえほすい 18811125 開導新聞 167 p.7～8 165号の続 [雑] [円] -
19 ［11月19日分、東京留学の上等教校生徒］ じゅういちがつじゅうくにちぶん、とうきょうりゅうがくのじょうとうきょうこうせいと 18811129 開導新聞 169 p.1 [雑] [円] -
20 ［上等教校英学科生徒、沢辺昌丸、柳祐久、徳永賢了の東京留学］ じょうとうきょうこうえいがくかせいと、さわべしょうまる、やなぎよしひさ、とくながけんりょうのとうきょうりゅうがく 18811203 開導新聞 171 p.6 [雑] [円] -
21 耶蘇教防禦論［投書］ やそきょうぼうぎょろん　とうしょ 井上甫水 いのうえほすい 18820111 開導新聞 188 p.6～8 [雑] [円] -
22 耶蘇教防禦論 やそきょうぼうぎょろん 井上甫水 いのうえほすい 18820113 開導新聞 189 p.7～8 [雑] [円] -
23 耶蘇教防禦論 やそきょうぼうぎょろん 井上甫水 いのうえほすい 18820115 開導新聞 190 p.6～8 [雑] [円] -
24 耶蘇教防禦論 やそきょうぼうぎょろん 井上甫水 いのうえほすい 18820119 開導新聞 192 p.8 190号の続 [雑] [円] -
25 尭舜ハ孔教ノ偶像ナル所以ヲ論ス ぎょうしゅんはこうきょうのぐうぞうなるゆえんをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18820625 東洋学芸雑誌 9 p.183～188 [雑] [未] -
26 僧侶教育法［演説］ そうりょきょういくほう　えんぜつ 井上甫水 いのうえほすい 18820803 開導新聞 285 p.1～2 [雑] [円] -
27 僧侶教育法 そうりょきょういくほう 井上甫水 いのうえほすい 18820805 開導新聞 286 p.1～3 [雑] [円] -
28 僧侶教育法 そうりょきょういくほう 井上甫水 いのうえほすい 18820809 開導新聞 288 p.1～2 286号の続 [雑] [円] -
29 真俗二諦 しんぞくにてい 18820821 開導新聞 294 p.1～2 「教化研究」73\74 p.360では井上甫水演説となっているが、原典には著者名がない [雑] [円] -
30 宗乱因由 しゅうらんいんゆ 井上円了 いのうええんりょう 18820822 仏教演説集誌 15 p.133～137 『仏教演説集誌』(明治仏教思想資料集成 別巻)所収 [雑] [百] -
31 二諦相依 にていそうい 18820825 開導新聞 296 p.1～2 294号の〈真俗二諦〉の続 [雑] [円] -
32 東洋学芸雑誌第九号ヲ読ム とうようがくげいざっしだいきゅうごうをよむ 牧都宇生 ぼくとうせい 18820902 東洋経済雑誌 127 p.1153～1156 [雑] [未] -
33 宗教篇(第1回)［論説］ しゅうきょうへん　だいいっかい　ろんぜつ 井上甫水 いのうえほすい 18821005 開導新聞 315 p.1～2 [雑] [円] -
34 宗教篇(第2回) しゅうきょうへん　だいにかい 井上甫水 いのうえほすい 18821009 開導新聞 317 p.1～3 [雑] [円] -
35 宗教篇(第3回) しゅうきょうへん　だいさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18821011 開導新聞 318 p.1～3 [雑] [円] -
36 宗教篇(第4回) しゅうきょうへん　だいよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18821021 開導新聞 322 p.1～3 [雑] [円] -
37 牧都宇氏ニ答フ ぼくとうしにこたう 井上円了 いのうええんりょう 18821025 東洋学芸雑誌 13 p.71～76 [雑] [未] -
38 宗教篇(第5回) しゅうきょうへん　だいごかい 井上甫水 いのうえほすい 18821215 開導新聞 347 p.1～3 [雑] [円] -
39 宗教篇(第6回) しゅうきょうへん　だいろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18821217 開導新聞 348 p.1～3 [雑] [円] -
40 宗教篇(第7回) しゅうきょうへん　だいななかい 井上甫水 いのうえほすい 18821219 開導新聞 349 p.1～3 [雑] [円] -
41 宗教篇(第8回) しゅうきょうへん　だいはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18821221 開導新聞 350 p.1～3 [雑] [円] -
42 ［宗教編］宗教論［第9回］ しゅうきょうへん　しゅうきょうろん　だいきゅうかい 井上甫水 いのうえほすい 18821223 開導新聞 351 p.1～3 [雑] [円] -
43 ［宗教編］宗教論［第10回］ しゅうきょうへん　しゅうきょうろん　だいじっかい 井上甫水 いのうえほすい 18821225 開導新聞 352 p.1～3 [雑] [円] -
44 大学得業生 だいがくとくぎょうせい 18830210 東京輿論新誌 116 p.10 [雑] [東洋] -
45 黄石公ハ鬼物ニアラズ又隠君子ニアラザルヲ論ズ こうせきこうはきぶつにあらずまたいんくんしにあらざるをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18830525 東洋学芸雑誌 20 p.553～557 [雑] [未] -
46 仏教講演会［雑報］ ぶっきょうこうえんかい　ざっぽう 18830808 明教新誌 1542 p.5 井上円成 [雑] [円] -
47 読日本外史 とくにほんがいし 井上円了 いのうええんりょう 18831025 東洋学芸雑誌 25 p.143～149 [雑] [未] -
48 排孟論 はいもうろん 井上円了 いのうええんりょう 18840125 東洋学芸雑誌 28 p.247～254 [雑] [未] -
49 ［哲学会、学習院にて盛大な発会式を行う］ てつがくかい、がくしゅういんにてせいだいなはっかいしきをおこなう 18840128 郵便報知新聞 『明治ニュース事典』Ⅱ p.512 [新] [百] -
50 排孟論 はいもうろん 井上円了 いのうええんりょう 18840225 東洋学芸雑誌 29 p.277～283 [雑] [未] -
51 ［十八学術会が毎月東京大学で開かれる］ じゅうはちがくじゅつかいがまいつきとうきょうだいがくでひらかれる 18840311 朝野新聞 『明治ニュース事典』Ⅲ p.518 [新] [百] -
52 東京大学の井上氏［雑報］ とうきょうだいがくのいのうえし 18840412 明教新誌 1658 p.4～5 [雑] [円] -
53 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18840429 令知会雑誌 1 p.14～19 [雑] [円] -
54 加藤先生ノ一大疑問ニ答ヘントス かとうせんせいのいちだいぎもんにこたえんとす 井上円了 いのうええんりょう 18840625 東洋学芸雑誌 33 p.65～70 [雑] [未] -
55 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18840630 令知会雑誌 3 p.15～21 [雑] [円] -
56 令知会正員人名 りょうちかいせいいんじんめい 18840630 令知会雑誌 3 p.70～72 [雑] [円] -
57 読荀子 とくじゅんし 井上円了 いのうええんりょう 18840899 学芸志林 15-85 p.182～204 昭和52年復刻 [雑] [東洋] -
58 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18840930 令知会雑誌 6 p.21～29 [雑] [円] -
59 耶蘇教の畏るべき所以を論ず やそきょうのおそるべきゆえんをろんず 井上甫水 いのうえほすい 18841024 明教新誌 1753 p.1～4 [雑] [円] -
60 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841030 明教新誌 1756 p.2～3 1753号の続 [雑] [円] -
61 哲学要領(接前) てつがくようりょう　せつぜん 井上甫水 いのうえほすい 18841031 令知会雑誌 7 p.12～21 [雑] [円] -
62 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841106 明教新誌 1759 p.1～3 1756号の続 [雑] [円] -
63 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841110 明教新誌 1761 p.2～4 1759号の続 [雑] [円] -
64 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841114 明教新誌 1763 p.2～4 1761号の続 [雑] [円] -
65 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841118 明教新誌 1765 p.1～3 1763号の続 [雑] [円] -
66 孟子論法ヲ知ラス もうしろんぽうをしらず 井上円了 いのうええんりょう 18841125 東洋学芸雑誌 38 p.229～233 [雑] [未] -
67 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841126 明教新誌 1769 p.3～5 [雑] [円] -
68 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18841130 令知会雑誌 8 p.18～28 [雑] [円] -
69 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841212 明教新誌 1777 p.2～4 [雑] [円] -
70 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841216 明教新誌 1779 p.2～5 1777号の続 [雑] [円] -
71 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18841220 明教新誌 1781 p.2～4 1779号の続 [雑] [円] -
72 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18841221 令知会雑誌 9 p.18～25 [雑] [円] -
73 孟子論法ヲ知ラス もうしろんぽうをしらず 井上円了 いのうええんりょう 18841225 東洋学芸雑誌 39 p.237～242 [雑] [未] -
74 三学論 さんがくろん 井上円了 いのうええんりょう 18849999 『円了茶話』の著書目録より [雑] [未] -
75 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18850121 令知会雑誌 10 p.23～32 [雑] [円] -
76 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18850221 令知会雑誌 11 p.23～30 [雑] [円] -
77 余か疑団何の日にか解けん：耶蘇教を排するは理論にあるか よがぎだんいずれのひにかとけん：やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850304 明教新誌 1814 p.1～3 1808号の続 [雑] [円] -
78 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850312 明教新誌 1817 p.2～4 1814号の続 [雑] [円] -
79 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850318 明教新誌 1820 p.2～3 1817号の続 [雑] [円] -
80 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18850321 令知会雑誌 12 p.24～32 [雑] [円] -
81 真宗僧侶教育法ヲ論ス しんしゅうそうりょきょういくほうをろんず 井上甫水 いのうえほすい 18850421 令知会雑誌 13 p.19～27 [雑] [円] -
82 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850422 明教新誌 1836 p.3～4 [雑] [円] -
83 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850424 明教新誌 1837 p.2～4 [雑] [円] -
84 孟子論法ヲ知ラス もうしろんぽうをしらず 井上円了 いのうええんりょう 18850425 東洋学芸雑誌 43 p.68～76 [雑] [未] -
85 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850428 明教新誌 1839 p.1～3 [雑] [円] -
86 ［井上甫水氏、色法心法のことは西洋心理学にもあり］ いのうえほすいし、しきほうしんぽうのことはせいようしんりがくにもあり 18850450 東洋心理初歩 p.1～2 哲学書院 雲英晃耀著 [所] [国] -
87 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850506 明教新誌 1843 p.1～3 [雑] [円] -
88 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850510 明教新誌 1845 p.2～4 [雑] [円] -
89 哲学会 てつがくかい 18850521 令知会雑誌 14 p.58 [雑] [円] -
90 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18850521 令知会雑誌 14 p.31～36 [雑] [円] -
91 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18850605 教学論集 18 p.7～9 [雑] [東洋] -
92 本会紀事：問対調査委員嘱託［記事］ ほんかいきじ：もんたいちょうさいいんしょくたく　きじ 18850621 令知会雑誌 15 p.64～66 [雑] [円] -
93 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18850705 教学論集 19 p.4～6 [雑] [東洋] -
94 ［大学卒業］ だいがくそつぎょう 18850721 令知会雑誌 16 p.42 [雑] [円] -
95 ［東京大学への留学生、井上円了卒業］ とうきょうだいがくへのりゅうがくせい、いのうええんりょうそつぎょう 18850727 本山報告 1 p.7 真宗大谷派機関誌 [雑] [東洋] -
96 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850728 明教新誌 1883 p.3～5 [雑] [円] -
97 東京大学官費研究生 とうきょうだいがくかんぴけんきゅうせい 18850729 官報 『明治編年史』 6 p.124 [新] [東洋] -
98 耶蘇教を排するは理論にあるか やそきょうをはいするはりろんにあるか 井上甫水 いのうえほすい 18850730 明教新誌 1884 p.3～5 [雑] [円] -
99 易ヲ論ス えきをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18850799 学芸志林 17-96 p.64～82 昭和52年復刻 [雑] [東洋] -

100 ［官費研究生となった井上円了］ かんぴけんきゅうせいとなったいのうええんりょう 18850802 明教新誌 [雑] [未] -
101 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18850805 教学論集 20 p.8～11 [雑] [東洋] -
102 易ヲ論ス(続) えきをろんず　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18850899 学芸志林 17-97 p.204～224 昭和52年復刻 [雑] [東洋] -
103 島根県令［篭手田安定］ しまねけんれい　こてだやすさだ 18850910 東京輿論新誌 208 p.16 [雑] [東洋] -
104 ［井上円了、東大の特別研究生に抜擢］ いのうええんりょう、とうだいのとくべつけんきゅうせいにばってき 18850921 令知会雑誌 18 p.45 [雑] [円] -
105 僧門改良の今日に急務なる所以を論す そうもんかいりょうのこんにち 井上甫水 いのうえほすい 18850921 令知会雑誌 18 p.1～12 [雑] [円] -
106 動物必ス思想アリヤ否ヤノ問［に対する答］ どうぶつかならずしそうありや 井上甫水 いのうえほすい 18850921 令知会雑誌 18 p.61～64 [雑] [円] -
107 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18851005 教学論集 22 p.7～11 [雑] [東洋] -
108 哲学要領 てつがくようりょう 井上甫水 いのうえほすい 18851021 令知会雑誌 19 p.21～29 [雑] [円] -
109 動物必ス思想アリヤ否ヤノ問［に対する答］ どうぶつかならずしそうありやいなやのといにたいするこたえ 井上甫水 いのうえほすい 18851021 令知会雑誌 19 p.61～65 [雑] [円] -
110 印度哲学取調掛井上円了［任免］ いんどてつがくとりしらべかかりいのうええんりょう　にんめん 18851025 本山報告 4 p.4 [雑] [東洋] -
111 東京大学卒業生学位授与式 とうきょうだいがくそつぎょうせいがくいじゅよしき 18851102 時事新報 『明治編年史』 6 p.179,『明治ニュース事典』Ⅲ p.551 [新] [東洋] -
112 学位授与式［東京大学、井上円了学生総代］ がくいじゅよしき　とうきょうだいがく、いのうええんりょうがくせいそうだい 18851103 自由の燈 [新] [東洋] -
113 東京大学学位授与 とうきょうだいがくがくいじゅよ 18851104 東京教育新志 95 p.7 [雑] [百] -
114 学位授与式 がくいじゅよしき 18851105 教育時論 20 p.26～27 [雑] [東洋] -
115 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18851105 教学論集 23 p.3～7 [雑] [東洋] -
116 井上甫水氏：大谷教校高等科で心理学を開講 いのうえほすいし：おおたにきょうこうこうとうかでしんりがくをかいこう 18851121 令知会雑誌 20 p.41～42 [雑] [円] -
117 哲学祭［井上円了が東大の生徒を集め四聖の影像を安置］ てつがくさい　いのうええんりょうがとうだいのせいとをあつめしせいのえいぞうをあんち 18851121 令知会雑誌 20 p.50～52 [雑] [円] -
118 哲学要領(接前) てつがくようりょう　せつぜん 井上甫水 いのうえほすい 18851121 令知会雑誌 20 p.24～32 [雑] [円] -
119 ［井上円了、新御門跡より六字名号を授与される］ いのうええんりょう、しんごもんせきよりろくじみょうごうをじゅよされる 18851125 本山報告 5 p.4 [雑] [東洋] -
120 ［井上円了と学位授与式］ いのうええんりょうとがくいじゅよしき 18851125 本山報告 5 p.6 [雑] [東洋] -
121 偶然ヲ論ス ぐうぜんをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18851125 東洋学芸雑誌 50 p.320 [雑] [未] -
122 破邪新論 はじゃしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18851150 明教社 「明教新誌」に連載されたもの [単] [東洋] -
123 学位授与式謝辞新学士総代 がくいじゅよしきしゃじしんがくしそうだい 井上円了 いのうええんりょう 18851199 学芸志林 17-100 p.507～508 [雑] [東洋] -

1



井上円了関係文献年表

番号 資料名 資料名読み 著者名 著者名読み 編者名 編者名読み 出版年月日 掲載誌 掲載頁 講義録 出版社 注記 文 原 年 備考 現物有無 最終更新日
124 通信講学会興る［雑纂］ つうしんこうがっかいおこる　ざっさん いのうええんりょう 18851205 教育時論 23 p.18～20 [雑] [東洋] -
125 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18851205 教学論集 24 p.6～8 [雑] [東洋] -
126 耶蘇教の難目 やそきょうのなんもく 井上円了 いのうええんりょう 18851205 教学論集 24 付録p.1～8 〈耶蘇教を排するは理論にあるか〉の抜抄、無外書房から別冊として販売 [雑] [東洋] -
127 耶蘇教の難目 やそきょうのなんもく 井上円了 いのうええんりょう 18851205 無外書房 「教学論集」24の付録を別売 [単] [東洋] -
128 ［学位授与式での井上円了の謝辞］ がくいじゅよしきでのいのうええんりょうのしゃじ 18851221 令知会雑誌 21 p.49～50 [雑] [円] -
129 哲学新論 てつがくしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18859999 『円了茶話』の著書目録より [雑] [未] -
130 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18859999 『円了茶話』の著書目録より [雑] [未] -
131 井上円了君［通信講学会で心理学科講師となる］ いのうええんりょうくん　つうしんがっかいでしんりがっかこうしとなる 18860105 教育時論 26 p.22 [雑] [東洋] -
132 通信講学会［広告］ つうしんこうがっかい　こうこく 18860105 教育時論 27 p.31 [雑] [東洋] -
133 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860105 教学論集 25 p.8～11 [雑] [東洋] -
134 耶蘇教を排するは実際にあるか(第1回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいいっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860106 明教新誌 1960 p.3～5 [雑] [円] -
135 耶蘇教を排するは実際にあるか(第2回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにかい 井上甫水 いのうえほすい 18860108 明教新誌 1961 p.3～4 [雑] [円] -
136 耶蘇教を排するは実際にあるか(第3回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860110 明教新誌 1962 p.2～4 [雑] [円] -
137 耶蘇教を排するは実際にあるか(第4回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860112 明教新誌 1963 p.3～4 [雑] [円] -
138 耶蘇教を排するは実際にあるか(第5回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいごかい 井上甫水 いのうえほすい 18860114 明教新誌 1964 p.3～5 [雑] [円] -
139 耶蘇教を排するは実際にあるか(第6回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860116 明教新誌 1965 p.2～4 [雑] [円] -
140 耶蘇教を排するは実際にあるか(第7回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいななかい 井上甫水 いのうえほすい 18860118 明教新誌 1966 p.2～4 [雑] [円] -
141 耶蘇教を排するは実際にあるか(第8回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860120 明教新誌 1967 p.2～4 [雑] [円] -
142 井上君の心理［心理学講義］ いのうえくんのしんり　しんりがくこうぎ 18860125 教育時論 28 p.30 [雑] [東洋] -
143 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860205 教学論集 26 p.4～7 [雑] [東洋] -
144 通信教授 心理学 井上円了 つうしんきょうじゅ　しんりがく　いのうええんりょう 18860215 教育時論 31 p.22 教育書専売所普及舎 [雑] [東洋] -
145 通信講学会第一回報告［広告］ つうしんごうがっかいだいいっかいほうこく　こうこく 18860215 教育時論 30 p.22 [雑] [東洋] -
146 進化論者并に因果教徒の難目に答えるの弁 しんかろんじゃならびにいんがきょうとのなんもくにこたえるのべん 難黙庵主人 なんもくあんしゅじん 18860250 天主之番兵 105 付録p.1～35 公友社、〈耶蘇教の難目〉の反論 [雑] [円] -
147 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860299 教学論集 26 [雑] [未] -
148 耶蘇教を排するは実際にあるか(第15回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいじゅうごかい 井上甫水 いのうえほすい 18860316 明教新誌 1992 p.4～5 [雑] [円] -
149 耶蘇教を排するは実際にあるか(第16回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいじゅうろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860318 明教新誌 1993 p.3～5 [雑] [円] -
150 耶蘇教を排するは実際にあるか(第17回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいじゅうななかい 井上甫水 いのうえほすい 18860322 明教新誌 1995 p.3～5 [雑] [円] -
151 耶蘇教を排するは実際にあるか(第18回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいじゅうはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860324 明教新誌 1996 p.3～5 [雑] [円] -
152 破邪新論［批評］ はじゃしんろん　ひひょう 18860326 明教新誌 1997 p.4～5 「ゼトウキョウインデペンデント」より転載 [雑] [円] -
153 耶蘇教を排するは実際にあるか(第19回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいじゅうきゅうかい 井上甫水 いのうえほすい 18860326 明教新誌 1997 p.2～4 [雑] [円] -
154 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860405 教学論集 28 p.2～5 [雑] [東洋] -
155 大学院学生［井上円了］ だいがくいんがくせい　いのうええんりょう 18860414 東京教育新志 118 p.7 [雑] [東洋] -
156 大学院学生等諸規定 だいがくいんせいとうしょきてい 18860415 教育時論 36 p.4～5 [雑] [東洋] -
157 ［井上円了君の疑問］ いのうええんりょうくんのぎもん 18860421 令知会雑誌 25 p.46～47 [雑] [円] -
158 大学院に入る だいがくいんにはいる 18860425 教育時論 37 p.18 [雑] [東洋] -
159 明教新誌記者に要む めいきょうしんしきしゃにもとむ 18860425 基督教新聞 [新] [未] -
160 ［印度哲学取調掛井上円了が帝国大学大学院生となる］ いんどてつがくとりしらべかかりいのうええんりょうがていこくだいがくだいがくいんせいとなる 18860515 本山報告 11 p.8 [雑] [東洋] -
161 耶蘇教を排するは実際にあるか(第20回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860516 明教新誌 2022 p.3～5 [雑] [円] -
162 耶蘇教を排するは実際にあるか(第21回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅういっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860518 明教新誌 2023 p.2～4 [雑] [円] -
163 井上甫水君に質す いのうえほすいくんにただす 亀山童子 かめやまどうし 18860520 明教新誌 2024 p.7 [雑] [円] -
164 耶蘇教を排するは実際にあるか(第22回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうにかい 井上甫水 いのうえほすい 18860520 明教新誌 2024 p.2～4 [雑] [円] -
165 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860521 令知会雑誌 26 p.21～28 [雑] [円] -
166 亀山童子に答ふ かめやまどうしにこたう 井上甫水 いのうえほすい 18860524 明教新誌 2025 p.7～8 [雑] [円] -
167 耶蘇教を排するは実際にあるか(第23回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860524 明教新誌 2025 p.3～5 [雑] [円] -
168 耶蘇教を排するは実際にあるか(第24回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860526 明教新誌 2026 p.2～4 [雑] [円] -
169 耶蘇教を排するは実際にあるか(第25回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうごかい 井上甫水 いのうえほすい 18860528 明教新誌 2027 p.2～4 [雑] [円] -
170 耶蘇教を排するは実際にあるか(第26回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860530 明教新誌 2028 p.3～5 [雑] [円] -
171 耶蘇教を排するは実際にあるか(第27回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうななかい 井上甫水 いのうえほすい 18860602 明教新誌 2029 p.3～4 [雑] [円] -
172 ［東京大学、総長渡辺洪基、学生給費法を提案］ とうきょうだいがく、そうちょうわたなべこうき、がくせいきゅうひほうをていあん 18860603 時事新報 『明治ニュース事典』Ⅲ p.552 [新] [百] -
173 耶蘇教を排するは実際にあるか(第28回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860604 明教新誌 2030 p.2～4 [雑] [円] -
174 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860605 教学論集 30 p.5～7 [雑] [東洋] -
175 耶蘇教を排するは実際にあるか(第29回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいにじゅうきゅうかい 井上甫水 いのうえほすい 18860606 明教新誌 2031 p.3～4 [雑] [円] -
176 耶蘇教を排するは実際にあるか(第30回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860608 明教新誌 2032 p.2～3 [雑] [円] -
177 耶蘇教を排するは実際にあるか(第31回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅういっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860610 明教新誌 2033 p.2～4 [雑] [円] -
178 耶蘇教を排するは実際にあるか(第32回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうにかい 井上甫水 いのうえほすい 18860612 明教新誌 2034 p.2～3 [雑] [円] -
179 耶蘇教を排するは実際にあるか(第33回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860614 明教新誌 2035 p.2～3 [雑] [円] -
180 耶蘇教を排するは実際にあるか(第34回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860616 明教新誌 2036 p.2～4 [雑] [円] -
181 耶蘇教を排するは実際にあるか(第35回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうごかい 井上甫水 いのうえほすい 18860618 明教新誌 2037 p.2～4 [雑] [円] -
182 耶蘇教を排するは実際にあるか(第36回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860620 明教新誌 2038 p.2～4 [雑] [円] -
183 耶蘇教を排するは実際にあるか(第37回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうななかい 井上甫水 いのうえほすい 18860622 明教新誌 2039 p.2～4 [雑] [円] -
184 耶蘇教を排するは実際にあるか(第38回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860624 明教新誌 2040 p.2～4 [雑] [円] -
185 遠藤恵山君の質問に答ふ 井上甫水 いのうえほすい 18860626 明教新誌 2041 p.2～3 [雑] [円] -
186 耶蘇教を排するは実際にあるか(第39回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいさんじゅうきゅうかい 井上甫水 いのうえほすい 18860628 明教新誌 2042 p.1～2 [雑] [円] -
187 耶蘇教を排するは実際にあるか(第40回) やそきょうをはいするはじっさいにあるか　だいよんじっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860630 明教新誌 2043 p.2～3 [雑] [円] -
188 高崎講習会 たかさきこうしゅうかい 18860705 教育時論 44 p.20 [雑] [東洋] -
189 哲学祭告文(略抄) てつがくさいこうもん　りゃくしょう 井上円了 いのうええんりょう 18860705 教学論集 31 p.29～30 甫水草とある [雑] [東洋] -
190 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18860705 教育時論 44 p.8～11 [雑] [東洋] -
191 文学士井上君使画工作四聖像余賛四聖者孔釈二氏瑣克刺、韓図也［文学士井上君、画工をして四聖像を作らしめ、余賛者は孔、釈二氏 ぶんがくしいのうえくんしがこうさくしせいぞうよさんしせいしゃこうしゃくにしそくらてす、かんとや 中村正直 なかむらまさなお 18860705 教学論集 31 p.30 [雑] [東洋] -
192 哲学道中記(承前) てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18860715 教育時論 45 p.7～9 [雑] [東洋] -
193 ［東京大谷教校卒業生、井上円成］ とうきょうおおたにきょうこうそつぎょうせい　いのうええんせい 18860715 本山報告 13 p.10 [雑] [東洋] -
194 高崎講習会 たかさきこうしゅうかい 18860725 教育時論 46 p.22～23 [雑] [東洋] -
195 哲学一夕話［紹介］ てつがくいっせきわ　しょうかい 18860725 教育時論 46 p.22 [雑] [東洋] -
196 哲学一夕話 第一編 てつがくいっせきわ　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 18860750 井上円了 四聖堂蔵版 [単] [東洋] -
197 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第3回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860804 明教新誌 2060 p.2～3 [雑] [円] -
198 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18860805 教学論集 32 p.10～13 [雑] [東洋] -
199 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第4回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18860806 明教新誌 2061 p.2～4 [雑] [円] -
200 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第5回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいごかい 井上甫水 いのうえほすい 18860808 明教新誌 2062 p.3～5 [雑] [円] -
201 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第6回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860810 明教新誌 2063 p.3～4 [雑] [円] -
202 和教会員加藤恵証師懇親会［雑報］ わきょうかいいんかとうけいしょうこんしんかい　ざっぽう 鳴瀬一秀 なるせかずひで 18860820 明教新誌 2068 p.5～6 [雑] [円] -
203 ［宗教新聞の論説］ しゅうきょうしんぶんのろんぜつ 18860821 令知会雑誌 29 p.49～57 [雑] [円] -
204 哲学道中記(承前) てつがくどうちゅうき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18860825 教育時論 49 p.10～12 [雑] [東洋] -
205 汎意の一つ話 はんいのひとつばなし ヨコクイ よこくい 18860825 教育時論 49 p.22 『哲学道中記』に関連 [雑] [東洋] -
206 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第7回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいななかい 井上甫水 いのうえほすい 18860826 明教新誌 2071 p.3～4 [雑] [円] -
207 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第8回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18860828 明教新誌 2072 p.3～5 [雑] [円] -
208 哲学要領［紹介］ てつがくようりょう　しょうかい 18860915 教育時論 51 p.24 [雑] [東洋] -
209 哲学要領 前編 てつがくようりょう　ぜんぺん 井上円了 いのうええんりょう 18860950 令知会 四聖堂蔵版、再版から哲学書院にて発行 [単] [東洋] -
210 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第19回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいじゅうきゅうかいかい 井上甫水 いのうえほすい 18861004 明教新誌 2090 p.3～4 [雑] [円] -
211 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18861005 教育時論 53 p.10～12 49号の続 [雑] [東洋] -
212 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18861005 教学論集 34 p.7～9 [雑] [東洋] -
213 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第20回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だおもこっぁお 井上甫水 いのうえほすい 18861014 明教新誌 2095 p.4～5 [雑] [円] -
214 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第21回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅういっかい 井上甫水 いのうえほすい 18861016 明教新誌 2096 p.4～5 [雑] [円] -
215 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第22回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうにかい 井上甫水 いのうえほすい 18861018 明教新誌 2097 p.3～5 [雑] [円] -
216 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第23回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうさんかい 井上甫水 いのうえほすい 18861020 明教新誌 2098 p.4～5 [雑] [円] -
217 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第24回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうよんかい 井上甫水 いのうえほすい 18861022 明教新誌 2099 p.3～5 [雑] [円] -
218 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第25回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうごかい 井上甫水 いのうえほすい 18861024 明教新誌 2100 p.4～5 [雑] [円] -
219 哲学道中記(承前) てつがくどうちゅうき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18861025 教育時論 55 p.14～16 [雑] [東洋] -
220 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第26回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうろっかい 井上甫水 いのうえほすい 18861026 明教新誌 2101 p.3～5 [雑] [円] -
221 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第27回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうななかい 井上甫水 いのうえほすい 18861028 明教新誌 2102 p.3～5 [雑] [円] -
222 仏教は智力情感両全の宗教なる所以を論ず(第28回) ぶっきょうはちりょくじょうかんりょうぜんのしゅうきょうなるゆえんをろんず　だいにじゅうはっかい 井上甫水 いのうえほすい 18861030 明教新誌 2103 p.2～4 [雑] [円] -
223 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18861105 教学論集 35 p.7～10 [雑] [東洋] -
224 真理金針 続編 しんりきんしん　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 18861106 山本活版所 「明教新誌」に連載されたもの [単] [東洋] -
225 哲学一夕話［紹介］ てつがくいっせきわ　しょうかい 18861115 教育時論 57 p.29 [雑] [東洋] -
226 相撲玄談 すもうげんだん 井上円了 いのうええんりょう 18861125 東洋学芸雑誌 4-62 p.74～82 第63号に訂正記事あり [雑] [未] -
227 帝国大学の諸学会［雑報］ ていこくだいがくのしょがっかい　ざっぽう 18861125 学芸雑誌 10 p.155 [雑] [東洋] -
228 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18861125 教育時論 58 p.9～11 55号の続 [雑] [東洋] -
229 哲学一夕話 第二編 てつがくいっせきわ　だいにへん 井上円了 いのうええんりょう 18861150 哲学書院 四聖堂蔵版 [単] [東洋] -
230 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18861205 教学論集 36 p.3～6 [雑] [東洋] -
231 囲碁玄論 いごげんろん 井上円了 いのうええんりょう 18861225 東洋学芸雑誌 4-63 p.107～113 [雑] [未] -
232 真理金針 初編 しんりきんしん　しょへん 井上円了 いのうええんりょう 18861229 山本活版所 『破邪新論』の内容と重複あり [単] [東洋] -
233 倫理学講義 りんりがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18869999 愛知県丹羽郡発行 [単] [未] -
234 哲学要領 てつがくようりょう 井上円了 いのうええんりょう 18870105 教学論集 37 p.6～10 [雑] [東洋] -
235 ［哲学書院、哲学書の出版はすべて扱う］ てつがくしょいん、てつがくしょのしゅっぱんはすべてあつかう 18870108 読売新聞 『明治ニュース事典』Ⅲ p.512 [新] [百] -
236 真理金針 続々編 しんりきんしん　ぞくぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 18870114 長沼清忠 [単] [東洋] -
237 哲学書院 てつがくしょいん 18870115 教育時論 63 p.25 [雑] [東洋] -
238 ［東京大谷教校進級者、井上円成］ とうきょうおおたにきょうこうしんきゅうしゃ、いのうええんせい 18870115 本山報告 19 p.7 [雑] [東洋] -
239 教海波瀾 きょうかいはらん 18870121 令知会雑誌 34 p.45～47 [雑] [円] -
240 哲学書院［紹介］ てつがくしょいん　しょうかい 18870125 東洋学芸雑誌 4-64 p.186 [雑] [未] -
241 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18870125 教育時論 64 p.12～14 55号の続 [雑] [東洋] -
242 心理通論 しんりつうろん 井上円了 いのうええんりょう 18870199 普及舎 [単] [未] -
243 こっくり様ノ話 こっくりさまのはなし 井上円了 いのうええんりょう 18870205 哲学会雑誌 1-1 p.23～30 不思議庵主人寄送 [雑] [東洋] -
244 哲学会会員姓名 てつがくかいかいいんせいめい 18870205 哲学会雑誌 1-1 p.39～40 [雑] [東洋] -
245 哲学道中記 えつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18870205 教学論集 38 p.9～13 原文ローマ字 [雑] [東洋] -
246 哲学ノ必要ヲ論シテ本会ノ沿革ニ及フ てつがくのひつようをろんじて 井上円了 いのうええんりょう 18870205 哲学会雑誌 1-1 p.4～9 [雑] [東洋] -
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247 『仏教活論』発行について ぶっきょうかつろんはっこうについて 18870206 明教新誌 2148 p.9 [雑] [円] -
248 本誌読者諸君に白す［仏教活論について］ ほんしどくしゃしょくんにはくす　ぶっきょうかつろんについて 井上円了 いのうええんりょう 18870206 明教新誌 2148 p.12 [雑] [円] -
249 哲学会雑誌 ほんてつがくかいざっし 18870215 教育時論 66 p.24 [雑] [東洋] -
250 離中知合中知ノ問 りちゅうちごうちゅうちのもん 18870221 令知会雑誌 35 p.58～59 [雑] [円] -
251 『破邪新論』の再版について はじゃしんろんのさいはんについて 18870224 明教新誌 2157 p.8 [雑] [円] -
252 心理学 十二冊マデ 文学士井上円了先生［広告］ しんりがく　じゅうにさつまで　ぶんがくしいのうええんりょうせんせい　こうこく 18870225 教育時論 67 p.34 [雑] [東洋] -
253 通信教授 心理学第十二 井上円了［広告］ つうしんきょうじゅ　しんりがくだいじゅうに　いのうええんりょう　こうこく 18870225 教育時論 67 p.27 [雑] [東洋] -
254 倫理通論［紹介］ りんりつうろん　しょうかい 18870225 教育時論 67 p.26～27 [雑] [東洋] -
255 哲学会雑誌を読む てつがくかいざっしをよむ 池塘学人 ちとうがくじん 18870228 六合雑誌 74 p.79～83 [雑] [円] -
256 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 18870250 哲学書院 訂正版は明治21年4月 [単] [東洋] -
257 倫理通論 第一編 りんりつうろん　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 18870250 普及舎 [単] [東洋] -
258 こっくり様ノ話(前号ノ続) こっくりさまのはなし　ぜんごうのつづき 井上円了 いのうええんりょう 18870305 哲学会雑誌 1-2 p.73～81 [雑] [東洋] -
259 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 18870305 教学論集 39 p.4～7 原文ローマ字 [雑] [東洋] -
260 哲学ノ必要ヲ論シテ本会ノ沿革ニ及フ てつがくのひつようをろんじてほんかいのえんかくにおよぶ 井上円了 いのうええんりょう 18870305 哲学会雑誌 1-2 p.41～44 [雑] [東洋] -
261 仏教活論序論［紹介］ ぶっきょうかつろんじょろん　しょうかい 18870305 教育時論 68 p.23 [雑] [東洋] -
262 成立学舎女子部を設く せいりつがくしゃじょしぶをもうく 18870325 教育時論 70 p.26～27 講師井上円了 [雑] [東洋] -
263 仏教活論序論［書評］ ぶっきょうかつろんじょろん　しょひょう 18870325 東洋学芸雑誌 4-66 巻末 [雑] [東洋] -
264 文学士井上甫水君に謝し併せて質問す ぶんがくしいのうえほすいくんにしゃしあわせてしつもんす 東天童 あずまてんどう 18870330 明教新誌 2173 p.9～10 [雑] [円] - 7/24/99
265 近時仏教論 きんじぶっきょうろん 植村正久 うえむらまさひさ 18870331 六合雑誌 75 p.114～121 井上円了『仏教活論』 [雑] [円] -
266 通信教授 心理学［紹介］ つうしんきょうじゅ　しんりがく　しょうかい 18870405 教育時論 71 p.24 [雑] [東洋] -
267 哲学道中記(承前) てつがくどうちゅうき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18870405 教学論集 40 p.6～9 原文ローマ字 [雑] [東洋] -
268 井上円了氏ノ仏教活論序論ヲ読ム［批評］ いのうええんりょうしのぶっきょうかつろんじょろんをよむ　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18870415 国民之友 1-3 p.34～36 [雑] [東洋] -
269 哲学一夕話 第三編［紹介］ てつがくいっせきわ　だいさんぺん　しょうかい 18870415 教育時論 72 p.30 [雑] [東洋] -
270 心理学講義 しんりがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18870419 普及舎 [単] [未] -
271 井上円了氏の仏教活論を読む［批評］ いのうええんりょうのぶっきょうかつろんをよむ　ひひょう 村上波山 むらかみはざん 18870424 明教新誌 2185 p.10 [雑] [円] -
272 哲学一夕話 第三編 てつがくいっせきわ　だいさんぺん 井上円了 いのうええんりょう 18870450 哲学書院 四聖堂蔵版 [単] [東洋] -
273 哲学要領 後編 てつがくようりょう　こうへん 井上円了 いのうええんりょう 18870450 哲学書院 四聖堂蔵版 [単] [東洋] -
274 倫理通論 第二編 りんりつうろん　だいにへん 井上円了 いのうええんりょう 18870450 普及舎 [単] [東洋] -
275 妖怪玄談 ようかいげんだん 井上円了 いのうええんりょう 18870502 哲学書院 不思議庵主人、第1集狐狗狸の事 [単] [東洋] -
276 こっくり様ノ話 こっくりさまのはなし 井上円了 いのうええんりょう 18870505 哲学会雑誌 1-4 p.185～196 第2号の続 [雑] [東洋] -
277 哲学会第二十九回［記事］ てつがくかいだいにじゅうきゅうかい　きじ 18870505 哲学会雑誌 1-4 p.201～202 [雑] [東洋] -
278 仏教活論序論を読む［批評］ ぶっきょうかつろんじょろんをよむ　ひひょう 伏見為成 ふしみためなり 18870510 明教新誌 2193 p.10 [雑] [円] -
279 妖怪玄談［紹介］ ようかいげんだん　しょうかい 18870525 教育時論 76 p.30 [雑] [東洋] -
280 棒寄セノ秘術及ヒ其理由 ぼうよせのひじゅつおよびそのりゆう 井上円了 いのうええんりょう 18870605 哲学会雑誌 1-5 p.240～243 [雑] [東洋] -
281 通信教授 心理学第十四 井上円了氏講述［紹介］ つうしんきょうじゅ　しんりがくだいじゅうよん　いのうええんりょうしこうじゅつ　しょうかい 18870625 教育時論 79 p.27 [雑] [東洋] -
282 井上円了学士哲学館を開く いのうええんりょうがくしてつがくかんをひらく 18870626 毎日新聞 『明治編年史』6 p.484,『明治ニュース事典』Ⅲ p.512 [新] [東洋] -
283 ［哲学館開設の旨趣］ てつがくかんかいせつのししゅ 井上円了 いのうええんりょう 18870628 明教新誌 2216 p.5～6 [雑] [円] -
284 哲学道中記 巻一 てつがくどうちゅうき　まきいち 井上円了 いのうええんりょう 18870650 哲学書院 増訂版は明治23年1月 [単] [東洋] -
285 哲学館開設広告［広告］ てつがくかんかいせつこうこく　こうこく 18870705 教育時論 80 p.36 [雑] [東洋] -
286 哲学道中記 第一［紹介］ てつがくどうちゅうき　だいいち　しょうかい 18870705 教育時論 80 p.31 [雑] [東洋] -
287 寺院維持法新案(未完) じいんいじほうしんあん　みかん 井上甫水 いのうえほすい 18870708 明教新誌 2221 p.2～3 [雑] [円] -
288 寺院維持法新案(続) じいんいじほうしんあん　ぞく 井上甫水 いのうえほすい 18870710 明教新誌 2222 p.3～5 [雑] [円] -
289 哲学館開設広告［広告］ てつがくかんかいせつこうこく　こうこく 18870715 国民之友 1-6 巻末 [雑] [東洋] -
290 哲学館［学館発起］ てつがくかん　がっかんほっき 18870721 令知会雑誌 40 p.302～303 [雑] [円] -
291 哲学一夕話第二編を読む てつがくいっせきわだいにへんをよむ 西のやの主人 にしのやのしゅじん 18870731 六合雑誌 79 p.260～264 大西祝 [雑] [円] -
292 記憶力試験の成績 きおくりょくしけんのせいせき 井上円了 いのうええんりょう 18870805 哲学会雑誌 1-7 p.321～332 [雑] [東洋] -
293 通信教授 心理学第十四［紹介］ つうしんきょうじゅ　しんりがくだいじゅうよん　しょうかい 18870805 教育時論 80 p.31 [雑] [東洋] -
294 ［本局用掛井上円了が哲学専修の一館開設の届出］ ほんきょくようかかりいのうええんりょうがてつがくせんしゅうのいっかんかいせつのとどけで 18870815 本山報告 26 p.11 [雑] [東洋] -
295 極楽ヲ願フ者何故ニ死ヲ嫌フカ ごくらくをねがうものなにゆえにしをきらうか 井上円了 いのうええんりょう 18870823 日本之教学 1 p.21～25 「教学論集」 43より転載 [雑] [円] -
296 真理金針 井上甫水著述［紹介］ しんりきんしん　いのうえほすいちょじゅつ　しょうかい 18870825 出版月評 1 p.59 [雑] [東洋] -
297 未来世界論 みらいせかいろん 稲葉昌丸(訳) いなばまさまる 18870850 哲学書院 井上円了他校閲 [単] [円] -
298 哲学館開設ノ旨趣 てつがくかんかいせつのししゅ 井上円了 いのうええんりょう 18870905 教学論集 45 p.32 [雑] [百] -
299 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18870905 教学論集 45 [雑] [未] -
300 兵隊の記憶力 へいたいのきおくりょく 18870905 哲学会雑誌 1-8 p.437～438 [雑] [東洋] -
301 宗教起源論 しゅうきょうきげんろん 井上円了 いのうええんりょう 18870915 教友雑誌 [雑] [未] -
302 哲学館開館式 てつがくかんかいかんしき 18870917 郵便報知新聞 [新] [未] -
303 井上円了の哲学館開館 いのうええんりょうのてつがくかん 18870918 東京日日新聞 『明治編年史』6 p.513,『明治ニュース事典』Ⅲ p.512 [新] [東洋] -
304 哲学館 てつがくかん 18870918 朝野新聞 [新] [未] -
305 哲学館入学広告［広告］ てつがくかんにゅうがくこうこく　こうこく 18870918 東京日日新聞 [新] [未] -
306 哲学館入学広告［広告］ てつがくかんにゅうがくこうこく　こうこく 18870918 郵便報知新聞 [新] [未] -
307 哲学館仮開設式 てつがくかんかりかいせつしき 18870920 明教新誌 2257 p.6 [雑] [円] -
308 哲学館入学広告［広告］ てつがくかんにゅうがくこうこく　こうこく 18870920 東京日日新聞 [新] [未] -
309 哲学館開館式 てつがくかんかいかんしき 18870921 令知会雑誌 42 p.420 [雑] [円] -
310 哲学館入学広告［広告］ てつがくかんにゅうがくこうこく　こうこく 18870921 時事新報 [新] [未] -
311 哲学道中記 第一 井上円了［書目］ てつがくどうちゅうき　だいいち　いのうええんりょう　しょもく 18870925 出版月評 2 p.2 [雑] [東洋] -
312 仏教活論序論 井上円了著［批評］ ぶっきょうかつろんじょろん　いのうええんりょうちょ　ひひょう 葭秋生 かしゅうせい 18870925 出版月評 2 p.27～31 在獨逸 [雑] [東洋] -
313 哲学館の開業(未完) てつがくかんのかいぎょう　みかん 佐治実然 さじじつねん 18870926 明教新誌 2260 p.3～5 [雑] [円] -
314 哲学館の開業(承前) てつがくかんのかいぎょう　しょうぜん 佐治実然 さじじつねん 18870930 明教新誌 2262 p.4～5 [雑] [円] -
315 哲学館ノ開校式ニ臨ミテ感スル所アリ聊カ書シテ江湖ニ質シ、并セテ速成哲学ノ如何ヲ弁ス てつがくかんのかいこうしきにのぞみてかんずるところありいささかしょしてこうこにただし、あわせてそくせいてつがくのいかんをべんず 高橋五郎 たかはしごろう 18870930 六合雑誌 81 p.333～337 [雑] [円] -
316 心理摘要 しんりてきよう 井上円了 いのうええんりょう 18870950 哲学書院 付「試験問題」、明治24年2月9日の訂正増補版には「東洋心理学大意」あり [単] [東洋] -
317 哲学館の開業(完) てつがくかんのかいぎょう　かん 佐治実然 さじじつねん 18871004 明教新誌 2264 p.4～5 [雑] [円] -
318 哲学館 てつがくかん 18871005 哲学会雑誌 1-9 p.494 [雑] [東洋] -
319 哲学館開館祝詞 てつがくかんかいかんしゅくし 外山正一 とやままさかず 18871005 哲学会雑誌 1-9 p.481～488 [雑] [東洋] -
320 是レモ連想ノ一種乎 これもれんそうのいっしゅか 井上円了 いのうええんりょう 18871021 東洋学芸雑誌 8-121 p.533 [雑] [未] -
321 ［哲学館の評判］ てつがくかんのひょうばん 18871021 令知会雑誌 43 p.488 [雑] [円] -
322 心理摘要 井上円了［寸評］ しんりてきよう　いのうええんりょう　すんぴょう 18871025 出版月評 3 p.27 [雑] [東洋] -
323 哲学会雑誌第九号［紹介］ てつがくかいざっしだいきゅうごう　しょうかい 18871031 六合雑誌 82 p.411～412 雑記 [雑] [円] -
324 哲学道中記 井上円了氏編［批評］ てつがくどうちゅうき　いのうええんりょうしへん　ひひょう 18871104 国民之友 1-11 p.32 [雑] [東洋] -
325 妖怪研究 ようかいけんきゅう 18871122 明教新誌 2288 p.5 [雑] [円] -
326 心理摘要 井上円了［書目］ しんりてきよう　いのうええんりょう　しょもく 18871125 出版月評 4 p.3 [雑] [東洋] -
327 哲学一夕話 第一編 井上円了［書目］ てつがくいっせきわ　だいいっぺん　いのうええんりょう　しょもく 18871125 出版月評 4 p.3 [雑] [東洋] -
328 哲学要領 前編［書目］ てつがくようりょう　ぜんぺん　しょもく 18871125 出版月評 4 p.3 昭和48年復刻 [雑] [東洋] -
329 倫理通論 巻一［書目］ りんりつうろん　まきいち　しょもく 18871125 出版月評 4 p.3 [雑] [東洋] -
330 宮中顧問官西村茂樹君が哲学会に呈出せる質疑を許す きゅうちゅうこもんかんにしむらしげきがてつがくかいにていしゅつせるしつぎをゆるす 18871130 六合雑誌 83 p.449～451 [雑] [円] -
331 哲学会雑誌を評す てつがくかいざっしをひょうす 松島隠士 まつしまいんし 18871130 六合雑誌 83 p.449 [雑] [円] -
332 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18871210 日本之教学 4 p.11～14 [雑] [円] -
333 哲学茶話 塵の舎くるふ てつがくさわ　ちりのいえくるう 在一居士 ざいいちこじ 18871219 六合雑誌 84 p.486～489 [雑] [円] -
334 歳晩感ヲ書シテ会員諸君ニ告ク さいばんかんをしょしてかいいんしょくんにつぐ 生田得能 いくたとくのう 18871221 令知会雑誌 45 p.623～630 [雑] [円] -
335 破邪新論 井上円了［書目］ はじゃしんろん　いのうええんりょう　しょもく 18871225 出版月評 5 p.4 [雑] [東洋] -
336 仏教活論本論 第一編 破邪活論 ぶっきょうかつろんほんろん　だいいっぺん　はじゃかつろん 井上円了 いのうええんりょう 18871250 哲学書院 [単] [東洋] -
337 極楽ヲ願フ者何故ニ死ヲ嫌フカ ごくらくをねがうものなにゆえにしをきらうか 井上円了 いのうええんりょう 18879999 教学論集 43 [雑] [未] -
338 開館旨趣 かいかんししゅ 井上円了 いのうええんりょう 18880108 p.1～10 哲学館講義録 1年級1号 [講] [東洋] -
339 第一年級科目并講師 だいいちねんきゅうかもくならびにこうし 18880108 哲学館講義録 1年級1号 [講] [東洋] -
340 哲学館創立寄付者人名 てつがくかんそうりつきふしゃじんめい 18880108 哲学館講義録 1年級1号 [講] [東洋] -
341 本館学科表 ほんかんがっかひょう 18880108 哲学館講義録 1年級1号 [講] [東洋] -
342 仏教新論(続) ぶっきょうしんろん　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18880110 日本之教学 5 p.20～22 [雑] [円] -
343 哲学館講義録 てつがくかんこうぎろく 18880114 明教新誌 2312 p.9 [雑] [円] -
344 与井上文学士書［井上文学士に与うるの書］ よいのうえぶんがくしょ 佐々木狂介 ささききょうすけ 18880121 令知会雑誌 46 p.57～63 [雑] [円] -
345 真理金針 初編、続編、続々編［書目］ しんりきんしん　しょへん、ぞくへん、ぞくぞくへん　しょもく 18880125 出版月評 6 p.10 [雑] [東洋] -
346 仏教活論本論［批評］ ぶっきょうかつろんほんろん　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18880203 国民之友 2-15 p.32～33 [雑] [東洋] -
347 純正哲学(哲学論) じゅんせいてつがく　てつがくろん 井上円了 いのうええんりょう 18880208 p.11～20 哲学館講義録 1年級4号 [講] [東洋] -
348 心理学(応用并妖怪説明） しんりがく　おうようならびにようかいせつめい 井上円了 いのうええんりょう 18880208 p.9～16 哲学館講義録 1年級4号 [講] [東洋] -
349 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18880210 日本之教学 6 p.15～23 [雑] [円] -
350 仏教活論本論(破邪活論)［批評］ ぶっきょうかつろんほんろん　はじゃかつろん　ひひょう 在一居士 ざいいちこじ 18880215 六合雑誌 86 p.79～82 [雑] [円] -
351 無宗教モ亦一種ノ宗教ナルヲ論ス むしゅうきょうもまたいっしゅのしゅうきょうなるをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18880221 令知会雑誌 47 p.98～105 [雑] [円] -
352 哲学館講義録［広告］ てつがくかんこうぎろく　こうこく 18880225 めさまし新聞 [新] [東洋] -
353 純正哲学(哲学論) じゅんせいてつがく　てつがくろん 井上円了 いのうええんりょう 18880228 p.21～30 哲学館講義録 1年級6号 [講] [東洋] -
354 哲学会雑誌［紹介］ てつがくかいざっし　しょうかい 18880228 出版月評 7 p.83 [雑] [東洋] -
355 哲学館講義録［紹介］ てつがくかんこうぎろく　しょうかい 18880228 出版月評 7 p.83 [雑] [東洋] -
356 仏教活論本論 第一編 破邪活論 井上円了［書目］ ぶっきょうかつろん　ほんろん　だいいっぺん　はじゃかつろん　いのうええんりょう　しょもく 18880228 出版月評 7 p.18 [雑] [東洋] -
357 催眠術治療法 さいみんじゅつちりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 18880305 哲学会雑誌 2-14 p.106～110 不思議庵主人 [雑] [東洋] -
358 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18880310 日本之教学 7 p.12～16 [雑] [円] -
359 無宗教モ亦一種ノ宗教ナルヲ論ス むしゅうきょうもまたいっしゅのしゅうきょうなるをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18880310 日本之教学 7 p.33～36 「令知会雑誌」47より転載 [雑] [円] -
360 仏教大家実地演説 ぶっきょうたいかじっちえんぜつ 18880312 擁万閣出版 [単] [東洋] -
361 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18880318 p.31～42 哲学館講義録 1年級8号 [講] [東洋] -
362 心理学実験 しんりがくじっけん 井上円了 いのうええんりょう 18880318 p.27～28 哲学館講義録 1年級8号 [講] [東洋] -
363 心理学実験 第一 しんりがくじっけん　だいいち 井上円了 いのうええんりょう 18880318 p.1～6 哲学館講義録 1年級8号 [講] [東洋] -
364 哲学館［移転と英語教授について］ てつがくかん　いてんとえいごきょうじゅについて 18880318 明教新誌 2341 p.6 [雑] [円] -
365 「日本人」の発行について にほんじんのはっこうについて 18880321 令知会雑誌 48 p.174 [雑] [円] -
366 宗教と哲学の関係 しゅうきょうとてつがくのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 18880324 四明余霞 8 p.23～28 小原正雄筆記 [雑] [円] -
367 心理学実験 しんりがくじっけん 井上円了 いのうええんりょう 18880328 p.7～18 哲学館講義録 1年級9号 [講] [東洋] -
368 雑誌「日本人」発行について ざっしにほんじんはっこうについて 18880330 明教新誌 2346 p.9 [雑] [円] -
369 宗教新論 しゅうきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18880331 哲学書院 [単] [東洋] -
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370 仏教活論本論 第一編 破邪活論［書評］ ぶっきょうかつろんほんろん　だいいっぺん　はじゃかつろん　しょひょう 三宅雄次郎 みやけゆうじろう 18880331 出版月評 8 p.95～101 [雑] [東洋] -
371 日本宗教論 緒言 にほんしゅうきょうろん　しょげん 井上円了 いのうええんりょう 18880403 日本人 1 p.8～9 [雑] [円] -
372 日本人の外人尊奉 にひんじんのがいじんそんぽう 辰巳小次郎 たつみこじろう 18880403 日本人 1 p.9～11 [雑] [円] -
373 催眠術治療法 さいみんじゅつちりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 18880405 哲学会雑誌 2-15 p.166～171 [雑] [東洋] -
374 「日本人」第一号の発行 にほんじんだいいちごうのはっこう 18880406 明教新誌 2349 p.10～11 [雑] [円] -
375 応用心理学 付講 おうようしんりがく　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18880408 p.1～21 哲学館講義録 1年級10号 [講] [東洋] -
376 心理学実験 しんりがくじっけん 井上円了 いのうええんりょう 18880408 p.19～26 哲学館講義録 1年級10号 [講] [東洋] -
377 第一年級科目并講師 だいいちねんきゅうかもくならびにこうし 18880408 哲学館講義録 1年級10号 [講] [東洋] -
378 哲学祭告文 てつがくさいこうもん 井上甫水 いのうえほすい 18880410 日本之教学 8 p.63～64 [雑] [円] -
379 ［井上円了、新御門跡に教学上の意見を奉答する］ いのうええんりょう、しんごもんぜきにきょうがくじょうのいけんをほうとうする 18880415 本山報告 34 p.10 [雑] [東洋] -
380 ［大学寮専門別科の開設式で井上円了演説］ だいがくりょうせんもんべっかのかいせつしきでいのうええんりょうえんぜつ 18880415 本山報告 34 p.6 [雑] [東洋] -
381 ［仏教活論の講義と仏教院設立についての協議］ ぶっきょうかつろんのこうぎとぶっきょういんせつりつについてのきょうぎ 18880420 明教新誌 2356 p.4 [雑] [円] -
382 「日本人」第一号について にほんじんだいいちごうについて 18880421 令知会雑誌 49 p.239～240 [雑] [円] -
383 井上円了君仏教新論第一編ヲ読ム［批評］ いのうええんりょうくんぶっきょうしんろんだいいっぺんをよむ　ひひょう 柏木義円 かしわぎぎえん 18880427 文学会雑誌 12 p.22～27 「教学論集」46への批評 [雑] [未] -
384 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18880428 p.43～44 哲学館講義録 1年級12号 円了病気の為、徳永(清沢)満之が引き継ぐ [講] [東洋] -
385 仏教活論本論 第一編 破邪活論［書評］ ぶっきょうろんほんろん　だいいっぺん　はじゃかつろん　ひひょう 三宅雄次郎 みやけゆうじろう 18880430 出版月評 9 p.131～136 [雑] [東洋] -
386 井上円了君仏教新論第一編ヲ読ム［批評］ いのうええんりょうくんぶっきょうしんろんだいいっぺんをよむ　ひひょう 柏木義円 かしわぎぎえん 18880499 同志社文学 4 柏木義円集 第1巻所収 [雑] [未] -
387 ［井上円了の懇親会］ いのうええんりょうのこんしんかい 18880502 明教新誌 2362 p.6～7 [雑] [円] -
388 ［井上円了、西京より帰京する］ いのうええんりょう、さいきょうよりききょうする 18880508 明教新誌 2365 p.8 [雑] [円] -
389 ［心理療法について］ しんりりょうほうについて 18880508 明教新誌 2365 p.9 [雑] [円] -
390 ［井上円了、御学館にて宗教、哲学の関係を進講］ いのうええんりょう、ごがっかんにてしゅうきょう、てつがくのかんけいをしんこう 18880515 本山報告 35 p.8 [雑] [東洋] -
391 ［井上円了、4月30日に京都尋常中学校にて教育上の談話をなす］ いのうええんりょう、しがつさんじゅうにちにきょうとじんじょうちゅうがっこうにてきょういくじょうのだんわをなす 18880515 本山報告 35 p.8 [雑] [東洋] -
392 日本宗教論(其一) にほんしゅうきょうろん　そのいち 井上円了 いのうええんりょう 18880518 日本人 4 p.11～14 [雑] [円] -
393 ［井上円了、洋行の予定］ いのうええんりょう、ようこうのよてい 18880521 令知会雑誌 50 p.305 [雑] [円] -
394 井上文学士欧行 いのうえぶんがくしおうこう 18880524 明教新誌 2372 p.5 [雑] [円] -
395 井上円了の欧米留学 いのうええんりょうのおうべいりゅうがく 18880525 毎日新聞 『明治編年史』7 p.75～76,『明治ニュース事典』Ⅳ p.29 [新] [東洋] -
396 ［欧米巡遊と講義の関係］［広告］ おうべいじゅんゆうとこうぎのかんけい　こうこく 18880528 哲学館講義録 1年級5号 6月18日から発行者藤井円順に交代 [講] [東洋] -
397 井上円了君仏教新論第一編ヲ読ム(承前)［批評］ いのうええんりょうくんぶっきょうしんろんだいいっぺんをよむ　しょうぜん　ひひょう 柏木義円 かしわぎぎえん 18880530 文学会雑誌 13 p.28～35 「教学論集」48への批評 [雑] [未] -
398 井上文学士の送別会 いのうえぶんがくしのそうべつかい 18880530 明教新誌 2375 p.5 [雑] [円] -
399 井上円了君仏教新論第一編ヲ読ム［批評］ いのうええんりょうくんぶっきょうしんろんだいいっぺんをよむ　ひひょう 柏木義円 かしわぎぎえん 18880599 同志社文学 5 柏木義円集 第1巻所収 [雑] [未] -
400 井上文学士を送る いのうえぶんがくしをおくる 18880604 明教新誌 2377 p.3～4 [雑] [円] -
401 熱海百夢 あたみひゃむ 井上円了 いのうええんりょう 18880605 哲学会雑誌 2-17 p.267～273 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
402 哲学会第三十八回［記事］ てつがくかいだいさんじゅうはっかい　きじ 18880605 哲学会雑誌 2-17 p.313 [雑] [東洋] -
403 ［井上円了、欧米周遊に出発］ いのうええんりょう、おうべいしゅうゆうにしゅっぱつ 18880608 明教新誌 2379 p.8 [雑] [円] -
404 井上文学士［欧米漫遊］ いのうえぶんがくし　おうべいまんゆう 18880609 めさまし新聞 [新] [東洋] -
405 文学士井上円了氏 ぶんがくしいのうええんりょうし 18880609 読売新聞 [新] [未] -
406 真理金針を読て感あり しんりきんしんをよみてかんあり 菊岡考槃 きくおかこうばん 18880610 明教新誌 2380 p.9～10 [雑] [円] -
407 仏教新論(承前) ぶっきょうしんろん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18880610 日本之教学 10 p.2～4 [雑] [円] -
408 仏教哲学関係の評論(未完) ぶっきょうてつがくかんけいのひょうろん　みかん 18880610 明教新誌 2380 p.4～6 [雑] [円] -
409 仏教哲学関係の評論(続) ぶっきょうてつがくかんけいのひょうろん　ぞく 18880612 明教新誌 2381 p.4～6 [雑] [円] -
410 心理学の定義及び心の分類を論ず しんりがくのていぎおよびこころのぶんるいをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18880613 東洋大家論説 合本第2集 p.108～113 暁鐘館 [所] [国] -
411 ［宮部円成氏、井上円了に同行］ みやべえんせいし、いのうええんりょうにどうこう 18880614 明教新誌 2382 p.5 [雑] [円] -
412 加藤弘之氏の位地 かとうひろゆきしのいち 18880615 国民之友 2-24 p.45 [雑] [東洋] -
413 仏教者の洋行［井上円了］ ぶっきょうしゃのようこう　いのうええんりょう 18880615 国民之友 2-24 p.49 [雑] [東洋] -
414 ［文学士井上円了、6月9日に洋行に出発］ ぶんがくしいのうええんりょう、ろくがつここのかにようこうにしゅっぱつ 18880615 本山報告 36 p.11 [雑] [東洋] -
415 送井上君甫水遊于欧米［井上君甫水の欧米に遊ぶを送る］ そういのうえくんほすいゆううおうべい 加賀秀一 かがしゅういち 18880618 日本人 6 p.40 [雑] [円] -
416 日本宗教論(其二) にほんしゅうきょうろん　そのに 井上円了 いのうええんりょう 18880618 日本人 6 p.8～12 [雑] [円] -
417 仏教哲学関係の評論(続) ぶっきょうてつがくかんけいのひょうろん　ぞく 18880618 明教新誌 2384 p.3～5 [雑] [円] -
418 井上円了氏：洋行について いのうええんりょうし：ようこうについて 18880621 令知会雑誌 51 p.374 [雑] [円] -
419 仏教哲学関係の評論(続) ぶっきょうてつがくかんけいのひょうろん　ぞく 18880622 明教新誌 2386 p.3～4 [雑] [円] -
420 宗教と哲学の関係 しゅうきょうとてつがくのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 18880624 四明余霞 6 p.24～29 小原正雄筆記 [雑] [円] -
421 仏教哲学関係の評論(完) ぶっきょうてつがくかんけいのひょうろん　かん 18880624 明教新誌 2387 p.4～6 [雑] [円] -
422 宗教新論 井上円了［書目］ しゅうきょうしんろん　いのうええんりょう　しょもく 18880625 出版月評 11 p.69 [雑] [東洋] -
423 仏教活論序論 井上円了［書目］ ぶっきょうかつろんじょろん　いのうええんりょう　しょもく 18880625 出版月評 11 p.69 訂正 [雑] [東洋] -
424 送井上円了君洋行［井上円了君の洋行を送る］ そういのうええんりょうくんようこう 18880699 教学論集 54 [雑] [未] -
425 日本宗教論(其三) にほんしゅうきょうろん　そのさん 井上円了 いのうええんりょう 18880703 日本人 7 p.4～8 [雑] [円] -
426 ［井上円了、宮部円成二氏洋行の途に上る］［記事］ いのうええんりょう、みやべえんせいにしようこうのとにのぼる　きじ 18880705 教学論集 55 p.33 [雑] [円] -
427 円了の欧州視察［記事］ えんりょうのおうしゅうしさつ　きじ 18880705 哲学会雑誌 2-18 p.376 [雑] [東洋] -
428 催眠術治療法(前接) さいみんじゅつりょうほう　ぜんせつ 井上円了 いのうええんりょう 18880705 哲学会雑誌 2-18 p.363～367 [雑] [東洋] -
429 仏教新論(承前) ぶっきょうしんろん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18880710 日本之教学 11 p.2～6 [雑] [円] -
430 日本宗教論(其四) にほんしゅうきょうろん　そのよん 井上円了 いのうええんりょう 18880718 日本人 8 p.14～18 [雑] [円] -
431 欧米巡礼の井上君 おうべいじゅんれいのいのうえくん 巴江堂主人 ともえどうしゅじん 18880722 明教新誌 2401 p.9～10 [雑] [円] -
432 新潟県曹洞宗寺院諸子に望む(未完) にいがたけんそうとうしゅうじいんしょしにのぞむ　みかん 蔵六居士 ぞうろくこじ 18880722 明教新誌 2401 p.10～12 [雑] [円] -
433 館主六月二十四日米国桑港ニ着［記事］ かんしゅろくがつにじゅうよっかべいこくさんふらんしすこにちゃく 18880728 哲学館講義録 1年級21号 今年度終了予定日(9月28日)を12月に延期 [講] [東洋] -
434 心理学(応用) 付講 しんりがく　おうよう　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18880728 p.1～10 哲学館講義録 1年級21号 在桑港 [講] [東洋] -
435 加藤弘之氏「天地万物皆帰吾有」論の大意、文部大臣博士号授与式の演説及び博士学位人名 かとうひろゆきしてんちばんぶつかいきごゆうろんのたいいもんぶだいじんはかせごうじゅよしきのえんぜつおよびはかせがくいじんめい 18880799 日本大家論集 14 [雑] [未] -
436 井上円了の欧米周遊日記 いのうええんりょうのおうべいしゅうゆうにっき 井上円了 いのうええんりょう 18880803 日本人 9 p.18～19 [雑] [円] -
437 館主井上氏ヨリ左ノ通リ来状アリタリ因テ茲ニ掲載ス［記事］ かんしゅいのうえしよりさのとおりらいじょうありたりよりてここにけいさいす　きじ 井上円了 いのうええんりょう 18880808 哲学館講義録 1年級22号 在米州「チカゴー」府 [講] [東洋] -
438 仏教新論(接前) ぶっきょうしんろん　せつぜん 井上円了 いのうええんりょう 18880810 日本之教学 12 p.8～12 [雑] [円] -
439 生前の教育 せいぜんのきょういく 森本介石 もりもとかいせき 18880815 六合雑誌 92 p.305～310 [雑] [円] -
440 仏教徒も亦多事なる哉 ぶっきょうともまたたじなるかな 18880815 六合雑誌 92 p.301～305 [雑] [円] -
441 内外員募集［広告］ ないがいいんぼしゅう　こうこく 18880818 哲学館講義録 1年級23号 [講] [東洋] -
442 館外員ノ必読ヲ要ス［記事］ かんがいいんのひつどくをようす　きじ 18880828 哲学館講義録 1年級24号 [講] [東洋] -
443 心理学(応用) 付講 しんりがく　おうよう　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18880828 p.1～4 哲学館講義録 1年級24号 在米州 [講] [東洋] -
444 僧侶の外国行員数 そうりょのがいこくこういんずう 18880905 教学論集 57 p.25～26 [雑] [円] -
445 仏教新論(接前) ぶっきょうしんろん　せつぜん 井上円了 いのうええんりょう 18880910 日本之教学 13 p.1～5 [雑] [円] -
446 仏教道徳新論を読て其著者に質す(未完) ぶっきょうどうとくしんろんをよみてそのちょしゃにただす　みかん 多田恭 ただきょう 18880912 明教新誌 2426 p.11 [雑] [円] - 7/24/99
447 代哲学者答令知会員［哲学者に代りて令知会員に答う］(未完) だいてつがくしゃとうりょうちかいいん　みかん 無所得道人 むしょとくどうじん 18880914 明教新誌 2427 p.11 仏教活論等について [雑] [円] -
448 代哲学者答令知会員［哲学者に代りて令知会員に答う］(完) だいてつがくしゃとうりょうちかいいん　かん 無所得道人 むしょとくどうじん 18880916 明教新誌 2428 p.9～10 [雑] [円] -
449 館外員募集延期広告［広告］ かんがいいんぼしゅうえんきこうこく　こうこく 18880918 哲学館講義録 1年級26号 [講] [東洋] -
450 心理学(応用) 付講 しんりがく　おうよう　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18880918 p.5～10 哲学館講義録 1年級26号 在米州 [講] [東洋] -
451 ［日本］宗教論(其五) にほんしゅうきょうろん　そのご 井上円了 いのうええんりょう 18880918 日本人 12 p.7～10 [雑] [円] -
452 怪聞あり かいぶんあり 巴江堂主人 ともえどうしゅじん 18880930 明教新誌 2434 p.10 キリスト教新聞の井上円了についての記事と批判 [雑] [円] -
453 心理学(応用) 付講 しんりがく　おうよう　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18881010 哲学館講義録 2期1年級1号 1年級29号の表3に印刷されていた表紙より [講] [未] -
454 仏教新論(接前) ぶっきょうしんろん　せつぜん 井上円了 いのうええんりょう 18881010 日本之教学 14 p.2～5 [雑] [円] -
455 心理学(応用) 付講：心理的経済論 しんりがく　おうよう　ふこう：しんりてきけいざいろん 井上円了 いのうええんりょう 18881020 p.1～10 哲学館講義録 2期1年級2号 在桑港 [講] [東洋] -
456 欧米周遊の井上円了君に望む おうべいしゅうゆうのいのうええんりょうくんにのぞむ K.　T.　生 けいてぃーせい 18881026 明教新誌 2447 p.8～10 [雑] [円] - 7/24/99
457 心理的戦争法 しんりてきせんそうほう 井上円了 いのうええんりょう 18881030 p.1～10 哲学館講義録 2期1年級3号 在米州 [講] [東洋] -
458 心理学(応用) 付講 しんりがく　おうよう　ふこう 井上円了 いのうええんりょう 18881108 p.1～9 哲学館講義録 1年級31号 在倫敦 [講] [東洋] -
459 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18881110 日本之教学 15 p.2～9 [雑] [円] -
460 坐なから国を富ますの秘法 いながらくにをとますのひほう 井上円了 いのうええんりょう 18881118 日本人 16 p.10～15 在英国 [雑] [円] -
461 ［井上円了の］欧米周遊日記(第2回) いのうええんりょうのおうべいしゅうゆうにっき　だいにかい 井上円了 いのうええんりょう 18881118 日本人 16 p.33～36 [雑] [円] -
462 欧米周遊日記(第2回) おうべいしゅうゆうにっき　だいにかい 井上円了 いのうええんりょう 18881130 明教新誌 2464 p.4～6 [雑] [円] -
463 坐なから国を富ますの秘法(承前) いながらくにをとますのひほう　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18881203 日本人 17 p.4～8 [雑] [円] -
464 欧米周遊日記［紹介］ おうべいしゅうゆうにっき　しょうかい 18881210 日本之教学 16 p.75 [雑] [円] -
465 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18881210 日本之教学 16 p.3～5 [雑] [円] -
466 「日本人」第十七号について にほんじんだいじゅうななごうについて 18881212 明教新誌 2470 p.8 [雑] [円] -
467 日本之輿論 にほんのよろん 内山正如 うちやませいじょ 18881221 精文堂 日付は翻刻届日 [単] [東洋] -
468 館外員募集広告［広告］ かんがいいんぼしゅうこうこく　こうこく 18890108 表2 哲学館講義録 1期2年級1号 [講] [東洋] [年推]
469 館内員募集広告［広告］ かんないいんぼしゅうこうこく　こうこく 18890108 表2 哲学館講義録 1期2年級1号 [講] [東洋] [年推]
470 ［欠員があるため、50名に限り1,2年級へ臨時入学を諾す］［広告］ けついんがあるため、ごじゅうめいにかぎりいちにねんきゅうへりんじにゅうがくをゆるす　こうこく 18890110 表2 哲学館講義録 2期1年10号 [講] [東洋] -
471 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18890110 日本之教学 17 p.5～9 [雑] [円] -
472 尊皇奉仏大同団 そんのうほうぶつだいどうだん 18890112 国民之友 4-38 p.40～41 [雑] [円] -
473 日本人の宴会 にほんじんのえんかい 18890112 国民之友 4-38 p.41～42 [雑] [円] -
474 坐なから国を富ますの秘法(承前) いながらくにをとますのひほう　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18890118 日本人 20 p.6～10 [雑] [円] -
475 哲学館内外員募集［広告］ てつがくかんないがいいんぼしゅう　こうこく 18890118 表2 哲学館講義録 1期2年級2号 [講] [東洋] [年推]
476 欧州東洋学流行の一斑 おうしゅうとうようがくりゅうこうのいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18890124 四明余霞 22 p.13～17 [雑] [円] -
477 哲学館外員募集［広告］ てつがくかんがいいんぼしゅうこ　こうこく 18890128 表2 哲学館講義録 1期2年級3号 [講] [東洋] [年推]
478 館外員諸君へ通知書 かんがいいんしょくんへつうちしょ 井上円了 いのうええんりょう 18890208 表2 哲学館講義録 1期3年級4号 [講] [東洋] [年推]
479 哲学館外員募集［広告］ てつがくかんがいいんぼしゅう　こうこく 18890208 表2 哲学館講義録 1期2年級4号 [講] [東洋] [年推]
480 ［哲学館と哲学書院とを混同しないように］［広告］ てつがくかんとてつがくしょいんとをこんどうしないように　こうこく 18890208 表2 哲学館講義録 1期2年級4号 [講] [東洋] [年推]
481 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18890210 日本之教学 18 p.6～7 [雑] [円] -
482 尊皇奉仏大同団を駁す そんのうほうぶつだいどうだんをはくす 浮田和民 うきたかずたみ 18890302 国民之友 4-43 p.14～20 [雑] [円] -
483 尊皇奉仏大同団の解散を望む そんのうほうぶつだいどうだんのかいさんをのぞむ 錦城生 きんじょうせい 18890322 国民之友 4-45 p.30 [雑] [円] -
484 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18890330 巻末 哲学館講義録 1期2年級9号 [講] [東洋] -
485 宗教小説の必要 しゅうきょうしょうせつのひつよう 18890404 明教新誌 2520 p.4～6 [雑] [円] -
486 井上円了氏の書翰 いのうええんりょうしのしょかん 井上円了 いのうええんりょう 18890405 哲学会雑誌 3-26 p.121～123 [雑] [東洋] -
487 ［井上円了、7月帰朝の予定］ いのうええんりょう、しちがつきちょうのよてい 18890408 明教新誌 2522 p.4 [雑] [円] -
488 受付開始［広告］ うけつけかいし　こうこく 18890408 表2 哲学館講義録 1期2年級10号 [講] [東洋] -
489 井上円了氏の書翰 いのうええんりょうしのしょかん 18890515 六合雑誌 101 p.42 [雑] [円] -
490 宗教革命論を読む しゅうきょうかくめいろんをよむ 小崎弘道 こざきひろみち 18890515 六合雑誌 101 p.15～23 [雑] [円] -
491 日本宗教論 にほんしゅうきょうろん 井上円了 いのうええんりょう 18890599 日本人 第1集 駸々堂 [所] [未] -
492 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18890618 表2 哲学館講義録 1期2年級17号 [講] [東洋] [年推]
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番号 資料名 資料名読み 著者名 著者名読み 編者名 編者名読み 出版年月日 掲載誌 掲載頁 講義録 出版社 注記 文 原 年 備考 現物有無 最終更新日
493 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18890628 表2 哲学館講義録 1期2年級18号 [講] [東洋] -
494 日本宗教論(接続) にほんしゅうきょうろん　せつぞく 井上円了 いのうええんりょう 18890699 日本人 第2集 駸々堂 [所] [未] -
495 井上円了氏の帰朝 いのうええんりょうしのきちょう 18890703 日本人 28 p.23 6月28日帰朝の記事あり [雑] [円] -
496 欧米周遊ノ大略 おうべいしゅうゆうのたいりゃく 井上円了 いのうええんりょう 18890708 p.1～2 哲学館講義録 1期2年級19号 [講] [東洋] [年推]
497 ［井上円了帰朝］ いのうええんりょうきちょう 18890710 明教新誌 2567 p.7 [雑] [円] -
498 欧米周遊ノ大略 おうべいしゅうゆうのたいりゃく 井上円了 いのうええんりょう 18890710 p.1～2 哲学館講義録 2期1年級28号 [講] [東洋] -
