
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
4659 井上円了と真宗大谷派教団 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 1987.3 東洋学研究 (22) 23-44 [雑] [東洋]
4660 井上円了と西洋思想--円了にお いのうええんりょうとせいようしそう　えんりょうにおけるせいようてつがく福鎌 忠恕 ふくかまただひろ 1987 東洋大学社会学部紀要 24(2) 61-76 [雑] [東洋]
4661 井上円了の足跡 いのうええんりょうのそくせき針生 清人 はりうきよと 1988,3 アジア・アフリカ文化研究所研究年報 (23) 1-22 [雑] [東洋]
4662 政教社の成立 (民友社と政教社< せいきょうしゃのせいりつ　みんゆうしゃとせいきょうしゃ佐藤 能丸 さとうよしまる 1988 季刊日本思想史 (30)  50-71 [雑]

井上円了の排耶論 いのうええんりょうのはいやろん笠原芳光 かさはらよしみつ同志社大学人文科学研究所どうじんしゃじんぶんかがくけんきゅうじょ1989.7 排耶論の研究 教文館
4663 明治時代における仏教と進化論- めいじじだいにおけるぶっきょとしんかろん　いのうええんりょうときよさわまんし鵜浦 裕 うのうらゆたか 1989,3 北里大学教養部紀要 (23) 100-121 [雑]
4664 井上円了の心理学の業績 いのうええんりょうのしんりがくのじっせき恩田 彰 おんだあきら 1993 アジア・アフリカ文化研究所研究年報 (28)182-186

医療・看護と仏道の実践的接点 いりょう・かんごとぶつどうのじっせんてきせってん――いのうええんりょうのしんりりょうほう西光 義敞 さいこうぎしょう 1993 『いのちと日本人　現代日本の仏教と医療』
4665 井上円了とインド哲学 いのうええんりょうといんどてつがく菅沼 晃 すがぬまあきら 1993,10 印度哲学仏教学 (8) 327-346
4666 井上円了の妖怪学--その発想と いのうええんりょうのようかいがく　そのはっそうとほうほうについて横山 泰子 よこやまやすこ 1994,3 アジア文化研究 (20) 63-74
4667 井上円了の思想--「妖怪学」と仏 いのうええんりょうのしそう　ようかいがく　とぶっきょうろんのせってん上杉 義麿 うえすぎよしまろ 1996、１ 真宗研究 (40) 　1-13

妖怪観の一考察―L・ハーンと井 ようかいかんのいちこうさつ　える・はーんといのうええんりょうのこうゆうをめぐって小泉 凡 こいずみぼん 1996 民族的世界の探求　かみ・ほとけ・むら　鎌田久子先生古稀記念論集
4668 I 福沢諭吉関係新資料 一 書翰 いち　ふくざわゆきちかんけいしんしりょう　いち　しょかん　にさんよんご　いのうええんりょうあて　としふしょう　さんがつふつか福澤 諭吉 ふくざわゆきち 1996/12/20 福澤諭吉年鑑 23 3
4669 II 福沢諭吉研究論文 福沢諭吉・ に　ふくざわゆきちけんきゅうろんぶん　ふくざわゆきち・いのうええんりょう・てらだふくじゅ・おぐるすこうちょう三浦 節夫 みうらせつお 1996/12/20 福澤諭吉年鑑 23 31-54

