
■ 第１号（1968年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

木場　深定 巻頭言 - - 巻頭

矢島　羊吉 ニーチェと仏教 --覚え書 - - pp.1-13

菅谷　慎
言葉とものと相 --クラテュロス対話

篇を手懸りにして
- - pp.14-36

坪井　一
アリストテレス「自然学」の一考察 -

-不動の動者について
- - pp.37-58

金井　寿男
アウグスティヌスにおける自由意志と

悪の起源
- - pp.59-74

石渡　隆司
二つの被造知性について --トマス・

アクィナスにおける
- - pp.75-98

小林　良孝
近世英国経験論研究 --バークリーを

中心として
- - pp.99-126

岡崎　英輔
カントの世界概念 --アンティノミー

論を中心として
- - pp.127-142

箱石　匡行 サルトルにおける非措定的意識の問題 - - pp.143-163



■ 第２号（1969年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

- 矢島羊吉先生略歴,研究歴 - - i-vi

亀井　裕 「他人」考 - - pp.1-13

伊勢善之助 デューイにおける道徳と論理 - - pp.14-21

茂泉　昭男
アウグスティヌスにおける「愛によっ

て働く信仰」(Gal.V,6)の釈義的問題
- - pp.22-29

横山　兼作
ヒューム道徳論における「ヒューマニ

ティー」の原理について
- - pp.30-40

金井　寿男
アウグスティヌスにおける現存する悲

惨と自由意志
- - pp.41-51

泉　正義 シュヴァイツァー倫理の基本構造 - - pp.52-73

村上　保寿 ルソーにおける信仰と道徳 - - pp.74-93

大場　義継 フィヒテにおける自覚の問題 - - pp.94-112

成田　常雄 フッサールにおける「現実性問題」 - - pp.113-136

内田　詔夫
形式論理学と非形式論理学 --日常の

論理の考察
- - pp.137-153



■ 第３号（1970年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

- 木場深定先生略歴,研究歴〔著作〕 - - i-v

関　雅美
歴史的相対性の問題 --トレルチとマ

ンハイムを中心として
M. Seki Das Problem der histrischen Relativität pp.1-20

明珍　昭次 カント試論 --人間概念の屈折 S. Myochin
The concept of man: its genesis and growth in

Kant's philosophy
pp.21-42

船橋　弘 ニーチェのニヒリズムの一考察 H. Hunahashi Eine Studie zum Nihilismus Nietzsches pp.43-62

本田　弘
フィヒテの哲学 --カントの物自体の

概念との関連において
H. Honda

Fichtes Philosophie  --im Zusammenhang mit

Kants Begriff des Dinges an sich
pp.63-84

近藤　功 カントにおける哲学の概念 I. Kondo Der Begriff der Philosophie bei Kant pp.85-105

阿部　秀男
古代から中世へ --グノーシス主義の

二面性
H. Abe

From Ancient Philosophy to Mediaeval

Philosophy  --two aspects of Gnosticism
pp.106-121

坪井　一
プロクロスの自然論 --プラトン

『ティマイオス』の注解をめぐって
H. Tsuboi

Proclus'theory of Nature  --on the main theme

of The Commentaries of Proclus on the Timaeus

of Plato

pp.122-146

鈴木　幹雄
ニーチェの歴史学批判 --『生に対す

る歴史の利害について』をめぐって
M. Suzuki Nietzsches Kritik der Historie pp.147-164

杉田　泰一
フュシスとノモス --ハイデッガー解

釈の問題
T. Sugita

Physis und Nomos  --zur Auslegung der

Heideggerschen Philosophie
pp.165-184

箱石　匡行
人間存在と自由 --サルトルとメルロ=

ポンティ
M. Hakoishi

La réalité humaine et la liberté  --J.P. Sartre et

M. Merleau-Ponty
pp.185-207



■ 第４号（1971年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

矢島　羊吉 ニーチェと仏教（続編） --覚え書 Y. Yajima Nietzsche and Buddhism pp.1-27

村上　保壽
法・習俗・一般精神 --モンテス

キュー『法の精神』の一考察
Y. Murakami

Lois, Mœurs et Esprit général --Une considé

ration sur Esprit des Lois
pp.28-48

大場　義継 フィヒテにおける「定立」の概念 Y. Oba Der Begriff des "Setzens" bei Fichte pp.49-69

高井　薫
価値の形成と評価の方法 --デューイ

『確実性の探求』において
K Takai

Methods of Constuction and Estimate of Values

 --in J. Dewey's "The quest for Certainty"
pp.70-92

高階　勝義
フッサールにおける自然と精神 --自

然と意識の出会いの問題
K. Takashina

Natur und Geist bei Husserl  --Das Problem der

Begegung der Natur und des Bewußtseins
