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◆くあ～こん 

草間 もよ子（くさま・もよこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩集 寄り添って』 木曜会出版部 平21 
〔作品〕 － 
 

楠 恵美子（くすのき・えみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『たのしい料理教室』 新日本出版社 昭57 
〔作品〕 － 
 

楠 誉子（くすのき・しげこ） 

〔雑誌〕「そとに いきたいな」（文）『学研ワールドえほん』通号 124 昭 57／「海から来た少女・十波」

『木の花』43号 平10／「ジャコ姫物語」『泣き虫』70号 平15／「子どもたちに読んでもらいたい本」

『野の風』13号 平20 
〔図書〕「こんぺいとうの雪」『にぎやかな首飾り １』 出帆新社 昭 57／「佐保姫」『にぎやかな首飾

り ２』 出帆新社 昭 58／『八つのきつね物語』 偕成社 昭 58／『にぎやかな魔女たち』 昭 61／
『イエローローズ』 工房アノニマ 平 10／『サンフランシスコからの手紙 フランキーと呼ばれた男』 

工房アノニマ 平14 
〔作品〕 － 
 

楠 正三（くすのき・まさみ） 

〔雑誌〕「ロール・プレイングの理論と実際」『昭和薬科大学紀要』5 昭 42.3／「一般教育カリキュラム

試案―昭和薬科大学の場合」『昭和薬科大学紀要』6 昭46.3／「薬科大学におけるパイディアの試み」『昭

和薬科大学紀要』7 昭47.3／「医薬品態度の考察」『昭和薬科大学紀要』8 昭48.3／「家庭生活におけ

る衛生行動(沖縄・社会調査レポート)」『昭和薬科大学紀要』9 昭49.3／「社会調査-1-検査関係」（共著）

『昭和薬科大学紀要』通号10 昭50.6／「医薬品に対する態度調査」『昭和薬科大学紀要』11 昭51.4／
「内観を深めた人の生活」『昭和薬科大学紀要』12 昭52／「内観法の原理と方法」『昭和薬科大学紀要』

12 昭52／「宗教としての内観法」『昭和薬科大学紀要』13 昭53／「医薬品態度調査--不安と病気行動」

（共著）『昭和薬科大学紀要』通号13 昭53／「話し合いと内観法」宗教としての内観法―続―シリーズ 

『昭和薬科大学紀要』14 昭54／「社会的学習理論における内部統制型と外部統制型について」（共著）

『昭和薬科大学紀要』通号 14 昭 54／「内観法のしくみ」『昭和薬科大学紀要』15 昭 55／「代々木内  

観研修所における内観者調査報告」（共著）『昭和薬科大学紀要』通号15 昭54／「集団内観と記録内観」

『昭和薬科大学紀要』16 昭 56／「東北大学方式絶食療法体験報告」『昭和薬科大学紀要』17 昭 57／
「薬局相談表現用語集」『昭和薬科大学紀要』通号 18 昭 58／「内観時注意集中力の学習効果」『昭和薬

科大学紀要』19 昭59／「学生の疲労感について」『昭和薬科大学紀要』20 昭60／「薬局経営にみられ

る新しい動向と服薬指導」『昭和薬科大学紀要』21 昭62／「内観法の意味」１ 『昭和薬科大学紀要』

通号22 昭63／「大学生活の調査 １」（共著）『昭和薬科大学紀要』通号22 昭63／「ウィズネス・ア

ローネス」『愛のファミリー』60～ 昭 63.9～／「昭和薬科大学付属高校生の諏訪校舎特別活動」（共著）
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『昭和薬科大学紀要』通号23 平元／「医術と内観法」『医学哲学医学倫理』7号 平元.7／「本学〔昭和

薬科大学〕における一般教育」『昭和薬科大学紀要』24 平2／「講義の計画と反省--薬学部における心理

学の年間講義」『昭和薬科大学紀要』26 平4／「Present Situation of the Naikan Method in Different 
Countries」『昭和薬科大学紀要』27 平5／「ひらめきと内観法」『数理科学』32巻1号 平6.1／「内観