499 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18890718 表2 哲学館講義録 1期2年級20号 [講] [東洋] [年推]
500 強兵策 きょうへいさく 井上円了 いのうええんりょう 18890718 日本人 29 p.3～6 [雑] [円] -
501 ［井上円了、帰朝後御学館にて七大国宗教の現況等を進講］ いのうええんりょう、きちょうごごがっかんにてしちたいこくしゅうきょうのげんきょうとうをしんこう 18890720 本山報告 49 p.10 [雑] [東洋] -
502 ［井上文学士、7月13日に樹心会にて講話］ いのうえぶんがくし、しちがつじゅうさんにちにじゅんしんかいにてこうわ 18890720 本山報告 49 [雑] [東洋] -
503 哲学館改良ノ目的 てつがくかんかいりょうのもくてき 井上円了 いのうええんりょう 18890728 p.1～4 哲学館講義録 1期2年級21号 [講] [東洋] [年推]
504 哲学館改良ノ目的ニ関シテ意見 てつがくかんかいりょうのもくてきにかんしていけん 井上円了 いのうええんりょう 18890731 p.1～4 哲学館講義録 2期1年級30号 [講] [東洋] -
505 生か将来の目的事業に就て一言を述べ以て知友同志に告く せいがしょうらいのもくてきじぎょうにつきていちごんをのべてもってちゆうどうしにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 18890803 日本人 30 p.6～11 [雑] [円] -
506 坐なから国を富ますの秘法 いながらくにをとますのひほう 井上円了 いのうええんりょう 18890805 日本人 第3集 p.83～111 駸々堂 [所] [京] -
507 日本主義の大学［井上円了の計画］ にほんしゅぎのだいがく　いのうええんりょうのけいかく 18890807 朝日新聞 [新] [東洋] -
508 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18890808 表2 哲学館講義録 1期2年級22号 [講] [東洋] [年推]
509 館友規則 かんゆうきそく 18890808 p.5～6 哲学館講義録 1期2年級22号 [講] [東洋] [年推]
510 欧米各国政教日記 上巻 おうべいかっこくせいきょうにっき　じょうかん 井上円了 いのうええんりょう 18890810 哲学書院 [単] [東洋] -
511 欧米東洋学研究ノ景況一斑 おうべいとうようがくけんきゅうのけいきょういっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18890810 p.1～7 哲学館講義録 2期1年級31号 [講] [東洋] -
512 哲学館改良ニ関シテ館内員及館外員諸君ニ御依頼ス てつがくかんのかいりょうにかんしてかんないいんおよびかんがいいんしょくんにごいらいす 井上円了 いのうええんりょう 18890810 p.1 哲学館講義録 2期1年級31号 [講] [東洋] -
513 哲学館将来ノ目的 てつがくかんしょうらいのもくてき 井上円了 いのうええんりょう 18890810 p.2～4 哲学館講義録 2期1年級31号 [講] [東洋] -
514 欧米東洋学研究ノ景況一斑 おうべいとうようがくけんきゅうのけいきょういっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18890818 p.1～7 哲学館講義録 1期2年級23号 [講] [東洋] [年推]
515 生か将来の目的事業に就て一言を述べ以て知友同志に告く(承前) せいがしょうらいのもくてきじぎょうにつきていちごんをのべてもってちゆうどうしにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 18890818 日本人 31 p.11～15 [雑] [円] -
516 哲学館員募集広告［広告］ てつがくかんいんぼしゅうこうこく　こうこく 18890818 表2 哲学館講義録 1期2年級23号 [講] [東洋] [年推]
517 哲学館将来ノ目的ニツイテノ意見 てつがくかんしょうらいのもくてきについてのいけん 井上円了 いのうええんりょう 18890818 日本人 31 p.27 [雑] [円] -
518 日本主義の大学 にほんしゅぎのだいがく 18890818 日本人 31 p.26～27 [雑] [円] -
519 哲学館［将来の目的］ てつがくかん　しょうらいもくてき 18890823 令知会雑誌 65 p.39～40 [雑] [円] -
520 学科表 がっかひょう 18890828 哲学館講義録 1期2年級24号 [講] [東洋] [年推]
521 館内員規則 かんないいんきそく 18890828 哲学館講義録 1期2年級24号 [講] [東洋] [年推]
522 寄宿舎概則 きしゅくしゃがいそく 18890828 哲学館講義録 1期2年級24号 [講] [東洋] [年推]
523 館内員規則 かんないいんきそく 18890830 哲学館講義録 2期1年級33号 [講] [東洋] -
524 欧米各国政教日記 上巻［批評］ おうべいかっこくせいきょうにっき　じょうかん　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18890902 国民之友 5-61 p.30～32 [雑] [東洋] -
525 生か将来の目的事業に就て一言を述べ以て知友同志に告く(承前) せいがしょうらいのもくてきじぎょうにつきていちごんをのべてもってちゆうどうしにつぐ　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18890903 日本人 32 p.9～13 [雑] [円] -
526 哲学館将来の目的 てつがくかんしょうらいのもくてき 18890905 日本之教学 25 p.75～76 [雑] [未] -
527 本館報告：臨時講義と職員紹介 藤井円順［報告］ ほんかんほうこく：りんじこうぎとしょくいんしょうかい　ふじいえんじゅん　ほうこく 18890908 哲学館講義録 1期2年級25号 [講] [東洋] [年推]
528 ［古谷僧正と井上文学士、京都へ］ ふるやそうじょうといのうえぶんがくし、きょうとへ 18890912 明教新誌 2598 p.7 [雑] [円] -
529 日本政教論 にほんせいきょうろん 井上円了 いのうええんりょう 18890914 哲学書院 [単] [東洋] -
530 井上円了先生の政教日記 いのうええんりょうせんせいのせいきょうにっき 咀真子 そしんし 18890920 六合雑誌 105 p.358～362 [雑] [円] -
531 ［水害仏教大演説の予定について］ すいがいぶっきょうだいえんぜつのよていについて 18890922 明教新誌 2603 p.6 [雑] [円] -
532 哲学館の将来 てつがくかんのしょうらい 18890924 四明余霞 21 p.46 [雑] [円] -
533 井上円了 政教日記［紹介］ いのうええんりょう　せいきょうにっき　しょうかい 18890928 朝日新聞 [新] [東洋] -
534 井上円了氏［時事］ いのうええんりょうし　じじ 18891004 明教新誌 2609 p.9～10 井上円了の洋行について [雑] [円] -
535 国教一定の請願［井上円了調査中］ こっきょういっていのせいがん　いのうええんりょうちょうさちゅう 18891005 朝日新聞 [新] [東洋] -
536 館外員規則：明治二十一年七月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅういちねんしちがつかいせい 18891008 表2 哲学館講義録 1期2年級28号 [講] [東洋] [年推]
537 藤島了穏氏帰朝の祝筵［雑報］ ふじしまりょういんしききょうのしゅくえん　ざっぽう 18891012 明教新誌 2613 p.7 [雑] [円] -
538 郁文館生徒募集［郁文館と哲学館の関係］［広告］ いくぶんかんせいとぼしゅう　いくぶんかんとてつがくかんのかんけい　こうこく 18891018 哲学館講義録 1期2年級29号 [講] [東洋] [年推]
539 哲学館ノ目的 てつがくかんのもくてき 井上円了 いのうええんりょう 18891018 p.1～8 哲学館講義録 1期2年級29号 [講] [東洋] [年推]
540 本館記事［講師寄宿舎等］［記事］ ほんかんきじ　こうしきしゅくしゃとう　きじ 18891018 p.1～6 哲学館講義録 1期2年級29号 [講] [東洋] [年推]
541 生か将来の目的事業に就て一言を述べ以て知友同志に告く(承前) せいがしょうらいのもくてきじぎょうにつきていちごんをのべもってちゆうどうしにつぐ　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18891027 日本人 33 p.13～17 [雑] [円] -
542 私立哲学館広告［広告］ しりつてつがくかんこうこく　こうこく 18891028 哲学館講義録 1期2年級30号 [講] [東洋] [年推]
543 哲学館ノ目的 てつがくかんのもくてき 井上円了 いのうええんりょう 18891028 p.9～19 哲学館講義録 1期2年級30号 [講] [東洋] [年推]
544 哲学館＝移転 大学組織に拡張計画 てつがくかん　いてん　だいがくそしきにかくちょうけいかく 18891101 郵便報知新聞 『明治編年史』7 p.334,『明治ニュース事典』Ⅳ p.29 [新] [東洋] -
545 仏教ト基督教ニ忠告ス(其一) ぶっきょうときりすときょうにちゅうこくす　そのいち 公平庵主人 こうへいあんしゅじん 18891102 国民之友 5-67 p.19～22 [雑] [円] -
546 館外員規則：明治二十二年十月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅうにねんじゅうがつかいせい 18891108 表2 哲学館講義録 1期2年級31号 [講] [東洋] [年推]
547 哲学館と郁文館［雑報］ てつがくかんといくぶんかん　ざっぽう 18891108 明教新誌 2626 p.8 [雑] [円] -
548 ［井上円了、哲学館の教場を新築する］ いのうええんりょう、てつがくかんのきょうじょうをしんちくする 18891109 本山報告 53 p.11 [雑] [東洋] -
549 宗教政府ノ組織 しゅうきょうせいふのそしき 井上円了 いのうええんりょう 18891115 国家学会雑誌 3-33 p.636～651 [雑] [東洋] -
550 ［哲学館、郁文館の移転開館式］［雑報］ てつがくかん、いくぶんかんのいてんかいかんしき　ざっぽう 18891116 明教新誌 2630 p.8 [雑] [円] -
551 講義録［広告］ こうぎろく　こうこく 18891118 表2 哲学館講義録 1期2年級32号 [講] [東洋] [年推]
552 ［哲学館移転式の文部大臣祝詞］［雑報］ てつがくかんいてんしきのもんぶだいじんしゅくし　ざっぽう 18891118 明教新誌 2631 p.7 [雑] [円] -
553 哲学館と郁文館 てつがくかんといくぶんかん 18891118 日本人 35 p.25～26 [雑] [円] -
554 本館記事：茶会規則［記事］ ほんかんきじ：ちゃかいきそく　きじ 18891118 哲学館講義録 1期2年級32号 [講] [東洋] [年推]
555 哲学館と郁文館 てつがくかんといくぶんかん 18891124 四明余霞 23 p.44～45 [雑] [円] -
556 館外員規則：明治二十二年十月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅうにねんじゅうがつかいせい 18891128 表2 哲学館講義録 1期2年級33号 [講] [東洋] [年推]
557 教育上之談話 きょういくじょうのだんわ 井上円了 いのうええんりょう 18891128 p.1～12 哲学館講義録 1期2年級33号 [講] [東洋] [年推]
558 哲学館移転式始末 てつがくかんいてんしきしまつ 18891128 p.1～4 哲学館講義録 1期2年級33号 [講] [東洋] [年推]
559 哲学館移転式始末［号外］ てつがくかんいてんしきしまつ　ごうがい 18891128 巻末 哲学館講義録 1期2年級33号 [講] [東洋] -
560 或人の質疑に答ふ あるひとのしつぎにこたう 井上円了 いのうええんりょう 18891203 日本人 36 p.9～30 [雑] [円] -
561 哲学館移転式歌 てつがくかんいてんしきか 内田遠湖 うちだえんこ 18891203 日本人 36 p.36 [雑] [円] -
562 哲学館 てつがくかん 18891205 日本之教学 28 p.68 [雑] [円] -
563 館外員規則：明治二十二年十月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅうにねんじゅうがつかいせい 18891208 表2 哲学館講義録 1期2年級34号 [講] [東洋] [年推]
564 欧米各国政教日記 下巻 おうべいかっこくせいきょうにっき　げかん 井上円了 いのうええんりょう 18891212 哲学書院 [単] [東洋] -
565 宗教政府ノ組織(続) しゅうきょうせいふのそしき　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18891215 国家学会雑誌 3-34 p.730～738 [雑] [東洋] -
566 講義録［広告］ こうぎろく　こうこく 18891218 表2 哲学館講義録 1期2年級35号 [講] [東洋] [年推]
567 仏教ト基督教ニ忠告ス(其二) ぶっきょうときりすときょうにちゅうこくす　そのに 公平庵主人 こうへいあんしゅじん 18891222 国民之友 5-68 p.20～25 [雑] [円] -
568 僧家は血統を尊わす そうかはけっとうをとうわず 18891224 四明余霞 24 p.8～9 [雑] [円] -
569 講義録［広告］ こうぎろく　こうこく 18891228 表2 哲学館講義録 1期2年級36号 [講] [東洋] -
570 冬期休業期間について とうききゅうぎょうきかんについて 18891228 哲学館講義録 1期2年級36号 [講] [東洋] -
571 欧美各國政教日記［中国語訳］ おうべいかっこくせいきょうにっき　ちゅうごくごやく 井上円了\林廷玉(訳)　いのうええんりょう・りんていぎ 18899999 上海、新民訳印書局 『欧米各国政教日記』の翻訳 [翻] [中] -
572 世の女子を有する人に告く よのじょしをゆうするひとにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 18900103 日本人 38 p.12～14 [雑] [円] -
573 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900108 p.1～10 哲学館講義録 1期3年級1号 [講] [東洋] [年推]
574 ［長岡真宗闡教会 名誉会員井上円了］ ながおかしんしゅうせいきょうかい　めいよかいいんいのうええんりょう 18900115 温古の栞 2 p.72 [雑] [百] -
575 館外員規則 かんがいいんきそく 18900118 哲学館講義録 1期3年級2号 [講] [東洋] [年推]
576 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900118 p.11～22 哲学館講義録 1期3年級2号 [講] [東洋] [年推]
577 世の多事多忙の人に謀る よのたじたぼうのひとにはかる 井上円了 いのうええんりょう 18900118 日本人 38 p.5～7 [雑] [円] -
578 哲学飛将棋指南 てつがくとびしょうぎしなん 井上円了 いのうええんりょう 18900121 哲学書院 [単] [未] -
579 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900128 p.23～24 哲学館講義録 1期3年級3号 [講] [東洋] [年推]
580 心理学実験成績報告 しんりがくじっけんせいせきほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900128 p.1～2 哲学館講義録 1期3年級3号 [講] [東洋] [年推]
581 哲学詩歌集編輯ノ趣意及其材料ヲ募集スル方法［記事］ てつがくしかしゅうへんしゅうのしゅいおよびそのざいりょくをぼしゅうするほうほう　きじ 18900128 哲学館講義録 1期3年級3号 [講] [東洋] [年推]
582 縮刷 仏教活論本論 第一編 破邪活論 井上円了［書目］ しゅくさつ　ぶっきょうかつろんほんろん　だいいっぺん　はじゃかつろん　いのうええんりょう　しょもく 18900131 出版月評 28 p.166 [雑] [東洋] -
583 日本政教論 井上円了［書目］ にほんせいきょうろん　いのうええんりょう　しょもく 18900131 出版月評 28 p.166 [雑] [東洋] -
584 哲学飛将棋 てつがくとびしょうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18900150 1箱 哲学書院 [単] [東洋] -
585 館外員へ通知：気象実験について かんがいいんへつうち：きしょうじっけんについて 井上円了 いのうええんりょう 18900208 巻末 哲学館講義録 1期3年級4号 [講] [東洋] [年推]
586 心理学実験報告及問題 しんりがくじっけんほうこくおよびもんだい 井上円了 いのうええんりょう 18900208 巻末 哲学館講義録 1期3年級4号 [講] [東洋] [年推]
587 東京市中距離推測力 とうきょうしちゅうきょりすいそくりょく 井上円了 いのうええんりょう 18900208 哲学館講義録 1期3年級4号 [講] [東洋] [年推]
588 宗教政府ノ組織(続) しゅうきょうせいふのそしき　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18900215 国家学会雑誌 4-36 p.96～104 [雑] [東洋] -
589 館外員への通知［館外員試験］ かんがいいんへのつうち　かんがいいんしけん 18900218 哲学館講義録 1期3年級5号 [講] [東洋] [年推]
590 館主本館蔵書室へ書籍寄贈［記事］ かんしゅほんかんぞうしょしつへしょせききぞう　きじ 18900218 巻末 哲学館講義録 1期3年級5号 [講] [東洋] [年推]
591 古像古書の蒐集 こぞうこしょのしゅうしゅう 18900218 日本人 41 p.17 [雑] [円] -
592 妻帯禁制宗諸師に望む さいたいきんせいしゅうしょしにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 18900218 日本人 41 p.5～6 [雑] [円] -
593 試験規則 しけんきそく 18900218 哲学館講義録 1期3年級5号 [講] [東洋] [年推]
594 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900218 p.43～54 哲学館講義録 1期3年級5号 [講] [東洋] [年推]
595 妖怪研究 ようかいけんきゅう 井上円了 いのうええんりょう 18900218 巻末 哲学館講義録 1期3年級5号 [講] [東洋] [年推]
596 星界想遊記 せいかいそうゆうき 井上円了 いのうええんりょう 18900224 哲学書院 一名哲学小説 [単] [東洋] -
597 重量感覚論 じゅうりょうかんかくろん 井上円了 いのうええんりょう 18900225 東洋学芸雑誌 7-101 p.121 [雑] [未] -
598 古人投票［通知］ こじんとうひょう　つうち 18900228 哲学館講義録 1期3年級6号 有名古人を選ぶ [講] [東洋] [年推]
599 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900228 p.55～68 哲学館講義録 1期3年級6号 [講] [東洋] [年推]
600 心理実験 しんりじっけん 井上円了 いのうええんりょう 18900228 p.1～6 哲学館講義録 1期3年級6号 [講] [東洋] [年推]
601 哲学館日曜講義 てつがくかんにちようこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18900228 哲学館講義録 1期3年級6号 [講] [東洋] [年推]
602 本館受持講師変更 ほんかんうけもちこうしへんこう 18900228 哲学館講義録 1期3年級6号 [講] [東洋] [年推]
603 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900228 巻末 哲学館講義録 1期3年級6号 [講] [東洋] [年推]
604 井上円了氏か妻帯禁制宗諸師に望むの文を読んで更に禁妻宗諸師に望む いのうええんりょうしがさいたいきんせいしゅうしょしにのぞむのぶんをよんでさらにきんさいしゅうしょにのぞむ 島地黙雷 しまじもくらい 18900303 日本人 42 p.10～11 [雑] [円] -
605 哲学会第五十一回［記事］ てつがくかいだいごじゅういっかい　きじ 18900305 哲学会雑誌 4-37 p.62 [雑] [東洋] -
606 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900308 p.1～10 哲学館講義録 1期3年級7号 [講] [東洋] [年推]
607 古人投票 こじんとうひょう 18900308 哲学館講義録 1期3年級7号 [講] [東洋] [年推]
608 哲学館日曜講義［雑報］ てつがくかんにちようこうぎ　ざっぽう 18900308 明教新誌 2682 p.7～8 [雑] [円] -
609 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900308 哲学館講義録 1期3年級7号 [講] [東洋] [年推]
610 宗教政府ノ組織(承前) しゅうきょうせいふのそしき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18900315 国家学会雑誌 4-37 p.167～177 [雑] [東洋] -
611 古人投票 こじんとうひょう 18900318 哲学館講義録 1期3年級8号 [講] [東洋] [年推]
612 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900318 p.69～84 哲学館講義録 1期3年級8号 [講] [東洋] [年推]
613 野遊の五徳を述べて学生諸君に告げ併せて市外に遊園する必要を論す のあそびのごとくをのべてがくせいしょくんにつげあわせてしがいにゆうえんするひつようをろんず 井上円了 いのうええんりょう 18900318 日本人 43 p.12～14 [雑] [円] -
614 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900318 巻末 哲学館講義録 1期3年級8号 [講] [東洋] [年推]
615 重量感覚論 じゅうりょうかんかくろん 井上円了 いのうええんりょう 18900325 東洋学芸雑誌 7-102 p.168 [雑] [未] -
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616 館外員への通知 かんがいいんへのつうち 18900328 哲学館講義録 1期3年級9号 博覧会での止宿所設置 [講] [東洋] [年推]
617 古人投票 こじんとうひょう 18900328 哲学館講義録 1期3年級9号 [講] [東洋] [年推]
618 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900328 p.85～92 哲学館講義録 1期3年級9号 [講] [東洋] [年推]
619 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900328 巻末 哲学館講義録 1期3年級9号 [講] [東洋] [年推]
620 哲学館日曜講義［広告］ てつがくかんにちようこうぎ　こうこく 18900402 朝日新聞 [新] [東洋] -
621 神仏判然を論じて神道諸士に望む所あり しんぶつはんぜんをろんじてしんとうしょしにのぞむところあり 井上円了 いのうええんりょう 18900403 日本人 44 p.18～19 越後旅行中 [雑] [円] -
622 重量感覚論 じゅうりょうかんかくろん 井上円了 いのうええんりょう 18900405 哲学会雑誌 4-38 p.91～100 [雑] [東洋] -
623 哲学会第五十二回［記事］ てつがくかいだいごじゅうにかい　きじ 18900405 哲学会雑誌 4-38 p.124 [雑] [東洋] -
624 ［哲学館への宿泊について］［広告］ てつがくかんへのしゅくはくについて　こうこく 18900408 巻末 哲学館講義録 1期3年級10号 [講] [東洋] -
625 ［日曜講義について］［広告］ にちようこうぎについて　こうこく 18900408 巻末 哲学館講義録 1期3年級10号 [講] [東洋] -
626 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900408 巻末 哲学館講義録 1期3年級10号 [講] [東洋] [年推]
627 ［哲学館日曜講義第1回］［雑報］ てつがくかんにちようこうぎだいいっかい　ざっぽう 18900412 明教新誌 2699 p.6 [雑] [円] -
628 宗教政府ノ組織(承前) しゅうきょうせいふのそしき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18900415 国家学会雑誌 4-38 p.219～233 [雑] [東洋] -
629 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900418 p.93～102 哲学館講義録 1期3年級11号 [講] [東洋] [年推]
630 廃娼論者に告く はいしょうろんじゃにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 18900418 日本人 45 p.12～15 [雑] [円] -
631 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900418 巻末 哲学館講義録 1期3年級11号 [講] [東洋] [年推]
632 星界想遊記［批評］ せいかいそうゆうき　ひひょう 18900425 四明余霞 28 p.25 [雑] [円] -
633 日刊宗教新聞創刊の計画 にっかんしゅうきょうしんぶんそうかんのけいかく 18900427 毎日新聞 『明治編年史』7 p.425,『明治ニュース事典』Ⅳ p.303 [新] [東洋] -
634 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900428 p.103～112 哲学館講義録 1期3年級12号 [講] [東洋] [年推]
635 第二回日曜講義［記事］ だいにかいにちようこうぎ　きじ 18900428 巻末 哲学館講義録 1期3年級12号 [講] [東洋] [年推]
636 妖怪総論：日曜講義大意筆記 ようかいそうろん：にちようこうぎたいいひっき 井上円了 いのうええんりょう 18900428 巻末 哲学館講義録 1期3年級12号 [講] [東洋] [年推]
637 廃娼の次に起るべき問題 はいしょうのつぎにおこるべきもんだい 井上円了 いのうええんりょう 18900503 日本人 46 p.6～8 [雑] [円] -
638 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900508 p.11～20 哲学館講義録 1期3年級13号 [講] [東洋] [年推]
639 耶蘇教ノ変遷ヲ論シテ其将来ヲ卜ス：日曜講義大意筆記 やそきょうのへんせんをろんじてそのしょうらいをぼす：にちようこうぎたいいひっき 井上円了 いのうええんりょう 18900508 p.13～28 哲学館講義録 1期3年級13号 4月20日の講義 [講] [東洋] [年推]
640 星界想遊記［批評］ せいかいそうゆうき　ひひょう 多田人成 ただじんせい 18900509 出版月評 31 p.756 [雑] [東洋] -
641 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900518 p.21～34 哲学館講義録 1期3年級14号 [講] [東洋] [年推]
642 古人投票 こじんとうひょう 18900518 哲学館講義録 1期3年級14号 [講] [東洋] [年推]
643 周辺地図 しゅうへんちず 18900518 哲学館講義録 1期3年級14号 [講] [東洋] [年推]
644 星界想遊記 井上円了氏著［批評］ せいかいそうゆうき　いのうええんりょうしちょ　ひひょう 18900518 日本人 47 p.24 [雑] [円] -
645 旅店改良案 りょてんかいりょうあん 井上円了 いのうええんりょう 18900518 日本人 47 p.5～6 [雑] [円] -
646 神仏判然を論じて神道諸士に望む所あり しんぶつはんぜんをろんじてしんとうしょしにのぞむところあり 井上円了 いのうええんりょう 18900524 四明余霞 29 p.23～25 [雑] [円] -
647 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900528 p.113～122 哲学館講義録 1期3年級15号 [講] [東洋] [年推]
648 肉食妻帯を論して宗教改良論者の参考となす にくしょくさいたいをろんじてしゅうきょうかいりょうろんじゃのさいこうとなす 井上円了 いのうええんりょう 18900603 日本人 48 p.7～8 [雑] [円] -
649 本館記事：汽車賃割引契約［記事］ ほんかんきじ：きしゃちんわりびきけいやく　きじ 18900608 哲学館講義録 1期3年級16号 [講] [東洋] [年推]
650 妖怪報告 ようかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18900608 巻末 哲学館講義録 1期3年級16号 [講] [東洋] [年推]
651 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900608 p.1～10 哲学館講義録 1期3年級16号 [講] [東洋] [年推]
652 組織仏教論 中西牛郎氏著［批評］ そしきぶっきょうろん 18900613 国民之友 6-85 p.31～33 [雑] [円] -
653 日本の寺院僧侶は果して過多なるか にほんのじいんそうりょははたしてかたなるか 井上円了 いのうええんりょう 18900618 日本人 49 p.8～9 [雑] [円] -
654 敢て各宗派の管長に望む あえてかくしゅうはのかんちょうにのぞむ 18900623 国民之友 6-86 p.46 [雑] [円] -
655 心理療法 しんりりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 18900623 日曜講義哲学講演集 第1編 p.77～84 哲学書院 [所] [東洋] -
656 耶蘇教の変遷を論して其の将来を卜す やそきょうのへんせんをろんじてそのしょうらいをぼくす 井上円了 いのうええんりょう 18900623 日曜講義哲学講演集 第1編 p.33～40 哲学書院 [所] [東洋] -
657 妖怪総論 ようかいそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18900623 日曜講義哲学講演集 第1編 p.1～7 哲学書院 [所] [東洋] -
658 心理療法 しんりりょうほう 18900624 四明余霞 30 p.28～29 [雑] [円] -
659 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900628 p.35～44 哲学館講義録 1期3年級18号 [講] [東洋] [年推]
660 本館記事：三年級試験問題［記事］ ほんかんきじ：さんねんきゅうしけんもんだい　きじ 18900628 哲学館講義録 1期3年級18号 [講] [東洋] [年推]
661 我邦宗教社会にありて当路事を執る人の参考迄に わがくにしゅうきょうしゃかいにありてとうろことをとるひとのさんこうまでに 井上円了 いのうええんりょう 18900703 日本人 50 p.1～4 [雑] [円] -
662 欧米各国政教日記 下編 井上円了［書目］ おうべいかっこくせいきょうにっき　げへん　いのうええんりょう　しょもく 18900707 出版月評 33 p.239 [雑] [東洋] -
663 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900708 p.123～132 哲学館講義録 1期3年級19号 [講] [東洋] [年推]
664 哲学研究会員募集［広告］ てつがくけんきゅうかいかいいんぼしゅう　こうこく 18900708 哲学館講義録 1期3年級19号 [講] [東洋] [年推]
665 日曜講義［記事］ にちようこうぎ　きじ 井上円了 いのうええんりょう 18900708 巻末 哲学館講義録 1期3年級19号 [講] [東洋] [年推]
666 哲学 てつがく 井上円了 いのうええんりょう 18900717 天則 3-1 p.10～16 [雑] [百] -
667 哲学研究会発会式［雑報］ てつがくけんきゅうかいはっかいしき　ざっぽう 18900717 天則 3-1 p.38 [雑] [百] -
668 ［哲学研究会発会式の詳報］［記事］ てつがくけんきゅうかいはっかいしきのしょうほう　きじ 18900717 天則 3-1 p.46～51 [雑] [百] -
669 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900718 p.45～54 哲学館講義録 1期3年級20号 [講] [東洋] [年推]
670 詩文添削［広告］ しぶんてんさく　こうこく 18900718 哲学館講義録 1期3年級20号 [講] [東洋] -
671 宗教家をして宜しく慈善事業を起さしむへし しゅうきょうかをしてよろしくじぜんじぎょうをおこさしむべし 井上円了 いのうええんりょう 18900718 日本人 51 p.5～6 [雑] [円] -
672 無常堂施貸 むじょうどうしたい 18900718 明教新誌 2746 p.8 [雑] [円] -
673 哲学研究会［記事］ てつがくけんきゅうかい　きじ 18900720 明教新誌 2747 p.6 [雑] [円] -
674 館内員入学募集［広告］ かんないいんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18900728 哲学館講義録 1期3年級21号 [講] [東洋] [年推]
675 講師姓名［記事］ こうしせいめい　きじ 18900728 巻末 哲学館講義録 1期3年級21号 [講] [東洋] [年推]
676 卒業証書授与式［記事］ そつぎょうしょうしょじゅよしき　きじ 18900728 巻末 哲学館講義録 1期3年級21号 [講] [東洋] [年推]
677 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900728 p.11～23 哲学館講義録 1期3年級21号 [講] [東洋] [年推]
678 館内員入学募集［広告］ かんないいんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18900808 哲学館講義録 1期3年級22号 [講] [東洋] [年推]
679 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900808 p.55～64 哲学館講義録 1期3年級22号 [講] [東洋] [年推]
680 宗教組織ノ変遷 しゅうきょうそしきのへんせん 井上円了 いのうええんりょう 18900815 国家学会雑誌4-42 p.472～481 [雑] [東洋] -
681 哲学館得業士［雑報］ てつがくかんとくぎょうし　ざっぽう 18900817 天則 3-2 p.47 [雑] [百] -
682 哲学と諸学 てつがくとしょがく 井上円了 いのうええんりょう 18900817 天則 3-2 p.1～5 [雑] [百] -
683 「天則」［広告］ てんそく　こうこく 18900817 朝日新聞 [新] [東洋] -
684 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900818 p.133～140 哲学館講義録 1期3年級23号 [講] [東洋] [年推]
685 実際的宗教学：試験問題 じっさいてきしゅうきょうがく：しけんもんだい 18900818 哲学館講義録 1期3年級23号 [講] [東洋] [年推]
686 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900828 p.65～70 哲学館講義録 1期3年級24号 [講] [東洋] [年推]
687 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900828 p.141～142 哲学館講義録 1期3年級24号 [講] [東洋] [年推]
688 夢ノ説：日曜講義大意筆記 ゆめのせつ：にちようこうぎたいいひっき 井上円了 いのうええんりょう 18900828 p.89～92 哲学館講義録 1期3年級24号 [講] [東洋] [年推]
689 再び神道諸士に望む ふたたびしんとうしょしにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 18900903 日本人 54 p.9～11 [雑] [円] -
690 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900908 p.71～76 哲学館講義録 1期3年級25号 [講] [東洋] [年推]
691 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18900908 p.143～148 哲学館講義録 1期3年級25号 [講] [東洋] [年推]
692 夢ノ説：日曜講義大意筆記 ゆめのせつ：にちようこうぎたいいひっき 井上円了 いのうええんりょう 18900908 p.93～95 哲学館講義録 1期3年級25号 [講] [東洋] [年推]
693 宗教組織ノ変遷(承前) しゅうきょうそしきのへんせん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18900915 p.505～514 国家学会雑誌 4-43 [雑] [東洋] -
694 ［開講科目と講師紹介］［記事］ かいこうかもくとこうししょうかい　きじ 18900918 哲学館講義録 1期3年級26号 [講] [東洋] [年推]
695 天気予想試験結果［記事］ てんきよそうしけんけっか　きじ 井上円了 いのうええんりょう 18900918 巻末 哲学館講義録 1期3年級26号 第４号の試験 [講] [東洋] [年推]
696 再び神道諸士に望む ふたたびしんとうしょしにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 18900924 四明余霞 33 p.14～16 「日本人」54より転載 [雑] [円] -
697 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18900928 p.77～84 哲学館講義録 1期3年級27号 [講] [東洋] [年推]
698 哲学館講義録要綱［広告］ てつがくかんこうぎろくようこう　こうこく 18900928 哲学館講義録 1期3年級27号 [講] [東洋] [年推]
699 天気予想試験成績報道［記事］ てんきよそうしけんせいせきほうどう　きじ 井上円了 いのうええんりょう 18900928 巻末 哲学館講義録 1期3年級27号 第4号の試験 [講] [東洋] [年推]
700 仏教活論本論 第二編 顕正活論 ぶっきょうかつろんほんろん　だいにへん　けんせいかつろん 井上円了 いのうええんりょう 18900929 哲学書院 [単] [東洋] -
701 館内員心得［改正］ かんないいんこころえ　かいせい 18900950 哲学館 [単] [東洋] -
702 仏教と日本国 ぶっきょうとにほんこく 井上円了 いのうええんりょう 18901003 日本人 56 p.6～8 [雑] [円] -
703 哲学館ニ専門科ヲ設クル趣意 てつがくかんにせんもんかをもうくるしゅい 井上円了 いのうええんりょう 18901008 p.1～6 哲学館講義録 1期3年級28号 [講] [東洋] -
704 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901008 p.1～2 哲学館講義録 1期3年級28号 [講] [東洋] [年推]
705 哲学館広告［巡回、募金のこと］［広告］ てつがくかんこうこく　じゅんかい、ぼきんのこと　こうこく 18901010 哲学館講義録 4期1年級1号 [講] [東洋] [年推]
706 哲学館ニ専門科ヲ設クル趣意 てつがくかんにせんもんかをもうくるしゅい 井上円了 いのうええんりょう 18901010 p.1～6 哲学館講義録 4期1年級1号 [講] [東洋] [年推]
707 道交会の設立 どうこうかいのせつりつ 18901010 明教新誌 2787 p.8 [雑] [円] -
708 本館沿略 ほんかんえんりゃく 18901010 p.7～16 哲学館講義録 4期1年級1号 [講] [東洋] [年推]
709 ［井上円了、曹洞青年興道会で講話］ いのうええんりょう、そうとうせいねんこうどうかいでこうわ 18901012 明教新誌 2788 p.6 [雑] [円] -
710 哲学必要論 てつがくひつようろん 井上円了 いのうええんりょう 18901013 大家演説 p.179～183 東雲堂 [所] [国] -
711 蟻と蚤 ありとのみ 井上円了 いのうええんりょう 18901017 天則 3-4 p.28 [雑] [百] -
712 鈴木頭蓋測量師に答ふ すずきずがいそくりょうしにこたう 井上円了 いのうええんりょう 18901017 天則 3-4 p.27～28 [雑] [百] -
713 館主出張［広告］ かんしゅしゅっちょう　こうこく 18901018 巻末 哲学館講義録 1期3年級29号 [講] [東洋] -
714 哲学館の拡張 てつがくかんのかくちょう 18901018 日本人 57 p.19～20 [雑] [円] -
715 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901018 p.3～4 哲学館講義録 1期3年級29号 [講] [東洋] [年推]
716 ［哲学館の事業拡張］［記事］ てつがくかんのじぎょうかくちょう　きじ 18901023 令知会雑誌 79 p.41～42 [雑] [円] -
717 仏教活論 第二編 顕正活論［批評］ ぶっきょうかつろん　だいにへん　けんせいかつろん　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18901023 国民之友 7-98 p.38 [雑] [東洋] -
718 哲学館講義録［批評］ てつがくかんこうぎろく　ひひょう 18901024 四明余霞 34 p.26 [雑] [円] -
719 土曜報知［批評］ どようほうち　ひひょう 18901024 四明余霞 34 p.27 [雑] [円] -
720 哲学館 てつがくかん 18901025 東洋学芸雑誌 7-109 p.576 [雑] [東洋] -
721 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 18901025 東洋学芸雑誌 7-109 p.539～543 [雑] [未] -
722 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18901028 p.85～98 哲学館講義録 1期3年級30号 [講] [東洋] [年推]
723 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901028 p.5～6 哲学館講義録 1期3年級30号 [講] [東洋] [年推]
724 会員井上円了氏より［記事］ かいいんいのうええんりょうしより　きじ 18901105 哲学会雑誌 4-45 p.558 [雑] [東洋] -
725 哲学館ニ専門科ヲ設クル趣意 てつがくかんにせんもんかをもうくるしゅい 井上円了 いのうええんりょう 18901105 p.1～16 哲学館講義録 3期2年級1号 [講] [東洋] -
726 館主東海道巡回日割表 かんしゅとうかいどうじゅんかいひわりひょう 18901108 哲学館講義録 1期3年級31号 [講] [東洋] [年推]
727 東海道筋ヘノ巡回日割表 とうかいどうすじへのじゅんかいひわりひょう 18901110 哲学館講義録 4期1年級4号 [講] [東洋] -
728 館主東海道巡回日割表 かんしゅとうかいどうじゅんかいひわりひょう 18901115 巻末 哲学館講義録 3期2年級2号 [講] [東洋] -
729 仏教活論本論 第二編 顕正活論 巻一［批評］ ぶっきょうかつろんほんろん　だいにへん　けんせいかつろん　まきいち　ひひょう 清野勉 きよのつとむ 18901117 天則 3-5 p.34～37 [雑] [百] - 7/24/99
730 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901118 p.7～10 哲学館講義録 1期3年級32号 [講] [東洋] [年推]
731 井上円了文学士［「国家と仏教」の大意］［雑報］ いのうええんりょうぶんがくし　こっかとぶっきょうのたいい　ざっぽう 18901120 明教新誌 2807 p.8 [雑] [円] -
732 ［井上円了、大津で教育に関する講話］ いのうええんりょう、おおつできょういくにかんするこうわ 18901126 明教新誌 2810 p.6 [雑] [円] -
733 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901128 p.11～14 哲学館講義録 1期3年級33号 [講] [東洋] [年推]
734 夢の説 ゆめのせつ 井上円了 いのうええんりょう 18901128 仏教 19 p.18～22 能潤社 鷲峯生筆記 [雑] [円] -
735 日本儒学派略系 にほんじゅがくはりゃっけい 井上円了 いのうええんりょう 18901208 p.15～18 哲学館講義録 1期3年級34号 [講] [東洋] [年推]
736 日本儒学派略系(完) にほんじゅがくはりゃっけい　かん 井上円了 いのうええんりょう 18901218 p.19～25 哲学館講義録 1期3年級35号 [講] [東洋] [年推]
737 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 18901225 東洋学芸雑誌 7-111 p.652～657 [雑] [未] -
738 館主東海道筋巡回日記 かんしゅとうかいどうすじじゅんかいにっき 18901228 巻末 哲学館講義録 1期3年級36号 [講] [東洋] -
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739 ［講義未終了の処置］［記事］ こうぎみしゅうりょうのしょち　きじ 18901228 哲学館講義録 1期3年級36号 [講] [東洋] -
740 館主東海道巡回日記 かんしゅとうかいどうじゅんかいにっき 18910105 p.1～8 哲学館講義録 3期2年級7号 [講] [東洋] -
741 館主東海道筋巡回日記 かんしゅとうかいどうすじじゅんかいにっき 18910110 哲学館講義録 4期1年級10号 目次のみ [講] [東洋] -
742 館主東海道筋巡回日記 かんしゅとうかいどうすじじゅんかいにっき 18910115 p.9～16 哲学館講義録 3期2年級8号 [講] [東洋] -
743 ［井上円了、漢字論を講演］［記事］ いのうええんりょう、かんじろんをこうえん　きじ 18910117 天則 3-7 p.44 [雑] [百] -
744 ［井上円了、七不思議調査を誌上で依頼する］［質問］ いのうええんりょう、ななふしぎちょうさをしじょうでいらいする　しつもん 18910117 天則 3-7 p.41～43 [雑] [百] -
745 漢字論 かんじろん 井上円了 いのうええんりょう 18910117 天則 3-7 p.2～6 [雑] [百] -
746 子供の学資を作る方案 こどものがくしをつくるほうあん 井上円了 いのうええんりょう 18910117 天則 3-7 p.39～40 [雑] [百] -
747 哲学館 てつがくかん 古川醇 ふるかわじゅん 18910117 天則 3-7 p.38 [雑] [百] - 7/24/99
748 哲学者の寿命 てつがくしゃのじゅみょう 井上円了 いのうええんりょう 18910117 天則 3-7 p.40 [雑] [百] -
749 井上円了氏［批評］ いのうええんりょうし　ひひょう 18910124 四明余霞 37 p.34 [雑] [円] -
750 人ノ感覚ヲ測定スル ひとのかんかくをそくていする 井上円了 いのうええんりょう 18910125 東洋学芸雑誌 8-112 p.12～16 [雑] [未] -
751 報告：館主巡回先［報告］ ほうこく：かんしゅじゅんかいさき　ほうこく 18910130 付録 哲学館講義録 4期1年級12号 [講] [東洋] -
752 倫理雑誌の刊行 りんりざっしのかんこう 18910205 哲学会雑誌 4-48 p.734～735 [雑] [東洋] -
753 東洋心理学大意 とうようしんりがくたいい 井上円了 いのうええんりょう 18910209 心理摘要 p.231～240 哲学書院 訂正増補版 [所] [東洋] -
754 純正哲学講義 じゅんせいてつがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18910210 p.1～8 哲学館講義録 4期1年級13号 [講] [東洋] -
755 ［井上円了君、南海道地方巡回へ出発等］［記事］ いのうええんりょうくん、なんかいどうちほうじゅんかいへしゅっぱつ　きじ 18910217 天則 3-8 p.48～50 [雑] [百] -
756 哲学館主井上氏 てつがくかんしゅいのうえし 会員某 かいいんぼう 18910217 天則3-8 p.45～46 [雑] [百] -
757 読天則［天則を読む］［漢文］ どくてんそく　かんぶん 井上貞兼 いのうえさだかね 18910217 天則 3-8 p.30～31 [雑] [百] -
758 まじない療法 まじないりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 18910217 天則 3-8 p.27～29 [雑] [百] -
759 名称教育の一例 めいしょうきょういくのいちれい 井上円了 いのうええんりょう 18910217 天則 3-8 p.46～47 [雑] [百] -
760 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910220 哲学館講義録 4期1年級14号 目次のみ [講] [東洋] -
761 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18910220 p.9～16 哲学館講義録 4期1年級14号 [講] [東洋] -
762 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910225 巻末 哲学館講義録 3期2年級12号 [講] [東洋] -
763 館主巡回日記：滋賀県\和歌山県 かんしゅじゅんかいにっき：しがけん・わかやまけん 18910228 巻末 哲学館講義録 4期1年級15号 [講] [東洋] -
764 哲次郎氏と円了氏 てつじろうしとえんりょうし 18910299 反省会雑誌 [雑] [未] -
765 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910305 巻末 哲学館講義録 3期2年級13号 [講] [東洋] -
766 滋賀県并ニ和歌山県巡回ノ際［広告］ しがけんならびにわかやまけんじゅんかいのさい　こうこく 18910305 哲学館講義録 3期2年級13号 [講] [東洋] -
767 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910310 哲学館講義録 4期1年級16号 目次のみ [講] [東洋] -
768 哲学道中記(未完) てつがくどうちゅうき　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18910317 天則 3-9 p.18～21 [雑] [百] -
769 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910325 巻末 哲学館講義録 3期2年級15号 [講] [東洋] -
771 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910330 哲学館講義録 4期1年級18号 目次のみ [講] [東洋] -
772 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910405 巻末 哲学館講義録 3期2年級16号 [講] [東洋] -
773 高知県巡回［広告］ こうちけんじゅんかい　こうこく 18910405 哲学館講義録 3期2年級16号 [講] [東洋] -
774 館主巡回日記：愛知県\香川県 かんしゅじゅんかいにっき：あいちけん・かがわけん 18910410 哲学館講義録 4期1年級19号 [講] [東洋] -
775 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18910410 p.17～24 哲学館講義録 4期1年級19号 27,32,35,36号に記載あり [講] [東洋] -
776 愛媛県并ニ香川県巡回ノ際［広告］ えひめけんならびにかがわけんじゅんかいのさい　くこく 18910415 哲学館講義録 3期2年級17号 [講] [東洋] -
777 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910415 巻末 哲学館講義録 3期2年級17号 [講] [東洋] -
778 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910420 哲学館講義録 4期1年級20号 目次のみ [講] [東洋] -
779 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910425 巻末 哲学館講義録 3期2年級18号 [講] [東洋] -
780 井上文学士とヘルン氏 いのうえぶんがくしとへるんし 18910517 山陰新聞 [新] [円] -
781 客月二十五日 かくげつにじゅうごにち 18910517 天則 3-11 p.47～48 [雑] [百] -
782 倫理摘要 りんりてきよう 井上円了 いのうええんりょう 18910522 哲学書院 再版で訂正あり [単] [東洋] -
783 ［井上円了氏の妖怪学］ いのうええんりょうしのようかいがく 18910523 令知会雑誌 86 p.35～36 [雑] [円] -
784 倫理学(理論) りんりがく　りろん 井上円了 いのうええんりょう 18910525 p.1～8 哲学館講義録 3期2年級21号 [講] [東洋] -
785 学友会に於ての井上氏の演説 がくゆうかいにおいてのいのうえしのえんぜつ 18910602 山陰新聞 [新] [円] -
786 倫理学(理論) りんりがく　りろん 井上円了 いのうええんりょう 18910605 p.9～16 哲学館講義録 3期2年級22号 [講] [東洋] -
787 東北巡回［広告］ とうほくじゅんかい　こうこく 18910615 巻末 哲学館講義録 3期2年級23号 [講] [東洋] -
788 哲学道中記(承前) てつがくどうちゅうき　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18910617 天則 3-12 p.20～23 [雑] [百] -
789 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910620 哲学館講義録 4期1年級26号 目次のみ [講] [東洋] -
790 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910625 哲学館講義録 3期2年級24号 目次のみ [講] [東洋] -
791 丹波巡回［広告］ たんばじゅんかい　こうこく 18910625 巻末 哲学館講義録 3期2年級24号 [講] [東洋] -
792 哲学研究会 てつがくけんきゅうかい 18910629 亜細亜 1 p.533 [雑] [円] -
793 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910630 哲学館講義録 4期1年級27号 目次のみ [講] [東洋] -
794 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910705 巻末 哲学館講義録 3期2年級25号 [講] [東洋] -
795 倫理学(理論) りんりがく　りろん 井上円了 いのうええんりょう 18910705 p.17～24 哲学館講義録 3期2年級25号 [講] [東洋] -
796 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910710 哲学館講義録 4期1年級28号 目次のみ [講] [東洋] -
797 出雲巡回 いずもじゅんかい 18910715 巻末 哲学館講義録 3期2年級26号 [講] [東洋] -
798 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910715 巻末 哲学館講義録 3期2年級26号 [講] [東洋] -
799 倫理学(理論) りんりがく　りろん 井上円了 いのうええんりょう 18910715 p.25～32 哲学館講義録 3期2年級26号 [講] [東洋] -
800 ［井上円了、「哲学の効用」を第12回大会にて講演の予告］［記事］ いのうええんりょう、てつがくのこうようをだいじゅうにかいたいかいにてこうえんのよこく　きじ 18910717 天則 4-1 p.29～30 [雑] [百] -
801 哲学館記事 てつがくかんきじ 18910717 天則 4-1 p.30～31 [雑] [百] -
802 哲学ノ効用 てつがくのこうよう 井上円了 いのうええんりょう 18910717 天則 4-1 p.1～10 [雑] [百] -
803 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910720 哲学館講義録 4期1年級29号 目次のみ [講] [東洋] -
804 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910725 巻末 哲学館講義録 3期2年級27号 [講] [東洋] -
805 ［井上館主、昨年10月から本年6月までに専門科資金募集に巡回した地方］［記事］ いのうえかんしゅ、さｋねんじゅうがくからほんねんろくがつまでにせんもんかしきんぼしゅうにじゅんかいしたちほう　きじ 18910730 p.1～2 哲学館講義録 1期3年号外ノ2 [講] [東洋] -
806 ［井上館主、7月17日山形\秋田\青森\岩手の諸県巡回へ出発］［記事］ いのうえかんしゅ、しちがつじゅうしちにちやまがた・あきた・あおもり・いわてのしょけんじゅんかいへしゅっぱつ　きじ 18910730 p.1 哲学館講義録 1期3年号外ノ2 [講] [東洋] -
807 石見国巡回 いわみのくにじゅんかい 18910805 巻末 哲学館講義録 3期2年級27号 [講] [東洋] -
808 井上円了氏 いのうええんりょうし 18910806 岩手公報 [新] [百] -
809 石見国巡回［広告］ いわみのくにじゅんかい　こうこく 18910825 巻末 哲学館講義録 3期2年級30号 [講] [東洋] -
810 倫理学(理論) りんりがく　りろん 井上円了 いのうええんりょう 18910825 p.33～48 哲学館講義録 3期2年級30号 [講] [東洋] -
811 井上円了氏 いのうええんりょうし 18910903 岩手公報 [新] [百] -
812 井上円了氏の演説 いのうええんりょうしのえんぜつ 18910904 岩手公報 [新] [百] -
813 井上円了氏の演説(杜陵館と中学校) いのうええんりょうしのえんぜつ　とりょうかんとちゅうがっこう 18910904 岩手公報 [新] [百] -
814 井上文学士の演説(承前) いのうえぶんがくしのえんぜつ　しょうぜん 18910905 岩手公報 [新] [百] -
815 純正哲学：試験問題 じゅんせいてつがく：しけんもんだい 18910905 哲学館講義録 3期2年級31号 講師、井上円了 [講] [東洋] -
816 井上文学士の演説(承前) いのうえぶんがくしのえんぜつ　しょうぜん 18910906 岩手公報 [新] [百] -
817 井上文学士の演説(承前) いのうえぶんがくしのえんぜつ　しょうぜん 18910908 岩手公報 [新] [円] -
818 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910910 哲学館講義録 4期1年級34号 目次のみ [講] [東洋] -
819 井上文学士の演説(承前) いのうえぶんがくしのえんぜつ　しょうぜん 18910911 岩手公報 [新] [円] -
820 井上文学士の演説(承前) いのうえぶんがくしのえんぜつ　しょうぜん 18910912 岩手公報 [新] [円] -
821 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18910915 巻末 哲学館講義録 3期2年級32号 [講] [東洋] -
822 山形巡回［広告］ やまがたじゅんかい　こうこく 18910915 巻末 哲学館講義録 3期2年級32号 [講] [東洋] -
823 倫理学 りんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18910915 p.49～64 哲学館講義録 3期2年級32号 [講] [東洋] -
824 孔孟の教是より興らん こうもうのおしえこれよりおこらん 井上円了 いのうええんりょう 18910917 天則 4-3 p.1～7 [雑] [百] -
825 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 18910917 天則 4-3 p.25～28 [雑] [百] -
826 ［哲学館始業式と同館目的に関する円了の演説］ てつがくかんしぎょうしきとどうかんもくてきにかんするえんりょうのえんぜつ 18910920 明教新誌 2952 p.4～5 [雑] [円] -
827 倫理学 りんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18910925 p.65～80 哲学館講義録 3期2年級33号 [講] [東洋] -
828 真宗僧侶子弟の大学生 しんしゅうそうりょしていのだいがくせい 18911004 明教新誌 2959 p.7 [雑] [円] -
829 九月二十一日［記事］ くがつにじゅういちにち　きじ 18911005 哲学会雑誌 5-56 p.1237 [雑] [東洋] -
830 是れも連想の一種乎 これもれんそうのいっしゅか 井上円了 いのうええんりょう 18911005 哲学会雑誌 5-56 p.1177～1193 [雑] [東洋] -
831 埋葬論について一言す まいそうろんについていちごんす 井上円了 いのうええんりょう 18911005 亜細亜 15 p.113～115 [雑] [円] -
832 埋葬論について一言す まいそうろんについていちごんす 井上円了 いのうええんりょう 18911012 明教新誌 2963 p.4～7 [雑] [円] -
833 宗教組織ノ変遷(続) しゅうきょうそしきのへんせん　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18911015 国家学会雑誌 5-56 p.1316～1323 第43号の続 [雑] [東洋] -
834 埋葬論について一言す まいそうろんについていちごんす 井上円了 いのうええんりょう 18911023 令知会雑誌 91 p.30～34 「亜細亜」15より転載 [雑] [円] -
835 東京市区改正 とうきょうしくかいせい 18911024 四明余霞 46 p.20 [雑] [円] -
836 館主巡回日記 かんしゅじゅんかいにっき 18911025 巻末 哲学館講義録 3期2年級36号 [講] [東洋] -
837 倫理学 りんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18911025 p.81～95 哲学館講義録 3期2年級36号 [講] [東洋] -
838 館主東海道筋巡回日記 かんしゅとうかいどうすじじゅんかいにっき 18911105 p.1～16 哲学館講義録 5学年1号 [講] [東洋] -
839 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18911105 p.1～8 哲学館講義録 5学年1号 [講] [東洋] -
840 理論的宗教学 りんりてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911105 p.1～16 哲学館講義録 5学年1号 [講] [東洋] -
841 哲学館震災義捐大演説会 てつがくかんしんさいぎえんだいえんぜつかい 18911110 明教新誌 2977 p.7～8 [雑] [円] -
842 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18911115 p.9～16 哲学館講義録 5学年2号 [講] [東洋] -
843 哲学の近況［討論］ てつがくのきんきょう　とうろん 18911115 早稲田文学 3 p.12～14 [雑] [東洋] -
844 仏教界分派表［討論］ ぶっきょうかいぶんぱひょう　とうろん 18911115 早稲田文学 3 p.21～23 [雑] [東洋] -
845 本館記事：十月中本館専門科創立名簿登録シタル人名［記事］ ほんかんきじ：じゅうがつちゅうほんかんせんもんかそうりつめいぼとうろくしたるじんめい　きじ 18911115 巻末 哲学館講義録 5学年2号 [講] [東洋] -
846 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911115 p.17～24 哲学館講義録 5学年2号 [講] [東洋] -
847 哲学祭 てつがくさい 18911117 天則 4-5 p.26 [雑] [百] -
848 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911125 p.1～8 哲学館講義録 5学年3号 [講] [東洋] -
849 哲学一朝話 第一編 てつがくいっちょうわ　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 18911125 哲学書院 [単] [東洋] -
850 本館記事：こっくり及棒寄せの実験［記事］ ほんかんきじ：こっくりおよびぼうよせのじっけん　きじ 18911205 巻末 哲学館講義録 5学年4号 [講] [東洋] -
851 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18911205 p.1～8 哲学館講義録 5学年4号 [講] [東洋] -
852 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911205 p.25～32 哲学館講義録 5学年4号 [講] [東洋] -
853 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18911215 p.17～34 哲学館講義録 5学年5号 [講] [東洋] -
854 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911215 p.9～24 哲学館講義録 5学年5号 [講] [東洋] -
855 吉凶禍福予知法について一言す きっきょうかふくよちほうについていちごんす 井上円了 いのうええんりょう 18911217 天則 4-6 p.1～4 [雑] [百] -
856 教育適用 字合加留多 きょういくてきよう　じあわせかるた 井上円了 いのうええんりょう 18911218 哲学館 [単] [未] -
857 ［館外員の請求により講師肖像を挿入］［記事］ かんがいいんのせいきゅうによりこうししょうぞうをそうにゅう　きじ 18911225 哲学館講義録 5学年6号 [講] [東洋] -
858 転法輪話 てんぽうりんわ 井上円了 いのうええんりょう 18911225 安中町、転法輪 五十嵐光龍筆記、明治24年11月14日上州安中駅仏教会での演説 [単] [国] -
859 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18911225 p.33～40 哲学館講義録 5学年6号 [講] [東洋] -
860 哲学館専門科二十四年度報告題言 てつがくかんせんもんかにじゅうよねんどほうこくだいげん 井上円了 いのうええんりょう 18920101 p.1～4 哲学館専門科二十四年度報告(天則第4編第6井上円成 寄付金募集の結果について [所] [東洋] -
861 専門科二十四年度報告ヲ読ミテ所感ヲ述ブ せんもんかにじゅうよねんどほうこくをよみてしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 18920105 p.1～8 哲学館講義録 5学年7号 [講] [東洋] -
862 哲学館専門科開設趣意并設立者肖像 てつがくかんせんもんかかいせつしゅいならびにせつりつしゃしょうぞう 18920105 哲学館講義録 5学年7号 [講] [東洋] -
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863 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920105 p.41～48 哲学館講義録 5学年7号 [講] [東洋] -
864 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920115 p.35～42 哲学館講義録 5学年8号 [講] [東洋] -
865 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 18920117 天則 4-7 p.31～34 [雑] [百] -
866 哲学館専門科開設趣意(併設立者肖像) てつがくかんせんもんかかいせつしゅい　ならびにせつりつしゃしょうぞう 井上円了 いのうええんりょう 18920117 天則 4-7 巻頭 裏に寄付金規則 [雑] [百] -
867 哲学祭記［漢文］ てつがくさいき　かんぶん 神崎一作 かんざきいっさく 18920117 天則 4-7 p.20 [雑] [百] -
868 満天下有志諸君に泣請す まんてんかゆうししょくんにきゅうせいす 井上円了 いのうええんりょう 18920117 天則 4-7 p.1～4 [雑] [百] -
869 仏教家は何故に女学校を設せさるや ぶっきょうかはなにゆえにじょがっこうをせつせざるや 井上円了 いのうええんりょう 18920123 令知会雑誌 94 p.4～5 [雑] [未] -
870 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920125 p.9～16 哲学館講義録 5学年9号 [講] [東洋] -
871 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920125 p.49～64 哲学館講義録 5学年9号 [講] [東洋] -
872 井上館主山口県下巡回 いのうえかんしゅやまぐちけんかじゅんかい 18920215 巻末 哲学館講義録 5学年11号 [講] [東洋] -
873 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920215 p.65～72 哲学館講義録 5学年11号 [講] [東洋] -
874 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 18920220 天則 4-8 p.34～40 [雑] [百] -
875 哲学道中記 続稿 てつがくどうちゅうき　ぞくこう 井上円了 いのうええんりょう 18920220 天則 4-8 p.30～31 [雑] [百] -
876 我邦宗教の未来記 わがくにしゅうきょうのみらいき 井上円了 いのうええんりょう 18920220 天則 4-8 p.1～3 [雑] [百] -
877 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920225 p.25～40 哲学館講義録 5学年12号 [講] [東洋] -
878 哲学会会員姓名録 てつがくかいかいいんせいめいろく 18920305 哲学会雑誌 6-61 p.1 [雑] [東洋] -
879 哲学館学科表 てつがくかんがっかひょう 18920305 哲学館講義録 5学年13号 [講] [東洋] -
880 館主山陽道巡回日記 かんしゅさんようどうじゅんかいにっき 18920315 巻末 哲学館講義録 5学年14号 [講] [東洋] -
881 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920315 p.43～50 哲学館講義録 5学年14号 [講] [東洋] -
882 余輩亦訴ふる所なきを得ず［雑報］ よはいまたうったうるところなきをえず　ざっぽう 能務行日 のうむこうじつ 18920317 天則 4-9 p.25～26 [雑] [百] -
883 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920325 p.51～58 哲学館講義録 5学年15号 [講] [東洋] -
884 広島山口巡講の御礼の言葉 ひろしまやまぐちじゅんこうのおれいのことば 18920325 巻末 哲学館講義録 5学年15号 [講] [東洋] -
885 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920325 p.73～88 哲学館講義録 5学年15号 [講] [東洋] -
886 駿河台妖怪事件実地取調報告(未完) するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18920328 明教新誌 3041 p.7～9 [雑] [円] -
887 駿河台妖怪事件実地取調報告(承前) するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18920330 明教新誌 3042 p.7～8 [雑] [円] -
888 駿河台妖怪事件実地取調報告(承前) するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18920402 明教新誌 3043 p.8～10 [雑] [円] -
889 駿河台妖怪事件実地取調報告(完) するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18920404 明教新誌 3044 p.8～10 [雑] [円] -
890 館主山陽道巡回日記 かんしゅさんようどうじゅんかいにっき 18920405 巻末 哲学館講義録 5学年16号 [講] [東洋] -
891 三月二十二日［記事］ さんがつにじゅうににち　きじ 18920405 哲学会雑誌 6-62 p.123 [雑] [東洋] -
892 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920405 p.41～64 哲学館講義録 5学年16号 [講] [東洋] -
893 駿河台妖怪事件実地取調報告 するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18920405 哲学会雑誌 6-62 p.123 [雑] [東洋] -
894 釈迦降誕会［哲学館生徒発起］ しゃかごうたんえ　てつがくかんせいとほっき 18920409 朝日新聞 [新] [東洋] -
895 館主山陽道巡回日記 かんしゅさんようどうじゅんかいにっき 18920415 巻末 哲学館講義録 5学年17号 [講] [東洋] -
896 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920415 p.89～96 哲学館講義録 5学年17号 [講] [東洋] -
897 幼稚園論 ようちえんろん 井上円了 いのうええんりょう 18920417 天則 4-10 p.5～7 [雑] [百] -
898 館主山陽道巡回日記 かんしゅさんようどうじゅんかいにっき 18920425 巻末 哲学館講義録 5学年18号 [講] [東洋] -
899 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920425 p.59～66 哲学館講義録 5学年18号 [講] [東洋] -
900 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920425 p.65～72 哲学館講義録 5学年18号 [講] [東洋] -
901 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920425 p.97～104 哲学館講義録 5学年18号 [講] [東洋] -
902 「天則」第四編第八、九号［討論］ てんそく　だいよんぺんだいはち、きゅうごう　とうろん 18920430 早稲田文学 14 p.32～33 [雑] [東洋] -
903 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920505 p.73～80 哲学館講義録 5学年19号 [講] [東洋] -
904 真宗哲学序論 しんしゅうてつがくじょろん 井上円了 いのうええんりょう 18920505 哲学書院 [単] [東洋] -
905 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920505 p.17～32 哲学館講義録 5学年19号 [講] [東洋] -
906 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920515 p.33～38 哲学館講義録 5学年20号 [講] [東洋] -
907 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920515 p.105～120 哲学館講義録 5学年20号 [講] [東洋] -
908 仏教各宗本山へ一大議案を提出せんとす ぶっきょうかくしゅうほんざんへいちだいぎあんをていしゅつせんとす 井上円了 いのうええんりょう 18920517 天則 4-11 p.4～5 [雑] [百] -
909 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920525 p.81～96 哲学館講義録 5学年21号 [講] [東洋] -
910 ［井上円了、哲学館拡張のため越後巡回］ いのうええんりょう、てつがくかんかくちょうのためえちごじゅんかい 18920528 明教新誌 3070 p.8 [雑] [円] -
911 教育論 きょういくろん 井上円了 いのうええんりょう 18920602 山口県厚東村、琴峰堂 藤井順教筆記 [単] [国] -
912 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920605 p.103～118 哲学館講義録 5学年22号 [講] [東洋] -
913 茶話会勤惰表 さわかいきんだひょう 18920615 哲学館講義録 5学年23号 [講] [東洋] -
914 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920615 p.97～104 哲学館講義録 5学年23号 [講] [東洋] -
915 学校及び学会 がっこうおよびがっかい 18920617 哲学雑誌 7-64 p.77～78 [雑] [東洋] -
916 真宗哲学序論を読む［批評］ しんしゅうてつがくじょろんをよむ　ひひょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18920617 哲学雑誌 7-64 p.51～53 [雑] [東洋] -
917 青年教育の方針 せいねんきょういくのほうしん 井上円了 いのうええんりょう 18920617 天則 4-12 p.1～6 [雑] [百] -
918 本誌改良ノ趣意 ほんしかいりょうのしゅい 18920617 哲学雑誌 7-64 p.1～6 [雑] [東洋] -
919 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920625 p.105～118 哲学館講義録 5学年24号 [講] [東洋] -
920 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920625 p.119～134 哲学館講義録 5学年24号 ページに誤りあり [講] [東洋] -
921 近刊雑誌：「哲学雑誌」［評論］ きんかんざっし：てつがくざっし　ひょうろん 18920630 早稲田文学 18 p.10 [雑] [東洋] -
922 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920705 p.67～82 哲学館講義録 5学年25号 ページの訂正記事あり [講] [東洋] -
923 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920705 p.113～120 哲学館講義録 5学年25号 [講] [東洋] -
924 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920715 p.121～136 哲学館講義録 5学年26号 [講] [東洋] -
925 入学生募集［広告］ にゅうがくせいぼしゅう　こうこく 18920715 表1 哲学館講義録 5学年26号 [講] [東洋] -
926 明治二十五年度学年試験各学科問題集 めいじにじゅうごねんどがくねんしけんかくがっかもんだいしゅう 18920715 p.1～6 哲学館講義録 5学年26号 [講] [東洋] -
927 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920715 p.135～150 哲学館講義録 5学年26号 [講] [東洋] -
928 哲学館証書授与式 てつがくかんしょうしょじゅよしき 18920717 天則 5-1 p.24～30 [雑] [百] -
929 近世哲学史 きんせいてつがくし 井上円了 いのうええんりょう 18920725 p.83～88 哲学館講義録 5学年27号 [講] [東洋] -
930 修学証書授与式 しゅうがくしょうしょじゅよしき 18920725 哲学館講義録 5学年27号 [講] [東洋] -
931 理論的宗教学 りろんてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920725 p.151～166 哲学館講義録 5学年27号 [講] [東洋] -
932 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18920805 p.1～16 哲学館講義録 5学年28号 [講] [東洋] -
933 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920805 p.39～46 哲学館講義録 5学年28号 [講] [東洋] -
934 群馬県巡回日記 ぐんまけんじゅんかいにっき 18920815 巻末 哲学館講義録 5学年29号 [講] [東洋] -
935 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18920815 p.17～32 哲学館講義録 5学年29号 [講] [東洋] -
936 新潟県巡回日記 にいがたけんじゅんかいにっき 18920815 巻末 哲学館講義録 5学年29号 [講] [東洋] -
937 宗教社会に保守改進両党なかるべからず しゅうきょうしゃかいにほしゅかいしんりょうとうなかるべからず 井上円了 いのうええんりょう 18920817 天則 5-2 p.1～3 [雑] [百] -
938 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18920825 p.33～48 哲学館講義録 5学年30号 [講] [東洋] -
939 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920825 p.137～152 哲学館講義録 5学年30号 [講] [東洋] -
940 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18920905 p.49～64 哲学館講義録 5学年31号 [講] [東洋] -
941 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920905 p.47～62 哲学館講義録 5学年31号 [講] [東洋] -
942 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920915 p.153～160 哲学館講義録 5学年32号 [講] [東洋] -
943 哲学館本年度学科時数并受持講師 てつがくかんほんねんどがっかじすうならびにうけもちこうし 18920915 巻末 哲学館講義録 5学年32号 [講] [東洋] -
944 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18920915 p.63～78 哲学館講義録 5学年32号 [講] [東洋] -
945 静岡城内の怪話 しずおかじょうないのかいわ 18920917 天則 5-3 p.19～20 [雑] [百] -
946 哲学将棋詰手 てつがくしょうぎつめて 18920917 天則 5-3 p.18～19 [雑] [百] -
947 北海道論 ほっかいどうろん 井上円了 いのうええんりょう 18920917 天則 5-3 p.1～4 [雑] [百] -
948 高等心理学 こうとうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18920925 p.65～80 哲学館講義録 5学年33号 [講] [東洋] -
949 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18920925 p.161～168 哲学館講義録 5学年33号 [講] [東洋] -
950 北海道巡回日記 ほっかいどうじゅんかいにっき 18921005 巻末 哲学館講義録 5学年34号 [講] [東洋] -
951 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18921005 p.79～94 哲学館講義録 5学年34号 [講] [東洋] -
952 井上円了の四聖堂 いのうええんりょうのしせいどう 18921009 読売新聞 『明治編年史』8 p.309,『明治ニュース事典』Ⅳ p.30 [新] [東洋] -
953 厭世教の必要 えんせいきょうのひつよう 井上円了 いのうええんりょう 18921015 正法輪 11 p.6～8 [雑] [東洋] -
954 実際的宗教学 じっさいてきしゅうきょうがく 井上円了 いのうええんりょう 18921015 p.169～187 哲学館講義録 5学年35号 [講] [東洋] -
955 哲学研究会 てつがくけんきゅうかい 井上円了 いのうええんりょう 18921015 哲学館講義録 5学年35号 [講] [東洋] -
956 北海道巡回日記(続) ほっかいどうじゅんかいにっき　ぞく 18921015 巻末 哲学館講義録 5学年35号 [講] [東洋] -
957 公債証書購入書面并保管証書 こうさいしょうしょこうにゅうしょめんならびにほかんしょうしょ 18921017 天則 5-4 p.36 [雑] [百] -
958 地方の都会に私立学校設立に付て ちほうのとかいにしりつがっこうせつりつについて 18921017 天則 5-4 p.30 [雑] [百] -
959 中等教育普及策 ちゅうとうきょういくふきゅうさく 井上円了 いのうええんりょう 18921017 天則 5-4 p.9～18 [雑] [百] -
960 京都論 きょうとろん 井上円了 いのうええんりょう 18921020 経世博議 22 p.14～15 [雑] [京] -
961 顕揚会仏教大演説 けんようかいぶっきょうだいえんぜつ 18921022 明教新誌 3141 p.7 [雑] [円] -
962 天台宗は飽迄保守主義を守るべし てんだいしゅうはあくまでほしゅしゅぎをまもるべし 井上円了 いのうええんりょう 18921024 四明余霞 58 p.9～10 [雑] [円] -
963 東京哲学館 とうきょうてつがくかん 18921024 四明余霞 58 p.38～39 [雑] [円] -
964 近世哲学史(終) きんせいてつがくし　おわり 井上円了 いのうええんりょう 18921025 p.89～90,目録 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
965 高等心理学(完) こうとうしんりがく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18921025 p.81～98,目録 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
966 実際的宗教学(終) じっさいてきしゅうきょうがく　おわり 井上円了 いのうええんりょう 18921025 p.189～202,目録 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
967 哲学館運動会 てつがくかんうんどうかい 18921025 巻末 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
968 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18921025 p.95～111,目録 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
969 理論的宗教学(完) りろんてきしゅうきょうがく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18921025 p.167～168,目録 哲学館講義録 5学年36号 [講] [東洋] -
970 館外員規則：明治二十四年九月改正 かんがいいんきそく：めいじにじゅうよねんくがつかいせい 18921105 表2 哲学館講義録 6学年1号 [講] [東洋] -
971 純正哲学講義 じゅんせいてつがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18921105 p.1～16 哲学館講義録 6学年1号 本間興吉筆記(館内員) [講] [東洋] -
972 地方ニ本館認定学校設立ノ意見 ちほうにほんかんにんていがっこうせつりつのいけん 井上円了 いのうええんりょう 18921105 p.1～8 哲学館講義録 6学年1号 [講] [東洋] -
973 哲学祭記 てつがくさいき 井上円了 いのうええんりょう 18921105 p.1～7 哲学館講義録 6学年1号 [講] [東洋] -
974 館外員規則 かんがいいんきそく 18921115 表2 哲学館講義録 6学年2号 明治24年9月改正 [講] [東洋] -
975 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18921115 p.1～8 哲学館講義録 6学年2号 本間興吉筆記(館内員) [講] [東洋] -
976 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18921115 p.1～16 哲学館講義録 6学年2号 安藤弘筆記(館内員) [講] [東洋] -
977 第六学年講義録発売［広告］ だいろくがくねんこうぎろくはつばい　こうこく 18921115 表4 哲学館講義録 6学年2号 [講] [東洋] -
978 地方ニ本館認定学校設立ノ意見 ちほうにほんかんにんていがっこうせつりつのいけん 井上円了 いのうええんりょう 18921115 p.9～16 哲学館講義録 6学年2号 [講] [東洋] -
979 仏教大難論 ぶっきょうだいなんろん 中西牛郎 なかにしうしお 18921116 p.95,162 原田庄左衛門 博文堂蔵版 [単] [国] -
980 狐論(未完) きつねろん　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18921117 天則 5-5 p.10～13 [雑] [百] -
981 哲学祭 てつがくさい 18921117 天則 5-5 p.23 [雑] [百] -
982 世の金満家に一言を進む よのきんまんかにいちごんをすすむ 井上円了 いのうええんりょう 18921117 天則 5-5 p.1～3 [雑] [百] -
983 館外員規則 かんがいいんきそく 18921125 表2 哲学館講義録 6学年3号 [講] [東洋] -
984 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18921125 p.1～16 哲学館講義録 6学年3号 佐村八郎筆記(館内員) [講] [東洋] -
985 試験広告［広告］ しけんこうこく　こうこく 18921125 巻末 哲学館講義録 6学年3号 [講] [東洋] -
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986 心理論 しんりろん 井上円了 いのうええんりょう 18921125 p.1～8 哲学館講義録 6学年3号 本間興吉筆記(館内員) [講] [東洋] -
987 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18921125 p.1～8 哲学館講義録 6学年3号 [講] [東洋] -
988 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18921205 p.17～32 哲学館講義録 6学年4号 [講] [東洋] -
989 厭世教の必要と云へる一文を読んで井上氏に質す えんせいきょうのひつようといえるいちぶんをよんでいのうえしにただす 水野錦渓 みずのきんけい 18921215 正法輪 13 p.32～34 [雑] [東洋] -
990 館主長州\福岡巡回 かんしゅちょうしゅう・ふくおかじゅんかい 18921215 表2 哲学館講義録 6学年5号 [講] [東洋] -
991 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18921215 p.9～22 哲学館講義録 6学年5号 [講] [東洋] -
992 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18921215 p.17～32 哲学館講義録 6学年5号 [講] [東洋] -
993 狐論(承前) きつねろん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18921217 天則 5-6 p.10～12 [雑] [百] -
994 ［長門国\福岡県巡回につき新年参賀の断り］［広告］ ながとのくに・ふくおかけんじゅんかいにつきしんねんさんがのことわり　こうこく 井上円了 いのうええんりょう 18921217 天則 5-6 p.28 [雑] [百] -
995 井上先生の教示を請う いのうえせんせいのきょうじをこう 斎藤卯一郎 さいとうういちろう 18921224 四明余霞 60 p.24～26 [雑] [円] -
996 館外員規則 かんがいいんきそく 18921225 表2 哲学館講義録 6学年6号 [講] [東洋] -
997 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18921225 p.33～48 哲学館講義録 6学年6号 [講] [東洋] -
998 駿河台妖怪事件実地取調報告 するがだいようかいじっけんじっちとりしらべほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18929999 東洋学芸雑誌 9-218 p.274 [雑] [未] -
999 館外員規則 かんがいいんきそく 18930105 表2 哲学館講義録 6学年7号 [講] [東洋] -