pp.93-106

小林　一郎 滞英雑感 --断片的感想 I. Kobayashi The impressions of England pp.107-113

若山　英夫
<書評>ハイデッガー「現象学と神

学」
H. Wakayama

Book Review; M. Heidegger:Phänomenologie

und Theologie
pp.114-117



■ 第５号（1972年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

仙台トマス会
上の山にて --ある学徒のばあい〔真

方敬道懐旧談〕
- At Kaminoyama(A Recollection) pp.1-14

小野　忠信 聖アンセルムスの論証について T. Ono On St. Anselm's Argument pp.15-41

佐藤　博之 メーヌ・ド・ビランの思想の動因 H. Sato What motivated Maine de Biran's thought pp.42-70

山村　敬

聖霊論の展開と教父の哲学 --ニッサ

のグレゴリウス研究序説(1)-大バシリ

ウス

K. Yamamura

Pneumatology and the Philosophy of the

Fathers --Introduction to the Study of Gregory

of Nyssa. 1) Basil of Caesarea

pp.71-101

阿部　秀男 プラトンのエロースについての一考察 H. Abe On Plato's Eros pp.102-117

森山　治夫
トマス・アクイナスにおけるアナロジ

アと制限多様化の関係
H. Moriyama

The Relationship between Analogy and

Limitation-Multiplication according to Thomas

Aquinas

pp.118-137

野村　秀世(訳・要

旨)、真方　敬道(校

閲・註)

「一者の自由と人間の自由」 --プロ

チノス・エンネアデス,第6巻,第8篇,

第1章-第6章

H. Nomura

(Translation and Summary) On Free Will and

the Will of the One.  --Plotin's Enneades, VI, 8,

ch.1-ch.6

pp.138-154

西岡　孝治
プシュケーとソーマ --プラトンの対

話篇に於ける
K. Nishioka On Psyche and Soma in Plato's Dialogues pp.155-172

須田　朗 カントにおける超越論的哲学の問題 A. Suda
Problematik der Transzendental-philosophie bei

Kant
pp.173-191

竹田　純郎
誠実・仮象・美 --ニーチェにおける

認識と芸術の相関
S. Takeda

Redlichkeit, Schein und Schönheit  --Verhältnis

der Erkenntnis und Kunst bei Nietzsche
pp.192-211

内田　詔夫 論理と実在 N. Uchida Logic and Reality pp.212-229

滝浦　静雄

<書評>David Michael

Levin;Reason and Evidence in

Husserl's p.kenomenology

S. Takiura
Book Review; David M. Levin: Reason and

Evidence in Husserl's Phenomenology
pp.230-233



■ 第６号（1973年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

加藤　尚武
人格論への序章 --または,殺人者の人

格性について
H. Kato Persönlichkeit pp.1-15

西岡　孝治 プラトンのイデア論をめぐって K. Nishioka Plato and the Theory of Ideas pp.16-31

石神　豊
ヘーゲル「法哲学」の課題 --革命・

市民社会・国家
Y. Isigami

Aufgabe der 'Philosophie des Rechts' von Hegel

 --Revolution, bürgerliche Gesellschaft, Staat
pp.32-51

成田　常雄
フッサール現象学における反省の問題

 --問題把握のための一つの試み
T. Narita

Das Problem der Reflexion in der Husserls Phä

nomenologie  --ein Versuch zur Auffassung

ihrer Problematik

pp.52-79

本間　謙二
フッサールの生活世界概念に含まれる

問題
K. Honma Probleme in Husserls Begriff der Lebenswelt pp.80-96

安西　和博
M.シェーラーの価値倫理学における

主体の地位
K. Anzai

Stellung der Subjektes in der Weltethik bei M.

Scheler
pp.97-118

小河原　誠
方法論的観点から見たポパーの社会哲

学
M. Kogawara

Popper's Social Philosophy in a methodological

point of view
pp.119-138



■ 第７号（1974年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

西山　憲夫 カントの定言命法 N. Nishiyama Kants kategorischer Imperativ pp.1-19

中村　文郎 フッサールの還元理論 F. Nakamura Husserls Reduktionslehre pp.20-40

木下　喬 フッサールにおける相互主観性の問題 T. Kinoshita Das Problem der Intersubjektivität bei Husserl pp.41-60