ロールプレイング」『昭和薬科大学紀要』30 平8 
〔図書〕『日常内観』(共著) 内観研修所 昭52／『不安からの脱出』 ブレーン・ダイナミクス社 昭53
／『心の探検 内観法』 日本内観学会 昭58／『自己を見つめる』(編)  日本内観学会事務局 昭59.11
／『内観法ハンドブック』（編） 自己発見の会 平 8／『愛のフアミリー  第８３号』（共著） 愛の

ファミリー協会 平2／『愛のフアミリー  第８４号』（共著） 愛のファミリー協会 平2／『愛のフ

アミリー  第８５号』（共著） 愛のファミリー協会 平2 
〔作品〕 － 
 

沓掛 伸二（くつかけ・しんじ） 

〔雑誌〕「RISAによる脳循環測定について:ことに脳動脈硬化症において」（共著）『医療』27巻11号 昭

48／「各種慢性肝障害とオーストラリア抗原」（共著）『日本消化器病学会雑誌』71 巻 1 号 昭 49／「過

去の剖検例におけるHB抗原の検索」（共著）『日本消化器病学会雑誌』72 巻 9号 昭 50／「過去の剖検

例におけるHBS-Agの検索肝硬変,肝癌症例を中心にして」（共著）『肝臓』18巻2号 昭52.2／「赤血球

凝集反応によるαフエトプロテインの測定法の検討」（共著）『医療 : 国立医療学会誌』31巻3号 昭52.3
／「確診 20 年後の状態を検討し得た Dubin-Johnson 症候群の 1 例:特に色素動態の変化と顆粒配在の変

化について」（共著）『肝臓』19巻8号 昭53／「新しい肝生検針Kormedbiopsy needleの使用経験につ

いて」（共著）『医療』32巻12号 昭53／「劇症肝炎の1救命例-2・3の注目すべき現象についての考察」

（共著）『肝臓』20巻12号 昭54／「続発性Hemochromatosisの1女性例―進展過程を中心にして―」

（共著）『肝臓』21 巻 7 号 昭 55／「再生不良性貧血に伴ったムコール症による塊状肝壊死の１剖検例」

（共著）『肝臓』22巻9号 昭56／「超音波映像下選択的左肝内胆管せん刺造影で診断しえた広範肝内胆

石症の１例」（共著）『医療』36 巻 7 号 昭 57／「ＨＢｓ抗原陽性細胞がん例に対するインターフェロン

（ＩＦ）の使用経験」（共著）『医療』36 巻 7 号 昭 57／「視覚認識障害を伴った肝硬変の 1 例」（共著）

『肝臓』23巻2号 昭57.2／「HBs抗原陽性肝細胞癌例に対するインターフェロン(IF)の使用経験」（共

著）『医療 : 国立医療学会誌』36巻7号 昭57.7／「カルチノイド症候群を伴った肝転移性気管支カルチ

ノイドの１手術例」（共著）『肝臓』24 巻 8 号 昭 58／「アルコール性肝障害に対する肝生検組織内肝細

胞内円形ガラス様物質（ｒｏｕｎｄ ｃｙｔｏｐｌａｓｍｉｃ ｇｌｏｂｕｌｅ）の診断的意義」（共著）

『肝臓』24巻9号 昭58／「HB抗原・抗体をめぐつて」（共著）『医療』37巻6号 昭58／「アルコー

ル性肝障害の病態と臨床に関する研究」『東京慈恵会医科大学雑誌』98巻3号 昭58.5／「多彩な組織像

を呈した肝原発悪性間葉しゅの１剖検例」（共著）『肝臓』26 巻 3 号 昭 60／「肝ひ護目的で投与された

漢方薬（小柴こ湯）による薬剤性肝障害の１例」（共著）『医療』40 巻 3 号 昭 61／「痛覚が保たれ，経

過が比較的良好であったＣｒｏｗ‐Ｆｕｋａｓｅ症候群の１例」（共著）『医療』41巻11号 昭62／「胃

液におけるＨＢｓ抗原の検索とその問題点」（共著）『医療』41巻12号 昭62／「第15回日本総合健診

医学会学術大会講演抄録 検診10, 000例より見たBilirubin値異常について」（共著）『日本総合健診医学

会誌』14巻 1号 昭 62／「第 16回日本総合健診医学会学術大会講演抄録 保存血清におけるビリルビン

の変動について」（共著）『日本総合健診医学会誌』15巻2号 昭63／「第17回日本総合健診医学会学術

大会講演抄録集 健診におけるRAテスト陽性例について」（共著）『日本総合健診医学会誌』16巻2号 平

元／「第 18 回日本総合健診医学会学術大会講演抄録集 健診超音波から見た肝内病変について」（共著）

『日本総合健診医学会誌』17巻2号 平2／「第19回日本総合健診医学会学術大会講演抄録集 健診から

みた40才代の日本人の肝臓の状態について」（共著）『日本総合健診医学会誌』18巻2号 平3／「第20
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回日本総合健診医学会学術大会講演抄録集 健診における白血球数の異常について」（共著）『日本総合健診