1000 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930105 p.33～48 哲学館講義録 6学年7号 [講] [東洋] -
1001 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930105 p.9～16 哲学館講義録 6学年7号 本間興吉筆記(館内員) [講] [東洋] -
1002 日本倫理学案 にほんりんりがくあん 井上円了 いのうええんりょう 18930107 哲学館 [単] [東洋] -
1003 館外員規則 かんがいいんきそく 18930115 表2 哲学館講義録 6学年8号 [講] [東洋] -
1004 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930115 p.49～64 哲学館講義録 6学年8号 [講] [東洋] -
1005 ［明治26年］新年一言 めいじにじゅうろくねん　しんねんいちごん 井上円了 いのうええんりょう 18930117 天則 5-7 p.10～11 [雑] [百] -
1006 井上円了氏の演説(完) いのうええんりょうしのえんぜつ　かん 18930122 明教新誌 3184 p.9～10 3183号の続き [雑] [円] -
1007 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930125 p.23～30 哲学館講義録 6学年9号 [講] [東洋] -
1008 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930125 p.17～34 哲学館講義録 6学年9号 [講] [東洋] -
1009 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930205 p.49～64 哲学館講義録 6学年10号 [講] [東洋] -
1010 井上円了君ノ日本倫理学案ヲ読ム［批評］ いのうええんりょうくんのにほんりんりがくあんをよむ　ひひょう 深田藤治 ふかだとうじ 18930210 哲学雑誌 8-72 p.659～677 [雑] [東洋] -
1011 館外員 かんがいいん 18930215 表2 哲学館講義録 6学年11号 [講] [東洋] -
1012 ［館主］本月八日九州ヨリ帰京［広告］ かんしゅ　ほんげつようかきゅうしゅうよりききょう　こうこく 18930215 表4 哲学館講義録 6学年11号 [講] [東洋] -
1013 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930215 p.31～46 哲学館講義録 6学年11号 [講] [東洋] -
1014 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930215 p.35～42 哲学館講義録 6学年11号 [講] [東洋] -
1015 地獄極楽有無論緒言 じごくごくらくうむろんしょげん 井上甫水 いのうえほすい 18930217 天則 5-8 p.34～35 [雑] [百] -
1016 新年変更の議案を掲げて満天下の賛成を得んとす しんねんへんこうのぎあんをかかげてまんてんかのさんせいをえんとす 井上円了 いのうええんりょう 18930217 天則 5-8 p.30～32 [雑] [百] -
1017 哲学館日曜講義［広告］ てつがくかんにちようこうぎ　こうこく 井上円了 いのうええんりょう 18930217 天則 5-8 p.40 [雑] [百] -
1018 近事片々 円了法師 きんじへんぺんえんりょうほうし 18930224 東京日日新聞 『明治編年史』8 p.380 [新] [東洋] -
1019 哲学館日曜講義 てつがくかんにちようこうぎ 18930224 明教新誌 3199 p.6 [雑] [円] -
1020 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930225 p.65～72 哲学館講義録 6学年12号 [講] [東洋] -
1021 哲学研究会員懇親会記事［記事］ てつがくけんきゅうかいいんこんしんかいきじ　きじ 18930225 表4 哲学館講義録 6学年12号 [講] [東洋] -
1022 東洋大学設立計画 哲学館の日曜講義 とうようだいがくせつりつけいかく　てつがっかんのにちようこうぎ 18930225 東京日日新聞 『明治編年史』8 p.381,『明治ニュース事典』Ⅴ p.483 [新] [東洋] -
1023 館主九州巡回日記 かんしゅきゅうしゅうじゅんかいにっき 18930305 表4 哲学館講義録 6学年13号 [講] [東洋] -
1024 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930305 p.65～76 哲学館講義録 6学年13号 [講] [東洋] -
1025 仏教哲学講義：哲学館日曜講義［広告］ ぶっきょうてつがくこうぎ：てつがくかんにちようこうぎ　こうこく 18930305 表2 哲学館講義録 6学年13号 [講] [東洋] -
1026 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930315 p.43～58 哲学館講義録 6学年14号 [講] [東洋] -
1027 地獄極楽有無論(第1回) じごくごくらくうむろん　だいいっかい 井上甫水 いのうえほすい 18930317 天則 5-9 p.8～12 [雑] [百] -
1028 哲学館日曜講義［雑報］ てつがくかんにちようこうぎ　ざっぽう 18930317 天則 5-9 p.28～29 [雑] [百] -
1029 花より団子の説 はなよりだんごのせつ 井上円了 いのうええんりょう 18930317 天則 5-9 p.1～3 [雑] [百] -
1030 妖怪彙報 ようかいいほう 18930317 天則 5-9 p.26～28 [雑] [百] -
1031 厭世教の必要 えんせいきょうのひつよう 井上円了 いのうええんりょう 18930324 四明余霞 63 p.8～10 「正法輪」11に関連 [雑] [円] -
1032 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930325 p.47～62 哲学館講義録 6学年15号 発行日に誤植あり [講] [東洋] -
1033 仏教哲学：哲学館日曜講義［広告］ ぶっきょうてつがく：てつがくかんにちようこうぎ　こうこく 18930325 表4 哲学館講義録 6学年15号 発行日に誤植あり [講] [東洋] -
1034 館外員規則 かんがいいんきそく 18930405 表2 哲学館講義録 6学年16号 [講] [東洋] -
1035 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930405 p.17～32 哲学館講義録 6学年16号 [講] [東洋] -
1036 ［井上円了、東京曹洞宗中学林で哲学を講義］ いのうええんりょう、とうきょうそうとうしゅうちゅうがくりんでてつがくをこうぎ 18930406 明教新誌 3218 p.5 [雑] [円] -
1037 教育ト宗教ノ衝突 きょういくとしゅうきょうのしょうとつ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18930410 敬業社 [単] [東洋] -
1038 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930415 p.73～88 哲学館講義録 6学年17号 発行日に誤植あり [講] [東洋] -
1039 仏教哲学：哲学館日曜講義［広告］ ぶっきょうてつがく：てつがくかんにちようこうぎ　こうこく 18930415 表4 哲学館講義録 6学年17号 発行日に誤植あり [講] [東洋] -
1040 井上文学士の厭世教の必要に就て客の惑を解く［批評］ いのうえぶんがくしのえんせいきょう 松江稚山 まつえちざん 18930424 四明余霞 64 p.6～9 [雑] [円] -
1041 館外員規則 かんがいいんきそく 18930425 表2 哲学館講義録 6学年18号 [講] [東洋] -
1042 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930425 p.63～70 哲学館講義録 6学年18号 [講] [東洋] -
1043 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930425 p.81～96 哲学館講義録 6学年18号 [講] [東洋] -
1044 教育宗教関係論 きょういくしゅうきょうかんけいろん 井上円了 いのうええんりょう 18930429 哲学書院 [単] [東洋] -
1045 館外員規則 かんがいいんきそく 18930505 表2 哲学館講義録 6学年19号 [講] [東洋] -
1046 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930505 p.89～104 哲学館講義録 6学年19号 [講] [東洋] -
1047 哲学館講義録増刷広告［広告］ てつがくかんこうぎろくぞうさつこうこく　こうこく 18930505 表3 哲学館講義録 6学年19号 [講] [東洋] -
1048 仏教哲学:純正哲学科中東洋哲学 ぶっきょうてつがく：じゅんせいてつがくかちゅうとうようてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930505 p.1～16 哲学館講義録 6学年19号 安藤弘筆記(館内員) [講] [東洋] -
1049 井上博士と基督教徒；一名教育と宗教の衝突顛末及評論 いのうえはかせときりすときょうと：いちめいきょういくとしゅうきょうのしょうとつてんまつおよびひょうろん 関皐作(編) せきこうさく 18930509 哲学書院 [単] [東洋] -
1050 教育宗教関係論 井上円了著［批評］ きょういくしゅうきょうかんけいろん　いのうええんりょうちょ　ひひょう 18930515 六合雑誌 149 p.32～37 [雑] [円] -
1051 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930515 p.59～66 哲学館講義録 6学年20号 [講] [東洋] -
1052 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930515 p.97～112 哲学館講義録 6学年20号 [講] [東洋] -
1053 ［千葉県鴻之壺への遠足のこと］ ちばけんこうのつぼへのえんそくのこと 18930515 表4 哲学館講義録 6学年20号 [講] [東洋] -
1054 井上円了 教育宗教関係論［広告］ いのうええんりょう　きょういくしゅうきょうかんけいろん　こうこく 18930516 朝日新聞 [新] [東洋] -
1055 九州論 きゅうしゅうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930517 天則 5-11 p.2～6 [雑] [百] -
1056 教育宗教の衝突 きょういくしゅうきょうのしょうとつ 柏木義円 かしわぎぎえん 18930520 同志社文学 65 p.15 [雑] [未] -
1057 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930525 p.17～32 哲学館講義録 6学年21号 [講] [東洋] -
1058 耶蘇教衝突論 やそきょうしょうとつろん 　Ｓ.Ｈ.　 えすえいち 18930525 早稲田文学 40 p.27 [雑] [東洋] -
1059 館外員規則 かんがいいんきそく 18930605 表2 哲学館講義録 6学年22号 [講] [東洋] -
1060 教育宗教関係論［広告］ きょういくしゅうきょうかんけいろん　こうこく 18930605 表3 哲学館講義録 6学年22号 [講] [東洋] -
1061 教育総論 きょういくそうろん 井上円了 いのうええんりょう 18930605 p.71～78 哲学館講義録 6学年22号 [講] [東洋] -
1062 宗教界近事 しゅうきょうかいきんじ 鄭澳生 ていおうせい 18930610 早稲田文学 41 p.10～11 [雑] [東洋] -
1063 哲学会は去る［雑報］ てつがくかいはさる　ざっぽう 18930610 哲学雑誌 8-76 p.1159 [雑] [東洋] -
1064 仏教雑誌記者相談会 ぶっきょうざっしきしゃそうだんかい 18930610 明教新誌 3249 p.7 井上円成 [雑] [円] -
1065 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930615 p.33～40 哲学館講義録 6学年23号 [講] [東洋] -
1066 仏門忠孝論一斑 ぶつもんちゅうこうろんのいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18930617 天則 5-12 p.1～6 [雑] [百] -
1067 盲唖学校参観の記 もうあがっこうさんかんのき 徹石生 てっせきせい 18930617 天則 5-12 p.21～25 [雑] [百] -
1068 排偽哲学論 はいぎてつがくろん 高橋五郎 たかはしごろう 18930618 民友社 [単] [未] -
1069 禅宗哲学序論 ぜんしゅうてつがくじょろん 井上円了 いのうええんりょう 18930619 哲学書院 [単] [東洋] -
1070 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930625 p.105～120 哲学館講義録 6学年24号 [講] [東洋] -
1071 仏門忠孝活論(井上円了)［批評］ ぶつもんちゅうこうろん　いのうええんりょう　ひひょう 18930625 早稲田文学 42 p.13～14 [雑] [東洋] -
1072 井上博士と基督教徒 続編；一名教育と宗教の衝突顛末及評論 いのうえはかせときりすときょうと　ぞくへん：いちめいきょういくとしゅうきょうのしょうとつてんまつおよびひょうろん 関皐作(編) せきこうさく 18930701 哲学書院 [単] [東洋] -
1073 禅宗の心理 ぜんしゅうのしんり 井上円了 いのうええんりょう 18930701 哲学雑誌 8-77 p.1173～1181 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1074 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930705 p.41～56 哲学館講義録 6学年25号 [講] [東洋] -
1075 哲学館懇親会 てつがくかんこんしんかい 18930710 明教新誌 3264 p.7 [雑] [円] -
1076 外国語研究に就て がいこくごけんきゅうについて 須田槐堂 すだかいどう 18930712 明教新誌 3265 p.10～11 前々号の続 [雑] [円] -
1077 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930715 p.67～82 哲学館講義録 6学年26号 [講] [東洋] -
1078 禅宗哲学［紹介］ ぜんしゅうてつがく　しょうかい 18930715 正法輪 20 p.27 [雑] [東洋] -
1079 哲学館懇親会の記 てつがくかんこんしんかいのき 18930715 巻末 哲学館講義録 6学年26号 [講] [東洋] -
1080 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930715 p.33～48 哲学館講義録 6学年26号 [講] [東洋] -
1081 衝突に関する書類 しょうとつにかんするしょるい 18930717 天則 6-1 p.32～33 [雑] [百] -
1082 忠孝活論［紹介］ ちゅうこうかつろん　しょうかい 18930717 天則 6-1 p.34～35 [雑] [百] -
1083 哲学館証書授与式始末 てつがくかんしょうしょじゅよしきしまつ 18930717 天則 6-1 p.35～38 [雑] [百] -
1084 忠孝活論 ちゅうこうかつろん 井上円了 いのうええんりょう 18930720 哲学書院 付講「仏門忠孝論一斑」、一名忠孝哲学 [単] [東洋] -
1085 仏門忠孝論一斑 ぶつもんちゅうこうろんいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18930720 忠孝活論 p.83～97 哲学書院 [所] [東洋] -
1086 試験問題 しけんもんだい 18930725 p.1～2 哲学館講義録 6学年27号 [講] [東洋] -
1087 修業証書授与式 しゅうぎょうしょうしょじゅよしき 18930725 巻末 哲学館講義録 6学年27号 [講] [東洋] -
1088 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930725 p.49～64 哲学館講義録 6学年27号 [講] [東洋] -
1089 哲学摘要 てつがくてきよう 井上円了 いのうええんりょう 18930799 哲学書院 訂正再版 [単] [国] -
1090 忠孝活論［批評］ ちゅうこうかつろん　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18930803 国民之友 13-198 p.33～34 [雑] [東洋] -
1091 館外員制帽 かんがいいんせいぼう 18930805 巻末 哲学館講義録 6学年28号 [講] [東洋] -
1092 古代哲学 こだいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930805 p.83～98 哲学館講義録 6学年28号 [講] [東洋] -
1093 試験問題 しけんもんだい 18930805 p.3～6 哲学館講義録 6学年28号 [講] [東洋] -
1094 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930805 p.121～128 哲学館講義録 6学年28号 [講] [東洋] -
1095 忠孝活論 井上円了著［紹介］ ちゅうこうかつろん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 18930810 哲学雑誌 8-78 p.1344 [雑] [東洋] -
1096 忠孝活論 哲学書院［紹介］ ちゅうこうかつろん　てつがくしょいん　しょうかい 澳生 おうせい 18930810 早稲田文学 45 p.44 [雑] [東洋] -
1097 忠孝活論を読む(基督教新聞)［批評］ ちゅうこうかつろんをよむ　きりすときょうしんぶん　ひひょう 　Ｓ.Ｈ.　 えすえいち 18930810 早稲田文学 45 p.35 [雑] [東洋] - 7/24/99
1098 衝突論下火となる しょうとつろんしたびとなる 18930812 明教新誌 [雑] [未] -
1099 館内員入学募集 かんないいんにゅうがくぼしゅう 18930815 表2 哲学館講義録 6学年29号 [講] [東洋] -
1100 試験問題 しけんもんだい 18930815 p.7 哲学館講義録 6学年29号 [講] [東洋] -
1101 忠孝活論 井上円了著［紹介］ ちゅうこうかつろん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 18930815 六合雑誌 152 p.55 [雑] [円] -
1102 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930815 p.65～80 哲学館講義録 6学年29号 [講] [東洋] -
1103 国体活論 井上円了［記事］ こくたいかつろん　いのうええんりょう　きじ 18930817 天則 6-2 p.36～37 [雑] [百] -
1104 妖怪学講義緒論［批評］ ようかいがくこうぎしょろん　ひひょう 18930817 天則 6-2 p.37 [雑] [百] -
1105 妖怪学講義発行に就て ようかいがくこうぎはっこうについて 井上円了 いのうええんりょう 18930817 天則 6-2 p.1～4 [雑] [百] -
1106 妖怪学講義緒言 ようかいがくこうぎしょげん 井上円了 いのうええんりょう 18930824 哲学館 [単] [東洋] -
1107 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930825 p.129～144 哲学館講義録 6学年30号 [講] [東洋] -
1108 読井上博士と基督教徒有感 とくいのうえはかせときりすときょうとゆうかん 18930825 仏教公論 [雑] [未] -
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1109 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930825 p.57～64 哲学館講義録 6学年30号 [講] [東洋] -
1110 館外員規則：第七学年講義録［即妖怪学講義録］ かんがいいんきそく：だいしちがｋねんこうぎろく　すなわちようかいがくこうぎろく 18930905 p.1～3 哲学館講義録 6学年31号 明治26年8月改正 [講] [東洋] -
1111 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930905 p.145～160 哲学館講義録 6学年31号 [講] [東洋] -
1112 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930905 p.65～80 哲学館講義録 6学年31号 [講] [東洋] -
1113 仏教文学家 ぶっきょうぶんがくか 18930906 明教新誌 3292 p.6 [雑] [円] -
1114 妖怪学 ようかいがく 18930907 法話 62 p.9 [雑] [円] -
1115 敢て問ふ敢て問ふ あえてとうあえてとう 豊国義孝 とよくによしたか 18930908 明教新誌 3293 p.11 [雑] [円] -
1116 諸氏に代りて敢て豊国義孝足下に答ふ しょしにかわりてあえてとよくによしたかそっかにこたう 紫坡颯然生 しはさつぜんせい 18930910 明教新誌 3294 p.2～4 [雑] [円] -
1117 哲学館 てつがくかん 18930910 哲学雑誌 8-79 p.1433 [雑] [東洋] -
1118 妖怪学講義録緒言 井上円了述［寄贈］ ようかいがくこうぎろくしょげん　いのうええんりょうじゅつ　きそう 18930910 哲学雑誌 8-79 p.1433～1434 [雑] [東洋] -
1119 哲学館の近況 てつがっかんのきんきょう 18930912 明教新誌 3295 p.5 [雑] [円] -
1120 妖怪哲学［批評］ ようかいてつがく　ひひょう 18930913 国民之友 13-202 p.50～51 [雑] [東洋] -
1121 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18930915 p.81～96 哲学館講義録 6学年32号 [講] [東洋] -
1122 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930915 p.81～88 哲学館講義録 6学年32号 [講] [東洋] -
1123 衝突論に関する惑を解く(未完) しょうとつろんにかんするまどいをとく　みかん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18930916 明教新誌 3297 p.2 [雑] [円] -
1124 哲学館始業式 てつがくかんしぎょうしき 18930917 天則 6-3 p.24 [雑] [百] -
1125 哲学館第七回始業式景況 てつがくかんだいななかいしぎょうしきけいきょう 18930918 明教新誌 3298 p.5 [雑] [円] -
1126 衝突論の余波 しょうとつろんのよは 柏木義円 かしわぎぎえん 18930920 同志社文学 69 p.39～40 [雑] [未] -
1127 哲学館始業式演説大意(未完) てつがくかんしぎょうしきえんぜつたいい　みかん 加藤弘之 かとうひろゆき 18930920 明教新誌 3299 p.2～3 [雑] [円] -
1128 谷子爵の幽霊談 たにししゃくのゆうれいだん 18930922 明教新誌 3300 p.9 [雑] [円] -
1129 哲学館始業式演説大意(承前) てつがくかんしぎょうしきえんぜつたいい　しょうぜん 加藤弘之 かとうひろゆき 18930922 明教新誌 3300 p.3～5 [雑] [円] -
1130 哲学館始業式演説大意 てつがくかんしぎょうしきえんぜつたいい 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18930924 明教新誌 3301 p.3～5 [雑] [円] -
1131 宗教哲学 しゅうきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18930925 p.161～176 哲学館講義録 6学年33号 [講] [東洋] -
1132 第七年級始業式 だいななねんきゅうしぎょうしき 18930925 哲学館講義録 6学年33号 [講] [東洋] -
1133 真宗教導会 しんしゅうきょうどうかい 18931004 明教新誌 3306 p.6 [雑] [円] -
1134 教育総論(完) きょういくそうろん　かん 井上円了 いのうええんりょう 18931005 p.79～80 哲学館講義録 6学年34号 [講] [東洋] -
1135 心理論 しんりろん 井上円了 いのうええんりょう 18931005 p.9～20 哲学館講義録 6学年34号 [講] [東洋] -
1136 破邪新論(抄出) はじゃしんろん　しょうしゅつ 井上円了 いのうええんりょう 18931005 破邪叢書 2 p.67～92 哲学書院 [所] [東洋] -
1137 井上博士と基督教徒 収結編；一名教育と宗教の衝突顛末及評論 いのうえはかせときりすときょうと　しゅうけつろん：いちめいきょういくとしゅうきょうのしょうとつてんまつおよびひょうろん 関皐作(編) せきこうさく 18931009 哲学書院 [単] [東洋] -
1138 教育宗教関係論 井上円了著［批評］ きょういくしゅうきょうかんけいろん　いのうええんりょうちょ　ひひょう 18931009 井上博士と基督教徒収結編；一名教育と宗教 p.3～4 哲学書院 [所] [東洋] -
1139 国体活論 井上円了著［予定紹介］ こくたいかつろん　いのうええんりょうちょ　よていしょうかい 18931009 井上博士と基督教徒収結編；一名教育と宗教 p.20 哲学書院 [所] [東洋] -
1140 忠孝活論 井上円了著［批評］ ちゅうこうかつろん　いのうええんりょうちょ　ひひょう 18931009 井上博士と基督教徒収結編；一名教育と宗教 p.15,396～397,419,445 哲学書院 [所] [東洋] -
1141 哲学館始業式 てつがくかんしぎょうしき 18931010 哲学雑誌 8-80 p.1523 [雑] [東洋] -
1142 喇叭の喇叭 らっぱのらっぱ 18931012 明教新誌 3310 p.8 [雑] [円] -
1143 純正哲学 じゅんせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18931015 p.113～126 哲学館講義録 6学年35号 [講] [東洋] -
1144 地方ニ本館認定学校設立ノ意見 ちほうにほんかんにんていがっこうせつりつのいけん 井上円了 いのうええんりょう 18931015 p.17～18 哲学館講義録 6学年35号 [講] [東洋] -
1145 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 18931015 p.89～102 哲学館講義録 6学年35号 [講] [東洋] -
1146 妖怪学講義緒言 井上円了著［批評］ ようかいがくこうぎしょげん　いのうええんりょうちょ　ひひょう 18931015 六合雑誌 154 p.50～51 [雑] [円] -
1147 谷子爵の幽霊談に就きて たにししゃくのゆうれいだんにつきて 井上円了 いのうええんりょう 18931017 天則 6-4 p.1～3 [雑] [百] -
1148 哲学館始業式演説 てつがくかんしぎょうしきえんぜつ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18931017 天則 6-4 p.6～9 [雑] [百] -
1149 哲学館始業式演説 てつがくかんしぎょうしきえんぜつ 加藤弘之 かとうひろゆき 18931017 天則 6-4 p.3～6 [雑] [百] -
1150 哲学館第七学年度始業式挙行 てつがっかんだいしちがくねんどしぎょうしききょこう 18931017 天則 6-4 p.21～25 [雑] [百] -
1151 脳裂会演説 のうれつかいえんぜつ 18931020 明教新誌 3314 p.5 [雑] [円] -
1152 哲学館生徒運動会の記 てつがくかんせいとうんどうかいのき 18931025 表2 哲学館講義録 6学年36号 [講] [東洋] -
1153 日本倫理学 にほんりんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18931025 p.97～106 哲学館講義録 6学年36号 [講] [東洋] -
1154 古代哲学(完) こだいてつがく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18931028 p.99～144 哲学館講義録 6学年号外 [講] [東洋] -
1155 宗教哲学(畢) しゅうきょうてつがく　おわり 井上円了 いのうええんりょう 18931028 p.177～192 哲学館講義録 6学年号外 [講] [東洋] -
1156 日本倫理学(完) にほんりんりがく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18931028 p.107～131 哲学館講義録 6学年号外 [講] [東洋] -
1157 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18931105 哲学館講義録 7学年1\2号(第1冊) [講] [東洋] -
1158 井上博士と基督教徒収結論 いのうえはかせときりすときょうとしゅうけつろん 18931110 早稲田文学 51 p.41～42 [雑] [東洋] -
1159 東京府下の哲学 とうきょうふかのてつがく 18931110 明教新誌 3324 p.4～5 [雑] [円] -
1160 妖怪学研究会 ようかいがくけんきゅうかい 18931110 明教新誌 3324 p.5 [雑] [円] -
1161 妖怪学講義［批評］ ようかいがくこうぎ　ひひょう 高橋五郎 たかはしごろう 18931113 国民之友 13-208 p.34～35 [雑] [東洋] -
1162 妖怪学講義［批評］ ようかいがくこうぎ　ひひょう 18931113 国民之友 13-208 p.47～48 [雑] [東洋] -
1163 妖怪哲学 ようかいてつがく 18931113 国民之友 13-208 p.47～48 [雑] [円] -
1164 哲学祭 てつがくさい 18931117 天則 6-5 p.35 [雑] [百] -
1165 妖怪研究会［雑報］ ようかいけんきゅうかい　ざっぽう 18931117 天則 6-5 p.32～33 [雑] [百] -
1166 妖怪談(未完) ようかいだん　みかん 三宅雄次郎 みやけゆうじろう 18931117 天則 6-5 p.11～15 [雑] [百] -
1167 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18931120 哲学館講義録 7学年3\4号(第2冊) [講] [東洋] -
1168 「哲学館講義録(第一冊)」［紹介］ てつがくかんこうぎろく　だいいっさつ　しょうかい 18931121 朝日新聞 [新] [東洋] -
1169 『天則』記者の邪推 てんそくきしゃのじゃすい 超然子 ちょうぜんし 18931127 早稲田文学 52 p.26～28 [雑] [東洋] -
1170 仏教忠孝編［批評］ ぶっきょうちゅうこうへん　ひひょう 18931199 反省雑誌 [雑] [未] -
1171 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18931205 哲学館講義録 7学年5\6号(第3冊) [講] [東洋] -
1172 妖怪学講義録［広告］ ようかいがくこうぎろく　こうこく 18931209 朝日新聞 [新] [東洋] -
1173 学術と基督教 がくじゅつときりすときょう 18931213 国民之友 13-211 p.62～63 [雑] [東洋] -
1174 哲学館講義録：第七学年度妖怪学［批評］ てつがくかんこうぎろく：だいしちがくねんどようかいがく　ひひょう 18931216 日本評論 58 p.31～32 [雑] [東洋] -
1175 元冦乳幻燈会 げんこうにゅうげんとうかい 18931217 天則 6-6 p.34 [雑] [百] -
1176 哲学祭演説(カント略伝) てつがくさいえんぜつ　かんとりゃく 井上円了 いのうええんりょう 18931217 天則 6-6 p.1～4 [雑] [百] -
1177 米渓孝子美談 佐伯俊二著［批評］ べいけいこうしびだん　さえきしゅんじちょ 18931217 天則 6-6 p.38 孝に関する書の摘要 [雑] [百] -
1178 妖怪談(承前) ようかいだん　しょうぜん 三宅雄次郎 みやけゆうじろう 18931217 天則 6-6 p.5～7 [雑] [百] -
1179 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18931220 哲学館講義録 7学年7\8号(第4冊) [講] [東洋] -
1180 曹洞宗学林 そうとうしゅうがくりん 18931224 明教新誌 3346 p.4 [雑] [円] -
1181 カント略伝 哲学祭演説「天則」 井上円了著［紹介］ かんとりゃくでん　てつがくさいえんぜつ　てんそく　いのうええんりょうちょ　しょうかい 18931226 早稲田文学 54 p.101～102 [雑] [東洋] -
1182 『哲学館講義録』 第一冊 てつがくかんこうぎろく　だいいっさつ 18931226 早稲田文学 54 p.76 [雑] [東洋] -
1183 本館目的并専門科寄付金報告 ほんかんもくてきならびにせんもんかきふきんほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18940111 哲学館報告明治二十六年度(哲学館正科講義 p.3～6 哲学館 [所] [東洋] -
1184 忠孝活論 井上円了［紹介］ ちゅうこうかつろん　いのうええんりょう　しょうかい 18940112 早稲田文学 55 p.5 [雑] [東洋] -
1185 日本倫理学案 井上円了［紹介］ にほんりんりがくあん　いのうええんりょう　しょうかい 18940112 早稲田文学 55 p.2 [雑] [東洋] -
1186 哲学館報告 明治二十六年度 てつがくかんほうこく　めいじにじゅうろくねんど 磯江潤 いそえじゅん 18940113 哲学館 哲学館正科講義録 7号号外 [単] [国] - 7/24/99
1187 内地雑居論について教育家宗教家の注意を促す ないちざっきょについてきょういくかしゅうきょうかのちゅういをうながす 井上円了 いのうええんりょう 18940117 天則 7-1 p.5～11 [雑] [百] -
1188 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940120 哲学館講義録 7学年11\12号(第6冊) [講] [東洋] -
1189 明治二十六年の仏界を回顧す めいじにじゅうろくねんのぶっかいをかいこす 黙々居士 もくもくこじ 18940124 四明余霞 73 p.8～11 [雑] [円] -
1190 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940205 哲学館講義録 7学年13\14号(第7冊) [講] [東洋] -
1191 碧巖第二則趙州至道無難話提唱 へきがんだいにそくしょうしゅうしどうぶなんわていしょう 大内青巒 おおうちせいらん 18940210 哲学雑誌 9-84 p.89～102 [雑] [東洋] -
1192 記憶術講義 きおくじゅつこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18940215 哲学館 増補版は明治28年5月 [単] [東洋] -
1193 再び新年変更の議案を掲けて満天下の賛成を得んとす ふたたびしんねんへんこうのぎあんをかかげてまんてんかのさんせいをえんとす 井上円了 いのうええんりょう 18940217 天則 7-2 p.17～22 [雑] [百] -
1194 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940220 哲学館講義録 7学年15\16号(第8冊) [講] [東洋] -
1195 井上円了 記憶術講義［広告］ いのうええんりょう　きおくじゅつこうぎ　こうこく 18940222 朝日新聞 [新] [東洋] -
1196 ［「東洋哲学」創刊についての］祝詞 とうようてつがくそうかんについての　しゅくし 加藤弘之 かとうひろゆき 18940302 東洋哲学 1-1 p.2～3 [雑] [百] -
1197 ［「東洋哲学」創刊についての］祝詞 とうようてつがくそうかんについての　しゅくし 西村茂樹 にしむらしげき 18940302 東洋哲学 1-1 p.3～4 [雑] [百] -
1198 本誌発行旨趣 ほんしはっこうししゅ 18940302 東洋哲学 1-1 p.1～2 [雑] [東洋] -
1199 誰か謂ふ仏教徒は懐疑時代に入れりと(未完) だれかいうぶっきょうとはかいぎ 海野秀山生 18940304 明教新誌 3377 p.10～11 [雑] [円] -
1200 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940305 哲学館講義録 7学年17\18号(第9冊) [講] [東洋] -
1201 東洋哲学［紹介］ とうようてつがく　しょうかい 18940308 朝日新聞 [新] [東洋] -
1202 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18940309 朝日新聞 [新] [東洋] -
1203 東洋哲学会 とうようてつがくかい 18940315 正法輪 28 p.23 [雑] [東洋] -
1204 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940320 哲学館講義録 7学年19\20号(第10冊) [講] [東洋] -
1205 神道論(デーゴー氏)東洋哲学 しんとうろん　でーごーし　とうようてつがく 18940325 早稲田文学 60 p.76～77 [雑] [東洋] -
1206 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940405 哲学館講義録 7学年21\22号(第11冊) [講] [東洋] -
1207 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940420 哲学館講義録 7学年23\24号(第12冊) [講] [東洋] -
1208 釈尊降誕会 しゃそんごうたんえ 18940424 四明余霞 76 p.36 [雑] [円] -
1209 東洋哲学［紹介］ とうようてつがく　しょうかい 18940425 東洋学芸雑誌 11-151 p.200～201 [雑] [未] -
1210 東洋哲学会の釈尊降誕会 とうようてつがくかいのしゃくそんごうたんえ 18940502 東洋哲学 1-3 p.118 [雑] [百] -
1211 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18940505 朝日新聞 [新] [東洋] -
1212 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940505 哲学館講義録 7学年25\26号(第13冊) [講] [東洋] -
1213 甲州郡内妖怪事件取調報告 こうしゅうぐんないようかいじけんとりしらべほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18940508 朝日新聞 [新] [東洋] -
1214 甲州郡内妖怪事件取調報告(続) こうしゅうぐんないようかいじけんとりしらべほうこく　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18940509 朝日新聞 [新] [東洋] -
1215 甲州郡内妖怪事件取調報告(続) こうしゅうぐんないようかいじけんとりしらべほうこく　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 18940511 朝日新聞 [新] [東洋] -
1216 甲州郡内妖怪事件取調報告(完) こうしゅうぐんないようかいじけんとりしらべほうこく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18940512 朝日新聞 [新] [東洋] -
1217 我邦宗教改良の方案を提出して官民の注意を促さんとす わがくにしゅうきょうかいりょうのほうあんをていしゅつしてかんみんのちゅういをうながさんとす 井上円了 いのうええんりょう 18940517 天則 7-5 p.10～18 [雑] [百] -
1218 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940520 哲学館講義録 7学年27\28号(第14冊) [講] [東洋] -
1219 ［井上円了、東京中学移転に際し10月13日に説教する］ いのうええんりょう、とうきょうちゅうがくいてんにさいしじゅうがつじゅうさんにちにせっきょうする 18940525 本山事務報告 8 [雑] [東洋] -
1220 我邦宗教改良の方案を提出して官民の注意を促さんとす 井上円了『天則』［紹介］ わがくにしゅうきょうかいりょうのほうあんをていしゅつしてかんみんのちゅういをうながさんとす　いのうええんりょう　てんそく　しょうかい 18940525 早稲田文学 64 p.184 [雑] [東洋] -
1221 是真会大祝宴 ぜしんかいだいしゅくえん 18940526 明教新誌 3416 p.2 [雑] [円] -
1222 厭世教の必要 えんせいきょうのひつよう 井上円了 いのうええんりょう 18940599 仏教大家論集 5 p.83～87 [雑] [円] -
1223 排仏教(道徳国家及東亜問題 上) はいぶっきょう　どうとくこっかおよびとうあもんだいじょう 木村鷹太郎 きむらたかたろう 18940599 松栄堂 「国民之友」14-227に批評あり [単] [未] -
1224 東洋哲学\妖怪学講義録［広告］ とうようてつがく・ようかいがくこうぎろく　こうこく 18940608 朝日新聞 [新] [東洋] -
1225 仏教と哲学 ぶっきょうとてつがく 18940615 六合雑誌 162 p.50～53 [雑] [円] -
1226 妖怪学講義の分類 ようかいがくこうぎのぶんるい 井上円了 いのうええんりょう 18940617 天則 7-6 p.16～17 [雑] [百] -
1227 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940620 哲学館講義録 7学年31\32号(第16冊) [講] [東洋] -
1228 仏教青年夏期講習会 ぶっきょうせいねんかきこうしゅうかい 18940624 四明余霞 78 p.38 [雑] [円] -
1229 試験後の二日(上) しけんごのふつか　じょう 老川木螟 おいかわもくめい 18940628 明教新誌 3432 p.8～10 [雑] [円] -
1230 井上円了氏の妖怪研究 いのうええんりょうしのようかいけんきゅう 18940699 伝道新誌 7-5 p.29 [雑] [未] -
1231 仏教と日本国 ぶっきょうとにほんこく 井上円了 いのうええんりょう 18940699 仏教大家論集 6 p.84～89 [雑] [円] -
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1232 印度哲学諸派 いんどてつがくしょは 浅井豊久 あさいとよひさ 18940702 東洋哲学 1-5 p.173～180 [雑] [百] -
1233 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940705 哲学館講義録 7学年33\34号(第17冊) [講] [東洋] -
1234 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940720 哲学館講義録 7学年35\36号(第18冊) [講] [東洋] -
1235 試験問題 しけんもんだい 18940725 p.7～20 哲学館講義録 5学年27号 [講] [東洋] -
1236 哲学館卒業式 てつがくかんそつぎょうしき 18940802 東洋哲学 1-6 p.251 [雑] [東洋] -
1237 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940805 哲学館講義録 7学年37\38号(第19冊) [講] [東洋] -
1238 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18940810 朝日新聞 [新] [東洋] -
1239 国家学ト妖怪学トノ関係 こっかがくとようかいがくとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 18940815 国家学会雑誌 8-90 p.589～600 [雑] [東洋] -
1240 閲了［評辞］ えつりょう　ひょうじ 井上円了 いのうええんりょう 18940825 釈迦牟尼仏 森江商店 原薫山著 [所] [東洋] -
1241 東洋哲学\哲学館入学募集［広告］ とうようてつがく・てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18940905 朝日新聞 [新] [東洋] -
1242 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18940905 哲学館講義録 7学年41\42号(第21冊) [講] [東洋] -
1243 哲学館の近況 てつがくかんのきんきょう 18940908 明教新誌 3467 p.5 [雑] [円] -
1244 仏教史研究を聞て ぶっきょうしけんきゅうをききて 井上円了 いのうええんりょう 18940908 仏教史林 1-6 p.5～7 『円了講話集』所収 [雑] [円] -
1245 仏教家の注意 ぶっきょうかのちゅうい 井上円了 いのうええんりょう 18940910 明教新誌 3468 p.8～9 [雑] [円] -
1246 妖怪学と心理学との関係 ようかいがくとしんりがくとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 18940910 哲学雑誌 9-91 p.641～652 『甫水論集』に所収 [雑] [東洋] -
1247 天から石が降る てんからいしがふる 18940915 毎日新聞 『明治編年史』9 p.137 [新] [東洋] -
1248 哲学館始業式 てつがくかんしぎょうしき 18941002 東洋哲学 1-8 p.342 [雑] [東洋] -
1249 戦争哲学一斑 せんそうてつがくいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18941005 哲学書院 [単] [東洋] -
1250 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 18941005 哲学館講義録 7学年45\46号(第23冊) [講] [東洋] -
1251 中学講習会規則(即尋常中学科講義録規則) ちゅうがくこうしゅうかいきそく　すなわちじんじょうちゅうがくかこうぎろくきそく 18941009 p.29～34 尋常中学科講義録緒言 [講] [国] -
1252 中学講習会設立旨趣 ちゅうがくこうしゅうかいせつりつししゅ 18941009 p.9～12 尋常中学科講義録緒言 [講] [国] -
1253 勅語略解 ちょくごりゃっかい 井上円了 いのうええんりょう 18941009 p.13～28 尋常中学科講義録緒言 [講] [国] -
1254 哲学館正科講義録(即第八学年度講義録)［広告］ てつがくかんせいかこうぎろく　すなわちだいはちがくねんどこうぎろく　こうこく 18941009 巻末 尋常中学科講義録緒言 発行予定期間は明治27年11月5日から明治28年10月25日(第36号まで) [講] [国] -
1255 哲学館始業式 てつがくかんしぎょうしき 18941010 哲学雑誌 9-92 p.795 [雑] [東洋] -
1256 国家学ト妖怪学トノ関係(承前) こっかがくとようかいがくとのかんけい　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18941015 国家学会雑誌 8-92 p.811～826 [雑] [東洋] -
1257 戦争哲学一斑［紹介］ せんそうてつがくいっぱん　しょうかい 18941017 天則 7-10 p.31 [雑] [百] -
1258 仏教と日本国 ぶっきょうとにほんこく 井上円了 いのうええんりょう 18941099 仏教大家論集 9 p.54～59 [雑] [円] -
1259 哲学会の沿革 てつがくかいのえんかく Z.　T.　生 ぜっとてぃ－せい 18941102 東洋哲学 1-9 p.385～387 [雑] [東洋] - 7/24/99
1260 尋常中学科講義録\東洋哲学［広告］ じんじょうちゅうがくかこうぎろく・とうようてつがく　こうこく 18941103 朝日新聞 [新] [東洋] -
1261 尋常中学科講義録\哲学館正科講義録［広告］ じんじょうちゅうがくかこうぎろく・てつがくかんせいかこうぎろく　こうこく 18941129 朝日新聞 [新] [東洋] -
1262 哲学館の祝年会 てつがくかんのしゅくねんかい 18941218 朝日新聞 [新] [東洋] -
1263 井上円了 戦争哲学将棋［広告］ いのうええんりょう　せんそうてつがくしょうぎ　こうこく 18941226 朝日新聞 [新] [東洋] -
1264 耶蘇教熱心者の改心 やそきょうねっしんしゃのかいしん 18941228 明教新誌 3522 p.7 [雑] [円] -
1265 戦争哲学将棋 せんそうてつがくしょうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18941299 哲学書院 [単] [未] -
1266 東洋教育の研究に就きて とうようきょういくのけんきゅうにつきて 谷本富 たにもととめり 18950102 東洋哲学 1-11 p.451～458 [雑] [百] - 7/24/99
1267 本館目的併専門科寄付金報告［広告］ ほんかんもくてきならびにせんもんかきふきんほうこく　こうこく 18950102 東洋哲学 1-11 p.1 [雑] [百] -
1268 井上円了主筆となりて『東洋哲学』を出す いのうええんりょうしゅひつとなりてとうようてつがくをだす 18950110 早稲田文学 79 p.104 [雑] [東洋] -
1269 霊魂説 れいこんせつ 井上円了 いのうええんりょう 18950117 天則 8-1 p.30～32 [雑] [百] -
1270 題 東洋哲学［東洋哲学に題す］ 井上甫水［漢詩］ だい　とうようてつがく　いのうえほすい　かんし 井上円了 いのうええんりょう 18950202 東洋哲学 1-12 p.506 詞林 [雑] [東洋] -
1271 井上円了先生著書［広告］ いのうええんりょうせんせいちょしょ　こうこく 18950207 朝日新聞 [新] [東洋] -
1272 禅宗の将来に就て『禅宗』 井上円了［彙報］ ぜんしゅうのしょうらいについてぜんしゅう　いのうええんりょう　いほう 18950210 早稲田文学 81 p.148 [雑] [東洋] -
1273 霊魂説『天則』 井上円了［彙報］ れいこんせつてんそく　いのうええんりょう　いほう 18950210 早稲田文学 81 p.148 [雑] [東洋] -
1274 三たび新年変更の議案を提出す みたびしんねんへんこうのぎあんをていしゅつす 井上円了 いのうええんりょう 18950211 天則 8-2 p.24～27 [雑] [百] -
1275 国家学ト妖怪学トノ関係(承前) こっかがくとようかいがくとのかんけい　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18950215 国家学会雑誌 9-96 p.1～8 [雑] [東洋] -
1276 哲学館講義録［広告］ てつがくかんこうぎろく　こうこく 18950221 朝日新聞 [新] [東洋] -
1277 哲学館の軍人優待 てつがくかんのぐんじんゆうたい 18950222 明教新誌 3547 p.5 [雑] [円] -
1278 哲学館軍人優待方法 てつがくかんのぐんじんゆうたいほうほう 18950224 四明余霞 86 p.30 [雑] [円] -
1279 国家学と妖怪学との関係「東洋哲学」 井上円了［紹介］ こっかがくとようかいがくとのかんけい　とうようてつがく　いのうええんりょう　しょうかい 18950225 早稲田文学 82 p.163 [雑] [東洋] -
1280 印度外道諸派要集(未完) いんどげどうしょはようしゅう　みかん 井上甫水 いのうえほすい 18950302 東洋哲学 2-1 p.32～36 [雑] [東洋] -
1281 易論(未完) えきろん　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18950302 東洋哲学 2-1 p.6～14 「学芸志林」のものを訂正 [雑] [東洋] -
1282 哲学祭［雑報］ てつがくさい　ざっぽう 18950302 東洋哲学 2-1 p.39～43 [雑] [東洋] -
1283 横読及ひ縦読の利害 よこよみおよびたてよみのりがい 18950302 東洋哲学 2-1 p.43～45 [雑] [百] -
1284 新年制変更論 しんねんせいへんこうろん 井上円了 いのうええんりょう 18950303 井上円了 [単] [国] -
1285 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18950305 朝日新聞 [新] [東洋] -
1286 戦後の富国策(未完) せんごのふこくさく　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18950311 天則 8-3 p.24～31 [雑] [百] -
1287 日宗哲学序論 にっしゅうてつがくじょろん 井上円了 いのうええんりょう 18950312 哲学書院 [単] [東洋] -
1288 井上円了氏の新紀元論 いのうええんりょうしのしんきげんろん 18950315 正法輪 40 p.40 [雑] [東洋] -
1289 井上円了 日宗哲学序論［広告］ いのうええんりょう　にっしゅうてつがくじょろん　こうこく 18950321 朝日新聞 [新] [東洋] -
1290 新年制変更論 しんねんせいへんこうろん 井上円了 いのうええんりょう 18950324 四明余霞 87 p.10～13 [雑] [円] -
1291 易論『東洋哲学』 えきろん　とうようてつがく 18950325 早稲田文学 84 p.188 [雑] [東洋] -
1292 易論『東洋哲学』［紹介］ えきろん　とうようてつがく　しょうかい 18950325 早稲田文学 84 p.204 [雑] [東洋] -
1293 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18950406 朝日新聞 [新] [東洋] -
1294 戦後の富国策(承前) せんごのふこくさく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18950411 天則 8-4 p.8～17 [雑] [百] -
1295 新年制変更論(承前) しんねんせいへんこうろん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18950424 四明余霞 88 p.10～12 [雑] [円] -
1296 哲学会の義挙 てつがくかいのぎきょ 18950430 正法輪 41 p.59 [雑] [東洋] -
1297 井上円了 記憶術講義［広告］ いのうええんりょう　きおくじゅつこうぎ　こうこく 18950529 朝日新聞 [新] [東洋] -
1298 易論(完) えきろん　かん 井上円了 いのうええんりょう 18950602 東洋哲学 2-4 p.158～168 「学芸志林」のものを訂正 [雑] [東洋] -
1299 悉有仏性説 しつゆうぶっせいせつ 島地黙雷 しまじもくらい 18950602 東洋哲学 2-4 p.169～178 [雑] [百] -
1300 「戦争哲学」の名義に就て［雑報］ せんそうてつがくのめいぎについて 蓼山生 りょうざんせい 18950602 東洋哲学 2-4 p.188～189 『戦争哲学一斑』の批判 [雑] [東洋] -
1301 哲学館図書館［雑報］ てつがくかんとしょかん 18950602 東洋哲学 2-4 p.190 [雑] [東洋] -
1302 仏教一切蔵経購入有志寄付金募集趣意書 ぶっきょういっさいぞうきょうこうにゅう 井上円了 いのうええんりょう 18950602 東洋哲学 2-4 付録 [雑] [百] -
1303 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18950605 朝日新聞 [新] [東洋] -
1304 妖怪宅地の研究［円了妖怪研究］［記事］ ようかいたくちのけんきゅう 18950609 朝日新聞 [新] [東洋] -
1305 易論『東洋哲学』 えきろん　とうようてつがく 18950610 早稲田文学 89 p.294 [雑] [未] -
1306 哲学館講義録［広告］ てつがくかんこうぎろく　こうこく 18950611 朝日新聞 [新] [東洋] -
1307 井上文学士の妖怪研究 いのうえぶんがくしのようかいけんきゅう 18950624 四明余霞 90 p.32～33 [雑] [円] -
1308 ケーラス氏の『仏陀の福音』を読む けーらすしのぶったのふくいんをよむ 中西牛郎 なかにしうしお 18950624 四明余霞 90 p.14～16 [雑] [円] -
1309 仏教夏期講習会 ぶっきょうかきこうしゅうかい 18950624 四明余霞 90 p.31 [雑] [円] -
1310 仏教哲学とスピノザ哲学との比較一斑 ぶっきょうてつがくとすぴのざてつがくとのひかくいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18950699 禅宗 8 [雑] [未] -
1311 東洋学振興策并図書館設立案 とうようがくしんこうさくならびにとしょかんせつりつあん 井上円了 いのうええんりょう 18950702 東洋哲学 2-5 p.216～221 講演 [雑] [東洋] -
1312 仏教の夢説一斑(未完) ぶっきょうのむせついっぱん　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18950702 東洋哲学 2-5 p.213～216 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1313 仏教哲学史に就きて卑見を述ぶ ぶっきょうてつがくしにつきてひけんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 18950708 仏教史林 2-16 p.1～12 [雑] [円] -
1314 第四回青年仏教徒夏期講師会［彙報］ だいよんかいせいねんぶっきょうとかきこうしかい　いほう 18950710 早稲田文学 91 p.325～326 [雑] [東洋] -
1315 ［井上円了の学位論文調査委員選定］ いのうええんりょうのがくいろんぶんちょうさいいんせんてい 18950711 文科大学決議録 [雑] [未] -
1316 井上氏の妖怪研究 いのうえしのようかいけんきゅう 18950715 正法輪 44 p.41 [雑] [東洋] -
1317 哲学館学則の改正 てつがくかんがくそくのかいせい 18950724 朝日新聞 [新] [東洋] -
1318 仏教夏期学校 ぶっきょうかきがっこう 18950724 四明余霞 91 p.22～23 [雑] [円] -
1319 記憶を善くする秘伝に就て『朝日』 井上円了［紹介］ きおくをよくするひでんについて　あさひ　いのうええんりょう　しょうかい 18950725 早稲田文学 92 p.333 [雑] [東洋] -
1320 宗教会［紹介］ しゅうきょうかい　しょうかい 18950725 早稲田文学 92 p.338 彙報に『禅宗哲学』の紹介あり [雑] [東洋] -
1321 仏教哲学とスピノザ哲学との比較一斑『禅宗』 井上円了［彙報］ ぶっきょうてつがくとすぴのざてつがくとのひかくいっぱん　ぜんしゅう　いのうええんりょう　いほう 18950725 早稲田文学 92 p.334 [雑] [東洋] -
1322 哲学会中の仏教徒 てつがくかいちゅうのぶっきょうと 18950799 仏教 104 p.30～31 [雑] [円] -
1323 仏教の夢説一斑(承前 未完) ぶっきょうのむせついっぱん　しょうぜん　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18950802 東洋哲学 2-6 p.253～257 [雑] [東洋] -
1324 本館講師一覧［広告］ ほんかんこうしいちらん　こうこく 18950802 東洋哲学 2-6 p.2 [雑] [百] -
1325 仏教哲学史に就きて卑見を述ぶ(承前) ぶっきょうてつがくしにつきてひけんをのぶ　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 18950808 仏教史林 2-17 p.1～9 [雑] [円] -
1326 記憶術と失念術といずれか重要なるか きおくじゅつとしつねんじゅつといずれかじゅうようなるか 井上円了 いのうええんりょう 18950811 天則 8-8 p.30～34 [雑] [百] -
1327 失念術講義 しつねんじゅつこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 18950811 哲学館 一名忘憂忘苦忘病の新法 [単] [東洋] -
1328 東京哲学館 とうきょうてつがくかん 18950815 正法輪 45 p.36 [雑] [東洋] -
1329 失念術の必要 しつねんじゅつのひつよう 18950824 四明余霞 92 p.17 [雑] [円] -
1330 哲学館の学科改正 てつがくかんのがっかかいせい 18950824 四明余霞 92 p.41 [雑] [円] -
1331 真言の哲学是より漸く盛ならん「同等」［紹介］ しんごんのてつがくこれよりようやくさかんならん　どうとう　しょうかい 18950902 東洋哲学 2-7 p.321～322 [雑] [東洋] -
1332 仏教哲学とスピノザ哲学との比較「禅宗」［紹介］ ぶっきょうてつがくのすぴのざてつがくとのひかく　ぜんしゅう　しょうかい 18950902 東洋哲学 2-7 p.319～320 [雑] [東洋] -
1333 七不思議に就きて ななふしぎについいて 井上円了 いのうええんりょう 18950911 天則 8-9 p.33～35 不思議庵主人稿 [雑] [百] -
1334 哲学館の学科改正及始業式 てつがっかんのがっかかいせいおよびしぎょうしき 18951001 哲学雑誌 10-104 p.820 [雑] [東洋] -
1335 国家生存の最大基礎に就いて：東西両洋の比較 こっかせいぞんのさいだいきそについて：とうざいりょうようのひかく 加藤弘之 かとうひろゆき 18951002 東洋哲学 2-8 p.349～355 [雑] [百] -
1336 尋常中学科講義録\哲学館講義録［広告］ じんじょうちゅうがくかこうぎろく・てつがくかんこうぎろく　こうこく 18951002 朝日新聞 [新] [東洋] -
1337 哲学館始業式［雑報］ てつがくかんしぎょうしき　ざっぽう 18951002 東洋哲学 2-8 p.368～369 [雑] [東洋] -
1338 仏教の夢説一斑(承前 未完) ぶっきょうのむせついっぱん　しょうぜん　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18951002 東洋哲学 2-8 p.330～336 [雑] [東洋] -
1339 孔子誕生会［雑報］ こうしたんじょうえ　ざっぽう 18951102 東洋哲学 2-9 p.413～414 [雑] [百] -
1340 孔子誕生会に就いて こうしたんじょうえについて 日下寛 くさかひろし 18951102 東洋哲学 2-9 p.380～383 [雑] [百] - 7/24/99
1341 尋常中学科講義録\哲学館講義録［広告］ じんじょうちゅうがくかこうぎろく・てつがくかんこうぎろく　こうこく 18951103 朝日新聞 [新] [東洋] -
1342 東洋哲学［広告］ とうようてつがく　こうこく 18951103 朝日新聞 [新] [東洋] -
1343 井上円了 失念術講義 記憶術講義［広告］ いのうええんりょう　しつねんじゅつこうぎ　きおくじゅつこうぎ　こうこく 18951119 朝日新聞 [新] [東洋] -
1344 仏教文学の不振 ぶっきょうぶんがくのふしん 鈴木大拙居士 すずきだいせつこじ 18951224 四明余霞 96 p.5～7 [雑] [円] -
1345 余の所謂禅宗 よのいわゆるぜんしゅう 井上円了 いのうええんりょう 18959999 禅宗 4 [雑] [未] -
1346 「井上博士講論集」第二編［雑報］ いのうえはかせろんしゅう　だいにへん　ざっぽう 18960102 東洋哲学 2-11 p.513～514 [雑] [百] -
1347 印度外道諸派要集(未完) いんどげどうしょはようしゅう　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18960102 東洋哲学 2-11 p.507～510 [雑] [東洋] -
1348 謹て新年を祝し併せて期する所を述ふ つつしみてしんねんをしゅくしあわせてきするところをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 18960102 東洋哲学 2-11 p.469～473 図書館について言及演説 [雑] [東洋] -
1349 東洋図書館の設立に就き［雑報］ とうようとしょかんのせつりつにつき　ざっぽう 18960102 東洋哲学 2-11 p.515～516 [雑] [東洋] -
1350 明治二十八年度哲学館報告 めいじにじゅうはちねんどてつがくかんほうこく 井上円了 いのうええんりょう 18960102 東洋哲学 2-11 p.1～4 [雑] [百] -
1351 哲学界［彙報］ てつがくかい　いほう 18960105 早稲田文学 1 p.8～14 [雑] [東洋] -
1352 東洋図書館開設［雑報］ とうようとしょかんかいせつ　ざっぽう 18960115 彌天教報 14 p.31 [雑] [東洋] -
1353 印度外道諸派要集『東洋哲学』 井上円了［紹介］ いんどげどうしょはようしゅう　とうようてつがく　いのうええんりょう　しょうかい 18960122 早稲田文学 2 p.80 [雑] [東洋] -
1354 耶蘇教は仏教の所謂有神論にあらず『宗教』 井上円了［彙報］ やそきょうはぶっきょうのいわゆるゆうしんろんにあらず　しゅうきょう　いのうええんりょう　いほう 18960122 早稲田文学 2 p.76 [雑] [東洋] -
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1355 仏教各宗統計一斑 ぶっきょうかくしゅうとうけいいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 18960199 無尽燈 1-3 [雑] [未] -
1356 印度外道諸派要集(未完) いんどげどうしょはようしゅう　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18960202 東洋哲学 2-12 p.545～547 [雑] [東洋] -
1357 ［東洋大学科開設にともなう井上館主の寄附金募集活動と勝海舟氏の協力］［彙報］ とうようだいがくかかいせつにともなういのうえかんしゅきふきんぼしゅうかつどうとかつかいしゅうしのきょうりょく　いほう 18960202 東洋哲学 2-12 p.556 [雑] [百] -
1358 耶蘇教は仏教の所謂有神論にあらず「宗教」［紹介］ やそきょうはぶっきょうのいわゆるゆうしんろんにあらず　しゅうきょう　しょうかい 18960202 東洋哲学 2-12 p.556～557 [雑] [東洋] -
1359 哲学会職員及会員姓名録 てつがくかいしょくいんおよびかいいんせいめいろく 18960210 哲学雑誌 11-108 巻末 [雑] [東洋] -
1360 第六回仏教夏期講習会 だいろっかいぶっきょうかきこうしゅうかい 18960224 四明余霞 98 p.38 [雑] [円] -
1361 仏教因果論ニ就キテ(未完) ぶっきょういんがろんにつきて　みかん 井上円了 いのうええんりょう 18960302 東洋哲学 3-1 p.1～7 [雑] [東洋] -
1362 本願寺の衰亡(上) ほんがんじのすいぼう　じょう 白涛生 はくとうせい 18960314 国民之友 18-287 p.28～31 [雑] [円] -
1363 本願寺の衰亡(下) ほんがんじのすいぼう　げ 白涛生 はくとうせい 18960321 国民之友 18-288 p.26～28 [雑] [円] -
1364 印度孟買より来信［井上円了宛の大宮孝潤の書信］ いんどぼんべいよりらいしん　いのうええんりょうあてのおおみやこうじゅんのしょしん 18960402 東洋哲学 3-2 p.102～103 孟買はボンベイ [雑] [百] -
1365 釈尊降誕会［雑報］ しゃくそんごうたんえ　ざっぽう 18960402 東洋哲学 3-2 p.99～100 [雑] [百] -
1366 釈尊降誕及入滅年月考(未完) しゃくそんごうたんおよびにゅう 井上円了 いのうええんりょう 18960402 東洋哲学 3-2 p.91～96 [雑] [東洋] -
1367 須弥説研究ノ必要ヲ論ス しゃみせつけんきゅうのひつようをろ 井上円了 いのうええんりょう 18960402 東洋哲学 3-2 p.56～63 [雑] [東洋] -
1368 井上円了 妖怪学講義［広告］ いのうええんりょう　ようかいがくこうぎ 18960403 朝日新聞 [新] [東洋] -
1369 釈尊降誕会［哲学館］ しゃそんこうたんえ　てつがくかん 18960407 朝日新聞 [新] [東洋] -
1370 ［井上円了の学位論文審査会］ いのうええんりょうのがくいろんぶんしんさかい 18960415 文科大学決議録 東京大学文学部の議事録 [単] [未] -
1371 仏教因果論につきて『東洋哲学』 井上円了［彙報］ ぶっきょういんがろんにつきて　とうようてつがく　いのうええんりょう　いほう 18960415 早稲田文学 8 p.293 [雑] [東洋] -
1372 釈尊降誕会 しゃくそんごうたんえ 18960424 四明余霞 100 p.34 [雑] [円] -
1373 須弥説の再興を思て介石上人の再誕を望む しゃみｓてうのさいこうをおもいてかいせきしょうにんのさいたんをのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 18960424 四明余霞 100 p.9～11 [雑] [円] -
1374 釈尊降誕会の状況 しゃくそんこうたんえのじょうきょう 18960502 東洋哲学 3-3 p.150～152 [雑] [百] -
1375 釈尊降誕及入滅年月考(承前 完) しゃくそんごうたんおよびにゅうめつねんげつこう　しょうぜん　かん 井上円了 いのうええんりょう 18960502 東洋哲学 3-3 p.143～145 [雑] [東洋] -
1376 ［井上円了の学位論文審査会］ いのうええんりょうのがくいろんぶんしんさかい 18960506 文科大学決議録 [単] [未] -
1377 ［井上円了の学位論文審査会］ いのうええんりょうのがくいろんぶんしんさかい 18960513 文科大学決議録 [単] [未] -
1378 井上円了 妖怪学講義［広告］ いのうええんりょう　ようかいがくこうぎ　こうこく 18960522 朝日新聞 [新] [東洋] -
1379 須弥説の再興を思て介石上人の再誕を望む　井上円了「四明余霞」［紹介］ しゃみせつさいこうをおもいてかいせきしょうにんのさいたんをのぞむ　いのうええんりょう　よめいよか　しょうかい 18960602 東洋哲学 3-4 p.215 [雑] [東洋] -
1380 哲学館東洋大学科［雑報］ てつがくかんとうようだいがくか　ざっぽう 18960602 東洋哲学 3-4 p.215～216 [雑] [東洋] -
1381 ［井上円了の博士号の授与］ いのうええんりょうのはかせごうのじゅよ 18960609 官報 3882 [雑] [未] -
1382 学位授与式［井上円了に文学博士授与］ がくいじゅよしき　いのうええんりょうにぶんがくはかせじゅよ 18960609 朝日新聞 [新] [東洋] -
1383 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960611 朝日新聞 [新] [東洋] -
1384 井上円了学士著書総目録［広告］ いのうええんりょうがくしちょしょそうもくろく　こうこく 18960614 妖怪学講義 合本第1冊 巻頭 哲学館 日付は増補再版日 [所] [東洋] -
1385 妖怪学講義 合本第一冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいいっさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1386 妖怪学講義 合本第二冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいにさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1387 妖怪学講義 合本第三冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいさんさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1388 妖怪学講義 合本第四冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいよんさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1389 妖怪学講義 合本第五冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいごさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1390 妖怪学講義 合本第六冊 ようかいがくこうぎ　がっぽんだいろくさつ 井上円了 いのうええんりょう 18960614 哲学館 日付は増補再版日 [単] [東洋] -
1391 井上円了氏［文学博士となる］ いのうええんりょうし　ぶんがくはかせとなる 18960615 正法輪 55 p.34 [雑] [東洋] -
1392 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960618 朝日新聞 [新] [東洋] -
1393 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960624 朝日新聞 [新] [東洋] -
1394 博士号授与式 はかせごうじゅよしき 18960624 四明余霞 102 p.39～40 [雑] [円] -
1395 ［井上館主、文学博士学位授与祝賀会と記念寄付募金］［報一束］ いのうえかんしゅ、ぶんがくはかせがくいじゅよしゅくがかいときねんきふぼきん　ほういっそく 18960702 東洋哲学 3-5 p.259～260 [雑] [東洋] -
1396 時事漫吟二首［漢詩］ じじまんぎんにしゅ　かんし 沢鉄船 さわてっせん 18960702 東洋哲学 3-5 p.243 [雑] [百] - 7/24/99
1397 哲学館同窓会［広告］ てつがくかんどうそうかい　こうこく 18960702 東洋哲学 3-5 p.264 [雑] [東洋] -
1398 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960709 朝日新聞 [新] [東洋] -
1399 哲学館入学募集［広告］ てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960714 朝日新聞 [新] [東洋] -
1400 宗教東西の大相撲 しゅうきょうとうざいのおおずもう 井上円了 いのうええんりょう 18960724 四明余霞 103 p.10～12 [雑] [円] -
1401 哲学館学科改正 てつがくかんがっかかいせい 18960724 四明余霞 103 p.38～39 [雑] [円] -
1402 ロカ論師の事に就きて藤井宣正氏に質す ろかろんしのことにつきてふじいせんしょうしにただす 井上円了 いのうええんりょう 18960801 哲学雑誌 11-114 p.634～637 [雑] [東洋] -
1403 哲学館卒業式 てつがくかんそつぎょうしき 18960802 東洋哲学 3-6 p.313～316 [雑] [百] -
1404 三陸海嘯慈善書画展覧会 さんりくかいじょうじぜんしょうがてんらんかい 18960804 明教新誌 3804 p.5～6 [雑] [円] -
1405 哲学館学科改正［雑報］ てつがくかんがっかかいせい　ざっぽう 18960825 彌天教報 20 p.21 [雑] [東洋] -
1406 禁酒論 きんしゅろん 井上円了 いのうええんりょう 18960830 反省雑誌 11-8 p.5～7 『円了講話集』所収 [雑] [東洋] -
1407 ロカ論師の事に就きて藤井宣正氏に質す 井上円了『哲学雑誌』［紹介］ ろかろんしのことにつきてふじいせんしょうしにただす　いのうええんりょう　てつがくざっし　しょうかい 18960902 東洋哲学 3-7 p.367～368 [雑] [東洋] -
1408 井上円了 妖怪学講義\哲学館入学募集［広告］ いのうええんりょう　ようかいがくこうぎ・てつがくかんにゅうがくぼしゅう　こうこく 18960910 朝日新聞 [新] [東洋] -
1409 禁酒論 きんしゅろん 井上円了 いのうええんりょう 18960925 彌天教報 21 p.3～7 「反省雑誌」より転載 [雑] [東洋] -
1410 哲学館十周年始業式 てつがくかんじっしゅうねんしぎょうしき 18961001 哲学雑誌 11-116 p.851～852 [雑] [東洋] -
1411 印度外道の名数 いんどげどうのめいすう 井上円了 いのうええんりょう 18961002 東洋哲学 3-8 p.382～384 [雑] [東洋] -
1412 哲学館始業式 てつがくかんしぎょうしき 18961002 東洋哲学 3-8 p.411 [雑] [東洋] -
1413 孔夫子誕辰会［雑報］ こうふうしたんしんえ 18961102 東洋哲学 3-9 p.454～455 [雑] [百] -
1414 仏教渡来以前に於ける印度文化の東漸(未完) ぶっきょうとらいいぜんにおけるいんどぶんかのとうぜん　みかん 児島昌憲 こじままさのり 18961102 東洋哲学 3-9 p.449～454 [雑] [百] -
1415 有恒学舎開校式演説大意 ゆうこうがくしゃかいこうしきえんぜつたいい 井上円了 いのうええんりょう 18961102 東洋哲学 3-9 p.440～442 [雑] [東洋] -
1416 有恒学舎の開校［雑報］ ゆうこうがくしゃのかいこう　ざっぽう 18961102 東洋哲学 3-9 p.460～461 [雑] [百] -
1417 外道哲学［出版について］［紹介］ げどうてつがく　しゅっぱんについて　しょうかい 絹川生 けんせんせい 18961106 明教新誌 3850 p.6～7 [雑] [円] -
1418 井上円了 外道哲学［広告］ いのうええんりょう　げどうてつがく　こうこく 18961115 朝日新聞 [新] [東洋] -
1419 大谷派内雑爼 おおたにはないざっそ 上田生 うえだせい 18961122 明教新誌 3858 p.4 [雑] [円] -
1420 妖怪博士 ようかいはかせ 18961124 四明余霞 107 p.19 [雑] [円] -
1421 因縁奇話［雑報］ いんねんきわざっぽう 18961125 彌天教報 23 p.26～27 [雑] [東洋] -
1422 大谷派本願寺の改革と井上円了博士 おおたにはほんがんじのかいかくといのうええんりょうはかせ 18961128 明教新誌 3861 p.7 [雑] [円] -
1423 孔子誕辰会に就き こうしたんしんえにつき 杉浦重剛 すぎうらじゅうごう 18961202 東洋哲学 3-10 p.488～489 [雑] [百] -
1424 闍伊那派哲学(未完) じゃいなはてつがく　みかん 高橋重蔵 たかはしじゅうぞう 18961202 東洋哲学 3-10 p.469～476 [雑] [百] -
1425 仏教渡来以前に於ける印度文化の東漸(承前\未完) ぶっきょうとらいいぜんにおけるいんどぶんかのとうぜん　しょうぜん　みかん 児島昌憲 こじままさのり 18961202 東洋哲学 3-10 p.496～502 [雑] [百] -
1426 歩甫水井上博士題東洋哲学韻以呈博士詩［甫水井上博士、東洋哲学に題する韻の歩して、以て博士に呈するの詩］［漢詩］ ほほすいいのうえはかせだいとうようてつがくいんいていはかせし　かんし 石沢宇記 いしざわうき 18961202 東洋哲学 3-10 p.495 [雑] [東洋] -
1427 鬼門退治 きもんたいじ 井上円了 いのうええんりょう 18961210 朝日新聞 [新] [東洋] -
1428 鬼門退治(前承) きもんたいじ　ぜんしょう 井上円了 いのうええんりょう 18961211 朝日新聞 [新] [東洋] -
1429 鬼門退治(完) きもんたいじ　かん 井上円了 いのうええんりょう 18961212 朝日新聞 [新] [東洋] -
1430 駒込の火事［哲学館焼失］ こまごめのかじ　てつがくかんしょうしつ 18961215 朝日新聞 [新] [東洋] -
1431 哲学館焼失 てつがくかんしょうしつ 18961215 時事新報 『明治編年史』9 p.479,『明治ニュース事典』Ⅴ p.483 [新] [東洋] -
1432 哲学館の焼失 てつがくかんのしょうしつ 18961224 四明余霞 108 p.37 [雑] [円] -
1433 東本願寺 ひがしほんがんじ 18961224 四明余霞 108 p.28 [雑] [円] -
1434 教界時言の余白を藉りて哲学館出身大谷派僧侶諸君に檄す きょうかいじげんのよはくをかりててつがくかんしゅっしんおおたにはそうりょしょくんにげきす 井上円了 いのうええんりょう 18961225 教界時言 3 p.42～47 [雑] [円] -
1435 賀井上哲学館々主進博士書［井上哲学館々主の博士に進めらるるを賀するの書］［漢文］ がいのうえてつがくかんかんしゅしんはかせしょ　かんぶん 哲学館々生 てつがくかんかんせい 18970102 東洋哲学 3-11 p.527～528 10名による [雑] [百] -
1436 賀井上哲学館々主進博士書［井上哲学館々主の博士に進めらるるを賀するの書］ がいのうえてつがくかんかんしゅしんはかせしょ 18970102 東洋哲学 3-11 p.528～529 梅原譲、太田祐慶、荒木源理、内記龍舟 [雑] [百] -
1437 漢学専修科開設趣意書 かんがくせんしゅうかかいせつしゅいしょ 18970102 東洋哲学 3-11 p.547～549 [雑] [百] -
1438 哲学館出身大谷派僧侶諸君に檄告す てつがくかんしゅっしんおおたにはそうりょしょくんにげきこくす 井上円了 いのうええんりょう 18970102 東洋哲学 3-11 p.534～539 [雑] [百] -
1439 哲学館の焼失 てつがくかんのしょうしつ 18970102 東洋哲学 3-11 p.549～550 [雑] [百] -
1440 奉賀井上甫水先生栄進博士［井上甫水先生、博士に栄進せらるるを奉賀す］［漢詩］ ほうがいのうえほすいせんせいえいしんはかせ　かんし 18970102 東洋哲学 3-11 p.529 石井文囿、関下象峰、細野銀弥、上松宗範 [雑] [百] -
1441 守田宝丹翁の糸引を拝観して所感を述へ以て翁に贈る もりたほうたんおうのいとひきをはいかんしてしょかんをのべもっておうにおくる 井上円了 いのうええんりょう 18970102 東洋哲学 3-11 p.543 [雑] [百] -
1442 二十二日迄到着セシ請願書［哲学館出身］ にじゅうににちまでとうちゃくせしせいがんしょ　てつがくかんしゅっしん 18970112 革新運動日誌 愛知県柵尾町、光輪寺所蔵 [所] [円] -
1443 一月二十一日［記事］ いちがつにじゅういちにち　きじ 18970128 教界時言 4 p.50～51 [雑] [円] -
1444 一月二十日［記事］ いちがつはつか　きじ 18970128 教界時言 4 p.48～50 [雑] [円] -
1445 各国上京委員及有志者名簿 かっこくじょうきょういいんおよびゆうししゃめいぼ 18970128 教界時言 4 p.51～53 [雑] [円] -
1446 館主井上氏の檄に答ふ かんしゅいのうえしのげきにこたう 哲学館出身者 てつがくかんしゅっしんしゃ 18970128 教界時言 4 p.27～29 [雑] [円] -
1447 捧呈前日の集会 ほうていぜんじつのしゅうかい 18970128 教界時言 4 p.47～48 [雑] [円] -
1448 哲学館漢学専修科の現況 てつがくかんかんがくせんしゅうかのげんきょう 18970202 東洋哲学 3-12 p.592 [雑] [東洋] -
1449 哲学館出身生の大谷派革新運動 てつがくかんしゅっしんせいのおおたにはかくしんうんどう 18970202 東洋哲学 3-12 p.593 [雑] [東洋] -
1450 哲学館の御吊詞奉呈 てつがくかんのごちょうしほうてい 井上円了 いのうええんりょう 18970202 東洋哲学 3-12 p.591～592 皇太后崩御の漢詩 [雑] [百] -
1451 哲学館類焼ニ付天下ノ志士仁人ニ訴フ てつがくかんるいしょうにつきてかのししじんじんにうったう 井上円了 いのうええんりょう 18970202 東洋哲学 3-12 表2 [雑] [東洋] -
1452 哲学館専修科 てつがくかんせんしゅうか 18970210 哲学雑誌 12-120 p.178 [雑] [東洋] -
1453 ［教団革新運動への］井上円了氏電報 きょうだんかくしんうんどうへのいのうええんりょうしでんぽう 18970213 革新運動日誌 愛知県柵尾町、光輪寺所蔵 [所] [円] -
1454 大谷派改革［彙報］ おおたにはかいかく　いほう 18970216 早稲田文学 28 p.86～87 [雑] [東洋] -
1455 ［東本願寺、改革派、本願寺の要職を追われる］ ひがしほんがんじ、かいかくは、ほんがんじのようしょくをおわれる 18970218 日本新聞 『明治ニュース事典』Ⅴ p.697 [新] [百] -
1456 外道哲学(仏教哲学系統論 第1編) げどうてつがく　ぶっきょうてつがくけいとうろん　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 18970222 哲学館講義録出版部 [単] [東洋] -
1457 外道哲学［批評］ げどうてつがく　ひひょう 18970301 哲学雑誌 12-121 p.259 [雑] [東洋] -
1458 外道哲学 文学博士 井上円了君［寄贈］ げどうてつがく　ぶんがくはかせ　いのうええんりょうくん　きそう 18970310 哲学雑誌 12-121 p.276 [雑] [東洋] -
1459 外道哲学［紹介］ げどうてつがく　しょうかい 18970315 正法輪 64 p.29～30 [雑] [東洋] -
1460 ［井上先生の「漢学再興論」の紹介］［学海彙報一束］ いのうえせんせいのかんがくさいこうろんのしょうかい　がっかいいほういっそく 18970320 東洋哲学 4-1 p.56 [雑] [百] -
1461 外道哲学出づ げどうてつがくいづ 嗟吁生 さくせい 18970320 東洋哲学 4-1 p.47 [雑] [東洋] -
1462 極楽論 ごくらくろん 井上円了 いのうええんりょう 18970320 東洋哲学 4-1 p.5～9 [雑] [東洋] -
1463 剪糊録(未完) せんころく　みかん 鏡智生 きょうちせい 18970320 東洋哲学 4-1 p.38～42 [雑] [百] -
1464 妖怪学講義録の献上 ようかいがくこうぎろくのけんじょう 18970320 東洋哲学 4-1 p.44～45 [雑] [百] -
1465 安藤正純氏の入社 あんどうまさずみしのにゅうしゃ 18970328 教界時言 5 p.29 [雑] [円] -
1466 井上円了氏よりの［電報］ いのうええんりょうしよりのでんぽう 18970328 教界時言 5 p.28 [雑] [円] -
1467 ［革新同盟会の発会式を兼ねた懇話会］ かくしんどうめいかいのはっかいしきをかねたこんわかい 18970328 教界時言 5 p.27～28 [雑] [円] -
1468 各地方の動静［雑録］ かくちほうのどうせい　ざつろく 18970328 教界時言 5 p.42 [雑] [円] -
1469 東京の革新運動 とうきょうのかくしんうんどう 18970328 教界時言 5 p.30～31 [雑] [円] -
1470 哲学館の仏教専修科 てつがくかんのぶっきょうせんしゅうか 18970399 四明余霞 111 p.32～33 [雑] [円] -
1471 東洋哲学 とうようてつがく 18970405 日本人 40 p.59 [雑] [円] -
1472 ［見真大師の降誕会と真宗東京中学同窓会員と］［雑報］ けんしんだいしのこうたんえとしんしゅうとうきょうちゅうがくどうそうかいいんと　ざっぽう H.T. えいちてい 18970415 東洋哲学 4-2 p.107～108 [雑] [百] -
1473 剪糊録(完) せんころく　かん 鏡智生 きょうちせい 18970415 東洋哲学 4-2 p.94～97 [雑] [百] -
1474 東洋哲学第四編第一号［批評］ とうようてつがくだいよんぺんだいいちごう　ひひょう 18970415 六合雑誌 196 p.208 [雑] [円] -
1475 極楽論 ごくらくろん 18970424 四明余霞 112 p.17～18 [雑] [円] -
1476 極楽論『東洋哲学』 井上円了［紹介］ ごくらくろん　とうようてつがく　いのうええんりょう　しょうかい 18970501 早稲田文学 33 p.89 [雑] [東洋] -
1477 妖怪百談　井上円了［紹介］ ようかいひゃくだん　いのうええんりょう　しょうかい 18970501 反省雑誌 12-4 p.98 [雑] [東洋] -
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1478 宗教学の必要 しゅうきょうがくのひつよう 能海寛 のうみゆたか 18970512 東洋哲学 4-3 p.130～134 [雑] [百] - 7/24/99
1479 宗教の改革に就きて しゅうきょうのかいかくにつきて 井上円了 いのうええんりょう 18970512 東洋哲学 4-3 p.115～120 [雑] [東洋] -
1480 ［第六回釈尊降誕会と仏教専修科の開講式］［雑報］ だいろっかいしゃくそんごうたんえとぶっきょうせんしゅうかのかいこうしき　ざっぽう 鏡智生 きょうちせい 18970512 東洋哲学 4-3 p.157～159 [雑] [百] -
1481 哲学館教育学会記事 てつがくかんきょういくがっかいきじ 18970512 東洋哲学 4-3 p.159～160 [雑] [百] -
1482 仏教講義［紹介］ ぶっきょうこうぎ　しょうかい 18970512 東洋哲学 4-3 p.161～162 [雑] [百] -
1483 東洋哲学 とうようてつがく 18970520 日本人 43 p.55 [雑] [円] -
1484 仏教心理学 ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18970523 p.41～48 仏教専修科講義録 初学年4冊8号 [講] [東洋] -
1485 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970523 p.49～64 仏教専修科講義録 初学年4冊7号 [講] [東洋] -
1486 教学資金に就て きょうがくしきんにつきて 安藤正純 あんどうまさずみ 18970529 教界時言 7 p.10～15 [雑] [円] -
1487 宗教の改革につきて 井上円了［紹介］ しゅうきょうのかいかくにつきて　いのうええんりょう　しょうかい 18970601 早稲田文学 35 p.80 [雑] [東洋] -
1488 哲学館類焼ニ付天下ノ志士仁人ニ訴フ［広告］ てつがくかんるいしょうにつきてんかのししじんじんにうったう　こうこく 井上円了 いのうええんりょう 18970608 表4 仏教専修科講義録 初学年5冊10号 [講] [東洋] -
1489 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970608 p.65～80 仏教専修科講義録 初学年5冊10号 p65～69なし [講] [東洋] -
1490 哲学会 てつがくかい 18970610 哲学雑誌 12-124 p.553～554 [雑] [東洋] -
1491 ［大谷派本山は井上円了氏の哲学館を保護するの約をなすの噂］［記事］ おおたにはほんざんはいのうええんりょうしのてつがくかんをほごするのやくをなすのうわさ　きじ 18970620 太陽 3-13 p.80 [雑] [円] -
1492 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970623 p.81～96 仏教専修科講義録 初学年6冊12号 [講] [東洋] -
1493 哲学館の光栄［雑報］ てつがくかんのこうえい　ざっぽう 18970625 彌天教報 31 p.27 [雑] [東洋] -
1494 大谷派本山の賛衆に互撰せらるべき人名左の如し おおたにはほんざんのさんしゅうにごせんせらるべきじんめいさのごとし 18970629 教界時言 8 付録p.16 [雑] [円] -
1495 厳護法城を読む(承前) げんごほうじょうをよむ　しょうぜん 加藤生 かとうせい 18970629 教界時言 8 p.21～23 [雑] [円] -
1496 哲学の方面より下せる仏教上の観察「無尽燈」 井上円了著［彙報］ てつがくのほうめんよりくだせるぶっきょうじょうかんさつ　むじんとう　いのうええんりょうちょ　いほう 18970701 早稲田文学 37 p.19 [雑] [東洋] -
1497 ［井上円了氏、「禅宗」にて日本的禅宗の開立を唱える］［記事］ いのうええんりょうし、ぜんしゅうにてにほんてきぜんしゅうのかいりゅうをとなえる　きじ 18970705 太陽 3-14 p.79 [雑] [東洋] -
1498 ［井上円了博士と大谷派本山との間に哲学館保護云云の約成は事実無根なり］［正誤］ いのうええんりょうはかせとおおたにはほんざんとのあいだにてつがくかんほごうんぬんのやくせいはじじつむこんなり　せいご 18970705 東洋哲学 4-5 p.266 [雑] [百] -
1499 大谷派改革党遂に死せるか おおたにはかいかくとうついにしせるか 狂癡生 きょうちせい 18970705 東洋哲学 4-5 p.261 [雑] [百] -
1500 京華中学校［雑報］ けいかちゅうがっこう　ざっぽう 鏡智生 きょうちせい 18970705 東洋哲学 4-5 p.260 [雑] [百] -
1501 仏教心理学 ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18970708 p.49～64 仏教専修科講義録 初学年7冊 [講] [東洋] -
1502 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970708 p.97～112 仏教専修科講義録 初学年7冊 [講] [東洋] -
1503 哲学館拡張の要領 てつがくかんかくちょうのようりょう 18970718 明教新誌 3969 p.7 [雑] [円] -
1504 哲学館第七回卒業証書授与式 てつがくかんだいななかいそつぎょうしょうしょじゅよしき 18970718 明教新誌 3969 p.7 [雑] [円] -
1505 仏教心理学 ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18970723 p.65～72 仏教専修科講義録 初学年8冊16号 [講] [東洋] -
1506 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970723 p.113～128 仏教専修科講義録 初学年8冊15号 [講] [東洋] -
1507 議制会見聞録 ぎせいかいけんぶんろく 18970729 教界時言 9 p.29～37 賛衆\井上円成 [雑] [円] -
1508 議制局互撰賛衆 ぎせいきょくごせんさんしゅう 18970729 教界時言 9 p.16 [雑] [円] -
1509 議制局賛衆と同盟会員 ぎせいきょくさんしゅうとどうめいかいいん 18970729 教界時言 9 p.17～18 賛衆\井上円成 [雑] [円] -
1510 七月十八日 しちがつじゅうはちにち 18970729 教界時言 9 p.24 [雑] [円] -
1511 ［井上円成、賛衆となる］ いのうええんせい、さんしゅうとなる 18970730 本山報告 46 p.6 [雑] [東洋] -
1512 哲学書の著訳［彙報］ てつがくしょのちょやく　いほう 18970801 早稲田文学 39 p.57～58 [雑] [東洋] -
1513 加藤博士還暦祝賀に就きて［雑報］ かとうはかせかんれきしゅくがにつきて　ざっぽう 18970805 東洋哲学 4-6 p.311～312 発起者、井上円了、哲学館、東洋哲学会 [雑] [百] -
1514 哲学館懇親会及卒業式［雑報］ てつがくかんこんしんかいおよびそつぎょうしき　ざっぽう 18970805 東洋哲学 4-6 p.312～313 [雑] [百] -
1515 仏教心理学 ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18970808 p.73～88 仏教専修科講義録 初学年9冊17号 [講] [東洋] -
1516 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970808 p.129～144 仏教専修科講義録 初学年9冊18号 [講] [東洋] -
1517 仏教心理学 ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 18970823 p.89～104 仏教専修科講義録 初学年10冊20号 [講] [東洋] -
1518 仏教理科 ぶっきょうりか 井上円了 いのうええんりょう 18970823 p.145～160 仏教専修科講義録 初学年10冊19号 [講] [東洋] -
1519 東京留学生［雑報］ とうきょうりゅうがくせい　ざっぽう 18970826 彌天教報 32 p.28 [雑] [東洋] -
1520 議制会見聞録 ぎせいかいけんぶんろく 18970829 教界時言 10 p.24～36 [雑] [円] -
1521 厳護法城を読む(承前) げんごほうじょうをよむ　しょうぜん 加藤生 18970829 教界時言 10 p.12～13 [雑] [円] -
1522 仏教各宗本山の通幣を論じて内地雑居の準備に及ぶ ぶっきょうかくしゅうほんざんのつうへいをろんじてないちざっきょのじゅんびにおよぶ 井上円了 いのうええんりょう 18970905 太陽 3-18 p.10～15 [雑] [円] -
1523 秋風一陣 しゅうふういちじん 18970907 東洋哲学 4-7 p.366～367 [雑] [百] -
1524 贈井上君円了序［漢詩］ ぞういのうえくんえんりょうじょ　かんし 蒲生重章 がもうしげあきら 18970907 東洋哲学 4-7 p.349 [雑] [百] -
1525 一咄一喝［雑報］ いっとついっかつ　ざっぽう 18971009 東洋哲学 4-8 p.417～420 [雑] [百] -
1526 同盟会員の賛衆辞任［雑録］ どうめいかいいんのさんしゅうじにん　ざつろく 18971029 教界時言 12 p.37 井上円成 [雑] [円] -
1527 教育家宗教家内地雑居準備ニ対スル心得 きょういくかしゅうきょうかないちざっきょじゅんびにたいするこころえ 井上円了 いのうええんりょう 18971050 愛知県丹羽郡栄村、後藤関次郎 [単] [東洋] -
1528 哲学館落成式 てつがくかんらくせいしき 18971099 四明余霞 118 p.36 [雑] [円] -
1529 妖怪研究の結果；一名妖怪早わかり ようかいけんきゅうのけっか：いちめいようかいはやわかり 井上円了 いのうええんりょう 18971105 哲学館 [単] [東洋] -
1530 孔夫子誕生会 こうふうしたんじょうえ 18971109 東洋哲学 4-9 p.472～473 [雑] [百] -
1531 哲学館新築落成開館式詳報 てつがくかんしんちくらくせいしきかいかんしきしょうほう 18971109 東洋哲学 4-9 p.466～471 [雑] [百] -
1532 妖怪研究の結果；一名妖怪早わかり(1) ようかいけんきゅうのけっか：いちめいようかいはやわかり　いち 井上円了 いのうええんりょう 18971115 正法輪 72 p.21～26 [雑] [東洋] -
1533 妖怪研究の結果 きょうかいけんきゅうのけっか 井上円了 いのうええんりょう 18971124 四明余霞 119 p.13～17 [雑] [円] -
1534 加藤博士還暦祝賀報告 かとうはかせかんれきしゅくがかいほうこく 18971206 東洋哲学 4-10 p.529 [雑] [百] -
1535 暹羅の仏教事情 しゃむのぶっきょうじじょう 18971206 東洋哲学 4-10 p.523～524 [雑] [百] -
1536 祝哲学館新築開館式［哲学館新築会館式を祝う］［漢詩］ しゅくてつがくかんしんちくかいかんしき 西脇玉峯 にしわきぎょくほう 18971206 東洋哲学 4-10 p.505～506 [雑] [百] -
1537 哲学館秋季懇親会景況 てつがくかんしゅうきこんしんかいけいきょう 和水生 わすいせい 18971206 東洋哲学 4-10 p.527 [雑] [百] -
1538 本間俊明君を弔す ほんまとしあきくんをちょうす 18971206 東洋哲学 4-10 p.526～527 [雑] [百] -
1539 妖怪研究の結果；一名妖怪早わかり(2) ようかいけんきゅうのけっか：いちめいようかいはやわかり　に 井上円了 いのうええんりょう 18971217 正法輪 73 p.15～18 [雑] [東洋] -
1540 妖怪研究の結果 ようかいけんきゅうのけっか 井上円了 いのうええんりょう 18971224 四明余霞 120 p.8～12 [雑] [円] -
1541 哲学の方面より下せる仏教の観察 てつがくのほうめんよりくだせるぶっきょうのかんさつ 井上円了 いのうええんりょう 18979999 無尽燈 2-5 [雑] [未] -
1542 去年の夢 きょねんのゆめ 狂癡 きょうち 18980105 東洋哲学 5-1 p.51～52 [雑] [百] -
1543 内地雑居に対する教育家宗教家及び実業家の覚悟 ないちざっきょにたいするきょういくかしゅうきょうかおよびじつぎょうかのかくご 井上円了 いのうええんりょう 18980105 東洋哲学 5-1 p.10～16 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1544 ［日本主義と大谷派改革党］ にほんしゅぎとおおたにはかいかくとう 鏡智生 きょうちせい 18980105 東洋哲学 5-1 p.49～51 [雑] [百] -
1545 妖怪研究の結果；一名妖怪早わかり(3) ようかいけんきゅうのけっか：いちめいようかいはやわかり　さん 井上円了 いのうええんりょう 18980115 正法輪 74 p.17～19 [雑] [東洋] -