井上圓了『星界想遊記』と康有為 いのうええんりょう　せいかいそうゆうき　とこうゆうい坂出 祥伸 さかでよしのぶ追手門学院大学東洋文化学会おうてもんがくいんだいがくとうようぶんかがっかい1997.4 『アジアの歴史と文化 阿頼耶順宏・伊原沢周両先生退休記念論集』汲古書院
4670 井上円了著, 太田善麿 解説, 『迷 いのうええんりょうちょ　おおたぜんまろ　かいせつ　めいしんのしょそう・しゅうきょうのしんそう　ぐんしょ萩尾 重樹 はぎおしげき 1997/4/25 日本超心理学会誌 : 超心理学研究 (2創刊号)55-57
4671 『敬宇日乗』における中村敬宇と けいうにちじょう　におけるなかむらけいうといのうええんりょう小泉 仰 こいずみたかし 1998 井上円了センタ-年報 (7) 55-72
4672 井上圓了の竹田中学校講話につ いのうええんりょうのたけだちゅうがっこうこうわについて　めいじよんじゅうねんごがつじゅうろくにち茅野 良男 かやのよしお 1998 井上円了センタ-年報 (7) 73-89
4673 『修道会雑誌』第四号掲載 井上 しゅうどうかいざっし　だいよんごうけいさい　いのうええんりょうかんけいししょう東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1998 井上円了センタ-年報 (7) 91-97
4674 勝海舟と井上円了--勝海舟と福 かつかいしゅうといのうええんりょう　かつかいしゅうとふくざわゆきち、にいじまじょうとのかんけいとたいひさせて三浦 節夫 みうらせつお 1998 井上円了センタ-年報 (7) 99-133
4675 井上玄一宛小串賢明書簡<資料 いのうえげんいちあておぐしたかあきしょかん東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1998 井上円了センタ-年報 (7) 169-172
4676 新田神量「日記帳」<資料紹介> 東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1998 井上円了センタ-年報 (7) 173-176
4677 井上玄一宛土田忠二書簡<資料 いのうえげんいちあてつちだちゅうじしょかん東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1998 井上円了センタ-年報 (7)  177-182
4678 マネジメントにおける円了思考 まねじめんとにおけるえんりょうしこう斎藤 弘行 さいとうひろゆき 1998 井上円了センタ-年報 (7)  226-207

照観上人と井上円了 しょうかんしょうにんといのうええんりょう矢嶋毅之 やじまたかゆき 1999.9 なりた27（2）通号76
4679 井上円了の漢詩集について いのうええんりょうのかんししゅうについて新田 幸治 にったこうじ 1999年3月 東洋大学中国哲学文学科紀要 (7)  1-18
4680 井上円了の「台湾紀行」 いのうええんりょうの　たいわんきこう野間 信幸 のまのぶゆき 1999年3月 東洋大学中国哲学文学科紀要 (7) 19-41
4681 井上円了と政教社 いのうええんりょうとせいきょうしゃ中野目 徹 なかのめとおる 1999 井上円了センタ-年報 (8) 3～24
4682 井上円了と哲学館事件 いのうええんりょうとてつがくじけん茅野 良男 かやのよしお 1999 井上円了センタ-年報 (8) 25～68
4683 生涯学習のパイオニアとしての井 しょうがいがくしゅうのぱいおにあとしてのいのうええんりょう　にじゅうななねんかんのぜんこくじゅんかいこうえん三浦 節夫 みうらせつお 1999 井上円了センタ-年報 (8) 69～98
4684 明治20年代後半の黄檗宗と河口 めいじにじゅうねんだいこうはんのおうばくしゅうとかわぐちえかい　めいきょうしんし　のきじをちゅうしんに奥山 直司 おくやまなおじ 1999 井上円了センタ-年報 (8) 101～127
4685 長岡高等学校所蔵井上円了関係 ながおかこうとうがっこうしょぞういのうええんりょうかんけいしりょう長谷川 潤治はせがわじゅんじ 1999 井上円了センタ-年報 (8) 197～200
4686 <資料>『襲常詩稿』 しゅうじょうしこう 東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1999 井上円了センタ-年報 (8) 201～211
4687 <資料>『和同会雑誌』所載井上 わどうかいざっし　しょさい　いのうええんりょうかんけいししょう東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1999 井上円了センタ-年報 (8) 213～229
4688  <資料>『成田志林』所載井上円 なりたしりん　しょさい　いのうええんりょう・てつがくかんかんけいしりょう東洋大学井上円了記念学術センターとうようだいがくいのうええんりょうきねんがくじゅつせんたー1999 井上円了センタ-年報 (8) 233～250
4689 マネジメントおよび組織思考と円 まねじめんとおよびそしきしこうとえんりょうしこう斎藤 弘行 さいとうひろゆき 1999 井上円了センタ-年報 (8） 226～207
4690 新仏教運動と哲学館 : 境野黄洋 しんぶっきょううんどうとてつがくかん　さかいのこうようとたかしまべいほうをちゅうしんに菅沼 晃 すがぬまあきら 2000 印度學佛教學研究 49(1) 1～11

4691 井上円了の仏教思想 いのうええんりょうのぶっきょうしそう立川武蔵 たちかわむさし 2000 印度學佛教學研究 49(1) 12～20

4692 井上円了の進化論 いのうええんりょうのしんかろん針生 清人 はりうきよと 2000 アジア・アフリカ文化研究所研究年 1～15
4693 井上円了の漢詩集について いのうええんりょうのかんししゅうについて新田 幸治 にったこうじ 2000 井上円了センタ-年報 (9) 3～22