医学会誌』19巻2号 平4／「第104回日本肺癌学会関東支部会 : 12.CEA高値であった粘表皮癌の1切

除例」（共著）『肺癌』32巻4号 平4.8／「第21回日本総合健診医学会学術大会講演抄録集 胃癌スクリ

ーニング方式の転換を目指して:―血清ペプシノーゲン検査の意義―」（共著）『日本総合健診医学会誌』20
巻 2 号 平 5／「総合健診における血清ペプシノゲン検査の検討 胃癌スクリーニング方式の転換を目指

して:―胃癌スクリーニング方式の転換を目指して―」（共著）『日本総合健診医学会誌』20巻3号 平5 
〔図書〕『Ｂ型肝炎』ライフサイエンスセンター 昭 52／『医の術患の術 知っておきたい医療の話』相

模経済新聞社 平18 
〔作品〕 － 
 

Ｃｏｏｋｉｅ ｈｏｕｓｅ（くっきー・はうす） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ミルクティは空の色』新風舎 平19 
〔作品〕 － 
 

工藤 信江（くどう・のぶえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『I wait.（待つ）』 日本図書刊行会 平9 
〔作品〕 － 
 

国吉 勝治（くによし・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『未明の森』地平線の会 昭46／『叫ぶ石 黙す石』地平線の会 昭49／『エッセー集 鳴子の

歌』単独社 平5／『ぼくのための正午 歌集』角川書店 平11／『随筆 南瓜の花』くえびこ作業所 平

18／『百日紅炎ゆ』 角川書店 平23／『随筆 ひょうたん池の藤の花』地域活動支援センターくえびこ 

平26 
〔作品〕 － 
 

熊谷 一乗（くまがい・かずのり） 

〔雑誌〕「中小企業の青年像」『別冊潮』通号2 昭41.7／「日教組・教育を強める教師集団」『別冊潮』通

号5 昭42.4／「戦後教育のなかの国家」『別冊潮』通号7 昭42.10／「牧口常三郎の生涯と思想」『別冊

潮』通号20 昭46.1／「教育における価値と社会について 篠原助手と牧口常三郎の場合」『日本教育学会

大會研究発表要項』30巻 昭46.9／「｢超自我｣と｢社会的性格｣--その教育社会学的考察」『文学部論集』1
巻1号 昭46.11／「「チーム発想法」とその教育的効果」『日本教育学会大會研究発表要項』31巻 昭47.9
／「与党における教育政策の成立過程について」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』24 号 昭 47.10
／「小集団による課題解決と学習過程」『文学部論集』2巻1号 昭47.11／「市民統一戦線をめざす”対

話篇”」『潮』通号163 昭48.1／「社会化システムとしての学校とその組織」『文学部論集』2巻2号 昭

48.3／「昭和初期教育目的論における価値観の一考察」『教育学研究』40巻1号 昭48.3／「教育政策の

立法化過程に関する研究 「大学臨時措置法」と「教頭法制化法案」の場合」『日本教育社会学会大会発表

要旨集録』25号 昭48.9／「教員政策とその教師観」『教育社会学研究』通号28 昭48.10／「教育政策
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の形成過程に関する研究」『社会学評論』24巻3号 昭49／「『ＴＫＪ法』による青年の集団的発見学習」

『日本社会教育学会紀要』10 昭49／「教育政策の立法化過程に関する社会学的研究」『文学部論集』3巻

1 号 昭 49.3／「教育法社会学におけるシステムズアプローチと構造-昨日分析」『日本教育学会大會研究

発表要項』33巻 昭49.9／「東京周辺都市の教育構造と教育意識(その１) 八王子市の事例:教育構造の特

質と教育行政上の諸問題」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』26 号 昭 49.10／「公教育体系の境界