1546 教育と宗教 きょういくとしゅうきょう 18980120 太陽 4-2 p.248 [雑] [円] -
1547 内地雑居と仏教徒の心得 ないちざっきょとぶっきょうとのこころえ 18980120 太陽 4-2 p.249 [雑] [円] -
1548 内地雑居に対する教育家及び実業家の覚悟［紹介］ ないちざっきょにたいするきょういくかしゅうきょうかおよびじつぎょうかのかくご　しょうかい 18980120 太陽 14-2 [雑] [未] -
1549 内地雑居に対する教育家宗教家及び実業家の覚悟『東洋哲学』　井上円了［紹介］ ないちざっきょにたいするきょういくかしゅうきょうかおよびじつぎょうかのかくご　とうようてつがく　いのうええんりょう　しょうかい 18980203 早稲田文学 7-5 p.157 彙報 [雑] [東洋] -
1550 「教育と宗教と」［馬角録］ きょういくとしゅうきょうと　ばかくろく 18980205 東洋哲学 5-2 p.107 [雑] [百] -
1551 祭本間嶽南君文［本間嶽南君を祭るの文］［漢詩］ さいほんまごくなんくんぶん 石川二三造 いしかわふみぞう 18980205 東洋哲学 5-2 p.76 [雑] [百] -
1552 西人の日本文字改良論 せいじんのにほんもじかいりょうろん 桜郷 おうきょう 18980205 東洋哲学 5-2 p.92～93 [雑] [百] -
1553 仏教研究の三方面 ぶっきょうけんきゅうのさんほうめん 石峯 せきほう 18980205 東洋哲学 5-2 p.100～102 [雑] [百] -
1554 鬼門論 きもんろん 井上円了 いのうええんりょう 18980221 通俗絵入 妖怪百談 付録p.1～19 四聖堂 [所] [東洋] -
1555 通俗絵入 妖怪百談；一名偽怪百談 つうぞくえいり　ようかいひゃくだん；いちめいぎかいひゃくだん 井上円了 いのうええんりょう 18980221 四聖堂 付「鬼門論」、「読売新聞」掲載の〈偽怪百談〉を収録 [単] [東洋] -
1556 破唯物論；一名俗論退治 はゆいぶつろん；いちめいぞくろんたいじ 井上円了 いのうええんりょう 18980226 四聖堂 再版あり [単] [東洋] -
1557 肉食妻帯論 井上円了「禅宗」［紹介］ にくしょくさいたいろん　いのうええんりょう　ぜんしゅう　しょうかい 18980303 早稲田文学 7-6 p.183 [雑] [東洋] -
1558 教育学会第七例会記事［彙報］ きょういくがっかいだいしちれいかいきじ　いほう 18980305 東洋哲学 5-3 p.166～167 [雑] [百] -
1559 哲学館宗教会第一例会記事及び概則［彙報］ てつがくかんしゅうきょうかいだいいちれいかいきじおよびがいそく　いほう 18980305 東洋哲学 5-3 p.167 [雑] [百] -
1560 南枝破蕾一二三 なんしはらいいちにさん 狂癡 きょうち 18980305 東洋哲学 5-3 p.161～163 [雑] [百] -
1561 破唯物論［紹介］ はゆいぶつろん　しょうかい 18980320 太陽 4-6 p.261～262 [雑] [円] -
1562 仏教心理学(完) ぶっきょうしんりがく　かん 井上円了 いのうええんりょう 18980323 p.169～172 仏教専修科講義録 初学年24冊48号 目次 [講] [東洋] -
1563 仏教理科(完) ぶっきょうりか　かん 井上円了 いのうええんりょう 18980323 p.273～274 仏教専修科講義録 初学年24冊47号 目次 [講] [東洋] -
1564 倫理学上の私見 りんりがくじょうのしけん 井上円了 いのうええんりょう 18980325 早稲田学報 13 [雑] [未] -
1565 哲学館尋常中学設立旨趣 てつがくかんじんじょうちゅうがくせつりつししゅ 18980399 四明余霞 123 p.35～36 [雑] [円] -
1566 教育学会第八例会記事［彙報］ きょういくがっかいだいはちれいかいきじ　いほう 18980405 東洋哲学 5-4 p.220 [雑] [百] -
1567 近代日本とキリスト教 明治編 きんだいにほんときりすときょう　めいじへん 久山康(編) ひさやまやすし 18980405 p.173～174 基督教学徒兄弟社 [単] [東洋] -
1568 通俗絵入妖怪百談［批評］ つうぞくえいりようかいひゃくだん　ひひょう 18980405 東洋哲学 5-4 p.219 [雑] [東洋] -
1569 東洋哲学会第九例会記事［彙報］ とうようてつがくかいだいきゅうれいかいきじ　いほう 18980405 東洋哲学 5-4 p.219～220 [雑] [百] -
1570 破唯物論［批評］ はゆいぶつろん　ひひょう 18980405 東洋哲学 5-4 p.218～219 [雑] [東洋] -
1571 破唯物論［紹介］ はゆいぶつろん　しょうかい 18980410 哲学雑誌 13-134 [雑] [未] -
1572 破唯物論［批評］ はゆいぶつろん　ひひょう 18980410 国民之友 22-368 p.126～127 [雑] [東洋] -
1573 通俗絵入妖怪百談 井上円了著［書評］ つうぞくえいりようかいひゃくだん　いのうええんりょうちょ　しょひょう 18980420 日本人 65 p.45 [雑] [円] -
1574 破唯物論 井上円了氏著［批評］ はゆいぶつろん　いのうええんりょうしちょ　ひひょう 18980425 六合雑誌 208 p.88～89 [雑] [円] -
1575 破唯物論［批評］ はゆいぶつろん　ひひょう 桂華生 けいかせい 18980499 反省雑誌 13-4 p.75～76 [雑] [東洋] -
1576 通俗絵入妖怪百談［批評］ つうぞくえいりようかいひゃくだん　ひひょう 18980499 反省雑誌 13-4 p.77 [雑] [東洋] -
1577 倫理学上の私見『早稲田学報』［彙報］ りんりがくじょうのしけん　わせだがくほう　いほう 18980503 早稲田文学 7-8 p.231 [雑] [東洋] -
1578 教育学会第九例会記事［彙報］ きょういくがっかいだいきゅうれいかいきじ　いほう 18980505 東洋哲学 5-5 p.271 [雑] [百] -
1579 昨非今是 さくひこんぜ 狂癡 きょうち 18980505 東洋哲学 5-5 p.269～271 [雑] [百] -
1580 釈尊降誕会［彙報］ しゃそんごうたんえ　いほう 18980505 東洋哲学 5-5 p.271 [雑] [百] -
1581 宗教条例を如何せむ しゅうきょうじょうれいをいかにせむ 井上円了 いのうええんりょう 18980505 東洋哲学 5-5 p.253～254 [雑] [東洋] -
1582 破唯物論を読む［批評］ はゆいぶつろんをよむ　ひひょう 元良勇次郎 もとらゆうじろう 18980510 哲学雑誌 13-135 p.390～396 [雑] [東洋] -
1583 仏教改革私見 ぶっきょうかいかくしけん 井上円了 いのうええんりょう 18980524 四明余霞 125 p.4～7 [雑] [円] -
1584 宗教制度の変遷に就きて しゅうきょうせいどのへんせんにつきて 井上円了 いのうええんりょう 18980599 反省雑誌 13-5 p.11～13 [雑] [東洋] -
1585 怪とは何ぞ：「妖怪百談に序す」 かいとはなんぞ：ようかいひゃくだんにじょす 大内青巒 おおうちせいらん 18980605 東洋哲学 5-6 p.299～300 [雑] [百] -
1586 哲学館遠足会［彙報］ てつがくかんえんそくかい　いほう 18980605 東洋哲学 5-6 p.321 [雑] [百] -
1587 教育的世界観及人生観；一名教育家安心論 きょういくてきせかいかんおよびじんせいかん；いちめいきょういくかあんしんろん 井上円了 いのうええんりょう 18980615 金港堂書籍 [単] [東洋] -
1588 仏教改革私見 ぶっきょうかいかくしけん 井上円了 いのうええんりょう 18980699 四明余霞 126 p.11～15 [雑] [円] -
1589 宗教学会第四例会記事［彙報］ しゅうきょうがっかいだいよんれいきじ　いほう 18980705 東洋哲学 5-7 p.373 [雑] [百] -
1590 第七回夏期講習会開設［彙報］ だいななかいかきこうしゅうかいかいせつ　いほう 18980705 東洋哲学 5-7 p.373 [雑] [百] -
1591 印度哲学綱要 いんどてつがくこうよう 井上円了 いのうええんりょう 18980716 金港堂書籍 付「試験問題」 [単] [東洋] -
1592 教育的世界観及人生観、一名教育家安心論［批評］ きょういくてきせかいかんおよびじんせいかん、いちめいきょういくかあんしんろん　ひひょう 18980805 東洋哲学 5-8 p.424 [雑] [東洋] -
1593 武幹事送別会［彙報］ たけかんじそうべつかい　いほう 18980805 東洋哲学 5-8 p.425 [雑] [百] -
1594 哲学館懇親会［彙報］ てつがくかんこんしんかい　いほう 18980805 東洋哲学 5-8 p.425 [雑] [百] -
1595 哲学館卒業式［彙報］ てつがくかんそつぎょうしき　いほう 18980805 東洋哲学 5-8 p.425 [雑] [百] -
1596 哲学館卒業生の送別会［彙報］ てつがくかんそつぎょうせいのそうべつかい　いほう 18980805 東洋哲学 5-8 p.425～426 [雑] [百] -
1597 妖怪学講義録 ようかいがくこうぎろく 井上円了 いのうええんりょう 18980850 佐渡教育会 佐渡尋常中学校に於ける第4回夏期講習会 [単] [東洋] -
1598 涼風不断夏如秋［涼風断たず夏秋の如し］ りょうふうふだんかじょしゅう 狂癡 きょうち 18980905 東洋哲学 5-9 p.474～477 [雑] [百] -
1599 列伝体西洋哲学小史［批評］ れつでんたいせいようてつがくしょうし　ひひょう 18980905 東洋哲学 5-9 p.477～478 [雑] [百] -
1600 鬼門の迷信を弁じて小学教育の参考となす きもんのめいしんをべんじてしょう 井上円了 いのうええんりょう 18980915 教育時論 483 p.5～9 [雑] [円] -
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1601 月色虫声一様秋［月色虫声一様の秋］ げっしょくちゅうせいいちようしゅう 18981005 東洋哲学 5-10 p.528～532 [雑] [百] -
1602 大乗仏教論の懸賞論文募集 だいじょうぶっきょうろんのけんしょうろんぶんぼしゅう 18981005 東洋哲学 5-10 p.534 [雑] [百] -
1603 哲学館教育学会記事 てつがくかんきょういくがっかいきじ 18981005 東洋哲学 5-10 p.533 [雑] [百] -
1604 印度哲学綱要 井上円了著［批評］ いんどてつがくこうよう　いのうええんりょうちょ　ひひょう 18981105 東洋哲学 5-11 p.588 [雑] [百] -
1605 京北尋常中学認可 けいほくじんじょうちゅうがくにんか 18981105 東洋哲学 5-11 p.589 [雑] [百] -
1606 哲学館孔子誕生会 てつがくかんこうしたんじょうえ 18981105 東洋哲学 5-11 p.589 [雑] [百] -
1607 哲学館生徒懇親会 てつがくかんせいとこんしんかい 18981105 東洋哲学 5-11 p.589 [雑] [百] -
1608 僧弊改良論 そうへいかいりょうろん 井上円了 いのうええんりょう 18981111 森江書店 [単] [東洋] -
1609 印度哲学綱要 いんどてつがくこうよう 井上円了 いのうええんりょう 18981124 四明余霞 131 p.17 [雑] [円] -
1610 日本仏教史綱(上) にほんぶっきょうしこう　じょう 村上専精 むらかみせんしょう 18981124 四明余霞 131 p.17～18 [雑] [円] -
1611 僧弊改良論 春秋 そうへいかいりょうろん　しゅんじゅう 18981205 東洋哲学 5-12 p.637～639 [雑] [東洋] -
1612 『破唯物論』を読む はゆいぶつろんをよむ 野々村直太郎 ののむらなおたろう 18981205 東洋哲学 5-12 p.601～605 [雑] [百] -
1613 破破唯物論［批評］ はゆいぶつろん　ひひょう 加藤弘之 かとうひろゆき 18981210 哲学雑誌 13-142 [雑] [未] -
1614 中等倫理書 巻一 ちゅうとうりんりしょ　まきいち 井上円了 いのうええんりょう 18981212 集英堂 全5冊、改訂版は明治34年10月 [単] [京] -
1615 中等倫理書 巻二 ちゅうとうりんりしょ　まきに 井上円了 いのうええんりょう 18981212 集英堂 [単] [京] -
1616 中等倫理書 巻三 ちゅうとうりんりしょ　まきさん 井上円了 いのうええんりょう 18981212 集英堂 [単] [東洋] -
1617 中等倫理書 巻四 ちゅうとうりんりしょ　まきよん 井上円了 いのうええんりょう 18981212 集英堂 [単] [東洋] -
1618 中等倫理書 巻五 ちゅうとうりんりしょ　まきご 井上円了 いのうええんりょう 18981212 集英堂 [単] [京] -
1619 仏教改革私見 ぶっきょうかいかくしけん 井上円了 いのうええんりょう 18989999 三宝叢誌 169 [雑] [未] -
1620 政教時報の発行を祝す せいきょうじほうのはっこうをしゅくす 井上円了 いのうええんりょう 18990101 政教時報 1 付録p.3 [雑] [東洋] -
1621 東洋学の真相 とうようがくのしんそう 井上円了 いのうええんりょう 18990105 東洋哲学 6-1 p.5～9 『甫水論集』所収 [雑] [百] -
1622 哲学館 てつがくかん 18990107 東京入学便覧 p.12～14 長井庄吉 入学案内、第4版 [所] [百] -
1623 井上円了氏の仏教改革談 いのうええんりょうしのぶっきょうかいかくだん 18990115 政教時報 2 p.7～8 [雑] [東洋] -
1624 大乗非仏説論の可否に就て だいじょうひぶっせつろんのかひについて 井上円了 いのうええんりょう 18990115 仏教 146 p.23～25 [雑] [円] -
1625 円了博士の改革説 えんりょうはかせのかいかくせつ 18990199 中央公論 14-1 p.63～64 [雑] [東洋] -
1626 昨今の一大問題：公認教の可否を論して監獄問題に及ぶ さっこんのいちだいもんだい：こうにんきょうのかひをろんじてかんごくもんだいにおよぶ 井上円了 いのうええんりょう 18990199 中央公論 14-1 p.25～27 非僧非俗道人 [雑] [東洋] -
1627 ［仏教界の人物論、井上円了］［記事］ ぶっきょうかいのじんぶつろん、いのうええんりょう　きじ 妖星泊老怪 ようせいはくろうかい 18990199 中央公論 14-1 p.64～66 [雑] [東洋] -
1628 僧弊改良論［紹介］ そうへいかいりょうろん　しょうかい 18990205 太陽 5-3 p.258 [雑] [円] -
1629 哲学館漢学専修科生懇親会 てつがくかんかんがくせんしゅうかせいこんしんかい 18990205 東洋哲学 6-2 p.101 [雑] [百] -
1630 円了博士の仏教改革談 えんりょうはかせのぶっきょうかいかくだん 18990215 正法輪 87 p.31 [雑] [東洋] -
1631 公認教に関する意見 こうにんきょうにかんするいけん 井上円了 いのうええんりょう 18990215 政教時報 4 p.2～3 [雑] [東洋] -
1632 西洋哲学者年表 せいようてつがくしゃねんぴょう 井上円了 いのうええんりょう 18990218 通俗講談言文一致 哲学早わかり 付録p.1～19 開発社 [所] [東洋] -
1633 通俗講談言文一致 哲学早わかり つうぞくこうだんげんぶんいっち　てつがくはやわかり 井上円了 いのうええんりょう 18990218 開発社 附「西洋哲学者年表」 [単] [東洋] -
1634 ［京北尋常中学校の開校］［記事］ けいほくじんじょうちゅうがっこうのかいこう　きじ 18990220 太陽 5-4 p.246 [雑] [円] -
1635 京北尋常中学の設立 けいほくじんじょうちゅうがくのせつりつ 18990224 四明余霞 34 p.31～32 [雑] [円] -
1636 井上円了氏曰く［記事］ いのうええんりょうしいわく　きじ 18990299 中央公論 14-2 p.61 [雑] [東洋] -
1637 ［京北中学設立のニュース］ けいほくちゅうがくせつりつのにゅうす 18990299 中央公論 14-2 p.73 [雑] [東洋] -
1638 仏耶両教に於ける聖教主義 ぶつやりょうきょうにおけるせいきょうしゅぎ 18990299 太陽 5-4 p.59～60 [雑] [円] -
1639 大日本仏教青年会臨時会 だいにほんぶっきょうせいねんかいりんじかい 18990301 政教時報 5 p.10～11 [雑] [東洋] -
1640 ［井上円了と日本主義］［記事］ いのうええんりょうとにほんしゅぎ　きじ 変鉄 へんてつ 18990305 東洋哲学 6-3 p.150～153 [雑] [百] -
1641 ［井上円了の「公認教に関する意見」の転載］［記事］ いのうええんりょうのこうにんきょうにかんするいけんのてんさい　きじ 18990305 東洋哲学 6-3 p.152 [雑] [百] -
1642 ［日本哲学界唯一の雑誌と卒業論文］［記事］ にほんてつがくかいゆいいつのざっしとそつぎょうろんぶん　きじ 18990305 東洋哲学 6-3 p.150 [雑] [百] -
1643 年号制改変説 ねんごうせいかいへんせつ 井上円了 いのうええんりょう 18990305 東洋哲学 6-3 p.107～110 [雑] [東洋] -
1644 諸種の国家主義 しょしゅのこっかしゅぎ 中島徳蔵 なかじまとくぞう 18990315 六合雑誌 219 p.1～7 [雑] [円] -
1645 年号制改変説 ねんごうせいかいへんせつ 井上円了 いのうええんりょう 18990320 太陽 5-6 p.246 [雑] [円] -
1646 大乗非仏説論の論拠及び其弱点(第一緒論) だいじょうひぶっせつろんのろんきょおよびそのじゃくてん　だいいちしょろん 18990324 四明余霞 135 p.2～10 [雑] [円] -
1647 通俗講談言文一致『哲学早わかり』［広告］ つうぞくこうだんげんぶんいっち　てつがくはやわかり　こうこく 18990325 東洋学芸雑誌 16-210 巻末 [雑] [未] -
1648 第八回釈尊降誕会 だいはっかいしゃくそんごうたんえ 18990401 政教時報 7 p.18 [雑] [東洋] -
1649 仏教講習科［彙報］ ぶっきょうこうしゅうか　いほう 18990405 東洋哲学 6-4 p.202 [雑] [百] -
1650 仏教大意 ぶっきょうたいい 井上円了 いのうええんりょう 18990408 p.1～8 仏教普通科講義 1 [講] [東洋] -
1651 仏教普通科講義発行旨趣 ぶっきょうふつうかこうぎはっこうししゅ 井上円了 いのうええんりょう 18990408 p.1～9 仏教普通科講義 1 [講] [東洋] -
1652 我国に於ける東洋学界の沿革 わがくににおけるとうようがっかいのえんかく 18990408 p.11～14 仏教普通科講義 1 [講] [東洋] -
1653 釈尊降誕会 しゃくそんごうたんえ 18990415 政教時報 8 p.14～15 [雑] [東洋] -
1654 諸種の国家主義(承前) しょしゅのこっかしゅぎ　しょうぜん 中島徳蔵 なかじまとくぞう 18990415 六合雑誌 220 p.9～19 [雑] [円] -
1655 通俗講義 霊魂不滅論 つうぞくこうぎ　れいこんふめつろん 井上円了 いのうええんりょう 18990427 南江堂書店 非僧非俗道人、附「霊魂集説」 [単] [東洋] -
1656 霊魂集説 れいこんしゅうせつ 井上円了 いのうええんりょう 18990427 通俗講義 霊魂不滅論 p.159～191 南江堂書店 付録 [所] [東洋] -
1657 井上円了［評論］ いのうええんりょう　ひょうろん 18990499 中央公論 14-4 p.57 [雑] [未] -
1658 関西仏教青年会降誕会 かんさいぶっきょうせいねんかいごうたんえ 18990501 政教時報 9 p.14 [雑] [東洋] -
1659 和順会の支部 わじゅんかいのしぶ 18990501 政教時報 9 p.10 [雑] [東洋] -
1660 新博士の祝賀会［彙報］ しんはかせのしゅくがかい　いほう 18990505 東洋哲学 6-5 p.256 [雑] [百] -
1661 ［仏教青年会の釈尊降誕会における、井上博士の頒布物］［時言］ ぶっきょうせいねんかいのしゃくそんごうたんえにおける、いのうえはかせのはんぷぶつ　じげん 18990505 東洋哲学 6-5 p.250～253 [雑] [百] -
1662 仏教普通科講義［時言］ ぶっきょうふつうかこうぎ　じげん 18990505 東洋哲学 6-5 p.255 [雑] [百] -
1663 明治十二傑投票 めいじじゅうにけつとうひょう 18990505 太陽 5-10 p.268 [雑] [円] -
1664 唯我独尊の説 ゆいがどくそんのせつ 井上円了 いのうええんりょう 18990505 東洋哲学 6-5 p.205～209 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1665 大乗非仏説論拠及其弱点 だいじょうひぶっせつろんきょおよびそのじゃくてん 18990524 四明余霞 37 p.1～6 [雑] [円] -
1666 南北佐久仏教同盟会の発会式 なんぼくさくぶっきょうどうめいかいのはっかいしき 18990601 政教時報 11 p.9 [雑] [東洋] -
1667 ［仏教徒信濃国民同盟会の運動］ ぶっきょうとしなのこくみんどうめいかいのうんどう 18990601 政教時報 11 p.9 [雑] [東洋] -
1668 ［井上博士の学問への不忠］［時言］ いのうえはかせのがくもんへのふちゅう　じげん 18990605 東洋哲学 6-6 p.300～301 [雑] [百] -
1669 哲学館近状［彙報］ てつがくかんきんじょう　いほう 18990605 東洋哲学 6-6 p.303 [雑] [百] -
1670 文科大学哲学科送別会［井上円了も発起人］ ぶんかだいがくてつがくかそうべつかい　いのうええんりょうもほっきにん 18990610 哲学雑誌 14-148 p.488～489 [雑] [東洋] -
1671 太陽名誉賛成員諸君姓名(1) たいようめいよさんせいいんしょくんせいめい　いち 18990615 太陽 臨時増刊号 明治十二傑 [雑] [東洋] -
1672 井上円了氏須彌説 いのうええんりょうししゅみせつ 18990699 中央公論 14-6 p.49 [雑] [未] -
1673 曰く録［評論］ いわくろく　ひょうろん 18990699 中央公論 14-6 p.49 井上円了に言及 [雑] [未] -
1674 ［井上円了、雑誌「三眼」の発行に賛同］［記事］ いのうええんりょう、ざっしさんがんのはっこうにさんどう　きじ 18990705 太陽 5-15 p.252 [雑] [円] -
1675 濫作と沈黙［時言］ らんさくとちんもく　じげん 後入斎 ごにゅうさい 18990705 東洋哲学 6-7 p.343～345 [雑] [百] -
1676 ［文部省、宗教学校に徴兵猶予などの特典を与えず］ もんぶしょう、しゅうきょうがっこうにちょうへいゆうよなどのとくてんをあたえず 18990706 東京日日新聞 『明治ニュース事典』Ⅵ p.759 [新] [百] -
1677 日本現時の哲学界 にほんげんじのてつがくかい 18990710 哲学雑誌 14-149 p.590 [雑] [東洋] -
1678 各宗同盟公法会 かくしゅうどうめいこうほうかい 18990715 政教時報 14 p.10 [雑] [東洋] -
1679 専門学の知識を普及せよ せんもんがくのちしきをふきゅうせよ 18990720 太陽 5-16 p.64～67 [雑] [円] -
1680 文学博士井上円了［内地雑居問題］ ぶんがくはかせいのうええんりょう　ないちざっきょもんだい 井上円了 いのうええんりょう 18990801 内地雑居ニ対スル諸大家ノ意見 p.181～197 広益図書 [所] [百] -
1681 唯我独尊の説(仏誕生会) ゆいがどくそんのせつ　ぶつごうたんえ 井上円了 いのうええんりょう 18990818 名家仏教演説集 p.188～196 鴻盟社 [所] [百] -
1682 吉田仏教同盟会発会式 よしだぶっきょうどうめいかいはっかいしき 18990901 政教時報 17 p.18～19 [雑] [東洋] -
1683 哲学館記事［彙報］ てつがくかんきじ　いほう 18990905 東洋哲学 6-9 p.447 [雑] [百] -
1684 東海佐野君墓表［漢文］ とうかいさのくんぼひょう　かんぶん 内田周平 うちだしゅうへい 18990905 東洋哲学 6-9 p.419 [雑] [百] -
1685 况翁石黒忠悳男の実歴談 きょうおういしぐろただのりだんのじつれきだん 18991005 太陽 5-22 p.27～37 [雑] [円] -
1686 哲学館記事［彙報］ てつがくかんきじ　いほう 18991010 東洋哲学 6-10 p.500 [雑] [百] -
1687 井上文学士の耶蘇教評論を読みて いのうえぶんがくしのやそきょうひょうろんをよみて 姉崎正治 あねざきまさはる 18991024 大家論集 基督教と仏教 p.100～110 法蔵館 「布教真宗」27 [所] [未] -
1688 宗教東西の大相撲 しゅうきょうとうざいのおおずもう 井上円了 いのうええんりょう 18991024 大家論集 基督教と仏教 p.86～91 法蔵館 [所] [未] -
1689 耶蘇教は仏教の所謂有神論にあらず やそきょうはぶっきょうのいわゆるゆうしんろんにあらず 井上円了 いのうええんりょう 18991024 大家論集 基督教と仏教 p.106～110 法蔵館 『宗教』より転載 [所] [未] -
1690 井上館主伊豆巡回日割予定［広告］ いのうえかんしゅいずじゅんかいひわりよてい　こうこく 18991108 仏教普通科講義 15 [講] [東洋] -
1691 哲学館の孔子誕生会の来歴［彙報］ てつがくかんのこうしたんじょうえのらいれき　いほう 井上円了 いのうええんりょう 18991108 p.11～12 仏教普通科講義 15 [講] [東洋] -
1692 布教の方法 ふきょうのほうほう 井上円了 いのうええんりょう 18991108 p.1～4 仏教普通科講義 15 [講] [東洋] -
1693 哲学館同窓会［彙報］ てつがくかんどうそうかい　いほう 18991110 東洋哲学 6-11 p.549 [雑] [百] -
1694 文科大学哲学科学生懇話会 ぶんかだいがくてつがくかがくせいこんわかい 18991110 哲学雑誌 14-153 p.898～899 [雑] [東洋] -
1695 ［伊東のしおりの］序 いとうのしおりのじょ 井上円了 いのうええんりょう 18991201 伊東のしおり；一名伊東新案内 p.2 伊東、精和堂 [所] [東洋] -
1696 ［井上館主が豆州地方に歓迎されることの異数］［時言］ いのうえかんしゅがずしゅうちほうにかんげいされることのいすう　じげん 18991210 東洋哲学 6-12 p.596～598 [雑] [百] -
1697 ［井上先生、豆州地方巡回］［書簡］ いのうえせんせい、ずしゅうちほうじゅんかい　しょかん 井上円了 いのうええんりょう 18991210 東洋哲学 6-12 p.600～601 [雑] [百] -
1698 宗教の将来に関する意見［批評］ しゅうきょうのしょうらいにかんするいけん　ひひょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 18991210 哲学雑誌 14-154 p.901～933 〈余が所謂宗教〉に関連 [雑] [東洋] -
1699 哲学会例会 てつがくかいれいかい 18991210 哲学雑誌 14-154 p.1003～1004 [雑] [東洋] -
1700 唯我独尊の説 ゆいがどくそんのせつ 井上円了 いのうええんりょう 18999999 伝統 13-4 「東洋哲学」6-5より転載 [雑] [未] -
1701 宗教の将来に関する意見 しゅうきょうのしょうらいにかんするいけん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19000103 太陽 6-1 p.132～133 [雑] [円] -
1702 漢字不可廃論 かんじふかはいろん 井上円了 いのうええんりょう 19000105 東洋哲学 7-1 p.11～16 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1703 紀元節祝賀会［広告］ きげんせつしゅくがかい　こうこく 19000108 表2 仏教普通科講義 19 [講] [東洋] -
1704 国字改良と宗教との関係 こくじかいりょうとしゅうきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19000108 p.1～4 仏教普通科講義 19 [講] [東洋] -
1705 ［井上円了の暦に関する意見］ いのうええんりょうのれきにかんするいけん 19000124 四明余霞 145 p.18 [雑] [円] -
1706 井上円了氏 いのうええんりょうし 19000199 中央公論 15-1 p.93～94 目録欄にあり [雑] [東洋] -
1707 漢字不可廃論［紹介］ かんじふかはいろん　しょうかい 19000205 太陽 6-2 p.134 [雑] [円] -
1708 国字改良の反対者 こくじかいりょうのはんたいしゃ 19000205 太陽 6-2 p.35～36 [雑] [円] -
1709 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 19000205 東洋哲学 7-2 p.102～104 [雑] [百] -
1710 西洋賢哲像伝 せいようけんてつぞうでん 井上円了 いのうええんりょう 19000212 哲学館 [単] [東洋] -
1711 井上博士の「宗教の将来に関する意見」に対する鄙見 いのうえはかせのしゅうきょうのしょうらいにかんするいけんにたいするひけん 根本莞爾 ねもとかんじ 19000215 六合雑誌 230 p.25～80 [雑] [円] -
1712 寺院維持法 じいんいじほう 井上円了 いのうええんりょう 19000223 p.1～4 仏教普通科講義 22 [講] [東洋] -
1713 国字改良論の三大誤 こくじかいりょうろんのさんだいあやまり 井上円了 いのうええんりょう 19000305 東洋哲学 7-3 p.109～113 [雑] [東洋] -
1714 哲学館同窓会記事 てつがくかんどうそうかいきじ 19000305 東洋哲学 7-3 p.149～151 [雑] [百] -
1715 井上円了さん［千聞一見録］ いのうええんりょうさん　せんぶんいっけんろく 耳目生 じもくせい 19000399 中央公論 15-3 p.73 [雑] [東洋] -
1716 国字改良論の三大誤［紹介］ こくじかいりょうろんのさんだいあやまり　しょうかい 19000401 太陽 6-4 [雑] [未] -
1717 講堂落成式［彙報］ こうどうらくせいしき　いほう 19000405 東洋哲学 7-4 p.203 [雑] [百] -
1718 第六例会並に灌仏会［彙報］ だいろくれいかいならびにかんぶつえ　いほう 19000405 東洋哲学 7-4 p.204 [雑] [百] -
1719 妖怪百談続編叙［妖怪百談続編の叙］［漢文］ ようかいひゃくだんぞくへんじょ　かんぶん 土屋弘 つちやひろし 19000405 東洋哲学 7-4 p.185 [雑] [百] - 7/24/99
1720 漢字不可廃論；一名国字改良論駁撃 かんじふかはいろん；いちめいこくじかいりょうろんはくげき 井上円了 いのうええんりょう 19000408 哲学館 [単] [東洋] -
1721 真怪論 しんかいろん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～3 [雑] [東洋] -
1722 妖怪学講義 巻之一上 総論 第一講定義編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいいっこうていぎへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～12 昭和59年5月20日に国書刊行会より全5巻で復刻 [雑] [東洋] -
1723 妖怪学講義 巻之一上 総論 第二講学科編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいにこうがっかへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.12～16 [雑] [東洋] -
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1724 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第一講天変編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいいっこうてんぺんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～16 [雑] [東洋] -
1725 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第一講偶合編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもん　だいいっこうぐうごうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～16 [雑] [東洋] -
1726 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第一講心象編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいいっこうしんしょうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～16 [雑] [東洋] -
1727 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第一講幽霊編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいいっこうゆうれいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～16 [雑] [東洋] -
1728 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000410 妖怪学雑誌 1 p.1～16 [雑] [東洋] -
1729 妖怪学雑誌広告［広告］ ようかいがくざっしこうこく　こうこく 19000410 妖怪学雑誌 1 表2 過般の広告に妖怪学講義とありしを雑誌と改む [雑] [東洋] -
1730 妖怪窟雑話 ようかいくつざつわ 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000410 妖怪学雑誌 1 p.3～5 [雑] [東洋] -
1731 妖怪研究会規則［広告］ ようかいけんきゅうかいきそく　こうこく 19000410 妖怪学雑誌 1 [雑] [東洋] -
1732 通俗絵入 続妖怪百談 つうぞくえいり　ぞくようかいひゃくだん 井上円了 いのうええんりょう 19000414 哲学書院 [単] [東洋] -
1733 人格論\井上博士を難ず じんかくろん・いのうえはかせをなんず 海老名弾正 えびなだんじょう 19000415 六合雑誌 232 p.32～40 [雑] [円] -
1734 中等女子修身書 巻ノ五 ちゅうとうじょししゅうしんしょ　まきのご 井上円了 いのうええんりょう 19000419 集英堂 [単] [東洋] -
1735 漢字不可廃論 かんじふかはいろん 井上円了 いのうええんりょう 19000424 四明余霞 148 p.4～8 『甫水論集』に収録 [雑] [円] -
1736 国字改良について こくじかいりょうについて 井上円了 いのうええんりょう 19000424 四明余霞 148 p.20～22 [雑] [円] -
1737 医療医薬を用いずして諸症を医治する方法を論ず(心理療法論) いりょういやくをもちいずしてしょしょうをいちするほうほうをろんず　しんりりょうほうろん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.1～2 [雑] [東洋] -
1738 妖怪学講義 巻之一上 総論 第二講学科編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいにこうがっかへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.17～24 [雑] [東洋] -
1739 妖怪学講義 巻之一上 総論 第三講関係編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいさんこうかんけいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.24～31 [雑] [東洋] -
1740 妖怪学講義 巻之一上 総論 第四講種類編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいよんこうしゅるいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.31～32 [雑] [東洋] -
1741 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第一講天変編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいいっこうてんぺんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.17～32 [雑] [東洋] -
1742 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第一講人体編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいいっこうじんたいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.1～16 [雑] [東洋] -
1743 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第一講心象編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいいっこうしんしょうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.17～28 [雑] [東洋] -
1744 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.28～32 [雑] [東洋] -
1745 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第一講幽霊編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいいっこうゆうれいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.17～32 [雑] [東洋] -
1746 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000425 妖怪学雑誌 2 p.1～16 [雑] [東洋] -
1747 妖怪窟雑話(第2回) ようかいくつざつわ　だいにかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000425 妖怪学雑誌 2 p.2～3 [雑] [東洋] -
1748 漢字不可廃論に対しての弥次馬 かんじふかはいろんにたいしてのやじうま 美妙斎 びみょうさい 19000426 国民新聞 『明治編年史』11 p.55～56,『明治ニュース事典』Ⅵ p.47 [新] [東洋] -
1749 国語調査会 こくごちょうさかい 19000501 太陽 6-6 p.35 [雑] [円] -
1750 東本願寺：宗教革新の新気運、村上専精氏の反抗 ひがしほんがんじ：しゅうきょうかくしんのしんきうん、むらかみせんしょうしのはんこう 19000501 太陽 6-6 p.31～35 [雑] [円] -
1751 灌仏会［彙報］ かんぶつえ　いほう 19000505 東洋哲学 7-5 p.253 [雑] [百] -
1752 続妖怪百談［批評］ ぞくようかいひゃくだん　ひひょう 19000505 東洋哲学 7-5 p.252 [雑] [百] -
1753 哲学館同窓会記事［彙報］ てつがくかんどうそうかいきじ　いほう 19000505 東洋哲学 7-5 p.254～256 [雑] [百] -
1754 ［医薬医療を用ひずして病気の全治したる実例を求む］［会告］ いりょういやくをもちいずしてびょうきのぜんちしたるじつれいをもとむ　かいこく 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 [雑] [東洋] -
1755 第十三学年第二学期生徒出席一覧表［記事］ だいじゅうさんがくねんだいにがっきせいとしゅっせきいちらんひょう　きじ 19000510 妖怪学雑誌 3 p.1～4 [雑] [東洋] -
1756 妖怪学講義 巻之一上 総論 第四講種類編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいよんこうしゅるいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.33～39 [雑] [東洋] -
1757 妖怪学講義 巻之一上 総論 第五講歴史編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいごこうれきしへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.39～48 [雑] [東洋] -
1758 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第一講天変編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいいっこうてんぺんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.33～48 [雑] [東洋] -
1759 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第一講偶合編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいいっこうぐうごうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.17～32 [雑] [東洋] -
1760 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもんだいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.33～48 [雑] [東洋] -
1761 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第一講幽霊編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいいっこうゆうれいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.33～48 [雑] [東洋] -
1762 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.17～24 [雑] [東洋] -
1763 妖怪学と諸学との関係 ようかいがくとしょがくとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19000510 妖怪学雑誌 3 p.1～2 [雑] [東洋] -
1764 妖怪窟雑話(第3回) ようかいくつざつわ　だいさんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000510 妖怪学雑誌 3 p.3～4 [雑] [東洋] -
1765 卜筮論 ぼくぜいろん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.1～2 [雑] [東洋] -
1766 妖怪学講義 巻之一上 総論 第五講歴史編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいごこうれきしへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.49～54 [雑] [東洋] -
1767 妖怪学講義 巻之一上 総論 第六講原因編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいろっこうげんいんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.54～64 [雑] [東洋] -
1768 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第一講天変編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいいっこうてんぺんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.49～61 [雑] [東洋] -
1769 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.61～64 [雑] [東洋] -
1770 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第一講人体編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいいっこうじんたいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.17～24 [雑] [東洋] -
1771 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第一講偶合編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいいっこうぐうごうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.33～35 [雑] [東洋] -
1772 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第二講陰陽編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいにこういんようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.35～48 [雑] [東洋] -
1773 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第一講幽霊編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいいっこうゆうれいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.49～64 [雑] [東洋] -
1774 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000525 妖怪学雑誌 4 p.17～32 [雑] [東洋] -
1775 妖怪窟雑話(第4回) ようかいくつざつわ　だいよんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000525 妖怪学雑誌 4 p.3～5 [雑] [東洋] -
1776 国字改良論の三難関 こくじかいりょうろんのさんなんかん 19000601 太陽 6-7 p.29～30 [雑] [円] -
1777 宗教制度を促す しゅうきょうせいどをうながす 19000601 太陽 6-7 p.32～33 [雑] [円] -
1778 日本宗教の一転機 にほんしゅうきょうのいちてんき 19000601 太陽 6-7 p.31～32 [雑] [円] -
1779 帝国東洋学会［彙報］ ていこくとうようがっかい　いほう 19000605 東洋哲学 7-6 p.304 [雑] [百] -
1780 哲学館記事［彙報］ てつがくかんきじ　いほう 19000605 東洋哲学 7-6 p.305 [雑] [百] -
1781 館主巡回及招聘心得 かんしゅじゅんかいおよびしょうへいこころえ 19000610 妖怪学雑誌 5 [雑] [東洋] -
1782 骨相論 こっそうろん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.1～3 [雑] [東洋] -
1783 哲学会春期大会 てつがくかいしゅんきたいかい 19000610 哲学雑誌 15-160 p.553～555 [雑] [東洋] -
1784 妖怪学講義 巻之一上 総論 第六講原因編 ようかいがくこうぎ　まきのいちじょう　そうろん　だいろっこうげんいんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.65～71 [雑] [東洋] -
1785 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第七講説明編 第一 ようかいがくこうぎ　まきのいちちゅう　そうろん　ぞく　だいななこうせつめいへん　だいいち 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.73～80 [雑] [東洋] -
1786 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.65～80 [雑] [東洋] -
1787 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.49～56 [雑] [東洋] -
1788 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第一講幽霊編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいいっこうゆうれいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.65～68 [雑] [東洋] -
1789 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.68～80 [雑] [東洋] -
1790 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.25～40 [雑] [東洋] -
1791 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000610 妖怪学雑誌 5 p.33～48 [雑] [東洋] -
1792 妖怪窟雑話(第5回) ようかいくつざつわ　だいごかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000610 妖怪学雑誌 5 p.3～4 [雑] [東洋] -
1793 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000610 妖怪学雑誌 5 表2 [雑] [東洋] -
1794 十九世紀に於ける宗教 じゅうきゅうせいきにおけるしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19000615 太陽 6-8 p.5～6 臨時増刊 [雑] [円] -
1795 死論 しろん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.1～2 [雑] [東洋] -
1796 哲学館拡張及京北中学校開校旨趣并寄付金規則 てつがくかんかくちょうおよびけいほくちゅうがっこうかいこうししゅならびにきふきんきそく 19000625 妖怪学雑誌 6 [雑] [東洋] -
1797 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第七講説明編 第一 ようかいがくこうぎ　まきのいちちゅう　そうろん　ぞく　だいななこうせつめいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.81～88 [雑] [東洋] -
1798 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第八講説明編 第二 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいはちこうせつめいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.89～96 [雑] [東洋] -
1799 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.81～96 [雑] [東洋] -
1800 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第一講人体編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいいっこうじんたいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.25～32 [雑] [東洋] -
1801 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第二講陰陽編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいにこういんようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.49～64 [雑] [東洋] -
1802 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.41～56 [雑] [東洋] -
1803 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000625 妖怪学雑誌 6 p.49～64 [雑] [東洋] -
1804 妖怪窟雑話(第6回) ようかいくつざつわ　だいろっかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000625 妖怪学雑誌 6 p.3～4 [雑] [東洋] -
1805 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000625 妖怪学雑誌 6 表2 [雑] [東洋] -
1806 校友会雑誌に題す こうゆうかいざっしにだいす 井上円了 いのうええんりょう 19000699 校友会雑誌 1 京北中学校校友会 [雑] [京] -
1807 漢字存廃問題に就て かんじそんぱいもんだいについて 井上円了 いのうええんりょう 19000701 太陽 6-9 p.5～6 [雑] [東洋] -
1808 漢学普通科講義［広告］ かんじふつうかこうぎ　こうこく 19000710 妖怪学雑誌 7 表3 [雑] [東洋] -
1809 恐死病を治する法 きょうしびょうをちするほう 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.1～3 [雑] [東洋] -
1810 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第八講説明編 第二 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいはっこうせつめいへん　だいに 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.97～104 [雑] [東洋] -
1811 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第一講人体編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいいっこうじんたいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.33～34 [雑] [東洋] -
1812 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.34～48 [雑] [東洋] -
1813 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第二講陰陽編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいにこういんようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.65～76 [雑] [東洋] -
1814 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第三講占考編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいさんこうせんこうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.76～80 [雑] [東洋] -
1815 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.57～72 [雑] [東洋] -
1816 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.81～96 [雑] [東洋] -
1817 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000710 妖怪学雑誌 7 p.65～80 [雑] [東洋] -
1818 妖怪窟雑話(第7回) ようかいくつざつわ　だいななかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000710 妖怪学雑誌 7 p.3～4 [雑] [東洋] -
1819 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000710 妖怪学雑誌 7 表2 [雑] [東洋] -
1820 戦争論 せんそうろん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.1～8 [雑] [東洋] -
1821 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.97～112 [雑] [東洋] -
1822 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第三講占考編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいさんこうせんこうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.81～96 [雑] [東洋] -
1823 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.73～80 [雑] [東洋] -
1824 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.97～112 [雑] [東洋] -
1825 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.57～72 [雑] [東洋] -
1826 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000725 妖怪学雑誌 8 p.81～96 [雑] [東洋] -
1827 妖怪窟雑話(第8回) 愚俗の迷信 ようかいくつざつわ　だいはっかい　ぐぞくのめいしん 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000725 妖怪学雑誌 8 p.3～4 [雑] [東洋] -
1828 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000725 妖怪学雑誌 8 表2 [雑] [東洋] -
1829 ［倫理に関する講話］ りんりにかんするこうわ 井上円了 いのうええんりょう 19000728 文学博士根本通明、文学博士井上円了両先生 p.17～51 学海指針社 講題の記載なし [所] [国] -
1830 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 19000805 東洋哲学 7-8 p.402 [雑] [百] -
1831 哲学館卒業式 てつがくかんそつぎょうしき 19000805 東洋哲学 7-8 p.402～403 [雑] [百] -
1832 運命論 うんめいろん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.1～2 [雑] [東洋] -
1833 本誌医学部門正誤表 ほんしいがくぶもんせいごひょう 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 表4 [雑] [東洋] -
1834 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第八講説明編 第二 ようかいがくこうぎ　まきのいちちゅう　そうろん　ぞく　だいはちこうせつめいへん　だいに 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.105～116 [雑] [東洋] -
1835 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいちちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん　だいさん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.116～120 [雑] [東洋] -
1836 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.113～120 [雑] [東洋] -
1837 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.49～64 [雑] [東洋] -
1838 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.81～96 [雑] [東洋] -
1839 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.113～128 [雑] [東洋] -
1840 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000810 妖怪学雑誌 9 p.73～88 [雑] [東洋] -
1841 妖怪窟雑話(第9回) 幽霊談 ようかいくつざつわ　だいきゅうかい　ゆうれいだん 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000810 妖怪学雑誌 9 p.2～4 [雑] [東洋] -
1842 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000810 妖怪学雑誌 9 表2 [雑] [東洋] -
1843 曝書の序でに ばくしょのついでに 19000824 四明余霞 152 p.11～14 [雑] [円] -
1844 忘憂術 ぼうゆうじゅつ 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.1～2 [雑] [東洋] -
1845 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいちちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.121～136 [雑] [東洋] -
1846 妖怪学講義 巻之二上 理学部門 第二講地妖編 ようかいがくこうぎ　まきのにじょう　りがくぶもん　だいにこうちようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.121～133 [雑] [東洋] -
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1847 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第三講草木編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいさんこうそうもくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.135～136 [雑] [東洋] -
1848 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.65～72 [雑] [東洋] -
1849 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第三講占考編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいさんこうせんこうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.97～112 [雑] [東洋] -
1850 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.97～112 [雑] [東洋] -
1851 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000825 妖怪学雑誌 10 p.97～112 [雑] [東洋] -
1852 妖怪窟雑話(第10回) 幽霊の写真 ようかいくつざつわ　だいじっかい　ゆうれいのしゃしん 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000825 妖怪学雑誌 10 p.3～4 [雑] [東洋] -
1853 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000825 妖怪学雑誌 10 表2 [雑] [東洋] -
1854 祝「新仏教」発刊 しゅく　しんぶっきょう　はっかん 井上円了 いのうええんりょう 19000899 新仏教 1-2 前付(巻頭) [雑] [東洋] -
1855 井上館主の帰京［彙報］ いのうえかんしゅのききょう　いほう 19000905 東洋哲学 7-9 p.450 [雑] [百] -
1856 忘病術 ぼうびょうじゅつ 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.1～2 [雑] [東洋] -
1857 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.137～152 [雑] [東洋] -
1858 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第三講草木編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいさんこうそうもくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.137～152 [雑] [東洋] -
1859 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第三講占考編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいさんこうせんこうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.113～120 [雑] [東洋] -
1860 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.113～128 [雑] [東洋] -
1861 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.129～144 [雑] [東洋] -
1862 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第一講智徳編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいいっこうちとくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.89～94 [雑] [東洋] -
1863 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19000910 妖怪学雑誌 11 p.94～104 [雑] [東洋] -
1864 妖怪窟雑話(第11回) 夢の話 ようかいくつざつわ　だいじゅういっかい　ゆめのはなし 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000910 妖怪学雑誌 11 p.3～4 [雑] [東洋] -
1865 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000910 妖怪学雑誌 11 表2 [雑] [東洋] -
1866 仏教専修科講義録読修会員募集 ぶっきょうせんしゅうかこうぎろくどくしゅうかいいんぼしゅう 19000925 妖怪学雑誌 12 [雑] [東洋] -
1867 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.153～168 [雑] [東洋] -
1868 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第三講草木編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいさんこうそうもくへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.153～168 [雑] [東洋] -
1869 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.73～80 [雑] [東洋] -
1870 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.129～144 [雑] [東洋] -
1871 妖怪学講義 巻之六上 宗教学部門 第二講鬼神編 ようかいがくこうぎ　まきのろくじょう　しゅうきょうがくぶもん　だいにこうきしんへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.145～148 [雑] [東洋] -
1872 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第三講冥界編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいさんこうめいかいへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.149～160 [雑] [東洋] -
1873 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第一講怪事編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいいっこうかいじへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.113～116 [雑] [東洋] -
1874 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第二講怪物編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいにこうかいぶつへん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.116～128 [雑] [東洋] -
1875 妖怪窟雑話(第12回) ようかいくつざつわ　だいじゅうにかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19000925 妖怪学雑誌 12 p.3～4 [雑] [東洋] -
1876 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19000925 妖怪学雑誌 12 表2 [雑] [東洋] -
1877 妖怪研究に書籍を要する所以 ようかいけんきゅうにしょせきをゆうするゆえん 井上円了 いのうええんりょう 19000925 妖怪学雑誌 12 p.1～2 [雑] [東洋] -
1878 能州各地巡回略報告 のうしゅうかくちじゅんかいりゃくほうこく 井上円了 いのうええんりょう 19000928 哲学館 [単] [国] -
1879 能州論 のうしゅうろん 井上円了 いのうええんりょう 19001001 太陽 6-12 p.13～15 [雑] [円] -
1880 ［井上円了宛書簡］［通信］ いのうええんりょうあてしょかん　つうしん 松本文三郎 まつもとぶんざぶろう 19001005 東洋哲学 7-10 p.477～480 [雑] [百] -
1881 哲学館の新学年［彙報］ てつがくかんのしんがくねん　いほう 19001005 東洋哲学 7-10 p.500～501 [雑] [百] -
1882 能州巡回報告抜粹 のうしゅうじゅんかいほうこくばっすい 19001010 妖怪学雑誌 13 表3 [雑] [東洋] -
1883 「能登国」謝辞 のとのくに　しゃじ 19001010 妖怪学雑誌 13 表4 [雑] [東洋] -
1884 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第三講草木編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいさんこうそうもくへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.169～184 [雑] [東洋] -
1885 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.81～88 [雑] [東洋] -
1886 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第三講占考編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいさんこうせんこうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.121～125 [雑] [東洋] -
1887 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第四講卜筮編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいよんこうぼくぜいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.125～136 [雑] [東洋] -
1888 妖怪学講義 巻之五上 心理学部門 第二講夢想編 ようかいがくこうぎ　まきのごじょう　しんりがくぶもん　だいにこうむそうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.145～153 [雑] [東洋] -
1889 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続)第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.155～160 [雑] [東洋] -
1890 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第三講冥界編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいさんこうめいかいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.161～176 [雑] [東洋] -
1891 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.105～120 [雑] [東洋] -
1892 妖怪窟雑話(第13回) ようかいくつざつわ　だいじゅうさんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001010 妖怪学雑誌 13 p.3～4 p.3「妖怪窟雑録」と誤植 [雑] [東洋] -
1893 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19001010 妖怪学雑誌 13 表2 [雑] [東洋] -
1894 妖怪研究に書籍を要する所以(続) ようかいけんきゅうにしょせきをゆうするゆえん　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19001010 妖怪学雑誌 13 p.1～2 [雑] [東洋] -
1895 井上館主著書代価表 いのうえかんしゅちょしょだいかひょう 19001025 妖怪学雑誌 14 [雑] [東洋] -
1896 天災論 てんさいろん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.1～2 [雑] [東洋] -
1897 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん　だいさん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.169～184 [雑] [東洋] -
1898 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第三講草木編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいさんこうそうもくへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.185～186 [雑] [東洋] -
1899 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続) 第四講鳥獣編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいよんこうちょうじゅうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.186～200 [雑] [東洋] -
1900 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門 第四講卜筮編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもん　だいよんこうぼくぜいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.137～152 [雑] [東洋] -
1901 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.161～176 [雑] [東洋] -
1902 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第三講冥界編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいさんこうめいかいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.177～192 [雑] [東洋] -
1903 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第二講怪物編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいにこうかいぶつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001025 妖怪学雑誌 14 p.129～136 [雑] [東洋] -
1904 妖怪窟雑話(第14回) ようかいくつざつわ　だいじゅうよんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001025 妖怪学雑誌 14 p.2～4 [雑] [東洋] -
1905 哲学館記事［記事］ てつがくかんきじ　きじ 19001105 東洋哲学 7-11 p.547～548 [雑] [百] -
1906 安心税 あんしんぜい 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.1～2 [雑] [東洋] -
1907 「信濃国」謝辞 しなのくに　しゃじ 19001110 妖怪学雑誌 15 表4 [雑] [東洋] -
1908 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん　だいさん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.185～200 [雑] [東洋] -
1909 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第四講鳥獣編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいよんこうちょうじゅうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.201～216 [雑] [東洋] -
1910 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.89～96 [雑] [東洋] -
1911 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第四講卜筮編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいよんこうぼくぜいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.153～168 [雑] [東洋] -
1912 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続)第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.177～192 [雑] [東洋] -
1913 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19001110 妖怪学雑誌 15 p.121～136 [雑] [東洋] -
1914 妖怪窟雑話(第15回) ようかいくつざつわ　だいじゅうごかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001110 妖怪学雑誌 15 p.3～4 [雑] [東洋] -
1915 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19001110 妖怪学雑誌 15 表2 [雑] [東洋] -
1916 発刊の祝辞 はっかんのしゅくじ 井上円了 いのうええんりょう 19001120 通俗仏教 1-1 目次のみ [雑] [円] -
1917 井上館主紀州南部巡回［広告］ いのうえかんしゅきしゅうなんぶじゅんかい　こうこく 19001125 妖怪学雑誌 16 表4 [雑] [東洋] -
1918 哲学館講義録発行［広告］ てつがくかんこうぎろくはっこう　こうこく 19001125 妖怪学雑誌 16 [雑] [東洋] -
1919 妖怪学講義 巻之一中 総論(続) 第九講説明編 第三 ようかいがくこうぎ　まきのいっちゅう　そうろん　ぞく　だいきゅうこうせつめいへん　だいさん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.201～204 [雑] [東洋] -
1920 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十講説明編 第四 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじっこうせつめいへん　だいよん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.205～216 [雑] [東洋] -
1921 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第四講鳥獣編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいよんこうちょうじゅうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.217～232 [雑] [東洋] -
1922 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第四講卜筮編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいよんこうぼくぜいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.169～184 [雑] [東洋] -
1923 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続)第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.193～208 [雑] [東洋] -
1924 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第三講冥界編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいさんこうめいかいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.193～208 [雑] [東洋] -
1925 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第二講怪物編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいにこうかいぶつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.137～144 [雑] [東洋] -
1926 妖怪窟雑話(第16回) ようかいくつざつわ　だいじゅうろっかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001125 妖怪学雑誌 16 p.3～4 [雑] [東洋] -
1927 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19001125 妖怪学雑誌 16 表2 [雑] [東洋] -
1928 養神論 ようしんろん 井上円了 いのうええんりょう 19001125 妖怪学雑誌 16 p.1～3 [雑] [東洋] -
1929 帝国東洋学会の設立 ていこくとうようがっかいのせつりつ 19001128 明教新誌 4561 p.5～6 [雑] [円] -
1930 勅語略解 ちょくごりゃっかい 井上円了 いのうええんりょう 19001129 三育社 4版、明治27年に中学科講義録緒言に合刷もあり [単] [円] -
1931 中学生諸君を誡む ちゅうがくせいしょくんをいましむ 井上円了 いのうええんりょう 19001199 校友会雑誌 2 p.1～2 [雑] [京] -
1932 井上哲学館主［彙報］ いのうえてつがくかんしゅ　いほう 19001205 東洋哲学 7-12 p.598 [雑] [百] -
1933 紀元節祝賀会 きげんせつしゅくがかい 19001210 妖怪学雑誌 17 表3 [雑] [東洋] -
1934 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第四講鳥獣編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいよんこうちょうじゅうへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.233～247 [雑] [東洋] -
1935 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続)第五講異人編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいごこういじんへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.247～248 [雑] [東洋] -
1936 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.97～104 [雑] [東洋] -
1937 妖怪学講義 巻之四上 純正哲学部門第四講卜筮編 ようかいがくこうぎ　まきのよんじょう　じゅんせいてつがくぶもんだいよんこうぼくぜいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.185～191 [雑] [東洋] -
1938 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続)第五講鑑術編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいごこうかんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.193～200 [雑] [東洋] -
1939 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続)第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.209～224 [雑] [東洋] -
1940 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第三講冥界編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいさんこうめいかいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.209～224 [雑] [東洋] -
1941 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第四講触穢編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいよんこうしょくえへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.224 [雑] [東洋] -
1942 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.137～152 [雑] [東洋] -
1943 妖怪学と美術との関係を論す ようかいがくとびじゅつとのかんけいをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19001210 妖怪学雑誌 17 p.1～3 [雑] [東洋] -
1944 妖怪窟雑話(第17回) ようかいくつざつわ　だいじゅうななかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001210 妖怪学雑誌 17 p.3～4 [雑] [東洋] -
1945 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19001210 妖怪学雑誌 17 表2 [雑] [東洋] -
1946 帝国東洋学会の設立 ていこくとうようがっかいのせつりつ 19001224 四明余霞 156 p.26～27 [雑] [円] -
1947 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十講説明編 第四 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじっこうせつめいへん　だいよん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.217～232 [雑] [東洋] -
1948 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.105～120 [雑] [東洋] -
1949 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続)第五講鑑術編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいごこうかんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.201～216 [雑] [東洋] -
1950 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続)第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.225～240 [雑] [東洋] -
1951 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続)第四講触穢編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいよんこうしょくえへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.225～240 [雑] [東洋] -
1952 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第二講怪物編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいにこうかいぶつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.145～150 [雑] [東洋] -
1953 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第三講妖術編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいさんこうようじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.150～152 [雑] [東洋] -
1954 妖怪学上宗教と哲学との位置 ようかいがくじょうしゅうきょうとてつがくとのいち 井上円了 いのうええんりょう 19001225 妖怪学雑誌 18 p.1～2 [雑] [東洋] -
1955 妖怪窟雑話(第18回) ようかいくつざつわ　だいじゅうはっかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19001225 妖怪学雑誌 18 p.2～4 [雑] [東洋] -
1956 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19001225 妖怪学雑誌 18 表2 [雑] [東洋] -
1957 ［和歌山県巡回］謝辞 わかやまけんじゅんかい　しゃじ 19001225 妖怪学雑誌 18 表4 [雑] [東洋] -
1958 近時学者の新宗教論 きんじがくしゃのしんしゅうきょうろん 境野黄洋 さかいのこうよう 19009999 新仏教 1-2 p.95～102 「太陽」5-8に評あり [雑] [東洋] -
1959 ［井上博士の真宗哲学］［記事］ いのうえはかせのしんしゅうてつがく　きじ 19010101 三宝 1-11 『名家仏教講演集』第1輯 p.193所収 [雑] [円] -
1960 第一期哲学館博士の由来 だいいっきてつがくかんはかせのゆらい 活歴史 かつれきし 19010101 東洋哲学 8-1 p.65～67 [雑] [百] -
1961 帝国東洋学会［彙報］ ていこくとうようがっかい　いほう 19010101 東洋哲学 8-1 p.60～61 井上円了も発起人 [雑] [百] -
1962 哲学館の火災 てつがくかんのかさい 湯田周平 ゆだしゅうへい 19010101 東洋哲学 8-1 p.68～73 8編2号p.148に正誤あり [雑] [百] -
1963 明治三十四年を迎ふ めいじさんじゅうよねんをむかう 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.1～2 [雑] [東洋] -
1964 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続) 第五講異人編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいごこういじんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.249～264 [雑] [東洋] -
1965 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.121～128 [雑] [東洋] -
1966 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第五講鑑術編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいごこうかんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.217～232 [雑] [東洋] -
1967 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.241～256 [雑] [東洋] -
1968 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第四講触穢編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいよんこうしょくえへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.241～256 [雑] [東洋] -
1969 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19010110 妖怪学雑誌 19 p.153～168 [雑] [東洋] -
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番号 資料名 資料名読み 著者名 著者名読み 編者名 編者名読み 出版年月日 掲載誌 掲載頁 講義録 出版社 注記 文 原 年 備考 現物有無 最終更新日
1970 妖怪窟雑話(第19回) ようかいくつざつわ　だいじゅうきゅうかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010110 妖怪学雑誌 19 p.2～3 [雑] [東洋] -
1971 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010110 妖怪学雑誌 19 表2 [雑] [東洋] -
1972 井上円了氏 いのうええんりょうし 19010115 精神界 1 p.50 [雑] [東洋] -
1973 漢字と仏教との関係 かんじとぶっきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19010120 通俗仏教 1-3 p.10～12 [雑] [円] -
1974 東亜仏教会と帝国東洋学会 とうあぶっきょうかいとていこくとうようがっかい 19010120 明教新誌 4585 p.1～2 [雑] [円] -
1975 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十講説明編 第四 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじっこうせつめいへん　だいよん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.233～248 [雑] [東洋] -
1976 妖怪学講義 巻之二中 理学部門(続) 第五講異人編 ようかいがくこうぎ　まきのにちゅう　りがくぶもん　ぞく　だいごこういじんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.265～271 [雑] [東洋] -
1977 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第六講怪火編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいろっこうかいかへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.273～280 [雑] [東洋] -
1978 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第五講鑑術編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいごこうかんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.233～241 [雑] [東洋] -
1979 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第六講相法編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいろっこうそうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.241～248 [雑] [東洋] -
1980 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.257～272 [雑] [東洋] -
1981 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第四講触穢編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいよんこうしょくえへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.257～270 [雑] [東洋] -
1982 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第五講呪願編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいごこうじゅがんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.270～272 [雑] [東洋] -
1983 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第三講妖術編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいさんこうようじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.153～160 [雑] [東洋] -
1984 妖怪窟雑話(第20回) ようかいくつざつわ　だいにじゅっかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010125 妖怪学雑誌 20 p.3～4 [雑] [東洋] -
1985 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010125 妖怪学雑誌 20 表2 [雑] [東洋] -
1986 論怪 ろんかい 井上円了 いのうええんりょう 19010125 妖怪学雑誌 20 p.1～2 [雑] [東洋] -