哲学館（東洋大学）における哲学 てつがくかん　とうようだいがく　におけるてつがくしくぎ柴田 隆行 しばたたかゆき 2000 井上円了センタ-年報 (9)
4694 井上円了の「台湾紀行」 いのうええんりょうのたいわんきこう野間 信幸 のまのぶゆき 2000 井上円了センタ-年報 (9) 23～46
4695 井上円了に見る比喩の用法 いのうええんりょうにみるひゆのようほう森川 滝太郎 もりかわたきたろう 2000 井上円了センタ-年報 (9) 47～65
4696 井上円了の世界視察 いのうええんりょうのせかいしさつ瀧田 夏樹 たきたなつき 2000 井上円了センタ-年報 (9) 67～83
4697 企業倫理と円了の倫理学的思考 きぎょうりんりとえんりょうのりんりがくてきこうさつ斎藤 弘行 さいとうひろゆき 2000 井上円了センタ-年報 (9) 268～250

日本近代化における西欧的なも にほんきんだいかにおけるせいおうてきなものとにほんてきなものとのかとう末次 弘 すえつぐひろし 2000 井上円了センタ-年報 (9)
4698 仏教と近代日本(4)純正哲学と仏 ぶっきょうときんだいにほん　よん　じゅんせいてつがくとぶっきょう　いのうええんんりょう末木 文美士 すえきふみじ 2000 福神 (5) 52～63
4699 井上円了と村上専精--統一的仏 いのうええんりょうとむらかみせんせい　とういつてきぶっきょうりかいへのどりょく田村 晃祐 たむらこうゆう 2001 印度学仏教学研究 49(2) 507～517
4700 井上円了の近代仏教論と慈善 いのうええんりょうのきんだいぶっきょうろんとじぜん池田 英俊 いけだひでとし 2001 印度学仏教学研究 49(2) 518～525
4701 親鸞と井上円了 しんらんといのうええんりょう樋口 章信 ひぐちあきのぶ 2001 サティア (42) 34～36
4702 井上円了と清沢満之の共同研究 いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　えんりょうの　ちゅう　とまんしの　ちゅう田村 晃祐 たむらこうゆう 2001 井上円了センター年報 (10) 5～28
4703 井上円了と清沢満之の共同研究 いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　えんりょうの「ちゅう」とまんしの「ちゅう」　きんだいのぶっしゃきよさわまんし延塚 知道 のぶつかともみち 2001 井上円了センター年報 (10) 29～50

4704 井上圓了とその時代 いのうええんりょうとそのじだい桶谷 秀昭 おけたにひであき 2001 井上円了センター年報 (10) 51～64

4705 井上円了の妖怪学--その提唱と いのうええんりょうのようかいがく　そのていしょうとてんかい三浦 節夫 みうらせつお 2001 井上円了センター年報 (10) 65～96
4706 井上圓了と妖怪学の現在 いのええんりょうとようかいがくのげんざい高橋 直美 たかはしなおみ 2001 井上円了センター年報 (10) 97～118
4707 資料紹介 井上円了自筆漢詩集 しりょうしょうかい　いのうええんりょうじひつかんししゅう　くつかくししゅう豊田 徳子 とよたのりこ 2001 井上円了センター年報 (10) 185～227
4708 企業の倫理性質と円了思考 きぎょうのりんりせいしつとえんりょうしこう斎藤 弘行 さいとうひろゆきひろゆき 2001 井上円了センター年報 (10) 278～261
4709 井上円了の唯物論批判 いのうええんりょうのゆいぶつろんひはん針生 清人 はりうきよと 2001 アジア・アフリカ文化研究所研究年 31～37
4710 井上円了の真宗哲学 いのうええんりょうのしんしゅうてつがく樋口 章信 ひぐちあきのぶ 2001 親鸞教学 (78) 36～57

井上円了と社会教育活動-『南船 いのうええんりょうのしゃかいきょういくかつどう　なんせんほくばしゅう　きりゅうじゅんこうき松嶋 俊光 まつしま　としみつ 2001 桐生史苑
4711 森田療法の成立に関わった人, もりたりょうほうのせいりつにかかわったひと　いのうええんりょうについて中山 和彦 なかやまかずひこ 2001 日本森田療法学会雑誌 = 165～170

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002663292
http://ci.nii.ac.jp/naid/40005070506