竹内　修身 現象学における他我の問題 O. Takeuchi
Le problème de l'《alter ego》 dans la phénomé

nologie
pp.61-78

山本　達
シェーラーにおける人格の個体性につ

いて
T. Yamamoto Die Person als Individuum bei Max Scheler pp.79-96

吉崎　文夫
N. ハルトマンの同一性の概念 --先天

的認識の普遍妥当性に関して
F. Yoshizaki

Der Begriff der Identität bei N. Hartmann  --ü

ber die Allgemeingültigkeit der apriorischen

Erkenntnis

pp.97-115

柏原　啓一

<書評>Gregor Malantschuk:

Kierkegaard's Thought, tr.Howard

V. Hong & Edna H. Hong,1971

K. Kashiwabara

Book Review; Gregor Malantschuk:

Kierkegaard's Thought, tr. Howard V. Hong &

Edna H. Hong, Princeton Univ. Press, 1971,

X+388pp.

pp.116-120



■ 第８号（1975年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

小河原　誠
意味と外在的関係 --p.ウィンチ『社

会科学の理念』への批判
M. Kowagara

Meaning and External Relation  --A criticism to

p. Winch's The Idea of Social Science
pp.1-23

西川　茂
《哲学の要求》に向って --ヘ-ゲル・

フランクフルト前期の思想軌跡
S. Nishikawa

Zum 《Bedürfnis der Philosophie》 --Hegel, sein

Gedankengang der ersten Frankfurter Jahre
pp.24-50

本間　謙二 超越の構成と現象学 K. Honma
Konstitution der Transzendenz und die Phä

nomenologie
pp.51-71

小笠原　正薫 アリストテレスの種について M. Ogasawara On Aristotle's species pp.72-87



■ 第９号（1976年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

中村　文郎
実存と回心 --サルトルにおける実存

的精神分析の位相
F. Nakamura

Existence et Conversion  --les niveaux de la

psychanalyse existentielle chez Sartre
pp.1-19

水野　修

ハイデッガ-における「近代」につい

て --「自然科学」の本質規定をとお

して

O. Mizuno

Von der Neuzeit bei Heidegger  --im Hinblick

auf seine Wesensbestimmung der

Naturwissenschaft

pp.20-39

佐々木　俊三 ヘ-ゲルにおける反省の概念について S. Sasaki Vom Begriff der Reflexion bei Hegel pp.40-59

坊城　明文
ヘ-ゲル本質論序章 --反省論理への問

い
A. Bohjoh

Voräufige Betrachtungen über Hegels Lehre

vom Wesen  --die Frage nach der

Reflexionslogik

pp.60-79

伊坂　青司
ヘ-ゲル『精神現象学』における実体

=主体論について
S. Isaka

Über Hegels Lehre von Substanz-Subjekt in "Ph

änomenologie des Geistes"
pp.80-98

座小田　豊
自由と共同 --イエナ期ヘ-ゲルにおけ

る個別者の問題
Y. Zakota

Freiheit und Gemeinschaft  --Hegels Frage nach

dem Einzelnen in Jenaer Periode
pp.99-118

山崎　純
ヘ-ゲルにおける所有と承認 --イエナ

『精神哲学』研究
J. Yamazaki

Eigentum und Anerkennung bei Hegel  --eine

Studie zu jenaer Philosophie des Geistes
pp.119-138



■ 第10号（1977年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

杉田　泰一 存在と思索 T. Sugita Sein und Denken pp.1-21

岡崎　英輔
運命と歴史 --若きヘ-ゲルにおける歴

史意識の成立をめぐって
E. Okazaki Schicksal und Geschichte pp.22-40

輪田　稔 若きニ-チェにおける芸術と認識 M. Wada
Kunst und Erkenntnis. Ihre entgegengesetzte

Zusammengehörigkeit beim jungen Nietzsche
pp.41-60

佐々木　俊三
行為と権利 --ヘ-ゲル『法哲学』を中

心にして
S. Sasaki

Handlung und Recht  --eine Studie zu Hegels

Rechtsphilosphie
pp.61-82

坊城　明文
ヘ-ゲル本質論序章(Ⅱ) --反省から根

拠へ
A. Bohjoh

Vorläufige Betrachtungen über Hegels Lehre

vom Wesen(Ⅱ)  --von der Reflexion zum

Grunde

pp.83-102

砂原　陽一

「概念空間」から「生きられる空間」

へ --ベルクソン哲学の生成に関する

一考察

Y. Sunahara

De l'espace conceptuel à l'espace vécu  --une é

tude sur la genèse de la philosophie

Bergsonienne

pp.103-122

-
「思索」総目次(第一号・一九六八年

より第十号・一九七七年まで)
- - pp.123-127