過程と政策決定」『文学部論集』4巻1号 昭49.12／「都市の変動過程における教育構造と教育意識の諸

問題」『文学部論集』4巻2号 昭50.3／「人口急増都市における教育予算の決定過程」『教育社会学研究』

通号30 昭50.10／「東京周辺都市の教育構造と教育意識(その２) 八王子市の事例:（３）学校運営におけ

る意思決定の諸問題」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』27 号 昭 50.10／「学校組織の教育的意思

決定に関する一考察」『文学部論集』創立5周年記念特別号 昭51.3／「資源配分の概念と教育政策」『文

学部論集』5 巻 2 号 昭 51.3／「学校運営の意思決定における校長と教員」『文学部論集』5 巻 1 号 昭

51.3／「教育政策の決定におけるエリートの研究」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』28号 昭51.9
／「社会教育と新聞」『日本の社会教育』通号21 昭52／「教育における「ある様式」と「持つ様式」 E.
フロムの人間観と教育」『日本教育学会大會研究発表要項』37巻 昭53.8／「英国における「カリキュラ

ムの社会学」 観点と方法を中心に」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』31号 昭54.9／「教育課程の

ポリティックス 日英の比較を中心に」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』33号 昭56.9／「日本教

育の力学と日教組」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』33号 昭56.9／「教育における知識と権力 M. 
Young の所説を中心に」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』34 号 昭 57.10／「学校知識の編成に関

する社会学的試論」『教育社会学研究』通号38 昭58.3／「学制改革と政党の対応」『日本教育行政学会年

報』10 昭59.10／「第五次学習指導要領の施行にともなう小学校教育課程編成の諸問題」『日本教育社会

学会大会発表要旨集録』35号 昭58.10／「学制改革の視点(V シンポジウム)」（共著）『日本教育行政学

会年報』10号 昭59.10／「学制改革と政党の対応(I 論説)」『日本教育行政学会年報』10号 昭59.10／
「教育社会学における「生」のパラダイム ディルタイ, フロムからの示唆」『日本教育社会学会大会発表

要旨集録』36 号 昭 59.10／「英国初等教育指導書にみるカリキュラム編成の指針」『創価大学教育学部

論集』第18号 昭60／「教育社会学と"生"のパラダイム」『新潟大学教育学部紀要』26巻2号 昭60／
「学校制度と学校ぎらい 「長期欠席理由」の分析から」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』37号 昭

60.10／「教育課程政策の実施と学校現場」『新潟大学教育学部紀要』27 巻 2 号 昭 61／「１９８５年の

教育改革案・教育調査報告等」『教育学研究』53巻1号 昭61.3／「牧口価値論と生の哲学」『東洋学術研

究』25 巻 2 号 昭 61.11／「224 「政治的再生産」と学校カリキュラム 「公民的資質」の形成を問う」

『日本教育社会学会大会発表要旨集録』41号 平元.10／「潜在的カリキュラムの発掘」『教育心理』Vol.38  
No.7  日本文化科学社 平 2／「サッチャリズム 教育法制の構造と問題」『日本教育行政学会会報』17
号 平3.10／「発刊の辞」『創大教育研究』 平3.3／「座談会「創価教育学を語る」(牧口常三郎『創価教

育学体系』刊行60周年記念)」（共著）『創大教育研究』 平3.3／「環境危機と教育学(<特集>環境と教育)」
『創大教育研究』 平 3.3／「1 社会的価値観の形成と学校体験 大学生の社会意識調査の分析から」（共

著）『日本教育社会学会大会発表要旨集録』43号 平3.10／「公民的価値観の形成と学校体験」『創価大学

教育学部論集』第32号 平4.3／「子ども文化の危機と環境問題」『創大教育研究』3巻 平5.1／「牧口

常三郎の信仰と教育」（共著）『東洋学術研究』33 巻 2 号 平 6／「刊行にあたって １～３」『日本教育

政策学会年報』1～3巻 平6.6～平8.6／「55年体制と教育政策の展開」『日本教育政策学会年報』第1号 

平6.3／「教育政策研究のキー概念としての資質」『教育学部論集』37巻 平6.12／「開会の挨拶(<特集>
子どもの権利条約批准記念シンポジウム-子どもの権利条約とこれからの学校教育-)」『創大教育研究』4巻 