4712 少年詩人円了と文明開化 しょうねんしじんえんりょうとぶんめいかいか長谷川 潤治 はせがわじゅんじ 2002 サティア（48） 34～36

4713
井上円了と清沢満之の共同研究
井上円了とその時代

いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　いのうええんりょうとそのじだい桶谷 秀昭 おけたにひであき 2002 井上円了センター年報 (11) 3～36

4714
井上円了と清沢満之の共同研究
清沢満之の人と思想

いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　きよさわまんしのひととしそう安冨 信哉 やすとみしんや 2002 井上円了センター年報 (11) 37～52

4715 井上円了と哲学堂公園一〇〇年 いのうええんりょうとてつがくどうこうえんひゃくねん三浦 節夫 みうらせつお 2002 井上円了センター年報 (11) 53～134

4716 井上圓了の『大正菜根譚』につい いのうええんりょうの　たいしょうさいこんたん　について吉田 公平 よしだこうへい 2002 井上円了センター年報 (11) 135～159

4717
井上円了と清沢満之--その時代
と精神

いのうええんりょうときよさわまんし　そのじだいとせいしん高橋 直美 たかはしなおみ 2002 井上円了センター年報 (11) 161～171

4718
マネジメントにおける関連思考と
円了の目的行為

まねじめんとにおけるかんれんしこうとえんりょうのもくてき斎藤 弘行 さいとうひろゆき 2002 井上円了センター年報 (11) 270～252

4719 井上円了の妖怪学 いのうええんりょうのようかいがく寺下 賀博 てらしたよしひろ 2002 年報日本思想史 1 49～53

4720 井上円了の唯物論批判(2) いのええんりょうのゆいぶつろんひはん　に針生 清人 はりうきよときよと 2002
アジア・アフリカ文化研究所研究年
報 (37)

1～15

4721 井上圓了と詔勅 いのうええんりょうとしょうちょく吉田 公平 よしだこうへい 2003 サティア (49) 34～36

4722
少年詩人・井上円了--新資料・
稿本『詩冊』を読む

しょうねんしじん　いのうええんりょう　しんしりょう・こうほん　しさつ　をよむ長谷川 潤治はせがわじゅんじ 2003 斯文 (111) 15～32

4723
<井上円了と清沢満之の共同研
究>井上円了の真宗哲学の一考
察--活の精神復興をめざして

いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　いのうええんりょうのしんしゅうてつがくのいちこうさつ　いっかつのせいしんふっこうをめざして樋口 章信 ひぐちあきのぶ 2003 井上円了センター年報 (12) 3～36

4724
<井上円了と清沢満之の共同研
究>井上円了と清沢満之--二人
のエリートの関係とその資料

いのうええんりょうときよさわまんしのきょうどうけんきゅう　いのうええんりょうときよさわまんし　ふたりのえりーとのかんけいとそのしりょう三浦 節夫 みうらせつお 2003 井上円了センター年報 (12) 37～69

4725 井上円了の生涯と思想をめぐっ いのうええんりょうのしょうがいとしそうをめぐって田村 晃祐 たむらこうゆう 2003 井上円了センター年報 (12) 71～97

4726
井上哲次郎「印度哲学史」草稿と
井上円了の『外道哲学』

いのうえてつじろう　いんどてつがくし　そうこうといのうええんりょうの　げどうてつがく清水 乞 しみずただし 2003 井上円了センター年報 (12) 99～133

4727
井上圓了の破邪論二則--鵜飼
徹定と芥川龍之介

いのうええんりょうのはじゃろんにそく　うかいてつじょうとあくたがわりゅうのすけ吉田 公平 よしだこうへい 2003 井上円了センター年報 (12) 133～151

4728 哲学から宗教までの円了解 てつがくからしゅうきょまでのえんりょうかい森川 滝太郎 もりかわたきたろう 2003 井上円了センター年報 (12) 153～171

4729
企業の倫理的意思決定と円了の
倫理学

きぎょうりんりてきいしけっていとえんりょうのりんりがく斎藤 弘行 さいとうひろゆき 2003 井上円了センター年報 (12) 282～265

4730 井上円了の唯物論批判(3) いのうええんりょうのゆいぶつろんひはん針生 清人 はりうきよと 2003 アジア文化研究所研究年報 (38） 1～14

4731
井上円了と清沢満之--近代仏教
におけるエリートの軌跡と特質

いのうえんりょうときよさわまんし　きんだいぶっきょうにおけるえりーとのきせきととくしつ三浦 節夫 みうらせつお 2003 近代仏教 (10) 75～92

井上円了の妖怪学と宗教論-「慎
怪」と「哲学的宗教」

いのうええんりょうのようかいがくとしゅうきょうろん――しんかい　と　てつがくてきしゅうきょう上杉 義麿 うえすぎよしまろ大桑斉 おおくわひとし 2003.3 IV 土着主義運動『仏教土着 論集』 361 法蔵館