1987 言文一致会と漢学者大懇親会 げんぶんいっちかいとかんがくしゃだいこんしんかい 19010128 読売新聞
『明治編年史』11 p.201
～202,『

[新] [東洋] -

1988 漢字不可廃論［寸評］ かんじふかはいろん　すんぴょう 19010199 中央公論 16-1 p.74 [雑] [未] -
1989 教界の人物(1) 井上円了氏 きょうかいのじんぶつ　いち　いのうええんりょうし 哄堂隠士 こうどういんし 19010199 中央公論 16-1 p.27～28 [雑] [未] -
1990 軍事奨励布教の巡回日割 ぐんじしょうれいふきょうのじゅんかいひわり 19010204 明教新誌 4591 p.6 井上円成 [雑] [円] -
1991 ［井上館主、紀州伊勢を巡回する］［動静録］ いのうえかんしゅ、きしゅういせをじゅんかいする　どうせいろく 19010205 東洋哲学 8-2 p.141～142 [雑] [百] -
1992 漢学の運命 かんがくのうんめい 井上円了 いのうええんりょう 19010205 東洋哲学 8-2 p.75～78 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
1993 寄宿舎の一とむかし(未完) きしゅくしゃのひとむかし　みかん 南無三 なむさん 19010205 東洋哲学 8-2 p.145～148 [雑] [百] -
1994 在外同人の書信［井上円了宛の能海寛、大宮孝潤の書信］ ざいがいどうじんのしょしん　いのうええんりょうあてののうみゆたか、おおみやこうじゅんのしょしん 19010205 東洋哲学 8-2 p.142～144 [雑] [百] -
1995 井上博士の巡回 いのうえはかせのじゅんかい 19010210 明教新誌 4594 p.5 [雑] [円] -
1996 各地寄付金一覧 かくちきふきんいちらん 19010210 妖怪学雑誌 21 [雑] [東洋] -
1997 館主巡回日割 かんしゅじゅんかいひわり 19010210 妖怪学雑誌 21 [雑] [東洋] -
1998 禁厭は滑稽の一種 きんえんはこっけいのいっしゅ 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.1～2 [雑] [東洋] -
1999 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十講説明編 第四 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじっこうせつめいへん　だいよん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.249～253 [雑] [東洋] -
2000 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十一講説明編 第五 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじゅういちこうせつめいへん　だいご 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.253～264 [雑] [東洋] -
2001 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第二講疾病編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいにこうしっぺいへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.129～133 [雑] [東洋] -
2002 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第三講療法編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいさんこうりょうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.133～136 [雑] [東洋] -
2003 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第六講相法編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいろっこうそうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.249～264 [雑] [東洋] -
2004 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第三講憑付編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいさんこうよりつきへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.273～275 [雑] [東洋] -
2005 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.275～288 [雑] [東洋] -
2006 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第五講呪願編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいごこうじゅがんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.273～288 [雑] [東洋] -
2007 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19010210 妖怪学雑誌 21 p.169～184 [雑] [東洋] -
2008 妖怪窟雑話(第21回) ようかいくつざつわ　だいにじゅういっかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010210 妖怪学雑誌 21 p.3 [雑] [東洋] -
2009 ［妖怪研究会への報告］［会報］ ようかいけんきゅうかいへのほうこく　かいほう 19010210 妖怪学雑誌 21 表2 [雑] [東洋] -
2010 円了随筆 えんりょうずいひつ 井上円了 いのうええんりょう 19010212 哲学館 [単] [東洋] -
2011 釈尊入滅紀念大演説会 しゃくそんにゅうめつきねんだいえんぜつかい 19010214 明教新誌 4596 p.8 [雑] [円] -
2012 我決心を固たる教訓 わがけっしんをかためたるきょうくん 井上円了 いのうええんりょう 19010215 精神界 2 p.35～37 『甫水論集』に所収 [雑] [東洋] -
2013 紀元節祝賀会余興福引備品一覧 きげんせつしゅくがかいよきょうふくびきびひんいちらん 19010225 妖怪学雑誌 22 表3 [雑] [東洋] -
2014 迷信的動物 めいしんてきどうぶつ 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.1～2 [雑] [東洋] -
2015 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十一講説明編 第五 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじゅういちこうせつめいへん　だいご 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.265～274 [雑] [東洋] -
2016 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十二講説明編 第六 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじゅうにこうせつめいへん　だいろく 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.274～280 [雑] [東洋] -
2017 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第六講怪火編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいろっこうかいかへん 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.281～296 [雑] [東洋] -
2018 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第六講相法編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいろっこうそうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.265～280 [雑] [東洋] -
2019 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.289～304 [雑] [東洋] -
2020 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第五講呪願編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいごこうじゅがんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.289～304 [雑] [東洋] -
2021 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第三講妖術編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいさんこうようじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010225 妖怪学雑誌 22 p.161～168 [雑] [東洋] -
2022 妖怪窟雑話(第22回) ようかいくつざつわ　だいにじゅうにかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010225 妖怪学雑誌 22 p.2～3 [雑] [東洋] -
2023 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010225 妖怪学雑誌 22 表2 [雑] [東洋] -
2024 禅宗真宗二宗哲学大意 ぜんしゅうしんしゅうにしゅうてつがくたいい 井上円了 いのうええんりょう 19010227 四聖堂 『禅宗哲学序論』と『真宗哲学序論』の合本 [単] [東洋] -
2025 海の死 うみのし 井上円了 いのうええんりょう 19010303 三宝 1-12 『名家仏教講演集』第1輯 p.195～199所収 [雑] [円] -
2026 ［井上館主、巡回日程］［動静録］ いのうえかんしゅ、じゅんかいにってい　どうせいろく 19010305 東洋哲学 8-3 p.213～214 [雑] [百] -
2027 紀元節祝賀式 きげんせつしゅくがしき 19010305 東洋哲学 8-3 p.213 [雑] [百] -
2028 寄宿舎の一とむかし(完) きしゅくしゃとひとむかし　かん 南無三 なむさん 19010305 東洋哲学 8-3 p.214～219 [雑] [百] -
2029 滋賀だより しがだより 失念生 しつねんせい 19010305 東洋哲学 8-3 p.219～224 [雑] [百] -
2030 紀元節祝賀会会計報告 きげんせつしゅくがかいかいけいほうこく 19010310 妖怪学雑誌 23 [雑] [東洋] -
2031 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十二講説明編 第六 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじゅうにこうせつめいへん　だいろく 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.281～296 [雑] [東洋] -
2032 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第三講療法編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいさんこうりょうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.137～144 [雑] [東洋] -
2033 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第六講相法編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいろっこうそうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.281～296 [雑] [東洋] -
2034 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.305～320 [雑] [東洋] -
2035 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第五講呪願編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいごこうじゅがんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.305～307 [雑] [東洋] -
2036 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第六講霊験編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいろっこうれいげんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.307～320 [雑] [東洋] -
2037 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.185～200 [雑] [東洋] -
2038 妖怪学の本尊説 ようかいがくのほんぞんせつ 井上円了 いのうええんりょう 19010310 妖怪学雑誌 23 p.1～2 [雑] [東洋] -
2039 妖怪窟雑話(第23回) ようかいくつざつわ　だいにじゅうさんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010310 妖怪学雑誌 23 p.3～4 [雑] [東洋] -
2040 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010310 妖怪学雑誌 23 表2 [雑] [東洋] -
2041 哲学的守札 てつがくてきまもりふだ 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.1～2 [雑] [東洋] -
2042 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第六講怪火編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいろっこうかいかへん 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.297～312 [雑] [東洋] -
2043 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第六講相法編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいろっこうそうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.297～299 [雑] [東洋] -
2044 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第七講歴日編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいななこうれきじつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.299～312 [雑] [東洋] -
2045 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.321～344 [雑] [東洋] -
2046 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第六講霊験編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいろっこうれいげんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010325 妖怪学雑誌 24 p.321～344 [雑] [東洋] -
2047 妖怪窟雑話(第24回) ようかいくつざつわ　だいにじゅうよんかい 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19010325 妖怪学雑誌 24 p.3～4 [雑] [東洋] -
2048 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010325 妖怪学雑誌 24 表2 [雑] [東洋] -
2049 ［井上館主、越後国巡回日程］［動静録］ いのうえかんしゅ、えちごのくにじゅんかいにってい　どうせいろく 19010405 東洋哲学 8-4 p.288～289 [雑] [百] -
2050 景慕録(未完) けいぼろく　みかん 無遠慮子 ぶえんりょし 19010405 東洋哲学 8-4 p.290～296 [雑] [東洋] -
2051 漢字の存亡 かんじのそんぼう 井上円了 いのうええんりょう 19010409 仏陀の福音 2 p.4～7 [雑] [東洋] -
2052 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19010409 仏陀の福音 2 p.3～4 [雑] [東洋] -
2053 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第六講異物編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいろっこういぶつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.328～341 [雑] [東洋] -
2054 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第六講怪火編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいろっこうかいかへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.313～328 [雑] [東洋] -
2055 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第七講変事編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいななこうへんじへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.341～344 [雑] [東洋] -
2056 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第七講歴日編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいななこうれきじつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.313～323 [雑] [東洋] -
2057 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第八講吉凶編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいはちこうきっきょうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.323～328 [雑] [東洋] -
2058 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.345～368 [雑] [東洋] -
2059 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第六講霊験編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいろっこうれいげんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.345～356 [雑] [東洋] -
2060 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19010410 妖怪学雑誌 25 p.201～216 [雑] [東洋] -
2061 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010410 妖怪学雑誌 25 表2 [雑] [東洋] -
2062 哲学館夏期講習会開設の趣意 てつがくかんかきこうしゅうかいかいせつのしゅい 19010425 妖怪学雑誌 26 [雑] [東洋] -
2063 妖怪学講義 巻之一下 総論(続) 第十二講説明編 第六 ようかいがくこうぎ　まきのいちげ　そうろん　ぞく　だいじゅうにこうせつめいへん　だいろく 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.297～302 [雑] [東洋] -
2064 妖怪学講義 巻之二下 理学部門(続) 第七講変事編 ようかいがくこうぎ　まきのにげ　りがくぶもん　ぞく　だいななこうへんじへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.345～353 p.353をp.357と誤植 [雑] [東洋] -
2065 妖怪学講義 巻之三 医学部門 第三講療法編 ようかいがくこうぎ　まきのさん　いがくぶもん　だいさんこうりょうほうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.145～154 p.145なし [雑] [東洋] -
2066 妖怪学講義 巻之四下 純正哲学部門(続) 第八講吉凶編 ようかいがくこうぎ　まきのよんげ　じゅんせいてつがくぶもん　ぞく　だいはちこうきっきょうへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.329～340 [雑] [東洋] -
2067 妖怪学講義 巻之五 心理学部門(続) 第四講心術編 ようかいがくこうぎ　まきのご　しんりがくぶもん　ぞく　だいよんこうしんじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.369～376 [雑] [東洋] -
2068 妖怪学講義 巻之六下 宗教学部門(続) 第六講霊験編 ようかいがくこうぎ　まきのろくげ　しゅうきょうがくぶもん　ぞく　だいろっこうれいげんへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.357～364 [雑] [東洋] -
2069 妖怪学講義 巻之七 教育学部門 第二講教養編 ようかいがくこうぎ　まきのしち　きょういくがくぶもん　だいにこうきょうようへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.217～218 [雑] [東洋] -
2070 妖怪学講義 巻之八 雑部門 第三講妖術編 ようかいがくこうぎ　まきのはち　ざつぶもん　だいさんこうようじゅつへん 井上円了 いのうええんりょう 19010425 妖怪学雑誌 26 p.169～170 [雑] [東洋] -
2071 妖怪研究会報告 ようかいけんきゅうかいほうこく 19010425 妖怪学雑誌 26 表2 [雑] [東洋] -
2072 京北中学校の現況 けいほくちゅうがっこうのげんきょう 19010505 東洋哲学 8-5 p.354～355 [雑] [百] -
2073 景慕録(第2) けいぼろく　だいに 無遠慮子 ぶえんりょし 19010505 東洋哲学 8-5 p.355～364 [雑] [百] -
2074 紀州南部各地巡回報告 きしゅうなんぶかくちじゅんかいほうこく 井上円了 いのうええんりょう 19010508 哲学館 付「勢州度会及志州」 [単] [東洋] -
2075 哲学館夏期講習会開設の趣意［広告］ てつがくかんかきこうしゅうかいかいせつのしゅい　こうこく 19010516 p.630～633 漢学普通科講義 28 [講] [東洋] -
2076 井上円了の処世法 いのうええんりょうのしょせいほう ドクトル\キルトハル　どくとるきるとはる 19010599 中央公論 16-5 p.82 [雑] [未] -
2077 ［井上館主、富山県巡回の予定］［動静録］ いのうえかんしゅ、とやまけんじゅんかいのよてい　どうせいろく 19010605 東洋哲学 8-6 p.431～432 [雑] [百] -
2078 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19010620 仏陀の福音 4 p.2～3 [雑] [東洋] -
2079 博士井上円了氏の宗教論に関して［評論］ はかせいのうええんりょうしのしゅうきょうろんにかんして　ひょうろん 坐仏 ざぶつ 19010701 新仏教 2-8 p.369～375 〈余が所謂宗教〉の評論 [雑] [未] -
2080 ［井上館主、富山県巡回日程］［動静録］ いのうえかんしゅ、とやまけんじゅんかいにってい　どうせいろく 19010705 東洋哲学 8-7 p.506 [雑] [百] -
2081 紀州熊野論 きしゅうくまのろん 井上円了 いのうええんりょう 19010705 太陽 7-8 p.138～141 [雑] [円] -
2082 景慕録(第3) けいぼろく　だいさん 無遠慮子 ぶえんりょし 19010705 東洋哲学 8-7 p.500～505 [雑] [東洋] -
2083 同窓会例会 どうそうかいれいかい 19010705 東洋哲学 8-7 p.505～506 [雑] [百] -
2084 哲学館夏期講習会 てつがくかんかきこうしゅうかい 19010710 哲学雑誌 16-173 p.614～615 [雑] [東洋] -
2085 余が所謂宗教 よがいわゆるしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19010710 哲学雑誌 16-173 p.519～540 [雑] [東洋] -
2086 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19010720 仏陀の福音 5 p.10～12 [雑] [東洋] -
2087 ［井上館主、富山県巡回日程］［動静録］ いのうえかんしゅ、とやまけんじゅんかいにってい　どうせいろく 19010805 東洋哲学 8-8 p.578～579 [雑] [百] -
2088 ［井上先生、富山県巡回に出発］［彙報］ いのうえかんしゅ、とやまけんじゅんかいにしゅっぱつ　いほう 19010805 東洋哲学 8-8 p.568～569 [雑] [百] -
2089 紀州熊野論(承前) きしゅうくまのろん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19010805 太陽 7-9 p.135～137 [雑] [円] -
2090 景慕録(第4) けいぼろく　だいよん 無遠慮子 ぶえんりょし 19010805 東洋哲学 8-8 p.572～577 [雑] [東洋] -
2091 新仏教 第二巻第八号［紹介］ しんぶっきょう　だいにかんだいはちごう　しょうかい 19010805 東洋哲学 8-8 p.571 [雑] [百] -
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2092 哲学雑誌 第百七十三号［紹介］ てつがくざっし　だいひゃくななじゅうさんごう　しょうかい 19010805 東洋哲学 8-8 p.571 [雑] [百] -
2093 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19010820 仏陀の福音 6 p.8～12 [雑] [東洋] -
2094 余が所謂宗教［寸評］ よがいわゆるしゅうきょう　すんぴょう 19010899 中央公論 16-8 p.69 [雑] [未] -
2095 ［井上館主、帰京予定日］［動静録］ いのうえかんしゅ、ききょうよていび　どうせいろく 19010905 東洋哲学 8-9 p.652 [雑] [百] -
2096 ［井上哲学館主帰京］［彙報］ いのうえてつがくかんしゅききょう　いほう 19010905 東洋哲学 8-9 p.642 [雑] [百] -
2097 円了博士の宗教論［評論］ えんりょうはかせのしゅうきょうろん 龍山学人 りゅうざんがくじん 19010905 太陽 7-10 p.58～60 〈余が所謂宗教〉の評論 [雑] [円] -
2098 田中興蔵君の死を悼む たなかこうぞうくんのしをいたむ 19010905 東洋哲学 8-9 p.644～651 [雑] [百] -
2099 哲学館第一回夏期講習会［彙報］ てつがくかんだいいっかいかきこうしゅうかい　いほう 19010905 東洋哲学 8-9 p.641～642 [雑] [百] -
2100 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19010920 仏陀の福音 7 p.10～11 [雑] [東洋] -
2101 ［井上館主、帰館］［動静録］ いのうえかんしゅ、きかん　どうせいろく 19011005 東洋哲学 8-10 p.707 [雑] [百] -
2102 景慕録(第5) けいぼろく　だいご 無遠慮子 ぶえんりょし 19011005 東洋哲学 8-10 p.702～706 [雑] [東洋] -
2103 故本間俊明君へ追賞 こほんまとしあきくんへのついしょう 19011005 東洋哲学 8-10 p.706 [雑] [百] -
2104 哲学館の新学年 てつがくかんのしんがくねん 19011005 東洋哲学 8-10 p.701～702 [雑] [百] -
2105 井上円了博士の夢談 いのうええんりょうはかせのむだん 19011024 四明余霞 166 p.7～8 [雑] [円] -
2106 高等教育会議議員［彙報］ こうとうきょういくかいぎぎいん　いほう 19011105 東洋哲学 8-11 p.764～765 [雑] [百] -
2107 孔夫子降誕会講演 こうふうしこうたんえこうえん 19011105 東洋哲学 8-11 p.776 [雑] [百] -
2108 故工藤誓行君と故本間俊明君 こくどうせいこうくんとこほんまとしあきくん 散木生 さんきせい 19011105 東洋哲学 8-11 p.770～776 [雑] [百] -
2109 『続一年有半』を読む［彙報］ ぞくいちねんゆうはんをよむ　いほう 簸川生 はせんせい 19011105 東洋哲学 8-11 p.748～752 [雑] [百] -
2110 余が所謂宗教 よがいわゆるしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19011110 哲学雑誌 16-177 p.886～908 [雑] [東洋] -
2111 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19011120 仏陀の福音 8 p.3～4 [雑] [東洋] -
2112 哲学館の通俗哲学講義録 てつがくかんのつうぞくてつがくこうぎろく 19011125 正法輪 137 p.10 [雑] [東洋] -
2113 景慕録(第6) けいぼろく　だいろく 無遠慮子 ぶえんりょし 19011205 東洋哲学 8-12 p.826～829 [雑] [東洋] -
2114 宗教上の論戦［宗教時評］ しゅうきょうじょうのろんせん　しゅうきょうじひょう 龍山学人 りゅうざんがくじん 19011205 太陽 7-14 p.70～75 [雑] [円] -
2115 井上円了博士の宗教論［評論］ いのうええんりょうはかせのしゅうきょうろん　ひょうろん 19011210 通俗仏教 1-14 p.60～61 〈余が所謂宗教〉の評論 [雑] [円] -
2116 仏教文士側面観(其一)：所謂仏教文士の一人 甫水井上円了先生 ぶっきょうぶんしそくめんかん　そのいち　いわゆるぶっきょうぶんしのひとりほすいいのうええんりょうせんせい 所謂仏教文士 いわゆるぶっきょうぶんし 19011210 通俗仏教 1-14 p.51～55 [雑] [円] -
2117 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19011220 仏陀の福音 9 p.2～6 [雑] [東洋] -
2118 帝国東洋学会会報第一 ていこくとうようがっかいかいほうだいいち 19011224 四明余霞 168 p.20 [雑] [円] -
2119 博士井上円了氏に質す［評論］ はかせいのうええんりょうしにただす　ひょうろん 古川 ふるかわ 19011225 無尽燈 6-12 p.73～78 〈余が所謂宗教〉に関連 [雑] [東洋] -
2120 哲学うらなひ(妖怪叢書 第1編) てつがくうらない　ようかいそうしょ　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19011229 哲学館 一名改良筮法又は卜筮新法 [単] [東洋] -
2121 宗教改良法五箇条 しゅうきょうかいりょうほうごかじょう 井上円了 いのうええんりょう 19011299 読売新聞 [新] [未] -
2122 叡山と高野山 えいざんとこうやさん 19019999 四明余霞 316 p.96～97 [雑] [円] -
2123 ［井上館主、播磨、丹波、美作を巡回の予定］［動静］ いのうえかんしゅ、はりま、たんば、みまさかをじゅんかいのよてい　どうせい 19020101 東洋哲学 9-1 p.86 [雑] [百] -
2124 無何思談(第1) むかしだん　だいいち 六窓猿 ろくそうえん 19020101 東洋哲学 9-1 p.81～85 [雑] [百] -
2125 明治三十五年を迎ふるの辞 めいじさんじゅうごねんをむかうるのじ 井上円了 いのうええんりょう 19020101 東洋哲学 9-1 p.1～3 『甫水論集』所収 [雑] [東洋] -
2126 明治三十四年の社会瞥見 めいじさんじゅうよねんのしゃかいべっけん 簸川生 はせんせい 19020101 東洋哲学 9-1 p.58～62 [雑] [百] -
2127 ［横井健明君の「仏教毎週新聞」の廃刊と井上円了の忠告］［記事］ よこいけんめいくんのぶっきょうまいしゅうしんぶんのはいかんといのうええんりょうのちゅうこく　きじ 19020101 東洋哲学 9-1 p.68～69 [雑] [百] -
2128 仏教哲学 ぶっきょうてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19020120 仏陀の福音 10 p.3～4 [雑] [東洋] -
2129 未来の宗教 みらいのしゅうきょう 藤井健治郎 ふじいけんじろう 19020120 哲学雑誌 17-179 p.49～59 [雑] [東洋] -
2130 余が宗教論に関する批評を読む［批評］ よがしゅうきょうろんにかんするひひょうをよむ　ひひょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19020120 哲学雑誌 17-179 p.1～15 〈余が所謂宗教〉に関連 [雑] [東洋] -
2131 修身教科書 しゅうしんきょうかしょ 井上円了 いのうええんりょう 19020125 普及舎 全4冊 [単] [未] -
2132 修身女鑑 巻の一 しゅうしんおんなかがみ　まきのいち 井上円了 いのうええんりょう 19020125 普及舎 [単] [東洋] -
2133 修身女鑑 巻の二 しゅうしんおんなかがみ　まきのに 井上円了 いのうええんりょう 19020125 普及舎 [単] [東洋] -
2134 武士道談を鉄舟先生に求む ぶしどうだんをてっしゅうせんせいにもとむ 籠手田安定 こてだやすさだ 19020126 武士道 p.8～10 光融館 [所] [東洋] -
2135 修身要鑑 巻の二 しゅうしんようかん　まきのに 井上円了 いのうええんりょう 19020127 普及舎 全5冊 [単] [円] -
2136 円了茶話 えんりょうさわ 井上円了 いのうええんりょう 19020131 哲学館 [単] [東洋] -
2137 哲学館主井上円了博士著書総目録 てつがくかんしゅいのうええんりょうはかせちょしょそうもくろく 19020131 円了茶話 巻頭 哲学館 目録の継続は『南船北馬集』にあり [所] [東洋] -
2138 新仏教に望む しんぶっきょうにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 19020199 新仏教 3-1 p.22 『円了講話集』所収 [雑] [未] -
2139 円了博士の新仏教に対する注文 えんりょうはかせのしんぶっきょうにたいするちゅうもん 龍山学人 りゅうざんがくじん 19020205 太陽 8-2 p.73～74 [雑] [円] -
2140 柔道道場開場式 じゅうどうどうじょうかいじょうしき 19020205 東洋哲学 9-2 p.163 [雑] [百] -
2141 新仏教 第三巻第一号［紹介］ しんぶっきょう　だいさんかんだいいちごう　しょうかい 19020205 東洋哲学 9-2 p.157 [雑] [百] -
2142 同窓会例会 どうそうかいれいかい 19020205 東洋哲学 9-2 p.163 [雑] [百] -
2143 花より団子 はなよりだんご 井上円了 いのうええんりょう 19020205 東洋哲学 9-2 p.121 『円了茶話』の一節 [雑] [百] -
2144 無何思談(第2) むかしだん　だいに 六窓猿 ろくそうえん 19020205 東洋哲学 9-2 p.161～163 [雑] [百] -
2145 新仏教は頭無き大怪物なり しんぶっきょうはあたまなきだいかいぶつなり 井上円了 いのうええんりょう 19020299 中央公論 17-2 [雑] [未] -
2146 嗚呼我が哲学館 ああわがてつがくかん K.　W.　生 けいだぶりゅうせい 19020305 東洋哲学 9-3 p.236～242 [雑] [東洋] -
2147 ［井上館主、兵庫県巡回日程］［動静］ いのうえかんしゅ、ひょうごけんじゅんかいにってい　どうせい 19020305 東洋哲学 9-3 p.246～247 [雑] [百] -
2148 無何思談(第3) むかしだん　だいさん 六窓猿 ろくそうえん 19020305 東洋哲学 9-3 p.242～244 [雑] [百] -
2149 牛涎残縷 ぎゅうせんざんる 高木唖牛 たかぎあぎゅう 19020311 六條学報 9 p.57～60 [雑] [東洋] -
2150 ［井上館主、羽越地方を巡回の予定］［動静］ いのうえかんしゅ、うえつちほうをじゅんかいのよてい　どうせい 19020405 東洋哲学 9-4 p.327 [雑] [百] -
2151 観柔術歌［柔術を観て歌う］［漢詩］ かんにゅうじゅつか 土屋弘 つちやひろし 19020405 東洋哲学 9-4 p.297 [雑] [百] - 7/24/99
2152 諸倫理書の読法 しょりんりしょのどくほう 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19020405 東洋哲学 9-4 p.283～290 [雑] [百] -
2153 無何思談(第4) むかしだん　だいよん 六窓猿 ろくそうえん 19020405 東洋哲学 9-4 p.321～322 [雑] [百] -
2154 熱海百夢 あたみひゃくむ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.298～303 博文館 [所] [東洋] -
2155 囲碁廃止論 いごはいしろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.191～200 博文館 [所] [東洋] -
2156 ［井上］先生の著述 いのうえせんせいのちょじゅつ 中尾祖応 なかおそおう 19020406 甫水論集 巻末p.1～8 博文館 [所] [東洋] -
2157 漢字教授法の改新を要す かんじきょうじゅほうのかいしんをようす 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.58～61 博文館 [所] [東洋] -
2158 漢字存廃問題に就て かんじそんぱいもんだいについて 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.358～364 博文館 [所] [東洋] -
2159 漢字の運命 かんじのうんめい 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.175～185 博文館 [所] [東洋] -
2160 漢字不可廃論 かんじふかはいろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.308～318 博文館 [所] [東洋] -
2161 紀州熊野論 きしゅうくまのろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.344～358 博文館 [所] [東洋] -
2162 狐論 きつねろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.135～145 博文館 [所] [東洋] -
2163 鬼門論 きもんろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.114～129 博文館 [所] [東洋] -
2164 孔孟の教是より興らん こうもうのおしえよりおこらん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.77～88 博文館 [所] [東洋] -
2165 国字改良論の三大誤 こくじかいりょうろんのさんだいあやまり 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.200～207 博文館 [所] [東洋] -
2166 極楽を願ふ者何故に死を嫌ふか ごくらくをねがうものなにゆえにしをきらうか 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.289～298 博文館 [所] [東洋] -
2167 宗教東西の大相撲 しゅうきょうとうざいのおおずもう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.145～149 博文館 [所] [東洋] -
2168 将来の仏教に就きて日蓮宗諸師に望む しょうらいのぶっきょうにつきてにちれんしゅうしょしにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.377～381 博文館 [所] [東洋] -
2169 心理的経済 しんりてきけいざい 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.328～344 博文館 [所] [東洋] -
2170 心理療法 しんりりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.185～191 博文館 [所] [東洋] -
2171 相撲玄談 すもうげんだん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.62～76 博文館 [所] [東洋] -
2172 禅宗の心理 ぜんしゅうのしんり 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.149～159 博文館 明治26年5月24日哲学会講演 [所] [東洋] -
2173 中等教育普及策 ちゅうとうきょういくふきゅうさく 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.232～249 博文館 [所] [東洋] -
2174 哲学の効用 てつがくのこうよう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.270～289 博文館 [所] [東洋] -
2175 哲学の方面より下せる仏教上の観察 てつがくのほうめんよりくだせるぶっきょうじょうしゅうのかんさつ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.175～179 博文館 [所] [東洋] -
2176 東洋学の真相 とうようがくのしんそう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.223～231 博文館 [所] [東洋] -
2177 内地雑居に対する教育家宗教家及び実業家の覚悟 ないちざっきょにたいするきょういくかしゅうきょうかおよびじつぎょうかのかくご 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.102～114 博文館 [所] [東洋] -
2178 能州論 のうしゅうろん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.364～377 博文館 [所] [東洋] -
2179 人の感覚を測定する法 ひとのかんかくをそくていするほう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.381～389 博文館 学士会通俗学術講談会に於て [所] [東洋] -
2180 仏教改革私見：釈尊降誕会に列して聊か所感を述ぶ ぶっきょうかいかくしけん：しゃくそんごうたんえにれっしていささかしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.159～174 博文館 [所] [東洋] -
2181 仏教と社会事業との関係 ぶっきょうとしゃかいじぎょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.304～308 博文館 [所] [東洋] -
2182 仏教夢説一斑 ぶっきょうむせついっぱん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.249～270 博文館 [所] [東洋] -
2183 仏門忠孝論一斑 ぶつもんちゅうこうろんいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.207～223 博文館 [所] [東洋] -
2184 甫水論集 ほすいろんしゅう 井上円了 いのうええんりょう 中尾祖応 なかおそおう 19020406 博文館 [単] [東洋] - 7/24/99
2185 明治三十五年を迎ふるの辞 めいじさんじゅうごねんをむかうるのじ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.1～5 博文館 [所] [東洋] -
2186 耶蘇教の変遷を論じて其将来を卜す やそきょうへんせんをろんじてそのしょうらいをぼくす 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.129～135 博文館 [所] [東洋] -
2187 唯我独尊の説 どくがゆいそんのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.319～328 博文館 [所] [東洋] -
2188 妖怪学と心理学との関係 ようかいがくとしんりがくとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.88～102 博文館 [所] [東洋] -
2189 余が所謂宗教 よがいわゆるしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.6～58 博文館 [所] [東洋] -
2190 我決心を固めたる教訓 わがけっしんをかためたるきょうくん 井上円了 いのうええんりょう 19020406 甫水論集 p.390～395 博文館 [所] [東洋] -
2191 井上館主巡回演説開会日割 いのうえかんしゅじゅんかいえんぜつかいかいひわり 19020410 表3 通俗哲学講義録 11-22 [講] [東洋] -
2192 井上館主巡回演説開会日割［広告］ いのうえかんしゅじゅんかいえんぜつかいかいひわり　こうこく 19020410 巻末 通俗哲学講義録 11-21 [講] [東洋] -
2193 教界の三居士肖像 きょうかいのさんこじしょうぞう 19020410 通俗仏教 2-4 井上円了、大内青巒、村上専精の3人 [雑] [未] -
2194 ［巡回に関する謝辞］［広告］ じゅんかいにかんするしゃじ　こうこく 19020410 表2 通俗哲学講義録 11-21 [講] [東洋] -
2195 仏教哲学通俗講義 ぶっきょうてつがくつうぞくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 19020410 p.33～48 通俗哲学講義録 11-21 [講] [東洋] -
2196 余が宗教論に関する批評を読む(承前)［批評］ よがしゅうきょうろんにかんするひひょうをよむ　しょうぜん　ひひょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19020410 哲学雑誌 17-182 p.1～16 〈余が所謂宗教〉に関連 [雑] [東洋] -
2197 廿三日録 にじゅうさんにちろく 小観記者 しょうかんきしゃ 19020499 中央公論 17-4 p.81～83 井上円了へ言及 [雑] [東洋] -
2198 ［井上館主、加賀国巡回日程］［動静］ いのうえかんしゅ、かがのくにじゅんかいにってい　どうせい 19020505 東洋哲学 9-5 p.405～406 [雑] [百] -
2199 京北中学校の現状 けいほくちゅうがっこうのげんじょう 19020505 東洋哲学 9-5 p.403～404 [雑] [百] -
2200 釈尊降誕会 しゃくそんごうたんえ 19020505 東洋哲学 9-5 p.405 [雑] [百] -
2201 哲学館夏期講習会 てつがくかんかきこうしゅうかい 19020505 東洋哲学 9-5 p.397 [雑] [百] -
2202 哲学館大学部開設予告 てつがくかんだいがくぶかいせつよこく 19020505 東洋哲学 9-5 p.393～397 [雑] [東洋] -
2203 甫水論集［紹介］ ほすいろんしゅう　しょうかい 19020505 東洋哲学 9-5 p.399 [雑] [百] -
2204 無何思談(第5) むかしだん　だいご 六窓猿 ろくそうえん 19020505 東洋哲学 9-5 p.400～403 [雑] [百] -
2205 哲学館夏期講習会 てつがくかんかきこうしゅうかい 19020510 哲学雑誌 17-183 p.81 [雑] [東洋] -
2206 ル、ビューの我が哲学雑誌に関する一節 る、びゅうのわがてつがくざっしにかんするいっせつ 19020510 哲学雑誌 17-183 p.83～84 [雑] [東洋] -
2207 宗教改革案 しゅうきょうかいかくあん 井上円了 いのうええんりょう 19020523 哲学書院 付宗弊改良案 [単] [東洋] -
2208 哲学館大学部開設の予告 てつがくかんだいがくぶかいせつのよこく 19020524 四明余霞 173 p.27～28 [雑] [円] -
2209 珠算改良案 しゅざんかいりょうあん 井上円了 いのうええんりょう 19020530 普及舎 [単] [国] -
2210 哲学館の夏期講習会 てつがくかんのかきこうしゅうかい 19020599 中央公論 17-5 p.89～90 [雑] [東洋] -
2211 動物虐待防止会の成立 どうぶつぎゃくたいぼうしかいのせつりつ 待山 たいざん 19020599 中央公論 17-5 p.51～61 円了が発起人の一人 [雑] [東洋] -
2212 ［村上専精氏は対本山との関係に就て頻りに井上円了氏が先見の明に服し居られ候］［毎日通信］ むらかみせんじょうしはたいほんざんとのかんけいについてしきりにいのうええんりょうしがせんけいのめいにふくしおられそうろう　まいにちつうしん 19020599 中央公論 17-5 p.77 [雑] [東洋] -
2213 仏教弁士の評判 ぶっきょうべんしのひょうばん 自称弁士 じしょうべんし 19020601 政教時評 80 p.15 大日本仏教徒同盟会 [雑] [未] -
2214 無何思談(第6) むかしだん　だいろく 六窓猿 ろくそうえん 19020605 東洋哲学 9-6 p.465～470 [雑] [百] -
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2215 哲学館大学 てつがくかんだいがく 19020699 中央公論 17-6 p.85 [雑] [東洋] -
2216 ［井上館主、福井県巡回日程］［動静］ いのうえかんしゅ、ふくいけんじゅんかいにってい　どうせい 19020705 東洋哲学 9-7 p.549～550 [雑] [百] -
2217 関西哲学会並哲学館関西同窓大会記事［記事］ かんさいてつがくかいならびにてつがくかんかんさいどうそうたいかいきじ　きじ 19020705 東洋哲学 9-7 p.540～544 [雑] [百] -
2218 無何思談(第7) むかしだん　だいなな 六窓猿 ろくそうえん 19020705 東洋哲学 9-7 p.544～547 [雑] [百] -
2219 ［井上館主、福井県巡回日程］［動静］ いのうえかんしゅ、ふくいけんじゅんかいにってい　どうせい 19020805 東洋哲学 9-8 p.636～637 [雑] [百] -
2220 哲学館第十二回卒業証書授与式 てつがくかんだいじゅうにかいそつぎょうしょうしょじゅよしき 19020805 東洋哲学 9-8 p.627～629 [雑] [百] -
2221 無何思談(第8) むかしだん　だいはち 六窓猿 ろくそうえん 19020805 東洋哲学 9-8 p.630～636 [雑] [百] -
2222 遊会の民 ゆうかいのたみ 門外漢 もんがいかん 19020805 東洋哲学 9-8 p.613～616 [雑] [百] -
2223 「ラ\ルビュー」の哲学雑誌批評を読む［批評］ ら・るびゅうのてつがくざっしひひょうをよむ　ひひょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19020810 哲学雑誌 17-186 p.1～18 〈余が所謂宗教〉に関連、井上円了と宗教についての論争 [雑] [東洋] -
2224 甫水博士と不住博士と巽軒博士 ほすいはかせとふじゅううはかせとそんけんはかせ 馬鹿世 ばかよ 19020901 新仏教 3-9 p.496 不住は村上専精、巽軒は井上哲次郎 [雑] [東洋] -
2225 ［井上館主、福井県巡回を終えて帰館］［動静］ いのうえかんしゅ、ふくいけんじゅんかいをおえてきかん　どうせい 19020905 東洋哲学 9-9 p.709 [雑] [百] -
2226 井上両博士の宗教に就ての論戦［評論］ いのうえりょうはかせのしゅうきょうについてのろんせん　ひょうろん 龍山学人 りゅうざんがくと 19020905 太陽 8-11 〈余が所謂宗教〉の評論、円了博士の論文は仏国のLa Revueに訳載さると紹介あり [雑] [未] -
2227 第二回夏期講習会 だいにかいかきこうしゅうかい 19020905 東洋哲学 9-9 p.704 [雑] [百] -
2228 勅語玄義 ちょくごげんぎ 井上円了 いのうええんりょう 19020905 東洋哲学 9-9 p.639～651 [雑] [東洋] -
2229 無何思談(第9) むかしだん　だいきゅう 六窓猿 ろくそうえん 19020905 東洋哲学 9-9 p.704～707 [雑] [百] -
2230 三百万円の負債 さんびゃくまんえんのふさい 19020999 中央公論 17-9 p.67 井上円了のこと [雑] [未] -
2231 円了漫録(未完) えんりょうまんろく　みかん 井上円了 いのうええんりょう 19021005 東洋哲学 9-10 p.735～740 [雑] [東洋] -
2232 珠算改良案 井上円了著［紹介］ しゅざんかいりょうあん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19021005 東洋哲学 9-10 p.769～770 [雑] [百] -
2233 哲学館第十六年度始業式 てつがくかんだいじゅうろくねんどしぎょうしき 19021005 東洋哲学 9-10 p.771～775 [雑] [百] -
2234 哲学館の新学年 てつがくかんのしんがくねん 19021005 東洋哲学 9-10 p.775～776 [雑] [百] -
2235 無何思談(第10) むかしだん　だいじゅう 六窓猿 ろくそうえん 19021005 東洋哲学 9-10 p.776～778 [雑] [百] -
2236 宗教的対象の人格非人格問題 しゅうきょうてきたいしょうのじんかくひじんかくもんだい 加藤玄智 かとうげんち 19021010 哲学雑誌 17-188 p.10～24 [雑] [東洋] -
2237 哲学通俗講義 てつがくつうぞくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 19021010 p.143～144 通俗哲学講義録 23-46 [講] [東洋] -
2238 日本に於ける宗教問題 にほんにおけるしゅうきょうもんだい ラガルリーグ、ジュリアン アンらがるりーぐじゅりあんあん 19021010 哲学雑誌 17-188 p.90～94 [雑] [東洋] - 7/24/99
2239 仏教哲学通俗講義(完) ぶっきょうてつがくつうぞくこうぎ　かん 井上円了 いのうええんりょう 19021010 p.153～155 通俗哲学講義録 23-46 [講] [東洋] -
2240 勅語玄義 ちょくごげんぎ 井上円了 いのうええんりょう 19021031 哲学館 [単] [東洋] -
2241 曹洞宗に就て所感を述ぶ そうとうしゅうについてしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19021099 和融誌 『円了講話集』所収 [雑] [未] -
2242 文学博士井上円了 ぶんがくはかせいのうええんりょう 岩崎勝三郎 いわさきかつさぶろう 19021101 博士奇行談 p.74 大学館 [所] [東洋] -
2243 井上館主送別会 いのうえかんしゅそうべつかい 19021105 東洋哲学 9-11 p.844 [雑] [百] -
2244 井上館主の印度及欧米渡航 いのうえかんしゅのいんどおよびおうべいとこう 19021105 東洋哲学 9-11 p.844 [雑] [百] -
2245 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19021105 東洋哲学 9-11 p.818～822 [雑] [東洋] -
2246 修学旅行 しゅうがくりょこう 奥邨桃里 おくむらとうり 19021105 東洋哲学 9-11 p.845～850 [雑] [百] -
2247 井上円了氏の印度欧米漫遊 いのうええんりょうしのいんどおうべいまんゆう 19021110 正法輪 160 p.17 [雑] [東洋] -
2248 通俗勅語玄義 つうぞくちょくごげんぎ 井上円了 いのうええんりょう 19021110 p.1～24 通俗哲学講義録 24-48 [講] [東洋] -
2249 余が所謂宗教 よがいわゆるしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 秋山悟庵 あきやまごあん 19021115 巽軒博士 倫理的宗教論批評集 p.292～328 金港堂 [所] [東洋] - 7/24/99
2250 送別辞退の理由 そうべつじたいのりゆう 19021124 四明余霞 179 p.26～27 [雑] [円] -
2251 私立の大学［小字大事］ しりつのだいがく　しょうじだいじ 19021199 中央公論 17-11 p.67 [雑] [東洋] -
2252 釈迦何人ぞ しゃかなんぴとぞ 井上円了 いのうええんりょう 19021203 南条\井上\村上三博士仏教講演集 p.94～105 文明堂 [所] [東洋] -
2253 仏教研究上に於ける改良意見 ぶっきょうけんきゅうじょうにおけるかいりょういけん 井上円了 いのうええんりょう 19021203 南条\井上\村上三博士仏教講演集 p.118～126 文明堂 [所] [東洋] -
2254 仏教と国体との関係 ぶっきょうとこくたいとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19021203 南条\井上\村上三博士仏教講演集 p.127～135 文明堂 [所] [東洋] -
2255 唯我独尊の説 ゆいがどくそんのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19021203 南条\井上\村上三博士仏教講演集 p.106～117 文明堂 [所] [東洋] -
2256 夢の話 ゆめのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19021203 南条\井上\村上三博士仏教講演集 p.136～145 文明堂 [所] [東洋] -
2257 井上館主送別会 いのうえかんしゅそうべつかい 桃里 とうり 19021205 東洋哲学 9-12 p.921～923 [雑] [百] -
2258 井上館主の出発 いのうえかんしゅのしゅっぱつ 19021205 東洋哲学 9-12 p.924～925 [雑] [百] -
2259 井上博士を送る［詩］ いのうえはかせをおくる　し 下田義天類 19021205 東洋哲学 9-12 p.908～909 [雑] [百] -
2260 円了博士の渡欧 えんりょうはかせのとおう 龍山学人 りゅうざんがくじん 19021205 太陽 8-15 p.60～61 [雑] [円] -
2261 ［大谷会に於ける井上館主演説の一節］ おおたにかいにおけるいのうえかんしゅえんぜつのいっせつ 19021205 東洋哲学 9-12 p.904 [雑] [百] -
2262 教育部甲種生卒業証書授与式 きょういくぶこうしゅせいそつぎょうしょうしょじゅよしき 19021205 東洋哲学 9-12 p.920～921 [雑] [百] -
2263 自我実現説について じがじつげんせつについて 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19021205 東洋哲学 9-12 p.853～863 [雑] [百] -
2264 植物園に於ける送別会 しょくぶつえんにおけるそうべつかい 19021205 東洋哲学 9-12 p.923～924 [雑] [百] -
2265 送甫水先生遊印度兼赴欧米［甫水先生、印度に遊び、兼ぬるに欧米に赴くを送る］［漢詩］ そうほすいせんせいゆういんどけんふおうべい　かんし 牧桜雲(他) まきおううん 19021205 東洋哲学 9-12 p.907～908 [雑] [百] -
2266 無何思談(第11) むかしだん　だいじゅういち 六窓猿 ろくそうえん 19021205 東洋哲学 9-12 p.925～928 [雑] [百] -
2267 ［旅行中の円了発の1,2信］［通信］ りょこうちゅうのえんりょうはつのいち、にしん　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19021205 東洋哲学 9-12 p.925 [雑] [百] -
2268 役員改選の結果左の如し やくいんかいせんのけっかさのごとし 19021210 哲学雑誌 17-190 p.99 [雑] [東洋] -
2269 勅語玄義 ちょくごげんぎ 井上円了 いのうええんりょう 19021223 仏教講話録 p.84～108 大日本仏教青年会 明治35年夏期講習会 [所] [東洋] -
2270 将来の宗教 しょうらいのしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19021299 新仏教 3-12 p.636 『円了講話集』所収 [雑] [未] -
2271 明治三十五年の概観：私立大学の勃興 めいじさんじゅうごねんのがいかん：しりつだいがくのぼっこう 19021299 中央公論 17-12 p.1～10 [雑] [東洋] -
2272 哲学要領［中国語訳］ てつがくようりょう　ちゅうごくごやく 井上円了\羅伯雅(訳)　いのうええんりょう・らはくが 19029999 上海、廣智 [翻] [中] -
2273 ［井上館主の香港、シンガポールからの便り］［葉書］ いのうえかんしゅのほんこん、しんがぽーるからのたより　はがき 井上円了 いのうええんりょう 19030101 東洋哲学 10-1 p.3(同窓会報) [雑] [百] -
2274 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030101 東洋哲学 10-1 p.29～32 [雑] [東洋] -
2275 再航日記(第1報) さいこうにっき　だいいっぽう 井上円了 いのうええんりょう 19030101 東洋哲学 10-1 p.1～3(同窓会報) [雑] [東洋] -
2276 無何思談(第12) むかしだん　だいじゅうに 六窓猿 ろくそうえん 19030101 東洋哲学 10-1 p.3～6(同窓会報) [雑] [百] -
2277 哲学館事件及び余が弁解 てつがくかんじけんおよびよがべんかい 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19030126 読売新聞 [新] [哲初] -
2278 ム氏の動機論忌憚に触れて［哲学館の］認可取消さる むしのどうきろんきたんにふれててつがくかんのにんかとりけさる 19030128 時事新報 『明治編年史』12 p.11,『明治ニュース事典』Ⅶ p.332 [新] [東洋] -
2279 哲学館認可取消事件について てつがくかんにんかとりけしじけん 隈本有尚 くまもとありひさ 19030129 読売新聞 [新] [哲初] -
2280 頑冥固陋の文部省 がんめいころうのもんぶしょう 19030130 万朝報 [新] [哲初] -
2281 哲学館事件 てつがくかんじけん 19030130 東京朝日新聞 [新] [哲初] -
2282 頑冥固陋の文部省 がんめいころうのもんぶしょう 19030131 万朝報 [新] [哲初] -
2283 頑冥固陋の文部省 がんめいころうのもんぶしょう 19030201 万朝報 [新] [哲初] -
2284 教育界の一問題 きょういくかいのいちもんだい 19030201 毎日新聞 [新] [哲初] -
2285 論理上の帰着点 ろんりじょうのきちゃくてん 19030201 東京朝日新聞 [新] [哲初] -
2286 哲学館事件：文部当局の頑迷 てつがくかんじけん：もんぶとうきょくのがんめい 19030202 中央新聞 [新] [哲初] -
2287 ［井上円了、河口慧海と一緒にチベットを旅行中］［葉書］ いのうええんりょう、かわぐちえかいといっしょにちべっとをりょこうちゅう　はがき 井上円了 いのうええんりょう 19030205 東洋哲学 10-2 p.14～15(同窓会報) [雑] [百] -
2288 ［井上円了、26日ボンベイよりロンドンへ出発］(追加)［葉書］ いのうええんりょう、にじゅうろくにちぼんべいよりろんどんへしゅっぱつ　ついか　はがき 井上円了 いのうええんりょう 19030205 東洋哲学 10-2 p.24(同窓会報) [雑] [百] -
2289 印度通信 いんどつうしん 大宮孝潤 おおみやこうじゅん 19030205 東洋哲学 10-2 p.15～20(同窓会報) [雑] [百] -
2290 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030205 東洋哲学 10-2 p.94～100 [雑] [東洋] -
2291 再航日記(第2報) さいこうにっき　だいにほう 井上円了 いのうええんりょう 19030205 東洋哲学 10-2 p.11～14(同窓会報) [雑] [東洋] -
2292 無何思談(第13) むかしだん　だいじゅうさん 六窓猿 ろくそうえん 19030205 東洋哲学 10-2 p.20～21 [雑] [百] -
2293 学問の独立：哲学館事件に就て がくもんのどくりつ：てつがくかんじけんについて 告天子 こくてんし 19030209 大阪朝日新聞 [新] [哲初] -
2294 文部省の狭量 もんぶしょうのきょうりょう 19030209 日出国新聞 [新] [哲初] -
2295 学問独立の危機 がくもんどくりつのきき 柏木生 かしわぎせい 19030212 基督教世界 [雑] [哲初] -
2296 哲学館事件：文部省の迫害 てつがくかんじけん：もんぶしょうのはくがい 19030213 教育新聞 [新] [哲初] -
2297 哲学館事件 てつがくかんじけん 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19030215 六合雑誌 266 p.140～150 [雑] [東洋] -
2298 哲学館事件と文部省 てつがくかんじけんともんぶしょう 19030215 六合雑誌 266 p.82～85 [雑] [哲初] -
2299 哲学館事件に関する弁疏 てつがくかんじけんにかんするべんそ 文部省当局者 もんぶしょうとうきょくしゃ 19030216 時事新報 [新] [哲初] -
2300 形式教育の大弊害 けいしききょういくのだいへいがい 延山 えんざん 19030219 愛媛新聞 [新] [哲初] -
2301 寄『日出国新聞』書［日出国新聞に寄するの書］ きやまとしんぶんしょ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19030223 日出国新聞 [新] [哲初] -
2302 哲学館問題の裏面(大学々生と井の哲博士) てつがくかんもんだいのりめん　だいがくがくせいといのてつはかせ 19030223 日出国新聞 [新] [哲初] -
2303 印度だより いんどだより 19030224 四明余霞 182 p.31 [雑] [円] -
2304 海の死 うみのし 井上円了 いのうええんりょう 19030227 名家仏教講演集 1 森江書店 合本 [所] [円] -
2305 哲学館事件に就て てつがくかんじけんについて 19030227 時事新報 [新] [哲初] -
2306 哲学館事件と世論 てつがくかんじけんとせろん 19030301 太陽 9-3 p.230～231 [雑] [円] -
2307 哲学館事件に関する中島氏の事件 てつがくかんじけんにかんするなかじましのじけん 19030301 太陽 9-3 p.229～230 [雑] [円] -
2308 ［哲学館事件について視学官隈本氏曰く］［1月29日］ てつがくかんじけんについてしがくかんくまもとしいわく　いちがつにじゅうくにち 19030301 太陽 9-3 p.252 [雑] [円] -
2309 哲学館認可取消処分の理由 てつがくかんにんかとりけししょぶんのりゆう 文部省 もんぶしょう 19030301 時事新報 [新] [哲初] -
2310 哲学館認可取消問題 てつがくかんにんかとりけしもんだい 19030301 太陽 9-3 p.30～31 『哲学館事件と倫理問題』所収 [雑] [東洋] -
2311 ム氏の倫理書に就きて むしのりんりしょにつきて 19030301 太陽 9-3 p.230 [雑] [円] -
2312 一読一詠(1) いちどくいちえい　いち 無平無仄斎 むひょうむそくさい 19030305 東洋哲学 10-3 p.155～158 [雑] [百] -
2313 ［井上先生の海外巡遊日程］［書簡］ いのうえせんせいのかいがいじゅんゆうにってい　しょかん 井上円了 いのうええんりょう 19030305 東洋哲学 10-3 p.177 1月17日発信 [雑] [百] -
2314 ［井上先生の海外巡遊日程］［葉書］ いのうえせんせいのかいがいじゅんゆうにってい　はがき 井上円了 いのうええんりょう 19030305 東洋哲学 10-3 p.40～41(同窓会報) 1月11日発信 [雑] [百] -
2315 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030305 東洋哲学 10-3 p.149～155 [雑] [東洋] -
2316 再航日記(第3報) さいこうにっき　だいさんぽう 井上円了 いのうええんりょう 19030305 東洋哲学 10-3 p.33～40(同窓会報) [雑] [東洋] -
2317 哲学館事件真相 てつがくかんじけんしんそう 某教育家 ぼうきょういくか 19030305 日本人 182 p.9～13 [雑] [円] -
2318 哲学館事件と新聞雑誌 てつがくかんじけんとしんぶんざっし 19030305 東洋哲学 10-3 p.178～182 [雑] [東洋] -
2319 哲学館生徒に与ふる書 てつがくかんせいとにあたうるしょ 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19030305 東洋哲学 10-3 p.25～27(同窓会報) [雑] [百] -
2320 哲学館取扱取消事件の顛末 てつがくかんとりあつかいとりけしのてんまつ 19030305 東洋哲学 10-3 p.27～33(同窓会報) [雑] [百] -
2321 無何思談(第14) むかしだん　だいじゅうよん 六窓猿 ろくそうえん 19030305 東洋哲学 10-3 p.41～42(同窓会報) [雑] [百] -
2322 ム氏の動機説危険にあらず、丁酉倫理会意見書を発表す むしのどうきせつきけんにあらず、ていゆうりんりかいいけんしょをはっぴょうす 19030311 日本新聞 『明治編年史』12 p.30,『明治ニュース事典』Ⅶ p.333 [新] [東洋] -
2323 哲学館事件と文部当局の弁明 てつがくかんじけんともんぶとうきょくのべんめい 19030312 日本新聞 『明治編年史』12 p.30,『明治ニュース事典』Ⅶ p.333 [新] [東洋] -
2324 善なる動機と悪なる行為 ぜんなるどうきとあくなるこうい 19030315 六合雑誌 267 p.165～170 [雑] [哲続] -
2325 井上虎蔵君の疑惑を解く いのうえとらぞうくんのぎわくをとく 局外中立生 きょくがいちゅうりつせい 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.224～227 文明堂 [所] [東洋] -
2326 学生諸子の檄に応ふ がくせいしょしのげきにこたう 丸山通一 まるやまつういち 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.239～253 文明堂 [所] [東洋] -
2327 局外中立生の弁解及岡田総務長官の談話を読む きょくがいちゅうりつせいのべんかいおよびおかだそうむちょうかんのだんわをよむ 井上虎蔵 いのうえとらぞう 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.227～231 文明堂 [所] [東洋] -
2328 桑木君の動機論と暗殺論 くわきくんのどうきろんとあんさつろん 丸山通一 まるやまつういち 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.198～200 文明堂 「独立評論」3の『目的と手段』に対して [所] [東洋] -
2329 桑木君の惑いを解く くわきくんのまどいをとく 丸山通一 まるやまつういち 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.184～186 文明堂 [所] [東洋] -
2330 哲学館事件と倫理問題 てつがくかんじけんとりんりもんだい 清水清明(編) しみずきよあき 19030328 文明堂 [単] [東洋] -
2331 哲学館事件に関して学界の識者に言す てつがくかんじけんにかんしてがっかいのしきしゃにげんす 帝国大学文科大学哲学科第三年生ていこくだいがくぶんかだいがく 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.210～212 文明堂 [所] [東洋] -
2332 哲学館事件に対する意見 てつがくかんじけんにたいするいけん 清水清明 しみずきよあき 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.253～254 文明堂 [所] [東洋] -
2333 哲学館事件の問題の所在について：文科大学第三年生諸氏の公開書を読む てつがくかんじけんのもんだいのしょざいについて：ぶんかだいがくだいさんねんせいしょしのこうかいしょをよむ 局外中立生 きょうがいちゅうりつせい 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.213～220 文明堂 [所] [東洋] -
2334 哲学館事件の問題は那辺に在りや てつがくかんじけんのもんだいはなへんにありや 文科大学哲学科第三年生　ぶんかだいがくてつがくかだいさ 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.231～236 文明堂 [所] [東洋] -
2335 哲学館事件は単に教育行政上の問題なりや：局外中立生の所論につきて てつがくかんじけんはたんにきょういくぎょうせいじょうのもんだいなりや：きょくがいちゅうりつせいのしょろんにつきて 井上虎蔵 いのうえとらぞう 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.220～224 文明堂 [所] [東洋] -
2336 文科大学哲学科第三年生諸君に答ふ ぶんかだいがくてつがくかだいさんねんせいしょくんにこたう 局外中立生 きょくがいちゅうりつせい 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.237～239 文明堂 [所] [東洋] -
2337 ミュアヘッドの倫理学書に就いて みゅあへっどのりんりがくしょについて 桑木厳翼 くわきげんよく 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.167～175 文明堂 [所] [東洋] -
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2338 文部省視学官の言果して真ならば もんぶしょうしがくかんのげんはたしてしんならば 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.31～39 文明堂 [所] [東洋] -
2339 文部省当局者に告ぐ もんぶしょうとうきょくしゃにつぐ 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19030328 哲学館事件と倫理問題 p.42～55 文明堂 [所] [東洋] -
2340 哲学館事件とは何ぞや てつがくかんじけんとはなんぞや 高島米峰 たかしまべいほう 19030399 中央公論 [雑] [未] -
2341 哲学館事件 てつがくかんじけん 19030401 太陽 9-4 p.231 [雑] [円] -
2342 動機論と結果論 どうきろんとけっかろん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19030401 太陽 9-4 p.49～61 『哲学館事件と倫理問題』所収 [雑] [東洋] -
2343 再び哲学館問題につき ふたたびてつがくかんもんだいにつき 19030401 太陽 9-4 p.30～33 『哲学館事件と倫理問題』所収 [雑] [東洋] -
2344 ［井上先生の日本人と西洋人の比較］［通信］ いのうえせんせいのにほんじんとせいようじんのひかく　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030405 東洋哲学 10-4 p.43～44(同窓会報) 哲学館\京北中の生徒\講師宛 [雑] [百] -
2345 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030405 東洋哲学 10-4 p.206～209 [雑] [東洋] -
2346 松本荘一郎氏逝去 まつもとそういちろうしせいきょ 19030405 東洋哲学 10-4 p.47～48(同窓会報) [雑] [百] -
2347 無何思談(第15) むかしだん　だいじゅうご 六窓猿 ろくそうえん 19030405 東洋哲学 10-4 p.48～51(同窓会報) [雑] [百] -
2348 名家仏教講演集［紹介］ めいかぶっきょうこうえんしゅう　しょうかい 19030405 和融誌 7-4 p.113 [雑] [東洋] -
2349 学者及び宗教者の有する自由：哲学館問題について がくしゃおよびしゅうきょうしゃの 多田鼎 ただかなえ 19030410 通俗仏教 3-4 p.26～30 『哲学館事件と倫理問題』続編に所収 [雑] [円] - 7/24/99
2350 哲学館事件と倫理問題 清水清明編輯［批評］ てつがくかんじけんとりんりもんだい　しみずきよあきへんしゅう　ひひょう 19030415 六合雑誌 268 p.325 [雑] [東洋] -
2351 哲学館事件と倫理問題：倫理の要件 てつがくかんじけんとりんりもんだい：りんりのようけん 19030501 太陽 9-5 p.113 [雑] [東洋] -
2352 動機論 どうきろん 元良勇次郎 もとらゆうじろう 19030501 太陽 9-5 p.56～69 『哲学館事件と倫理問題』(続)所収 [雑] [東洋] -
2353 一読一詠(2) いちどくいちえい　に 無平無仄斎 むひょうむそくさい 19030505 東洋哲学 10-5 p.263～267 [雑] [百] -
2354 ［井上円了のドイツとロシアからの通信］［葉書］ いのうええんりょうのどいつとろしあからのつうしん　はがき 井上円了 いのうええんりょう 19030505 東洋哲学 10-5 口絵 [雑] [百] -
2355 ［井上先生の英国見聞録］［通信］ いのうえせんせいのえいこくけんぶんろく　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030505 東洋哲学 10-5 p.60～61(同窓会報) [雑] [百] -
2356 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030505 東洋哲学 10-5 p.260～263 [雑] [百] -
2357 再航日記(第4報) さいこうにっき　だいよんぽう 井上円了 いのうええんりょう 19030505 東洋哲学 10-5 p.53～57(同窓会報) [雑] [百] -
2358 再航日記(第5報) さいこうにっき　だいごほう 井上円了 いのうええんりょう 19030505 東洋哲学 10-5 p.57～60(同窓会報) [雑] [百] -
2359 無何思談(第16) むかしだん　だいじゅうろく 六窓猿 ろくそうえん 19030505 東洋哲学 10-5 p.61～64(同窓会報) [雑] [百] -
2360 大内青巒先生の経歴談(承前) おおうちせいらんせんせいのけいれきだん　しょうぜん 訪問子 ほうもんし 19030510 通俗仏教 3-5 p.43～46 [雑] [円] -
2361 哲学館事件が与えし教訓 てつがくかんじけんがあたえしきょうくん 金子喜一 かねこきいち 19030515 六合雑誌 269 p.356～360 在米 [雑] [哲続] -
2362 一心三観の解釈 いっしんさんがんのかいしゃく 井上円了 いのうええんりょう 19030524 四明余霞 185 p.8～10 [雑] [円] -
2363 ［哲学館事件に関する井上円了の欧州からの近信］［書簡］ てつがくかんじけんにかんするいのうええんりょうのおうしゅうからのきんしん　しょかん 19030524 四明余霞 185 p.27 [雑] [円] -
2364 哲学館の夏期講習会 てつがくかんのかきこうしゅうかい 19030525 東洋学芸雑誌 20-260 p.228 [雑] [未] -
2365 近時の倫理問題に対する意見 きんじのりんりもんだいにたいするいけん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19030601 太陽 9-6 p.63～78 『哲学館事件と倫理問題』所収 [雑] [東洋] -
2366 ミューアヘッド博士の辨妄書 みゅうあへっどはかせのべんもうしょ 19030601 太陽 9-6 p.231～232 [雑] [東洋] -
2367 ［将来の宗教］ しょうらいのしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19030604 将来の宗教 p.190～196 新仏教徒同志会出版部 [所] [東洋] -
2368 ［哲学館事件についての見方］ てつがくかんじけんについてのみかた 島地黙雷 しまじもくらい 19030604 将来の宗教 付録p.39 新仏教徒同志会出版部 [所] [東洋] -
2369 ［井上館主、英国からブリュッセルへの渡航］［短信］ いのうえかんしゅ、えいこくからぶりゅっせるへのとこう　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030605 東洋哲学 10-6 p.75(同窓会報) 4月23日英国発 [雑] [百] -
2370 ［英国から寄せられた井上先生の葉書］［通信］ えいこくからよせられたいのうえせんせいのはがき　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030605 東洋哲学 10-6 口絵 [雑] [百] -
2371 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030605 東洋哲学 10-6 p.333～338 [雑] [東洋] -
2372 再航日記(第6報) さいこうにっき　だいろっぽう 井上円了 いのうええんりょう 19030605 東洋哲学 10-6 p.69～75(同窓会報) [雑] [東洋] -
2373 十三日会誌序(未完) じゅうさんにちかいしじょ　みかん 斐川生 ひかわせい 19030605 東洋哲学 10-6 p.75～77(同窓会報) [雑] [百] -
2374 無何思談(第17) むかしだん　だいじゅうしち 六窓猿 ろくそうえん 19030605 東洋哲学 10-6 p.77～80(同窓会報) [雑] [百] -
2375 一読一詠(4) いちどくいちえい　よん 無平無仄斎 むひょうむそくさい 19030705 東洋哲学 10-7 p.410～411 [雑] [百] -
2376 井上館主の英国観 いのうえかんしゅのえいこくかん 井上円了 いのうええんりょう 19030705 東洋哲学 10-7 p.86～88(同窓会報) 英国の新聞の要旨 [雑] [百] -
2377 ［井上哲学館主、アイルランド\ダブリン発の葉書］［通信］ いのうえてつがくかんしゅ、あいるらんど・だぶりんはつのはがき　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030705 東洋哲学 10-7 口絵 [雑] [百] -
2378 円了漫録(承前) えんりょうまんろく　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19030705 東洋哲学 10-7 p.399～403 [雑] [東洋] -
2379 再航日記(第7報) さいこうにっき　だいななほう 井上円了 いのうええんりょう 19030705 東洋哲学 10-7 p.83～86(同窓会報) [雑] [東洋] -
2380 将来の仏教(新仏教徒同志会編集)［紹介］ しょうらいのぶっきょう　しんぶっきょうとどうしかいへんしゅう　しょうかい 19030705 東洋哲学 10-7 p.424～425 [雑] [百] -
2381 仏教文芸 第六号［紹介］ ぶっきょうぶんげい　だいろくごう　しょうかい 19030705 東洋哲学 10-7 p.426 [雑] [百] -
2382 無何思談(第18) むかしだん　だいじゅうはち 六窓猿 ろくそうえん 19030705 東洋哲学 10-7 p.88～95(同窓会報) [雑] [百] -
2383 ［井上円了博士、欧米巡遊中、カントの遺跡を訪ねた所見］［通信］ いのうええんりょうはかせ、おうべいじゅんゆうちゅう、かんとのいせきをたずねたしょけん　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030710 哲学雑誌 18-197 p.89～90 外国通信 [雑] [東洋] -
2384 井上博士の西洋宗教視察談 いのうえはかせのせいようしゅうきょうしさつだん 訪問子 ほうもんし 19030710 通俗仏教 3-8 p.40～42 [雑] [円] -
2385 大日本仏教青年夏期講習会 だいにほんぶっきょうせいねんかきこうしゅうかい 19030710 正法輪 176 p.17 [雑] [東洋] -
2386 井上円了博士の帰国［雑録］ いのうええんりょうはかせのきこく　ざつろく 19030801 愛信 2-8 p.26 [雑] [東洋] -
2387 井上館主の帰朝 いのうえかんしゅのきちょう 19030805 東洋哲学 10-8 p.103(同窓会報) [雑] [百] -
2388 ［井上哲学館主、英国発の葉書］［通信］ いのうえてつがくかんしゅ、えいこくはつのはがき　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030805 東洋哲学 10-8 口絵 [雑] [百] -
2389 円了漫録(承前 完) えんりょうまんろく　しょうぜん　かん 井上円了 いのうええんりょう 19030805 東洋哲学 10-8 p.458～461 [雑] [東洋] -
2390 再航日記(第8報) さいこうにっき　だいはちほう 井上円了 いのうええんりょう 19030805 東洋哲学 10-8 p.103～106(同窓会報) [雑] [東洋] -
2391 哲学館第三回夏期講習会 てつがくかんだいさんかいかきこうしゅうかい 19030805 東洋哲学 10-8 p.113(同窓会報) [雑] [百] -
2392 哲学館第十三回卒業証書授与式 てつがくかんだいじゅうさんかいそつぎょうしょうしょじゅよしき 19030805 東洋哲学 10-8 p.106～109(同窓会報) [雑] [百] -
2393 哲学館同窓会大会記事［記事］ てつがくかんどうそうかいたいかいきじ　きじ 19030805 東洋哲学 10-8 p.111～112(同窓会報) [雑] [百] -
2394 無何思談(第19) むかしだん　だいじゅうく 六窓猿 ろくそうえん 19030805 東洋哲学 10-8 p.109～111(同窓会報) [雑] [百] -
2395 井上円了博士帰朝 いのうええんりょうはかせきちょう 19030810 哲学雑誌 18-198 p.112 [雑] [東洋] -
2396 井上博士の帰朝 いのうえはかせのきちょう 19030810 正法輪 178 p.14 [雑] [東洋] -
2397 花禽蟲 かきんちゅう 藍川 らんせん 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.316 文明堂 [所] [東洋] -
2398 哲学館事件と倫理問題 続編 てつがくかんじけんとりんりもんだい　ぞくへん 清水清明(編) しみずきよあき 19030812 文明堂 [単] [東洋] -
2399 哲学館事件に関して倫理学上動機の意義を論じ併せてミュアヘッド氏の動機論を評す てつがくかんじけんにかんしてりんりがくじょうどうきのいぎをろんじあわせてみゅあへっどしのどうきろんをひょうす 綱島栄一郎 つなしまえいいちろう 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.107～160 文明堂 [所] [東洋] -
2400 認可取消を聞きて所感を述ぶ にんかとりけしをききてしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.247 文明堂 [所] [東洋] -
2401 博士井上哲次郎さんに はかせいのうえてつじろうさんに 局内端座生 きょくないたんざせい 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.317～324 文明堂 [所] [東洋] -
2402 奉呈中島先生 ほうていなかじませんせい 水竹居主人 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.324 文明堂 [所] [東洋] -
2403 世の所謂哲学館事件 よのいわゆるてつがくかんじけん 文科大学哲学科第三年生多数有志ぶんかだいがくてつがくかだいさ 19030812 哲学館事件と倫理問題 続編 p.1～13 文明堂 [所] [東洋] -
2404 ［井上円了のインド、フランス等からの葉書］［通信］ いのうええんりょうのいんど、ふらんすとうからのはがき　つうしん 井上円了 いのうええんりょう 19030905 東洋哲学 10-9 口絵 [雑] [百] -
2405 井上館主及河口慧海君帰朝歓迎会 いのうえかんしゅおよびかわぐちえかいくんきちょうかんげいかい 19030905 東洋哲学 10-9 p.129～130(同窓会報) [雑] [百] -
2406 井上先生とミュアヘッド教授 いのうえせんせいとみゅあへっどきょうじゅ 19030905 東洋哲学 10-9 p.125～126(同窓会報) [雑] [百] -
2407 岡本先生見舞会報告 おかもとせんせいみまいかいほうこく 19030905 東洋哲学 10-9 p.130(同窓会報) [雑] [百] -
2408 再航日記(第9報) さいこうにっき　だいきゅうほう 井上円了 いのうええんりょう 19030905 東洋哲学 10-9 p.121～125(同窓会報) [雑] [東洋] -
2409 沢柳政太郎氏の私立学校論を読む さわやなぎまさたろうしのしりつがっこうろんをよむ 鐘三郎 かねさぶろう 19030905 東洋哲学 10-9 p.538～544 [雑] [百] -
2410 大乗仏説論批判 村上専精［紹介］ だいじょうぶっせつろんひはん　むらかみせんしょう　しょうかい 19030905 東洋哲学 10-9 p.549 [雑] [百] -
2411 哲学館事件と倫理問題 続編［紹介］ てつがくかんじけんとりんりもんだい　ぞくへん　しょうかい 19030905 東洋哲学 10-9 p.549 [雑] [百] -
2412 広く同窓諸子に告ぐ ひろくどうそうしょしにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 19030905 東洋哲学 10-9 p.115～120(同窓会報) [雑] [東洋] -
2413 無何思談(第20) むかしだん　だいにじゅう 六窓猿 ろくそうえん 19030905 東洋哲学 10-9 p.126～129(同窓会報) [雑] [百] -
2414 洋行雑話 ようこうざつわ 井上円了 いのうええんりょう 19030905 東洋哲学 10-9 p.524～529 『円了講話集』所収 [雑] [東洋] -
2415 凉燈餘影(1) りょうとうよえい　いち 卯木生 うのきせい 19030905 東洋哲学 10-9 p.529～532 [雑] [百] -
2416 再航詩集 さいこうししゅう 井上円了 いのうええんりょう 19030914 哲学館 [単] [東洋] -
2417 修身教会設立旨趣 しゅうしんきょうかいせつりつししゅ 井上円了 いのうええんりょう 19030914 哲学館 『円了講話集』所収 [単] [東洋] -
2418 私立学校としての哲学館 しりつがっこうとしてのてつがくかん 19030915 六合雑誌 273 p.653～655 [雑] [東洋] -
2419 哲学館事件と倫理問題(続篇) 清水清明編輯［批評］ てつがくかんじけんとりんりもんだい　ぞくへん　しみずきよあきへんしゅう　ひひょう 19030915 六合雑誌 273 p.721 [雑] [東洋] -
2420 中島徳蔵君の所論を評してミュイヤヘッドと王陽明の学説に及ぶ なかじまとくぞうくんのしょろんをひょうしてみゅいあへっどおうようめいのがくせつにおよぶ 丸山通一 まるやまつういち 19030915 六合雑誌 273 p.658～671 [雑] [東洋] -
2421 ［哲学館大学、専門学校令により改称］ てつがくかんだいがく、せんもんがっこうれいによりかいしょう 19031002 国民新聞 『明治ニュース事典』Ⅶ p.334 [新] [百] -
2422 ［館主帰朝歓迎会］［禀告］ かんしゅきちょうかんげいかい　りんこく 19031005 東洋哲学 10-10 p.140(同窓会報) [雑] [百] -
2423 修身教会設立旨趣 しゅうしんきょうかいせつりつししゅ 井上円了 いのうええんりょう 19031005 東洋哲学 10-10 p.616～623 『円了講話集』所収 [雑] [東洋] -
2424 私立学校としての哲学館 六合雑誌 しりつがっこうとしてのてつがくかん　りくごうざっし 19031005 東洋哲学 10-10 p.614～615 [雑] [百] -
2425 哲学館称号授与式及学年始業式 てつがくかんしょうごうじゅよしきおよびがくねんしぎょうしき 19031005 東洋哲学 10-10 p.133～137(同窓会報) [雑] [百] -
2426 哲学館の新学年 てつがくかんのしんがくねん 19031005 東洋哲学 10-10 p.137～139(同窓会報) [雑] [百] -
2427 井上博士の帰朝談 いのうえはかせのきちょうだん 19031010 正法輪 182 p.16 [雑] [東洋] -
2428 欧州所感 おうしゅうしょかん 井上円了 いのうええんりょう 19031010 通俗仏教 3-10 p.20～27 [雑] [円] -
2429 修身教会設立案 しゅうしんきょうかいせつりつあん 19031025 正法輪 183 p.12 [雑] [東洋] -
2430 修身教会設立の企図 しゅうしんきょうかいせつりつのきと 筑川 ちくせん 19031101 無尽燈 8-11 p.79～81 [雑] [東洋] -
2431 井上館主帰朝歓迎会 いのうえかんしゅききょうかんげいかい 19031105 東洋哲学 10-11 p.144～149(同窓会報) [雑] [百] -
2432 孔夫子降誕会 こうふうしこうたんえ 19031105 東洋哲学 10-11 p.152(同窓会報) [雑] [百] -
2433 再航日記(第10報 完) さいこうにっき　だいじっぽう　かん 井上円了 いのうええんりょう 19031105 東洋哲学 10-11 p.141～144(同窓会報) [雑] [東洋] -
2434 東京だより とうきょうだより 19031105 和融誌 7-11 p.89 [雑] [東洋] -
2435 日本の特性を論ず にほんのとくせいをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19031105 東洋哲学 10-11 p.625～629 [雑] [東洋] -
2436 再船詩稿 さいせんしこう 井上円了 いのうええんりょう 19031110 通俗仏教 3-11 p.54 [雑] [円] -
2437 中島君の所論を評してミュイヤヘッドと王陽明の学説に及ぶ なかじまくんのしょろんをひょうしてみゅいやへっどとおうようめいのがくせつにおよぶ 丸山通一 まるやまつういち 19031115 六合雑誌 275 p.837～848 [雑] [東洋] -
2438 本日分「東洋哲学」に井上円了博士は「日本の特性を論ず」と題して ほんじつぶんとうようてつがくにいのうええんりょうはかせはにほんのとくせいをろんずとだいして 19031118 六条学報 26 p.54～56 [雑] [東洋] -
2439 六十二見私考 ろくじゅうにけんしこう 広橋連城 ひろはしれんじょう 19031118 六条学報 26 p.11～26 井上円了博士の杜撰 [雑] [東洋] -
2440 修身教会 しゅうしんきょうかい 19031125 正法輪 185 p.13 [雑] [東洋] -
2441 欧米の宗教事情と余の所感 おうべいのしゅうきょうじじょうとよのしょかん 井上円了 いのうええんりょう 19031128 宗教大観 p.291～297 鴻盟社 [所] [東洋] -
2442 宗教研究会記事［記事］ しゅうきょうけんきゅうかいきじ　きじ 19031128 宗教大観 p.298～301 鴻盟社 [所] [東洋] -
2443 日本人の短処 にほんじんのたんしょ 井上円了 いのうええんりょう 19031201 太陽 9-14 p.81～82 [雑] [円] -
2444 ◆蝨銘［漢文］ えいしつめい　かんぶん 小林広徳 こばやしひろのり 19031205 東洋哲学 10-12 p.715～716 [雑] [百] -
2445 無何思談(第21) むかしだん　だいにじゅういち 六窓猿 ろくそうえん 19031205 東洋哲学 10-12 p.157～161(同窓会報) [雑] [百] -
2446 円了漫録 えんりょうまんろく 井上円了 いのうええんりょう 19031210 哲学館 [単] [東洋] -
2447 哲学会大会 てつがくかいたいかい 19031210 哲学雑誌 18-202 p.86～87 [雑] [東洋] -
2448 天狗の起源 てんぐのきげん 井上円了 いのうええんりょう 19031210 哲学雑誌 18-202 p.1～7 『円了講話集』所収 [雑] [東洋] -
2449 中島君の所論を評してミュイヤヘッドと王陽明の学説に及ぶ なかじまくんのしょろんをひょうしてみゅいやへっどとおうようめいのがくせつにおよぶ 丸山通一 まるやまつういち 19031215 六合雑誌 276 p.915～929 [雑] [東洋] -
2450 天狗論(妖怪叢書 第3編) てんぐろん　ようかいそうしょ　だいさんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19031229 哲学館 [単] [東洋] -
2451 印度哲学綱要［中国語訳］ いんどてつがくこうよう　ちゅうごくごやく 井上円了\汪◆(訳)　いのうええんりょう・おうきん 19039999 上海、南昌、普益書局 [翻] [中] -
2452 円了博士の教育談 えんりょうはかせのきょういくだん 井上円了 いのうええんりょう 19039999 日本 p.325～333 [雑] [哲続] -
2453 臆病なる文部省 おくびょうなるもんぶしょう 19039999 独立評論 [雑] [哲続] -
2454 学者に対する迫害：哲学館事件について がくしゃにたいするはくがい：てつがくかんじけんについて 19039999 新仏教 4-3 [雑] [哲初] -
2455 学人の気節を奈何：哲学館に与う がくじんのきせつをいかん：てつがくかんにあたう 柳母生 りゅうぼせい 19039999 二六新報 [新] [哲初] -
2456 学問の不自由 がくもんのふじゆう 剣南 けんなん 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2457 学理に対する政権の迫害：教育上に於ける偽忠君の弊 がくりにたいするせいけんのはくがい：きょういくじょうにおけるぎちゅうくんのへい 19039999 中国民報 [新] [哲初] -
2458 官権主義の教育を排す かんけんしゅぎのきょういくをはいす 恵美孝三 えみこうぞう 19039999 近畿評論 在独逸 [雑] [哲続] -
2459 議会に於ける質問演説 ぎかいにおけるしつもんえんぜつ 根本　正 ねもと　ただし 19039999 衆議院議事速記録 [雑] [哲続] -
2460 教育時評 きょういくじひょう 一村居士 いっそんこじ 19039999 教育界 [雑] [哲続] -
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2461 教育の危機：丁酉倫理会の宣言 きょういくのきき：ていゆうりんりかいのせんげん 秋郊 しゅうこう 19039999 教育新聞 [新] [哲続] -
2462 虚偽の日本 きょぎのにほん 19039999 日出国新聞 [新] [哲続] -
2463 謹慎録 きんしんろく 和田生 わだせい 19039999 東洋哲学 [雑] [哲続] -
2464 隈本視学官に与う くまもとしがくかんにあたう 鐘三郎 かねさぶろう 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2465 隈本視学官に与う くまもとしがくかんにあたう 仙舟 せんしゅう 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2466 桑木君の「目的と手段」を読む くわきくんのもくてきとしゅだんをよむ 丸山通一 まるやまつういち 19039999 独立評論 [雑] [哲続] -
2467 現今の倫理問題 げんこんのりんりもんだい 19039999 毎日新聞 [新] [哲続] -
2468 視学官の責任はないか しがくかんのせきにんはないか 某学者 ぼうがくしゃ 19039999 日本 [雑] [哲初] -
2469 觸目現前 しょもくがんぜん 19039999 人民新聞 [新] [哲初] -
2470 (続哲学)妖怪百談［中国語訳］ ぞくてつがく　ようかいひゃくだん　ちゅうごくごやく 井上円了\徐渭臣(訳)　いのうええんりょう・じょいしん 19039999 上海、文明 [翻] [中] -
2471 注意すべき現象 ちゅういすべきげんしょう 19039999 教育新聞 [新] [哲続] -
2472 机の塵 つくえのちり 19039999 万朝報 [新] [哲初] -
2473 哲学館一部認可取消事件 てつがくかんいちぶにんかとりけしじけん 19039999 教育学術界 1月20日稿 [雑] [哲初] -
2474 哲学館学生に寄す てつがくかんがくせいによす 雲児生 うんじせい 19039999 万朝報 [新] [哲初] -
2475 哲学館事件 てつがくかんじけん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19039999 中央公論 [雑] [哲初] -
2476 哲学館事件 てつがくかんじけん 19039999 国学院雑誌 9-2 [雑] [哲初] -
2477 哲学館事件 てつがくかんじけん 19039999 教育界 3 [雑] [哲初] -
2478 哲学館事件 てつがくかんじけん 19039999 慶応義塾学報 [雑] [哲初] -
2479 哲学館事件とは何ぞや てつがくかんじけんとはなんぞや 高島米峰 たかしまべいほう 19039999 中央公論 [雑] [哲続] -
2480 『哲学館事件と倫理問題』を評す［批評］ てつがくかんじけんとりんりもんだいをひょうす　ひひょう 19039999 帝国文学 6 [雑] [哲続] -
2481 哲学館事件の収結 てつがくかんじけんのしゅうけつ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19039999 教育界 [雑] [哲続] -
2482 哲学館事件の真相を論ず てつがくかんじけんのしんそうをろんず 19039999 新人 4-3 [雑] [哲初] -
2483 哲学館事件の断案 てつがくかんじけんのだんあん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19039999 教育時界 [雑] [哲続] -
2484 ［哲学館事件は学説上の問題か、行政上の問題か］［記事］ てつがくかんじけんはがくせつじょうのもんだいか、ぎょうせいじょうのもんだいか　きじ 19039999 実験教授指針 2-3 [雑] [哲続] -
2485 哲学館認可取消事件 てつがくかんにんかとりけしじけん 19039999 早稲田学報 76 [雑] [哲初] -
2486 哲学館認可取消事件余論(文部省－宮内省) てつがくかんにんかとりけしじけんよろん　もんぶしょう　くないしょう 19039999 教育学術界 3 [雑] [哲初] -
2487 哲学館問題 てつがくかんもんだい 19039999 教育時論 [雑] [哲初] -
2488 哲学館問題 てつがくかんもんだい 19039999 教育新聞 [新] [哲初] -
2489 哲学館問題に就きて てつがくかんもんだいにつきて 某教育者 ぼうきょういくしゃ 19039999 日本 [雑] [哲初] -
2490 哲学原理(◆学会叢書)［中国語訳］ てつがくげんり　びんがっかいそうしょ　ちゅうごくごやく 井上円了\王学來(訳)　いのうええんりょう・おうがくら 19039999 東京、◆学会 [翻] [中] -
2491 哲学微言［中国語訳］ てつがくびげん　ちゅうごくごやく 井上円了 いのうええんりょう 19039999 東京、游学社 [翻] [中] -
2492 動機説 どうきせつ 田中治六 たなかじろく 19039999 東洋哲学 [雑] [哲続] -
2493 隣の噂 となりのうわさ 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2494 中島徳蔵氏図書寄贈の顛末 なかじまとくぞうしとしょきそう 林竹次郎 はやしたけじろう 19039999 東洋哲学 [雑] [哲続] -
2495 寝言集 ねごとしゅう 擂針八角 すりはりはっかく 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2496 破廉恥なる文部省 はれんちなるもんぶしょう 天意人言生 てんいじんげんせい 19039999 日本 [雑] [哲初] -
2497 再びミュアヘッドの動機論を評して綱島氏に答ふ ふたたびみゅあへっどのどうきろんをひょうしてつなしましにこたう 丸山通一 まるやまつういち 19039999 独立評論 [雑] [哲続] -
2498 「文壇八面観」の一節 ぶんだんはちめんかんのいっせつ 登張竹風 とちょうちくふう 19039999 読売新聞 [新] [哲初] -
2499 偏頗なる文部省 へんぱなるもんぶしょう 19039999 日本 [雑] [哲初] -
2500 「某博士を訪ふ」の一節 ぼうはかせをとうのいっせつ 高島米峰 たかしまべいほう 19039999 中央公論 [雑] [哲続] -
2501 丸山君の論告に答ふ まるやまくんのろんこくにこたう 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19039999 独立評論 [雑] [哲続] -
2502 丸山通一氏の『ミュアヘッド動機論の真相』を読む まるやまつういちのみゅあへっどどうきろんのしんそうをよむ 藤井健治郎 ふじいけんじろう 19039999 教育学術界 6 p.201～209 [雑] [哲初] -
2503 ミュアヘッド教授の弁妄書 みゅあへっどきょうじゅのべんもうしょ 19039999 東洋哲学 [雑] [哲続] -
2504 ミュアヘッド教授の『倫理学』に対する駁議 みゅあへっどきょうじゅのりんりがくにたいするはくぎ 19039999 神戸クロニクル [雑] [哲続] -
2505 ミュアヘッド氏の書簡 みゅあへっどしのしょかん 19039999 東洋哲学 [雑] [哲続] -
2506 ミュアヘッド動機論の真相 みゅあへっどどうきろんのしんそう 丸山通一 まるやまつういち 19039999 国民新聞 [新] [哲初] -
2507 無題録 むだいろく 19039999 早稲田学報 [雑] [哲続] -
2508 無理と道理 むりとどうり 19039999 松陽新聞 [新] [哲初] -
2509 目的と手段(再びミュアヘッド氏倫理学書に就て) もくてきとしゅだん　ふたたびみゅあへっどしりんりがくしょにつきて 桑木厳翼 くわきげんよく 19039999 独立評論 3 [雑] [哲続] -
2510 文部是文盲 もんぶこれもんもう 無平無仄斎 むひょうむそくさい 19039999 新仏教 [雑] [哲続] -
2511 文部省対哲学館事件 もんぶしょうたいてつがくかんじけん 赤憤生 せきふんせい 19039999 日本 [雑] [哲初] -
2512 文部省の蛮行 もんぶしょうのばんこう 高島米峰 たかしまべいほう 19039999 中央公論 [雑] [哲続] -
2513 文部当局は何故に諭旨免官せざる乎 もんぶとうきょくはなにゆえにゆしめんかんせざるか 柳母生 りゅうぼせい 19039999 二六新報 [新] [哲初] -
2514 倫理に関する教育上の二問題 りんりにかんするきょういくじょうのにもんだい 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19039999 教育学術界 [雑] [哲続] -
2515 倫理問題大演説会 りんりもんだいだいえんぜつかい 縦横生 じゅうおうせい 19039999 新仏教 [雑] [哲続] -
2516 井上先生の遺言予言 いのうえせんせいのゆいごんよげん 井上円了 いのうええんりょう 19040101 東洋哲学 11-1 p.1～2(同窓会報) 『円了漫録』の序 [雑] [百] -
2517 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040101 東洋哲学 11-1 p.23～28 [雑] [百] -
2518 円了漫録 井上甫水［紹介］ えんりょうまんろく　いのうえほすい　しょうかい 19040101 東洋哲学 11-1 p.68 [雑] [百] -
2519 康有為氏真蹟四聖賛［写真］ こうゆういししんせきしせいさん　しゃしん 19040101 東洋哲学 11-1 口絵 [雑] [百] -
2520 「雑誌東洋哲学」［漢文］ ざっしとうようてつがく　かんぶん 謫天 たくてん 19040101 東洋哲学 11-1 p.67 「二六新報」より転載 [雑] [百] -
2521 対露余論 たいろよろん 井上円了 いのうええんりょう 19040101 太陽 10-1 p.68～74 [雑] [円] -
2522 哲学館紀念会 てつがくかんきねんかい 19040101 東洋哲学 11-1 p.12～13(同窓会報) [雑] [百] -
2523 ［明治37年］新年を迎ふるの辞 めいじさんじゅうしちねん　しんねんをむかうるのじ 井上円了 いのうええんりょう 19040101 東洋哲学 11-1 p.1～4 [雑] [百] -
2524 宗教界 十月 しゅうきょうかい　じゅうがつ 19040110 哲学雑誌 19-203 p.102～111 19巻第1号となっているものを通巻の号数にした [雑] [東洋] -
2525 中島君の所論を評してミュイヤヘッドと王陽明の学説に及ぶ なかじまくんのしょろんをひょうしてみゅいやへっどとおうようめいのがくせつにおよぶ 丸山通一 まるやまつういち 19040115 六合雑誌 277 p.10～27 273号の正誤あり [雑] [東洋] -
2526 西航日録 さいこうにちろく 井上円了 いのうええんりょう 19040118 鶏声堂 [単] [東洋] -
2527 「東洋哲学」(本日分)井上円了氏の利他的君主的菩薩的祝年の辞に曰く とうようてつがく　ほんじつぶん　いのうええんりょうしのりたてきくんしゅてきぼさつてきしゅくねんのじにいわく 19040118 六条学報 28 p.56～57 [雑] [東洋] -
2528 改良新案の夢(妖怪叢書 第2編) かいりょうしんあんのゆめ　ようかいそうしょ　だいにへん 井上円了 いのうええんりょう 19040119 哲学館 [単] [東洋] -
2529 修身教会設立の計画 しゅうしんきょうかいせつりつのけいかく 19040124 四明余霞 194 p.24 [雑] [円] -
2530 西航日録［紹介］ さいこうにちろく　しょうかい 19040201 無尽燈 9-2 p.178 [雑] [東洋] -
2531 井上円了氏の遺言 いのうええんりょうしのゆいごん 19040205 和融誌 8-2 p.88～89 [雑] [東洋] -
2532 井上館主山梨県下巡回 いのうえかんしゅやまなしけんかじゅんかい 19040205 東洋哲学 11-2 p.28(同窓会報) [雑] [百] -
2533 井上哲次郎氏対井上円了氏宗教観衝突に対する評論 いのうえてつじろうしたいいのうええんりょうししゅうきょうかんしょうとつにたいするひょうろん 河口秋次 かわぐちしゅうじ 19040205 破聖◆ p.60～100 香川県丸亀市弘聖寺 [所] [東洋] -
2534 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040205 東洋哲学 11-2 p.106～113 [雑] [百] -
2535 西航日録［紹介］ さいこうにちろく　しょうかい 19040205 和融誌 8-2 p.90 [雑] [東洋] -
2536 称号授与推薦委員 しょうごうじゅよすいせんいいん 19040205 東洋哲学 11-2 p.28(同窓会報) [雑] [百] -
2537 井上円了博士の甲州巡回［雑報］ いのうええんりょうはかせのこうしゅうじゅんかい　ざっぽう 19040211 修身教会雑誌 1 p.71 [雑] [百] -
2538 円了談叢(1) えんりょうだんそう　いち 井上甫水 いのうえほすい 19040211 修身教会雑誌 1 p.47～52 [雑] [百] -
2539 円了漫録、改良新案の夢、天狗論、西航日記［紹介］ えんりょうまんろく、かいりょうしんあんのゆめ、てんぐろん、さいこうにっき　しょうかい 19040211 修身教会雑誌 1 p.74 [雑] [百] -
2540 ［修身教会雑誌創刊の］祝詞 しゅうしんきょうかいざっしそうかんのしゅくし 前田慧雲 まえだえうん 19040211 修身教会雑誌 1 p.23～24 [雑] [百] -
2541 ［修身教会雑誌創刊の］祝辞 しゅうしんきょうかいざっしそうかんのしゅくじ 加藤弘之 かとうひろゆき 19040211 修身教会雑誌 1 p.21 [雑] [百] -
2542 修身教会雑誌発刊を祝す［雑報］ しゅうしんきょうかいざっしはっかんをしゅくす　ざっぽう 森田徳太郎 もりたとくたろう 19040211 修身教会雑誌 1 p.71 [雑] [百] -
2543 修身教会設立に就いて余の所感を陳ぶ しゅうしんきょうかいせつりつについてよのしょかんをのぶ 村上専精 むらかみせんしょう 19040211 修身教会雑誌 1 p.41～46 [雑] [百] -
2544 修身教会設立に就き(第1) しゅうしんきょうかいせつりつにつき 井上円了 いのうええんりょう 19040211 修身教会雑誌 1 p.1～21 [雑] [百] -
2545 修身教会の趣旨を賛す しゅうしんきょうかいのしゅくしをさんす 沢柳政太郎 さわやなぎまさたろう 19040211 修身教会雑誌 1 p.24～25 [雑] [百] -
2546 勅語の話 ちょくごのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040211 修身教会雑誌 1 p.26～34 [雑] [百] -
2547 中郷修身教会［雑報］ なかさとしゅうしんきょうかい　ざっぽう 19040211 修身教会雑誌 1 p.68～69 [雑] [百] -
2548 西航日録 井上円了著［紹介］ さいこうにちろく　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19040215 六合雑誌 278 p.155～157 [雑] [東洋] -
2549 哲学館三十五年及三十六年度報告甲号：本館沿革略 てつがくかんさんじゅうごねんおよびさんじゅうろくねんどほうこくこうごう：ほんかんえんかくりゃく 19040227 哲学館明治三十五年度明治三十六年度報告 p.1～3 哲学館 哲学館事件に関する見解あり [所] [東洋] -
2550 哲学館大学認可 てつがくかんだいがくにんか 19040227 哲学館明治三十五年度明治三十六年度報告 哲学館 [所] [東洋] -
2551 拝告 はいこく 井上円了 いのうええんりょう 19040227 哲学館明治三十五年度明治三十六年度報告 哲学館 [所] [東洋] -
2552 本館沿革略 ほんかんえんかくりゃく 19040227 哲学館明治三十五年度明治三十六年度報告 哲学館 [所] [東洋] -
2553 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040305 東洋哲学 11-3 p.193～198 [雑] [百] -
2554 無何思談(第22) むかしだん　だいにじゅうに 六窓猿 ろくそうえん 19040305 東洋哲学 11-3 p.29～32(同窓会報) [雑] [百] -
2555 井上哲学館主甲州巡回記 いのうえてつがくかんしゅこうしゅうじゅんかいにっき 井上円了 いのうええんりょう 19040311 修身教会雑誌 2 p.144 [雑] [百] -
2556 衛生上の講話を盛にすること えいせいじょうのこうわをさかんにすること 石原喜久太郎 いしはらきくたろう 19040311 修身教会雑誌 2 p.120～122 [雑] [百] -
2557 円了談叢(2) えんりょうだんそう　に 井上甫水 いのうえほすい 19040311 修身教会雑誌 2 p.117～120 [雑] [百] -
2558 紀元節祝賀会［雑報］ きけんせつしゅくがかい　ざっぽう 19040311 修身教会雑誌 2 p.136 [雑] [百] -
2559 義勇の話 ぎゆうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040311 修身教会雑誌 2 p.83～96 [雑] [百] -
2560 修身教会設立に就き(第2) しゅうしんきょうかいせつりつにつき　だいに 井上円了 いのうええんりょう 19040311 修身教会雑誌 2 p.77～81 [雑] [百] -
2561 修身教会の拡張を望む しゅうしんきょうかいのかくちょうをのぞむ 湯本武比古 ゆもとたけひこ 19040311 修身教会雑誌 2 p.96～100 [雑] [百] -
2562 日露開戦に際して各地方に修身教会を設立するの急要を述ぶ にちろかいせんにさいしてかくちほうにしゅうしんきょうかいをせつりつするのきゅうようをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19040311 修身教会雑誌 2 p.75～76 [雑] [百] -
2563 ［博士井上円了が修身教会を設置］［記事］ はかせいのうええんりょうがしゅうしんきょうかいをせっち　きじ 19040318 六条学報 30 p.54 [雑] [東洋] -
2564 英国に在りて哲学館第十三回卒業生に告ぐ えいこくにありててつがくかんだいじゅうさんかいそつぎょうせいにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.256～257 鴻盟社 明治36年5月30日在英国 [所] [東洋] -
2565 円了講話集 えんりょうこうわしゅう 井上円了 いのうええんりょう 19040330 鴻盟社 秋山悟庵編 [単] [東洋] -
2566 欧州所感 おうしゅうしょかん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.318～329 鴻盟社 [所] [東洋] -
2567 家庭に於ける宗教心養成の必要 かていにおけるしゅうきょうしんようせいのひつよう 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.336～340 鴻盟社 [所] [東洋] -
2568 漢字と仏教との関係 かんじとぶっきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.196～200 鴻盟社 [所] [東洋] -
2569 吉凶禍福予知法について一言す きっきょうかふくよちほうについていちごんす 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.94～99 鴻盟社 [所] [東洋] -
2570 教育と宗教との関係 きょういくとしゅうきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.169～186 鴻盟社 [所] [東洋] -
2571 禁酒論 きんしゅろん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.136～141 鴻盟社 [所] [東洋] -
2572 結婚式を小学校に於て行うては如何 けっこんしきをしょうがっこうにおいておこのうてはいかん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.239～252 鴻盟社 [所] [東洋] -
2573 国字改良と宗教との関係 こくじかいりょうとしゅうきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.284～288 鴻盟社 [所] [東洋] -
2574 極楽論 ごくらくろん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.99～105 鴻盟社 [所] [東洋] -
2575 実業教育談 じつぎょうきょういくだん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.265～271 鴻盟社 [所] [東洋] -
2576 釈迦何人ぞ しゃかなんぴとぞ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.155～162 鴻盟社 明治34年2月15日釈尊涅槃紀念演説会に於て [所] [東洋] -
2577 修身教会設立旨趣 しゅうしんきょうかいせつりつししゅ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.341～354 鴻盟社 [所] [東洋] -
2578 小学教員の義務年限のことについて しょうがくきょういんのぎむねんげんのことについて 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.222～227 鴻盟社 [所] [東洋] -
2579 小学校の資金を積立つる方法に就きて しょうがっこうのしきんをつみたつるほうほうにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.227～239 鴻盟社 [所] [東洋] -
2580 将来之宗教 しょうらいのしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.200～205 鴻盟社 [所] [東洋] -
2581 新仏教に望む しんぶっきょうにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.190～195 鴻盟社 [所] [東洋] -
2582 青年教育の方針 せいねんきょういくのほうしん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.105～114 鴻盟社 哲学館に於ての演説 [所] [東洋] -
2583 僧家の内職を論ず そうかのないしょくをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.281～284 鴻盟社 [所] [東洋] -
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2584 曹洞宗に就ての所感を述ぶ そうとうしゅうについてのしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.145～155 鴻盟社 [所] [東洋] -
2585 大乗仏説非仏説の断案 だいじょうぶっせつひぶっせつのだんあん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.57～75 鴻盟社 哲学館講義録に掲載 [所] [東洋] -
2586 大乗仏説論 だいじょうぶっせつろん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.1～56 鴻盟社 哲学館講義録に掲載 [所] [東洋] -
2587 対露余論 たいろよろん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.297～310 鴻盟社 [所] [東洋] -
2588 地方教育上の観察 ちほうきょういくじょうのかんさつ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.205～221 鴻盟社 [所] [東洋] -
2589 哲学館学科改正に就きて てつがくかんがっかかいせいにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.355～359 鴻盟社 [所] [東洋] -
2590 天狗の起原 てんぐのきげん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.291～297 鴻盟社 [所] [東洋] -
2591 日本に大乗の宗旨ありて大乗の信徒なし にほんにだいじょうのしゅうしありてだいじょうのしんとなし 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.260～265 鴻盟社 [所] [東洋] -
2592 日本の特性を論ず にほんのとくせいをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.329～336 鴻盟社 [所] [東洋] -
2593 花より団子の説 はなよりだんごのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.141～144 鴻盟社 [所] [東洋] -
2594 人をして宗教心を起さしむる方法を論す ひとをしてしゅうきょうしんをおこさしむるほうほうをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.186～190 鴻盟社 [所] [東洋] -
2595 仏教研究上に於ける改良意見 ぶっきょうけんきゅうじょうにおけるかいりょういけん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.163～169 鴻盟社 浄土宗高等学院に於ける演説 [所] [東洋] -
2596 仏教史研究を聞て ぶっきょうしけんきゅうをききて 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.92～94 鴻盟社 [所] [東洋] -
2597 仏教哲学史に就きて卑見［を］述ぶ ぶっきょうてつがくしにつきてひけんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.75～91 鴻盟社 [所] [東洋] -
2598 仏教の医方 ぶっきょうのいほう 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.277～280 鴻盟社 [所] [東洋] -
2599 仏教の善悪標準説 ぶっきょうのぜんあくひょうじゅんせつ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.288～291 鴻盟社 [所] [東洋] -
2600 仏教の前途 ぶっきょうのぜんと 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.272～277 鴻盟社 [所] [東洋] -
2601 甫水雑咏 ほすいざつえい 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.360～374 鴻盟社 [所] [東洋] -
2602 洋行雑話 ようこうざつわ 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.310～318 鴻盟社 [所] [東洋] -
2603 余が観たる英国 よがみたるえいこく 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.252～255 鴻盟社 「ヘスチングス、メール、エンドタイムス」掲載東哲抄訳 [所] [東洋] -
2604 余が観たる支那 よがみたるしな 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.257～260 鴻盟社 再航日記中より抄出す [所] [東洋] -
2605 倫理教育談 りんりきょういくだん 井上円了 いのうええんりょう 19040330 円了講話集 p.114～136 鴻盟社 [所] [東洋] -
2606 東京便り［雑報］ とうきょうたより　ざっぽう 烏石 うせき 19040401 教の友 1-4 p.40 [雑] [東洋] -
2607 井上博士の公開遺言状を読む いのうえはかせのこうかいゆいごんじょうをよむ 山脇貞夫 やまわきさだお 19040405 東洋哲学 11-4 p.39～44(同窓会報) [雑] [百] -