平 7.3／「閉会の挨拶(<特集>子どもの権利条約批准記念シンポジウム-子どもの権利条約とこれからの学

校教育-)」『創大教育研究』4巻 平7.3／「（書評）黒羽亮一著 『学校と社会の昭和史』」『教育社会学研

究』56 巻 平 7.4／「（書評）中野実編著 『日本型政策決定の変容』」『日本教育政策学会年報』2 号 平

7.6／「戦後 50 年の子供と教師」『創大教育研究』5巻 平 8.3／「<討論>(II 第 2 回大会課題研究「戦後
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教育政策研究の回顧と展望」)」（共著）『日本教育政策学会年報』3号 平8.6／「Gregory S. Buttler and 
James D. Slack, "U.S. EDUCATIONAL POLICY INTEREST GROUPS", Greenwood Press, 1994」『日

本教育政策学会年報』3 号 平 8.6／「（書評）市川昭午著 『臨教審以後の教育政策』」『教育社会学研究』

59巻 平8.10／「学年・学級制度の改革」『教職研究総合特集』通号132 平9.3／「第15期中教審答申

の意義と問題 21 世紀の教育課題への対応」『創大教育研究』6 巻 平 9.3／「自己点検・評価に対する私

大教員の意識 私立大学の自己点検・評価に関する研究」（共著）『創大教育研究』6 巻 平 9.3／「教育総

研リポートリポートー３４-戦後五十年の教育を支えた思想の展開」『教育評論』通号601 平9.6／「教育

基本法 50 年とこれからの学校改革」『創大教育研究』7 巻 平 10.3／「教育の地方分権と学校運営」『日

本教育政策学会年報』通号 6 平 11.6／「急激な社会変動のなかの経済危機と教育政策 日本の場合」『日

本教育行政学会年報』25 号 平 11.10／「Ｔ．ブレアの政治理念と教育観--英国ニューレイバーと教育」

『教育学部論集』通号 47 平 11.12／「新しい学習指導要領と２１世紀への教育」『創大教育研究』9 号 

平12.3／「現代教育政策における自由化とナショナリズム」『日本教育政策学会年報』7号 平12.6／「（書

評）若林敬子著『学校統廃合の社会学的研究』」『日本教育政策学会年報』7号 平12.6／「『ゆとりの教育

課程』政策と学力不安」『日本教育政策学会年報』9号 平14.6／「教育問題の社会学的研究とパーソンズ

理論」『教育学部論集』49号 平12.9／「近代日本の教育における創価教育学の位置」『教育学部論集』50
号 平 13.1／「学力問題と『ゆとりの教育課程』」『教育学部論集』51 号 平 13.9／「牧口常三郎の信仰

と創価教育学」『創大教育研究』11号 平14.3／「牧口常三郎の世界と創価教育学」『創価教育研究』1号 

平 14.3／「教育基本法改正論の構造--機能分析」『教育学部論集』52 号 平 14.3／「教育基本法第１０条

見直し論の批判的考察」『教育学部論集』53号 平14.11／「『豊かな社会』の子育て危機と教育政策の課

題」『教育学部論集』54号 平15.3／「構造改革のなかの子育て危機と教育・福祉政策の課題」『日本教育

政策学会年報』10巻 平15.6／「パーソンズ『人間の条件パラダイム』と教育理論」『教育学部論集』55
号 平 16.1／「カリキュラム政策の変更と学校現場」（共著）『教育学部論集』55 号 平 16.1／「教育基

本法『改正』論議の焦点に迫る」『教育評論』通号689 平16.9／「パーソンズ『人間の条件パラダイム』

とフロムの性格理論--生命系教育理論に向けて」『教育学部論集』56 号 平 17.1／「読み生かす教育基本

法」１０『教育評論』通号697 平17.5／「（書評）青木栄一著 『教育行政の政府間関係』」『教育社会学

研究』77 巻 平 17.11／「『総合的な学習の時間』における環境学習の条件」『教育学部論集』57 号 平

18.1／「「学力向上策」と「総合学習」との関係」（共著）『教育学部論集』57号 平18.1／「教育社会学

と創価教育学の間」『創大教育研究』15号 平18.3／「教育改革と教員」『教職研修』35巻6号 通号414 
平19.2／「市場化で教育力は向上するのか―『ゆとり教育』以降の教育政策批判」『教育と文化』52号 平