4732
井上円了の哲学館附属東洋図書
館構想について

いのうええんりょうのてつがくかんふぞくとうようだいがくとしょかんのこうそうについて渡邊 雄一 わたなべゆういち 2003 佛教大学教育学部学会紀要 2 257～277

4733
井上円了の原風景を読む--稿本
『詩冊』を中心に

いのうええんりょうのげんふうけいをよむ　こうほん　しさつ　をちゅうしんに長谷川 潤治 はせがわじゅんじ 2004
東洋大学中国哲学文学科紀要
(12)

85～111

船旅の意義 ふなたびのいぎ 亀井 俊介 かめいしゅんすけ 2004 井上円了センター年報（13）
4734 井上円了博士の世界旅行 いのうええんりょうはかせのせかいりょこう瀧田 夏樹 たきたなつきなつき 2004 井上円了センター年報 (13) 3～22
4735 井上円了と世界 いのうええんりょうとせかい三浦 節夫 みうらせつお 2004 井上円了センター年報 (13) 35～55
4736 井上円了の『妖怪学』--序論 いのうええんりょうの　ようかいがく　じょろん高橋 直美 たかはしなおみ 2004 井上円了センター年報 (13) 57～69

4737
井上円了と著述--井上円了略年
譜・井上円了著述目録・『井上円
了選集』目次

いのうええんりょうとちょじゅつ　いのうええんりょうりゃくねんぷ・いのうええんりょうちょじゅつもくろく　いのうええんりょうせんしゅう　もくじ三浦 節夫 みうらせつお 2004 井上円了センター年報 (13) 71～106

4738

わが大学史の一場面--日本の
近代化と大学の歴史 知られざる
生涯学習の源流--東洋大学の
創立者・井上円了

わがだいがくしのいちばめん　にほんのきんだいかとだいがくのれきし　しられざるしょうがいがくしゅうのげんりゅう　とうようだいがくのそうりつしゃ・いのうええんりょう三浦 節夫 みうらせつお 2004 大学時報 53(299) 96～101

4739 井上円了の「妖怪学」 いのうええんりょうの　ようかいがく針生 清人 はりうきよと 2004 アジア文化研究所研究年報 (39) 1～6

4740
自己同一性のための他者--井上
円了の「妖怪学」と近代的宗教意

じこどういつせいのためのたしゃ　いのうええんりょうの　ようかいがく　ときんだいてきしゅうきょういしき岡田 正彦 おかだまさひこ 2004.5 近代仏教 (11) 35～54

4741
開示される迷信 : 井上円了の<妖
怪>概念をめぐって

かいじされるめいしん　いのうええんりょうの　ようかい　がいねんをめぐって甲田 烈 こうだれつ 2005
相模女子大学紀要. A, 人文・社会
系 69

45～58

文化財よもやま話井上円了とコッ
クリさん

ぶんかざいよもやまばなしいのうええんりょうとこっくりさん中野区立歴史民俗資料館なかのくりつれきしみんぞくしりょうかん2005 しいのき

4742 事績が示す井上円了の意図 じせききがしめすいのうええんりょうのいと森川 滝太郎 もりかわたきたろう 2005 井上円了センター年報 (14) 19～39



4743
井上円了『世界旅行記』補遺--
第一回欧米視察の旅行日録

いのうええんりょう　せかいりょこうき　ほい　だいいっかいおうべいしさつのりょこうにちろく三浦 節夫 みうらせつお 2005 井上円了センター年報 (14) 41～82

4744 井上円了の民具コレクション いのうええんりょうのみんぐこれくしょん宇野田 綾子 うのだあやこ神奈川大学日本常民文化研究所かながわだいがくにほんじょうみんぶんかけんきゅうじょ2006.8 民具マンスリ- 39(5) 9259～9267 神奈川大学

4745
井上円了と夏目漱石--裸足のソ
クラテス

いのうええんりょうとなつめそうせき　はだしのそくらてす山崎 甲一 やまざきこういち 2006 井上円了センター年報 (15) 3～19

4746 井上円了の学問観と理学論 いのうええんりょうのがくもんかんとりがくかん森川 滝太郎 もりかわたきたろう 2006 井上円了センター年報 (15) 21～41