2608 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040405 東洋哲学 11-4 p.268～273 [雑] [百] -
2609 哲学館大学開校式と得業証書授与式 てつがくかんだいがくかいこうしきととくぎょうしょうしょじゅよしき 19040405 東洋哲学 11-4 p.48～51(同窓会報) [雑] [百] -
2610 哲学館同窓会大会記事［記事］ てつがくかんどうそうかいたいかいきじ　きじ 19040405 東洋哲学 11-4 p.47～48(同窓会報) [雑] [百] -
2611 東京だより とうきょうだより 19040405 和融誌 8-4 p.118～119 [雑] [東洋] -
2612 無何思談(第23) むかしだん　だいにじゅうさん 六窓猿 ろくそうえん 19040405 東洋哲学 11-4 p.44～47(同窓会報) [雑] [百] -
2613 ［井上円了のス氏に関する評論の不掲載を陳謝］［会告］ いのうええんりょうのすしにかんするひょうろんのふけいさいをちんしゃ　かいこく 19040410 哲学雑誌 19-206 [雑] [東洋] -
2614 円了談叢(3) えんりょうだんそう　さん 井上甫水 いのうえほすい 19040411 修身教会雑誌 3 p.192～195 [雑] [百] -
2615 軍人勅諭の話 ぐんじんちょくゆのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040411 修身教会雑誌 3 p.153～168 [雑] [百] -
2616 京北中学校卒業証書授与式［雑報］ けいほくちゅうがっこうそつぎょうしょうしょじゅよしき　ざっぽう 19040411 修身教会雑誌 3 p.210 [雑] [百] -
2617 釈尊降誕会［雑報］ しゃそんごうたんえ　ざっぽう 19040411 修身教会雑誌 3 p.218 [雑] [百] -
2618 ［修身教会雑誌第1号への祝意］［漢詩］ しゅうしんきょうかいざっしだいいちごうへのしゅくい　かんし 阿波加修造 あはかしゅうぞう 19040411 修身教会雑誌 3 p.214 [雑] [百] -
2619 修身教会雑誌発刊祝詞 しゅうしんきょうかいざっしはっかんしゅくし 島地黙雷 しまじもくらい 19040411 修身教会雑誌 3 p.151～152 [雑] [百] -
2620 修身教会設立に就き(第3) しゅうしんきょうかいせつりつにつき 井上円了 いのうええんりょう 19040411 修身教会雑誌 3 p.147～151 [雑] [百] -
2621 出征軍人諸士を送るの辞 しゅっせいぐんじんしょしをおくるのじ 井上円了 いのうええんりょう 19040411 修身教会雑誌 3 p.145～147 [雑] [百] -
2622 哲学館大学開校式及証書授与式［雑報］ てつがくかんだいがくかいこうしきおよびしょうしょじゅよしき　ざっぽう 19040411 修身教会雑誌 3 p.210～214 [雑] [百] -
2623 博士井上円了：修身教会雑誌の発行 はかせいのうええんりょう：しゅうしんきょうかいざっしのはっこう 19040425 正法輪 195 p.15 [雑] [東洋] -
2624 円了講話集 秋山悟庵編［紹介］ えんりょうこうわしゅう　あきやまごあんへん　しょうかい 19040505 東洋哲学 11-5 p.360 [雑] [百] -
2625 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040505 東洋哲学 11-5 p.319～321 [雑] [百] -
2626 教育家は戦争の機会を利用せよ きょういくかはせんそうのきかいをりようせよ 雲浦 うんほ 19040505 東洋哲学 11-5 p.351～354 [雑] [百] -
2627 無何思談(第24) むかしだん　だいにじゅうよん 六窓猿 ろくそうえん 19040505 東洋哲学 11-5 p.58～61(同窓会報) [雑] [百] -
2628 ［明治37年］新学年の講師 めいじさんじゅうしちねん　しん 19040505 東洋哲学 11-5 p.57～58(同窓会報) [雑] [百] -
2629 名誉講師と謝恩状 めいよこうしとしゃおんじょう 19040505 東洋哲学 11-5 p.55～56(同窓会報) [雑] [百] -
2630 龍吟虎嘯 りゅうぎんこしょう 19040505 和融誌 8-5 p.68～70 [雑] [東洋] -
2631 東京仏教青年会の釈尊降誕会 とうきょうぶっきょうせいねんかいのしゃくそんこごうたんえ 19040510 正法輪 196 p.12 [雑] [東洋] -
2632 円了談叢(4) えんりょうだんそう　よん 井上甫水 いのうえほすい 19040511 修身教会雑誌 4 p.274～277 [雑] [百] -
2633 敬神の説 けいしんのせつ 伊沢修二 いざわしゅうじ 19040511 修身教会雑誌 4 p.235～238 [雑] [百] -
2634 修身教会設立に就き(第4) しゅうしんきょうかいせつりつにつき　だいよん 井上円了 いのうええんりょう 19040511 修身教会雑誌 4 p.219～222 [雑] [百] -
2635 忠節の話 ちゅうせつのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040511 修身教会雑誌 4 p.223～233 [雑] [百] -
2636 独尊説 どくそんせつ 井上円了 いのうええんりょう 19040511 修身教会雑誌 4 p.245～251 [雑] [百] -
2637 しほひがり しおひがり 今盧生 こんろせい 19040605 東洋哲学 11-6 p.70～71(同窓会報) [雑] [百] -
2638 彼理紀念資金彰説会 ぺりーきねんしきんけんせつかい 19040605 東洋哲学 11-6 p.427～428 彼理はペリー [雑] [百] -
2639 無何思談(第25) むかしだん　だいにじゅうご 六窓猿 ろくそうえん 19040605 東洋哲学 11-6 p.67～70(同窓会報) [雑] [百] -
2640 仏教通観 上巻 ぶっきょうつうかん　じょうかん 井上円了 いのうええんりょう 19040610 文明堂 [単] [東洋] -
2641 仏教通観 下巻 ぶっきょうつうかん　げかん 井上円了 いのうええんりょう 19040610 文明堂 [単] [東洋] -
2642 円了談叢(5) えんりょうだんそう　ご 井上甫水 いのうえほすい 19040611 修身教会雑誌 5 p.334～337 [雑] [百] -
2643 北都留郡修身教会発会式［雑報］ きたつるぐんしゅうしんきょうかいはっかいしき　ざっぽう 19040611 修身教会雑誌 5 p.348～350 [雑] [百] -
2644 修身歌(教育勅語義解)(未完) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　みかん 井上円了 いのうええんりょう 19040611 修身教会雑誌 5 p.293～294 [雑] [百] -
2645 修養術 しゅうようじゅつ 井上円了 いのうええんりょう 19040611 修身教会雑誌 5 p.317～325 [雑] [百] -
2646 哲学堂由来記 てつがくどうゆらいき 井上円了 いのうええんりょう 19040611 修身教会雑誌 5 p.291～293 [雑] [百] -
2647 彼理紀念資金彰誼会［雑報］ ぺりーきねんしきんけんぎかい　ざっぽう 19040611 修身教会雑誌 5 p.351～352 彼理はペリー [雑] [百] -
2648 礼儀の話 れいぎのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040611 修身教会雑誌 5 p.295～302 [雑] [百] -
2649 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040705 東洋哲学 11-7 p.457～460 [雑] [百] -
2650 哲学堂由来記 てつがくどうゆらいき 井上円了 いのうええんりょう 19040705 東洋哲学 11-7 p.73～74(同窓会報) [雑] [東洋] -
2651 無何思談(第26) むかしだん　だいにじゅうろく 六窓猿 ろくそうえん 19040705 東洋哲学 11-7 p.74～78(同窓会報) [雑] [百] -
2652 円了談叢(6) えんりょうだんそう　ろく 井上甫水 いのうえほすい 19040711 修身教会雑誌 6 p.403～408 [雑] [百] -
2653 京北中学校生徒募集［雑報］ けいほくちゅうがっこうせいとぼしゅう　ざっぽう 19040711 修身教会雑誌 6 p.413 [雑] [百] -
2654 修身歌(教育勅語義解)(続) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19040711 修身教会雑誌 6 p.354～355 [雑] [百] -
2655 修身教会設立に就き(第5) しゅうしんきょうかいせつりつにつき　だいご 井上円了 いのうええんりょう 19040711 修身教会雑誌 6 p.353～354 [雑] [百] -
2656 武勇の話 ぶゆうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040711 修身教会雑誌 6 p.356～365 [雑] [百] -
2657 立志の話 りっしのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040711 修身教会雑誌 6 p.377～386 [雑] [百] -
2658 哲学館大学同窓会［雑報］ てつがくかんだいがくどうそうかい　ざっぽう 19040801 教の友 1-8 p.50 [雑] [東洋] -
2659 仏教通観 井上円了著［紹介］ ぶっきょうつうかん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19040801 無尽燈 9-8 p.71 [雑] [東洋] -
2660 井上円了博士の遊説［雑報］ いのうええんりょうはかせのゆうぜい　ざっぽう 19040811 修身教会雑誌 7 p.475 [雑] [百] -
2661 円了談叢(7) えんりょうだんそう　なな 井上甫水 いのうえほすい 19040811 修身教会雑誌 7 p.458～462 [雑] [百] -
2662 釈迦の偉人談 しゃかのいじんだん 井上円了 いのうええんりょう 19040811 修身教会雑誌 7 p.447～450 [雑] [百] -
2663 修身歌(教育勅語義解)(続) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19040811 修身教会雑誌 7 p.421～422 [雑] [百] -
2664 修身教会の本尊と本山 しゅうしんきょうかいのほんぞんとほんざん 井上円了 いのうええんりょう 19040811 修身教会雑誌 7 p.415～421 [雑] [百] -
2665 信義の話 しんぎのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040811 修身教会雑誌 7 p.423～434 [雑] [百] -
2666 ［四明余霞200号記念の］祝詞 よめいよかにひゃくごうきねんのしゅくし 19040824 四明余霞 200 p.11 [雑] [円] -
2667 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19040905 東洋哲学 11-8 p.547～551 [雑] [百] -
2668 甲辰七月初三日游于哲学堂并序［甲辰七月初三日、哲学堂に遊び并に序す］［漢詩］ こうしんしちがつしょみっかゆううてつがくどうへいじょ　かんし 土屋　弘 つちや　ひろし 19040905 東洋哲学 11-8 p.559 [雑] [百] -
2669 甲辰七月三日与斎藤有馬二友同訪哲学堂［甲辰七月三日、斎藤、有馬二友と同に哲学堂を訪ぬ］［漢詩］ こうしんしちがつみっかよさいとうゆうまにゆうどうほうてつがくどう　かんし 南条文雄 なんじょうぶんゆう 19040905 東洋哲学 11-8 p.559 [雑] [百] -
2670 哲学堂の記 てつがくどうのき 井上円了 いのうええんりょう 19040905 東洋哲学 11-8 p.81～82(同窓会報) [雑] [百] -
2671 無何思談(第27) むかしだん　だいにじゅうしち 六窓猿 ろくそうえん 19040905 東洋哲学 11-8 p.84～89(同窓会報) [雑] [百] -
2672 迷信解(妖怪叢書 第4編) めいしんかい　ようかいそうしょ　だいよんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19040910 哲学館 [単] [東洋] -
2673 円了談叢(8) えんりょうだんそう　はち 井上甫水 いのうえほすい 19040911 修身教会雑誌 8 p.523～528 [雑] [百] -
2674 甲辰七月初三日游于哲学堂并序［甲辰七月初三日、哲学堂に遊び并に序す］［漢詩］ こうしんしちがつしょみっかゆううてつがくどうへいじょ　かんし 土屋　弘 つちや　ひろし 19040911 修身教会雑誌 8 p.509 [雑] [百] -
2675 質素の話 しっそのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.484～494 [雑] [百] -
2676 修身歌(教育勅語義解)(続) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.483 [雑] [百] -
2677 修身教会支部という名称［雑報］ しゅうしんきょうかいしぶというめいしょう　ざっぽう 19040911 修身教会雑誌 8 p.537～538 [雑] [百] -
2678 修身教会支部の名称を設くる理由を述ぶ しゅうしんきょうかいしぶのめいしょうをもうくるりゆうをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.482 [雑] [百] -
2679 修身教会を拡張して清韓両国に及さんとす しゅうしんきょうかいをかくちょうしてしんかんりょうこくにおよぼさんとす 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.477～482 [雑] [百] -
2680 日露戦争と仏教との関係 にちろせんそうとぶっきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.505～509 [雑] [百] -
2681 貧生学資支弁法 ひんせいがくししべんほう 井上円了 いのうええんりょう 19040911 修身教会雑誌 8 p.510～514 [雑] [百] -
2682 中学修身書 巻之一 ちゅうがくしゅうしんしょ　まきのいち 井上円了 いのうええんりょう 19040921 学海指針社 全5冊、訂正再版は明治38年1月15日 [単] [東洋] -
2683 中学修身書 巻之二 ちゅうがくしゅうしんしょ　まきのに 井上円了 いのうええんりょう 19040921 学海指針社 [単] [未] -
2684 中学修身書 巻之三 ちゅうがくしゅうしんしょ　まきのさん 井上円了 いのうええんりょう 19040921 学海指針社 [単] [東洋] -
2685 中学修身書 巻之四 ちゅうがくしゅうしんしょ　まきのよん 井上円了 いのうええんりょう 19040921 学海指針社 [単] [東洋] -
2686 中学修身書 巻之五 ちゅうがくしゅうしんしょ　まきのご 井上円了 いのうええんりょう 19040921 学海指針社 [単] [東洋] -
2687 日露戦争と仏教 にちろせんそうとぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19040999 加持世界 4-9 p.1～7 [雑] [未] -
2688 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19041005 東洋哲学 11-9 p.618～621 [雑] [百] -
2689 在京哲学館出身者秋季懇話会 ざいきょうてつがくかんしゅっしんしゃしゅうきこんわかい 19041005 東洋哲学 11-9 p.102～103(同窓会報) [雑] [百] -
2690 志賀講師の書簡［井上円了宛］ しがこうしのしょかん　いのうええんりょうあて 矧川生 しんせんせい 19041005 東洋哲学 11-9 p.104(同窓会報) [雑] [百] -
2691 仏教と武士道との関係［紹介］ ぶっきょうとぶしどうとのかんけい　しょうかい 19041005 東洋哲学 11-9 p.638～639 「修身教会雑誌」に掲載された論文 [雑] [百] -
2692 無何思談(第28) むかしだん　だいにじゅうはち 六窓猿 ろくそうえん 19041005 東洋哲学 11-9 p.97～101(同窓会報) [雑] [百] -
2693 迷信解 井上円了著［紹介］ めいしんかい　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19041005 東洋哲学 11-9 p.644～645 [雑] [百] -
2694 円了談叢(9) えんりょうだんそう　きゅう 井上甫水 いのうえほすい 19041011 修身教会雑誌 9 p.587～593 [雑] [百] -
2695 工場内に修身教会を設くべし こうじょうないにしゅうしんきょうかいをもうくべし 井上円了 いのうええんりょう 19041011 修身教会雑誌 9 p.539～540 [雑] [百] -
2696 修身歌(教育勅語義解)(続) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19041011 修身教会雑誌 9 p.541～542 [雑] [百] -
2697 誠心の話 せいしんのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19041011 修身教会雑誌 9 p.543～554 [雑] [百] -
2698 哲学堂の記 てつがくどうのき 下田義照 しもだよしてる 19041011 修身教会雑誌 9 p.593～598 [雑] [百] -
2699 迷信解［紹介］ めいしんかい　しょうかい 19041011 修身教会雑誌 9 p.601～602 [雑] [百] -
2700 円了漫録(続編) えんりょうまんろく　ぞくへん 井上円了 いのうええんりょう 19041105 東洋哲学 11-10 p.691～694 [雑] [百] -
2701 修学旅行記 しゅうがくりょこうき 金田如水 かねだじょすい 19041105 東洋哲学 11-10 p.111～113(同窓会報) [雑] [百] -
2702 米国だより べいこくだより 小林力弥 こばやしりきや 19041105 東洋哲学 11-10 p.105～106(同窓会報) [雑] [百] -
2703 無何思談(第29) むかしだん　だいにじゅうく 六窓猿 ろくそうえん 19041105 東洋哲学 11-10 p.110～111(同窓会報) [雑] [百] -
2704 円了談叢(10) えんりょうだんそう　じゅう 井上甫水 いのうえほすい 19041111 修身教会雑誌 10 p.648～652 [雑] [百] -
2705 佐井修身教会［雑報］ さいしゅうしんきょうかい　ざっぽう 19041111 修身教会雑誌 10 p.662～663 [雑] [百] -
2706 修身歌(教育勅語義解)(続) しゅうしんか　きょういくちょくごぎげ　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19041111 修身教会雑誌 10 p.606～608 [雑] [百] -
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2707 修身教会雑誌体裁変更の理由 しゅうしんきょうかいざっしさいへんこうのりゆう 井上円了 いのうええんりょう 19041111 修身教会雑誌 10 p.603～604 [雑] [百] -
2708 女性観 じょせいかん 井上円了 いのうええんりょう 19041111 女性観 p.1～2 積文社 加藤咄堂著 [所] [東洋] -
2709 忠孝の話 ちゅうこうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19041111 修身教会雑誌 10 p.609～620 [雑] [百] -
2710 天長節祝賀会［雑報］ てんちょうせつしゅくがかい　ざっぽう 19041111 修身教会雑誌 10 p.663～664 [雑] [百] -
2711 本会設立の旨趣を支那朝鮮に伝へて彼国の人士に入会を勧むる文 ほんかいせつりつのししゅをしなちょうせんにつたえのかのくにのじんしににゅうかいをすすむるぶん 井上円了 いのうええんりょう 19041111 修身教会雑誌 10 p.604～606 [雑] [百] -
2712 本誌の体裁変更及び定価改正［雑報］ ほんしのていさいへんこうおよびていかかいせい　ざっぽう 19041111 修身教会雑誌 10 p.664 [雑] [百] -
2713 心理療法 しんりりょうほう 井上円了 いのうええんりょう 19041128 南江堂書店 [単] [東洋] -
2714 円了漫録(続編 完) えんりょうまんろく　ぞくへん　かん 井上円了 いのうええんりょう 19041205 東洋哲学 11-11 p.724～727 [雑] [百] -
2715 心理療法 井上円了著［紹介］ しんりりょうほう　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19041205 東洋哲学 11-11 p.747 タイトルのみ [雑] [百] -
2716 創設修身教会宗旨 そうせつしゅうしんきょうかいしゅうし 井上円了 いのうええんりょう 19041205 東洋哲学 11-11 p.119～120(同窓会報) [雑] [百] -
2717 無試験検定再出願に関する建議 むしけんけんていさいしゅつがんにかんするけんぎ 19041205 東洋哲学 11-11 p.115～118(同窓会報) [雑] [百] -
2718 哲学一夕話第二編を読む てつがくいっせきわだいにへんをよむ 大西　祝 おおにし　はじめ 19041210 大西博士全集 7(論文及歌集) p.86～92 警醒社 「六合雑誌」79より転載 [所] [国] -
2719 円了談叢(11) えんりょうだんそう　じゅういち 井上甫水 いのうえほすい 19041211 修身教会雑誌 11 p.10～11 [雑] [百] -
2720 孝道の話 こうどうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19041211 修身教会雑誌 11 p.2～4 [雑] [百] -
2721 修身教会要旨 しゅうしんきょうかいようし 井上円了 いのうええんりょう 19041211 修身教会雑誌 11 p.1～2 [雑] [百] -
2722 日本七不思議(未完) にほんななふしぎ　みかん 井上甫水 いのうえほすい 19041211 修身教会雑誌 11 p.6～8 [雑] [百] -
2723 妖怪雑話(1) ようかいざつわ　いち 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19041211 修身教会雑誌 11 p.8 [雑] [百] -
2724 同窓大会 どうそうたいかい 19050105 東洋哲学 12-1 p.3(同窓会報) [雑] [百] -
2725 明治三十七年の仏教界 めいじさんじゅうしちねんのぶっきょうかい 孤峰烏石 こほううせき 19050105 和融誌 9-1 p.91 [雑] [東洋] -
2726 ［明治38年］新年の辞 めいじさんじゅうはちねん　しんねんのじ 井上円了 いのうええんりょう 19050105 東洋哲学 12-1 p.1～5 [雑] [百] -
2727 序文 通仏教ヲ紹介ス じょぶん　つうぶっきょうをしょうかいす 井上円了 いのうええんりょう 19050110 通仏教 p.1～4 有朋館 井上政共著 [所] [東洋] -
2728 通仏教研究会の希望 つうぶっきょうけんきゅうかいのきぼう 19050110 通仏教 付録p.183～193 有朋館 [所] [東洋] -
2729 円了談叢(12) えんりょうだんそう　じゅうに 井上甫水 いのうえほすい 19050111 修身教会雑誌 12 p.26～27 [雑] [百] -
2730 修身教会会員諸君に望む しゅうしんきょうかいかいいんしょくんにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 19050111 修身教会雑誌 12 p.19 [雑] [百] -
2731 人生の話 じんせいのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050111 修身教会雑誌 12 p.19～22 [雑] [百] -
2732 日本七不思議(承前) にほんななふしぎ　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19050111 修身教会雑誌 12 p.25～26 [雑] [百] -
2733 美学研究の必要 びがくけんきゅうのひつよう 井上円了 いのうええんりょう 19050111 修身教会雑誌 12 p.22～23 [雑] [百] -
2734 ［明治38年］新年の辞 めいじさんじゅうはちねん　しんねんのじ 井上円了 いのうええんりょう 19050111 修身教会雑誌 12 p.17～18 [雑] [百] -
2735 妖怪雑話(2) ようかいざつわ　に 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19050111 修身教会雑誌 12 p.26 [雑] [百] -
2736 日露戦争と仏教との関係 にちろせんそうとぶっきょうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 19050199 禅宗 118 「修身教会雑誌」8より転載 [雑] [未] -
2737 京北幼稚園の新設 けいほくようちえんのしんせつ 19050205 東洋哲学 12-2 p.137 [雑] [百] -
2738 旅順祝捷提灯行列の記 りょじゅんしゅくしょうちょうちんぎょうれつのき 19050205 東洋哲学 12-2 p.134～135 [雑] [百] -
2739 各地の修身教会会員諸君に告く かくちのしゅうしんきょうかいかいいんしょくんにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 19050211 修身教会雑誌 14 p.33～34 [雑] [百] -
2740 日本七不思議(承前) にほんななふしぎ　しょうぜん 井上甫水 いのうえほすい 19050211 修身教会雑誌 14 p.38～39 [雑] [百] -
2741 友道の話 ゆうどうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050211 修身教会雑誌 14 p.34～37 [雑] [百] -
2742 妖怪雑話(3) ようかいざつわ　さん 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19050211 修身教会雑誌 14 p.40～42 [雑] [百] -
2743 京北幼稚園設立旨趣 けいほくようちえんせつりつししゅ 19050305 東洋哲学 12-3 p.209～210 [雑] [百] -
2744 熊本県三角修身教会［雑報］ くまもとけんみすみしゅうしんきょうかい　ざっぽう 19050311 修身教会雑誌 15 p.55 [雑] [百] -
2745 京北中学校の拡張［雑報］ けいほくちゅうがっこうのかくちょう　ざっぽう 19050311 修身教会雑誌 15 p.56 [雑] [百] -
2746 実業道徳談 じつぎょうどうとくだん 井上甫水 いのうえほすい 19050311 修身教会雑誌 15 p.50～51 [雑] [百] -
2747 修身教会設置の順序 しゅうしんきょうかいせっちのじゅんじょ 井上円了 いのうええんりょう 19050311 修身教会雑誌 15 p.45～46 [雑] [百] -
2748 和道の話 わどうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050311 修身教会雑誌 15 p.46～48 [雑] [百] -
2749 妖怪 ようかい 19050320 日本人 407 p.34～36 [雑] [円] -
2750 東京七不思議序文に代ふ とうきょうななふしぎじょぶんにかう 井上円了 いのうええんりょう 19050403 東京七不思議 p.1～2 青年堂 永田一茂著 [所] [東洋] -
2751 長野通信 ながのつうしん 19050410 四明余霞 211 p.21 [雑] [円] -
2752 恭敬の話 きょうけいのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050411 修身教会雑誌 16 p.62～65 [雑] [百] -
2753 修身教会の第一着手として唱歌会を設くべし しゅうしんきょうかいのだいいちちゃくしゅとしてしょうかかいをもうくべし 井上円了 いのうええんりょう 19050411 修身教会雑誌 16 p.61～62 [雑] [百] -
2754 日本七不思議(承前) にほんななふしぎ　しょうぜん 井上甫水 いのうえほすい 19050411 修身教会雑誌 16 p.69 [雑] [百] -
2755 妖怪雑話 ようかいざつわ 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19050411 修身教会雑誌 16 p.72～73 [雑] [百] -
2756 僧侶の教育 そうりょのきょういく 井上円了 いのうええんりょう 19050412 正法輪 213 p.4～6 [雑] [東洋] -
2757 吉祥吉祥大吉祥の本年(東洋哲学) 文学博士井上円了 きちじょうきちじょうだいきちじょうのほんねんとうようてつがくぶんがくはかせいのうええんりょう 19050418 六条学報 41 p.35 [雑] [東洋] -
2758 円了談叢(13) えんりょうだんそう　じゅうさん 井上甫水 いのうえほすい 19050511 修身教会雑誌 17 p.89～90 [雑] [百] -
2759 倹約の話 けんやくのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050511 修身教会雑誌 17 p.79～82 [雑] [百] -
2760 実業道徳談(続) じつぎょうどうとくだん　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19050511 修身教会雑誌 17 p.86～87 [雑] [百] -
2761 修身教育普及の一策 しゅうしんきょういくふきゅうのいっさく 井上円了 いのうええんりょう 19050511 修身教会雑誌 17 p.77～79 [雑] [百] -
2762 仏教青年伝道会［雑報］ ぶっきょうせいねんでんどうかい　ざっぽう 19050511 修身教会雑誌 17 p.90 [雑] [百] -
2763 仏教大意 ぶっきょうたいい 井上円了 いのうええんりょう 19050599 仙台仏教婦人会 明治32年の仏教普通科講義に収録という [単] [未] -
2764 円了談叢(14) えんりょうだんそう　じゅうよん 井上甫水 いのうえほすい 19050611 修身教会雑誌 18 p.102～103 [雑] [百] -
2765 堪忍の話 かんにんのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050611 修身教会雑誌 18 p.94～97 [雑] [百] -
2766 ［京北幼稚園設立につき］謝辞 けいほくようちえんせつりつにつき　しゃじ 井上円了 いのうええんりょう 19050611 修身教会雑誌 18 p.105～106 [雑] [百] -
2767 実業道徳談(続) じつぎょうどうとくだん　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19050611 修身教会雑誌 18 p.99～100 [雑] [百] -
2768 修身教会の種類 しゅうしんきょうかいのしゅるい 井上円了 いのうええんりょう 19050611 修身教会雑誌 18 p.94 [雑] [百] -
2769 日本七不思議(承前) にほんななふしぎ　しょうぜん 井上甫水 いのうえほすい 19050611 修身教会雑誌 18 p.100～102 [雑] [百] -
2770 我海軍の大捷を祝す わがかいぐんのたいしょうをしゅくす 井上円了 いのうええんりょう 19050611 修身教会雑誌 18 p.93～94 [雑] [百] -
2771 祝捷に就きて生徒諸子を誡む しゅくしょうにつきてせいとしょしをいましむ 井上円了 いのうええんりょう 19050699 校友会雑誌 12 p.1～2 [雑] [京] -
2772 真宗会 しんしゅうかい 19050705 東洋哲学 12-7 p.481 [雑] [百] -
2773 文学者に望む ぶんがくしゃにのぞむ 井上円了 いのうええんりょう 19050705 東洋哲学 12-7 p.411～413 [雑] [百] -
2774 静岡県教友会第三回夏期仏教講習会予告 しずおかけんきょうゆうかいだいさんかいかきぶっきょうこうしゅうかいよこく 19050710 護法 18-7 表4 講題「仏教原理」 [雑] [東洋] -
2775 新仏教［広告］ しんぶっきょう　こうこく 19050710 護法 18-7 新仏教徒同志会 [雑] [東洋] -
2776 円了談叢(15) えんりょうだんそう　じゅうご 井上甫水 いのうえほすい 19050711 修身教会雑誌 19 p.119 [雑] [百] -
2777 死の説 しのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19050711 修身教会雑誌 19 p.113～114 [雑] [百] -
2778 戦勝の結果 せんしょうのけっか 井上円了 いのうええんりょう 19050711 修身教会雑誌 19 p.109 [雑] [百] -
2779 哲学堂小集［雑報］ てつがくどうしょうしゅう　ざっぽう 19050711 修身教会雑誌 19 p.121 [雑] [百] -
2780 忍耐の話 にんたいのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050711 修身教会雑誌 19 p.110～113 [雑] [百] -
2781 保母練習所［雑報］ ほぼれんしゅうじょ　ざっぽう 19050711 修身教会雑誌 19 p.121 [雑] [百] -
2782 本会の発展 ほんかいのはってん 井上円了 いのうええんりょう 19050711 修身教会雑誌 19 p.110 [雑] [百] -
2783 顕揚会大会 けんようかいたいかい 19050725 四明余霞 218 p.11 [雑] [円] -
2784 妖怪研究 ようかいけんきゅう 19050725 四明余霞 218 p.12 [雑] [円] -
2785 教友会第四大会［雑報］ きょうゆうかいだいよんたいかい　ざっぽう 19050801 教の友 20 p.17 [雑] [東洋] -
2786 日曜演説の大意 七月九日 我人生観 井上円了 にちようえんぜつのたいい　しちがつここのか　わがじんせいかん　いのうええんりょう 19050801 六合雑誌 296 [雑] [未] -
2787 我人生観 わがじんせいかん 井上円了 いのうええんりょう 19050801 六合雑誌 296 p.433～442 [雑] [円] -
2788 夏期の仏教［雑報］ かきのぶっきょう　ざっぽう 19050803 三宝 6-8 p.132 [雑] [東洋] -
2789 井上学長の暑中行脚［雑報］ いのうえがくちょうのしょちゅうあんぎゃ　ざっぽう 19050811 修身教会雑誌 20 p.138 [雑] [百] -
2790 円了談叢(16) えんりょうだんそう　じゅうろく 井上甫水 いのうえほすい 19050811 修身教会雑誌 20 p.137～138 [雑] [百] -
2791 修身教会の付属事業として幼稚園を設くべし しゅうしんきょうかいのふぞくじぎょうとしてようちえんをもうくべし 井上円了 いのうええんりょう 19050811 修身教会雑誌 20 p.125～126 [雑] [百] -
2792 人事観 じんじかん 井上円了 いのうええんりょう 19050811 修身教会雑誌 20 p.128～130 [雑] [百] -
2793 勉強の話 べんきょうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050811 修身教会雑誌 20 p.126～128 [雑] [百] -
2794 間島與喜氏の帰国［雑報］ まじまよきしのきこく　ざっぽう 19050811 修身教会雑誌 20 p.139 [雑] [百] -
2795 西蔵探検者能海寛師 せいぞうたんけんしゃのうみゆたかし 19050815 同朋 22 p.23 [雑] [東洋] -
2796 ［井上円了の甫水論集］［記事］ いのうええんりょうのほすいろんしゅう　きじ 19050821 樗牛全集 4 p.1057～1059 博文館 [所] [東洋] -
2797 専門学の知識を普及せよ せんもんがくのちしきをふきゅうせよ 高山樗牛 たかやまちょぎゅう 19050821 樗牛全集 4 p.786 博文館 [所] [東洋] -
2798 文学者に望む［紹介］ ぶんがくしゃにのぞむ　しょうかい 19050899 中央公論 10-8 [雑] [未] -
2799 今後の仏教 こんごのぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19050901 教の友 21 p.1～13 木村介寛記 [雑] [東洋] -
2800 静岡県教友会第三回仏教夏期講習会紀事［記事］ しずおかけんきょうゆうかいだいさんかいぶっきょうかきこうしゅうかいきじ　きじ 19050901 教の友 21 p.14～17 [雑] [東洋] -
2801 第四回大会並に第三回夏期講習会決算報告［記事］ だいよんかいたいかいならびにだいさんかいかきこうしゅうかいけっさんほうこく　きじ 19050901 教の友 21 p.17～18 [雑] [東洋] -
2802 関西紀行 かんさいきこう 井上円了 いのうええんりょう 19050905 東洋哲学 12-8 p.534～537 [雑] [百] -
2803 哲学館大学遠州出身者同窓会［彙報］ てつがくかんだいがくえんしゅうしゅっしんしゃどうそうかい　いほう 19050905 東洋哲学 12-8 p.566 [雑] [百] -
2804 井上円了博士の日本人観 いのうええんりょうはかせのにほんじんかん 19050910 護法 18-9 p.34～35 「教育界」にて [雑] [東洋] -
2805 哲学を研究する僧侶 てつがくをけんきゅうするそうりょ 19050910 四明余霞 221 p.12 [雑] [円] -
2806 井上学長の帰京［雑報］ いのうえがくちょうのききょう　ざっぽう 19050911 修身教会雑誌 21 p.151 [雑] [百] -
2807 円了談叢(17) えんりょうだんそう　じゅうしち 井上甫水 いのうえほすい 19050911 修身教会雑誌 21 p.150～151 [雑] [百] -
2808 関西紀行 かんさいきこう 井上甫水 いのうえほすい 19050911 修身教会雑誌 21 p.148～150 [雑] [百] -
2809 色欲を戒むる法 しきょくをいましむるほう 井上円了 いのうええんりょう 19050911 修身教会雑誌 21 p.146～147 [雑] [百] -
2810 修学の話 しゅうがくのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19050911 修身教会雑誌 21 p.145～146 [雑] [百] -
2811 修身教会［雑報］ しゅうしんきょうかい　ざっぽう 19050911 修身教会雑誌 21 p.152 [雑] [百] -
2812 修身教会に付属して中学講習会を設置すべし しゅうしんきょうかいにふぞくしてちゅうがくこうしゅうかいをせっちすべし 井上円了 いのうええんりょう 19050911 修身教会雑誌 21 p.141～144 付〈中学講義録規則〉 [雑] [百] -
2813 地方教会維持方案 ちほうきょうかいいじほうあん 井上円了 いのうええんりょう 19050911 修身教会雑誌 21 p.144～145 [雑] [百] -
2814 中等女子修身訓 ちゅうとうじょししゅうしんくん 井上円了 いのうええんりょう 19050925 学海指針社 全4冊 [単] [未] -
2815 妖怪談 ようかいだん 井上円了 いのうええんりょう 19051001 教の友 22 p.1～13 加藤禅童記 [雑] [東洋] -
2816 井上円了氏の「日本学生の特色」［紹介］ いのうええんりょうしのにほんがくせいのとくしょく　しょうかい 19051005 向上会仏教講演集 5 p.99～101 [雑] [東洋] -
2817 関西紀行 かんさいきこう 井上円了 いのうええんりょう 19051005 東洋哲学 12-9 p.608～610 [雑] [百] -
2818 博士をめぐりて［詩］ はかせをめぐりて　し 正富汪洋 まさとみおうよう 19051005 東洋哲学 12-9 p.630～631 [雑] [百] -
2819 倫理学［中国語訳］ りんりがく　ちゅうごくごやく 井上円了\陳栄昌(訳)　いのうええんりょう・ちんえいし 19051005 楊観東 [翻] [東洋] -
2820 我人生観 わがじんせいかん 井上円了 いのうええんりょう 19051010 護法 18-10 p.9～18 [雑] [東洋] -
2821 至誠会［雑報］ しせいかい　ざっぽう 19051011 修身教会雑誌 22 p.168 [雑] [百] -
2822 習業の話 しゅうぎょうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19051011 修身教会雑誌 22 p.158～160 [雑] [百] -
2823 修身教会開設の機運 しゅうしんきょうかいかいせつのきうん 井上円了 いのうええんりょう 19051011 修身教会雑誌 22 p.157～158 [雑] [百] -
2824 妖怪雑話 ようかいざつわ 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19051011 修身教会雑誌 22 p.165 [雑] [百] -
2825 精神の活用 せいしんのかつよう 井上円了 いのうええんりょう 19051101 六合雑誌 299 p.620～629 [雑] [円] -
2826 日曜演説の梗概 十月一日 精神の活用 井上円了 にちようえんぜつのこうがい　じゅうがつついたち　せいしんのかつよう　いのうええんりょう 19051101 六合雑誌 299 [雑] [未] -
2827 仏教原理 ぶっきょうげんり 井上円了 いのうええんりょう 19051101 教の友 23 p.7～14 木村介寛記 [雑] [東洋] -
2828 戦捷紀念図書 せんしょうきねんとしょ 19051105 東洋哲学 12-10 p.711 [雑] [百] -
2829 日光紀行 にっこうきこう 井上円了 いのうええんりょう 19051105 東洋哲学 12-10 p.685～687 付〈哲学堂記事〉 [雑] [百] -
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2830 日本学生の特色 井上円了［紹介］ にほんがくせいのとくしょく　いのうええんりょう　しょうかい 19051105 東洋哲学 12-10 p.705～706 「教育界」より [雑] [東洋] -
2831 円了雑話 えんりょうざつわ 井上甫水 いのうえほすい 19051111 修身教会雑誌 23 p.179 [雑] [百] -
2832 孔子誕生会［雑報］ こうしたんじょうえ　ざっぽう 19051111 修身教会雑誌 23 p.184 [雑] [百] -
2833 詔勅を拝読す しょうちょくをはいどくす 井上円了 いのうええんりょう 19051111 修身教会雑誌 23 p.173～174 [雑] [百] -
2834 戦捷紀念図書［雑報］ せんしょうきねんとしょ　ざっぽう 19051111 修身教会雑誌 23 p.184 [雑] [百] -
2835 智能の話 ちのうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19051111 修身教会雑誌 23 p.174～176 [雑] [百] -
2836 月刊雑誌 家庭［広告］ げっかんざっし　かてい　こうこく 19051115 同朋 25 巻末 真宗の倫理問題 [雑] [東洋] -
2837 女子に対する講話 じょしにたいするこうわ 井上円了 いのうええんりょう 19051115 仏教講話録 p.154～160 下関仏教講話会 はしがきの日付による [所] [東洋] -
2838 来世観 らいせいかん 井上円了 いのうええんりょう 19051115 仏教講話録 p.69～126 下関仏教講話会 はしがきの日付 [所] [東洋] -
2839 仏教原理(其二) ぶっきょうげんり　そのに 井上円了 いのうええんりょう 19051201 教の友 24 p.8～14 木村湖月筆記 [雑] [東洋] -
2840 伊藤證信氏の脱宗［彙報］ いとうしょうしんしのだっしゅう　いほう 19051205 向上会仏教講演集 6 p.103～104 [雑] [東洋] -
2841 欧米女子の宗教信仰の状態 おうべいじょしのしゅうきょうしんこうのじょうたい 井上円了 いのうええんりょう 19051205 向上会仏教講演集 6 p.57～66 [雑] [東洋] -
2842 儒教本尊説 じゅきょうほんぞんせつ 井上円了 いのうええんりょう 19051205 東洋哲学 12-11 p.725～730 [雑] [百] -
2843 金子海忍師支那留学を命ぜらる かねこかいにんししなりゅうがくをめいぜらる 19051210 四明余霞 227 p.11 [雑] [円] -
2844 凱旋軍隊を歓迎す がいせんぐんたいをかんげいす 井上円了 いのうええんりょう 19051211 修身教会雑誌 24 p.190 [雑] [百] -
2845 宗教家の戦後経営 しゅうきょうかのせんごけいえい 井上円了 いのうええんりょう 19051211 修身教会雑誌 24 p.189～190 [雑] [百] -
2846 心理療法実験会［雑報］ しんりりょうほうじっけんかい　ざっぽう 19051211 修身教会雑誌 24 p.200 [雑] [百] -
2847 忍辱の話 にんじょくのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19051211 修身教会雑誌 24 p.190～193 [雑] [百] -
2848 某氏の勧告に答ふ ぼうしのかんこくにこたう 井上円了 いのうええんりょう 19051211 修身教会雑誌 24 p.198～199 [雑] [百] -
2849 大乗哲学(哲学館講義録仏教科第14輯) だいじょうてつがく　てつがくかんこうぎろくぶっきょうかだいじゅうよんしゅう 井上円了 いのうええんりょう 19051215 哲学館大学 [単] [東洋] -
2850 仏教理科(哲学館講義録仏教科第4輯) ぶっきょうりか　てつがくかんこうぎろくぶっきょうかだいよんしゅう 井上円了 いのうええんりょう 19051215 哲学館大学 [単] [東洋] -
2851 精神修養法 せいしんしゅうようほう 井上円了 いのうええんりょう 19059999 向上会仏教講演集 4 p.1～7 第5輯広告にて、原本は欠号 [雑] [未] -
2852 丙午は果して厄年なるか ひのえうまははたしてやくどしなるか 井上円了 いのうええんりょう 19060101 東京朝日新聞 『明治編年史』13 p.1 [新] [東洋] -
2853 ［井上円了博士退隠：哲学館経営を前田慧雲博士に託す］ いのうええんりょうはかせたいいん：てつがくかんけいえいをまえだえうんはかせにたくす 19060104 報知新聞 『明治編年史』13 p.18,『明治ニュース事典』Ⅶ p.25 [新] [東洋] -
2854 井上先生の退隠［報道］ いのうえせんせいのたいいん　ほうどう 19060105 東洋哲学 13-1 p.68 [雑] [百] -
2855 明治三十九年を迎ふる辞 めいじさんじゅうきゅうねんをむかうるじ 井上円了 いのうええんりょう 19060105 東洋哲学 13-1 p.1～2 [雑] [百] -
2856 私立哲学館大学の変革 しりつてつがくかんだいがくのへんかく 19060110 哲学雑誌 21-227 p.86 [雑] [東洋] -
2857 精神の活用 せいしんのかつよう 井上円了 いのうええんりょう 19060110 護法 19-1 p.5～15 [雑] [東洋] -
2858 梵語字典 ぼんごじてん 19060110 哲学雑誌 21-227 p.85～86 [雑] [東洋] -
2859 井上学長の退隠［雑報］ いのうえがくちょうのたいいん　ざっぽう 19060111 修身教会雑誌 25 p.216 [雑] [百] -
2860 修身以呂波加留太 しゅうしんいろはかるた 井上円了 いのうええんりょう 19060111 修身教会雑誌 25 p.213 [雑] [百] -
2861 精進の説 しょうじんのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19060111 修身教会雑誌 25 p.207～209 [雑] [百] -
2862 戦後の新年を迎ふ せんごのしんねんをむかう 井上円了 いのうええんりょう 19060111 修身教会雑誌 25 p.205～206 [雑] [百] -
2863 丙午の説 ひのえうまのせつ 井上円了 いのうええんりょう 19060111 修身教会雑誌 25 p.206～207 [雑] [百] -
2864 通俗仏教合本［広告］ つうぞくぶっきょうがっぽん　こうこく 19060115 同朋 27 p.18 光融館 [雑] [東洋] -
2865 妖怪百談［広告］ ようかいひゃくだん　こうこく 19060115 同朋 27 p.18 光融館 [雑] [東洋] -
2866 私立哲学館大学の譲渡 しりつてつがくかんだいがくのじょうと 19060201 六条学報 52 p.78 [雑] [東洋] -
2867 ［井上先生に寄せられた退隠の詩の次韻］［漢詩］ いのうえせんせいによせられたたいいんのしのじいん　かんし 保田守太郎 やすだもりたろう 19060205 東洋哲学 13-2 p.152 [雑] [百] -
2868 井上先生の退隠関係［報道］ いのうえせんせいのたいいんかんけい　ほうどう 19060205 東洋哲学 13-2 p.149～151 [雑] [百] -
2869 新旧学長及校長送迎会記事［彙報］ しんきゅうがくちょうおよびこうちょうそうげいかいきじ　いほう 19060205 東洋哲学 13-2 p.145～148 [雑] [百] -
2870 退隠之詩［漢詩］ たいいんのし　かんし 甫水 ほすい 19060205 東洋哲学 13-2 巻頭 自筆 [雑] [百] -
2871 退隠の理由 たいいんのりゆう 井上円了 いのうええんりょう 19060205 東洋哲学 13-2 p.71～80 [雑] [百] -
2872 哲学館大学の学長更迭［雑纂］ てつがくかんだいがくのがくちょうこうてつ　ざっさん 19060205 和融誌 10-2 p.203 [雑] [東洋] -
2873 井上博士［雑報］ いのうえはかせ　ざっぽう 19060211 修身教会雑誌 26 p.226～227 [雑] [百] -
2874 井上博士の画像［雑報］ いのうえはかせのがぞう　ざっぽう 19060211 修身教会雑誌 26 p.227 [雑] [百] -
2875 修身教会賛成諸君に告ぐ しゅうしんきょうかいさんせいしょくんにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 19060211 修身教会雑誌 26 p.225 [雑] [百] -
2876 新旧学長送迎会［雑報］ しんきゅうがくちょうそうげいかい　ざっぽう 19060211 修身教会雑誌 26 p.227 [雑] [百] -
2877 退隠の理由 たいいんのりゆう 井上円了 いのうええんりょう 19060211 修身教会雑誌 26 p.221～225 [雑] [百] -
2878 哲学館大学［雑報］ てつがっかんだいがく　ざっぽう 19060211 修身教会雑誌 26 p.227 [雑] [百] -
2879 前田博士［雑報］ まえだはかせ　ざっぽう 19060211 修身教会雑誌 26 p.227 [雑] [百] -
2880 井上円了氏［哲学館から退隠］ いのうええんりょうし　てつがくかんからたいいん 19060215 同朋 28 p.23 [雑] [東洋] -
2881 哲学館大学特権認可 てつがくかんだいがくとっけんにんか 19060215 四明余霞 231 p.14 [雑] [円] -
2882 哲学館大学の校長更迭 てつがくかんだいがくのこうちょうこうてつ 19060215 四明余霞 231 p.15 [雑] [円] -
2883 前田慧雲師［井上円了の後継者］ まえだえうんし　いのうええんりょうのこうけいしゃ 19060215 同朋 28 p.23 円了の後任 [雑] [東洋] -
2884 井上学長の退隠［雑報］ いのうえがくちょうのたいいん　ざっぽう 19060225 向上会仏教講演集 7 p.69 [雑] [東洋] -
2885 教育界の美挙［井上円了の退隠と哲学館］［時論］ きょういくかいのびきょ　いのうええんりょうのたいいんとてつがくかん　じろん 19060225 向上会仏教講演集 7 p.65～66 [雑] [東洋] -
2886 真宗宝典 しんしゅうほうてん 撫城賢順 ぶじょうけんじゅん 19060310 法蔵館 井上円了\南条文雄校監修 [単] [東洋] -
2887 井上先生の銅像［雑報］ いのうえせんせいのどうぞう　ざっぽう 19060311 修身教会雑誌 27 p.248 [雑] [百] -
2888 戦争の話 せんそうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19060311 修身教会雑誌 27 p.238～240 [雑] [百] -
2889 送井上先生序 そういのうえせんせいじょ 内田周平 うちだしゅうへい 19060311 修身教会雑誌 27 p.248 [雑] [百] -
2890 道徳的模範村を造るべし どうとくてきもはんむらをつくるべし 井上円了 いのうええんりょう 19060311 修身教会雑誌 27 p.237～238 [雑] [百] -
2891 霊魂不滅論 れいこんふめつろん 井上円了 いのうええんりょう 19060315 向上 8 p.1～7 [雑] [東洋] -
2892 ［井上先生の退隠］［漢詩］ いのうえせんせいのたいいん　かんし 陸　鍼巖 くが　しんがん 19060401 東洋哲学 13-3 p.239 [雑] [百] -
2893 ［井上先生の銅像、井上先生の近況、哲学館大学同窓会大会］［報道］ いのうえせんせいのどうぞう、いのうえせんせいのきんきょう、てつがくかんだいがくどうそうかいたいかい　ほうどう 19060401 東洋哲学 13-3 p.237～238 [雑] [百] -
2894 ［学生時代］ がくせいじだい 井上円了 いのうええんりょう 19060401 東洋哲学 13-3 巻末 [雑] [百] -
2895 井上円了先生［雑報］ いのうええんりょうせんせい　ざっぽう 19060411 修身教会雑誌 28 p.262～263 [雑] [百] -
2896 ［井上円了博士遊説日程］［会告］ いのうええんりょうはかせゆうぜいにってい　かいこく 19060411 修身教会雑誌 28 p.255 [雑] [百] -
2897 円了談叢［18］ えんりょうだんそう　じゅうはち 井上甫水 いのうえほすい 19060411 修身教会雑誌 28 p.259 [雑] [百] -
2898 親子の同級生［雑報］ おやこのどうきゅうせい　ざっぽう 19060411 修身教会雑誌 28 p.263～264 [雑] [百] -
2899 秦野女学校［雑報］ はたのじょがっこう　ざっぽう 19060411 修身教会雑誌 28 p.264 [雑] [百] -
2900 仏の話 ほとけのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19060411 修身教会雑誌 28 p.254～257 [雑] [百] -
2901 井上名誉学長［報道］ いのうえめいよがくちょう　ほうどう 19060501 東洋哲学 13-4 p.328 [雑] [百] -
2902 哲学館大学第十六回卒業証書授与式に臨みて てつがくかんだいがくだいじゅうろっかいそつぎょうしょうしょじゅよしきにのぞみて 村上専精 むらかみせんしょう 19060501 東洋哲学 13-4 p.270～276 [雑] [百] -
2903 理想の円了 りそうのえんりょう 井上円了 いのうええんりょう 19060501 東洋哲学 13-4 p.291～294 [雑] [百] -
2904 日本女子の迷信 にほんじょしのめいしん 井上円了 いのうええんりょう 19060503 三宝 7-5 p.75～77 [雑] [東洋] -
2905 井上円了先生［雑報］ いのうええんりょうせんせい　ざっぽう 19060511 修身教会雑誌 29 p.281 [雑] [百] -
2906 戦勝の紀念として地方修身教会を設立すべし せんしょうのきねんとしてちほうしゅうしんきょうかいをせつりつすべし 19060511 修身教会雑誌 29 p.269～270 [雑] [百] -
2907 大和紀行 やまときこう 井上甫水 いのうえほすい 19060511 修身教会雑誌 29 p.273～275 [雑] [百] -
2908 井上円了博士の銅像［雑報］ いのうええんりょうはかせのどうぞう　ざっぽう 19060515 向上 10 p.33 [雑] [東洋] -
2909 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19060611 修身教会雑誌 30 p.298 [雑] [百] -
2910 井上先生の銅像［雑報］ いのうえせんせいのどうぞう　ざっぽう 19060611 修身教会雑誌 30 p.298 [雑] [百] -
2911 改良いろは俗訓 かいりょういろはぞっくん 八木光貫 やぎこうかん 19060611 修身教会雑誌 30 p.295 [雑] [百] -
2912 ［宗教研究、宗教研究会の会堂が落成］ しゅうきょうけんきゅう、しゅうきょうけんきゅうかいのかいどうがらくせい 19060611 時事新報 『明治ニュース事典』Ⅶ p.209 [新] [百] -
2913 戦後経営の話 せんごけいえいのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19060611 修身教会雑誌 30 p.286～288 [雑] [百] -
2914 丙午の迷信に就きて ひのえうまのめいしんにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19060611 修身教会雑誌 30 p.285～286 [雑] [百] -
2915 大和紀行(承前) やまときこう　しょうぜん 井上甫水 いのうえほすい 19060611 修身教会雑誌 30 p.288～292 [雑] [百] -
2916 哲学館大学改称［雑報］ てつがくかんだいがくかいしょう　ざっぽう 19060701 東洋哲学 13-6 p.460～461 [雑] [百] -
2917 足尾及長岡紀行 あしおおよびながおきこう 井上円了 いのうええんりょう 19060711 修身教会雑誌 31 p.308～309 [雑] [百] -
2918 財団法人私立東洋大学 ざいだんほうじんしりつとうようだいがく 19060711 修身教会雑誌 31 p.312～313 [雑] [百] -
2919 自殺の話 じさつのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19060711 修身教会雑誌 31 p.302～305 [雑] [百] -
2920 不言の教訓 ふげんのきょうくん 八木光貫 やぎこうかん 19060711 修身教会雑誌 31 p.309～311 [雑] [百] -
2921 大和論 やまとろん 井上円了 いのうええんりょう 19060711 修身教会雑誌 31 p.301～302 [雑] [百] -
2922 自殺論 じさつろん 井上円了 いのうええんりょう 19060810 護法 19-8 p.1～4 [雑] [東洋] -
2923 井上円了先生［雑報］ いのうええんりょうせんせい　ざっぽう 19060811 修身教会雑誌 32 p.325 [雑] [百] -
2924 修身教会拡張の急務 しゅうしんきょうかいかくちょうのきゅうむ 19060811 修身教会雑誌 32 p.317 [雑] [百] -
2925 東洋大学讃岐同窓会［雑報］ とうようだいがくさぬきどうそうかい　ざっぽう 19060811 修身教会雑誌 32 p.325 [雑] [百] -
2926 ［井上館主、菊地適氏を随行して長崎県下を巡回中］［動静］ いのうえかんしゅ、きくちてきしをずいこうしてながさきけんかをじゅんかいちゅう　どうせい 19060901 東洋哲学 13-8 p.628～629 [雑] [百] -
2927 井上名誉学長銅像［報道］ いのうえめいよがくちょうどうぞう　ほうどう 19060901 東洋哲学 13-8 p.633 [雑] [百] -
2928 日本家庭辞書［批評］ にほんかていじしょ　ひひょう 19060910 哲学雑誌 21-235 p.821～822 [雑] [東洋] -
2929 井上円了先生［雑報］ いのうええんりょうせんせい　ざっぽう 19060911 修身教会雑誌 33 p.344 [雑] [百] -
2930 香川県巡回日誌 かがわけんじゅんかいにっし 井上円了 いのうええんりょう 19060911 修身教会雑誌 33 p.336～340 [雑] [百] -
2931 監獄教誨と修身教会 かんごくきょうかいとしゅうしんきょうかい 井上円了 いのうええんりょう 19060911 修身教会雑誌 33 p.331～332 [雑] [百] -
2932 ［讃州巡回謝辞］［広告］ さんしゅうじゅんかいしゃじ　こうこく 井上円了 いのうええんりょう 19060911 修身教会雑誌 33 p.333 [雑] [百] -
2933 仏教と自殺 ぶっきょうとじさつ 井上円了 いのうええんりょう 19060911 修身教会雑誌 33 p.332～333 [雑] [百] -
2934 牧野安之助氏の篤志［雑報］ まきのやすのすけしのとくし　ざっぽう 19060911 修身教会雑誌 33 p.344 [雑] [百] -
2935 妖怪通信 ようかいつうしん 不思議庵主人 ふしぎあんしゅじん 19060911 修身教会雑誌 33 p.343 [雑] [百] -
2936 ［井上先生、長崎県巡回中］［動静］ いのうえせんせい、ながさきけんじゅんかいちゅう　どうせい 19061001 東洋哲学 13-9 p.721 [雑] [百] -
2937 井上博士の各所における演説 いのうえはかせのかくしょにおけるえんぜつ 19061006 壱岐一六日報 [新] [円] -
2938 井上文学博士に寄す いのうえぶんがくはかせによす 19061006 壱岐一六日報 [新] [円] -
2939 友道には更に独立自営進取の意味を加味すべし ゆうどうにはさらにどくりつじえいしんしゅのいみをかみすべし 井上円了 いのうええんりょう 19061010 護法 19-10 p.33～34 「なでしこ」より [雑] [東洋] -
2940 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19061011 修身教会雑誌 34 p.360 [雑] [百] -
2941 井上先生紀念銅像［写真］ いのうえせんせいきねんどうぞう　しゃしん 19061011 修身教会雑誌 34 p.349 [雑] [百] -
2942 井上先生銅像除幕式［雑報］ いのうえせんせいどうぞうじょまくしき　ざっぽう 19061011 修身教会雑誌 34 p.360 [雑] [百] -
2943 井上博士の演説大要 いのうえはかせのえんぜつたいよう 19061011 壱岐一六日報 [新] [円] -
2944 公園論 こうえんろん 井上円了 いのうええんりょう 19061011 修身教会雑誌 34 p.347～348 [雑] [百] -
2945 長崎県巡回日誌 ながさきけんじゅんかいにっし 井上円了 いのうええんりょう 19061011 修身教会雑誌 34 p.356～358 [雑] [百] -
2946 服膺の話 ふくようのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19061011 修身教会雑誌 34 p.348～349 [雑] [百] -
2947 井上博士の演説大要：実業道徳論 いのうえはかせのえんぜつたいよう：じつぎょうどうとくろん 19061016 壱岐一六日報 [新] [円] -
2948 修身教会の急先鋒 しゅうしんきょうかいのきゅうせんぽう 19061016 壱岐一六日報 [新] [円] -
2949 武生水村に於ける修身教会 むしょうずむらにおけるしゅうしんきょうかい 19061021 壱岐一六日報 [新] [円] -
2950 井上先生銅像除幕式 いのうえせんせいどうぞうじょまくしき　ざっぽう 19061101 東洋哲学 13-10 p.795～798 [雑] [百] -
2951 井上博士の演説大要：精神修養談 いのうえはかせのえんぜつたいよう：せいしんしゅうようだん 19061106 壱岐一六日報 [新] [円] -
2952 一の字の話 いちのじのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19061111 修身教会雑誌 35 p.365 [雑] [百] -
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2953 井上先生の近況 いのうえせんせいのきんきょう 19061111 修身教会雑誌 35 p.377 井上円了の書信 [雑] [百] -
2954 井上博士の演説大要：精神修養談 いのうえはかせのえんぜつたいよう：せいしんしゅうようだん 19061111 壱岐一六日報 [新] [円] -
2955 円了叢話［19］ えんりょうそうわ　じゅうく 井上甫水 いのうえほすい 19061111 修身教会雑誌 35 p.376 [雑] [百] -
2956 修身教会の本部に就きて しゅうしんきょうかいのほんぶにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19061111 修身教会雑誌 35 p.363～364 [雑] [百] -
2957 長崎県巡回日誌(続) ながさきけんじゅんかいにっし　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19061111 修身教会雑誌 35 p.372～376 [雑] [百] -
2958 二十三年間の暗黒時代の話 にじゅうさんねんかんのあんこくじだいのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19061111 修身教会雑誌 35 p.364～365 [雑] [百] -
2959 井上博士の演説大要：去る十九日武生水村修身教会の発会式に於て いのうえはかせのえんぜつたいよう：さるじゅうくにちむしょうずむらしゅうしんきょうかいのはっかいしきにおいて 19061121 壱岐一六日報 [新] [円] -
2960 修身教会の管見 しゅうしんきょうかいのかんけん 19061121 壱岐一六日報 [新] [円] -
2961 武生水の修身教会 むしょうずのしゅうしんきょうかい 19061121 壱岐一六日報 [新] [円] -
2962 井上円了博士の銅像［雑報］ いのうええんりょうはかせのどうぞう　ざっぽう 19061201 教の友 36 p.15～16 [雑] [円] -
2963 井上先生［近況録］ いのうえせんせい　きんきょうろく 19061201 東洋哲学 13-11 巻末p.1～2 [雑] [百] -
2964 井上博士の演説大要：英国につきて いのうえはかせのえんぜつたいよう：えいこくにつきて 19061201 壱岐一六日報 [新] [円] -
2965 印度内地旅行日乗 いんどないちりょこうにちじょう 藤井宣正 ふじいせんしょう 19061201 愛楳全集 p.561～614 森江書店、鶏聲堂書店 p.582～583に記事 [所] [東洋] -
2966 実業道徳に就いて じつぎょうどうとくについて 井上円了 いのうええんりょう 19061201 教の友 36 p.5～13 湘南生記 [雑] [東洋] -
2967 自伝(愛楳仙士半生の記） じでん　あいばいせんしはんせいのき 藤井宣正 ふじいせんしょう 19061201 愛楳全集 p.619～631 森江書店、鶏聲堂書店 p.622に記事 [所] [東洋] -
2968 藤井君と拙者との関係［逸事］ ふじいくんとせっしゃとのかんけい　いつじ 井上円了 いのうええんりょう 19061201 愛楳全集 p.637～638 森江書店、鶏聲堂書店 [所] [東洋] -
2969 孟買通信 ぼんべいつうしん 藤井宣正 ふじいせんしょう 19061201 愛楳全集 p.539～561 森江書店、鶏聲堂書店 p.551に記事,孟買はボンベイ [所] [東洋] -
2970 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19061211 修身教会雑誌 36 p.392 [雑] [百] -
2971 円了談叢［20］ えんりょうだんそう　にじゅう 井上甫水 いのうえほすい 19061211 修身教会雑誌 36 p.391 [雑] [百] -
2972 会説に代ふ かいせつにかう 井上円了 いのうええんりょう 19061211 修身教会雑誌 36 p.379～381 [雑] [百] -
2973 教育に就て きょういくについて 井上円了 いのうええんりょう 19061211 修身教会雑誌 36 p.381～382 [雑] [百] -
2974 長崎県巡回日誌(第3回) ながさきけんじゅんかいにっし　だいさんかい 井上円了 いのうええんりょう 19061211 修身教会雑誌 36 p.386～391 [雑] [百] -
2975 ［長崎県、朝鮮満州巡回謝辞］［広告］ ながさきけん、ちょうせんまんしゅうじゅんかいしゃじ　こうこく 井上円了 いのうええんりょう 19061211 修身教会雑誌 36 p.381 [雑] [百] -
2976 矢上修身教会発会ヲ祝ス やがみしゅうしんきょうかいはっかいをしゅくす 井上円了 いのうええんりょう 19061211 修身教会雑誌 36 p.387 [雑] [百] -
2977 修身教会要旨 しゅうしんきょうかいようし 井上円了 いのうええんりょう 19061225 東洋大学 [単] [国] -
2978 妖怪学講義録總論［中国語訳］ ようかいがくこうぎろくそうろん　ちゅうごくごやく 井上円了\蔡元培(訳)　いのうええんりょう・さいげんば 19069999 上海、商務 [翻] [中] -
2979 石川義昌君［近況録］ いしかわよしまさくん　きんきょうろく 19070101 東洋哲学 14-1 p.4(同窓彙報) [雑] [百] -
2980 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 19070101 修身 4-1 p.16 [雑] [百] -
2981 恭賀新年 きょうがしんねん 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 前付の1 [雑] [百] -
2982 孔子祭典 こうしさいてん 19070101 修身 4-1 p.15 [雑] [百] -
2983 三十九年に餞す さんじゅうきゅうねんにせんす 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.2～3 [雑] [百] -
2984 朝鮮旅行談 ちょうせんりょこうだん 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.8～12 [雑] [百] -
2985 同窓会大会記事［記事］ どうそうかいたいかいきじ　きじ 19070101 東洋哲学 14-1 p.1(同窓彙報) [雑] [百] -
2986 東洋大学紀念会 とうようだいがくきねんかい 19070101 修身 4-1 p.16 [雑] [百] -
2987 東洋大学紀念会［報道］ とうようだいがくきねんかい　ほうどう 19070101 東洋哲学 14-1 p.91～92 [雑] [百] -
2988 満韓旅行談 まんかんりょこうだん 井上円了 いのうええんりょう 19070101 東洋哲学 14-1 p.51～55 [雑] [百] -
2989 ［明治40年］新年に際して教育家諸君に一言す めいじよんじゅうねん　しんねんにさいしてきょういくかしょくんにいちごんす 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.6～7 [雑] [百] -
2990 ［明治40年］新年に際して宗教家諸君に一言す めいじよんじゅうねん　しんねんにさいしてきょういくかしょくんにいちごんす 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.7～8 [雑] [百] -
2991 ［明治40年］新年に際して青年学生に告ぐ めいじよんじゅうねん　しんねんにさいしてせいねんがくせいにつぐ 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.3～6 [雑] [百] -
2992 ［明治40年］新年を祝す めいじよんじゅうねん　しんねんをしゅくす 井上円了 いのうええんりょう 19070101 修身 4-1 p.1～2 [雑] [百] -
2993 哲学会役員 てつがくかいやくいん 19070110 哲学雑誌 22-239 表４ [雑] [東洋] -
2994 ［井上先生、沖縄、鹿児島県巡回はじまる］［動静］ いのうえせんせい、おきなわ、かごしまけんじゅんかいはじまる　どうせい 19070201 東洋哲学 14-2 p.3(同窓彙報) [雑] [百] -
2995 第三回哲学館大学出身者会の記 だいさんかいてつがくかんしゅっしんしゃかいのき YO生 ＹＯせい 19070201 東洋哲学 14-2 p.1～3(同窓彙報) [雑] [百] -
2996 仏教原理 ぶっきょうげんり 井上円了 いのうええんりょう 19070201 教の友 38 p.1～4 潮月記 [雑] [東洋] -
2997 教会の都鄙［雑纂］ きょうかいのとひ　ざっさん 19070210 護法 20-2 p.34～35 [雑] [東洋] -
2998 哲学会役員 てつがくかいやくいん 19070210 哲学雑誌 22-240 表4 [雑] [東洋] -
2999 私立東洋大学学則 しりつとうようだいがくがくそく 19070211 修身 4-2 [雑] [百] -
3000 哲窓松話 てっそうしょうわ 井上円了 いのうええんりょう 19070211 修身 4-2 p.13～16 [雑] [百] -
3001 ［井上先生よりの来信］［動静］ いのうえせんせいよりのだいしん　どうせい 19070301 東洋哲学 14-3 p.74 乱丁あり [雑] [百] -
3002 仏教原理(其五 完) ぶっきょうげんり　そのご　かん 井上円了 いのうええんりょう 19070301 教の友 39 p.1～13 潮月記 [雑] [東洋] -
3003 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 19070311 修身 4-3 p.16 [雑] [百] -
3004 哲窓松話(承前) てっそうしょうわ　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19070311 修身 4-3 p.14～16 [雑] [百] -
3005 仏教原理の正誤(第38号) ぶっきょうげんりのせいご　だいさんじゅうはちごう 19070401 教の友 40 p.21 [雑] [東洋] -
3006 哲学会役員 てつがくかいやくいん 19070410 哲学雑誌 22-242 表4 [雑] [東洋] -
3007 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19070411 修身 4-4 p.15～16 [雑] [百] -
3008 哲窓松話 てっそうしょうわ 井上円了 いのうええんりょう 19070411 修身 4-4 p.11～13 [雑] [百] -
3009 東洋大学第十八回卒業証書授与式［雑報］ とうようだいがくだいじゅうはっかいそつぎょうしょうしょじゅよしき　ざっぽう 19070411 修身 4-4 p.16 [雑] [百] -
3010 ［井上先生、宮崎県巡回中］［動静］ いのうえせんせい、みやざきけんじゅんかいちゅう　どうせい 19070501 東洋哲学 14-5 p.63 [雑] [百] -
3011 朝鮮旅行談 ちょうせんりょこうだん 井上円了 いのうええんりょう 19070510 護法 20-5 p.21～25 [雑] [東洋] -
3012 哲学会役員 てつがくかいやくいん 19070510 哲学雑誌 22-243 表4 [雑] [東洋] -
3013 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19070511 修身 4-5 p.16 [雑] [百] -
3014 沖縄県紀行(明治四十年) おきなわけんきこう　めいじよんじゅうねん 井上円了 いのうええんりょう 19070511 修身 4-5 p.12～16 [雑] [百] -
3015 井上先生［雑報］ いのうえせんせい　ざっぽう 19070611 修身 4-6 p.16 [雑] [百] -
3016 沖縄県紀行(続) おきなわけんきこう　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19070611 修身 4-6 p.8～13 [雑] [百] -
3017 荻原修身教会［雑報］ おぎわらしゅうしんきょうかい　ざっぽう 19070611 修身 4-6 p.16 [雑] [百] -
3018 哲窓松話 てっそうしょうわ 井上円了 いのうええんりょう 19070611 修身 4-6 p.14～16 [雑] [百] -
3019 東洋大学大分県同窓会［雑報］ とうようだいがくおおいたけんどうそうかい　ざっぽう 19070611 修身 4-6 p.16 [雑] [百] -
3020 ［井上先生、巡回予定］［動静］ いのうえせんせい、じゅんかいよてい　どうせい 19070701 東洋哲学 14-6 p.73 [雑] [百] -
3021 鹿児島県巡回日記 かごしまけんじゅんかいにっき 井上甫水 いのうえほすい 19070711 修身 4-7 p.9～16 [雑] [百] -
3022 修身教会の紋章の考案 しゅうしんきょうかいのもんしょうのこうあん 井上円了 いのうええんりょう 19070711 修身 4-7 p.7 [雑] [百] -
3023 報恩の話 ほうおんのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19070711 修身 4-7 p.1～2 [雑] [百] -
3024 ［井上先生、自宅新築落成、北海道巡回に出発］［動静］ いのうえせんせい、じたくしんちくらくせい、ほっかいどうじゅんかいにしゅっぱつ　どうせい 19070801 東洋哲学 14-7 p.59 [雑] [百] -
3025 大分県同窓会報 おおいたけんどうそうかいほう 19070801 東洋哲学 14-7 p.59～60 [雑] [百] -
3026 日曜演説の梗概　七月十四日　日本の国民教井上円了 にちようえんぜつのこうがい　しちがつじゅうよっか　にほんのこくみんきょういのうええんりょう 19070801 六合雑誌320 [雑] [未] -
3027 仏教青年総合会見聞記 ぶっきょうせいねんそうごうかいけんぶんき 夏目義順 なつめぎじゅん 19070801 教の友 44 p.8～17 [雑] [東洋] -
3028 鹿児島県巡回日記(承前) かごしまけんじゅんかいにっき　しょうぜん 井上甫水 いのうえほすい 19070811 修身 4-8 p.10～13 [雑] [百] -
3029 蛍火の譬諭 けいかのひゆ 井上円了 いのうええんりょう 19070811 修身 4-8 p.5 [雑] [百] -
3030 耕地整理の話 こうちせいりのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19070811 修身 4-8 p.4 [雑] [百] -
3031 儒教は忠孝為本にあらず じゅきょうはちゅうこういほんにあらず 井上円了 いのうええんりょう 19070811 修身 4-8 p.1～3 [雑] [百] -
3032 哲窓松話 てっそうしょうわ 井上円了 いのうええんりょう 19070811 修身 4-8 p.6～10 [雑] [百] -
3033 ［井上先生、北海道巡回中］［動静］ いのうえせんせい、ほっかいどうじゅんかいちゅう　どうせい 19070901 東洋哲学 14-8 p.70～72 [雑] [百] -
3034 次甫水先生韵。奉呈［甫水先生に次いで韵す］［漢詩］ じほすいせんせいいん。ほうてい　かんし 松崎天胤 まつざきてんいん 19070901 東洋哲学 14-8 p.62 [雑] [百] -
3035 井上円了先生［雑報］ いのうええんりょうせんせい　ざっぽう 19070911 修身 4-9 p.15 [雑] [百] -
3036 哲窓松話 てっそうしょうわ 井上円了 いのうええんりょう 19070911 修身 4-9 p.6～8 [雑] [百] -
3037 藤井円順氏［雑報］ ふじいえんじゅんし　ざっぽう 19070911 修身 4-9 p.15 [雑] [百] -
3038 宮崎県紀行 みやざきけんきこう 井上甫水 いのうえほすい 19070911 修身 4-9 p.10～14 [雑] [百] -
3039 日本の国民教 にほんのこくみんきょう 井上円了 いのうええんりょう 19071001 六合雑誌 322 p.663～667 [雑] [円] -
3040 明治仏教の過現未 めいじぶっきょうのかげんまつ 村上専精 むらかみせんしょう 19071010 護法 20-10 p.10～14 [雑] [東洋] -
3041 宮崎県紀行(続) みやざきけんきこう　ぞく 井上甫水 いのうえほすい 19071011 修身 4-10 p.14～16 [雑] [百] -
3042 日本の国民教としての忠孝宗［雑纂］ にほんのこくみんきょうとしてのちゅうこうしゅう　ざっさん 19071110 護法 20-11 p.27 [雑] [東洋] -
3043 修身の話［漢詩］ しゅうしんのはなし　かんし 甫水 ほすい 19071111 修身 4-11 p.7 [雑] [百] -
3044 宮崎県紀行(完) みやざきけんきこう　かん 井上甫水 いのうえほすい 19071111 修身 4-11 p.12～16 [雑] [百] -
3045 ［井上先生、北海道巡遊より帰京］［動静］ いのうえせんせい、ほっかいどうじゅんゆうよりききょう　どうせい 19071201 東洋哲学 14-11 p.57～58 [雑] [百] -
3046 井上(円)博士と哲学堂［雑録］ いのうええんはかせとてつがくどう　ざつろく 19071210 哲学雑誌 22-250 p.75～79 [雑] [東洋] -
3047 哲学堂拡張予告 てつがくどうかくちょうよこく 19071210 哲学雑誌 22-250 p.79～80 [雑] [東洋] -
3048 道徳山哲学寺［雑纂］ どうとくざんてつがくじ　ざっさん 19071210 護法 20-12 p.25～26 [雑] [東洋] -
3049 大分県紀行 おおいたけんきこう 井上甫水 いのうえほすい 19071211 修身 4-12 p.12～22 [雑] [百] -
3050 自製の格言［詩］ じせいのかくげん　し 井上甫水 いのうえほすい 19071211 修身 4-12 p.22 [雑] [百] -
3051 忠魂の話 ちゅうこんのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19071211 修身 4-12 p.1～2 [雑] [百] -
3052 哲学堂拡張予告 てつがくどうかくちょうよこく 井上円了 いのうええんりょう 19071211 修身 4-12 p.2～3 [雑] [百] -
3053 純正哲学 上巻(帝国百科全書 第175編) じゅんせいてつがく　じょうかん　ていこくひゃっかぜんしょ　だいひゃくななじゅうごへん 井上円了(訳) いのうええんりょう 19071225 博文館 Deussen.Paul(1845-1919)の翻訳 [単] [東洋] -
3054 古人崇拝と余の志望 こじんすうはいとよのしぼう 井上円了 いのうええんりょう 19080101 東洋哲学 15-1 p.45～47 [雑] [百] -
3055 北海道視察の一端 ほっかいどうしさつのいったん 井上甫水 いのうえほすい 19080101 修身 5-1 p.32 [雑] [百] -
3056 明治四十年に為したる事、明治四十一年に為さんと思ふ事 めいじよんじゅうねんにためしたること、めいじよんじゅういちねんになさんとおもうこと 井上円了 いのうええんりょう 19080101 修身 5-1 p.30～31 [雑] [百] -
3057 修身学 しゅうしんがく 井上円了 いのうええんりょう 19080105 p.25～32 師範科講義録 初学年5号 [講] [東洋] -
3058 本会秋季大会 ほんかいしゅうきたいかい 19080110 哲学雑誌 23-251 p.113～116 [雑] [東洋] -
3059 妖怪談 ようかいだん 19080110 四明余霞 241 p.5 [雑] [円] -
3060 井上円了先生［彙報］ いのうええんりょうせんせい　いほう 19080201 修身 5-2 p.20 [雑] [百] -
3061 島地老師古稀祝賀会 しまじろうしこきしゅくがかい 19080201 護法 21-2 p.39～40 [雑] [東洋] -
3062 東洋大学出身者新年宴会 とうようだいがくしゅっしんしゃしんねんえんかい 19080201 東洋哲学 15-2 p.71～72 [雑] [百] -
3063 北海道紀行(1) ほっかいどうきこう　いち 井上円了 いのうええんりょう 19080201 修身 5-2 p.14～20 [雑] [百] -
3064 ［明治41年］新年の話 めいじよんじゅういちねん　しんねんのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19080201 修身 5-2 p.1～3 [雑] [百] -
3065 井上博士の九州巡回 いのうえはかせのきゅうしゅうじゅんかい 19080205 福岡日日新聞 [新] [円] -
3066 井上博士講演会 いのうえはかせこうえんかい 19080209 福岡日日新聞 [新] [円] -
3067 純正哲学 下巻(帝国百科全書 第176編) じゅんせいてつがく　げかん　ていこくひゃっかぜんしょ　だいひゃくななじゅうろっぺん 井上円了(訳) いのうええんりょう 19080212 博文館 Deussen.Paul(1845-1919)の翻訳 [単] [東洋] -
3068 私が見たる地方の青年 わたしがみたるちほうのせいねん 井上円了 いのうええんりょう 19080299 青年之友 1-5 p.131 家庭之友社 [雑] [未] -
3069 井上円了先生［彙報］ いのうええんりょうせんせい　いほう 19080301 修身 5-3 p.18 [雑] [百] -
3070 ［井上先生、九州巡回中］［動静］ いのうえせんせい、きゅうしゅうじゅんかいちゅう　どうせい 19080301 東洋哲学 15-3 p.68～69 [雑] [百] -
3071 ［井上先生、29日発で九州巡回中］［彙報］ いのうえせんせい、にじゅうくにちはつできゅうしゅうじゅんかいちゅう　いほう 19080301 東洋哲学 15-3 p.67～68 [雑] [百] -
3072 北海道紀行(2) ほっかいどうきこう　に 井上円了 いのうええんりょう 19080301 修身 5-3 p.14～18 [雑] [百] -
3073 阿蘇に於ける円了博士：家庭教育に関する演説 あそにおけるえんりょうはかせ：かていきょういくにかんするえんぜつ 19080320 九州日日新聞 [新] [円] -
3074 京北中学校諸子に一言を呈す けいほくちゅうがっこうしょしにいちごんをていす 井上円了 いのうええんりょう 19080399 校友会雑誌 17 p.1～2 [雑] [京] -
3075 ［井上先生、熊本県巡回中］［動静録］ いのうえせんせい、くまもとけんじゅんかいちゅう　どうせいろく 19080401 東洋哲学 15-4 p.71 [雑] [百] -
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3076 純正哲学 井上円了訳［紹介］ じゅんせいてつがく　いのうええんりょうやく　しょうかい 19080401 東洋哲学 15-4 p.72 [雑] [百] -
3077 北海道紀行(3) ほっかいどうきこう　さん 井上円了 いのうええんりょう 19080401 修身 5-4 p.16～20 [雑] [百] -
3078 宗教と実業 しゅうきょうとじつぎょう 井上円了 いのうええんりょう 19080402 九州日日新聞 [新] [円] -
3079 迷信と妖怪：昨日於熊本県会議場井上円了博士講話 めいしんとようかい：さくじつおくまもとけんかいぎじょういのうえはかせこうわ 19080402 九州日日新聞 [新] [円] -
3080 大分県宇佐郡駅館村［彙報］ おおいたけんうさぐんえきだてむら　いほう 19080501 修身 5-5 p.15 [雑] [百] -
3081 熊本県に於ける井上先生［彙報］ くまもとけんにおけるいのうえせんせい　いほう 19080501 東洋哲学 15-5 p.71～72 [雑] [百] -
3082 心賊の話 しんぞくのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19080501 修身 5-5 p.3～5 [雑] [百] -
3083 北海道紀行(4) ほっかいどうきこう　よん 井上円了 いのうええんりょう 19080501 修身 5-5 p.8～15 [雑] [百] -
3084 井上博士幽霊談(人吉に於ける) いのうえはかせゆうれいだん　ひとよしにおける 19080509 九州日日新聞 [新] [円] -
3085 天草に於ける井上先生［彙報］ あまくさにおけるいのうえせんせい　いほう 19080601 修身 5-6 p.16～17 [雑] [百] -
3086 井上先生の質素［一見一聞］ いのうえせんせいのしっそ　いっけんいちぶん 19080601 修身 5-6 p.9～12 [雑] [百] -
3087 北海道紀行(完) ほっかいどうきこう　かん 井上円了 いのうええんりょう 19080601 修身 5-6 p.12～15 [雑] [百] -
3088 井上博士演説会 いのうえはかせえんぜつかい 19080605 福岡日日新聞 [新] [円] -
3089 井上博士の来福 いのうえはかせのらいふく 19080609 福岡日日新聞 [新] [円] -
3090 井上博士来福 いのうえはかせのらいふく 19080610 福岡日日新聞 [新] [円] -
3091 井上博士の講演 いのうえはかせのこうえん 19080611 福岡日日新聞 [新] [円] -
3092 修身教会の必要(1) しゅうしんきょうかいのひつよう　いち 井上円了 いのうええんりょう 19080611 福岡日日新聞 [新] [円] -
3093 修身教会の必要(2) しゅうしんきょうかいのひつよう　に 井上円了 いのうええんりょう 19080612 福岡日日新聞 [新] [円] -
3094 滞福中の井上博士 たいふくちゅうのいのうえはかせ 19080612 福岡日日新聞 [新] [円] -
3095 修身教会の必要(3) しゅうしんきょうかいのひつよう　さん 井上円了 いのうええんりょう 19080613 福岡日日新聞 [新] [円] -
3096 円了博士(1) えんりょうはかせ　いち 耕陽 こうよう 19080617 福岡日日新聞 [新] [円] -
3097 円了博士(2) えんりょうはかせ　に 耕陽 こうよう 19080618 福岡日日新聞 [新] [円] -
3098 円了博士(3) えんりょうはかせ　さん 耕陽 こうよう 19080620 福岡日日新聞 [新] [円] -
3099 円了博士(4) えんりょうはかせ　よん 耕陽 こうよう 19080621 福岡日日新聞 [新] [円] -
3100 ［井上先生、佐賀県巡回に出発］［動静録］ いのうえせんせい、さがけんじゅんかいにしゅっぱつ　どうせいろく 19080701 東洋哲学 15-7 p.62 [雑] [百] -
3101 井上先生巡回日割 いのうえせんせいじゅんかいひわり 19080701 修身 5-7 p.18 [雑] [百] -
3102 豊前豊後紀行(1) ぶぜんぶんごきこう　いち 井上円了 いのうええんりょう 19080701 修身 5-7 p.15～18 [雑] [百] -
3103 貝原益軒と将来の教育 かいばらえきけんとしょうらいのきょういく 井上円了 いのうええんりょう 19080731 福岡日日新聞 [新] [円] -
3104 武士道論(2) ぶしどうろん　に 井上円了 いのうええんりょう 19080731 福岡日日新聞 [新] [円] -
3105 井上博士巡回日割(前号の続) いのうえはかせじゅんかいひわり　ぜんごうのつづき 19080801 修身 5-8 p.20 [雑] [百] -
3106 武士道論(3) ぶしどうろん　さん 井上円了 いのうええんりょう 19080801 福岡日日新聞 [新] [円] -
3107 豊前豊後紀行(2) ぶぜんぶんごきこう　に 井上円了 いのうええんりょう 19080801 修身 5-8 p.18～20 [雑] [百] -
3108 武士道論(4) ぶしどうろん　よん 井上円了 いのうええんりょう 19080802 福岡日日新聞 [新] [円] -
3109 井上博士近信 いのうえはかせきんしん 19080812 福岡日日新聞 [新] [円] -
3110 山門便 さんもんびん 19080814 福岡日日新聞 [新] [円] -
3111 円了先生 えんりょうせんせい 斎田耕陽 さいだこうよう 19080817 福岡日日新聞 [新] [円] -
3112 東洋大学同窓大会 とうようだいがくどうそうたいかい 19080817 福岡日日新聞 [新] [円] -
3113 円了先生(2) えんりょうせんせい　に 斎田耕陽 さいだこうよう 19080818 福岡日日新聞 [新] [円] -
3114 円了先生(3) えんりょうせんせい　さん 斎田耕陽 さいだこうよう 19080819 福岡日日新聞 [新] [円] -
3115 東洋大学同窓会 とうようだいがくどうそうかい 19080820 福岡日日新聞 [新] [円] -
3116 井上博士巡回日割 いのうえはかせじゅんかいひわり　ぜんごうのつづき 19080821 福岡日日新聞 [新] [円] -
3117 井上博士講話会 いのうえはかせこうわかい 19080830 福岡日日新聞 [新] [円] -
3118 熊本県紀行 くまもとけんきこう 井上円了 いのうええんりょう 19080901 修身 5-9 p.17～20 [雑] [百] -
3119 東洋大学九州同窓会大会 とうようだいがくきゅうしゅうどうそうかいたいかい 19080901 東洋哲学 15-9 p.60 [雑] [百] -
3120 井上博士講演 いのうえはかせこうえん 19080914 福岡日日新聞 [新] [円] -
3121 井上博士講演 いのうえはかせこうえん 19080925 福岡日日新聞 [新] [円] -
3122 ［井上先生の今月の巡回日程］［動静録］ いのうえせんせいのこんげつのじゅんかいにってい　どうせいろく 19081001 東洋哲学 15-10 p.69 [雑] [百] -
3123 熊本県紀行(2) くまもとけんきこう　に 井上円了 いのうええんりょう 19081001 修身 5-10 p.17～20 [雑] [百] -
3124 佐賀県通信 さがけんつうしん 19081001 修身 5-10 p.20 [雑] [百] -
3125 井上博士巡回彙報 いのうえはかせじゅんかいいほう 19081004 福岡日日新聞 [新] [円] -
3126 教育支会評議員会 きょういくしかいひょうぎいんかい 19081010 福岡日日新聞 [新] [円] -
3127 井上博士の演説 いのうえはかせのえんぜつ 19081021 福岡日日新聞 [新] [円] -
3128 井上博士の演説 いのうえはかせのえんぜつ 19081022 福岡日日新聞 [新] [円] -
3129 井上博士の演説 いのうえはかせのえんぜつ 19081023 福岡日日新聞 [新] [円] -
3130 熊本県紀行(続) くまもとけんきこう　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19081101 修身 5-11 p.19～20 [雑] [百] -
3131 日本美術界の恩人故フェノロサ君 にほんびじゅつかいのおんじんこふぇのろさくん 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19081101 太陽 14-14 p.127～129 [雑] [東洋] -
3132 井上博士消息 いのうえはかせしょうそく 19081110 福岡日日新聞 [新] [円] -
3133 熊本県紀行(続) くまもとけんきこう　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19081201 修身 5-12 p.13～15 [雑] [百] -
3134 修身教会彙報 しゅうしんきょうかいいほう 19081201 修身 5-12 p.16 [雑] [百] -
3135 東洋大学出身者懇話会 とうようだいがくしゅっしんしゃこんわかい 19081201 東洋大学 15-12 p.62 [雑] [百] -
3136 プランシエットの実験 ぷらんしえっとのじっけん 19081210 哲学雑誌 23-262 p.1348～1349 [雑] [東洋] -
3137 南船北馬集 第一編 なんせんほくばしゅう　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19081220 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3138 昨夢を回想す さくむをかいそうす 井上円了 いのうええんりょう 19090101 修身 6-1 p.14～16 [雑] [百] -
3139 井上円了講述著作書籍一覧 いのうええんりょうこうじゅつちょさくしょせきいちらん 19090110 南船北馬集第2編 巻末 修身教会拡張事務所 [所] [東洋] -
3140 南船北馬集 第二編 なんせんほくばしゅう　だいにへん 井上円了 いのうええんりょう 19090110 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3141 南船北馬集 第三編 なんせんほくばしゅう　だいさんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19090125 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3142 井上円了先生［記事］ いのうええんりょうせんせい　きじ 19090201 修身 6-2 p.13 [雑] [百] -
3143 ［井上先生、愛媛県巡回の予定］［動静録］ いのうえせんせい、えひめけんじゅんかいのよてい　どうせいろく 19090201 東洋哲学 16-2 p.74 [雑] [百] -
3144 東洋大学出身者新年宴会 とうようだいがくしゅっしんしゃしんねんえんかい 19090201 東洋哲学 16-2 p.73 [雑] [百] -
3145 東洋大学入学案内 とうようだいがくにゅうがくあんない 19090201 修身 6-2 p.13～17 [雑] [百] -
3146 東洋大学坂神同窓会記事［彙報］ とうようだいがくはんしんどうそうかいきじ　いほう 19090301 東洋哲学 16-3 p.62 [雑] [百] -
3147 井上円了先生と修身教会［記事］ いのうええんりょうせんせいとしゅうしんきょうかい　きじ 19090401 修身 6-4 p.16 [雑] [百] -
3148 井上先生島根県巡回日割［記事］ いのうえせんせいしまねけんじゅんかいひわり　きじ 19090401 修身 6-4 p.16 [雑] [百] -
3149 ［井上先生、島根、鳥取両県巡回へ出発の予定］［動静録］ いのうえせんせい、しまね、とっとりりょうけんじゅんかいへしゅぱつのよてい 19090401 東洋哲学 16-4 p.61～62 [雑] [百] -
3150 橘恵勝君より［私信数通］ たちばなけいしょうくんより　ししんすうつう 橘　恵勝 たちばな　けいしょう 19090401 新仏教 10-4 p.404 [雑] [東洋] -
3151 修身教会彙報 しゅうしんきょうかいいほう 19090501 修身 6-5 p.19～20 [雑] [百] -
3152 商業道徳に就て しょうぎょうどうとくにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19090501 修身 6-5 p.1～7 [雑] [百] -
3153 ［井上先生、鳥取県巡回日程］［動静］ いのうえせんせい、とっとりけんじゅんかいにってい　どうせい 19090601 東洋哲学 16-6 p.66～67 [雑] [百] -
3154 本会春季大会附評議員改選 ほんかいしゅんきたいかいふひょうぎいんかいせん 19090610 哲学雑誌 24-268 p.619～623 [雑] [東洋] -
3155 夏期に於ける東洋大学講師 かきにおけるとうようだいがくこうし 19090701 修身 6-7 p.19～20 [雑] [百] -
3156 文部省教員検定試験 修身科問題解答 もんぶしょうきょういんけんていしけん　しゅうしんかもんだいかいとう 佐崎重暉 さざきしげき 19090710 東洋大学出版部 中島徳蔵校閲、附録：倫理学書の読み方、教員検定試験細則 [単] [国] -
3157 謹で戊申詔書を捧読して卑見を述ぶ つつしんでぼしんしょうしょをばいどくしてひけんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19090801 修身 6-8 p.1～3 [雑] [百] -
3158 今後の仏教 こんごのぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19090820 現代名家最新仏教演説軌範 p.1～19 鴻盟社 [所] [円] -
3159 井上博士母堂の逝去 いのうえはかせぼどうのせいきょ 19090901 修身 6-9 p.16 [雑] [百] -
3160 在大洲中学校拝藤樹先生銅像賦一詩［大洲中学校にありて藤樹先生の銅像を拝して一詩を賦す］［漢詩］ ざいたいしゅうちゅうがっこうはいとうじゅせんせいどうぞうふいっし 井上円了 いのうええんりょう 19090901 東洋哲学 16-8 p.54 [雑] [百] -
3161 東洋大学出身者懇話会 とうようだいがくしゅっしんしゃこんわかい 19090901 東洋哲学 16-8 p.64 [雑] [百] -
3162 ［井上博士母堂の逝去］［動静録］ いのうえはかせぼどうのせいきょ　どうせいろく 19091001 東洋哲学 16-9 p.60～62 [雑] [百] -
3163 那先比丘経の研究(第8節) なせんびくきょうのけんきゅう　だいはっせつ 林　澄達 はやし　ちょうたつ 19091001 四明余霞 22-10 p.1～13 [雑] [円] -
3164 井上(円)博士の厚恵 いのうええんはかせのこうけい 19091010 哲学雑誌 24-272 p.1028 [雑] [東洋] -
3165 自家格言集；一名明治菜根譚 じかかくげんしゅう；いちめいめいじさいこんたん 井上円了 いのうええんりょう 19091015 妖怪研究会 甫水書屋蔵版 [単] [東洋] -
3166 ［井上先生、八丈島小笠原島を巡遊の予定］［動静］ いのうえせんせい、はちじょうじまおがさわらとうをじゅんゆうのよてい　どうせい 19091101 東洋哲学 16-10 p.69～70 [雑] [百] -
3167 自家格言集 井上円了氏著［批評］ じかかくげんしゅう　いのうええんりょうしちょ　ひひょう ［高島］米峰 たかしまべいほう 19091101 新仏教 11 p.1066～1067 [雑] [東洋] -
3168 自家格言集 井上円了著［紹介］ じかかくげんしゅう　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19091101 六合雑誌 347 p.791 [雑] [東洋] -
3169 父の恩と母の恩 ちちのおんとははのおん 井上円了 いのうええんりょう 19091101 修身 6-11 p.1～3 [雑] [百] -
3170 自家格言集［紹介］ じかかくげんしゅう　しょうかい 19091110 哲学雑誌 24-273 p.1128 [雑] [東洋] -
3171 否定人間本位説 ひていにんげんほんいせつ 井上円了 いのうええんりょう 19091110 哲学雑誌 24-273 p.1033～1046 [雑] [東洋] -
3172 如何にして伊藤公を活すべきか いかにしていとうこうをかっすべきか 井上円了 いのうええんりょう 19091201 修身 6-12 p.1～6 [雑] [百] -
3173 自家格言集［書評］ じかかくげんしゅう　しょひょう 19091201 六条学報 98 p.67 [雑] [東洋] -
3174 仏教の研究法に就いて ぶっきょうのけんきゅうほうについて 境野黄洋 さかいのこうよう 19091201 新仏教 10-12 p.1077～1081 井上円了の学風について [雑] [東洋] -
3175 哲学新案 てつがくしんあん 井上円了 いのうええんりょう 19091209 弘道館 [単] [東洋] -
3176 祝和同会創立三十五年紀念祭 しゅくわどうかいそうりつさんじゅうごねんきねんさい 井上円了 いのうええんりょう 19091214 和同会雑誌 46 [雑] [百] -
3177 精神の活用 せいしんのかつよう 井上円了 いのうええんりょう 19099999 禅宗 171 [雑] [未] -
3178 哲学新案 井上円了著［紹介］ てつがくしんあん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19100101 東洋哲学 17-1 p.97 [雑] [百] -
3179 楽天的仏教 らくてんてきぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19100101 東洋哲学 17-1 p.11～21 [雑] [百] -
3180 哲学新案［批評］ てつがくしあん　ひひょう 19100110 哲学雑誌 25-275 p.124 [雑] [東洋] -
3181 南船北馬集 第四編 なんせんほくばしゅう　だいよんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19100130 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3182 井上先生巡回 いのうえせんせいじゅんかい 19100201 修身 7-2 p.18 [雑] [百] -
3183 ［井上先生、千葉県巡回の予定］［動静］ いのうえせんせい、ちばけんじゅんかいのよてい　どうせい 19100201 東洋哲学 17-2 p.70～71 [雑] [百] -
3184 十年の今昔 じゅうねんのこんじゃく 花田凌雲 はなだりょううん 19100201 六条学報 100 p.322～328 哲学館、井上円了、村上専精などへの意見あり [雑] [東洋] -
3185 哲学新案 井上円了著［紹介］ てつがくしあん　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19100201 六合雑誌 350 p.141 [雑] [東洋] -
3186 東洋学の再興と哲学館の由来 とうようがくのさいこうとてつがくかんのゆらい 井上円了 いのうええんりょう 19100201 修身 7-2 p.1～4 [雑] [百] -
3187 仏教の研究と東洋大学 ぶっきょうのけんきゅうととうようだいがく 本多日生 ほんだにっしょう 19100201 修身 7-2 p.7～10 [雑] [百] -
3188 琉球と真宗 りゅうきゅうとしんしゅう 井上円了 いのうええんりょう 19100201 新仏教 11-2 p.136～138 [雑] [東洋] -
3189 哲学新案 井上円了［紹介］ てつがくしんあん　いのうええんりょう　しょうかい 19100301 六条学報 101 p.69～70 [雑] [東洋] -
3190 読井上先生自家格言集［井上先生の自家格言集を読む］［漢詩］ とくいのうえせんせいじかかくげんしゅう　かんし 此君道人 しくんどうじん 19100301 東洋哲学 17-3 p.69 [雑] [百] -
3191 ［井上先生、鳥取県巡回とその後の予定］［動静］ いのうえせんせい、とっとりけんじゅんかいとそのごのよてい　どうせい 19100501 東洋哲学 17-5 p.64～65 [雑] [百] -
3192 学問界に於ける仏教の必要 がくもんかいにおけるぶっきょうのひつよう 前田慧雲 まえだえうん 19100501 東洋哲学 17-5 p.1～9 [雑] [百] -
3193 井上先生夏期巡回日割 いのうえせんせいかきじゅんかいひわり 19100601 東洋哲学 17-6 p.83～84 [雑] [百] -
3194 ［井上先生、群馬県巡遊に出発］［動静］ いのうえせんせい、ぐんまけんじゅんゆうにしゅっぱつ 19100601 東洋哲学 17-6 p.84～85 [雑] [百] -
3195 東洋大学関西同窓会 とうようだいがくかんさいどうそうかい 19100601 東洋哲学 17-6 p.83 [雑] [百] -
3196 既知と未知 きちとみち 19100610 哲学雑誌 25-280 p.112～115 [雑] [東洋] -
3197 井上先生夏期巡回日割［彙報］ いのうえせんせいかきじゅんかいひわり　いほう 19100701 修身 7-7 p.16～17 [雑] [百] -
3198 明治仏教回顧 めいじぶっきょうかいこ 境野黄洋 さかいのこうよう 19100701 新仏教 11-7 p.883～891 [雑] [東洋] -
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3199 龍城を破りて出陣せよ ろうじょうをやぶりてしゅつじんせよ 井上円了 いのうええんりょう 19100801 修身 7-8 p.1～2 [雑] [百] -
3200 井上先生巡回日割 いのうえせんせいじゅんかいひわり 19100901 修身 7-9 p.16 [雑] [百] -
3201 ［井上先生、美濃国巡回の予定］［動静］ いのうえせんせい、みのくにじゅんかいのよてい　どうせい 19100901 東洋哲学 17-8 p.74～75 [雑] [百] -
3202 実業振興策 じつぎょうしんこうさく 井上円了 いのうええんりょう 19101001 修身 7-10 p.1～5 [雑] [百] -
3203 ［井上先生、京都、伊丹地方を巡遊の予定］［動静］ いのうえせんせい、きょうと、いたみちほうをじゅんゆうのよてい　どうせい 19101101 東洋哲学 17-10 p.74 [雑] [百] -
3204 井上(円了)博士の書信 いのうええんりょうはかせのしょしん 井上円了 いのうええんりょう 19101110 哲学雑誌 25-285 p.114～115 [雑] [東洋] -
3205 井上円了先生［記事］ いのうええんりょうせんせい　きじ 19101201 修身 7-12 p.20 [雑] [百] -
3206 ［井上先生、来春に台湾巡遊の予定］［動静］ いのうえせんせい、らいしゅんにたいわんじゅんゆうのよてい　どうせい 19101201 東洋哲学 17-11 p.70 [雑] [百] -
3207 南船北馬集 第五編 なんせんほくばしゅう　だいごへん 井上円了 いのうええんりょう 19101220 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3208 学校以外の学校 がっこういがいのがっこう 井上円了 いのうええんりょう 19110101 修身 8-1 p.13～16 [雑] [東洋] -
3209 宗教心の修養法 しゅうきょうしんのしゅうようほう 井上円了 いのうええんりょう 19110101 宗教界 7-1 p.13～15 [雑] [東洋] -
3210 ［台湾から寄せられた井上先生の詩］［動静］ たいわんからよせられたいのうえせんせいのし　どうせい 19110201 東洋哲学 18-2 p.70 [雑] [百] -
3211 明治日本の仙郷の話 めいじにほんのせんきょうのはなし 井上円了 いのうええんりょう 19110201 修身 8-2 p.7～11 [雑] [東洋] -
3212 妖怪学上より見たる家庭 ようかいがくじょうよりみたるかてい 井上円了 いのうええんりょう 19110299 婦女界 [雑] [未] -
3213 井上(円)博士の外遊 いのうええんはかせのがいゆう 19110401 哲学雑誌 26-290 p.104～105 [雑] [東洋] -
3214 ［井上先生、濠州および南米巡遊に出発］［動静］ いのうえせんせい、ごうしゅうおよびなんべいじゅんゆうにしゅっぱつ　どうせい 19110401 東洋哲学 18-4 p.53～54 [雑] [百] -
3215 告別の辞 こくべつのじ 井上円了 いのうええんりょう 19110401 修身 8-4 p.1～5 [雑] [東洋] -
3216 今後の教育家宗教家の責任 こんごのきょういくかしゅうきょうかのせきにん 井上円了 いのうええんりょう 19110401 修身 8-4 p.5～8 [雑] [東洋] -
3217 台湾紀行 たいわんきこう 井上円了 いのうええんりょう 19110401 東洋哲学 18-4 p.42～45 [雑] [百] -
3218 東洋大学卒業証書授与式 とうようだいがくそつぎょうしょうしょじゅよしき 19110401 東洋哲学 18-4 p.49～50 [雑] [百] -
3219 円了井上先生将周游南半球諸洲賦呈［円了井上先生将に南半球諸洲に周遊せんとするの賦呈す］［漢詩］ えんりょういのうえせんせいしょうしゅうゆうなんはんきゅうしょしゅうふてい　かんし 林　子獏 はやし　しばく 19110501 東洋哲学 18-5 p.53 [雑] [百] -
3220 ［香港から寄せられた井上先生の通信］［動静］ ほんこんからよせられたいのうえせんせいのつうしん　どうせい 19110501 東洋哲学 18-5 p.58～59 [雑] [百] -
3221 井上(円)博士の消息 いのうええんはかせのしょうそく 井上円了 いのうええんりょう 19110610 哲学雑誌 26-293 p.97～99 [雑] [東洋] -
3222 日本周遊奇談 にほんしゅうゆうきだん 井上円了 いのうええんりょう 19110623 博文館 初版日は初版本と再版本とで相違あり [単] [東洋] -
3223 豪州紀行 ごうしゅうきこう 井上円了 いのうええんりょう 19110701 東洋哲学 18-7 p.60～62 [雑] [百] -
3224 ［シドニーより寄せられた井上先生の通信］［動静］ しどにーよりよせられたいのうえせんせいのつうしん　どうせい 19110701 東洋哲学 18-7 後付の1 [雑] [百] -
3225 贈南極探検隊長白瀬氏長篇一首［南極探検隊長白瀬氏に長篇一首を贈る］［漢詩］ そうなんきょくたんけんたいちょうしらせしちょうへんいっしゅ　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19110701 東洋哲学 18-7 p.37 [雑] [百] -
3226 国際の感情と宗派間の感情 こくさいのかんじょうとしゅうはかんのかんじょう 井上円了 いのうええんりょう 19110801 宗教界 7-8 p.28～30 [雑] [東洋] -
3227 東洋大学発展策 とうようだいがくはってんさく 19110801 宗教界 7-8 p.86 [雑] [東洋] -
3228 修身学 しゅうしんがく 井上円了 いのうええんりょう 19110805 p.137～144 師範科講義録 初学年19号 第4版の日付 [講] [東洋] -
3229 豪州シドニー滑稽雑誌ブレルチンに現はれたる井上先生 ごうしゅうしどにーこっけいざっしぶれるちんにあらわれたるいのうえせんせい 19110901 東洋哲学 18-8 p.39 [雑] [百] -
3230 西洋人の美風 せいようじんのびふう 井上円了 いのうええんりょう 19110901 東洋哲学 18-8 p.40～42(修身) [雑] [百] -
3231 南阿及英国紀行 なんあおよびえいこくきこう 井上円了 いのうええんりょう 19110901 東洋哲学 18-8 p.32～36 [雑] [百] -
3232 南阿行船中奇談 なんあこうせんちゅうきだん 井上円了 いのうええんりょう 19110901 新仏教 12-9 p.851～854 [雑] [東洋] -
3233 井上(円)博士の書信 いのうええんはかせのしょしん 井上円了 いのうええんりょう 19110910 哲学雑誌 26-295 p.117～123 [雑] [東洋] -
3234 中等修身書 巻一 ちゅうとうしゅうしんしょ　まきいち 湯本武比古(撰) ゆもとたけひこ　せん 19111018 山海堂書店 井上円了校閲 [単] [東洋] -
3235 北極観光紀行 ほっきょくかんこうきこう 井上円了 いのうええんりょう 19111103 東洋哲学 18-10 p.41～47 [雑] [百] -
3236 北極観光紀行(続) ほっきょくかんこうきこう　ぞく 井上円了 いのうええんりょう 19111201 東洋哲学 18-11 p.22～26 [雑] [百] -
3237 在英前賢遺跡探検記第一報 ざいえいせんけんいせきたんけんきだいいっぽう 井上円了 いのうええんりょう 19111210 哲学雑誌 26-298 p.125～131 [雑] [東洋] -
3238 欧美政教紀原 前版［中国語訳］ おうびせいきょうきげん　ぜんぱん　ちゅうごくごやく 井上円了\林廷玉(訳)　いのうええんりょう・りんていぎ 19119999 上海、新民訳印書局 [翻] [中] -
3239 記憶術 前版［中国語訳］ きおくじゅつ　ぜんぱん　ちゅうごくごやく 井上円了\梁文庚(訳)　いのうええんりょう・りょうぶん 19119999 [翻] [中] -
3240 心理療法 前版［中国語訳］ しんりりょうほう　ぜんぱん　ちゅうごくごやく 井上円了\盧謙(訳)　いのうええんりょう・ろけん 19119999 上海、医学 [翻] [中] -
3241 星界想遊記 前版［中国語訳］ せいかいそうゆうき　ぜんぱん　ちゅうごくごやく 井上円了\戴贊(訳)　いのうええんりょう・たいさん 19119999 彪蒙訳書局 [翻] [中] -
3242 謹んで宗祖の法会を迎ふ つつしんでしゅうそのほうえをむかう 井上円了 いのうええんりょう 19119999 無尽燈 16-4 [雑] [未] -
3243 妖怪百談 前版［中国語訳］ ようかいひゃくだん　ぜんぱん 井上円了\何★(訳)　 19119999 上海、商務 [翻] [中] -
3244 欧州紀行 おうしゅうきこう 井上円了 いのうええんりょう 19120101 東洋哲学 19-1 p.46～51 [雑] [百] -
3245 ［南米から寄せられた井上先生の葉書］［動静］ なんべいからよせられたいのうえせんせいのはがき　どうせい 19120101 東洋哲学 19-1 付録p.1～2 [雑] [百] -
3246 ［在英前賢遺跡探検記第二報］ ざいえいぜんけんいせきたんけんきだいにほう 井上円了 いのうええんりょう 19120110 哲学雑誌 27-299 p.158 記事中にあり [雑] [東洋] -
3247 井上円了先生帰朝歓迎会 いのうええんりょうせんせいきちょうかんげいかい 19120210 東洋哲学 19-2 p.57～58 [雑] [百] -
3248 ［井上先生の帰朝歓迎会］［動静］ いのうえせんせいのきちょうかんげいかい　どうせい 19120210 東洋哲学 19-2 付録p.1～2 [雑] [百] -
3249 在英前賢遺跡探検記第三報 ざいえいぜんけんいせきたんけんきだいさんぽう 井上円了 いのうええんりょう 19120210 哲学雑誌 27-300 p.268～271 [雑] [東洋] -
3250 哲学会史料(上) てつがくかいしりょう　じょう 伊藤吉之助 いとうきちのすけ 19120210 哲学雑誌 27-300 p.195～247 [雑] [東洋] -
3251 哲学会創立者［写真］ てつがくかいそうりつしゃ　しゃしん 19120210 哲学雑誌 27-300 表2 [雑] [東洋] -
3252 南米紀行 なんべいきこう 井上円了 いのうええんりょう 19120210 東洋哲学 19-2 p.34～37 [雑] [百] -
3253 倫理の門内に向上の一路を開け りんりのもんないにこうじょうのいちろをひらけ 井上円了 いのうええんりょう 19120210 哲学雑誌 27-300 p.5～40 [雑] [東洋] -
3254 ［三教合同、国民教化の大任を全うせんと決議］ さんきょうごうどう、こくみんきょうかのたいにんをまっとうせんとけつぎ 19120227 東京日日新聞 『明治ニュース事典』Ⅷ p.234 [新] [百] -
3255 井上(円)博士の来信 いのうええんはかせのらいしん 井上円了 いのうええんりょう 19120310 哲学雑誌 27-301 p.573～575 [雑] [東洋] -
3256 井上博士歓迎席上作［漢詩］ いのうえはかせかんげいせきじょうさく　かんし 日下勺水 くさかしゃくすい 19120310 東洋哲学 19-3 p.46 [雑] [百] -
3257 最近内外哲学界：内国 さいきんないがいてつがくかい：ないこく 19120310 哲学雑誌 27-301 p.125～128 [雑] [東洋] -
3258 哲学会史料(中) てつがくかいしりょう　ちゅう 伊藤吉之助 いとうきちのすけ 19120310 哲学雑誌 27-301 p.100～113 [雑] [東洋] -
3259 南米の本邦移民 なんべいのほんぽういみん 井上円了 いのうええんりょう 19120310 東洋哲学 19-3 p.1～5(修身) [雑] [百] -
3260 甫水翁自南洋喜賦呈［甫水翁、南洋より喜びて賦呈す］［漢詩］ ほすいおうじなんようきふてい　かんし 早西青水 はやにしせいすい 19120310 東洋哲学 19-3 p.47 [雑] [百] -
3261 甫水先生帰自南洋喜賦［甫水先生、南洋より帰るを喜ぶの賦］［漢詩］ ほすいせんせいきじなんようきふ　かんし 林古渓 はやしこけい 19120310 東洋哲学 19-3 p.46 [雑] [百] - 7/24/99
3262 南半球五万哩 みなみはんきゅうごまんまいる 井上円了 いのうええんりょう 19120310 丙午出版社 [単] [東洋] -
3263 南半球五万哩［紹介］ みなみはんきゅうごまんまいる　しょうかい 19120401 宗教界 8-4 p.74～75 [雑] [東洋] -
3264 哲学会史料(下ノ一) てつがくかいしりょう　げのいち 伊藤吉之助 いとうきちのすけ 19120410 哲学雑誌 27-302 p.78～95 [雑] [東洋] -
3265 哲学道しるべ歌 てつがくみちしるべうた 井上円了 いのうええんりょう 19120425 東洋哲学 19-4 p.1～8(修身) [雑] [百] -
3266 南船北馬集 第六編 なんせんほくばしゅう　だいろっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19120425 修身教会拡張事務所 [単] [東洋] -
3267 南半球周遊談 みなみはんきゅうしゅうゆうだん 井上円了 いのうええんりょう 19120425 東洋哲学 19-4 p.40～46 [雑] [百] -
3268 明治徒然草 めいじつれづれぐさ 井上円了 いのうええんりょう 19120425 妖怪研究会 [単] [東洋] -
3269 哲学雑誌三百号紀念 哲学会編輯［紹介］ てつがくざっしさんびゃくごうきねん　てつがくかいへんしゅう　しょうかい 19120499 心理研究 1-4 p.112 井上円了〈倫理の門内に向上の一路を開け〉の収録を紹介 [雑] [東洋] [年推]
3270 南半球五万哩 井上円了［書評］ みなみはんきゅうごまんまいる　いのうええんりょう　しょひょう 19120501 六条学報 127 p.63 [雑] [東洋] -
3271 明治徒然草 文学博士 井上円了著［紹介］ めいじつれづれぐさ　ぶんがくはかせ　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19120510 哲学雑誌 27-303 p.108 [雑] [東洋] -
3272 修身教育勅語大意俗解歌 しゅうしんきょういくちょくごたいいぞっかいか 井上円了 いのうええんりょう 19120520 東洋哲学 19-5 p.1～8(修身) [雑] [百] -
3273 哲学正気歌［漢詩］ てつがくしょうきうた　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19120520 東洋哲学 19-5 p.60 [雑] [百] -
3274 戊申詔書大意俗解歌 ぼしんしょうしょたいいぞっかいか 井上円了 いのうええんりょう 19120520 東洋哲学 19-5 p.8～16(修身) [雑] [百] -
3275 日本人の発展と南半球 にほんじんのはってんとみなみはんきゅう 井上円了 いのうええんりょう 19120599 中央公論 27-5 [雑] [未] -
3276 仏教の将来 ぶっきょうのしょうらい 井上円了 いのうええんりょう 19120599 新仏教 13-5 [雑] [未] -
3277 田中善立君当選祝賀会 たなかぜんりつくんとうせんしゅくがかい 19120625 東洋哲学 19-6 付録 [雑] [百] -
3278 東洋大学同窓大会 とうようだいがくどうそうたいかい 19120625 東洋哲学 19-6 付録 [雑] [百] -
3279 顕揚会定期大会 けんようかいていきたいかい 19120710 四明余霞 315 p.125 [雑] [円] -
3280 明治実語教 めいじじつごきょう 井上円了 いのうええんりょう 19120711 校友会雑誌 26 p.1～3 [雑] [京] -
3281 どちらが好きか［調査の回答］ どちらがすきか　ちょうさのかいとう 井上円了 いのうええんりょう 19120801 婦人之友 6-8 p.64 [雑] [円] -
3282 ［井上先生、箱根の避暑より帰京］［動静］ いのうえせんせい、はこねのひしょよりききょう　どうせい 19120810 東洋哲学 19-7 付録p.1～2 [雑] [百] -
3283 運命説 うんめいせつ 井上円了 いのうええんりょう 19120810 哲学雑誌 27-306 p.22～48 [雑] [東洋] -
3284 哲学会史料(下ノ二) てつがくかいしりょう　げのに 伊藤吉之助 いとうきちのすけ 19120810 哲学雑誌 27-306 p.98～109 [雑] [東洋] -
3285 奉悼の詩 ほうとうのし 井上円了 いのうええんりょう 19120901 法蔵 252 p.9 [雑] [円] -
3286 活仏教 かつぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19120905 丙午出版社 仏教活論本論第3編護法活論と予定した書の改訂、附〈第1編 信仰告白に関して来歴の一端を述ぶ〉〈第2編 人 [単] [東洋] -
3287 宗教刷新に関する意見 しゅうきょうさっしんにかんするいけん 井上円了 いのうええんりょう 19120905 活仏教 p.276～321 丙午出版社 [所] [東洋] -
3288 信仰告白に関して来歴の一端を述ぶ しんこうこくはくにかんしてらいれきのいったんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19120905 活仏教 p.243～246 丙午出版社 [所] [東洋] -
3289 人生人事の悲観すべき歟楽観すべき歟を論ず じんせいじんじのひかんすべきからっかんすべきかをろんず 井上円了 いのうええんりょう 19120905 活仏教 p.246～275 丙午出版社 [所] [東洋] -
3290 最近内外哲学界：内国 さいきんないがいてつがくかい：ないこく 19120910 哲学雑誌 27-307 p.119 [雑] [東洋] -
3291 先帝崩御の大悲報を拝聞して謹みて所感を述ふ せんていほうぎょのだいひほうをはいぶんしてつつしみてしょかんをのぶ 井上円了 いのうええんりょう 19120910 東洋哲学 19-8 p.1～5 [雑] [百] -
3292 哲学会史料(完) てつがくかいしりょう　かん 伊藤吉之助 いとうきちのすけ 19120910 哲学雑誌 27-307 p.103～109 [雑] [東洋] -
3293 日本仏教 にほんぶっきょう 井上円了 いのうええんりょう 19120910 同文館 [単] [東洋] -
3294 仏教の将来 ぶっきょうのしょうらい 井上円了 いのうええんりょう 19120999 新仏教 13-9 [雑] [未] -
3295 活仏教 井上円了著［紹介］ かつぶっきょう　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19121005 和融誌 16-10 p.756～757 [雑] [東洋] -
3296 活仏教 井上円了著［紹介］ かつぶっきょう　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19121010 東洋哲学 19-9 p.51 [雑] [百] -
3297 森田徳太郎君墓表 もりたとくたろうくんぼひょう 井上円了 いのうええんりょう 19121010 東洋哲学 19-9 p.43 [雑] [百] -
3298 活仏教［紹介］ かつぶっきょう　しょうかい 紫夢龍 しむりゅう 19121015 六条学報 132 p.51～55 [雑] [東洋] -
3299 活仏教［紹介］ かつぶっきょう　しょうかい 19121101 宗教界 8-11 p.75 [雑] [東洋] -
3300 活仏教［紹介］ かつぶっきょう　しょうかい 19121201 六合雑誌 32-12 p.1537～1538 [雑] [円研] -
3301 日本仏教 井上円了著［紹介］ にほんぶっきょう　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19121215 東洋哲学 19-11 p.54 [雑] [百] -
3302 余が信仰の告白と来歴の一端 よがしんこうのこくはくとらいれきのいったん 井上円了 いのうええんりょう 19121215 東洋哲学 19-11 p.41～42 [雑] [百] -
3303 仏教の将来 ぶっきょうのしょうらい 井上円了 いのうええんりょう 19129999 禅宗 211 [雑] [未] -
3304 二宮尊徳翁の仏説真楽経 にのみやそんとくおうのぶっせつしんらくきょう 井上円了 いのうええんりょう 19130110 東洋哲学 20-1 p.54～55 [雑] [百] -
3305 元良博士の長逝 もとらはかせのちょうせい 19130110 哲学雑誌 28-311 p.119～126 [雑] [東洋] -
3306 故元良博士追懐談 教授時代 こもとらはかせついかいだん　きょうじゅじだい 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19130201 心理研究 3-2 p.103～125 [雑] [東洋] -
3307 井上甫水先生著 明治徒然草を読みて所感を記す［批評］ いのうえほすいせんせいちょ　めいじつれづれぐさをよみてしょかんをしるす　ひひょう 照顔道人 しょうがんどうじん 19130210 東洋哲学 20-2 p.40～44 [雑] [百] -
3308 東洋大学卒業式［彙報］ とうようだいがくそつぎょうしき　いほう 19130430 東洋哲学 20-4 p.37～40 [雑] [百] -
3309 紙上問答(13) しじょうもんどう　じゅうさん 南方熊楠 みなかたくまくす 19130510 郷土研究 1-3 p.187 [雑] [東洋] -
3310 南船北馬集 第七編 なんせんほくばしゅう　だいななへん 井上円了 いのうええんりょう 19130618 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3311 哲界一瞥 てっかいいちべつ 井上円了 いのうええんりょう 19130628 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3312 宗教家の覚悟 しゅうきょうかのかくご 井上円了 いのうええんりょう 19130801 宗教界 9-8 p.2～5 [雑] [東洋] -
3313 ［哲学堂内に小講堂を新設］［記事］ てつがくどうないにしょうこうどうをしんせつ　きじ 19131010 哲学雑誌 28-320 p.108 [雑] [東洋] -
3314 大正菜根譚 たいしょうさいこんたん 井上円了 いのうええんりょう 19131218 妖怪研究会 甫水書屋蔵版 [単] [東洋] -
3315 著作権侵害の流行 ちょさくけんしんがいのりゅうこう 19140110 郷土研究 1-11 p.703 [雑] [東洋] -