20／「教育振興基本計画と教育再生」『教職研修』36 巻 12 号 通号 432 平 20.8／「教育政策の策定・

推定プロセスの改革」『教職研修』38巻5号 通号449 平22.1／ 
〔図書〕『昭和の教育』 大和書房 昭42／『牧口常三郎』 第三文明社 昭46／『チーム発想と教育 : 
小集団学習の一研究』 大和書房 昭47／『教育原理』（共著） 福村出版 昭48／『マスコミと報道の

自由』（共編） 有信堂 昭49.１／『戦後日本の教育政策』（共著） 第一法規 昭50／『現代社会の教

育政策』（共著） 東京大学出版会 昭51／『教育社会学』 創大出版会 昭53／『教育行政概説』 創

大出版会 昭 53／『新学習指導要領による教育課程の問題』 創価大学 昭 57／『学制改革の社会学』 

有信堂 昭 59／『現代の教育原理』（編） 東信堂 昭 60／『教育改革は可能か』（共編） 有信堂高文

社 昭60／『子どもの発達と社会』 東信堂 昭61／『人間性と教育』（編著） 学文社 平元／『公民

科教育』 学文社 平4／『創価教育学入門』 第三文明社 平6／『現代教育制度論』 学文社 平8／
『転換期の教育政策』（共編） 八月書館 平10.6／『教育法規と学校』（編著） 学文社 平11／『現代

の教育社会学』 東信堂 平 12／『日蓮・心の旅』 祥伝社 平 13／『教育内容論』 創大出版会 平

14／『新・人間性と教育』 学文社 平14 
〔作品〕 － 
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熊谷 雄二（くまがい・ゆうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『こころの空き地』 言叢社 平15／『音楽の子ども』 言叢社 平22 
〔作品〕 － 
 

倉田 知昭（くらた・ともあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『津久井を語る』（共著） 相模経済新聞社 昭 63／『続・津久井を語る』（共著） 相模経済新

聞社 平5／『続々・津久井を語る』（共著） 相模経済新聞社 平11／『町政ひと筋に燃ゆ 町議４期・

町長６期』 相模経済新聞社 平17 
〔作品〕 － 
 

栗城 貴宗（くりき・たかむね） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『心の傷と癒し』（訳） サンパウロ 平18 
〔作品〕 － 
 

栗田 静世（くりた・しずよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『つれづれの歌』 平14 
〔作品〕 － 
 

来子 耿太（くるす・こうた） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『水墨画入門』 梧桐書院 昭55／『俳画入門』 梧桐書院 昭56／『俳画歳時記』 マール社 

昭59／『水墨画の描き方』 マール社 昭60／『夏のスケッチブック』 マール社 昭61／『臨画のた

めの色紙百趣 鑑賞と手本』 木耳社 平9 
〔作品〕 － 
 

黒部 一夫（くろべ・かずお） 

〔雑誌〕「短歌 「遺歌集・たまゆら」の世界 岡野覚著」『国労文化』486号 平18 
〔図書〕『歌集 さがみの』 驢馬出版 平元 
〔作品〕 － 
 

久和 まり（くわ・まり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『冬の日の幻想』 集英社 平10／『天使は荒野に舞い降りて』 集英社 平11／『英國少年園』 
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集英社 平11／『モーヴの埋葬』 集英社 平11／『太陽の紋章』 集英社 平11／『太陽の祭典』 集

英社 平12／『Stay gold』 集英社 平13 
〔作品〕 － 
 

桑山 則子（くわやま・のりこ） 

〔雑誌〕「桜としらべと思い出」『短歌』50巻13号 通号659 平15.12 
〔図書〕『歌集 かすみ』角川書店 平10／『歌集 さくら』角川書店 平15／『歌集 いのり』角川書店 

平20／『歌集 まつり』 角川書店 平25 
〔作品〕 － 
 

嚴 善鶴（げん・ぜんかく） 

〔雑誌〕「接木によるナス・トマトの青枯病抵抗性」『日本作物學會紀事』32巻2号 昭38.12 
〔図書〕『極寒に生きる植物たち』 メディアワーク 平16 
〔作品〕 － 
 