4747
圓了における真如--天台教学か
ら日蓮へ

えんりょうにおけるしんにょ　てんだいきょうがくからにちれんへ高橋 直美 たかはしなおみ 2006 井上円了センター年報 (15) 43～59

4748
修学期における井上円了の座標
(報告)

しゅうがくきにおけるいのうええんりょうのざひょう清水 乞 しみずただし 2006 井上円了センター年報 (15) 61～111

4749
井上円了とその家族--生家の慈
光寺と栄行寺を含めて

いのうええんりょうとそのかぞく　せいかのじこうじとえいこうじをふくめて三浦 節夫 みうらせつお 2006 井上円了センター年報 (15) 113～140

4750

近代日本のユートピア思想 : 井
上円了『星界想遊記』を読む(第
八部会,<特集>第六十四回学術
大会紀要)

きんだいにほんのゆーとぴあしそう　いのうええんりょう　せいかいそうゆうき　をよむ岡田 正彦 おかだまさひこ 2006.3.30 宗教研究 79(4) 1243～1244

方法としての〈不思議〉―心理妖
怪学への一試論

ほうほうとしての　ふしぎ　しんりようかいがくへのいちしろん甲田烈 こうだれつ 2006.5 トランスパーソナル学研究（8） 25～35

4751
迷信から正信へ : 井上円了と森
田正馬をめぐって

めいしんからしょうしんへ　いのうええんりょうともりたまさたけをめぐって甲田 烈 こうだれつ 2007 相模女子大学紀要. A, 人文・社会系 7117～28

4752
井上円了の初期思想--『真理金
針』以前

いのうええんりょうのしょきしそう　しんりきんしん　いぜん三浦 節夫 みうらせつお 2007.2 近代仏教 (13) 1～29

4753 井上円了と東洋大学(その1) いのうええんりょうととうようだいがく　そのいち茅野 良男 かやのよしお 2007 井上円了センター年報 (16) 3～21

4754
「哲学」と「日本主義」の模索--明
治二十年前後の書生社会と井上

てつがくとにほんしゅぎのもさく　めいじにじゅうねんぜんごのしょせいしゃかいといのうええんりょう中野目 徹 なかのめとおる 2007 井上円了センター年報 (16) 23～45

4755
井上円了の初期思想(その1)--
『真理金針』以前

いのうええんりょうのしょきしそう　そのいち　しんりきんしん　いぜん三浦 節夫 みうらせつお 2007 井上円了センター年報 (16) 47～79

4756
井上円了の初期思想(その2)東
京大学時代の軌跡

いのうえんりょうのしょきしそう　そのに　とうきょうだいがくじだいのきせき三浦 節夫 みうらせつお 2007 井上円了センター年報 (16) 81～122

4759
井上円了における近代西洋哲学
研究の原点--「明治十六年秋稿
録」とその展開

いのうええんりょうにおけるきんだいせいようてつがくけんきゅうのげんてん　めいじじゅうろくねんしゅうこうろく　とそのてんかい清水 乞 しみずただし 2007 井上円了センター年報 (16) 302～184

4760
特別展 東洋大学所蔵 妖怪関係
資料展 井上円了がまなざしを向
けた妖怪たち

とくべつてん　とうようだいがくしょぞう　ようかいかんけいしりょうてん　いのうええんりょうがまなざしをむけたようかいたち東洋大学井上円了記念博物館 とうようだいがくいのうええんりょうきねんはくぶつかん2007 東洋大学博物館学年報 (20) 8～14

4761 特別展 井上円了の書 とくべつてん　いのうええんりょうのしょ東洋大学井上円了記念博物館とうようだいがくいのうええんりょうきねんはくぶつかん2007 東洋大学博物館学年報 (20) 15～29

4762
明治後期における井上哲次郎と
井上円了の思想対立

めいじこうきにおけるいのうえてつじろうといのうええんりょうのしそうたいりつ三浦 節夫 みうらせつお 2007 比較思想研究 (34) 122～131

4763
井上円了の教育観 : 哲学館を中
心にして

いのうええんりょうのきょういくかん　てつがくかんをちゅうしんにして高山 秀嗣 たかやましゅうじ 2007.3.20 印度學佛教學研究 55(2) 768～773

4764
井上円了の教団観 : 教団を去っ
た仏教者の視点(第四部会,<特集
>第六十五回学術大会紀要)