3316 六十一年 ろくじゅういちねん 村上専精 むらかみせんしょう 19140122
p.195～204,253～
272,324～335,3

丙午出版社 [単] [百] -

3317 南船北馬集 第八編 なんせんほくばしゅう　だいはちへん 井上円了 いのうええんりょう 19140208 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3318 人生是れ戦場 じんせいこれせんじょう 井上円了 いのうええんりょう 19140224 弘学館 [単] [東洋] -
3319 ［東洋大学の開講科目］［記事］ とうようだいがくのかいこうかもく　きじ 19140310 哲学雑誌 29-325 p.314 [雑] [東洋] -
3320 家庭教育論 かていきょういくろん 井上円了 いのうええんりょう 19140399 新布教 5 p.29～35 [雑] [未] -
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3321 家庭教育論 かていきょういくろん 井上円了 いのうええんりょう 19140499 新布教 6 [雑] [未] -
3322 大正三字経 たいしょうさんじきょう 井上円了 いのうええんりょう 19140515 東洋哲学 21-5 p.49 [雑] [百] -
3323 通俗絵入 妖怪談 つうぞくえいり　ようかいだん 井上円了 いのうええんりょう 19140528 岡村書店 『続妖怪百談』の改題本 [単] [東洋] -
3324 白骨の御文 はっこつのおふみ 井上円了 いのうええんりょう 19140599 新布教 7 p.98 [雑] [未] -
3325 迷信論 めいしんろん 井上円了 いのうええんりょう 19140599 新布教 7 p.23～26 [雑] [未] -
3326 奮闘文(擬蓮如上人御文) ふんとうぶん　ぎれんにょしょうにんぎょぶん 甫水道人 ほすいどうじん 19140601 新仏教 15-6 p.445～446 [雑] [東洋] -
3327 訪髑髏庵呈庵主甫水井上先生［髑髏庵を訪ね庵主甫水井上先生に呈す］ ほうどくろあんていあんしゅほすいいのうえせんせい 高島米峰 たかしまべいほう 19140601 新仏教 15-6 p.477 [雑] [東洋] -
3328 井上円了博士来渡 いのうええんりょうはかせらいと 19140612 新潟新聞 [新] [円] -
3329 迷信論 めいしんろん 井上円了 いのうええんりょう 19140699 新布教 8 p.12～15 [雑] [未] -
3330 おばけの正体 おばけのしょうたい 井上円了 いのうええんりょう 19140705 丙午出版社 『妖怪研究の結果』を収録 [単] [東洋] -
3331 お化けの正体 井上円了［書評］ おばけのしょうたい　いのうええんりょう　しょひょう 19140718 六条学報 153 p.59 [雑] [東洋] -
3332 南船北馬集 第九編 なんせんほくばしゅう　だいきゅうへん 井上円了 いのうええんりょう 19140731 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3333 お化けの正体 井上円了［書評］ おばけのしょうたい　いのうええんりょう　しょひょう 19140801 新仏教 15-8 p.660～661 [雑] [東洋] -
3334 国運発展の道 こくうんはってんのみち 井上円了 いのうええんりょう 19141099 新布教 12\13 p.18～22 [雑] [未] -
3335 学問上亦輸入超過を防がざるべからず がくもんじょうまたゆにゅうちょうかをふせがざるべからず 井上円了 いのうええんりょう 19141110 東洋哲学 21-11 p.1～5 [雑] [百] -
3336 国民道徳訓三十韻 こくみんどうとくくんさんじゅういん 井上円了 いのうええんりょう 19141110 東洋哲学 21-11 p.41～42 [雑] [百] -
3337 お化けの正体 井上円了著［紹介］ おばけのしょうたい　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19141210 東洋哲学 21-12 p.50 [雑] [百] -
3338 哲学革新論 てつがくかくしんろん 井上円了 いのうええんりょう 19141210 哲学雑誌 29-334 p.61～74 [雑] [東洋] -
3339 最近内外哲学界 さいきんないがいてつがくかい 19150110 哲学雑誌 30-335 p.85～89 [雑] [東洋] -
3340 南船北馬集 第十編 なんせんほくばしゅう　だいじっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19150204 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3341 大正僧侶訓 たいしょうそうりょくん 井上円了 いのうええんりょう 19150210 東洋哲学 22-2 p.41 [雑] [百] -
3342 短歌八首 たんかはっしゅ 正富由太郎 まさとみよしたろう 19150210 東洋哲学 22-2 p.43 [雑] [百] -
3343 仏教の真髄 ぶっきょうのしんずい 井上円了 いのうええんりょう 19150210 活仏教 3-2 p.13～17 [雑] [円] -
3344 新仏教の使命 しんぶっきょうのしめい 井上円了 いのうええんりょう 19150301 新仏教 16-3 p.271～272 [雑] [東洋] -
3345 東洋大学卒業式［彙報］ とうようだいがくそつぎょうしき　いほう 19150310 東洋哲学 22-3 p.76～77 [雑] [百] -
3346 極端なる殉夫の風俗 きょくたんなるじゅんふのふうぞく 19150399 風俗画報 467 [雑] [未] -
3347 仏教の為すべき仕事 ぶっきょうのなすべきしごと 井上円了 いのうええんりょう 19150499 禅 [雑] [未] -
3348 大正徒然草 たいしょうつれづれぐさ 井上円了 いのうええんりょう 19150621 妖怪研究会 [単] [東洋] -
3349 加藤博士祝賀会［彙報］ かとうはかせしゅくがかい　いほう 19150710 東洋哲学 22-7 p.54 [雑] [百] -
3350 哲学堂雑詠［漢詩］ てつがくどうざつえい　かんし 林古渓 はやしこけい 19150710 東洋哲学 22-7 p.54 [雑] [百] - 7/24/99
3351 加藤先生祝賀会［彙報］ かとうせんせいしゅくがかい　いほう 19150820 東洋哲学 22-8 p.68～69 [雑] [百] -
3352 加藤老博士に就きて かとうろうはかせにつきて 井上円了 いのうええんりょう 19150820 東洋哲学 22-8 p.1～2 [雑] [百] -
3353 謝辞並に因みに所恩を述ぶ しゃじならびにちなみにしゃおんをのぶ 加藤弘之 かとうひろゆき 19150820 東洋哲学 22-8 p.3～5 [雑] [百] -
3354 仏教道しるべ ぶっきょうみちしるべ 井上円了 いのうええんりょう 19150910 東洋哲学 22-9 p.55～60 「禅宗」248より転載 [雑] [百] -
3355 哲学和讃(承前) てつがくわさん　しょうぜん 井上円了 いのうええんりょう 19150999 東亜の光 10-9 p.80～81 [雑] [円] -
3356 哲学堂の公開：霊肉一致の修養円了博士の計画 てつがくどうのこうかい：れいにくいっちのしゅうようえんりょうはかせのけいかく 19151025 読売新聞 『新聞集録 大正史』3 p.391 [新] [東洋] -
3357 大国的国民性を作る法 たいこくてきこくみんせいをつくるほう 井上円了 いのうええんりょう 19151099 東亜の光 10-10 p.63～66 [雑] [未] -
3358 御大典所感 ごたいてんしょかん 井上円了 いのうええんりょう 19151210 東洋哲学 22-12 p.1～8 [雑] [百] -
3359 哲学堂独案内 てつがくどうひとりあんない 井上円了 いのうええんりょう 19151215 国民道徳普及会 [単] [未] -
3360 南船北馬集 第十一編 なんせんほくばしゅうだいじゅういっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19151218 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3361 活仏教の真意義 かつぶっきょうのしんいぎ 井上円了 いのうええんりょう 19159999 新布教 特集 皇室と仏教 [雑] [未] -
3362 仏教道しるべ ぶっきょうみちしるべ 井上円了 いのうええんりょう 19159999 禅宗 248 [雑] [未] -
3363 妖怪変化夜話(第1回) ようかいへんげやわ　だいいっかい 井上円了 いのうええんりょう 19160101 婦人公論 1-1 p.6～8 [雑] [東洋] -
3364 妖怪叢書 ようかいそうしょ 井上円了 いのうええんりょう 19160105 丙午出版社 既刊の妖怪叢書(全4編)の合本 [単] [東洋] -
3365 求道会館落慶式始末 きゅうどうかいかんらっけいしきしまつ 19160110 求道 13-1 p.50～56 [雑] [円] -
3366 ［求道会館落慶式］祝辞 きゅうどうかいかんらっけいしき　しゅくじ 井上円了 いのうええんりょう 19160110 求道 13-1 p.21～26 [雑] [円] -
3367 ［求道会館落慶式］答辞 きゅうどうかいかんらっけいしき　とうじ 近角常観 ちかずみじょうかん 19160110 求道 13-1 p.43～46 [雑] [円] -
3368 御大典後第一春を迎ふるの辞 ごたいてんごだいいっしゅんをむかうるのじ 井上円了 いのうええんりょう 19160110 東洋哲学 23-1 p.1～3 [雑] [百] -
3369 東洋大学新年宴会 とうようだいがくしんねんえんかい 19160110 東洋哲学 23-1 p.51～52 [雑] [百] -
3370 来賓芳名 らいひんほうめい 19160110 求道 13-1 p.46～49 [雑] [円] -
3371 鎌倉客中作六首［漢詩］ かまくらかくちゅうさくろくしゅ　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19160210 東洋哲学 23-2 p.52 [雑] [百] -
3372 仏教活論 ぶっきょうかつろん 井上円了 いのうええんりょう 19160299 大島誠進堂 合本 [単] [未] -
3373 故加藤先生に就いて こかとうせんせいについて 村上専精 むらかみせんしょう 19160301 哲学雑誌 31-349 p.93～94 [雑] [東洋] -
3374 通俗絵入 妖怪百談 つうぞくえいり　ようかいひゃくだん 井上円了 いのうええんりょう 19160301 修学堂書店 [単] [未] -
3375 迷信と宗教(大正名著文庫 第24編) めいしんとしゅうきょう　たいしょうめいちょぶんこ　だいにじゅうよんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19160318 至誠堂書店 [単] [東洋] -
3376 円了随筆 えんりょうずいひつ 井上円了 いのうええんりょう 19160320 金城社 『円了随筆』『円了漫録』『円了茶話』の合本 [単] [東洋] -
3377 文学宝典 ぶんがくほうてん 伊賀駒吉郎(編) いがこまきちろう 19160423 東洋大学出版部 井上円了校閲 [単] [東洋] -
3378 哲窓茶話 てっそうさわ 井上円了 いのうええんりょう 19160505 磯部甲陽堂 [単] [東洋] -
3379 南船北馬集 第十二編 なんせんほくばしゅう　だいじゅうにへん 井上円了 いのうええんりょう 19160629 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3380 国民道徳普及会旨趣 こくみんどうとくふきゅうかいししゅ 井上円了 いのうええんりょう 19160650 国民道徳普及会事務所 日付は改訂日、1枚の趣意書 [単] [東洋] -
3381 哲学会 てつがくかい 19160701 哲学雑誌 31-353 p.104～105 [雑] [東洋] -
3382 哲学堂夏期講習会 てつがくどうかきこうしゅうかい 19160701 哲学雑誌 31-353 p.105 [雑] [東洋] -
3383 本会新任役員 ほんかいしんにんやくいん 19160701 哲学雑誌 31-353 p.104 [雑] [東洋] -
3384 哲学堂夏期講習会［彙報］ てつがくどうかきこうしゅうかい　いほう 19160710 東洋哲学 23-7 p.48～49 [雑] [百] -
3385 哲学堂図書館図書目録 てつがくどうとしょかんとしょもくろく 井上円了(編) いのうええんりょう 19160720 哲学堂 [単] [東洋] -
3386 井上博士講話会 いのうえはかせこうわかい 19160730 山形新聞 [新] [円] -
3387 哲学堂夏期講習会 てつがくどうかきこうしゅうかい 19160799 宗教研究 1-2 p.436 [雑] [東洋] -
3388 井上博士講話会 いのうえはかせこうわかい 19160803 山形新聞 [新] [円] -
3389 酒田に於ける井上博士 さかたにおけるいのうえはかせ 19160809 山形新聞 [新] [円] -
3390 井上博士講演会 いのうえはかせこうわかい 19160816 山形新聞 [新] [円] -
3391 哲窓茶話 井上円了著［紹介］ てっそうさわ　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19160910 東洋哲学 23-8 p.62 [雑] [百] -
3392 ［井上先生、仏教普通講座において演説］［彙報］ いのうえせんせい、ぶっきょうふつうこうざにおいてえんぜつ　いほう 19161010 東洋哲学 23-9 p.60 [雑] [百] -
3393 ［井上先生、中国より20日に帰朝］［彙報］ いのうえせんせい、ちゅうごくよりはつかにきちょう　いほう 19161101 東洋哲学 23-10 p.55～56 [雑] [百] -
3394 山東雑詠［漢詩］ さんとうざつえい　かんし 甫水円了 ほすいえんりょう 19161201 東洋哲学 23-11 p.44～45 [雑] [百] -
3395 泰山に登る たいざんにのぼる 井上円了 いのうええんりょう 19161201 東洋哲学 23-11 p.20 [雑] [百] -
3396 立太子式祝賀式 りったいししきしゅくがしき 19161201 東洋哲学 23-11 p.47 [雑] [百] -
3397 南無阿弥陀仏と迷信 なむあみだぶつとめいしん 井上円了 いのうええんりょう 19169999 法蔵 300 [雑] [未] -
3398 ［井上先生、京都地方巡遊より帰京］［動静］ いのうえせんせい、きょうとちほうじゅんゆうよりききょう　どうせい 19170110 東洋哲学 24-1 p.1～2 [雑] [百] -
3399 欧州所見 おうしゅうしょけん 井上円了 いのうええんりょう 19170199 仏の教 5 [雑] [未] -
3400 教育式結婚案 きょういくしきけっこんあん 井上円了 いのうええんりょう 19170199 婦女界 16-1 [雑] [未] -
3401 ［井上先生、相州鵠沼にて避寒中］［動静］ いのうえせんせい、そうしゅうくげぬまにてひかんちゅう　どうせい 19170210 東洋哲学 24-2 p.2 [雑] [百] -
3402 泰山及曲阜紀行(上) たいざんおよびきょくふきこう　じょう 井上円了 いのうええんりょう 19170310 東洋哲学 24-3 p.61～64 [雑] [百] -
3403 井上円了博士 いのうええんりょうはかせ 19170404 満州日日新聞 [新] [未] -
3404 泰山及曲阜紀行(下) たいざんおよびきょくふきこう　げ 井上円了 いのうええんりょう 19170410 東洋哲学 24-4 p.48～52 [雑] [百] -
3405 奮闘哲学(縮刷名著叢書 第41編) ふんとうてつがく　しゅくさつめいちょそうしょ　だいよんじゅういっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19170525 東亜堂書房 [単] [東洋] -
3406 伊香保にて(1)：哲学館回顧(境野黄洋) いかほにて　いち：てつがくかんかいこ　さかいのこうよう TS ていえす 19170610 東洋哲学 24-6 p.50～52 [雑] [百] -
3407 南船北馬集 第十三編 なんせんほくばしゅう　だいじゅうさんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19170611 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3408 未知句斎集 みちくさいしゅう 井上円了 いのうええんりょう 19170628 東亜堂 [単] [国] -
3409 ［井上先生、岩手県巡回］［動静片々］ いのうえせんせい、いわてけんじゅんかい　どうせいへんぺん 19170710 東洋哲学 24-7 p.81 [雑] [百] -
3410 哲学の教外別伝 てつがくのきょうがいべつでん 井上円了 いのうええんりょう 19170710 東洋哲学 24-7 p.22～31 [雑] [百] -
3411 活用自在 新記憶術 かつようじざい　しんきおくじゅつ 井上円了 いのうええんりょう 19170815 文昌堂 [単] [東洋] -
3412 井上博士の講演会 いのうえはかせのこうえんかい 19170821 新潟新聞 [新] [円] -
3413 井上博士講演会 いのうえはかせこうえんかい 19170822 新潟新聞 21日夕刊 [新] [円] -
3414 井上博士の風懐 いのうえはかせのふうかい 19170825 新潟新聞 24日夕刊 [新] [円] -
3415 井上博士講演会 いのうえはかせこうえんかい 19170827 新潟新聞 [新] [円] -
3416 井上円了博士寄付 いのうええんりょうはかせきふ 19170910 東洋哲学 24-8 p.65 [雑] [百] -
3417 ［井上先生、今夏岩手県巡回の予定］［動静片々］ いのうえせんせい、こんかいわてけんじゅんかいのよてい　どうせいへんぺん 19170910 東洋哲学 24-8 p.69～70 [雑] [百] -
3418 土屋教授喜寿の宴 つちやきょうじゅきじゅのえん 19170910 東洋哲学 24-8 p.65 [雑] [百] -
3419 新に鶏声台の学窓に入りて あらたにけいせいだいのがくそうにはいりて 岩谷梅仙 いわたにばいせん 19171110 東洋哲学 24-10 p.177～179 [雑] [百] -
3420 羨しかりし哲学館 うらやましかりしてつがくかん 加藤咄堂 かとうとうどう 19171110 東洋哲学 24-10 p.95～96 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3421 三十年前の旧教授 さんじゅうねんまえのきゅうきょうじゅ 内田周平 うちだしゅうへい 19171110 東洋哲学 24-10 p.160～162 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3422 祝賀会に際して しゅくがかいにさいして 正富汪洋 まさとみおうよう 19171110 東洋哲学 24-10 p.94～95 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3423 私立東洋大学沿革 しりつとうようだいがくえんかく 19171110 東洋哲学 24-10 付録p.1～3 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3424 哲学館在学当時の思ひ出 てつがくかんざいがくとうじのおもいで 高島米峰 たかしまべいほう 19171110 東洋哲学 24-10 p.137～138 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3425 哲学館在学を回顧して てつがくかんざいがくをかいこして 佐佐木信綱 ささきのぶつな 19171110 東洋哲学 24-10 p.14～17 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3426 哲学館事件を回想して てつがくかんじけんをかいそうして 花房日秀 はなぶさにっしゅう 19171110 東洋哲学 24-10 p.34 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3427 哲学館時代 てつがくかんじだい 棚橋一郎 たなはしいちろう 19171110 東洋哲学 24-10 p.141 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3428 哲学館に講師となりし当時 てつがくかんにこうしとなりしとうじ 吉田熊次 よしだくまじ 19171110 東洋哲学 24-10 p.21～22 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3429 ［東洋大学創立30周年についての］回顧 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのかいこ 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19171110 東洋哲学 24-10 p.142～145 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3430 ［東洋大学創立30周年についての］感想 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのかんそう 広瀬太平 ひろせたへい 19171110 東洋哲学 24-10 p.81～82 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3431 ［東洋大学創立30周年についての］感想一端 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのかんそういったん 遠藤隆吉 えんどうりゅうきち 19171110 東洋哲学 24-10 p.155～156 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3432 ［東洋大学創立30周年についての］所感 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのしょかん 赤堀又次郎 あかぼりまたじろう 19171110 東洋哲学 24-10 p.96～97 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3433 ［東洋大学創立30周年についての］所感 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのしょかん 石井光躬 いしいこうきゅう 19171110 東洋哲学 24-10 p.171 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3434 ［東洋大学創立30周年についての］追憶 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのついおく 織田信行 おだのぶゆき 19171110 東洋哲学 24-10 p.136～137 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3435 ［東洋大学創立30周年についての］追懐 とうようだいがくそうりつさんじゅうしゅうねんについてのついかい 斎藤唯信 さいとうゆいしん 19171110 東洋哲学 24-10 p.131～132 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3436 東洋大学創立三十年記念祝賀会所感 とうようだいがくそうりつさんじゅうねんきねんしゅくがかいしょかん 井上円了 いのうええんりょう 19171110 東洋哲学 24-10 p.4 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3437 東洋大学と吾輩 とうようだいがくとわがはい 東敬治 あずまけいじ 19171110 東洋哲学 24-10 p.20～21 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] - 7/24/99
3438 東洋大学の将来に就て希望を述ぶ とうようだいがくのしょうらいにつきてきぼうをのぶ 淀野耀淳 よどのこうじゅん 19171110 東洋哲学 24-10 p.9～13 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3439 二十年前の回顧 にじゅうねんまえのかいこ 木支生 ぼくしせい 19171110 東洋哲学 24-10 p.157～158 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3440 二十年余以前の回顧 にじゅうねんよいぜんのかいこ 渡辺約山 わたなべやくざん 19171110 東洋哲学 24-10 p.121～127 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3441 古い先生の評判 ふるいせんせいのひょうばん 境野黄洋 さかいのこうよう 19171110 東洋哲学 24-10 p.103～115 東洋大学創立三十年記念号 [雑] [百] -
3442 会員名簿 かいいんめいぼ 19171201 哲学雑誌 32-370 巻末 [雑] [東洋] -
3443 出身者大会：校友会設立 しゅっしんしゃたいかい：こうゆうかいせつりつ 19171210 東洋哲学 24-11 p.58～60 [雑] [百] -
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3444 本学三十周年記念式典 ほんがくさんじゅうしゅうねんきねんしきてん 19171210 東洋哲学 24-11 p.51～58 [雑] [百] -
3445 本学創立三十周年記念講演会 ほんがくそうりつさんじゅうしゅうねんきねんこうえんかい 19171210 東洋哲学 24-11 p.61～62 [雑] [百] -
3446 本学提灯行列 ほんがくちょうちんぎょうれつ 19171210 東洋哲学 24-11 p.60～61 [雑] [百] -
3447 ［欧州戦乱勃発の由来］［講演］ おうしゅうせんらんぼっぱつのゆらい　こうえん 井上円了 いのうええんりょう 19171224 板東太郎 67 p.1～6 前橋中学校学友会誌 [雑] [百] -
3448 井上家で行はれた最も進歩的な結婚式 いのうえけでおこなわれたもっともしんぽてきなけっこんしき 19180101 婦女界 17-1 p.34～39 [雑] [東洋] -
3449 南船北馬集 第十四編 なんせんほくばしゅう　だいじゅうよんへん 井上円了 いのうええんりょう 19180128 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3450 ［井上先生、愛知県巡回の予定］［動静］ いのうえせんせい、あいちけんじゅんかいのよてい　どうせい 19180210 東洋哲学 25-2 p.1(校友彙報) [雑] [百] -
3451 東洋大学創立三恩人墓前参拝 とうようだいがくそうりつさんおんじんぼぜんさんぱい 19180210 東洋哲学 25-2 p.57 [雑] [百] -
3452 焉知詩堂集 第一編 えんちしどうしゅう　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19180218 妖怪研究会 甫水書屋蔵版 [単] [東洋] -
3453 井上名誉学長還暦と寄付 いのうえめいよがくちょうかんれきときふ 19180410 東洋哲学 25-4 p.72 井上円了の書簡 [雑] [百] -
3454 東洋大学今昔の感 とうようだいがくこんじゃくのかん 村上専精 むらかみせんしょう 19180410 東洋哲学 25-4 p.58～63 [雑] [百] -
3455 社会教育一班 しゃかいきょういくいっぱん 井上円了 いのうええんりょう 19180599 新天台 1-5 [雑] [未] -
3456 井上円了博士の寄附 いのうええんりょうはかせのきふ 19180701 哲学雑誌 33-377 p.98 [雑] [東洋] -
3457 奇蹟と教育 きせきときょういく 谷本富 たにもととめり 19180810 六条学報 201 p.47～58 [雑] [東洋] - 7/24/99
3458 東西両洋の文明について とうざいりょうようのぶんめいについて 井上円了 いのうええんりょう 19180815 朝鮮教育研究会雑誌 35 p.19～26 [雑] [百] -
3459 ［井上円了博士、朝鮮巡回を終え、青森県巡回へ］［消息］ いのうええんりょうはかせ、ちょうせんじゅんかいをおえ、あおもりけんじゅんかいへ　しょうそく 19181010 東洋哲学 25-10 p.70 [雑] [百] -
3460 全国学生雄弁大会 ぜんこくがくせいゆうべんたいかい 19181110 東洋哲学 25-11 p.55～58 [雑] [百] -
3461 朝鮮紀行(上)［漢詩］ ちょうせんきこう　じょう　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19181110 東洋哲学 25-11 p.77～79 [雑] [百] -
3462 南船北馬集 第十五編 なんせんほくばしゅう　だいじゅうごへん 井上円了 いのうええんりょう 19181118 国民道徳普及会 [単] [東洋] -
3463 哲学の極致 てつがくのきょくち 井上円了 いのうええんりょう 19190110 東洋哲学 26-1 p.61～66 [雑] [百] -
3464 甫水博士逸話 ほすいはかせいつわ 江峰道人 こうほうどうじん 19190199 法蔵 321 [雑] [未] -
3465 教育上私立学校に対する卑見 きょういくじょうしりつがっこうにたいするひけん 井上円了 いのうええんりょう 19190203 朝日新聞 [新] [東洋] -
3466 大正小論語 たいしょうしょうろんご 井上円了 いのうええんりょう 19190209 妖怪研究会 甫水書屋蔵版 [単] [東洋] -
3467 朝鮮紀行(下)［漢詩］ ちょうせんきこう　げ　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19190210 東洋哲学 26-2 p.85～86 [雑] [百] -
3468 哲学上に於ける余の使命 てつがくじょうにおけるよのしめい 井上円了 いのうええんりょう 19190210 東洋哲学 26-2 p.1～11 [雑] [百] -
3469 大正小論語 井上円了著［紹介］ たいしょうしょうろんご　いのうええんりょうちょ　しょうかい 19190310 東洋哲学 26-3 p.11 [雑] [百] -
3470 ［大内青巒先生についての］弔詩［漢詩］ おおうちせんせいについてのちょうし　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19190315 護法 32-2 p.173 大内青巒先生追悼号 [雑] [東洋] -
3471 ［大内青巒先生についての］追懐 おおうちせんせいについてのついかい 井上円了 いのうええんりょう 19190315 護法 32-2 p.37 大内青巒先生追悼号 [雑] [東洋] -
3472 公認教問題の回顧 こうにんきょうもんだいのかいこ 井上円了 いのうええんりょう 19190315 護法 32-2 p.31～36 大内青巒先生追悼号 [雑] [東洋] -
3475 真怪 しんかい 井上円了 いのうええんりょう 19190316 丙午出版社 [単] [東洋] -
3476 東洋大学卒業式 とうようだいがくそつぎょうしき 19190410 東洋哲学 26-4 p.65～66 [雑] [百] -
3477 ［井上円了博士、本誌へ印刷費として寄付十円］［彙報］ いのうええんりょうはかせ、ほんしへいんさつひとしてきふじゅうえん　いほう 19190510 東洋哲学 26-5 p.61～62 [雑] [百] -
3478 真怪 井上円了［紹介］ しんかい　いのうええんりょう　しょうかい 19190510 六条学報 210 p.77 [雑] [東洋] -
3479 真怪［紹介］ しんかい　しょうかい 19190510 東洋哲学 26-5 p.64 [雑] [百] -
3480 井上円了博士 いのうええんりょうはかせ 19190604 満州日日新聞 [新] [円] -
3481 井上円了博士逝去す：妖怪研究の途中大連に於て いのうええんりょうはかせせいきょす：ようかいけんきゅうのとちゅうたいれんにおいて 19190606 名古屋新聞 [新] [未] -
3482 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190606 遼東新聞 [新] [円] -
3483 井上円了氏：大連大谷別院にて脳溢血にて逝去 いのうええんりょうし：たいれんおおたにべついんにてのういっけつにてせいきょ 19190607 大阪毎日新聞 [新] [円] -
3484 井上円了氏：大連に逝去 いのうええんりょうし：たいれんにせいきょ 19190607 万朝報 [新] [円] -
3485 ［井上円了氏の活動］［閑話休題］ いのうええんりょうしのかつどう　かんわきゅうだい 19190607 国民新聞 [新] [円] -
3486 井上円了博士客死 いのうええんりょうはかせかくし 19190607 中央新聞 [新] [円] -
3487 井上円了博士：昨暁大連で客死す いのうええんりょうはかせ：さくぎょうたいれんでかくしす 19190607 東京日日新聞 [新] [円] -
3488 井上円了博士死す：前月初旬支那漫遊を終ての帰途 いのうええんりょうはかせしす：ぜんげつしょじゅんしなまんゆうをおえてのきと 19190607 時事新報 [新] [円] -
3489 井上円了博士逝去す：妖怪研究の途中大連に於て いのうええんりょうはかせせいきょす：ようかいけんきゅうのとちゅうたいれんにおいて 19190607 名古屋新聞 [新] [円] -
3490 井上円了博士：大連で講演中脳溢血を発し昨暁に逝去す いのうええんりょうはかせ：たいれんでこうえんちゅうのういっけつをはっしさくぎょうにせいきょす 19190607 報知新聞 [新] [円] -
3491 井上円了博士大連で逝く いのうええんりょうはかせたいれんでゆく 19190607 佐賀毎日新聞 [新] [円] -
3492 井上円了博士：大連に於て突然脳溢血にて逝去 いのうええんりょうはかせ：たいれんにおいてとつぜんのういっけつにてせいきょ 19190607 大阪新報 [新] [円] -
3493 井上円了博士：大連に死す いのうええんりょうはかせ：たいれんにしす 19190607 大勢新聞 [新] [円] -
3494 井上円了博士：大連の客舎に逝く いのうええんりょうはかせ：たいれんのかくしゃにゆく 19190607 国民新聞 [新] [円] -
3495 井上円了博士：脳溢血にて死す いのうええんりょうはかせのういっけつにてしす 19190607 遼東新報 [新] [未] -
3496 井上円了博士脳溢血にて死す：大連幼稚園にて講演中二回の吐血をなし いのうええんりょうはかせのういっけつにてしす：たいれんようちえんにてこうえんちゅうにかいのとけつをなし 19190607 満州日日新聞 [新] [円] -
3497 井上円了博士逝く いのうええんりょうはかせゆく 19190607 福井新聞 [新] [円] -
3498 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 報知新聞 [新] [円] -
3499 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 国民新聞 [新] [円] -
3500 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 東京日日新聞 [新] [円] -
3501 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 中央新聞 [新] [東洋] -
3502 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 満州日日新聞 [新] [円] -
3503 ［井上先生の死亡］［広告］ いのうえせんせいのしぼう　こうこく 19190607 読売新聞 [新] [円] -
3504 井上博士客死 いのうえはかせかくし 19190607 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3505 井上令息急行 いのうえれいそくきゅうこう 19190607 大阪新報 [新] [円] -
3506 円了博士：大連大谷別院にて脳溢血にて逝去 えんりょうはかせ：たいれんおおたにべついんにてのういっけつにてせいきょ 19190607 福岡日日新聞 [新] [円] -
3507 円了博士逝く：大連で講演中脳溢血を起し えんりょうはかせゆく：たいれんでこうえんちゅうのういっけつをおこし 19190607 やまと新聞 [新] [円] -
3508 悲みの胸を抱て大連へ：亡き巌君の骸を かなしみのむねをかかえてたいれんへ：なきげんくんのむくろを 19190607 東京毎夕新聞 [新] [円] -
3509 職に殉じたる井上円了博士 しょくにじゅんじたるいのうええんりょうはかせ 19190607 大阪新報 [新] [円] -
3510 大連で講演中卒倒して：井上円了博士逝く たいれんでこうえんちゅうそっとうして：いのうええんりょうはかせゆく 19190607 東京朝日新聞 [新] [円] -
3511 脳溢血で井上円了博士：大連に客死す のういっけつでいのうええんりょうはかせ：たいれんにかくしす 19190607 読売新聞 [新] [円] -
3512 迷信打破に努力した井上円了博士 めいしんだはにどりょくしたいのうええんりょうはかせ 19190607 大阪朝日新聞 [新] [円] -
3513 妖怪学の泰斗：井上円了博士逝く ようかいがくのたいと：いのうええんりょうはかせゆく 19190607 満州日日新聞 [新] [円] -
3514 妖怪博士：大連にて客死す ようかいはかせ：たいれんにてかくしす 19190607 都新聞 [新] [円] -
3515 妖怪博士逝く：噫哲学堂の主人井上円了氏 ようかいはかせゆく：ああてつがくどうのしゅじんいのうええんりょうし 19190607 中外商業新報 [新] [未] -
3516 妖怪博士逝く：井上円了氏 ようかいはかせゆく：いのうええんりょうし 19190607 神戸又新日報 [新] [円] -
3517 妖怪博士：妖怪研究の為満鮮巡遊中香港にて逝去 ようかいはかせ：ようかいけんきゅうのためまんせんじゅんゆうちゅうほんこんにてせいきょ 19190607 中国民報 [新] [円] -
3518 井上円了氏：大連にて客死 いのうええんりょうし：たいれんにてかくし 19190608 山陽新報 [新] [円] -
3519 ［井上円了氏の逸話］［雑他帳］ いのうええんりょうしのいつわ　ざったちょう 19190608 東京日々新聞 [新] [円] -
3520 ［井上円了氏の逝去を悼む］［苦味辛味］ いのうええんりょうしのせいきょをいたむ　にがみからみ 19190608 毎夕新聞 [新] [円] -
3521 井上円了氏逝：大連の客舎に於て いのうええんりょうしきょ：たいれんのかくしゃにおいて 19190608 新総防新聞 [新] [円] -
3522 井上円了博士 いのうええんりょうはかせ 19190608 岐阜日日新聞 [新] [円] -
3523 井上円了博士客死：大連の客舎で突然脳溢血 いのうええんりょうはかせかくし：たいれんのかくしゃでとつぜんのういっけつ 19190608 二六新報 [新] [円] -
3524 井上円了博士追憶談(1) いのうええんりょうはかせついおくだん　いち 19190608 越前毎日新聞 16回連載 [新] [円] -
3525 ［井上円了博士の天狗探険］［浮世双紙］ いのうええんりょうはかせのてんぐたんけん　うきよそうし 19190608 国民新聞 [新] [円] -
3526 ［井上玄一氏、7日大連へ］［往来］ いのうえげんいちし、なのかたいれんへ　おうらい 19190608 中外商業新報 [新] [円] -
3527 井上博士の遺書 いのうえはかせのいしょ 19190608 福岡日日新聞 [新] [円] -
3528 井上博士の遺言状：自宅で発見さる いのうえはかせのゆいごんじょう：じたくではっけんさる 19190608 大阪朝日新聞 [新] [円] -
3529 井上博士半生を哲学に捧ぐ いのうえはかせはんせいをてつがくにささぐ 19190608 東京毎夕新聞 [新] [円] -
3530 井上博士逝く：大連の本願寺分院にて いのうえはかせゆく：たいれんのほんがんじぶんいんにて 19190608 呉公論 [新] [円] -
3531 井上博士臨終の机頭の扇面に文字 いのうえはかせりんじゅうのきとうのせんめんにもじ 19190608 大阪朝日新聞 [新] [円] -
3532 円了博士客死 えんりょうはかせかくし 19190608 東奥日報 [新] [円] -
3533 円了博士：大連にて逝く えんりょうはかせ：たいれんにてゆく 19190608 馬関毎日新聞 [新] [円] -
3534 円了博士の訃を聞いて えんりょうはかせのふをきいて 19190608 越前毎日新聞 [新] [円] -
3535 円了博士の遺言状 えんりょうはかせのゆいごんじょう 19190608 中国民報 [新] [円] -
3536 大連に客死せる井上博士が北京より留守宅へ送りし絶筆 たいれんにかくしせるいのうえはかせがぺきんよりるすたくへおくりしぜっぴつ 19190608 毎夕新聞 [新] [円] -
3537 父円了博士の遺骸を迎へに：七日朝大連に向った令嗣井上玄一氏 ちちえんりょうはかせのいがいをむかえに：なのかあさたいれんにむかったれいしいのうえげんいちし 19190608 時事新聞 [新] [円] -
3538 文学博士井上円了師：支那漫遊中突然大連に於て客死す ぶんがくはかせいのうええんりょうし：しなまんゆうちゅうとつぜんたいれんにおいてかくしす 19190608 大阪時事新報 [新] [円] -
3539 満鮮の野に逝ける まんせんののにゆける 19190608 越前毎日新聞 [新] [円] -
3540 明治時代に於ける哲学の先駆者：井上円了博士逝く めいじじだいにおけるてつがくのせんくしゃ：いのうええんりょうはかせゆく 19190608 東京毎日新聞 [新] [円] -
3541 逝ける井上博士と其筆蹟 ゆけるいのうえはかせとそのひっせき 19190608 北越新聞 [新] [円] -
3542 ［妖怪学者、井上円了博士］［江湖片々］ ようかいがくしゃ、いのうええんりょうはかせ　こうこへんぺん 19190608 神戸又新日報 [新] [円] -
3543 妖怪博士逝く ようかいはかせゆく 19190608 中外商業新聞 [新] [円] -
3544 ［井上円了氏の活動］［他山の移誌］ いのうええんりょうしのかつどう　たざんのいし 19190609 名古屋毎日新聞 [新] [円] -
3545 ［井上円了氏の謝金の使い方］［閑話休題］ いのうええんりょうしのしゃきんのつかいかた　かんわきゅうだい 19190609 国民新聞 [新] [円] -
3546 井上博士：大連にて講演中脳溢血にて逝去 いのうえはかせ：たいれんにてこうえんちゅうのういっけつにてせいきょ 19190609 北越新聞 [新] [円] -
3547 井上博士令息来 いのうえはかせれいそくらい 19190609 満州日日新聞 [新] [円] -
3548 円了博士の遺言状 えんりょうはかせのゆいごんじょう 19190609 岐阜日日新聞 [新] [円] -
3549 ［逝去1ヶ月前の妖怪博士］［噂の人］ せいきょいっかげつまえのようかいはかせ　うわさのひと 19190609 都新聞 [新] [円] -
3550 大連にて客死せる井上円了博士と其筆跡 たいれんにてかくしせるいのうええんりょうはかせとそのひっせき 19190609 東奥日報 [新] [円] -
3551 井上円了博士：六日大連にて突然脳溢血の為め逝去 いのうええんりょうはかせ：むいかたいれんにてとつぜんのういっけつのためせいきょ 19190610 岩手毎日新聞 [新] [円] -
3552 ［井上先生の講演謝礼金の使途について］［閑話休題］ いのうえせんせいのこうえんしゃれいきんのしとについて　かんわきゅうだい 19190610 国民新聞 [新] [円] -
3553 現代学者と井上博士の影響 げんだいがくしゃといのうえはかせのえいきょう 19190610 中外日報 [新] [円] -
3554 支那より［書簡］ しなより　しょかん 井上円了 いのうええんりょう 19190610 東洋哲学 26-6 p.67～68 [雑] [百] -
3555 大連に客死せる井上円了博士とその筆跡 たいれんにかくしせるいのうええんりょうはかせとそのひっせき 19190610 高田日報 [新] [円] -
3556 妖怪博士と天狗探険［一日一話］ ようかいはかせとてんぐたんけん　いちにちいちわ 19190610 神戸新聞 [新] [円] -
3557 井上円了博士を憶ふ いのうええんりょうはかせをおもう 亀谷聖馨 かめやせいけい 19190611 東京日日新聞 [新] [円] -
3558 逝ける井上円了氏 ゆけるいのうええんりょうし 19190611 荘内新報 [新] [円] -
3559 井上円了師仮葬儀 いのうええんりょうしかりそうぎ 19190612 満州日日新聞 [新] [円] -
3560 井上円了博士の哲学一枚起請文 いのうええんりょうはかせのてつがくいちまいきしょうもん 19190612 大阪毎日新聞 [新] [円] -
3561 ［井上先生の仮葬儀御礼］［広告］ いのうえせんせいのかりそうぎおれい　こうこく 19190612 満州日日新聞 [新] [円] -
3562 ［井上先生の仮葬儀］［広告］ いのうえせんせいのかりそうぎ　こうこく 19190612 遼東日日新聞 [新] [円] -
3563 井上博士葬儀 いのうえはかせそうぎ 19190612 満州日日新聞 [新] [円] -
3564 井上博士の遺骸：当地に於て仮葬儀 いのうえはかせのいがい：とうちにおいてかりそうぎ 19190612 満州日日新聞 [新] [未] -
3565 井上博士の遺骸：当地に於て仮葬儀執行 いのうえはかせのいがい：とうちにおいてかりそうぎしっこう 19190612 遼東日日新聞 [新] [円] -
3566 不幸の人玄一氏：父君博士の遺骸引取のため来連 ふこうのひとげんいちし：ふくんはかせのいがいひきとりのためらいれん 19190612 満州日日新聞 [新] [円] -
3567 道の為に殉した故井上博士を弔ふ みちのためにじゅんしたこいのうえはかせをとむらう 安藤弘 あんどうひろむ 19190612 満州日日新聞 [新] [円] - 7/24/99
3568 喪中の井上邸 もちゅうのいのうえてい 19190612 中外日報 [新] [円] -
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3569 井上円了君の哲学 いのうええんりょうくんのてつがく 谷本富 たにもととめり 19190613 中央外報 [新] [円] - 7/24/99
3570 ［井上円了氏は死を予知していたか］［青鉛筆］ いのうええんりょうしはしをよちしていたか　あおえんぴつ 19190613 東京朝日新聞 [新] [円] -
3571 井上円了博士の仮葬儀 いのうええんりょうはかせのかりそうぎ 19190613 報知新聞 [新] [円] -
3572 井上円了博士の葬儀 いのうええんりょうはかせのそうぎ 19190613 東京毎日新聞 [新] [円] -
3573 ［井上先生の仮葬儀御礼］［広告］ いのうえせんせいのかりそうぎおれい　こうこく 19190613 満州日日新聞 [新] [円] -
3574 井上博士遺骸通過 いのうえはかせいがいつうか 19190613 中外日報 [新] [円] -
3575 井上博士葬儀 いのうえはかせそうぎ 19190613 満州日日新聞 [新] [円] -
3576 井上博士葬儀日取 いのうえはかせそうぎひどり 19190613 中外日報 [新] [円] -
3577 井上博士の遺骸：当地に於て仮葬儀執行 いのうえはかせのいがい：とうちにおいてかりそうぎしっこう 19190613 遼東日報 [新] [円] -
3578 円了博士遺骸：十七日夜に着京 えんりょうはかせいがい：じゅうしちにちよるにききょう 19190613 万朝報 [新] [円] -
3579 故井上円了博士校葬 こいのうええんりょうはかせこうそう 19190613 大阪時事新報 [新] [円] -
3580 井上円了師仮葬儀 いのうええんりょうしかりそうぎ 19190614 満州日日新聞 [新] [円] -
3581 ［井上先生の校葬］［広告］ いのうえせんせいのこうそう　こうこく 19190614 報知新聞 [新] [円] -
3582 ［井上先生の校葬］［広告］ いのうえせんせいのこうそう　こうこく 19190614 国民新聞 [新] [円] -
3583 ［井上先生の葬儀］［広告］ いのうえせんせいのそうぎ　こうこく 19190614 時事新報 [新] [未] -
3584 井上博士遺骸：十七日の夜東京駅に着 いのうえはかせいがい：じゅうしちにちのよるとうきょうえきにちゃく 19190614 東京朝日新聞 [新] [円] -
3585 ［井上博士が二人同病にて逝去したこと］［端書便］ いのうえはかせがふたりどうびょうにてせいきょしたこと　はがきびん 19190614 国民新聞 [新] [円] -
3586 井上博士の仮葬儀 いのうえはかせのかりそうぎ 19190614 遼東新聞 [新] [円] -
3587 円了博士遺骸：十七日夜東京着 えんりょうはかせいがい：じゅうしちにちよるとうきょうちゃく 19190614 やまと新聞 [新] [円] -
3588 円了博士遺骸：十七日夜に着京告別式は廿二日 えんりょうはかせいがい：じゅうしちにちよるにちゃくきょうこくべつしきはにじゅうににち 19190614 東京日日新聞 [新] [円] -
3589 円了博士の遺骸：十七日夜に着京 えんりょうはかせのいがい：じゅうしちにちよるにちゃくきょう 19190614 万朝報 [新] [円] -
3590 故井上円了博士の逸事逸聞 こいのうええんりょうはかせのいつじいつぶん 誠堂 せいどう 19190614 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3591 哲学堂は東洋大学に寄付すべし てつがくどうはとうようだいがくにきふすべし 19190614 中外日報 [新] [円] -
3592 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19190615 神戸新聞 [新] [円] -
3593 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19190615 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3594 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19190615 神戸新聞 [新] [円] -
3595 井上博士遺骨：令息携へて帰東す いのうえはかせいこつ：れいそくたずさえてきとうす 19190615 満州日日新聞 [新] [円] -
3596 故井上博士焼香式 こいのうえはかせしょうこうしき 19190615 釜山日報 [新] [円] -
3597 光演法主の弔句 こうえんほっすのちょうく 19190615 大阪朝日新聞 [新] [円] -
3598 井上博士遺骸：十七日朝姫路駅通過 いのうえはかせいがい：じゅうしちにちあさひめじえきつうか 19190616 鷺城新聞 [新] [円] -
3599 円了博士遺骸：十七日夜に着京告別式は廿二日 えんりょうはかせいがい：じゅうしちにちよるにちゃくきょうこくべつしきはにじゅうににち 19190616 東京日日新聞 [新] [円] -
3600 井上円了博士遺骸到着 いのうええんりょうはかせいがいとうちゃく 19190617 国民新聞 [新] [円] -
3601 井上円了博士遺骸到着 いのうええんりょうはかせいがいとうちゃく 19190617 中央新聞 [新] [円] -
3602 井上円了博士遺骨 いのうええんりょうはかせいこつ 19190617 門司新聞 [新] [円] -
3603 井上円了博士を憶ふ いのうええんりょうはかせをおもう 亀谷聖馨 かめやせいけい 19190617 やまと新聞 [新] [円] -
3604 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19190617 広島新聞 [新] [円] -
3605 井上博士遺骨：令息等に護られて いのうえはかせいこつ：れいそくとうにまもられて 19190617 大阪朝日新聞 [新] [円] -
3606 井上博士の遺骨：昨日下関着、直に東京へ いのうえはかせのいこつ：さくじつしものせきちゃく、すぐにとうきょうへ 19190617 東京日日新聞 [新] [円] -
3607 円了博士葬儀：来る二二日執行 えんりょうはかせそうぎ：きたるにじゅうににちしっこう 19190617 九州新聞 [新] [円] -
3608 ［円了博士と勝海舟翁］［むせんでんわ］ えんりょうはかせとかつかいしゅうおう　むせんでんわ 19190617 時事新報 [新] [円] -
3609 円了博士の遺骨 えんりょうはかせのいこつ 19190617 報知新聞 [新] [円] -
3610 円了博士の遺骨 えんりょうはかせのいこつ 19190617 読売新聞 [新] [円] -
3611 故井上円了博士の逸事逸聞(続) こいのうええんりょうはかせのいつじいつぶん　ぞく 誠堂 せいどう 19190617 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3612 故井上博士の遺骨：昨日、下関着 こいのうえはかせのいこつ：さくじつ、しものせきちゃく 19190617 国民新聞 [新] [円] -
3613 故博士の遺骨着 こはかせのいこつちゃく 19190617 万朝報 [新] [円] -
3614 ［二人の井上の死］［東人西人］ ふたりのいのうえし　とうじんさいじん 19190617 東京朝日新聞 [新] [円] -
3615 分骨を大連に留めて：井上円了博士の遺骸還る ぶんこつをたいれんにとどめて：いのうええんりょうはかせのいがいかえる 19190617 大阪毎日新聞 [新] [円] -
3616 防腐剤注射後の井上博士 ぼうふざいちゅうしゃごのいのうえはかせ 19190617 満州日日新聞 [新] [円] -
3617 ［井上円了博士の遺骨、17日夜東京駅着］ いのうええんりょうはかせのいこつ、じゅうしちにちよるとうきょうえきちゃく 19190618 万朝報 [新] [円] -
3618 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19190618 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3619 井上博士遺骨 いのうえはかせいこつ 19190618 中央新聞 [新] [円] -
3620 井上博士遺骨着京 いのうえはかせいこつちゃくきょう 19190618 中外商業新報 [新] [円] -
3621 井上博士遺骨：令息及門弟に擁せられて昨日着神 いのうえはかせいこつ：れいそくおよびもんていにようせられてさくじつちゃくしん 19190618 神戸又新日報 [新] [円] -
3622 円了博士遺骸到着す えんりょうはかせいがいとうちゃくす 19190618 時事新報 [新] [円] -
3623 円了博士遺骨：昨夜到着 えんりょうはかせいこつ：さくやとうちゃく 19190618 やまと新聞 [新] [円] -
3624 円了博士遺骨着 えんりょうはかせいこつちゃく 19190618 東京毎日新聞 [新] [円] -
3625 円了博士遺骨着 えんりょうはかせいこつちゃく 19190618 都新聞 [新] [円] -
3626 円了博士の遺骸：五百の学生に迎へられて えんりょうはかせのいがい：ごひゃくのがくせいにむかえられて 19190618 毎夕新聞 [新] [円] -
3627 円了博士の遺骸五百の学生に迎［えら］れて えんりょうはかせのいがい：ごひゃくのがくせいにむかえられて 19190618 やまと新聞 [新] [円] -
3628 円了博士の遺骨到着 えんりょうはかせのいこつとうちゃく 19190618 大阪新報 [新] [円] -
3629 故井上円了博士校葬 こいのうええんりょうはかせこうそう 19190618 大阪時事新報 [新] [未] -
3630 故円了博士が最終の筆になれる旅行日記の一片 こえんりょうはかせがさいしゅうのふでになれるりょこうにっきのいっぺん 19190618 馬関毎日新聞 [新] [円] -
3631 昨夜東京駅に着いた円了博士の遺骨 さくやとうきょうえきについたえんりょうはかせのいこつ 19190618 東京朝日新聞 [新] [円] -
3632 花輪に包まれた円了大居士 はなわにつつまれたえんりょうだいこじ 19190618 神戸新聞 [新] [円] -
3633 井上博士遺骨：京都着の光景 いのうえはかせいこつ：きょうとちゃくのこうけい 19190619 福井毎日新聞 [新] [円] -
3634 万里城下に於ける故井上円了博士と其絶筆 ばんりじょうかにおけるこいのうええんりょうはかせとそのぜっぴつ 19190621 大阪時事新聞 [新] [円] -
3635 井上円了博士告別式 いのうええんりょうはかせこくべつしき 19190622 国民新聞 [新] [円] -
3636 円了博士の校葬：東洋大学にて えんりょうはかせのこうそう：とうようだいがくにて 19190622 横浜貿易新報 [新] [円] -
3637 故井上博士告別式 こいのうえはかせこくべつしき 19190622 東京毎日新聞 [新] [円] -
3638 井上円了博士告別式 いのうええんりょうはかせこくべつしき 19190623 中外商業新報 [新] [円] -
3639 井上円了博士の告別式 いのうええんりょうはかせのこくべつしき 19190623 毎夕新聞 [新] [円] -
3640 井上博士校葬 いのうえはかせこうそう 19190623 中外日報 [新] [円] -
3641 井上博士校葬 いのうえはかせこうそう 19190623 信濃毎日新聞 [新] [円] -
3642 井上博士の校葬 いのうえはかせのこうそう 19190623 東京毎日新聞 [新] [円] -
3643 井上博士の校葬 いのうえはかせのこうそう 19190623 読売新聞 [新] [円] -
3644 井上妖怪博士の校葬 いのうえようかいはかせのこうそう 19190623 やまと新聞 [新] [円] -
3645 ［円了居士の校葬と告別式］［写真］ えんりょうこじのこうそうとこくべつしき　しゃしん 19190623 万朝報 [新] [円] -
3646 円了博士葬儀：法主代理以下の焼香 えんりょうはかせそうぎ：ほっすだいりいかのしょうこう 19190623 二六新報 [新] [円] -
3647 円了博士の葬儀 えんりょうはかせのそうぎ 19190623 時事新聞 [新] [円] -
3648 梅雨の中に円了博士校葬を執行 つゆのなかにえんりょうはかせこうそうをしっこう 19190623 中央新聞 [新] [円] -
3649 遺言により質素に：円了博士の葬儀 ゆいごんによりしっそに：えんりょうはかせのそうぎ 19190623 東京朝日新聞 [新] [未] -
3650 井上円了博士伝 いのうええんりょうはかせでん 19190624 万朝報 [新] [円] -
3651 円了博士校葬 えんりょうはかせこうそう 19190624 都新聞 [新] [円] -
3652 ［円了博士と勝海舟翁］［むせんでんわ］ えんりょうはかせとかつかいしゅうおう　むせんでんわ 19190624 時事新聞 [新] [円] -
3653 故井上博士の七恩人 こいのうえはかせのしちおんじん 19190624 中外日報 [新] [円] -
3654 井上円了博士の遺骨東京駅着 いのうええんりょうはかせのいこつとうきょうえきちゃく 19190699 やまと新聞 [新] [未] -
3655 妖怪学者：井上博士逝く ようかいがくしゃ：いのうえはかせゆく 19190699 鷺城新聞 [新] [円] -
3656 故井上博士の略歴及著書 こいのうえはかせのりゃくれきおよびちょしょ 19190701 哲学雑誌 34-389 p.93～95 [雑] [東洋] -
3657 故文学博士井上円了氏に就て こぶんがくはかせいのうええんりょうしについて 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19190701 哲学雑誌 34-389 p.79～82 [雑] [東洋] -
3658 故本会評議員文学博士井上円了氏［写真］ こほんかいひょうぎいんぶんがくはかせいのうええんりょうし　しゃしん 19190701 哲学雑誌 34-389 巻頭 [雑] [東洋] -
3659 哲学会役員改選 てつがくかいやくいんかいせん 19190701 哲学雑誌 34-389 p.92 [雑] [東洋] -
3660 哲学堂由来記 てつがくどうゆらいき 井上円了 いのうええんりょう 19190701 哲学雑誌 34-389 p.96～97 [雑] [東洋] -
3661 文学博士井上円了氏長逝 ぶんがくはかせいのうええんりょうしちょうせい 19190701 哲学雑誌 34-389 p.92～93 著書名目録 [雑] [東洋] -
3662 幼稚園の演壇に殪る：井上円了博士の終焉と遺骨 ようちえんのこうだんにたおる：いのうええんりょうはかせのしゅうえんといこつ 19190717 福岡日日新聞 [新] [円] -
3663 甫水博士逸話 ほすいはかせいつわ 江峰道人 こうほうどうじん 19190801 法蔵 336 p.48～50 [雑] [円] -
3664 嗚呼井上先生 ああいのうえせんせい 鼎義暁 かなえぎきょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.344～349 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3665 噫井上先生 ああいのうえせんせい 小林道彦 こばやしみちひこ 19190825 東洋哲学 26-7 p.293～296 井上円了先生号 [雑] [百] -
3666 噫井上先生 ああいのうえせんせい 新谷勇太郎 しんたにゆうたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.285～286 井上円了先生号 [雑] [百] -
3667 嗚呼円了先生逝けり ああえんりょうせんせいゆけり 加藤玄智 かとうげんち 19190825 東洋哲学 26-7 p.101～102 井上円了先生号 [雑] [百] -
3668 嗚呼恩師井上先生 ああおんしいのうえせんせい 柴田甚五郎 しばたじんごろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.319～320 井上円了先生号 [雑] [百] -
3669 嗚呼甫水先生 ああほすいせんせい 田中善立 たなかぜんりつ 19190825 東洋哲学 26-7 p.287～290 井上円了先生号 [雑] [百] -
3670 哀傷 あいしょう 奥村教介 おくむらきょうすけ 19190825 東洋哲学 26-7 p.224～225 井上円了先生号 [雑] [百] -
3671 遺骨を迎ふ いこつをむかう 19190825 東洋哲学 26-7 p.355～359 井上円了先生号 [雑] [百] -
3672 偉人井上先生 いじんいのうえせんせい 伊藤裕 いとうひろし 19190825 東洋哲学 26-7 p.299～304 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3673 一杯道人と号して いっぱいどうじんとごうして 都河龍 つがわりゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.320～322 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3674 井上円了君 いのうええんりょうくん 石川千代松 いしかわちよまつ 19190825 東洋哲学 26-7 p.76～77 井上円了先生号 [雑] [百] -
3675 井上円了君を弔す いのうええんりょうくんをちょうす 谷本富 たにもととめり 19190825 東洋哲学 26-7 p.336～339 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3676 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 藤井静英 ふじいきよひで 19190825 東洋哲学 26-7 p.277～278 井上円了先生号 [雑] [百] -
3677 井上円了先生に就いての感想 いのうええんりょうせんせいについてのかんそう 阮鑑光 げんかんこう 19190825 東洋哲学 26-7 p.273～275 井上円了先生号 [雑] [百] -
3678 井上円了先生の逝去を悼む いのうええんりょうせんせいのせいきょをいたむ 権田雷斧 ごんだらいふ 19190825 東洋哲学 26-7 p.245～246 井上円了先生号 [雑] [百] -
3679 井上円了先生を懐ふ いのうええんりょうせんせいをおもう 依田孟 よだたけし 19190825 東洋哲学 26-7 p.52～54 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3680 井上円了先生を追想す いのうええんりょうせんせいをついそうす 吉村幸夫 よしむらゆきお 19190825 東洋哲学 26-7 p.197～203 井上円了先生号 [雑] [百] -
3681 井上円了博士 いのうええんりょうはかせ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.139～141 井上円了先生号 [雑] [百] -
3682 井上円了博士日本全国巡回講演統計表 いのうええんりょうはかせにほんぜんこくじゅんかいこうえんとうけいひょう 19190825 東洋哲学 26-7 折込 井上円了先生号 [雑] [百] -
3683 井上円了博士を悼む いのうええんりょうはかせをいたむ 得能文 とくのうぶん 19190825 東洋哲学 26-7 p.59～62 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3684 井上円了博士を憶ふ いのうええんりょうはかせをおもう 亀谷聖馨 かめやせいけい 19190825 東洋哲学 26-7 p.188～193 井上円了先生号 [雑] [百] -
3685 井上円了博士を憶ふ いのうええんりょうはかせをおもう 佐々木珍龍 ささきちんりゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.307～308 井上円了先生号 [雑] [百] -
3686 井上円了博士を懐ふ いのうええんりょうはかせをおもう 松本孝次郎 まつもとこうじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.266～267 井上円了先生号 [雑] [百] -
3687 井上円了博士を懐ふ いのうええんりょうはかせをおもう 松本愛重 まつもとやすしげ 19190825 東洋哲学 26-7 p.141～142 井上円了先生号 [雑] [百] -
3688 井上円了博士を憶ふて いのうええんりょうはかせをおもうて 鈴木天山 すずきてんざん 19190825 東洋哲学 26-7 p.322～323 井上円了先生号 [雑] [百] -
3689 井上先生 いのうえせんせい 大谷正信 おおたにまさのぶ 19190825 東洋哲学 26-7 p.75～76 井上円了先生号 [雑] [百] -
3690 井上先生 いのうえせんせい 金子凡鳥 かねこぼんちょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.67～68 井上円了先生号 [雑] [百] -
3691 井上先生 いのうえせんせい 佐治実然 さじじつねん 19190825 東洋哲学 26-7 p.70～75 井上円了先生号 [雑] [百] -
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3692 井上先生 いのうえせんせい 三石賤夫 みついししずお 19190825 東洋哲学 26-7 p.157～159 井上円了先生号 [雑] [百] -
3693 井上先生行状一斑 いのうえせんせいぎょうじょういっぱん 林竹次郎 はやしたけじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.1～16 井上円了先生号 [雑] [百] -
3694 ［井上先生］校葬記 いのうえせんせいこうそうき 19190825 東洋哲学 26-7 p.359～361 井上円了先生号 [雑] [百] -
3695 井上先生最後の旅 いのうえせんせいさいごのたび 19190825 東洋哲学 26-7 p.353～354 井上円了先生号 [雑] [百] -
3696 井上先生追想 いのうえせんせいついそう 立柄教俊 たちがらきょうしゅん 19190825 東洋哲学 26-7 p.268～270 井上円了先生号 [雑] [百] -
3697 井上先生と予 いのうえせんせいとよ 島地大等 しまじだいとう 19190825 東洋哲学 26-7 p.339～344 井上円了先生号 [雑] [百] -
3698 井上先生に就いて いのうえせんせいについて 石川照勤 いしかわしょうきん 19190825 東洋哲学 26-7 p.59 井上円了先生号 [雑] [百] -
3699 ［井上先生についての］思出 いのうえせんせいについてのおもいで 菊池久吉 きくちひさきち 19190825 東洋哲学 26-7 p.263～266 井上円了先生号 [雑] [百] -
3700 ［井上先生についての］思ひ出 いのうえせんせいについてのおもいで 下村莢 しもむらきょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.159～160 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3701 ［井上先生についての］感慨 いのうえせんせいについてのかんがい 桑畑静善 くわはたせいき 19190825 東洋哲学 26-7 p.182～183 井上円了先生号 [雑] [百] -
3702 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 赤堀又次郎 あかぼりまたじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.260～261 井上円了先生号 [雑] [百] -
3703 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 秋野孝道 あきのこうどう 19190825 東洋哲学 26-7 p.63～65 井上円了先生号 [雑] [百] -
3704 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 荒浪平治郎 あらなみへいじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.161～162 井上円了先生号 [雑] [百] -
3705 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 石川二三造 いしかわふみぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.181～182 井上円了先生号 [雑] [百] -
3706 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 石黒忠悳 いしぐろただのり 19190825 東洋哲学 26-7 p.84～90 井上円了先生号 [雑] [百] -
3707 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 一木喜徳郎 いちききとくろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.136～139 井上円了先生号 [雑] [百] -
3708 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 上田万年 うえだかずとし 19190825 東洋哲学 26-7 p.203～204 井上円了先生号 [雑] [百] -
3709 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 遠藤隆吉 えんどうりゅうきち 19190825 東洋哲学 26-7 p.292～293 井上円了先生号 [雑] [百] -
3710 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 大沢敬三 おおさわけいぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.326～327 井上円了先生号 [雑] [百] -
3711 井上先生についての感想 いのうえせんせいについてのかんそう 荻原雲来 おぎわらうんらい 19190825 東洋哲学 26-7 p.70 井上円了先生号 [雑] [百] -
3712 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 勝水淳行 かつみずじゅんこう 19190825 東洋哲学 26-7 p.178～180 井上円了先生号 [雑] [百] -
3713 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 加藤高明 かとうたかあき 19190825 東洋哲学 26-7 p.142 井上円了先生号 [雑] [百] -
3714 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 金子大栄 かねこだいえい 19190825 東洋哲学 26-7 p.169～170 井上円了先生号 [雑] [百] -
3715 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 嘉納治五郎 かのうじごろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.83～84 井上円了先生号 [雑] [百] -
3716 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 紀平正美 きひらただよし 19190825 東洋哲学 26-7 p.68 井上円了先生号 [雑] [百] -
3717 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 呉秀三 くれしゅうぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.212 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3718 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 古城貞吉 こじょうていきち 19190825 東洋哲学 26-7 p.223～224 井上円了先生号 [雑] [百] -
3719 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 斎藤唯信 さいとうゆいしん 19190825 東洋哲学 26-7 p.211～212 井上円了先生号 [雑] [百] -
3720 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 阪谷芳郎 さかたによしお 19190825 東洋哲学 26-7 p.78～80 井上円了先生号 [雑] [百] -
3721 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 柴原砂次郎 しばはらすなじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.253～256 井上円了先生号 [雑] [百] -
3722 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 白川至敬 しらかわのりたか 19190825 東洋哲学 26-7 p.149～150 井上円了先生号 [雑] [百] -
3723 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 鈴木券太郎 すずきけんたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.94～99 井上円了先生号 [雑] [百] -
3724 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 関根正直 せきねまさなお 19190825 東洋哲学 26-7 p.125～126 井上円了先生号 [雑] [百] -
3725 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 薗田宗恵 そのだそうえ 19190825 東洋哲学 26-7 p.229～231 井上円了先生号 [雑] [百] -
3726 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 高野礼太郎 たかのらいたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.344 井上円了先生号 [雑] [百] -
3727 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 田島教恵 たじまきょうけい 19190825 東洋哲学 26-7 p.213 井上円了先生号 [雑] [百] -
3728 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 棚橋一郎 たなはしいちろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.262～263 井上円了先生号 [雑] [百] -
3729 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 富井隆信 とみいたかのぶ 19190825 東洋哲学 26-7 p.210～211 井上円了先生号 [雑] [百] -
3730 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 長尾如雲 ながおじょうん 19190825 東洋哲学 26-7 p.132 井上円了先生号 [雑] [百] -
3731 ［井上先生についての］感想［漢詩］ いのうえせんせいについてのかんそう　かんし 灘尾晃寿 なだおこうじゅ 19190825 東洋哲学 26-7 p.322 井上円了先生号 [雑] [百] -
3732 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 成田賢洲 なりたけんしゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.287 井上円了先生号 [雑] [百] -
3733 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 野口日主 のぐちにっしゅ 19190825 東洋哲学 26-7 p.291 井上円了先生号 [雑] [百] -
3734 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 春山作樹 はるやまさくき 19190825 東洋哲学 26-7 p.186～187 井上円了先生号 [雑] [百] -
3735 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 彦坂湛照 ひこさかたんしょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.291 井上円了先生号 [雑] [百] -
3736 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 藤沢利喜太郎 ふじさわりきたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.293 井上円了先生号 [雑] [百] -
3737 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 藤実人華 ふじざねじんか 19190825 東洋哲学 26-7 p.227～229 井上円了先生号 [雑] [百] -
3738 ［井上先生についての］感想［和歌］ いのうえせんせいについてのかんそう　わか 不島定治 ふしまさだはる 19190825 東洋哲学 26-7 p.276～277 井上円了先生号 [雑] [百] -
3739 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 前田慧雲 まえだえうん 19190825 東洋哲学 26-7 p.92～94 井上円了先生号 [雑] [百] -
3740 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 三並良 みなみはじめ 19190825 東洋哲学 26-7 p.165～166 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3741 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 三宅雪嶺 みやけせつれい 19190825 東洋哲学 26-7 p.204～210 井上円了先生号 [雑] [百] -
3742 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 森山益夫 もりやまますお 19190825 東洋哲学 26-7 p.125 井上円了先生号 [雑] [百] -
3743 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 八木友真 やぎゆうしん 19190825 東洋哲学 26-7 p.278 井上円了先生号 [雑] [百] -
3744 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 安井小太郎 やすいこたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.66 井上円了先生号 [雑] [百] -
3745 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 山本祖学 やまもとそがく 19190825 東洋哲学 26-7 p.146～147 井上円了先生号 [雑] [百] -
3746 ［井上先生についての］感想 いのうえせんせいについてのかんそう 渡辺洞水 わたなべどうすい 19190825 東洋哲学 26-7 p.166～169 井上円了先生号 [雑] [百] -
3747 ［井上先生についての］所感 いのうえせんせいについてのしょかん 大宮孝潤 おおみやこうじゅん 19190825 東洋哲学 26-7 p.150～153 井上円了先生号 [雑] [百] -
3748 井上先生についての追憶 いのうえせんせいについてのついおく 瀧村斐男 たきむらよしお 19190825 東洋哲学 26-7 p.180～181 井上円了先生号 [雑] [百] -
3749 ［井上先生についての］追憶 いのうえせんせいについてのついおく 溝淵進馬 みぞぶちしんま 19190825 東洋哲学 26-7 p.257～258 井上円了先生号 [雑] [百] -
3750 ［井上先生についての］追憶 いのうえせんせいについてのついおく 八杉貞利 やすぎさだとし 19190825 東洋哲学 26-7 p.171～172 井上円了先生号 [雑] [百] -
3751 ［井上先生についての］追憶二三 いのうえせんせいについてのついおく　にさん 安藤弘 あんどうひろむ 19190825 東洋哲学 26-7 p.327～329 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3752 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 葦名慶一郎 あしなけいいちろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.155～157 井上円了先生号 [雑] [百] -
3753 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 有馬祐政 ありますけまさ 19190825 東洋哲学 26-7 p.236～237 井上円了先生号 [雑] [百] -
3754 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 安西卯三郎 あんざいうさぶろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.249～251 井上円了先生号 [雑] [百] -
3755 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 飯田尭一 いいだぎょういち 19190825 東洋哲学 26-7 p.133 井上円了先生号 [雑] [百] -
3756 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 五十嵐光龍 いがらしこうりゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.251～253 井上円了先生号 [雑] [百] -
3757 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 大江文城 おおえふみき 19190825 東洋哲学 26-7 p.145～146 井上円了先生号 [雑] [百] -
3758 ［井上先生についての］追懐 いのうえせんせいについてのついかい 加藤精神 かとうせいしん 19190825 東洋哲学 26-7 p.315～317 井上円了先生号 [雑] [百] -
3759 ［井上先生についての］追懐の事ども いのうえせんせいについてのついかいのことども 山上ゝ泉 やまがみちゅせん 19190825 東洋哲学 26-7 p.147～149 井上円了先生号 [雑] [百] -
3760 ［井上先生についての］追懐録 いのうえせんせいについてのついかいろく 斎田耕陽 さいだこうよう 19190825 東洋哲学 26-7 p.312～314 井上円了先生号 [雑] [百] -
3761 井上先生の性格 いのうえせんせいのせいかく 田中治六 たなかじろく 19190825 東洋哲学 26-7 p.184～186 井上円了先生号 [雑] [百] -
3762 井上先生の訃音 いのうえせんせいのふいん 田中義能 たなかよしとう 19190825 東洋哲学 26-7 p.187～188 井上円了先生号 [雑] [百] -
3763 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 安藤正純 あんどうまさずみ 19190825 東洋哲学 26-7 p.48 井上円了先生号 [雑] [百] -
3764 ［井上先生への］弔詞［漢文］ いのうえせんせいへのちょうし　かんぶん 五十嵐光龍 いがらしこうりゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.46～47 井上円了先生号 [雑] [百] -
3765 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.49 井上円了先生号 [雑] [百] -
3766 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 内田周平 うちだしゅうへい 19190825 東洋哲学 26-7 p.43～46 井上円了先生号 [雑] [百] -
3767 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 大宮孝潤 おおみやこうじゅん 19190825 東洋哲学 26-7 p.47 井上円了先生号 [雑] [百] -
3768 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 学士会 がくしかい 19190825 東洋哲学 26-7 p.47 井上円了先生号 [雑] [百] -
3769 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 酒井喜久郎 さかいきくお 19190825 東洋哲学 26-7 p.47～48 井上円了先生号 [雑] [百] -
3770 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 境野哲 さかいのさとし 19190825 東洋哲学 26-7 p.39～40 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3771 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 新述等 しんじゅつひとし 19190825 東洋哲学 26-7 p.46 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3772 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 新仏教徒同志会 しんぶっきょうとどうしかい 19190825 東洋哲学 26-7 p.48～49 井上円了先生号 [雑] [百] -
3773 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 鈴木栄観 すずきえいかん 19190825 東洋哲学 26-7 p.46 井上円了先生号 [雑] [百] -
3774 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 鈴木宗忠 すずきむねただ 19190825 東洋哲学 26-7 p.47 井上円了先生号 [雑] [百] -
3775 ［井上先生への］弔詞［漢詩］ いのうえせんせいへのちょうし　かんし 土屋弘 つちやひろし 19190825 東洋哲学 26-7 p.42 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3776 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 中島秀一 なかじましゅういち 19190825 東洋哲学 26-7 p.48 井上円了先生号 [雑] [百] -
3777 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 成田賢洲 なりたけんしゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.48 井上円了先生号 [雑] [百] -
3778 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 深野亀太郎 ふかのかめたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.48 井上円了先生号 [雑] [百] -
3779 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 福井了雄 ふくいりょうゆう 19190825 東洋哲学 26-7 p.49～50 井上円了先生号 [雑] [百] -
3780 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 山田一英 やまだかずひで 19190825 東洋哲学 26-7 p.49 井上円了先生号 [雑] [百] -
3781 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 湯本武比古 ゆもとたけひこ 19190825 東洋哲学 26-7 p.40～42 井上円了先生号 [雑] [百] -
3782 ［井上先生への］弔詞 いのうえせんせいへのちょうし 渡辺洞水 わたなべどうすい 19190825 東洋哲学 26-7 p.49 井上円了先生号 [雑] [百] -
3783 井上先生より受けたる二つの教訓 いのうえせんせいよりうけたるふたつのきょうくん 関寛之 せきひろゆき 19190825 東洋哲学 26-7 p.57～58 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3784 井上先生を悼み奉る いのうえせんせいをいたみたてまつる 中村久四郎 なかむらきゅうしろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.130～131 井上円了先生号 [雑] [百] -
3785 井上先生を悼みて［俳句］ いのうえせんせいをいたみて　はいく 小日向是因 こびなたぜいん 19190825 東洋哲学 26-7 p.246 井上円了先生号 [雑] [百] -
3786 井上先生を懐ふ いのうえせんせいをおもう 宇井伯寿 ういはくじゅ 19190825 東洋哲学 26-7 p.143～144 井上円了先生号 [雑] [百] -
3787 井上先生を憶ふ いのうえせんせいをおもう 風戸勝三郎 かざとかつさぶろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.258～260 井上円了先生号 [雑] [百] -
3788 井上先生を懐ふ いのうえせんせいをおもう 七里仲麿 ななさとなかまろ 19190825 東洋哲学 26-7 p.314～315 井上円了先生号 [雑] [百] -
3789 井上先生を憶ふ いのうえせんせいをおもう 白石三雄 しらいしみつお 19190825 東洋哲学 26-7 p.237～244 井上円了先生号 [雑] [百] -
3790 井上先生を憶ふ いのうえせんせいをおもう 龍野元四 たつのげんし 19190825 東洋哲学 26-7 p.244～245 井上円了先生号 [雑] [百] -
3791 井上先生を懐ふ いのうえせんせいをおもう 西山哲治 にしやまてつじ 19190825 東洋哲学 26-7 p.129～130 井上円了先生号 [雑] [百] -
3792 井上先生を懐ふ いのうえせんせいをおもう 春愛義誠 はるあいぎせい 19190825 東洋哲学 26-7 p.131～132 井上円了先生号 [雑] [百] -
3793 井上先生を憶ふ いのうえせんせいをおもう 松山直蔵 まつやまなおぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.163～165 井上円了先生号 [雑] [百] -
3794 井上先生を懐うて いのうえせんせいをおもうて 岡原旦華 おかはらたんか 19190825 東洋哲学 26-7 p.283 井上円了先生号 [雑] [百] -
3795 井上先生を悲しむ いのうえせんせいをかなしむ 中島徳蔵 なかじまとくぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.194～196 井上円了先生号 [雑] [百] -
3796 井上先生を哭す いのうえせんせいをこくす 林竹次郎 はやしたけじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.349 井上円了先生号 [雑] [百] -
3797 井上先生を追懐す いのうえせんせいをついかいす 依知川敦 いちかわあつし 19190825 東洋哲学 26-7 p.231～235 井上円了先生号 [雑] [百] -
3798 井上博士著作総目録 いのうえはかせちょさくそうもくろく 19190825 東洋哲学 26-7 p.28～38 井上円了先生号 [雑] [百] -
3799 井上博士に就いて いのうえはかせについて 鈴木俊行 すずきとしゆき 19190825 東洋哲学 26-7 p.109～116 井上円了先生号 [雑] [百] -
3800 井上博士の事蹟並著書 いのうえはかせのじせきならびにちょしょ 上山任介 かみやまじんすけ 19190825 東洋哲学 26-7 p.329～332 井上円了先生号 [雑] [百] -
3801 井上博士を憶ふ いのうえはかせをおもう 塚原政次 つかはらせいじ 19190825 東洋哲学 26-7 p.256～257 井上円了先生号 [雑] [百] -
3802 井上博士を追悼す いのうえはかせをついとうす 土屋弘 つちやひろし 19190825 東洋哲学 26-7 p.247～249 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3803 井上博士を追悼す いのうえはかせをついとうす 松本文三郎 まつもとぶんざぶろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.99～101 井上円了先生号 [雑] [百] -
3804 井上甫水先生の事ども いのうえほすいせんせいのことども 佐竹観海 さたけかんかい 19190825 東洋哲学 26-7 p.270～272 井上円了先生号 [雑] [百] -
3805 井上甫水先生を想ふ いのうえほすいせんせいをおもう 今福　忍 いまふくしのぶ 19190825 東洋哲学 26-7 p.310～312 井上円了先生号 [雑] [百] -
3806 井上甫水先生を追慕して いのうえほすいせんせいをついぼして 武藤蔓人 むとうつると 19190825 東洋哲学 26-7 p.104～107 井上円了先生号 [雑] [百] -
3807 今や井上先生亡し噫 いまやいのうえせんせいなしああ 花房日秀 はなぶさにっしゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.282～283 井上円了先生号 [雑] [百] -
3808 ［円同大虚胸廓落］［漢詩］ えんどうだいきょきょうかくらく　かんし 秋山悟庵 あきやまごあん 19190825 東洋哲学 26-7 p.187 井上円了先生号 [雑] [百] -
3809 円了博士の訃音に接して いのうえはかせのふいんにせっして 村上専精 むらかみせんしょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.54～57 井上円了先生号 [雑] [百] -
3810 恩師井上先生追悼所感 おんしいのうえせんせいついとうしょかん 田浪龍本 たなみりゅうほん 19190825 東洋哲学 26-7 p.278～282 井上円了先生号 [雑] [百] -
3811 恩師の面影 おんしのおもかげ 高島米峰 たかしまべいほう 19190825 東洋哲学 26-7 p.116～124 井上円了先生号 [雑] [百] -
3812 懐井上先生 かいいのうえせんせい 桑山敏 くわやまさとし 19190825 東洋哲学 26-7 p.183 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3813 学生時代の井上君 がくせいじだいのいのうえくん 北条時敬 ほうじょうときたか 19190825 東洋哲学 26-7 p.323～326 井上円了先生号 [雑] [百] -
3814 活学者井上円了先生 かつがくしゃいのうええんりょうせんせい 佐崎重暉 さざきしげき 19190825 東洋哲学 26-7 p.196～197 井上円了先生号 [雑] [百] -
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3815 学校創立者としての井上先生 がっこうそうりつしゃとしてのいのうえせんせい 田中治吾平 たなかじごへい 19190825 東洋哲学 26-7 p.80～82 井上円了先生号 [雑] [百] -
3816 謹悼井上円了老博士［謹んで井上円了老博士を悼む］ きんとういのうええんりょうろうはかせ 梅田謹敬 うめだきんけい 19190825 東洋哲学 26-7 p.320 井上円了先生号 [雑] [百] -
3817 故井上円了博士 こいのうええんりょうはかせ 常盤大定 ときわだいじょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.304～306 井上円了先生号 [雑] [百] -
3818 故井上円了博士を悼む こいのうええんりょうはかせをいたむ 深作安文 ふかさくやすぶみ 19190825 東洋哲学 26-7 p.213～214 井上円了先生号 [雑] [百] -
3819 故井上先生を追懐して こいのうえせんせいをついかいして 斎藤孝一郎 さいとうこういちろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.90～92 井上円了先生号 [雑] [百] -
3820 哭井上円了博士 こくいのうええんりょうはかせ 岡田諦賢 おかだていけん 19190825 東洋哲学 26-7 p.352 井上円了先生号 [雑] [百] -
3821 哭甫水先生［甫水先生を哭す］［漢詩］ こくほすいせんせい　かんし 小西純静 こにしじゅんせい 19190825 東洋哲学 26-7 p.143 井上円了先生号 [雑] [百] -
3822 哭甫水先生［甫水先生を哭す］［漢詩］ こくほすいせんせい　かんし 東敬治 あずまけいじ 19190825 東洋哲学 26-7 p.82 井上円了先生号 [雑] [百] - 7/24/99
3823 国家の大損失也 こっかのだいそんしつなり 中川観秀 なかがわかんしゅう 19190825 東洋哲学 26-7 p.109 井上円了先生号 [雑] [百] -
3824 故博士の俤 こはかせのおもかげ 田村貫雄 たむらかんゆう 19190825 東洋哲学 26-7 p.69 井上円了先生号 [雑] [百] -
3825 三十年前 さんじゅうねんまえ 里見義隆 さとみよしたか 19190825 東洋哲学 26-7 p.276 井上円了先生号 [雑] [百] -
3826 四角な顔の井上先生 しかくなかおのいのうえせんせい 稲村修造 いなむらしゅうぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.175～178 井上円了先生号 [雑] [百] -
3827 ［上海、蘇州、杭州、長江苦熱、南京、九江］［漢詩］ しゃんはい、そしゅう、こうしゅう、ちょうこうくねつ、なんきん、きゅうこう　かんし 甫水 ほすい 19190825 東洋哲学 26-7 p.27 井上円了先生号 [雑] [百] -
3828 人格的偉大性の表現と井上円了博士 じんかくてきいだいせいのひょうげんといのうええんりょうはかせ 下沢瑞世 しもざわずいせい 19190825 東洋哲学 26-7 p.317～319 井上円了先生号 [雑] [百] -
3829 先生に対する感想の一斑 せんせいにたいするかんそうのいっぱん 長根禅提 ながねぜんてい 19190825 東洋哲学 26-7 p.162～163 井上円了先生号 [雑] [百] -
3830 先生の御仙遊について せんせいのごせんゆうについて 高賀銑三郎 たかがせんざぶろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.126～128 井上円了先生号 [雑] [百] -
3831 先生の死をいちざかなしみて［和歌］ せんせいのしをいちざかなしみて　わか 正富汪洋 まさとみおうよう 19190825 東洋哲学 26-7 p.306～307 井上円了先生号 [雑] [百] -
3832 先生の霊前に懺悔す せんせいのれいぜんにざんげす 禿氏岳山 とくしがくざん 19190825 東洋哲学 26-7 p.214～219 井上円了先生号 [雑] [百] -
3833 超越された方 ちょうえつされたかた 葛西善蔵 かさいぜんぞう 19190825 東洋哲学 26-7 p.142 井上円了先生号 [雑] [百] -
3834 弔甫水井上先生［甫水井上先生を弔す］［漢詩］ こくほすいいのうえせんせい　かんし 志水三郎 しみずさぶろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.293 井上円了先生号 [雑] [百] -
3835 哲学宗の祖師 てつがくしゅうのそし 新町徳之 しんまちとくゆき 19190825 東洋哲学 26-7 p.275～276 井上円了先生号 [雑] [百] -
3836 哲学堂と我が寺 てつがくどうがわがてら 金子慈叡 かねこじえい 19190825 東洋哲学 26-7 p.153～155 井上円了先生号 [雑] [百] -
3837 東洋大学名誉学長甫水井上先生校葬挽歌［漢詩］ とうようだいがくめいよがくちょうほすいせんせいこうそうばんか　かんし 依知川敦 いちかわあつし 19190825 東洋哲学 26-7 p.322 井上円了先生号 [雑] [百] -
3838 博士は平凡な偉人也 はかせはへいぼんないじんなり 服部俊崖 はっとりしゅんがい 19190825 東洋哲学 26-7 p.261～262 井上円了先生号 [雑] [百] -
3839 文学博士井上先生を懐ふ ぶんがくはかせいのうえせんせいをおもう 大山秀顕 おおやましゅうけん 19190825 東洋哲学 26-7 p.107～108 井上円了先生号 [雑] [百] -
3840 平民的偉人 へいみんてきいじん 正富汪洋 まさとみおうよう 19190825 東洋哲学 26-7 p.102～104 井上円了先生号 [雑] [百] -
3841 捧哲学館大学名誉学長文学博士井上円了先生書 ほうてつがくかんだいがくめいよがくちょうぶんがくはかせいのうええんりょうせんせいしょ 岡原尭鉄 おかはらぎょうてつ 19190825 東洋哲学 26-7 p.133～136 井上円了先生号 [雑] [百] -
3842 奉悼甫水井上先生逝去感想一片［甫水井上先生の逝去を悼み、感想一片を奉る］ ほうとうほすいいのうえせんせいせいきょかんそういっぺん 鷲嶺瑚山 じゅれいこざん 19190825 東洋哲学 26-7 p.309～310 井上円了先生号 [雑] [百] -
3843 甫水井上円了先生譜略 ほすいいのうええんりょうせんせいふりゃく 19190825 東洋哲学 26-7 p.17～26 井上円了先生号 [雑] [百] -
3844 甫水井上円了先生を悼す ほすいいのうええんりょうせんせいをとうす 高瀬武次郎 たかせたけじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.272～273 井上円了先生号 [雑] [百] -
3845 甫水井上先生に就いての感想 ほすいいのうえせんせいについてのかんそう 本多辰次郎 ほんだたつじろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.172～175 井上円了先生号 [雑] [百] -
3846 甫水井上先生を憶ふ ほすいいのうえせんせいをおもう 八木光貫 やぎこうかん 19190825 東洋哲学 26-7 p.350～352 井上円了先生号 [雑] [百] -
3847 甫水先生の三禁三跡 ほすいせんせいのさんきんさんせき 安藤正純 あんどうまさずみ 19190825 東洋哲学 26-7 p.332～336 井上円了先生号 [雑] [百] -
3848 甫水先生を悼む ほすいせんせいをいたむ 小柳司気太 こやなぎしきた 19190825 東洋哲学 26-7 p.246～247 井上円了先生号 [雑] [百] -
3849 甫水先生を憶ふ ほすいせんせいをおもう 神崎一作 かんざきいっさく 19190825 東洋哲学 26-7 p.296～299 井上円了先生号 [雑] [百] -
3850 甫水博士挽歌用所唱和韻［甫水博士晩歌に唱う所を用いて韻に和す］［漢詩］ ほすいはかせばんかようしょしょうわいん　かんし 杉浦重剛 すぎうらじゅうこう 19190825 東洋哲学 26-7 p.253 井上円了先生号 [雑] [百] -
3851 明治啓蒙時代の一人者 めいじけいもうじだいのいちにんしゃ 桑木厳翼 くわきげんよく 19190825 東洋哲学 26-7 p.219～223 井上円了先生号 [雑] [百] -
3852 名誉学長井上円了博士巡講踏跡図 めいよがくちょういのうええんりょうはかせじゅんこうとうせきず 19190825 東洋哲学 26-7 折込 井上円了先生号 [雑] [百] -
3853 滅後の先生に邂逅ふ めつごのせんせいにあう 清水谷善照 しみずだにぜんしょう 19190825 東洋哲学 26-7 p.225～227 井上円了先生号 [雑] [百] -
3854 余の三大恩人 よのさんだいおんじん 梅原喜太郎 うめはらよしたろう 19190825 東洋哲学 26-7 p.284～285 井上円了先生号 [雑] [百] -
3855 予の博士に私淑せる所以 よのはかせにししゅくせるゆえん 田辺善知 たなべぜんち 19190825 東洋哲学 26-7 p.50～52 井上円了先生号 [雑] [百] -
3856 私の理想の目標 わたしのりそうのもくひょう 富田◆純 とみたこうじゅん 19190825 東洋哲学 26-7 p.62～63 井上円了先生号 [雑] [百] -
3857 和田山之埋骨式 わだやまのまいこつしき 19190825 東洋哲学 26-7 p.361 井上円了先生号 [雑] [百] -
3858 甫水博士逸話 ほすいはかせいつわ 江峰道人 こうほうどうじん 19190901 法蔵 337 p.44～47 [雑] [円] -
3859 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 三輪政一(編) みわせいいち 19190904 東洋大学校友会 「東洋哲学」26-7を単行本とした [単] [東洋] -
3860 井上円了博士著作目録 いのうええんりょうはかせちょさくもくろく 19190904 井上円了先生 p.28～38 東洋大学校友会 [所] [東洋] -
3861 「井上円了先生」の出版 いのうええんりょうせんせいのしゅっぱん 19190910 東洋哲学 26-8 p.64 [雑] [百] -
3862 井上円了博士校葬記 いのうええんりょうはかせこうそうき 19190910 東洋哲学 26-8 p.62～64 [雑] [百] -
3863 井上円了博士最後の旅 いのうええんりょうはかせさいごのたび 19190910 東洋哲学 26-8 p.61 [雑] [百] -
3864 南無絶対無限尊 なむぜったいむげんそん 安藤正純 あんどうまさずみ 19190910 東洋哲学 26-8 p.1～10 [雑] [百] -
3865 博士の臨終 はかせのりんじゅう 19190910 東洋哲学 26-8 p.62 [雑] [百] -
3866 和田山之埋骨式 わだやまのまいこつしき 19190910 東洋哲学 26-8 p.64 [雑] [百] -
3867 東洋哲学 井上円了先生号［紹介］ とうようてつがく　いのうええんりょうせんせいごう　しょうかい 19190916 万朝報 [新] [円] -
3868 東洋哲学 井上円了先生号［紹介］ とうようてつがく　いのうええんりょうせんせいごう　しょうかい 19190917 二六新報 [新] [円] -
3869 東洋哲学 第八号［紹介］ とうようてつがく　だいはちごう　しょうかい 19190917 国民新聞 [新] [円] -
3870 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19190923 京都毎夕新聞 [新] [円] -
3871 東洋哲学 井上円了博士記念号［寄贈］ とうようてつがく　いのうええんりょうはかせきねんごう　きそう 19191001 哲学雑誌 34-392 p.87 [雑] [東洋] -
3872 甫水博士逸話 ほすいはかせいつわ 江峰道人 こうほうどうじん 19191001 法蔵 338 p.53～56 [雑] [円] -
3873 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191004 愛媛新報 [新] [円] -
3874 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191004 中国民報 [新] [円] -
3875 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191005 河北新報 [新] [円] -
3876 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191005 大分新聞 [新] [円] -
3877 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191005 小樽新聞 [新] [円] -
3878 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191005 静岡民友新聞 [新] [円] -
3879 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191006 神戸新聞 [新] [円] -
3880 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191007 朝鮮新聞 [新] [円] -
3881 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191007 高知新聞 [新] [円] -
3882 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191008 神戸又新日報 [新] [円] -
3883 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191008 満州日日新聞 [新] [円] -
3884 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191008 鹿児島新聞 [新] [円] -
3885 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191009 横浜貿易新報 [新] [円] -
3886 一回の拝面永年の思慕 いっかいのはいめんえいねんのしぼ 恩田剛堂 おんだごうどう 19191010 東洋哲学 26-9 p.48～51 [雑] [百] -
3887 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191010 名古屋新聞 [新] [円] -
3888 井上円了先生製本出来 いのうええんりょうせんせいせいほんしゅったい 19191010 東洋哲学 26-9 p.57 [雑] [百] -
3889 井上家より五百円寄贈 いのうえけよりごひゃくえんきそう 19191010 東洋哲学 26-9 p.54 [雑] [百] -
3890 井上博士の百ケ日法要 いのうえはかせのひゃっかにちほうほうよう 19191010 東洋哲学 26-9 p.54 [雑] [百] -
3891 時代と仏教 じだいとぶっきょう 田中善立 たなかぜんりつ 19191010 東洋哲学 26-9 p.37～44 [雑] [百] -
3892 秋日抄 しゅうじつしょう 19191010 東洋哲学 26-9 p.52～53 [雑] [百] -
3893 初見の追憶 しょけんのついおく 三島定之助 みしまていのすけ 19191010 東洋哲学 26-9 p.51～53 [雑] [百] -
3894 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191011 下野新聞 [新] [円] -
3895 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191011 関門日日新聞 [新] [円] -
3896 地方的迷信 ちほうてきめいしん 井上円了 いのうええんりょう 19191011 明治聖徳記念学会紀要 12 p.91～109 [雑] [国] -
3897 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191012 芸備日日新聞 [新] [円] -
3898 東［洋］哲学(第九号)［紹介］ とうようてつがく　だいきゅうごう　しょうかい 19191014 東京毎夕新聞 [新] [円] -
3899 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191017 台湾日日新聞 [新] [円] -
3900 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191018 伊勢新聞 [新] [円] -
3901 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191020 京都日ノ出新聞 [新] [円] -
3902 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191023 京城日報 [新] [円] -
3903 北馬南船送老涯［漢詩］ ほくばなんせんそうろうがい　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19191110 東洋哲学 26-10 p.1 [雑] [百] -
3904 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191115 九州日日新聞 [新] [円] -
3905 井上円了先生［紹介］ いのうええんりょうせんせい　しょうかい 19191127 都新聞 [新] [円] -
3906 東洋大学記念会 とうようだいがくきねんかい 19191127 中外日報 [新] [円] -
3907 哲学の誤解(1) てつがくのごかい　いち 井上円了 いのうええんりょう 19191210 東洋哲学 26-11 p.1 [雑] [百] -
3908 ［井上先生の校葬］［広告］ いのうえせんせいのこうそう　こうこく 19199999 時事新報 [新] [東洋] -
3909 井上博士遺骸 いのうえはかせいがい 19199999 [新] [東洋] -
3910 故円了博士葬儀 こえんりょうはかせそうぎ 19199999 大阪新聞 [新] [円] -
3911 済南の追悼 さいなんのついとう 19199999 中外日報 [新] [円] -
3912 端書便 はがきびん 19199999 国民新聞 [新] [未] -
3913 博士の遺言状に曰く：哲学堂を私有せず政府に寄附するか財団法人に はかせのゆいごんじょうにいわく：てつがくどうをしゆうせずせいふにきふするかざいだんほうじんに 19199999 [新] [東洋] -
3914 思ひ出づるまゝを おもいいずるままを 目賀田逸子 めがたいつこ 19200110 東洋哲学 27-1 p.68～75 [雑] [百] -
3915 ［大正9年］新年宴差控有志懇話会 たいしょうきゅうねん　しんねんえんさこうゆうしこんわかい 19200110 東洋哲学 27-1 p.86 [雑] [百] -
3916 哲学講義より てつがくこうぎより 井上円了 いのうええんりょう 19200110 東洋哲学 27-1 p.1 [雑] [百] -
3917 哲学堂記(1) てつがくどうき　いち 吉村幸夫 よしむらゆきお 19200110 東洋哲学 27-1 p.76～82 [雑] [百] -
3918 白山より はくさんより 吉村幸夫 よしむらゆきお 19200110 東洋哲学 27-1 p.90 [雑] [百] -
3919 教育宗教関係篇［漢詩］ きょういくしゅうきょうかんけいへん　かんし 井上円了 いのうええんりょう 19200210 東洋哲学 27-2 p.1 [雑] [百] -
3920 哲学堂記(2) てつがくどうき　に 吉村幸夫 よしむらゆきお 19200210 東洋哲学 27-2 p.37～45 [雑] [百] -
3921 井上名誉学長一周年祭 いのうえめいよがくちょういっしゅうねんさい 19200710 東洋哲学 27-7 p.48 [雑] [百] -
3922 井上先生法要と孔子祭 いのうえせんせいほうようとこうしさい 19201110 東洋哲学 27-10 p.50 [雑] [百] -
3923 祭井上博士文［井上博士を祭るの文］［漢文］ さいいのうえはかせぶん　かんし 土屋鳳洲 つちやほうしゅう 19201110 東洋哲学 27-10 p.49 [雑] [百] -
3924 哲学堂より てつがくどうより 境野哲 さかいのさとし 19201210 東洋哲学 27-11 p.19 [雑] [百] - 7/24/99
3925 新設学科披露会記 しんせつがっかひろうかいき 吉村幸夫 よしむらゆきお 19210910 東洋哲学 28-8 p.29～36 [雑] [百] -
3926 明治宗教史：基督教及仏教 めいじしゅうきょうし：きりすときょうおよびぶっきょう 島地大等 しまじだいとう 19211099 解放 3-10 [雑] [未] -
3927 明治千字文 めいじせんじもん 井上円了(撰) いのうええんりょう 19211299 一音社 林祖堂澄書 [単] [未] -
3928 井上円了君を憶ふ いのうええんりょうくんをおもう 岡田良平 おかだりょうへい 19220110 東洋哲学 29-1 p.12～14 [雑] [百] -
3929 故円了先生三周年法会 こえんりょうせんせいさんしゅうねんほうえ 19220110 東洋哲学 29-1 p.68 [雑] [百] -
3930 市俄古［漢詩］ しかご　かんし 井上甫水 いのうえほすい 19220210 東洋哲学 29-2 p.51 市俄古はシカゴ [雑] [百] -
3931 米国行［漢詩］ べいこくこう　かんし 井上甫水 いのうえほすい 19220210 東洋哲学 29-2 p.51 [雑] [百] -
3932 帰航［漢詩］ きこう　かんし 井上甫水 いのうえほすい 19220310 東洋哲学 29-3 p.70 [雑] [百] -
3933 米国［漢詩］ べいこく　かんし 井上甫水 いのうえほすい 19220310 東洋哲学 29-3 p.70 [雑] [百] -
3934 井上先生四周年法会並に哲学堂四聖祭 いのうえせんせいよんしゅうねんほうえならびにてつがくどうしせいさい 19221210 東洋哲学 29-12 p.47～48 [雑] [百] -
3935 妖怪学講義 ようかいがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 19230299 大鐙閣 全4冊、日付は完結日 [単] [未] -
3936 校友並に学友諸兄に告ぐ［彙報］ こうゆうならびにがくゆうしょけいにつぐ　いほう 19230710 東洋哲学 30-7 p.50 [雑] [百] -
3937 関西の一角より かんさいのいっかくより 九思老客 くしろうかく 19231110 東洋哲学 30-9 p.57～59 [雑] [百] -
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3938 校友会記事［記事］ こうゆうかいきじ　きじ 19231110 東洋哲学 30-9 p.60 [雑] [百] -
3939 哲学館の昔 てつがくかんのむかし 秋聲楼主人 しゅうせいろうしゅじん 19231110 東洋哲学 30-9 p.54～55 [雑] [百] -
3940 東洋大学事件と有島事件 とうようだいがくじけんとありしまじけん 関寛之 せきひろゆき 19231199 教育学術界 4-2 [雑] [未] - 7/24/99
3941 和田山の明月 わだやまのめいげつ 19240110 東洋哲学 31-1 p.14 [雑] [百] -
3942 寒梅余香 かんばいよこう 柏陽生 はくようせい 19240210 東洋哲学 31-2 p.27 [雑] [百] -
3943 乾坤社及び雑誌「日本人」 けんこんしゃおよびざっし　にほんじん 大町桂月\猪狩史山　おおまちけいげつ・いがりしざん 19240604 杉浦重剛先生 p.221～224 政教社 [所] [京] -
3944 和田山の森［法要］ わだやまのもり　ほうよう 19240720 東洋哲学 31-7 p.46 [雑] [百] -
3945 日本宗教史 にほんしゅうきょうし 土屋詮教 つちやせんきょう 19250518 p.481 自修社 [単] [東洋] -
3946 引退の辞 いんたいのじ 田辺善知 たなべぜんち 19250710 東洋哲学 32-6 p.2～8 [雑] [百] -
3947 入社の御挨拶 にゅうしゃのごあいさつ 依田孟(他) よだたけし 19250810 東洋哲学 32-7 p.1～2 佐伯復堂、三大寺本紹 [雑] [百] -
3948 亡父の忌日に際して ぼうふのきにちにさいして 井上玄一 いのうえげんいち 19251101 観想 21 p.1～5 [雑] [東洋] -

3949 日本宗教史 にほんしゅうきょうし 比屋根安定 ひやねあんてい 19259999
p.1004,1019,1021～
1022,1032

三共出版社 [単] [東洋] -

3950 甫水井上君墓陰記［漢文］ ほすいいいのうえくんぼいんき　かんぶん 内田遠湖 うちだえんこ 19260601 観想 28 p.30 [雑] [東洋] -
3951 処世哲学 しょせいてつがく 井上円了 いのうええんりょう 19261220 忠誠堂 『奮闘哲学』の改題本 [単] [東洋] -
3952 井上円了 いのうええんりょう 19269999 大日本人名辞書 p.289～290 大日本人名辞書刊行会 [所] [東洋] -
3953 井上円了先生を憶ふ いのうええんりょうせんせいをおもう 高島米峰 たかしまべいほう 19270325 高島米峰氏大演説集 p.327～348 大日本雄弁会 東洋大学創立40周年記念講演 [所] [京] -
3954 明治大正の哲学 めいじたいしょうのてつがく 金子筑水 かねこちくすい 19270615 太陽 33-8 p.191～204 [雑] [東洋] -
3955 井上敬子女子 いのうえけいこじょし 高島米峰 たかしまべいほう 19270803 随筆 思ふまゝ p.75～78 講談社 円了の妻について [所] [円] -
3956 東洋哲学の大恩人護国愛理の唱道者井上円了博士：明治大正の教界とその人物(7) とうようてつがくのだいおんじんごこくあいりのしょうどうしゃいのうええんりょうはかせ：めいじたいしょうのきょうかいとそのじんぶつ　なな 極東学人 きょくとうがくじん 19280899 仏教思想 3-8 p.75～79 [雑] [未] -
3957 思想と信仰 しそうとしんこう 島地大等 しまじだいとう 19281104 明治宗教史 [所] [未] -
3958 明治大正昭和仏教史 めいじたいしょうしょうわぶっきょうし 土屋詮教 つちやせんきょう 19289999 仏教大学講座 2 p.56～57,60,63～66 仏教年鑑社 [所] [未] -
3959 耶蘇教排撃史料考 やそきょうはいげきしりょうこう 桜井匡 さくらいただし 19289999 仏教大学講座 8 p.10～21 仏教年鑑社 [所] [未] - 7/24/99
3960 井上円了 いのうええんりょう 岡本瓊二 おかものけいじ 19290420 教育学術界 臨時増刊 p.200～201 モナス社 本文中の年代の記述に誤りあり [雑] [百] -
3961 国粋主義運動 こくすいしゅぎうんどう 岡本瓊二 おかものけいじ 19290420 教育学術界 臨時増刊 p.195～199 モナス社 本文中の年代の記述に誤りあり [雑] [百] -
3962 明治大正傑僧秘談 めいじたいしょうけっそうひだん 山内脩謙 やまうちしゅうけん 19290420 p.247～249 大雄閣 [単] [東洋] -
3963 創立者への思慕：仏教活論序論について［解説］ そうりつしゃへのしぼ：ぶっきょうかつろんじょろんについて　かいせつ 常盤大定 ときわだいじょう 19291199 東洋大学学報 [新] [百] -
3964 創立者への思慕：真理金針に就いて［解説］ そうりつしゃへのしぼ：しんりきんしんについて　かいせつ 常盤大定 ときわだいじょう 19300199 東洋大学学報 [新] [百] -
3965 甫水井上君を祭る文 ほすいいのうえくんをまつるぶん 内田周平 うちだしゅうへい 19300550 東洋大学学報 4 p.2～3 [新] [百] -
3966 迷信と宗教 めいしんとしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19300810 修文社 [単] [東洋] -
3967 明治時代に於ける真宗学の大勢 めいじじだいにおけるしゅうしんがくのたいせい 杉紫朗 すぎしろう 19300820 龍谷大学論叢 293 p.38～70 [雑] [東洋] - 7/24/99
3968 明治時代の印度学 めいじじだいのいんどがく 浅野三智 あさのみつとも 19300820 龍谷大学論叢 293 p.266～293 [雑] [東洋] -
3969 明治時代の仏教史研究 めいじじだいのぶっきょうしけんきゅう 西光義遵 にしみつぎじゅん 19300820 龍谷大学論叢 293 p.71～95 [雑] [東洋] -
3970 明治仏教学界の大勢 めいじぶっきょうがっかいのたいせい 月輪賢隆 つきのわけんりゅう 19300820 龍谷大学論叢 293 p.1～37 [雑] [東洋] -
3971 恩師井上円了先生 おんしいのうええんりょうせんせい 高島米峰 たかしまべいほう 19310105 本願寺物語 p.390～401 実業之日本社 [所] [百] -
3972 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 19310205 桜井均『妖怪学講義』全6冊の合本、発売元は井上円了妖怪学刊行会 [単] [東洋] -
3973 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 19310299 山洞書院 合本 [単] [未] -
3974 仏教関係雑誌分類目録 ぶっきょうかんけいざっしぶんるいもくろく 龍谷大学図書館 りゅうこくだいがくとしょかん 19310730 百華苑 [単] [東洋] -
3975 明治文献目録 めいじぶんけんもくろく 高市慶雄(編) たかいちよしお 19320320 p.190 日本評論社 [単] [東洋] -
3977 妖怪学 ようかいがく 井上円了 いのうええんりょう 19321099 荘人社 『妖怪学講義』の合本 [単] [未] -
3978 明治哲学界の回顧 めいじてつがくかいのかいこ 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19321125 岩波講座 哲学Ⅳ(6) p.3～86 岩波書店 [所] [東洋] -
3979 明治以降の仏教 めいじいこうのぶっきょう 椎尾弁匡 しいおべんきょう 19330101 宗教研究 新10-1 p.295～307 [雑] [東洋] -
3980 明治仏教研究資料論 めいじぶっきょうけんきゅうしりょうろん 徳重浅吉 とくしげせんきち 19330101 宗教研究 新10-1 p.308～332 [雑] [東洋] -
3981 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 飯田尭一 いいだぎょういち 19330320 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) p.21～24 東洋大学学友会雑誌部 [所] [東洋] -
3982 井上円了先生を憶い いのうええんりょうせんせいをおもい 金子日聡 かねこにっそう 19330320 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) p.18～21 東洋大学学友会雑誌部 [所] [東洋] -
3983 井上円了先生を憶ふ いのうええんりょうせんせいをおもう 高島米峰 たかしまべいほう 19330320 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) p.5～18 東洋大学学友会雑誌部 [所] [東洋] -
3984 想出片々 おもいでへんぺん 田中治六 たなかじろく 19330320 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) p.2～4 東洋大学学友会雑誌部 [所] [東洋] -
3985 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) とうようだいがくとがくそいのうえせんせい　とうようがくえんとくべつごう 成石義之(編) なるいしよしゆき 19330320 東洋大学学友会雑誌部 [単] [東洋] -
3986 私の魂［を］捉へられた学祖の活きた力と洋大気質の回顧 わたしのたましいをとらえられたがくそのいきたちからとようだいきしつのかいこ 広瀬了義 ひろせりょうぎ 19330320 東洋大学と学祖井上先生(東洋学苑特別号) p.30～37 東洋大学学友会雑誌部 [所] [東洋] -
3987 井上円了先生を想ふ いのうええんりょうせんせいをおもう 高島米峰 たかしまべいほう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.710～716 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3988 大内青巒先生のことども おおうちせいらんせんせいのことども 境野黄洋 さかいのこうよう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.717～716 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3989 開導新聞の発行 かいどうしんぶんのはっこう 安藤州一 あんどうしゅういち 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.511～517 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3990 浩々堂の懐旧 こうこうどうのかいきゅう 安藤州一 あんどうしゅういち 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.488～503 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3991 縮刷大蔵経出版の回想 しゅくさつだいぞうきょうしゅっぱんのかいそう 妻木直良 つまきただよし 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.456～460 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3992 父村上専精を語る ちちむらかみせんしょうをかたる 村上龍英 むらかみりゅうえい 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.697～698 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3993 追憶雑談 ついおくざつだん 境野黄洋 さかいのこうよう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.521～531 明治仏教の研究\回顧号,井上円了\哲学館のこと [雑] [円] -
3994 土地無償交付と軍隊布教 とちむしょうこうふとぐんたいふきょう 中山理賢 なかやまりけん 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.470～476 明治仏教の研究\回顧号、寺田福寿氏と哲学館の関係 [雑] [円] -
3995 明治時代に於ける神儒仏基の交渉 めいじじだいにおけるしんじゅぶっきょうのこうしょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.58～64 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3996 明治時代に於ける渡印の仏教徒 めいじじだいにおけるといんのぶっきょうと 泉 芳◆ いずみほうえい 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.162～170 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3997 明治時代の新聞が取り上げた仏教界の大事件 めいじじだいのしんぶんがとりあげたぶっきょうかいのだいじけん 吉村貫練 よしむらかんれん 19330701 現代仏教 特輯号 p.295～303 明治仏教の研究\回顧 [雑] [円] -
3998 明治時代の仏教社会事業 めいじじだいのぶっきょうしゃかいじぎょう 浅野研真 あさのけんしん 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.266～277 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
3999 明治仏教一夜譚 めいじぶっきょういちやたん 安藤正純 あんどうまさずみ 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.581～593 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4000 明治仏教学者の海外進出 めいじぶっきょうがくしゃのかいがいしんしゅつ 羽渓了諦 はたにりょうたい 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.97～108 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4001 明治仏教教学史 めいじぶっきょうきょうがくし 宮本正尊 みやもとしょうそん 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.18～30 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4002 明治仏教と印度哲学講座 めいじぶっきょうといんどてつがくこうざ 常盤大定 ときわだいじょう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.87～93 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4003 明治仏教と外来新思想 めいじぶっきょうとがいらいしんしそう 矢吹慶輝 やぶきけいき 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.31～50 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4004 明治仏教と教育：一般教育並に宗門教育 めいじぶっきょうときょういく：いっぱんきょういくならびにしゅうもんきょういく 土屋詮教 つちやせんきょう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.109～116 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4005 明治仏教と出版事業 めいじぶっきょうとしゅっぱんじぎょう 禿氏祐祥 とくしゆうしょう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.175～179 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4006 明治仏教徒の耶蘇教攻撃 めいじぶっきょうとのやそきょうこうげき 柘植信秀 つげのぶひで 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.237～240 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4007 明治仏教の経験と体験 めいじぶっきょうのけいけんとたいけん 谷本富 たにもととめり 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.532～538 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] - 7/24/99
4008 明治仏教の大勢 めいじぶっきょうのたいせい 高楠順次郎 たかくすじゅんじろう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.6～17 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4009 明治仏教略年表 めいじぶっきょうりゃくねんぴょう 19330701 現代仏教 105(特輯号) p.772～775 明治仏教の研究\回顧号 [雑] [円] -
4010 妖怪学 第一巻 ようかいがく　だいいっかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4011 妖怪学 第二巻 ようかいがく　だいにかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4012 妖怪学 第三巻 ようかいがく　だいさんかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4013 妖怪学 第四巻 ようかいがく　だいよんかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4014 妖怪学 第五巻 ようかいがく　だいごかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4015 妖怪学 第六巻 ようかいがく　だいろっかん 井上円了 いのうええんりょう 19330915 巧人社 妖怪学講義の改題本 [単] [東洋] -
4016 明治時代に於ける唯物論：明治哲学史研究の一断面 めいじじだいにおけるゆいぶつろん：めいじてつがくしけんきゅうのいちだんめん 丸山時夫 まるやまときお 19331201 唯物論研究 14 p.46～64 [雑] [東洋] -
4017 「日本主義」思想の露漲 にほんしゅぎしそうのろちょう 坂本三善 さかもとみつよし 19340401 唯物論研究 18 p.147～152 [雑] [東洋] -
4018 明治時代の唯物論文献の紹介討論 めいじじだいのゆいぶつろんぶんけんのしょうかいとうろん 細呂木卓夫 ほそろぎたくお 19340401 唯物論研究 18 p.157～170 [雑] [東洋] -
4019 明治哲学史研究 めいじてつがくしけんきゅう 丸山時夫 まるやまときお 19340501 唯物論研究 19 p.35～47 [雑] [東洋] -
4020 明治年間仏教関係新聞雑誌目録 めいじねんかんぶっきょうかんけいしんぶんざっしもくろく 友松円諦(他) ともまつえんたい 19340725 明治仏教史編纂所 [単] [東洋] -
4021 我国に於ける近世哲学の回顧：輸入哲学との関係に於て わがくににおけるきんせいてつがくのかいこ：ゆにゅうてつがくとのかんけいにおいて 戸弘柯三 とひろかぞう 19341001 唯物論研究 24 p.49～62 [雑] [東洋] -
4022 明治時代の耶蘇教排撃論 めいじじだいのやそきょうはいげきろん 桜井匡 さくらいただし 19350101 宗教研究 新12-1 p.131～147 [雑] [東洋] - 7/24/99
4023 明治時代に於ける宗教の発展過程 めいじじだいにおけるしゅうきょうのはってんかてい 秋沢修二 あきざわしゅうじ 19350401 唯物論研究 30 p.45～61 [雑] [東洋] -
4024 井上円了 いのうええんりょう 19350429 明治百傑略伝 国民礼普及会 [所] [円] -
4025 アジア的イデオロギーとしての仏教(原始仏教) あじあてきいでおろぎーとしてのぶっきょう　げんしぶっきょう 秋沢修二 あきざわしゅうじ 19350701 唯物論研究 33 p.18～39 [雑] [東洋] -
4026 近代日本哲学史 きんだいにほんてつがくし 三枝博音 さいぐさひろと 19350899 ナウカ社 [単] [未] -
4027 明治思想史 めいじしそうし 鳥井博郎 とりいひろお 19350917 p.231～235 三笠書房 復刻：日本近代史叢書、河出書房、昭和28年12月15日 [単] [東洋] -
4028 加藤弘之の無神論と仏教批判 かとうひろゆきのむしんろんとぶっきょうひはん 堤克久 つつみかつひさ 19351001 唯物論研究 36 p.49～67 [雑] [東洋] - 7/24/99
4029 「星界想遊記」について：井上円了博士の夢物語［批評］ せいかいそうきについて：いのうええんりゅはかせのゆめものがたり　ひひょう 愛沢恒雄 あいざわつねお 19351106 思想と文学 2 p.69～79 [雑] [百] -
4030 明治高僧傅 めいじこうそうでん 増谷文雄 ますやふみお 19359999 日本評論社 [単] [未] -
4031 井上円了と真理 いのうええんりょうとしんり 三田村乾 みたむらかん 19360199 仏教 2-1 [雑] [未] -
4032 懐旧九十年 かいきゅうきゅうじゅうねん 石黒忠悳 いしぐろただのり 19360211 p.61～64 石黒忠悳 [単] [円] -
4033 井上円了博士 いのうええんりょうはかせ 黒田亮 くろだりょう 19361010 長岡中学読本 人物編 p.172～186 目黒書店 [所] [百] - 7/24/99
4034 祝和同会記念祭 しゅくわどうかいきねんさい 井上円了 いのうええんりょう 19361010 長岡中学読本 人物篇 p.185～186 目黒書店 [所] [百] -
4035 雪の学塾［井上円了と石黒塾］ ゆきのがくじゅつ　いのうええんりょうといしぐろじゅく 19361010 長岡中学読本 人物篇 p.183～184 目黒書店 『日本英雄伝』より [所] [百] -
4036 井上円了博士を語る［対談］ いのうええんりょうはかせをかたる　たいだん 19361128 思想と文学 2-3 p.64～90 内田周平、棚橋一郎、高島米峰、三石賤夫、加藤精神、三島定之助、西山哲治、柴田甚五郎、柳井正夫、愛沢恒 [雑] [百] -
4037 円了［著作目録］ えんりょう　ちょさくもくろく 村上濱吉 むらかみはまきち 19370420 明治文学書目 p.334～337 村上文庫『井上円了先生』の目録を訂正して収録 [所] [東洋] -
4038 明治文学書目 めいじぶんがくしょもく 村上濱吉 むらかみはまきち 19370420 p.334～337 村上文庫 [単] [東洋] -
4039 明治仏教史上に於ける新聞雑誌 めいじぶっきょうしじょうにおけるしんぶんざっし 中野晴介 なかのせいすけ 19371001 書物展望 7-10 p.65～71 [雑] [東洋] -
4040 一学究としての想望 いちがっきゅうとしてのそうぼう 稲葉正 いなばただし 19371123 思想と文学 3-2 p.93～94 学生,東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4041 井上円了先生著書目録(未定稿) いのうええんりょうせんせいちょしょもくろく　みていこう 19371123 東洋大学創立五十年史 p.544～548 東洋大学 [所] [東洋] -
4042 井上円了先生年譜略 いのうええんりょうせんせいねんぷりゃく 19371123 東洋大学創立五十年史 p.523～543 東洋大学 [所] [東洋] -
4043 井上円了先生略伝 いのうええんりょうせんせいりゃくでん 19371123 東洋大学創立五十年史 p.505～522 東洋大学 [所] [東洋] -
4044 憶井上甫水先生［井上甫水先生を憶う］［漢詩］ おくいのうえほすいせんせい　かんし 高島米峰 たかしまべいほう 19371123 思想と文学3-2 p.121 東洋大学創立五十周年記念
4045 学祖の精神と教学 がくそのせいしんときょうがく 内田充 うちだみつる 19371123 思想と文学 3-2 p.146～151 学生、東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4046 学祖の精神に帰れ がくそのせいしんにかえれ 橋爪謙二 はしづめけんじ 19371123 思想と文学 3-2 p.95 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4047 学祖の「戦争哲学」 がくそのせんそうてつがく 三瀬武治 みつせたけはる 19371123 東洋大学新聞 148 p.26～27 東洋大学新聞学会 創立満五十周年記念臨時増刊 [所] [百] -
4048 学祖の像 がくそのぞう 斎藤博 さいとうひろし 19371123 思想と文学 3-2 p.173～175 学生、東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4049 勝海舟と井上学祖 かつかいしゅうといのうえがくそ 柴田甚五郎 しばたじんごろう 19371123 東洋大学新聞 148 p.28～29 東洋大学新聞学会 創立満五十周年記念臨時増刊 [所] [百] -
4050 戯曲 井上円了 ぎきょく　いのうええんりょう 正富汪洋 まさとみおうよう 19371123 思想と文学 3-2 p.190～217 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4051 愚人の願望：明日の学園建設への指針 ぐじんのがんぼう：あすのがくえんけんせつへのししん 宮西一積 みやにしいっせき 19371123 思想と文学 3-2 p.177～183 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4052 建学精神の再認識 けんがくせいしんのさいにんしき 赤松普現 あかまつしんげん 19371123 思想と文学 3-2 p.165～167 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4053 建学精神の発揮 けんがくせいしんのはっき 勝田宗信 かつたしゅうしん 19371123 思想と文学 3-2 p.119～120 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4054 建学の精神にたち帰れ けんがくのせいしんにたちかえれ 木村宣雄 きむらのりお 19371123 思想と文学 3-2 p.171～173 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4055 三十二年の思ひ出 さんじゅうにねんのおもいで 高島平三郎 たかしまへいさぶろう 19371123 思想と文学 3-2 p.121～125 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4056 修学\護国\愛理 しゅうがく・ごこく・あいり 高宮義雄 たかみやよしお 19371123 思想と文学 3-2 p.137～140 学生、東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4057 哲学館創立の趣旨と其の教育方針 てつがくかんそうりつのしゅしとそのきょういくほうしん 愛沢恒雄 あいざわつねお 19371123 東洋大学新聞 148 p.23～26 東洋大学新聞学会 創立満五十周年記念臨時増刊 [所] [百] -
4058 哲学館大学 てつがくかんだいがく 是川恵玉 これかわけいぎょく 19371123 思想と文学 3-2 p.163～164 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4059 哲学館の先生となりて てつがくかんのせんせいとなりて 広井辰太郎 ひろいたつたろう 19371123 思想と文学 3-2 p.185～187 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4060 東洋大学学生募集広告［広告］ とうようだいがくがくせいぼしゅうこうこく　こうこく 19371123 東洋大学新聞 148 東洋大学新聞学会 創立満五十周年記念臨時増刊 [所] [百] -
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4061 ［東洋大学創立50周年についての］回顧 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのかいこ 斎藤孝一郎 さいとうこういちろう 19371123 思想と文学 3-2 p.167～171 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4062 ［東洋大学創立50周年についての］回顧 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのかいこ 広瀬太平 ひろせたへい 19371123 思想と文学 3-2 p.187～189 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4063 ［東洋大学創立50周年についての］回顧と展望 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのかいことてんぼう 神崎一作 かんざきいっさく 19371123 思想と文学 3-2 p.115～118 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4064 ［東洋大学創立50周年についての］偶感 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのぐうかん 高松鶴吉 たかまつつるきち 19371123 思想と文学 3-2 p.134～135 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4065 ［東洋大学創立50周年についての］私見 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのしけん 武田自強 たけだじきょう 19371123 思想と文学 3-2 p.130～133 学生、東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4066 ［東洋大学創立50周年についての］所感 とうようだいがくそうりつごじゅうしゅうねんについてのしょかん 順隆音 じゅんりゅうおん 19371123 思想と文学 3-2 p.183～184 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4067 東洋大学創立五十年史 とうようだいがくそうりつごじゅうねんし 東洋大学 とうようだいがく 19371123 東洋大学 [単] [東洋] -
4068 東洋大学年表 とうようだいがくねんぴょう 19371123 東洋大学創立五十年史 p.474～504 東洋大学 [所] [東洋] -
4069 東洋大学の使命 とうようだいがくのしめい 石塚藤太郎 いしづかふじたろう 19371123 思想と文学 3-2 p.74～80 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4070 東洋大学の名と実 とうようだいがくのなとじつ 伊藤裕 いとうひろし 19371123 思想と文学 3-2 p.82～92 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4071 晩年の父を語る ばんねんのちちをかたる 井上玄一 いのうえげんいち 19371123 東洋大学新聞 148 p.22～23 東洋大学新聞学会 創立満五十周年記念臨時増刊 [所] [百] -
4072 母校を憶ふ ぼこうをおもう 玉置光三 たまおきこうぞう 19371123 思想と文学 3-2 p.136～137 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4073 本学学徒の使命 ほんがくがくとのしめい 早田立秋 はやたりっしゅう 19371123 思想と文学 3-2 p.141～145 学生、東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4074 本学の歴史的使命 ほんがくのれきしてきしめい 高野弘 たかのひろし 19371123 思想と文学 3-2 p.125～130 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] - 7/24/99
4075 四十年を回顧す よんじゅうねんをかいこす 井ノ口泰温 いのくちたいおん 19371123 思想と文学 3-2 p.80～81 東洋大学創立五十周年記念 [雑] [百] -
4076 明治仏徒の護国運動 めいじぶっとのごこくうんどう 上坂倉治 かみさかそうじ 19371299 仏教 3-10 [雑] [未] -
4077 仏教論 ぶっきょうろん 巖本勝 いわもとまさる 19379999 p.174～175 三笠書房 [単] [未] - 7/24/99
4078 専門部二年合同制作戯曲：哲学館以後 せんもんぶにねんごうどうせいさくぎきょく：てつがくかんいご 東洋大学 とうようだいがく 19380301 思想と文学 3-3 p.54～94 [雑] [百] -
4079 「哲学館以後」後記 てつがくかんいご　こうき 早田立秋 はやたりっしゅう 19380301 思想と文学 3-3 p.95～100 [雑] [百] -
4080 日本宗教思想史 にほんしゅうきょうしそうし 三枝博音\鳥井博郎　さいぐさひろと・とりいひろお 19380517 三笠書房 [単] [東洋] -
4081 文学に関する専門学校［哲学館］ ぶんがくにかんするせんもんがっこう　てつがくかん 教育史編纂会 きょういくしへんさんかい 19380525 明治以降 教育制度発達史 第3巻 p.240 教育資料調査会 [所] [百] -
4082 文学に関する専門学校［哲学館大学］ ぶんがくにかんするせんもんがっこう　てつがくかんだいがく 教育史編纂会 きょういくしへんさんかい 19380525 明治以降 教育制度発達史 第4巻 p.367～368 教育資料調査会 [所] [百] -
4083 学風刷新の可能の制約 がくふうさっしんのかのうのせいやく 馬場文翁 ばばぶんおう 19381201 思想と文学 4-2 p.8～12 [雑] [百] -
4084 吾人は斯く視る ごじんはかくみる 石井惇 いしいじゅん 19381201 思想と文学 4-2 p.16～21 [雑] [百] - 7/24/99
4085 東洋大学の進路 とうようだいがくのしんろ 近藤壽治 こんどうとしはる 19381201 思想と文学 4-2 p.4～7 [雑] [百] -
4086 東洋大学寮を語る とうようだいがくりょうをかたる 早田立秋 はやたりっしゅう 19381201 思想と文学 4-2 p.108～111 [雑] [百] -
4087 北窓偶感 ほくそうぐうかん 坂本幸男 さかもとゆきお 19381201 思想と文学 4-2 p.13～15,26 [雑] [百] -
4088 本学の使命と実践 ほんがくのしめいとじっせん 鹿児島幸治 かごしまこうじ 19381201 思想と文学 4-2 p.22～26 [雑] [百] -
4089 東洋大学の世界文化史的使命 とうようだいがくのせかいぶんかしてきしめい 高橋勇夫 たかはしいさお 19390625 思想と文学 5-1 p.98～100 [雑] [百] -
4090 郁文館五十年史 第一編 明治時代 いくぶんかんごじゅうねんし　だいいっぺん　めいじじだい 19391215 郁文館五十年史 p.1～16 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4091 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 浅川権八 あさかわごんぱち 19391215 郁文館五十年史 p.110～112 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4092 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 上村勝爾 うえむらかつじ 19391215 郁文館五十年史 p.103～106 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4093 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 大塚伸次郎 おおつかしんじろう 19391215 郁文館五十年史 p.112～113 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4094 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 金義鑑 きんぎかん 19391215 郁文館五十年史 p.108～109 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] - 7/24/99
4095 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 土井藤平 どいふじへい 19391215 郁文館五十年史 p.127～128 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4096 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 松浦一 まつうらはじめ 19391215 郁文館五十年史 p.122～123 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] - 7/24/99
4097 郁文館時代の思ひ出 いくぶんかんじだいのおもいで 松野裕裔 まつのゆうえい 19391215 郁文館五十年史 p.117～118 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4098 郁文館年表 いくぶんかんねんぴょう 19391215 郁文館五十年史 p.239～249 郁文館中学校、郁文館商業学校 [所] [東洋] -
4099 創立満五十年記念行事 そうりつまんごじゅうねんきねんぎょうじ 19391215 郁文館五十年史 p.250～265 郁文館中学校、郁文館商業学校 [単] [東洋] -

4100 明治仏教史(青年仏教叢書 20) めいじぶっきょうし　せいねんぶっきょうそうしょ　にじゅう 土屋詮教 つちやせんきょう 19391225
p.89,98～99,118～
119,121,125,1

三省堂 [所] [京] -

4101 哲学堂［詩歌］ てつがくどう　しいか 西本秋夫 にしもとあきお 19401220 思想と文学 6-2 p.41 [雑] [百] -
4102 John Henry Muirhead. 1855～1940 John Henry Muirhead. 1855～1940 Robertson.　Charles Grant andRobertson. Charles Grant and R 19409999 Proceedings of the British Academy 26 [雑] [未] -
4103 宗教史(現代日本文明史 第16巻) しゅうきょうし　げんだいにほんぶんめいし　だいじゅうろっかん 比屋根安定 ひやねあんてい 19410518 東京経済新報社 [単] [未] -
4104 井上円了先生行状一斑 いのうええんりょうせんせいぎょうじょういっぱん 林竹次郎 はやしたけじろう 19411015 哲学堂 p.63～93 財団法人哲学堂事務所 「東洋哲学」より転載 [所] [東洋] -
4105 井上円了先生の哲学 いのうええんりょうせんせいのてつがく 柴田甚五郎 しばたじんごろう 19411015 哲学堂 p.94～105 財団法人哲学堂事務所 [所] [東洋] -
4106 井上円了著書目録 いのうええんりょうちょしょもくろく 柴田甚五郎 しばたじんごろう 19411015 哲学堂 p.187～192 財団法人哲学堂事務所 [所] [東洋] -
4107 ［井上円了年譜他］［附録］ いのうええんりょうねんぷた　ふろく 19411015 哲学堂 p.171～180 財団法人哲学堂事務所 [所] [東洋] -
4108 哲学上に於ける余の使命 てつがくじょうにおけるよのしめい 井上円了 いのうええんりょう 19411015 哲学堂 p.63～93 財団法人哲学堂事務所 「東洋哲学」26-2より転載 [所] [東洋] -
4109 哲学堂 てつがくどう 石川義昌(編) いしかわよしまさ 19411015 財団法人哲学堂事務所 『哲学堂ひとり案内』大正4年を増補 [単] [東洋] -
4110 哲学堂案内 てつがくどうあんない 19411015 哲学堂 p.18～51 財団法人哲学堂事務所 [所] [東洋] -
4111 哲学堂外苑計画 てつがくどうがいえんけいかく 井上玄一 いのうえげんいち 19411015 哲学堂 p.151～168 財団法人哲学堂事務所 [所] [東洋] -
4112 近代仏教思想史(青年仏教叢書 34) きんだいぶっきょうしそうし　せいねんぶっきょうそうしょ　さんじゅうよん 増谷文雄 ますやふみお 19419999 三省堂 [単] [国] -
4113 創立者井上円了先生の東亜建設観 そうりつしゃいのうええんりょうせんせいのとうあけんせつかん 柴田甚五郎 しばたじんごろう 19420923 護国愛理 19 p.4～6 京北中学校報国団発行 [雑] [京] -
4114 井上円了の「仏教活論」 いのうええんりょうのぶっきょうかつろん 藤原喜代蔵 ふじわらきよぞう 19421115 明治\大正\昭和教育思想学説人物史 第1巻 p.430 東亜政経社 [所] [東洋] -
4115 哲学館の創立と井上円了 てつがくかんのそうりつといのうええんりょう 藤原喜代蔵 ふじわらきよぞう 19421115 明治\大正\昭和教育思想学説人物史 第1巻 p.570 東亜政経社 [所] [東洋] -
4116 明治時代(日本新文化史 第12巻) めいじじだい　にほんしんぶんがくし　だいじゅうにかん 時野谷常三郎 ときのやつねさぶろう 19429999 p.112～113 [単] [未] -
4117 明治の哲学界(国民学術選書 1) めいじのてつがくかい　こくみんがくじゅつせんしょ　いち 桑木厳翼 くわきげんよく 19430325 p.51 中央公論社 [単] [東洋] -
4118 私立京北中学校沿革 しりつけいほくちゅうがっこうえんかく 藤原喜代蔵 ふじわらきよぞう 19430410 明治\大正\昭和教育思想学説人物史 第2巻 p.487～488 東亜政経社 [所] [東洋] -
4119 私立東洋大学沿革 しりつとうようだいがくえんかく 藤原喜代蔵 ふじわらきよぞう 19430410 明治\大正\昭和教育思想学説人物史 第2巻 p.569～571 東亜政経社 [所] [東洋] -
4120 哲学館事件 てつがくかんじけん 藤原喜代蔵 ふじわらきよぞう 19430410 明治\大正\昭和教育思想学説人物史 第2巻 p.327～340 東亜政経社 [所] [東洋] -
4121 明治\大正\昭和教育思想人物史 2 めいじ・たいしょう・しょうわきょういくしそうじんぶつし　に 19430410 p.487～488,569～571 東亜政経社 [単] [未] -
4122 仏耶宗論史論序説 ぶつやしゅうろんしろんじょせつ 海老沢有道 えびさわありみち 19439999 史苑 [雑] [未] -
4123 白鳥博士小伝 しらとりはかせしょうでん 津田左右吉 つだそうきち 19440199 東洋学報 29-3\4 [雑] [東洋] -
4124 西田幾多郎先生の生涯と思想 にしだきたろうせんせいのしょうがいとしそう 高坂正顕 こうさかまさあき 19449999 理想社 [単] [東洋] -
4125 東京大学となって とうきょうだいがくとなって 三宅雪嶺 みやけせつれい 19461110 大学今昔譚 p.31～37 我観社 [所] [京] -
4126 中世仏教思想史研究 ちゅうせいぶっきょうしそうしけんきゅう 家永三郎 いえながさぶろう 19470820 p.147～180 法蔵館 [単] [東洋] -
4127 京北中学校創立五十年小史 けいほくちゅうがっこうそうりつごじゅうねんしょうし 京北中学校 けいほくちゅうがっこう 19471015 京北中学校 [単] [東洋] -
4128 井上円了先生著書目録(未定稿) いのうええんりょうせんせいちょしょもくろく　みていこう 19471017 学祖井上円了先生略伝\語録 p.88～91 京北学園 [所] [東洋] -
4129 学祖井上円了先生略伝\語録 がくそいのうええんりょうせんせいりゃくでん・ごろく 中川理吉(編) なかがわりきち 19471017 京北学園 [単] [円] -
4130 日本哲学思想史 にほんてつがくしそうし 永田広志 ながたひろし 19480410 p.319,322 昭森社 [単] [東洋] -
4131 日本における仏教とキリスト教の論争 にほんにおけるぶっきょうときりすときょうのろんそう 家永三郎 いえながさぶろう 19481299 大法輪 15-12 p.4～9 [雑] [未] -
4132 明治仏教思想の転回：井上円了と清沢満之 めいじぶっきょうしそうのてんかい：いのうええんりょうときよざわまんし 和歌森太郎 わかもりたろう 19481299 国民の歴史 2-12 p.51～58 [雑] [未] -
4133 MUIRHEAD. JOHN HENRY MUIRHEAD. JOHN HENRY Robertson.　Charles GrantRobertson. Charles Grant 19499999 THE DICTIONARY OF NATIONAL BIOGRAPHY p.635～636 1921-1940, OXFORD UNIVERSITY P [所] [東洋] -
4134 ［三宅雪嶺と井上円了］ みやけせつれいといのうええんりょう 三宅雪嶺 みやけせつれい 19500130 自分を語る (朝日文庫 8) p.152～158 朝日新聞社 [所] [京] -
4135 ［三宅雪嶺と哲学館］ みやけせつれいとてつがくかん 三宅雪嶺 みやけせつれい 19500130 自分を語る (朝日文庫 8) p.32～36 朝日新聞社 [所] [京] -
4136 高島米峰自叙伝 たかしまべいほうじじょでん 高島米峰 たかしまべいほう 19501115 学風書院 [単] [東洋] -

4137 清沢満之先生 きよざわまんしせんせい 西村見暁 にしむらけんぎょう 19510315
p.38,42,50～51,86～
87,178,204,

法蔵館 [単] [東洋] -

4138 近代仏教の思想史的系譜 きんだいぶっきょうのしそうしてきけいふ 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19510530 仏教史学 2-2 p.38～62 [雑] [東洋] -
4139 仏教から基督へ溢るる恩寵の記 ぶっきょうからきりすとへあふるるおんちょうのき 亀谷凌雲 かめやりょううん 19510920 p.8～14 福音館書店 [単] [東洋] -
4140 明治初年の私立学校 めいじしょねんのしりつがっこう 相沢熈 あいざわひろし 19520605 日本教育百年史談 p.104～115 学芸図書出版社 [所] [東洋] - 7/24/99
4141 井上円了氏と霊魂不滅説 いのうええんりょうしとれいこんふめつせつ 19521010 文京区絵物語 p.68～69 文京タイムス社 [所] [円] -
4142 京北学園創立五十五年沿革小史 けいほくがくえんそうりつごじゅうごねんえんかくしょうし 京北学園 けいほくがくえん 19521015 京北学園 [単] [東洋] -
4143 井上円了先生 いのうええんりょうせんせい 正富汪洋 まさとみおうよう 19529999 学苑 14-4 [雑] [未] -
4144 清沢満之全集 第6巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいろっかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 あけがらすはや・にしむらけんぎ 19530320 p.62 法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99
4145 ［井上円了、浅草大谷教校にて英語を教授する］ いのうええんりょう、あさくさおおたにきょうこうにてえいごをきょうじゅする 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.583 法蔵館 [所] [東洋] -
4146 ［井上円了、明治12年4月東京留学を命ぜられる］ いのうええんりょう、めいじじゅうにねんしがつとうきょうりゅうがくをめいぜられる 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.572 法蔵館 [所] [東洋] -
4147 ［井上円了、明治10年8月7日教師教校に入学］ いのうええんりょう、めいじじゅうねんはちがつなのかきょうしきょうこうににゅうがく 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.570 法蔵館 [所] [東洋] -
4148 ［井上円了、明治14年7月予備門卒業］ いのうええんりょう、めいじじゅうよねんしちがつよびもんそつぎょう 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.580 法蔵館 今川覚神『明治十四年日記』による [所] [東洋] -

4149 清沢満之全集 第1巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいいっかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 あけがらすはや・にしむらけんぎ 19531025
p.487,579,580,581,585～
589,595

法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99

4150 ［哲学館の創立］ てつがくかんのそうりつといのうええんりょう 西村見暁 にしむらけんぎょう 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.590～591 法蔵館 [所] [東洋] -
4151 哲学の必要を論じて本会の沿革に及ぶ てつがくのひつようをろんじてほんかいのえんかくにおよぶ 井上円了 いのうええんりょう 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.621～625 法蔵館 [所] [東洋] -
4152 日本近代思想史研究 にほんきんだいしそうしけんきゅう 家永三郎 いえながさぶろう 19531025 p.220,228 東京大学出版会 昭和40年11月30日増補版 [単] [東洋] -
4153 ［明治17年の日記］ めいじじゅうしちねんのにっき 清沢満之 きよざわまんし 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.474～484 法蔵館 [所] [東洋] - 7/24/99
4154 ［予備門日記］ よびもんにっき 清沢満之 きよざわまんし 19531025 清沢満之全集 第1巻 p.448～474 法蔵館 [所] [東洋] - 7/24/99

4155 仏教的、儒教的観念論［井上円了］ ぶっきょうてき、じゅきょうてきかんねんろん　いのうええんりょう 鳥井博郎 とりいひろお 19531215 明治思想史(日本近代史叢書 3)
p.47,96～101,107～
109,125,174