呉 天降（ご・てんこう） 

〔雑誌〕「アメリカにおける鉄道業の再建と銀行シンジケートの形成(1893-1897)」『経済学季報』13巻3.4
号 昭 39.1／「1890-1905 年におけるアメリカの銀行集中--ニューヨーク市銀行業の統合運動を中心にし

て」『経済学季報』14巻1・2号 昭39.8／「アメリカの金融機関と企業集中（1893～1907）」『経済学季

報』14 巻 3・4 号 昭 40.7／「第一次大戦前夜のアメリカ金融資本に関する一考察」（１）（２）『経済学

季報』16 巻 3・4 号～18 巻 1 号 昭 42.3～43.9／「大不況期におけるアメリカの資本集中(1873-1892)」
１『経済学季報』17巻2号 昭42.12／「アメリカにおける企業集中の発展」『世界経済評論』12巻9号 

昭 43.10／「アメリカ商業銀行の株式保有と企業支配--パットマン報告書の内容と問題点」『証券研究』通

号26 昭44.7／「米国三大企業集団の海外活動―対日戦略にも大きな変化」『エコノミスト』48巻32号 

昭45.7／「アメリカの商業銀行と産業」『経済と経済学』通号27 昭45.1／「合衆国上院銀行通貨委員会

『証券取引所調査報告書』に関する一考察」『証券研究』通号36 昭48.7／「『コングロマリット企業調査

報告書』について」『証券研究』通号48 昭51.8／「『ゴルマン・サックス帝国』の形成過程(1925-1929)」
『証券経済』通号131 昭55.3／「両大戦間のアメリカの投資会社に関する一考察」『証券研究』通号60 
昭55.5／「大恐慌とアメリカ企業金融(1929-1933)」『証券研究』通号74 昭59.10／「アメリカ商業銀行

の企業金融(1938-1941)」『証券研究』通号77 昭61.2／「アメリカにおける銀行ターム・ローンの展開過

程(1929-1941)」『証券研究』通号82 昭63.2／「アメリカにおける銀行ターム・ローンの展開過程(1929-
1941)（英文）」『証券経済』通号163 昭63.3／「第２次大戦前夜のアメリカ金融資本に関する一考察」１

～４『証券研究』通号90～107 平元.11～平5.11／「アメリカの公的年金基金の証券投資--州・地方公務

員年金基金の分析を中心に」『証券研究』通号90 平元.11／「第２次大戦後のアメリカ電気通信産業の資

金調達」『証券研究』通号95 平3.4／「メトロポリタン美術館の彫刻品と絵画に関する比較考論」『富士

フェニックス論叢』1巻 平5.3／「The Major Regional Banks and Wall Street 1929-1941」『商学論纂』

35巻5・6号 平6.3／「第一次大戦後のアメリカ金融・証券市場の再編成(1918-1929)」『証券経済研究』

通号12 平10.3／「私のアメリカ経済研究の過程」『中央大学企業研究所研究活動年報』平14／「クリン

トン医療保険制度改革に関する一考察」『商学論纂』59巻 平29.3 
〔図書〕『アメリカ鉄道業の総合運動に関する一考察(1893-1907)  アメリカ金融資本の成立過程と関連し

て』（博士論文） 昭 41／『大不況期におけるアメリカ資本集中 1873～92 年』 御茶の水書房 昭 44
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／「アメリカ対外投資の歴史と現状」『アメリカの国際企業と対外投資の諸問題』 日本証券経済研究所 

昭45／『証券経済論』 有斐閣 昭45／『アメリカ金融資本成立史』有斐閣 昭46／『アメリカ証券市

場の構造分析』（共著） 日本証券経済研究所 昭 55／『アメリカの企業金融等東南アジア資本市場の一

断面』（共著） 日本証券経済研究所 昭63／『アメリカの金融機関と企業』（共著） 日本証券経済研究

所 平元／『アメリカの貯蓄貸付組合（Ｓ＆Ｌ）』(共訳) 御茶の水書房 平6 
〔作品〕 － 
 

小石 真純（こいし・ますみ） 

〔雑誌〕（一部掲載）｢複合材料と界面工業技術｣１～２『工業材料』41巻9～10号 平5.7～8 ほか 
〔図書〕『プラスチック成形品の塗装』（共著） 日本工業新聞社 昭47／『粉体工学 基礎編』（共著） 槙