いのうええんりょうのきょうだんかん　きょうだんをさったぶっきょうしゃのしてん高山 秀嗣 たかやましゅうじ 2007.3.30 宗教研究 80(4) 1086～1087

4765
志賀重昂・三宅雪嶺の日本論・
中国論

しがしげたか・みやけせつれいのにほんろん・ちゅうごくろん藤田 昌志 ふじたまさし 2008 三重大学国際交流センター紀要 3 19～32

4766 内藤湖南の日本論・中国論 ないとうこなんのにほんろん・ちゅうごくろん藤田 昌志 ふじたまさし 2008 三重大学国際交流センター紀要 3 33～43

4767

東洋大学 東洋学研究所活動報
告 華厳思想と日本的全体性につ
いて--学祖井上円了など、近代
日本の思想家を手掛かりに

とうようだいがく　とうようがくけんきゅうじょかつどうほうこく　けごんしそうと日本的全体性についてがくそいのうええんりょうなど、きんだいにほんのしそうかをてがかりに渡邉 郁子 わたなべゆういち 2008 東洋学研究 (45) 153～154

4768

導入・運営実態 哲学堂公園 東
洋大学創始者井上円了博士デザ
インの都市公園としてはユニーク
な哲学堂公園

どうにゅう・うんえいじったい　てつがくどうこうえん　とうようだいがくそうししゃいのえうえんりょうでざいんのとしこうえんとしてはゆにーくなてつがくどうこうえん日本体育施設グループにほんたいいくしせつぐるーぷ2008.6 指定管理者制度 (28) 32～40

4769

新・『般若心経』入門(第26回・最
終回)『般若心経』の泉を汲み取
る--「絵心経」と円了「大正般若
心経」

しん　はんにゃしんぎょう　にゅうもん（だいにじゅうろくかい・さいしゅうかい）　はんにゃしんぎょう　のいずみをくみとる　えしんぎょう　と　たいしょうはんにゃしんぎょう渡辺 章悟 わたなべしょうご 2008.9 大法輪 75(9) 176～183

4770 井上円了と東洋大学(その2) いのうええんりょうととうようだいがく　そのに茅野 良男 かやのよしお 2008 井上円了センター年報 (17) 3～30
4773 「哲学館事件」文献年表 てつがくかんじけんぶんけんねんぴょう三浦 節夫 みうらせつお 2008 井上円了センター年報 (17) 154～93

井上円了『妖怪学講義』について いのうええんりょう　ようかいがくこうぎ　について塚越 和夫 つかごしかずお 2008.12 文学年誌　通号14 1～23
井上円了世界旅行記のサイバー
トラヴェル化と教育効果

いのうええんりょうせかいりょこうきのさいばーとらゔぇるかときょういくこうか藤田 晴啓 ふじたはるひろ 2008 現代社会研究

4775 井上円了の「哲学」観 いのうええんりょうのてつがくかんふぞくとうようだいがくとしょかんのこうそうについて柴田 隆行 しばたたかゆき 2009 井上円了センター年報 (18) 3～20



4776 理学と仏教を結ぶ井上円了 りがくとぶっきょうをむすぶいのうええんりょう森川 滝太郎 もりかわたきたろう 2009 井上円了センター年報 (18) 21～39

4777
井上圓了の長岡時代--長岡洋
学校時代に視点をおいて

いのうええんりょうのながおかじだい　ながおかようがっこうじだいにしてんをおいて土田 隆夫 つちだたかお 2009 井上円了センター年報 (18) 41～75

4778
井上円了の『真理金針』について
(その1)

いのうええんりょうの　しんりきんしん　について　そのいち三浦 節夫 みうらせつお 2009 井上円了センター年報 (18) 77～99

4779
哲学館(東洋大学)と明治教育学
の展開

てつがくかん（とうようだいがく）とめいじきょういくがくのてんかい清水 乞 しみずただお 2009 井上円了センター年報 (18) 101～141

4781
欧米諸言語文献に見る井上円了
研究

おうべいしょげんごぶんけんにみるいのうええんりょうけんきゅうschulzer rainerらいなしゅるつぁ 2009 井上円了センター年報 (18) 232～215

4782

東洋大学井上円了記念博物館
平成21年度常設展(「特集展示:
妖怪へのまなざし」)展示資料一
覧

とうようだいがくいのうええんりょうきねんはくぶつかん　へいせいにじゅういちねんどじょうせつてん　とくしゅうてんじ　ようかいへのまなざし　てんじしりょういちらん2009 東洋大学博物館学年報 (22) 14～18