河出書房 [所] [京] -

4156 明治宗教史年表 めいじしゅうきょうしねんぴょう 野田幸三郎 のだこうさぶろう 19540305 明治文化史 6 p.539～571 洋々社 [所] [東洋] -
4157 明治仏教史 めいじぶっきょうし 増谷文雄\雲藤義道　ますやふみお・うんどうぎどう 19540305 明治文化史 6 p.217～251 洋々社 [所] [東洋] -
4158 明治文化史 第6巻 めいじぶんかし　だいろっかん 増谷文雄(他編) ますやふみお 19540305 p.219,225,359,523,526 洋々社 [単] [東洋] -
4159 明治文化史 第13巻 めいじぶんかし　だいじゅうさんかん 大藤時彦(編) おおふじときひこ 19540305 p.381 洋々社 [単] [東洋] -
4160 明治学術年表 人文科学編 めいじがくじゅつねんぴょう　じんぶんかがくへん 19541220 明治文化史 5 p.761～840 洋々社 [所] [東洋] -
4161 明治文化史 第5巻 めいじぶんかし　だいごかん 野村兼太郎(編) のむらけんたろう 19541220 p.641,648,729～730 洋々社 [単] [東洋] -
4162 明治期における仏教思想史上の問題点 めいじきにおけるぶっきょうしそうしじょうのもんだいてん 中濃教篤 なかのきょうとく 19541225 宗教研究 142 p.53～54 [雑] [東洋] -
4163 清沢満之全集 第7巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいななかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 ようあけがらすはや・にしむらけ 19551120 p.337 法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99
4164 生きる“護国愛理”精神\東洋大学 いきるごこくあいりせいしん・とうようだいがく 19560219 週刊読売 p.28 [新] [百] -
4165 日本の唯物論者 にほんのゆいぶつろんじゃ 三枝博音 さいぐさひろと 19560630 p.276～281 英宝社 [単] [東洋] -
4166 井上円了 いのうええんりょう 藤谷俊雄 ふじたにとしお 19560710 日本歴史大事典 p.52 河出書房 [所] [東洋] -
4167 明治時代(図説日本文化史体系 第11巻) めいじじだい　ずせつにほんぶんかしたいけい　だいじゅういっかん 19560925 p.204～205 小学館 昭和33年9月10日に再版 [単] [東洋] -
4168 清沢満之全集 第5巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいごかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 ょうあけがらすはや・にしむらけ 19561110 p.154,156,158,416,432 法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99
4169 清沢満之全集 第8巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいはっかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 ょうあけがらすはや・にしむらけ 19561220 p.81,277,307,545 法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99
4170 清沢満之全集 第3巻 きよざわまんしぜんしゅう　だいさんかん 清沢満之　 きよざわまんし 暁烏敏・西村見暁 ょうあけがらすはや・にしむらけ 19570320 p.586,634,645,748 法蔵館 [単] [東洋] - 7/24/99
4171 明治文化史 第14巻 めいじぶんかし　だいじゅうよんかん 高坂正顕 こうさかまさあき 19570325 p.240～248 洋々社 [単] [東洋] - 7/24/99
4172 日本宗教新史 にほんしゅうきょうしんし 富田◆純 とみたこうじゅん 19570529 p.372,386 宝仙寺 [単] [東洋] -
4173 井上円了先生余話 いのうええんりょうせんせいよわ 柳井正夫 やないまさお 19570950 東洋大学 井上円了先生頌徳碑建設完成記念 [単] [東洋] -
4174 明治仏教一夜譚(安藤正純遺稿 第4編) めいじぶっきょういちやたん　あんどうまさずみいこう　だいよんぺん 安藤正純 あんどうまさずみ 19571014 p.330～350 安藤正純先生遺徳顕彰会 [単] [東洋] -
4175 井上円了 いのうええんりょう 19571030 大人名辞典 p.283 平凡社 [所] [東洋] - 7/24/99
4176 井上円了年譜 いのうええんりょうねんぷ 19571103 井上円了博士の人と業蹟 p.48～56 東洋大学甫水会 [所] [東洋] -
4177 井上円了博士の人と業蹟 いのうええんりょうはかせのひととぎょうせき 19571103 東洋大学甫水会 [単] [東洋] -
4178 井上円了博士略歴 いのうええんりょうはかせりゃくれき 19571103 井上円了博士の人と業蹟 巻頭 東洋大学甫水会 [所] [東洋] -
4179 円了と哲学堂 えんりょうとてつがくどう 井上玄一 いのうえげんいち 19571103 井上円了博士の人と業蹟 p.21～46 東洋大学甫水会 [所] [東洋] -
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4180 明治大正思想史上に於ける井上円了博士 めいじたいしょうしそうしじょうにおけるいのうええんりょうはかせ 宮西一積 みやにしいっせき 19571103 井上円了博士の人と業蹟 p.1～20 東洋大学甫水会 [所] [東洋] -
4181 近代日本における西欧思想の受容過程の考察問題史的回顧 きんだいにほんにおけるせいおうしそうのじゅようかていのこうさつもんだいしてきかいこ 宮川透 みやかわとおる 19580315 東洋文化研究所紀要 14 p.205～273 [雑] [未] - 7/24/99
4182 近代日本の思想家達：その類型と系譜 きんだいにほんのしそうかたち：そのるいけいとけいふ 高坂正顕 こうさかまさあき 19580599 理想 [雑] [未] -
4183 仏教思想 ぶっきょうしそう 田村円澄 たむらえんちょう 19580599 理想 300 p.134～138 [雑] [未] -
4184 記念室所蔵目録 きねんしつしょぞうもくろく 新潟県立長岡高等学校　にいがたけんりつながおかこうと 19581199 p.7,18,23,30,40 新潟県立長岡高等学校 [単] [未] -
4185 明治維新史研究講座 第5巻 めいじいしんしけんきゅうこうざ　だいごかん 歴史学研究会 れきしがくけんきゅうかい 19581225 p.260～262 平凡社 [単] [東洋] -
4186 日本近代仏教史研究 にほんきんだいぶっきょうしけんきゅう 吉田久一 よしだきゅういち 19590331 吉川弘文館 [単] [東洋] -
4187 近代日本思想史講座 第1巻 きんだいにほんしそうしこうざ　だいいっかん 19590710 p.83～84 筑摩書房 [単] [東洋] -
4188 近代日本思想史講座 第4巻 きんだいにほんしそうしこうざ　だいよんかん 19590910 p.224～227 筑摩書房 [単] [東洋] -
4189 学祖井上円了博士と東洋大学学術研究の一班 がくそいのうええんりょうはかせととうようだいがくがくじゅつけんきゅうのいっぱん 柳井正夫(編) やないまさお 19591025 p.1～71 中外日報社東京総局 [単] [東洋] -
4190 明治哲学史研究 めいじてつがくしけんきゅう 船山信一 ふなやましんいち 19591025 ミネルヴァ書房 [単] [東洋] -
4191 明治の仏教思想 めいじのぶっきょうしそう 田村円澄 たむらえんちょう 19591103 日本仏教思想史研究 浄土教編 p.258～273 平楽寺書店 [所] [国] -
4192 明治仏教における結社活動 めいじぶっきょうにおけるけっしゃかつどう 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19600125 印度学仏教学研究 8-1 p.220～224 [雑] [東洋] -
4193 郁文館学園七十年史 初代校長時代 いくぶんかんがくえんななじゅうねんし　しょだいこうちょうじだい 19600201 郁文館学園七十年史 p.3～19 郁文館学園 [所] [東洋] -
4194 郁文館学園年表 いくぶんかんがくえんねんぴょう 19600201 郁文館学園七十年史 p.243～254 郁文館学園 [所] [東洋] -
4195 思い出を語る おもいでをかたる 井上玄一 いのうえげんいち 19600801 国際写真情報 34-8 p.41 [雑] [円] -
4196 思い出を語る おもいでをかたる 鈴木宗忠 すずきむねただ 19600801 国際写真情報 34-8 p.41 [雑] [円] -
4197 明治の日本人(56) 井上円了 めいじのにほんじん　ごじゅうろく 宮西一積 みやにしいっせき 19600801 国際写真情報 34-8 p.37～41 [雑] [円] -
4198 近代思想の日本的展開 きんだいしそうのにほんてきてんかい 宮西一積 みやにしいっせき 19609999 福武書店 [単] [未] -
4199 井上円了 いのうええんりょう 佐佐木信綱 ささきのぶつな 19610130 明治大正昭和の人々 p.103 新樹社 [所] [東洋] -
4200 日本の近代化と仏教 にほんのきんだいかとぶっきょう 家永三郎 いえながさぶろう 19610310 講座近代仏教 2 p.7～35 法蔵館 [所] [東洋] -

4201 清沢満之 きよざわまんし 吉田久一 よしだきゅういち 19610605
p.7,12,15,61,123,159,173
,181

吉川弘文館 [単] [国] -

4202 国民道徳と仏教 こくみんどうとくとぶっきょう 田村円澄 たむらえんちょう 19610901 講座近代仏教 5 p.21～49 法蔵館 [所] [東洋] -
4203 河口慧海 かわぐちえかい 河口正 かわぐちあきら 19619999 春秋社 [単] [未] - 7/24/99
4204 井上円了 いのうええんりょう 19620220 教育人名辞典 p.49～50 理想社 [所] [東洋] -
4205 仏教徒の護法的著述の代表書 ぶっきょうとのごほうてきちょじゅつのだいひょうしょ 岡野他家夫 おかのたかお 19620310 近代日本名著解題 p.36～37 有明書房 [所] [東洋] -
4206 中島徳蔵先生 なかじまとくぞうせんせい 19620531 中島徳蔵先生学徳顕彰会 [単] [東洋] -
4207 明治仏教史への視点 めいじぶっきょうしへのしてん 松本専成 まつもとせんせい 19620599 大谷史学 9 [雑] [未] -
4208 『新仏教』\『精神界』\『無我の愛』 しんぶっきょう・せいしんかい・むがのあい 吉田久一 よしだきゅういち 19620605 思想 456 p.111～122 [雑] [東洋] -
4209 哲学館大学卒業生と曹洞宗大学林 てつがくかんだいがくそつぎょうせいとそうとうしゅうだいがくりん 駒沢大学八十年史編纂委員会　こまざわだいがくはちじゅうねん 19621015 駒沢大学八十年史 p.237～242 駒沢大学八十年史編纂委員会 [所] [百] -
4210 井上円了 いのうええんりょう 19621125 日本百科大事典 p.65 小学館 [所] [東洋] -
4211 今日における仏教とキリスト教の問題 こんにちにおけるぶっきょうときりすときょうのもんだい 阿部正雄 あべまさお 19621199 講座近代仏教 4 p.117 法蔵館 [所] [未] -
4212 明治精神と哲学的人間像(3)：大西祝のことども めいじせいしんとてつがくてきにんげんぞう　さん：おおにしはじめのことども 陶山務 すやまつとむ 19621210 東北学院大学論集 一般教育 42 p.1～29 [雑] [東洋] - 7/24/99
4213 東洋大学創立者井上円了(1) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　いち 世良民平 せらたみへい 19621220 東洋大学広報 1 p.8 [雑] [円] -
4214 近代仏教界の人間像 きんだいぶっきょうかいのにんげんぞう 常光浩然 つねみつこうねん 19629999 世界仏教協会 p.95～106 [単] [未] -
4215 近代仏教の形成 きんだいぶっきょうのけいせい 吉田久一 よしだきゅういち 19630110 講座近代仏教 1 p.61～116 法蔵館 [所] [東洋] -
4216 東洋大学創立者井上円了(2) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　に 世良民平 せらたみへい 19630501 東洋大学広報 2 p.10 [雑] [円] -
4217 東洋大学創立者井上円了(3) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　さん 世良民平 せらたみへい 19630701 東洋大学広報 3 p.8 [雑] [円] -
4218 東洋大学創立者井上円了(4) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　よん 世良民平 せらたみへい 19631101 東洋大学広報 4 p.10 [雑] [円] -
4219 生活の発見 せいかつのはっけん 水谷啓二 みずたにけいじ 19640199 真人間の復活 4(通巻46) p.9 [雑] [未] -
4220 東洋大学創立者井上円了(5) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　ご 世良民平 せらたみへい 19640201 東洋大学広報 5 p.8 [雑] [円] -
4221 明治以降における日本における宗教の学問的研究の推移 めいじいこうにおけるにほんにおけるしゅうきょうのがくもんてきけんきゅうのすいい 篠田一人 しのだかつと 19640499 キリスト教社会問題研究 8 p.76～90 [雑] [未] -
4222 東洋大学創立者井上円了(6) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　ろく 世良民平 せらたみへい 19640501 東洋大学広報 6 p.12 [雑] [円] -
4223 哲学館事件と文部省視学官、隈本有尚について てつがくかんじけんともんぶしょうしがくかん、くまもとありひさについて 川添昭二 かわぞえしょうじ 19640601 日本歴史 193 p.95～99 [雑] [東洋] -
4224 東洋大学創立者井上円了(7) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　なな 世良民平 せらたみへい 19640701 東洋大学広報 7 p.12 [雑] [円] -
4225 越後が生んだ日本的人物(27)：東洋大学の創立者井上円了(1) えちごがうんだにほんてきじんぶつ　にじゅうしち：とうようだいがくのそうりつしゃいのうええんりょう　いち 黒田省吾 くろだしょうご 19640708 新潟日報 [新] [百] -
4226 越後が生んだ日本的人物(28)：東洋大学の創立者井上円了(2) えちごがうんだにほんてきじんぶつ　にじゅうはち：とうようだいがくのそうりつしゃいのうええんりょう　に 黒田省吾 くろだしょうご 19640709 新潟日報 [新] [百] -
4227 東洋大学創立者井上円了(8) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　はち 世良民平 せらたみへい 19641101 東洋大学広報 8 p.12 [雑] [円] -
4228 国家主義の抬頭と仏教革新運動 こっかしゅぎのたいとうとぶっきょうかくしんうんどう 吉田久一 よしだきゅういち 19641115 宗教史(体系日本史叢書 18) p.346～350,385 山川出版社 [所] [東洋] -
4229 東洋大学創立者井上円了(9) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　きゅう 世良民平 せらたみへい 19650101 東洋大学広報 9 p.8 [雑] [円] -
4230 井上円了 いのうええんりょう 19650410 明治人物逸話辞典 上 p.99～100 東京堂出版 [所] [東洋] -
4231 東洋大学創立者井上円了(10) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅう 世良民平 せらたみへい 19650501 東洋大学広報 10 p.12 [雑] [円] -
4232 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 19650525 仏教(現代日本思想大系 7) p.71～127 筑摩書房 [所] [東洋] -
4233 ［仏教活論序論］［解説］ ぶっきょうかつろんじょろん　かいせつ 吉田久一 よしだきゅういち 19650525 仏教(現代日本思想大系 7) p.71 筑摩書房 [所] [東洋] -
4234 東洋大学創立者井上円了(11) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅういち 世良民平 せらたみへい 19650701 東洋大学広報 11 p.10 [雑] [円] -
4235 東洋大学創立者井上円了(12) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうに 世良民平 せらたみへい 19650901 東洋大学広報 12 p.8 [雑] [円] -
4236 ［『哲学一夕話』が西田幾太郎に与えた影響］ てつがくいっせきわがにしだきたろうにあたえたえいきょう 高坂正顕 こうさかまさあき 19651005 高坂正顕著作集 8 p.22 理想社 [所] [東洋] -
4237 井上円了 いのうええんりょう 19651015 世界原色百科事典 p.302 小学館 [所] [東洋] -
4238 お雇い外国人：明治日本の脇役たち おやといがいこくじん：めいじにほんのわきやくたち 梅渓昇 うめたにのぼる 19659999 p.156 日経新書 [単] [未] - 7/24/99
4239 井上円了 いのうええんりょう 19660130 世界人名辞典 東洋編 p.77 東京堂 (改訂) [所] [東洋] -
4240 東洋大学創立者井上円了(13) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうさん 世良民平 せらたみへい 19660701 東洋大学広報 13 p.12 [雑] [円] -
4241 東洋大学創立者井上円了(14) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうよん 世良民平 せらたみへい 19660915 東洋大学広報 14 p.10 [雑] [円] -
4242 東洋大学創立者井上円了(15) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうご 世良民平 せらたみへい 19661115 東洋大学広報 15 p.14 [雑] [円] -
4243 東洋大学創立者井上円了(16) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうろく 世良民平 せらたみへい 19670120 東洋大学広報 16 p.10 [雑] [円] -
4244 東洋大学八十年史 とうようだいがくはちじゅうねんし 東洋大学 とうようだいがく 19670123 東洋大学 [単] [東洋] -
4245 日本近代仏教における護法論の形成過程 にほんきんだいぶっきょうにおけるごほうろんのけいせいかてい 池田英俊 いけだえいしゅん 19670331 印度学仏教学研究 15-2 p.838～841 [雑] [東洋] -
4246 東洋哲学の使命：井上円了の思想 とうようてつがくのしめい：いのうええんりょうのしそう 西義雄 にしぎゆう 19670399 宗教研究 40-3(通巻190) p.1～21 [雑] [東洋] - 7/24/99
4247 東洋大学創立者井上円了(17) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうしち 世良民平 せらたみへい 19670420 東洋大学広報 17 p.10 [雑] [円] -
4248 非戦の思想：土着キリスト者柏木義円 ひせんのしそう：どちゃくきりすとしゃかしわぎぎえん 伊谷隆一 いたにりゅういち 19670531 p.58～62,64 紀伊國屋書店 [単] [東洋] -
4249 明治仏教：国家権力との関わりようを中心として めいじぶっきょう：こっかけんりょくとのかかわりようをちゅうしんとして 福島寛隆 ふくほひろたか 19670599 龍谷大学仏教文化研究所紀要 6 p.93～94 [雑] [未] -
4250 東洋大学創立者井上円了(18) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうはち 世良民平 せらたみへい 19670701 東洋大学広報 18 p.10 [雑] [円] -

4251 明治中期の革新運動 めいじちゅうきのかくしんうんどう 吉田久一 よしだきゅういち 19670910 日本仏教史 Ⅲ 近世近代編
p.335～337,342,345～
346,351～3

法蔵館 付：参考文献 [所] [東洋] -

4252 東洋大学創立者井上円了(19) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　じゅうく 世良民平 せらたみへい 19671210 東洋大学広報 20 p.12 [雑] [円] -
4253 東洋大学に思ふ とうようだいがくにおもう 沙東熈 さとうひろし 19680110 四次元 20-1 p.211～212 [雑] [東洋] - 7/24/99
4254 井上円了 いのうええんりょう 西田長寿 にしだながとし 19680120 日本文学小辞典 p.86 新潮社 [所] [東洋] -
4255 井上円了 いのうええんりょう 19680201 学研新世紀百科辞典 p.126 学習研究社 増補改訂版 [所] [東洋] -
4256 東洋大学創立者井上円了(20) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　にじゅう 世良民平 せらたみへい 19680220 東洋大学広報 21 p.12 [雑] [円] -
4257 東洋大学創立者井上円了(21) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　にじゅういち 世良民平 せらたみへい 19680420 東洋大学広報 22 p.12 [雑] [円] -
4258 井上円了 いのうええんりょう 鶴見俊輔 つるみしゅんすけ 19680425 社会科学大事典(1) p.336 鹿島出版会 [所] [東洋] -
4259 東洋大学創立者井上円了(22) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　にじゅうに 世良民平 せらたみへい 19680705 東洋大学広報 23 p.12 [雑] [円] -
4260 井上円了 いのうええんりょう 常光浩然 つねみつこうねん 19680920 明治の仏教者 上 p.174～181 春秋社 [所] [東洋] -
4261 東洋大学：護国愛理から産学協同まで とうようだいがく：ごこくあいりからさんがくきょうどうまで 梅原正紀 うめはらまさのり 19681001 現代の眼 9-10 p.154～161 [雑] [百] -
4262 哲学堂案内 てつがくどうあんない 井上玄一 いのうえげんいち 19681020 哲学堂宣揚会 [単] [東洋] -
4263 新仏教学の誕生 しんぶっきょうがくのたんじょう 宮坂宥勝 みやさかゆうしょう 19681101 大法輪 35-11 p.131～137 [雑] [東洋] -
4264 日本仏教の近代化 にほんぶっきょうのきんだいか 吉田久一 よしだきゅういち 19681101 大法輪 35-11 p.110～116 [雑] [東洋] -
4265 明治仏教の消長 めいじぶっきょうのしょうちょう 友松円諦 ともまつえんたい 19681101 大法輪 35-11 p.124～130 [雑] [東洋] -
4266 郁文館学園年表 いくぶんかんがくえんねんぴょう 19681113 郁文館学園八十年史 p.341～357 郁文館学園 [所] [東洋] -
4267 郁文館学園八十年史 初代校長時代 いくぶんかんがくえんはちじゅうねんし　しょだいこうちょうじだい 19681113 郁文館学園八十年史 p.15～32 郁文館学園 [所] [東洋] -
4268 明治思想史の一断面(河合栄次郎全集 第8巻) めいじしそうしのいちだんめん　かわいえいじろうぜんしゅう　だいはっかん 河合栄次郎 かわいえいじろう 19690120 p.92～157 社会思想社 [単] [東洋] -
4269 井上円了 いのうええんりょう 吉田久一 よしだきゅういち 19690210 求道の人びと：近代仏教百年の歩み p.35～39 春秋社 [所] [円] -
4270 近代仏教の流れ：大正期の仏教\昭和期の仏教 きんだいぶっきょうのながれ：たいしょうきのぶっきょう・しょうわきのぶっきょう 森竜吉 もりりゅうきち 19690210 求道の人びと：近代仏教百年の歩み p.183～208 春秋社 [所] [円] - 7/24/99
4271 近代仏教の流れ：明治期の仏教 きんだいぶっきょうのながれ：めいじきのぶっきょう 吉田久一 よしだきゅういち 19690210 求道の人びと：近代仏教百年の歩み p.155～182 春秋社 [所] [円] -
4272 近代仏教略年表 きんだいぶっきょうりゃくねんぴょう 吉田久一 よしだきゅういち 19690210 求道の人びと：近代仏教百年の歩み p.210～222 春秋社 [所] [円] -
4273 東洋大学創立者井上円了(23) とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょう　にじゅうさん 世良民平 せらたみへい 19690220 東洋大学広報 24 p.12 [雑] [円] -
4274 井上円了［参考文献］ いのうええんりょう　さんこうぶんけん 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.426 筑摩書房 [所] [東洋] -
4275 ［井上円了］年譜 いのうええんりょう　ねんぷ 吉田久一 よしだきゅういち 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.413～414 筑摩書房 [所] [東洋] -
4276 真理金針 初編 しんりきんしん　しょへん 井上円了 いのうええんりょう 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.74～123 筑摩書房 [所] [東洋] -
4277 ［真理金針］［解題］ しんりきんしん　かいだい 吉田久一 よしだきゅういち 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.402～403 筑摩書房 [所] [東洋] -
4278 明治宗教史 めいじしゅうきょうし 島地大等 しまじだいとう 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.373～390 筑摩書房 [所] [東洋] -
4279 明治の仏教思想 めいじのぶっきょうしそう 吉田久一 よしだきゅういち 19691025 明治宗教文学集(1)(明治文学全集 87) p.390～398 筑摩書房 [所] [東洋] -
4280 明治仏教管見 めいじぶっきょうかんけん 宮坂宥勝 みやさかゆうしょう 19691025 明治文学全集 87 月報53 p.1 筑摩書房 [所] [東洋] -
4281 日本仏教史入門 にほんぶっきょうしにゅうもん 田村芳朗 たむらよしろう 19691130 p.187～197 角川書店 [単] [東洋] -
4282 日本近世近代仏教史の研究 にほんきんせいきんだいぶっきょうしのけんきゅう 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19699999 平楽寺書店 [単] [未] -
4283 明治期における西洋哲学の受容と展開：西周、西村茂樹、清沢満之の場合(続の2) めいじきにおけるせいようてつがくのじゅようとてんかい：にしあまね、にしむらしげき、きよざわまんしのばあい　ぞくのに 峰島旭雄 みねしまあきお 19700115 早稲田商学 211 p.1～32 [雑] [東洋] -
4284 日本の近代社会と仏教 にほんのきんだいしゃかいとぶっきょう 吉田久一 よしだきゅういち 19700999 p.113～118,131 評論社 [単] [未] -
4285 井上円了 いのうええんりょう 伊藤友信 いとうとものぶ 19701201 グランド現代百科事典 p.306 学習研究社 [所] [東洋] -
4286 井上円了君仏教活論第一編ヲ読ム いのうええんりょうくんぶっきょうかつろんだいいっぺんをよむ 柏木義円 かしわぎぎえん 19701225 柏木義円集 1 p.15～21 未来社 [所] [東洋] -
4287 井上円了 いのうええんりょう 19710410 哲学事典 p.89 平凡社 [所] [東洋] -
4288 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 19710415 仏教の諸問題(現代仏教名著全集 1) p.547～594 隆文館 [所] [東洋] -

4289 明治宗教史研究 めいじしゅうきょうしけんきゅう 桜井匡 さくらいただし 19710531
p.117,136～140,183～
184,394

春秋社 [単] [東洋] - 7/24/99

4290 長岡高等学校百年史 ながおかこうとうがっこうひゃくねんし 新潟県立長岡高等学校　にいがたけんりつながおかこうと 19711003 新潟県立長岡高等学校 [単] [東洋] -
4291 長岡高等学校百年史年表 ながおかこうとうがっこうひゃくねんしねんぴょう 新潟県立長岡高等学校　にいがたけんりつながおかこうと 19711003 新潟県立長岡高等学校 [単] [東洋] -
4292 明治初期の思想的動向 めいじしょきのしそうてきどうこう 針生清人 はりゅうきよと 19711127 東洋大学校友会 学祖研究会での第1回講演日、第2回(12月18日)とあわせて1冊 [単] [円] -
4293 明治期における西洋哲学の受容と展開(7)：井上円了の排耶論 めいじきにおけるせいようてつがくのじゅようとてんかい　なな：いのうええんりょうのはいやろん 峰島旭雄 みねしまあきお 19711223 早稲田商学 226 p.1～15 [雑] [東洋] -
4294 井上円了先生建学の現代的意義 いのうええんりょうせんせいけんがくのげんだいてきいぎ 西義雄 にしぎゆう 19720122 東洋大学校友会 学祖研究会での講演日 [単] [円] - 7/24/99
4295 明治国家主義思想史研究 めいじこっかしゅぎしそうしけんきゅう 岩井忠熊 いわいただくま 19720210 青木書店 [単] [円] -
4296 井上円了さんの思い出 いのうええんりょうさんのおもいで 川上四郎 かわかみしろう 19720225 和同会雑誌 111 p.91～92 長岡高等学校和同会 創立百周年記念号 [雑] [百] -
4297 円了博士の思い出 えんりょうはかせのおもいで 井上玄一 いのうえげんいち 19720225 和同会雑誌 111 p.89～91 長岡高等学校和同会 創立百周年記念号 [雑] [百] -
4298 井上円了の破邪顕正観 いのうええんりょうのはじゃけんせいかん 池田英俊 いけだえいしゅん 19720605 アジア仏教史 日本編 Ⅷ p.242～247 佼成出版社 [所] [東洋] -
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4299 近代仏教(アジア仏教史 日本編 Ⅷ) きんだいぶっきょう　あじあぶっきょうし　にほんへん　はち 19720605
p.120,209,249,252,253,2
61～262

佼成出版社 [単] [東洋] -

4300 明治期における西洋哲学の受容と展開(8)：井上哲次郎、その哲学の再吟味 めいじきにおけるせいようてつがくのじゅようとてんかい　はち：いのうえてつじろう、そのてつがくのさいぎんみ 峰島旭雄 みねしまあきお 19720715 早稲田商学 229 p.61～80 [雑] [東洋] -
4301 井上円了 いのうええんりょう 19720901 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 1 p.334 T.B.S.ブリタニカ [所] [東洋] -
4302 井上円了の生涯：明治の異色啓蒙主義者 いのうええんりょうのしょうがい：めいじのいしょくけいもうしゅぎしゃ 東洋大学校友会(編)　とうようだいがくこうゆうかい 19720999 東洋大学校友会 パンフレット [単] [東洋] -
4303 井上円了 いのうええんりょう 森忠重 もりただしげ 19721103 和漢詩歌作家辞典 p.68～69 みずほ出版 [所] [東洋] - 7/24/99
4304 東洋大学創立者井上円了研究の必要性と諸問題：大学運営との関連において とうようだいがくそうりつしゃいのうええんりょうけんきゅうのひつようせいとしょもんだい：だいがくうんえいとのかんれんにおいて 世良民平 せらたみへい 19721118 東洋大学校友会 学祖研究会での講演日 [単] [円] -
4305 井上円了 いのうええんりょう 19730128 三島郡誌 p.1062～1063 名著出版 [所] [百] -
4306 業思想の日本的展開：緒論 井上円了の妖怪学について ごうしそうのにほんてきてんかい：しょうろん　いのうええんりょうのようかいがくについて 河村孝照 かわむらこうしょう 19730320 現代仏教7 p.65～80 [雑] [東洋] -
4307 大僧正：井上円了略伝 だいそうじょう：いのうええんりょうりゃくでん 大宮不二男 おおみやふじお 19730408 新潟日報 [新] [未] -
4308 井上円了 いのうええんりょう 19730515 大正過去帳 p.179 東京美術 [所] [東洋] -
4309 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 19730828 近代日本宗教史資料(日本人の宗教 Ⅳ) p.111～115 佼成出版社 [所] [東洋] -
4310 仏教活論序論［解説］ ぶっきょうかつろんじょろん　かいせつ 吉馴明子 よしなれあきこ 19730828 近代日本宗教史資料(日本人の宗教 Ⅳ) p.143 佼成出版社 [所] [東洋] -
4311 井上円了 いのうええんりょう 19730950 越路のあゆみ p.144～146 新潟県越路町教育委員会 [所] [百] -
4312 Inoue Enryo.An Important Predecessor of Nishida Kitaro Inoue Enryo.An Important Predecessor of Nishida Kitaro Robert J.J. Wargo　 Rovert J.J. Wargo 19731115 日本文化研究論集 p.170～177 日本ペンクラブ [所] [東洋] -
4313 明治中期における政教の関係構造 めいじちゅうきにおけるせいきょうのかんけいこうぞう 赤松徹真 あかまつてっしん 19731201 龍谷史壇 66\67 p.175～189 [雑] [東洋] -
4314 井上円了が東洋哲学史を受講 いのうええんりょうがとうようてつがくしをじゅこう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 19731202 井上哲次郎自伝 p.74～78 富山房 [所] [東洋] -
4315 妖怪 ようかい 小池長之 こいけながゆき 19731220 宗教学辞典 p.735 東京大学出版会 [所] [東洋] -
4316 井上円了の社会教育 いのうええんりょうのしゃかいきょういく 河村孝照 かわむらこうしょう 19740320 東洋学研究 8 p.125～182 [雑] [東洋] -
4317 明治思想史における倫理と宗教 めいじしそうしにおけるりんりとしゅうきょう 峰島旭雄 みねしまあきお 19740399 比較思想 6 大正大学比較宗教哲学研究会編 [雑] [未] -
4318 ［井上円了］参考文献 いのうええんりょう　さんこうぶんけん 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.443～450 筑摩書房 [所] [東洋] -
4319 ［井上円了］年譜 いのうええんりょう　ねんぷ 峰島旭雄 みねしまあきお 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.432～433 筑摩書房 [所] [東洋] -
4320 近代日本の思想家達：その類型と系譜 きんだいにほんのしそうかたち：そのるいけいとけいふ 高坂正顕 こうさかまさあき 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.392～399 筑摩書房 [所] [東洋] -
4321 哲学一夕話 てつがくいっせきわ 井上円了 いのうええんりょう 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.43～62 筑摩書房 [所] [東洋] -
4322 ［哲学一夕話］［解題］ てつがくいっせきわ　かいだい 瀬沼茂樹 せぬましげき 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.422 筑摩書房 [所] [東洋] -
4323 明治思想史における倫理と宗教 めいじしそうしにおけるりんりとしゅうきょう 峰島旭雄 みねしまあきお 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.409～417 筑摩書房 [所] [東洋] -
4324 明治時代の日本哲学(其二) めいじじだいのにほんてつがく　そのに 三枝博音 さいぐさひろと 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.383～392 筑摩書房 [所] [東洋] -
4325 明治哲学思想年表 めいじてつがくしそうねんぴょう 19740615 明治哲学思想集(明治文学全集 80) p.451～458 筑摩書房 [所] [東洋] -
4326 暁烏敏伝 あけがらすはやでん 野本永久 のもとながひさ 19740630 p.71 大和書房 [単] [円] -
4327 妖怪学入門 ようかいがくにゅうもん 阿部主計 あべしゅけい 19740710 p.183 雄山閣 [単] [東洋] - 7/24/99
4328 伝円了 でんえんりょう 平野威馬雄 ひらのいまお 19740731 草風社 [単] [東洋] -
4329 欧化賛美と国粋主義の勃興 おうかさんびとこくすいしゅぎのぼっこう 都築七郎 つづきしちろう 19740831 政教社の人びと p.5～15 行政通信社 [所] [京] -
4330 伝円了［書評］ でんえんりょう　しょひょう 阿部正路 あべまさみち 19740923 日本読書新聞 [新] [未] -
4331 大谷中高等学校百年史 おおたにちゅうこうとうがっこうひゃくねんし 19741101 p.15 大谷中\高等学校 [単] [百] -
4332 妖怪学講義(国立北京大学中国民俗学会民俗叢書 121-7)［中国語訳］ ようかいがくこうぎ　こくりつぺきんだいがくちゅうごくみんぞくがっかいみんぞくそうしょ　ひゃくにじゅういち－なな　ちゅうごくごやく 井上円了\蔡元培(訳)　いのうええんりょう・さいげんば 19749999 東方文化書局 [翻] [東洋] -
4333 明治の哲学館事件 めいじのてつがくかんじけん 小倉竹治 おぐらたけはる 19750101 国士館大学文学部人文学会紀要 7 p.17～37 [雑] [東洋] -
4334 近代仏教教育史 きんだいぶっきょうきょういくし 斎藤昭俊 さいとうあきとし 19750225 p.166,171～175 国書刊行会 [単] [東洋] -
4335 井上円了の霊魂不滅論について いのうええんりょうのれいこんふめつろんについて 河村孝照 かわむらこうしょう 19750320 東洋学研究 9 p.53～65 [雑] [東洋] -
4336 真宗大谷派［解説］ しんしゅうおおたには　かいせつ 森竜吉 もりりゅうきち 19750320 真宗史料集成 12 p.24～29 同朋舎 [所] [東洋] - 7/24/99
4337 明治仏教の思想：井上円了の事績 めいじぶっきょうのしそう：いのうええんりょうのじせき 宮本正尊 みやもとしょうそん 19750328 佼成出版社 [単] [東洋] -
4338 真俗二諦 しんぞくにてい 井上甫水 いのうえほすい 19750415 教化研究 73\74号 p.360 原典の「開導新聞」294には著者名なし [雑] [円] -
4339 井上哲次郎の宗教観 いのうえてつじろうのしゅうきょうかん 伊藤友信 いとうとものぶ 19750530 明治思想家の宗教観 p.284～296 大蔵出版 [所] [東洋] -
4340 現象即実在の宗教観：井上円了 げんしょうそくじつざいのしゅうきょうかん：いのうええんりょう 峰島旭雄 みねしまあきお 19750530 明治思想家の宗教観 p.150～178 大蔵出版 [所] [東洋] -
4341 仏教者の宗教観 ぶっきょうしゃのしゅうきょうかん 峰島旭雄 みねしまあきお 19750530 明治思想家の宗教観 p.115～201 大蔵出版 [所] [東洋] -
4342 小説東京帝国大学 しょうせつとうきょうていこくだいがく 松本清張 まつもとせいちょう 19751030 新潮文庫 [単] [円] -
4343 松江の小泉八雲 まつえのこいずみやぐも 池野誠 いけのまこと 19760199 p.157～160 山陰中央新聞社 [単] [未] - 7/24/99
4344 高遠哲学 こうえんてつがく 池田正毅 いけだまさき 19760201 私観 哲学物語 p.243～247 池田正毅 [所] [百] -
4345 仏教の近代化 ぶっきょうのきんだいか 平祐史 たいらひろし 19760215 日本思想史講座 6 p.188～197 雄山閣 [所] [東洋] - 7/24/99
4346 井上円了 いのうええんりょう 19760320 コンサイス人名辞典 p.123 三省堂 [所] [東洋] -
4347 妖怪学の一視点 ようかいがくのいちしてん 河村孝照 かわむらこうしょう 19760320 東洋学研究 10 p.49～65 [雑] [東洋] -
4348 私立大学“蟻地獄のなかから” しりつだいがくありじごくのなかから 尾形憲 おがたけん 19760499 p.28～29 日経新書 [単] [未] - 7/24/99
4349 青春の森：長岡高(9) せいしゅんのもり：ながおかこう　きゅう 19760601 毎日新聞、新潟版 [新] [円] -
4350 青春の森：長岡高(16) せいしゅんのもり：ながおかこう　じゅうろく 19760611 毎日新聞、新潟版 和同会 [新] [円] -
4351 青春の森：長岡高(17) せいしゅんのもり：ながおかこう　じゅうしち 19760615 毎日新聞、新潟版 和同会 [新] [円] -
4352 青春の森：長岡高(20) せいしゅんのもり：ながおかこう　にじゅう 19760618 毎日新聞、新潟版 井上円了 [新] [円] -
4353 天皇制下の民衆と宗教 てんのうせいかのみんしゅうとしゅうきょう 安丸良夫 やすまるよしお 19760622 岩波講座 日本歴史 16：近代3 p.321～358 岩波書店 [所] [東洋] -

4354 明治の仏教：その行動と思想(日本人の行動と思想 31) めいじのぶっきょう：そのこうどうとしそう　にほんじんのどうこうとしそう　さんじゅういち 池田英俊 いけだえいしゅん 19760630
p.145～146,150,159～
175,227～2

評論社 [単] [東洋] -

4355 欧米各国政教日記［解題］ おうべいかっこくせいきょうにっき　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.965 明治堂書店 [所] [東洋] -
4356 宗教新論［解題］ しゅうきょうしんろん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.878 明治堂書店 [所] [東洋] -
4357 心理学(通信教授)［解題］ しんりがく　つうしんきょうじゅ　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.704～705 明治堂書店 [所] [東洋] -
4358 真理金針［解題］ しんりきんしん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.711～712 明治堂書店 [所] [東洋] -
4359 心理摘要［解題］ しんりてきよう　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.831～832 明治堂書店 [所] [東洋] -
4360 哲学一夕話［解題］ てつがくいっせきわ　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.735～737 明治堂書店 [所] [東洋] -
4361 哲学道中記［解題］ てつがくどうちゅうき　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.817 明治堂書店 [所] [東洋] -
4362 哲学要領［解題］ てつがくようりょう　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.750～751 明治堂書店 [所] [東洋] -
4363 日本政教論［解題］ にほんせいきょうろん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.971～972 明治堂書店 [所] [東洋] -
4364 破邪新論［解題］ はじゃしんろん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.696～697 明治堂書店 [所] [東洋] -
4365 仏教活論［解題］ ぶっきょうかつろん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.786～789 明治堂書店 [所] [東洋] -
4366 倫理通論［解題］ りんりつうろん　かいだい 19760701 明治前期思想史文献 p.786 明治堂書店 [所] [東洋] -
4367 宗教関係文献年表(4) 仏教の部 しゅうきょうかんけいぶんけんねんぴょう　よん　ぶっきょうのぶ 苫米地一男 とまべちかずお 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.562～566 日本評論社 第2版 [所] [東洋] -
4368 真理金針 初編 しんりきんしん　しょへん 井上円了 いのうええんりょう 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.308～376 日本評論社 第2版 [所] [東洋] -
4369 真理金針［解題］ しんりきんしん　かいだい 常盤大定 ときわだいじょう 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.29～34 日本評論社 第2版 [所] [東洋] -
4370 日本仏教一貫論［解題］ にほんぶっきょういっかんろん　かいだい 常盤大定 ときわだいじょう 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.38～41 日本評論社 第2版、円了の影響について [所] [東洋] -
4371 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.379～416 日本評論社 第2版 [所] [東洋] -
4372 仏教活論序論［解題］ ぶっきょうかつろんじょろん　かいだい 常盤大定 ときわだいじょう 19760825 明治文化全集 19 宗教編 p.35～38 日本評論社 第2版 [所] [東洋] -
4373 井上円了 いのうええんりょう 瓜生津隆真 うりゅうつりゅうしん 19761010 国民百科事典 p.485 平凡社 [所] [東洋] -
4374 明治の新仏教運動 めいじのしんぶっきょううんどう 池田英俊 いけだえいしゅん 19761220 p.227～263 吉川弘文館 [単] [東洋] -
4375 妖怪玄談 狐狗狸の事 ようかいげんだん　こっくりのこと 井上円了 いのうええんりょう 19761225 仮説社 [単] [東洋] -
4376 妖怪玄談 狐狗狸の事［解説］ ようかいげんだん　こっくりのこと　かいせつ 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 19761225 妖怪玄談 狐狗狸の事 p.1～6(巻末) 仮説社 [所] [東洋] -
4377 井上円了 いのうええんりょう 斎藤新治 さいとうしんじ 19770101 新潟県大百科事典 上 p.111 新潟日報事業社 [所] [東洋] -
4378 明治仏教の名著 めいじぶっきょうのめいちょ 池田英俊 いけだえいしゅん 19770301 大法輪 44-3 p.160～164 [雑] [東洋] -
4379 井上円了の世界(1) いのうええんりょうのせかい　いち 水沢清之 みずさわきよゆき 19770325 東洋大学校友会報 102 p.6～7 [雑] [円] -
4380 政教社のナショナリズムと井上円了の「護国愛理」 せいきょうしゃのなしょなりずむといのうええんりょうのごこくあいり 田中菊次郎 たなかきくじろう 19770331 東洋大学社会学研究所年報 10 p.21～61 [雑] [東洋] -
4381 真宗思想の近代化［解説］ しんしゅうしそうのきんだいか　かいせつ 森竜吉 もりりゅうきち 19770520 真宗史料集成 13 p.7～47 同朋舎 [所] [東洋] - 7/24/99
4382 真理金針 初編 しんりきんしん　しょへん 井上円了 いのうええんりょう 19770520 真宗史料集成 13 p.81～161 同朋舎 [所] [東洋] -
4383 真理金針［解題］ しんりきんしん　かいだい 森竜吉 もりりゅうきち 19770520 真宗史料集成 13 p.51～53 同朋舎 [所] [東洋] - 7/24/99
4384 仏教活論序論 ぶっきょうかつろんじょろん 井上円了 いのうええんりょう 19770520 真宗史料集成 13 p.162～206 同朋舎 [所] [東洋] -
4385 仏教活論序論［解題］ ぶっきょうかつろんじょろん　かいだい 森竜吉 もりりゅうきち 19770520 真宗史料集成 13 p.53～54 同朋舎 [所] [東洋] - 7/24/99
4386 井上円了の世界(2) いのうええんりょうのせかい　に 水沢清之 みずさわきよゆき 19770525 東洋大学校友会報 103 p.10～11 [雑] [円] -
4387 井上円了の世界(3) いのうええんりょうのせかい　さん 水沢清之 みずさわきよゆき 19770715 東洋大学校友会報 104 p.6～7 [雑] [円] -
4388 妖怪博士井上円了と妖怪学の展開 ようかいはかせいのうええんりょうとようかいがくのてんかい 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 19770799 仮説実験授業研究 11 仮説社 [雑] [未] -

4389 海舟日記 かいしゅうにっき 勝安芳 かつやすよし 19770805 勝海舟全集 21
p.335,339,340,345,386,3
90,399,

勁草書房 [所] [東洋] - 7/24/99

4390 欧米各国政教日記 おうべいかっこくせいきょうにっき 井上円了 いのうええんりょう 19770810 日本人のアメリカ論 p.97～104 研究社 [所] [東洋] -
4391 近代大谷派年表 きんだいおおたにはねんぴょう 　 真宗教学研究所 じょしんしゅうきょうがくけんき 19770830 東本願寺出版部 [単] [円] - 7/24/99
4392 妖怪博士井上円了と妖怪学の展開 ようかいはかせいのうええんりょうとようかいがくのてんかい 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 19770999 仮説実験授業研究 12 仮説社 [雑] [未] -
4393 井上円了の世界(4) いのうええんりょうのせかい　よん 水沢清之 みずさわきよゆき 19771015 東洋大学校友会報 105 p.6～7 [雑] [円] -
4394 井上円了 いのうええんりょう 牧田利平 まきたりへい 19771025 新潟県県民百科事典 p.70 野島出版 [所] [東洋] -
4395 井上円了 いのうええんりょう 長谷川泉 はせがわせん 19771108 日本近代文学大事典 p.151～152 講談社 [所] [東洋] -
4396 仏教と近代社会 ぶっきょうときんだいしゃかい 池田英俊 いけだえいしゅん 19771230 世界宗教史叢書 12 p.347～349 山川出版社 [所] [未] -
4397 井上円了の世界(5) いのうええんりょうのせかい　ご 水沢清之 みずさわきよゆき 19780320 東洋大学校友会報 107 p.6～7 [雑] [円] -
4398 排耶論にみる明治前半期の真宗：護国論の展開と国粋主義 はいやろんにみるめいじぜんはんきのしんしゅう：ごこくろんのてんかいとこくすいしゅぎ 上場顕雄 うえばあきお 19780331 仏教史学研究 20-2 p.30～51 [雑] [東洋] -
4399 近代日本における千字文型教科書の研究 きんだいにほんにおけるせんじもんがたきょうかしょのけんきゅう 尾形裕康 おがたひろやす 19780399 p.888～895 早稲田大学出版部 [単] [未] -
4400 井上円了 いのうええんりょう 時野谷勝 ときのやまさる 19780405 日本近現代史辞典 p.37 東洋経済新報社 [所] [東洋] -
4401 チベット旅行記 ちべっとりょこうき 河口慧海 かわぐちえかい 19780415 p.599～606 旺文社文庫 [単] [東洋] -
4402 お化け博士と憑きもののはなし おばけはかせとつきもののはなし 平野威馬雄 ひらのいまお 19780510 枠外の人々 p.223～257 白夜書房 [所] [京] -
4403 立願五十五年の春を迎へて：回顧と経過 りつがんごじゅうごねんのはるをむかえて：かいことけいか 山川法之助 やまかわのりのすけ 19780510 p.5 浄妙全集刊行会 [単] [未] -
4404 井上円了の世界(6) いのうええんりょうのせかい　ろく 水沢清之 みずさわきよゆき 19780530 東洋大学校友会報 108 p.8～9 [雑] [円] -
4405 井上円了 いのうええんりょう 19780701 世界伝記大事典 p.149～151 ほるぷ出版 [所] [東洋] -
4406 井上円了の世界(7) いのうええんりょうのせかい　しち 水沢清之 みずさわきよゆき 19780725 東洋大学校友会報 109 p.8～9 [雑] [円] -
4407 追想 田中正造翁(4) ついそう　たなかしょうぞうおう　よん 黒沢酉蔵 くろさわとりぞう 19780825 北海道新聞 p.5 [新] [未] -
4408 チベット旅行記(5) ちべっとりょこうき　ご 河口慧海 かわぐちえかい 19781010 p.122～129 講談社学術文庫 [単] [東洋] -
4409 京北学園八十年史 けいほくがくえんはちじゅうねんし 京北学園 けいほくがくえん 19781018 京北学園 [単] [東洋] -
4410 井上円了の世界(8) いのうええんりょうのせかい　はち 水沢清之 みずさわきよゆき 19781020 東洋大学校友会報 110 p.6～7 [雑] [円] -
4411 郁文館学園九十年史 いくぶんかんがくえんきゅうじゅうねんし 郁文館学園 いくぶんかんがくえん 19781113 p.10,14 郁文館学園 [単] [東洋] -
4412 井上円了の世界(9) いのうええんりょうのせかい　きゅう 水沢清之 みずさわきよゆき 19781225 東洋大学校友会報 111 p.6～7 [雑] [円] -
4413 INOUE ENRYO Ｉ 19789999 BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF JAPANESE HIST p.349～350 Kodansha International LTD. [所] [東洋] -
4414 井上円了家に入る いのうええんりょうけにはいる 柏木隆法 かしわぎりゅうほう 19790110 大逆事件と内山愚童 p.14～16 JCA出版 [所] [円] -
4415 教育勅語義解修身歌 きょういくちょくごぎげしゅうしんか 井上円了 いのうええんりょう 19790225 教育勅語関係資料 7 p.605～609 日本大学精神文化研究所 [所] [東洋] -
4416 教育勅語義解修身歌［解題］ きょういくちょくごぎげしゅうしんか　かいだい 古田紹欽 ふるたしょうきん 19790225 教育勅語関係資料 7 p.11 日本大学精神文化研究所 [所] [東洋] -
4417 勅語略解 ちょくごりゃっかい 井上円了 いのうええんりょう 19790225 教育勅語関係資料 7 p.221～231 日本大学精神文化研究所 [所] [東洋] -
4418 勅語略解［解題］ ちょくごりゃっかい　かいだい 古田紹欽 ふるたしょうきん 19790225 教育勅語関係資料 7 p.2 日本大学精神文化研究所 [所] [東洋] -
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4419 井上円了 いのうええんりょう 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19790301 国史大辞典 p.751～752 吉川弘文館 [所] [東洋] -
4420 井上円了の世界(10) いのうええんりょうのせかい　じゅう 水沢清之 みずさわきよゆき 19790330 東洋大学校友会報 112 p.6～7 [雑] [円] -
4421 廃仏毀釈論争 はいぶつきしゃくろんそう 伊藤友信 いとうとものぶ 19790513 日本思想論争史 p.337～355 ペリカン社 [所] [東洋] -
4422 井上円了の世界(11) いのうええんりょうのせかい　じゅういち 水沢清之 みずさわきよゆき 19790525 東洋大学校友会報 113 p.8～9 [雑] [円] -
4423 井上円了 いのうええんりょう 斎藤昭俊 さいとうあきとし 19790531 仏教教育辞典 p.11～12 国書刊行会 [所] [東洋] -
4424 「越佐の墨芳」刊行に寄せて えっさのぼくほうかんこうによせて 長坂吉和 ながさかよしかず 19790630 新潟日報 [新] [未] -
4425 失われた妖怪の系譜 うしなわれたようかいのけいふ 吉田光邦 よしだみつくに 19790701 妖怪の事典 p.24～31 新評社 [所] [東洋] -
4426 井上円了の世界(12) いのうええんりょうのせかい　じゅうに 水沢清之 みずさわきよゆき 19790710 東洋大学校友会報 114 p.6～7 [雑] [円] -
4427 井上円了の人と学問［解説］ いのうええんりょうのひととがくもん 河村孝照 かわむらこうしょう 19790825 妖怪学講義 6 p.1～108(巻末) 国書刊行会 [所] [東洋] -

4428 明治宗教思想の研究：宗教学事始 めいじしゅうきょうしそうのけんきゅう：しゅうきょうがくことはじめ 鈴木範久 すずきのりひさ 19790825
p.9～12,29,93～94,107
～108,170

東京大学出版会 [単] [東洋] -

4429 妖怪学講義 第1巻 ようかいがくこうぎ　だいいっかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4430 妖怪学講義 第2巻 ようかいがくこうぎ　だいにかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4431 妖怪学講義 第3巻 ようかいがくこうぎ　だいさんかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4432 妖怪学講義 第4巻 ようかいがくこうぎ　だいよんかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4433 妖怪学講義 第5巻 ようかいがくこうぎ　だいごかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4434 妖怪学講義 第6巻 ようかいがくこうぎ　だいろっかん 井上円了 いのうええんりょう 19790825 国書刊行会 [単] [東洋] -
4435 井上円了 いのうええんりょう 19790930 日本仏教史辞典 p.19 東京堂出版 [所] [東洋] -
4436 井上円了 いのうええんりょう 　 近代人物研究会 きんだいじんぶつけんきゅうかい 19791021 号筆名辞典 p.22 柏書房 [所] [東洋] - 7/24/99
4437 井上円了の世界(13) いのうええんりょうのせかい　じゅうさん 水沢清之 みずさわきよゆき 19791025 東洋大学校友会報 115 p.6～7 [雑] [円] -
4438 郷土の先覚者：井上円了 きょうどのせんかくしゃ　いのうええんりょう 田中菊次郎 たなかきくじろう 19791216 新潟日報 [新] [円] -
4439 Enryo’s panlogism and tetsujiro’s phenomenalism Enryo's panlogism and tetsujiro's phenomenalism 19799999 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 10 (Knowledge in Encyclopedia Britannica. Inc. [所] [東洋] -
4440 In Defense of Japanese buddhism.Essays from The Meiji period by Inoue Enryo and Murakami Sensho In Defense of Japanese buddhism.Essays from The Meiji Period by Inoue Enryo and Murakami Sensho Staggs. Kathleen Marie　Staggs. Kathleen Marie 19799999 学位論文、175BDIALOGにて検索 [単] [未] -
4441 Inoue Enryo Inoue Enryo 19799999 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 5 (Ready Referen p.365 Encyclopedia Britannica. Inc. [所] [東洋] -
4442 清沢満之の青年時代：思想形成過程の諸問題 きよざわまんしのせいねんじだい：しそうけいせいかていのしょもんだい 赤松徹真 あかまつてっしん 19800120 国家と仏教 近世\近代編(日本仏教史研究2) p.81～121 永田文昌堂 [所] [円] -
4443 井上円了の世界(14) いのうええんりょうのせかい　じゅうよん 水沢清之 みずさわきよゆき 19800330 東洋大学校友会報 117 p.6～7 [雑] [円] -
4444 “学祖井上円了の学理思想”の研究 がくそいのうええんりょうのがくりしそうのけんきゅう 東洋大学学祖井上円了研究第一部とうようだいがくがくそいのうえ 19800350 東洋大学学祖井上円了研究第一部 [単] [東洋] -
4445 東洋大学\井上円了を語る：その文献案内を中心に とうようだいがく・いのうええんりょうをかたる：そのぶんけんあんないをちゅうしんに 高木宏夫\山内四郎　たかぎひろお・やまうちしろう 19800430 コスモス 49 p.2～4 東洋大学図書館発行 対談 [雑] [東洋] -
4446 井上円了の世界(15) いのうええんりょうのせかい　じゅうご 水沢清之 みずさわきよゆき 19800525 東洋大学校友会報 118 p.14～15 [雑] [円] -
4447 哲学堂公園 てつがくどうこうえん 前島康彦 まえじまやすひこ 19800601 郷学舎 [単] [円] -
4448 井上円了 いのうええんりょう 19800650 近代現代世界名人辞典 下 p.1151 商務印書館 香港第一次印刷 [所] [東洋] -
4449 井上円了 いのうええんりょう 今井淳 いまいじゅん 19800701 万有百科大事典 p.44 小学館 [所] [東洋] - 7/24/99
4450 やまがた：大正5年夏\井上円了博士の巡講 やまがた：たいしょうごねんなつ・いのうええんりょうはかせのじゅんこう 田中菊次郎 たなかきくじろう 19800703 山形新聞 [新] [未] -
4451 井上円了の世界(16) いのうええんりょうのせかい　じゅうろく 水沢清之 みずさわきよゆき 19800720 東洋大学校友会報 119 p.8～9 [雑] [円] -
4452 “お化け博士”と熊本巡講：井上円了研究調査から おばけはかせとくまもとじゅんこう：いのうええんりょうけんきゅうちょうさから 田中菊次郎 たなかきくじろう 19800903 熊本日日新聞 [新] [未] -
4453 『心の公園』を説く：福岡県と井上円了博士 こころのこうえんをとく：ふくおかけんといのうええんりょうはかせ 田中菊次郎 たなかきくじろう 19800915 西日本新聞 [新] [円] -
4454 修身教会設立に奔走 しゅうしんきょうかいせつりつにほんそう 19801012 西日本新聞(長崎県版) [新] [円] -
4455 井上円了の世界(17) いのうええんりょうのせかい　じゅうしち 水沢清之 みずさわきよゆき 19801025 東洋大学校友会報 120 p.10～11 [雑] [円] -
4456 一粒のムギは実っていた：読者が寄せた井上円了博士の足跡 ひとつぶのむぎはみのっていた：どくしゃがよせたいのうええんりょうはかせのそくせき 田中菊次郎 たなかきくじろう 19801105 西日本新聞(夕刊) [新] [円] -
4457 井上円了とその周辺：大学を興した人々⑯東洋大学 いのうええんりょうとそのしゅうへん：だいがくをおこしたひとびと　じゅうろく　とうようだいがく 柳井幸太郎 やないこうたろう 19801199 大学時報 29-155 p.108～109 日本私立大学連盟 [雑] [円] -
4458 伝統の系譜［風車］ でんとうのけいふ　かざぐるま 19801209 西日本新聞(夕刊) 田中菊次郎氏の九州調査について [新] [円] -
4459 井上円了の世界(18) いのうええんりょうのせかい　じゅうはち 水沢清之 みずさわきよゆき 19801220 東洋大学校友会報 121 p.10～11 [雑] [円] -
4460 阿部次郎 あべじろう 伊藤友信 いとうとものぶ 19810218 近代日本の倫理思想 p.407 大明堂 [所] [東洋] -
4461 井上円了 いのうええんりょう 三宅守常 みやけもりつね 19810218 近代日本の倫理思想 p.92～95 大明堂 [所] [東洋] -
4462 井上哲次郎 いのうえてつじろう 渋川久子 しぶかわひさこ 19810218 近代日本の倫理思想 p.67 大明堂 [所] [東洋] -
4463 清沢満之 きよざわまんし 三宅守常 みやけもりつね 19810218 近代日本の倫理思想 p.146 大明堂 [所] [東洋] -
4464 中島徳蔵 なかじまとくぞう 片山清一 かたやませいいち 19810218 近代日本の倫理思想 p.168～173 大明堂 [所] [東洋] -
4465 井上円了の世界(19) いのうええんりょうのせかい　じゅうく 水沢清之 みずさわきよゆき 19810225 東洋大学校友会報 122 p.10～11 [雑] [円] -
4466 井上円了研究資料集 第1冊 いのうええんりょうけんきゅうしりょうしゅう　だいいっさつ 東洋大学井上円了研究会第三部会とうようだいがくいのうええんり 19810319 東洋大学井上円了研究会第三部会 [単] [東洋] -
4467 井上円了に関する郷土における調査報告［新潟県長岡市］ いのうええんりょうにかんするきょうどにおけるちょうさほうこく　にいがたけんながおかし 19810319 井上円了研究 1 p.123～143 [雑] [東洋] -
4468 井上円了の学位に就いて いのうええんりょうのがくいについて 山内四郎 やまうちしろう 19810319 井上円了研究 1 p.75～80 [雑] [東洋] -
4469 井上円了の哲学 いのうええんりょうのてつがく 針生清人 はりゅうきよと 19810319 井上円了研究 1 p.81～111 [雑] [東洋] -
4470 円了と民衆 えんりょうとみんしゅう 田中菊次郎 たなかきくじろう 19810319 井上円了研究 1 p.1～42 [雑] [東洋] -
4471 ［「国民之友」に掲載された井上円了関係論文集(復刻)］ こくみんのともにけいさいされたいのうええんりょうかんけいろんぶんしゅう　ふっこく 19810319 井上円了研究資料集 1 p.128～148 井上円了研究会第三部会 [所] [東洋] -
4472 収録誌解題［解題］ しゅうろくしかいだい　かいだい 山内四郎 やまうちしろう 19810319 井上円了研究資料集 1 p.4 井上円了研究会第三部会 [所] [東洋] -
4473 祖父井上円了について そふいのうええんりょうについて 井上民雄 いのうえたみお 19810319 井上円了研究 1 p.113～121 [雑] [東洋] -
4474 ［「太陽」に掲載された井上円了関係論文集(復刻)］ たいようにけいさいされたいのうええんりょうかんけいろんぶんしゅう　ふっこく 19810319 井上円了研究資料集 1 p.60～127 井上円了研究会第三部会 [所] [東洋] -
4475 ［「日本人」に掲載された井上円了関係論文集(復刻)］ にほんじんにけいさいされたいのうええんりょうかんけいろんぶんしゅう　ふっこく 19810319 井上円了研究資料集 1 p.149～211 井上円了研究会第三部会 [所] [東洋] -
4476 ［「六合雑誌」に掲載された井上円了関係論文集(復刻)］ りくごうざっしにけいさいされたいのうええんりょうかんけいろんぶんしゅう　ふっこく 19810319 井上円了研究資料集 1 p.5～59 井上円了研究会第三部会 [所] [東洋] -
4477 「井上円了先生の書」遺墨集とその研究 第1集 いのうええんりょうせんせいのしょ　いぼくしゅうとそのけんきゅう　だいいっしゅう 「井上円了先生の書」研究グルーいのうええんりょうせんせいのし 19810325 「井上円了先生の書」研究グルー [単] [東洋] -
4478 「井上円了先生の書」研究 いのうええんりょうせんせいのしょ　けんきゅう 本田春玲 ほんだしゅんれい 19810325 「井上円了先生の書」遺墨集とその研究 1 p.73～77 「井上円了先生の書」研究グルー [所] [円] -
4479 井上円了 いのうええんりょう 古田紹欽 ふるたしょうきん 19810420 世界大百科事典(2) p.406 平凡社 [所] [東洋] -
4480 井上円了の世界(20) いのうええんりょうのせかい　にじゅう 水沢清之 みずさわきよゆき 19810515 東洋大学校友会報 123 p.12～13 [雑] [円] -
4481 「修身教会」設立に奔走：東洋大学創立者故井上円了博士 しゅうしんきょうかいせつりつにほんそう：とうようだいがくそうりつしゃこいのうええんりょうはかせ 19810528 西日本新聞(長崎県版) 目良亀久氏の調査の紹介 [新] [円] -
4482 井上円了：活仏教の哲学 いのうええんりょう：かつぶっきょうのてつがく 渡辺明照 わたなべあきてる 19810617 近代日本の思想と仏教 p.176～190 東京書籍 [所] [未] -
4483 井上円了 いのうええんりょう 19810630 年刊人物情報事典 p.133 日外アソシエーツ [所] [東洋] -
4484 護法運動と近代主義：井上円了を中心として ごほううんどうときんだいしゅぎ：いのうええんりょうをちゅうしんとして 池田英俊 いけだえいしゅん 19810705 日本人の宗教の歩み p.283～297 大学教育社 [所] [国] -
4485 国民仏教への道(図説 日本仏教史 3) こくみんぶっきょうへのみち　ずせつ　にほんぶっきょうし　さん 19810710 p.234,240,267 法蔵館 [単] [百] -
4486 井上円了の世界(21) いのうええんりょうのせかい　にじゅういち 水沢清之 みずさわきよゆき 19810720 東洋大学校友会報 124 p.10～11 [雑] [円] -
4487 井上円了の足跡を訪ねて：各地に心を養う公園を いのうええんりょうのそくせきをたずねて：かくちにこころをやしなうこうえんを 田中菊次郎 たなかきくじろう 19810902 毎日新聞(中国版) [新] [円] -
4488 明治教育史 めいじきょういくし 野田義夫 のだよしお 19810910 p.517～518,531 有明書房 育英舎版(明治40年)の復刻 [単] [東洋] -
4489 井上円了：迷信をしりぞける論理 いのうええんりょう：めいしんをしりぞけるろんり 安野光雅\板倉聖宣　あんのみつまさ・いたくらきよの 19810915 アニマ 103 p.75～81 対談 [雑] [円] -
4490 三宅雪嶺と井上円了：その「国粋」の論理と民衆的視点の所在 みやけせつれいといのうええんりょう：そのこくすいのろんりとみんしゅうてきしてんのしょざい 堀口節子 ほりぐちせつこ 19810920 続国家と仏教(日本仏教史研究4) p.233～256 永田文昌堂 [所] [未] -
4491 マンボウ雑学記 まんぼうざつがくき 北杜夫 きたもりお 19810925 岩波新書,第2章「お化けに就いて」 [単] [東洋] - 7/24/99
4492 井上円了の世界(22) いのうええんりょうのせかい　にじゅうに 水沢清之 みずさわきよゆき 19811030 東洋大学校友会報 125 p.8～9 [雑] [円] -
4493 井上円了の世界(23) いのうええんりょうのせかい　にじゅうさん 水沢清之 みずさわきよゆき 19811225 東洋大学校友会報 126 p.12～13 [雑] [円] -
4494 円了講話集(井上円了研究 資料集第3冊) えんりょうこうわしゅう　いのうええんりょうけんきゅう　しりょうしゅうだいさんさつ 井上円了 いのうええんりょう 19820319 井上円了研究会第3部会 [単] [東洋] -
4495 甫水論集(井上円了研究 資料集第2冊) ほすいろんしゅう　いのうええんりょうけんきゅう　しりょうしゅうだいにさつ 井上円了 いのうええんりょう 19820319 井上円了研究会第3部会 [単] [東洋] -
4496 井上円了の世界(24) いのうええんりょうのせかい　にじゅうよん 水沢清之 みずさわきよゆき 19820325 東洋大学校友会報 127 p.10～11 [雑] [円] -
4497 ［勝海舟宛書簡］［書簡］ かつかいしゅうあてしょかん　しょかん 井上円了 いのうええんりょう 19820415 勝海舟全集 別巻1 p.152～153 勁草書房 [所] [百] -

4498 フェノロサ：日本文化の宣揚に捧げた一生 上 ふぇのろさ：にほんぶんかのせんようにささげたいっしょう　じょう 山口静一 やまぐちせいいち 19820430
p.45～47,49,83～
84,424,427～43

三省堂 [単] [東洋] -

4499 フェノロサをめぐる仏教者たち ふぇのろさをめぐるぶっきょうしゃたち 山口静一 やまぐちせいいち 19820430 フェノロサ：日本文化の宣揚に捧げた一生 p.422～430 三省堂 [所] [東洋] -
4500 井上円了の世界(25) いのうええんりょうのせかい　にじゅうご 水沢清之 みずさわきよゆき 19820525 東洋大学校友会報 128 p.6～7 [雑] [円] -
4501 日本の妖怪 にほんのようかい 星野匡 ほしのただし 19820701 月刊百科 237 p.32～36 平凡社 [雑] [東洋] - 7/24/99
4502 井上円了の世界(26) いのうええんりょうのせかい　にじゅうろく 水沢清之 みずさわきよゆき 19820720 東洋大学校友会報 129 p.12～13 [雑] [円] -
4503 新校 仏教心理学 しんこう　ぶっきょうしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 19820901 郡書 [単] [東洋] -
4504 新校 仏教心理学［解説］ しんこう　ぶっきょうしんりがく　かいせつ 恩田彰 おんだあきら 19820901 新校 仏教心理学 p.179～183 郡書 [所] [東洋] - 7/24/99
4505 井上円了 いのうええんりょう 峰島旭雄 みねしまあきお 19820930 近代日本哲学思想家辞典 p.54～59 東京書籍 [所] [東洋] -
4506 井上円了：板倉聖宣［対談］ いのうええんりょう：いたくらきよのぶ　たいだん 安野光雅\板倉聖宣　あんのみつまさ・いたくらきよの 19821015 安野光雅対談 ロジックの詩人たち p.145～166 平凡社 [所] [円] -
4507 井上円了の世界(27) いのうええんりょうのせかい　にじゅうしち 水沢清之 みずさわきよゆき 19821025 東洋大学校友会報 130 p.18～19 [雑] [円] -
4508 井上円了の世界(28) いのうええんりょうのせかい　にじゅうはち 水沢清之 みずさわきよゆき 19821225 東洋大学校友会報 131 p.10～11 [雑] [円] -
4509 井上円了の世界(29) いのうええんりょうのせかい　にじゅうく 水沢清之 みずさわきよゆき 19830325 東洋大学校友会報 132 p.14～15 [雑] [円] -
4510 井上円了 いのうええんりょう 越路町教育委員会　こしじまちきょういくいいんかい 19830399 わたしたちの越路町 p.99 越路町教育委員会 [所] [東洋] -
4511 井上円了の世界(30) いのうええんりょうのせかい　さんじゅう 水沢清之 みずさわきよゆき 19830525 東洋大学校友会報 133 p.14～15 [雑] [円] -
4512 再び哲学館事件について ふたたびてつがくかんじけんについて 小倉竹治 おぐらたけはる 19830528 アジアの教育と社会 [所] [未] -
4513 井上円了の世界(31) いのうええんりょうのせかい　さんじゅういち 水沢清之 みずさわきよゆき 19830725 東洋大学校友会報 134 p.10～11 [雑] [円] -
4514 Defend the Nation and Love the Truth.Inoue Enryo and the Revival of Meiji Buddism Defend the Nation and Love the Truth.Inoue Enryo and the Revival of Meiji Buddism Staggs. Kathleen Marie　Staggs. Kathleen Marie 19830999 Monumenta Nipponica 38-3 p.251～281 正確な発行日はAutumnとなっている [雑] [東洋] -
4515 井上円了妖怪学講義 いのうええんりょうようかいがくこうぎ 平野威馬雄 ひらのいまお 19831010 リブロポート [単] [東洋] -
4516 お化けの正体(新編妖怪叢書 第6編) おばけのしょうたい　しんぺんようかいそうしょ　だいろっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4517 哲学うらなひ(新編妖怪叢書 第1編) てつがくうらない　しんぺんようかいそうしょ　だいいっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4518 天狗論(新編妖怪叢書 第2編) てんぐろん　しんぺんようかいそうしょ　だいにへん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4519 迷信解(新編妖怪叢書 第3編) めいしんかい　しんぺんようかいそうしょ　だいさんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4520 迷信と宗教(新編妖怪叢書 第7編) めいしんとしゅうきょう　しんぺんようかいそうしょ　だいななへん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4521 妖怪博士\井上円了と妖怪学の展開(新編妖怪叢書解説 別冊) ようかいはかせ・いのうええんりょうとようかいがくのてんかい　しんぺんようかいそうしょかいせつ　べっさつ 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4522 妖怪玄談(新編妖怪叢書 第5編) ようかいげんだん　しんぺんようかいそうしょ　だいごへん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4523 通俗絵入 妖怪談(新編妖怪叢書 第4編) つうぞくえいり　ようかいだん　しんぺんようかいそうしょ　だいよんぺん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4524 霊魂不滅論(新編妖怪叢書 第8編) れいこんふめつろん　しんぺんようかいそうしょ　だいはちへん 井上円了 いのうええんりょう 19831030 国書刊行会 [単] [東洋] -
4525 Inoue Enryo Inoue Enryo 19831125 KODANSHA ENCYCLOPEDIA OF JAPAN p.309 講談社 [所] [東洋] -
4526 井上学祖の詩碑 いのうえがくそのしひ 19831128 東洋大学父兄会報 84 p.14 [雑] [東洋] -
4527 学祖研究発表会 がくそけんきゅうはっぴょうかい 19831128 東洋大学父兄会報 84 p.14 [雑] [東洋] -
4528 井上円了：人とその教育思想 いのうええんりょう：ひととそのきょういくしそう 小倉竹治 おぐらたけはる 19840101 国士館大学人文学会紀要 16 [雑] [東洋] -
4529 井上円了英文稿録の意義 いのうええんりょうえいぶんこうろくのいぎ 喜多川豊宇 きたがわとよいえ 19840120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4530 井上円了学術総合研究第一回発表会 いのうええんりょうがくじゅつそうごうけんきゅうだいいっかいはっぴょうかい 19840120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4531 井上円了の「学術」観 いのうええんりょうのがくじゅつかん 小林忠秀 こばやしただひで 19840120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4532 学祖井上円了と真宗大谷派教団 がくそいのうええんりょうとしんしゅうおおたにはきょうだん 森章司 もりしょうじ 19840120 東洋大学報 [新] [東洋] - 7/24/99
4533 時代区分について じだいくぶんについて 田中菊次郎 たなかきくじろう 19840215 東洋大学史紀要 2 p.5 [雑] [東洋] -
4534 東洋大学百年史年表(稿本) とうようだいがくひゃくねんしねんぴょう　こうほん 19840215 東洋大学史紀要 2 p.1～227 [雑] [東洋] -
4535 井上円了と河口慧海 いのうええんりょうとかわぐちえかい 高橋統一 たかはしとういち 19840314 井上円了研究 2 p.85～94 [雑] [東洋] -
4536 井上円了と蓮門教 いのうええんりょうれんもんきょう 西山茂 にしやましげる 19840314 井上円了研究 2 p.95～99 [雑] [東洋] - 7/24/99
4537 井上円了の「教育」理念序説 いのうええんりょうのきょういくりねんじょせつ 飯島宗享 いいじまむねたか 19840314 井上円了研究 2 p.3～17 [雑] [東洋] -
4538 井上円了の思想 いのうええんりょうのしそう 小林忠秀 こばやしただひで 19840314 井上円了研究 2 p.19～34 [雑] [東洋] -
4539 井上円了略年譜 いのうええんりょうりゃくねんぷ 三浦節夫(編) みうらせつお 19840314 井上円了研究 2 p.127～182 [雑] [東洋] -
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4540 政教社のナショナリズムと井上円了の「護国愛理」(再録) せいきょうしゃのなしょなりずむといのうええんりょうのごこくあいり　さいろく 田中菊次郎 たなかきくじろう 19840314 井上円了研究 2 p.35～84 [雑] [東洋] -
4541 東洋大学第一期生 佐々木正熈氏談「井上円了とその時代」 とうようだいがくだいいっきせい　ささきしょうきしだん　いのうええんりょうとそのじだい 佐々木正熈 ささきしょうき 19840314 井上円了研究 2 p.115～126 [雑] [東洋] -
4542 「南船北馬」現地調査覚書(続編) なんせんほくば　げんちちょうさおぼえがき　ぞくへん 田中菊次郎 たなかきくじろう 19840314 井上円了研究 2 p.101～113 [雑] [東洋] -
4543 「井上円了先生の書」遺墨集とその研究 第2集 いのうええんりょうせんせいのしょ　いぼくしゅうとそのけんきゅうだいにしゅう 「井上円了先生の書」研究グルーいのうええんりょうせんせいのし 19840325 「井上円了先生の書」研究グルー [単] [東洋] -
4544 「井上円了先生の書」の研究 いのうええんりょうせんせいのしょのけんきゅう 本田春玲 ほんだしゅんれい 19840325 「井上円了先生の書」遺墨集とその研究 2 p.115～119 「井上円了先生の書」研究グルー [所] [東洋] -
4545 『妖怪学雑誌』の総目次と井上円了の著書目録(『妖怪学雑誌』別冊) ようかいがくざっしのそうもくじといのうええんりょうのちょしょもくろく　ようかいがくざっし　べっさつ 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 19840520 国書刊行会 [単] [東洋] -
4546 近代日本総合年表 第2版 きんだいにほんそうごうねんぴょう　だいにはん 19840525 岩波書店 [単] [円] -
4547 井上円了 いのうええんりょう 唐沢富太郎 からさわとみたろう 19840730 図説 教育人物事典 下巻 p.690～696 ぎょうせい [所] [百] -
4548 学祖をかたる がくそをかたる 佐々木正熈 ささきしょうき 19841025 東洋大学校友会報 140 p.18～20 [雑] [円] -
4549 井上円了 いのうええんりょう 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19841102 平凡社大百科事典 1 p.1152 平凡社 [所] [東洋] -
4550 井上円了とカント いのうええんりょうとかんと 馬場喜敬 ばばよしたか 19850120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4551 井上円了の教育理念 いのうええんりょうのきょういくりねん 飯島宗享 いいじまむねたか 19850120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4552 「護国愛理について」：その原形と展開 ごこくあいりについて：そのげんけいとてんかい 河村孝照 かわむらこうしょう 19850120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4553 井上円了の社会教育思想 いのうええんりょうのしゃかいきょういくしそう 北田耕也 きただこうや 19850316 井上円了研究 3 p.3～17 [雑] [東洋] -
4554 加藤弘之と井上円了 かとうひろゆきといのうええんりょう 松岡八郎 まつおかはちろう 19850316 井上円了研究 3 p.19～34 [雑] [東洋] -
4555 光賢寺所蔵井上円了宛書簡［書簡］ こうけんじしょぞういのうええんりょうあてしょかん　しょかん 19850316 井上円了研究 3 p.40～63 [雑] [東洋] -
4556 父 井上円了 ちち　いのうええんりょう 井上信子 いのうえのぶこ 19850316 井上円了研究 3 p.73～78 [雑] [東洋] -
4557 哲学館第一期生 金森従憲氏 てつがくかんだいいっきせい　かなもりじゅうけんし 金森法蔵 かなもりほうぞう 19850316 井上円了研究 3 p.64～72 [雑] [東洋] -
4558 哲学館の書記長をしていた祖父 てつがくかんのしょきちょうをしていたそふ 藤井信栄 ふじいしんえい 19850316 井上円了研究 3 p.37～39 [雑] [東洋] -
4559 長岡洋学校時代の井上円了 ながおかようがっこうじだいのいのうええんりょう 新潟県立長岡高等学校記念資料室にいがたけんりつながおかこうと 19850316 井上円了研究 3 p.35～37 [雑] [東洋] -
4560 南船北馬集 第十六編 なんせんほくばしゅう　だいじゅうろっぺん 井上円了 いのうええんりょう 19850316 井上円了研究 3 p.87～185 [雑] [東洋] -
4561 『南船北馬集』第一六編の原稿について なんせんほくばしゅう　だいじゅうろっぺんのげんこうについて 井上民雄 いのうえたみお 19850316 井上円了研究 3 p.81 [雑] [東洋] -
4562 井上円了英文稿録解 前編(1) いのうええんりょうえいぶんこうろくかい　ぜんぺんいち 喜多川豊宇 きたがわとよいえ 19850320 東洋大学社会学部紀要 23-3 p.79～129 [雑] [東洋] -
4563 井上円了博士と壱岐 いのうええんりょうはかせといき 目良亀久 めらかめひさ 19850399 島の科学 22 p.85～96 [雑] [円] -
4564 私立哲学館(現東洋大学)\暗雲に破邪の剣をふるう“妖怪博士” しりつてつがくかん　げんとうようだいがく・あんうんにはじゃのけんをふるうようかいはかせ 前川和彦 まえかわかずひこ 19850410 大学の原点：建学のロマンに賭けた開拓者た p.193～215 リクルート出版部 [所] [東洋] -
4565 井上円了における国家と仏教 いのうええんりょうにおけるこっかとぶっきょう 赤松徹真 あかまつてっしん 19850525 龍谷大学論集 426 p.109～128 [雑] [東洋] -
4566 通信教育の父：井上円了伝 つうしんきょういくのちち：いのうええんりょうでん 小倉竹治 おぐらたけはる 19850712 アジア文化 10 [雑] [東洋] -

4567 明治思想史：儒教的伝統と近代認識論 めいじしそうし：じゅきょうてきでんとうときんだいにんしきろん 渡辺和清 わたなべかずきよ 19851115
p.99,110,122～
123,168,315

ペリカン社 増補版 [単] [東洋] -

4568 東洋大学巡礼 とうようだいがくじゅんれい 文◆若 ぶんきつじゃく 19851117 中国\人民日報 [新] [円] - 7/24/99
4569 井上円了の妖怪学 いのうええんりょうのようかいがく 宮田登 みやたのぼる 19859999 妖怪の民俗学：日本の見えない空間 p.42～58 岩波書店 [所] [東洋] - 7/24/99
4570 井上円了先生と哲学 いのうええんりょうせんせいとてつがく 小林忠秀 こばやしただひで 19860120 東洋大学父兄会報 94 p.4～5 [雑] [東洋] -
4571 学祖\井上円了先生が創設された哲学堂 がくそ・いのうええんりょうせんせいが　そうせつされたてつがくどう 19860120 東洋大学父兄会報 94 p.6～7 [雑] [東洋] -
4572 日本におけるKantのtranszendentalの訳語について にほんにおけるかんとのとらんすつぇんでんたーるのやくごについて 高峯一愚 たかみねいちぐ 19860130 帝京大学文学部紀要(教育学) 11 p.99～122 [雑] [東洋] -
4573 井上円了関係人名辞典 いのうええんりょうかんけいじんめいじてん 三浦節夫(編) みうらせつお 19860228 井上円了研究 4 p.141～233 [雑] [東洋] -
4574 井上円了の教育理念について［総合討議］ いのうええんりょうのきょういくりねんについて　そうごうとうぎ 19860228 井上円了研究 4 p.76～140 [雑] [東洋] -
4575 基調報告：井上円了の教育理念について きちょうほうこく：いのうええんりょうのきょういくりねんについて 飯島宗享 いいじまむねたか 19860228 井上円了研究 4 p.65～75 [雑] [東洋] -
4576 総合研究の経過と問題点 そうごうけんきゅうのけいかともんだいてん 高木宏夫 たかぎひろお 19860228 井上円了研究 4 p.3～12 [雑] [東洋] -
4577 哲学館事件に関する世論 てつがくかんじけんにかんするせろん 水沢清之 みずさわきよゆき 19860228 井上円了研究 4 p.13～26 [雑] [東洋] -
4578 明治の教育政策：公教育制度の成立過程 めいじのきょういくせいさく：こうきょういくせいどのせいりつかてい 広畑一雄 ひろはたかずお 19860228 井上円了研究 4 p.27～64 [雑] [東洋] -
4579 井上円了関係書簡集(その一) いのうええんりょうかんけいしょかんしゅう　そのいち 三浦節夫(編) みうらせつお 19860331 井上円了研究 5 p.101～144 [雑] [東洋] -
4580 井上円了の学位に就いて(訂補) いのうええんりょうのがくいについて　ていほ 山内四郎 やまうちしろう 19860331 井上円了研究 5 p.97～100 [雑] [東洋] -
4581 井上円了の「護国愛理」の変化に関する中間報告 いのうええんりょうのごこくあいりのへんかにかんするちゅうかんほうこく 三浦節夫 みうらせつお 19860331 井上円了研究 5 p.62～96 [雑] [東洋] -
4582 井上円了の思想(1) いのうええんりょうのしそう　いち 針生清人 はりゅうきよと 19860331 東洋大学史紀要 4 p.35～62 [雑] [東洋] -
4583 井上円了の支那古伝説の研究 いのうええんりょうのしなこでんせつのけんきゅう 山内四郎 やまうちしろう 19860331 東洋大学史紀要 4 p.63～71 [雑] [東洋] -
4584 井上円了の宗教観 いのうええんりょうのしゅうきょうかん 高木宏夫 たかぎひろお 19860331 井上円了研究 5 p.3～40 [雑] [東洋] -
4585 円了の生地を訪ねて えんりょうのせいちをたずねて 19860331 東洋大学史紀要 4 p.107～132 [雑] [東洋] -
4586 明治後期の社会思想と哲学館 めいじこうきのしゃかいしそうとてつがくかん 吉田久一 よしだきゅういち 19860331 井上円了研究 5 p.41～61 [雑] [東洋] -
4587 井上円了の勅語衍義書をめぐって いのうええんりょうのちょくご 三宅守常 みやけもりつね 19860399 宗教研究267 p.253～254 [雑] [東洋] -
4588 東洋大学史資料目録(1) とうようだいがくししりょうもくろく　いち 東洋大学創立100年史編纂室とうようだいがくそうりつひゃく 19860531 東洋大学創立100年史編纂室 [単] [東洋] -
4589 明治中期の国粋主義 めいじちゅうきのこくすいしゅぎ 柏原祐泉 かしわばらゆうせん 19860701 近代大谷派の教団：明治以降宗教史 p.10～12 真宗大谷派宗務所出版部 [所] [円] -
4590 わが国の社会事業展開過程と社会事業教育について：東洋大学の事例を通して わがくにのしゃかいじぎょうてんかいかていとしゃかいじぎょうきょういくについて：とうようだいがくのじれいをとおして 山下袈裟男 やましたけさお 19861206 白山社会学研究 1 p.28～39 [雑] [東洋] -
4591 井上円了英文稿録解 前編(2)並びに後編 いのうええんりょうえいぶんこうろくかい　ぜんぺんにならびにこうへん 喜多川豊宇 きたがわとよいえ 19861220 東洋大学社会学部紀要 24-1 p.65～113 [雑] [東洋] -
4592 井上円了の思想 いのうええんりょうのしそう　いち 小倉竹治 おぐらたけはる 19861220 校倉書房 [単] [円] -
4593 井上円了と真宗 いのうええんりょうとしんしゅう 田村晃祐 たむらこうゆう 19861227 井上円了研究 6 p.96～112 [雑] [東洋] -
4594 井上円了の教育理念：その思想と行動［総合討議］ いのうええんりょうのきょういくりねん：そのしそうとこうどう　そうごうとうぎ 19861227 井上円了研究 6 p.3～95 [雑] [東洋] -
4595 戦前の私立大学の変遷：明治二十年以降「大学令」に至るまで せんぜんのしりつだいがくのへんせん：めいじにじゅうねんいこうだいがくれいにいたるまで 丹野朝栄 たんのともえ 19861227 井上円了研究 6 p.113～133 [雑] [東洋] -
4596 日本におけるカント「物自体」の受容 にほんにおけるかんとものじたいのじゅよう 高峯一愚 たかみねいちぐ 19869999 論創社 第1章 [単] [未] -
4597 明治時代における心理学の移植と展開について：井上円了の業績を中心に めいじじだいにおけるしんりがくのいしょくとてんかいについて：いのうええんりょうのぎょうせきをちゅうしんに 恩田彰 おんだあきら 19869999 近代思想\文学の伝統と変革 明治書院 [所] [未] - 7/24/99
4598 哲学館講師著作案内 てつがくかんこうしちょさくあんない 19870115 コスモス 76 p.3～6 [雑] [東洋] -
4599 創立百周年を迎えるにあたり井上円了博士の志と教育理念を思う そうりつひゃくしゅうねんをむかえるにあたりいのうええんりょうはかせのこころざしときょういくりねんをおもう 飯島宗享 いいじまむねたか 19870120 東洋大学報 [新] [東洋] -
4600 おばけの正体 おばけのしょうたい 井上円了 いのうええんりょう 19870130 国書刊行会 現代表記 [単] [東洋] -
4601 迷信解 めいしんかい 井上円了 いのうええんりょう 19870130 国書刊行会 現代表記 [単] [東洋] -
4602 迷信と宗教 めいしんとしゅうきょう 井上円了 いのうええんりょう 19870130 国書刊行会 現代表記 [単] [東洋] -
4603 霊魂不滅論 れいこんふめつろん 井上円了 いのうええんりょう 19870130 国書刊行会 現代表記 [単] [東洋] -
4604 斬人斬馬剣(第3回) ざんじんざんばけん　さん 小島直記 こじまなおき 19870301 中央公論 102-4 p.346～356 政教社と井上円了 [雑] [東洋] -
4605 Inoue Enryo and Murakami Sensho and the defense of Buddhism in the Meiji period Inoue Enryo and Murakami Sensho and the defense of Buddhism in the Meiji period Staggs. Kathleen Marie　Staggs. Kathleen Marie 99999999 International Conference of Orientalists [雑] [未] -
4606 井上円了 いのうええんりょう 稲川明雄 いながわあきお 99999999 新潟日報 [新] [百] -
4607 井上円了 いのうええんりょう 99999999 越佐人物誌 p.64 [所] [百] -
4608 井上円了伝［稿本］ いのうええんりょうでん　こうほん 明治仏教史編纂所　めいじぶっきょうしへんさんじょ 99999999 神田寺 [単] [未] -
4609 井上円了(の)帰朝 いのうええんりょうのきちょう 99999999 仏教 5 [雑] [未] -
4610 井上円了博士歌碑の由来 いのうええんりょうはかせかひのゆらい 99999999 福島町郷土誌 p.863～866 長崎県北松浦郡 [所] [円] -
4611 井上円了博士の哲学堂 いのうええんりょうはかせのてつがくどう 99999999 婦人文芸 22 [雑] [未] -
4612 井上円了略伝と語録：名称教育について いのうええんりょうりゃくでんとごろく：めいしょうきょういくについて 大宮不二男 おおみやふじお 99999999 ペナック 3 p.87～91 長岡ペンクラブ発行 [雑] [円] -
4613 漢学再興論 かんがくさいこうろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 東華 1 [雑] [未] -
4614 「教育と宗教の衝突」事件 きょういくとしゅうきょうのしょうとつじけん 吉田久一 よしだきゅういち 99999999 福音と世界 12-3 [雑] [未] -
4615 「教育と宗教の衝突」について：仏教から基督教への攻撃を中心に きょういくとしゅうきょうのしょうとつについて：ぶっきょうからきりすときょうへのこうげきをちゅうしんに 吉田久一 よしだきゅういち 99999999 日本仏教史 2 [所] [東洋] -
4616 教科書に描かれた朝鮮と日本 きょうかしょにえがかれたちょうせんとにほん 李淑子 りよしこ 99999999 p.40 ホルプ出版 [単] [未] - 7/24/99
4617 コックリさんの超能力：井上円了が80年前に［解説］ こっくりさんのちょうのうりょく：いのうええんりょうがはちじゅうねんまえに　かいせつ 板倉聖宣 いたくらきよのぶ 99999999 科学朝日6月号 p.100～106 [雑] [未] -
4618 宗教改良法五箇条［紹介］ しゅうきょうかいりょうほうごかじょう　しょうかい 99999999 中央公論 16-12 p.60 [雑] [未] -
4619 宗教心は如何なる情より起る乎 しゅうきょうしんはいかなるじょうよりおこるか 井上円了 いのうええんりょう 99999999 通俗学芸志林 6 「教育時論」60の広告による [雑] [未] -
4620 宗教心は如何なる情より起る乎 しゅうきょうしんはいかなるじょうよりおこるか 井上円了 いのうええんりょう 99999999 東洋宗教新聞 37 「教育時論」59の広告による [雑] [未] -
4621 純正哲学講義 じゅんせいてつがくこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 99999999 講義録合本 [講] [東洋] -
4622 肖像(三人の) しょうぞう　さんにんの 99999999 教界時事 77-5 [雑] [未] -
4623 真言の哲学是より漸く盛ならん しんごんのてつがくこれよりようやくさかんならん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 同学 56 [雑] [未] -
4624 新禅宗の開立を促す しんぜんしゅうのかいりゅうをうながす 井上円了 いのうええんりょう 99999999 禅宗 28 [雑] [未] -
4625 心理論 しんりろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 講義録合本 [講] [東洋] -
4626 父調一［十湾］宛書簡［明治23年10月18日］ ちちちょういち　じゅうわん　あてしょかん　めいじにじゅうさんねんじゅうがつじゅうはちにち 内藤虎次郎 ないとうこじろう 99999999 内藤湖南全集 14 p.383～384 筑摩書房 [所] [未] -
4627 哲学史講義 てつがくしこうぎ 井上円了 いのうええんりょう 99999999 講義録合本 [講] [東洋] -
4628 哲学道中記 てつがくどうちゅうき 井上円了 いのうええんりょう 99999999 東洋宗教新聞 36 「教育時論」57の広告による [雑] [未] -
4629 東洋心理学 とうようしんりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 講義録合本 [講] [東洋] -
4630 東洋哲学［紹介］ とうようてつがく　しょうかい 99999999 国家学会雑誌 86 [雑] [未] -
4631 日本学生の特色 にほんがくせいのとくしょく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教育界 401 「向上会仏教講演集」5 p.99より [雑] [未] -
4632 ［日本人観について］ にほんじんかんについて 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教育界 [雑] [東洋] -
4633 日本仏教の分析 にほんぶっきょうのぶんせき 井上円了 いのうええんりょう 99999999 法之雨 100 愛知、法之雨社 [雑] [未] -
4634 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教学論集 46 [雑] [未] -
4635 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教学論集 48 [雑] [未] -
4636 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教学論集 49 [雑] [未] -
4637 仏教新論 ぶっきょうしんろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 教学論集 50 [雑] [未] -
4638 仏教新論 第一 宗教の性質 ぶっきょうしんろん　だいいち　しゅうきょうのせいしつ 井上円了 いのうええんりょう 99999999 東洋宗教新聞 47 「教育時論」77の広告(p.33)による [雑] [未] -
4639 仏教新論 第一 宗教の性質(接前) ぶっきょうしんろん　だいいち　しゅうきょうのせいしつ　せつぜん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 東洋宗教新聞 48 「教育時論」78の広告(p.33)による [雑] [未] -
4640 仏教専修科開講式演説 ぶっきょうせんしゅうかかいこうしきえんぜつ 井上円了 いのうええんりょう 99999999 仏教倫理 村上専精著、哲学館仏教専修科講義録 [所] [東洋] -
4642 仏教徒のキリスト教批判 ぶっきょうとのきりすときょうひはん 中村元 なかむらはじめ 99999999 再建評論 2 [雑] [未] - 7/24/99
4643 仏教と武士道との関係 ぶっきょうとぶしどうとのかんけい 井上円了 いのうええんりょう 99999999 修身教会雑誌 [雑] [未] -
4644 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 伝燈 13 「教育時論」109より転載 [雑] [未] -
4645 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 伝燈 14 「教育時論」109より転載 [雑] [未] -
4646 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 伝燈 16 「教育時論」109より転載 [雑] [未] -
4647 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 密叢教報 32 「教育時論」109より転載 [雑] [未] -
4648 仏教と理学 ぶっきょうとりがく 井上円了 いのうええんりょう 99999999 密叢教報 35 「教育時論」109より転載 [雑] [未] -
4649 仏教論理 ぶっきょうろんり 井上円了 いのうええんりょう 99999999 『宗教哲学』(仏教普通科講義4-14)の広告による [講] [未] -
4650 文学博士井上円了氏の仏式結婚案と結婚式論 ぶんがくはかせいのうええんりょうしのぶっしきけっこんあんとけっこんしきろん 河村明子 かわむらあきこ 99999999 婦人文芸 23 [雑] [未] -
4651 奉賀法然上人御加諡 ほうがほうねんしょうにんごかし 井上円了 いのうええんりょう 99999999 明照大師徽号宣下記念号 日本宗教協会 [雑] [未] -
4652 毎月通信 まいつきつうしん 99999999 中央公論 18-3 [雑] [未] -
4653 明治以降仏基交渉史覚書 めいじいこうぶっきこうしょうしおぼえがき 来馬琢道 くるまたくどう 99999999 宗教公論 19-7 [雑] [未] -
4654 明治以降仏基交渉史覚書 めいじいこうぶっきこうしょうしおぼえがき 来馬琢道 くるまたくどう 99999999 宗教公論 19-8 [雑] [未] -
4655 明治以降仏基交渉史覚書 めいじいこうぶっきこうしょうしおぼえがき 来馬琢道 くるまたくどう 99999999 宗教公論 19-9 [雑] [未] -
4656 耶蘇教は仏教の所謂有神論にあらず やそきょうはぶっきょうのいわゆるゆうしんろんにあらず 井上円了 いのうええんりょう 99999999 宗教 51 [雑] [未] -
4657 理想主義 儒教仏教基督教思想の代表者(ロ)井上円了 りそうしゅぎ　じゅきょうぶっきょうきりすときょうしそうのだいひょうしゃ　ろ　いのうええんりょう 井上哲次郎 いのうえてつじろう 99999999 明治哲学回想録 本論(5) p.73～74 近代社 [所] [未] -
4658 我宗教論 わがしゅうきょうろん 井上円了 いのうええんりょう 99999999 新仏教 [雑] [未] -
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