4783
東洋大学井上円了記念博物館
平成21年度特別展「井上円了と
哲学堂」展示資料一覧

とうようだいがくいのうええんりょうきねんはくぶつかん　へいせいにじゅういちねんどじょうせつてん　とくしゅうてんじ　ようかいへのまなざし　てんじしりょういちらん2009 東洋大学博物館学年報 (22) 19～22

井上円了と坪内逍遥の怪異観を
めぐって―日本近代怪談文学史

いのうええんりょうとつぼうちしょうようのかいいかんをめぐって三浦 正雄 みうらまさお 2009 湘南文学

4784
『哲学一夕話』第一編にみられる
井上円了の中道哲学

てつがくいっせきわ　だいいちへんにみられるいのうええんりょうのちゅうどうてつがく小椋 章浩 おぐらあきひろ 2009.4.1 関西大学東西学術研究所紀要 42 69～80

4785 UFOと円了妖怪学(特別講演) ゆーえふおーとえんりょうようかいがく（とくべつこうえん）菊地 章太 きくちまさたか 2009.9.2 日本流体力学会年会講演論文集 15～17
4786 UFOと円了妖怪学 ゆーえふおーとえんりょうようかいがく菊地 章太 きくちまさたか 2009.12.25 ながれ : 日本流体力学会誌 28(6) 443～446

4787

井上円了--哲理を求め迷信打破
を目指した妖怪博士 (日本の信
仰人 宗教者100人) -- (特集ワイ
ド 信仰が成し遂げた偉業の軌跡)

いのうええんりょう　てつりをもとめめしんだはをめざしたようかいはかせ　にほんのしんこうじん　しゅうきょうしゃひゃくにん　とくしゅうわいど　しんこうがなしとげたいぎょうのきせき三浦 節夫 みうらせつお 2010.2 歴史読本 55(2) 114～119

4788
哲学館創立の原点--明治十七
年秋、井上円了の東本願寺への
上申書(下書き)

てつがくかんそうりつのげんてん　めいじじゅうしちねんあき、いのうええんりょうのひがしほんがんじへのじょうしんしょ　したがき三浦 節夫 みうらせつお 2010 井上円了センター年報 (19) 3～55

4789
アンリ・ベルクソンと井上円了--
心霊主義をめぐって

あんり・べるぐそんといのうええんりょう　しんれいしゅぎをめぐって鈴木 由加里 すずきゆかり 2010 井上円了センター年報 (19) 57～79

4790
井上円了の妖怪学を通して唯物
論を考える

いのうええんりょうのようかいがくをとおしてゆいぶつろんをかんがえる柴田 隆行 しばたたかゆき 2010 井上円了センター年報 (19) 81～99

4791
日本児童研究会(日本児童学会)
と哲学館(東洋大学)

にほんじどうけんきゅうかい　にほんじどうがっかい　とてつがくかん　とうようだいがく清水 乞 しみずただし 2010 井上円了センター年報 (19) 101～135

4793 井上円了『稿録』の日本語訳 いのうええんりょう　こうろく　のにほんごやく井上 円了, 柴田 隆行 [訳] , Schulzer Rainer [訳] 2010 井上円了センター年報 (19) 268～164
4794 井上円了『稿録』の研究 いのうええんりょう　こうろく　のけんきゅうSchulzer Rainer らいなしゅるつぁ 2010 井上円了センター年報 (19) 318～270

4795
哲学的仏教研究から歴史的仏教
研究へ : 井上円了と村上専精を
例として

てつがくてきぶっきょうけんきゅうかられきしてきぶっきょうけんきゅうへ　いのうええんりょうとむらかみせんせいをれいとして江島 尚俊 えじまなおとし 2010.2 大正大学大学院研究論集 34 未確認

4796
井上円了と新渡戸稲造 : 田学と
地方学を中心に

いのうええんりょうとにとべいなぞう　でんがくとちほうがくをちゅうしんに佐藤 俊一 さとうとしかず 2010.3.1 東洋法学 53(3) 313～341

4797

寺院なくして信仰は成り立つか :
哲学者井上円了の挑戦(アジアの
近代化と宗教,<特集>第六十九回
学術大会紀要)

じいんなくしてしんこうはなりたつか　てつがくしゃいのうええんりょうのちょうせん菊地 章太 きくちまさたか 2011.3.30 宗教研究 84(4) 910～928

4798
啓蒙から修養へ : 井上円了は仏
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