書店 昭 48／『粉体工学 応用編』（共著） 槙書店 昭 49／『粉体の表面化学』(共著) 日刊工業新聞社 

昭 50／『粉体とエマルションの基礎 分散系の科学』（共著） 科学汎論社 昭 51／『マイクロカプセル―

その製法・性質・応用』（共著） 三共出版 昭52／『分散技術入門』（共著) 日刊工業新聞社 昭52／
『基礎製剤物理化学』（共著） 広川書店 昭54／『香粧品製剤学』（共著） フレグランスジャーナル社 

昭58／『工業分散技術』（共著） 日刊工業新聞社 昭61／『微粒子設計』（編著) 工業調査会 昭62／
『複合材料と界面』（編） 材料技術研究協会編集委員会 昭63／『複合材料と界面:素材の高機能化と制

御』材料技術研究協会編集委員会 昭63.9／『微粒子・超微粒子 目でみるそのミクロ構造』（共著） 総

合技術出版 昭63／『最新含浸技術とその応用・解析』（共著） テクノシステム 平元／『超微粒子開発

応用ハンドブック』（編） サイエンスフォーラム 平元／『材料設計のための微粒子・超微粒子』（共著） 

総合技術出版 平 3／『ポリマー粒子をつくる』（共著） 共立出版 平 6／『日英中粉体技術用語辞典』

（監修） 美洋 平 10／『ぬれ技術ハンドブック 基礎・測定評価・データ』（共監修） テクノシステム 
平13／『工業薬品利用便覧 材料工程別』（共編） Ｒ＆Ｄプランニング 平15／『マイクロ/ナノ系カプ

セル・微粒子の開発と応用』（監修） シーエムシー出版 平15／『材料工程別工業薬品利用便覧』（共編） 

R&D プランニング 平 15／『複合材料における界面ハンドブック』（共監修） 工業資料センター 平 16
／『機能性微粒子とナノマテリアルの開発 材料設計のためのナノテクノロジー』（監修） フロンティア

出版 平 16／『造る＋使う マイクロカプセル』（共著) 工業調査会 平 17／『ナノ粒子のはなし』（共

著） 日刊工業新聞社 平 18／『ナノテクノロジー時代の含浸技術の基礎と応用』（共監修） テクノシ

ステム 平19／『もっと知りたいナノ粒子の世界』 日刊工業新聞社 平21／『マイクロ/ナノ系カプセル・

微粒子の応用展開』（共監修） シーエムシー出版 平21／『ぬれ性と制御 : ぬれ現象の解明』（共著） 技

術情報協会 平12 
〔作品〕 － 
 

小泉 爽湖（こいずみ・そうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 花野』 文学の森 平19 
〔作品〕 － 
 

小出 剛郎（こいで・ごうろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
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小出 久郎（こいで・ひさろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ステップ方式によるパルス・ディジタル回路』（共著） オーム社 昭49 
〔作品〕 － 
 

小糸 章淳（こいと・あきら） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『男は黙って 三船敏郎評伝』 市民かわら版社 平15 
〔作品〕 － 
 

業田 良家（ごうだ・よしいえ） 

〔雑誌〕「倫理をマンガでどう表現するのか」『ユリイカ』29巻4号 平9.4／｢私の読書遍歴(5)業田良家-
-太宰治の自虐の可笑しさは､僕の漫画の笑い全体に影響を与えている｡｣『文学界』57巻11号  平15.11／
｢ゴーダ版・反人権法宣言 こんなに怖い『人権』の話」『正論』492号 平25.1 
〔図書〕『ゴーダ君』1～3 講談社 昭61～平元／『執念の刑事：東武東上線沿線９７分署』1～3 竹書

房 昭 62～平 3／『俗物くん』双葉社 昭 62／『武士の魂』双葉社 昭 62／『シアターアッパレ：ゴー

ダ版「現代政治家大系」』小学館 平元／『ヨシイエ童話』1～7 平2～平5／『シアターアッパレ完結編』 

小学館 平2／『武士の魂』 竹書房 平3／『自虐の詩』光文社 平4／『福沢悪人塾』1 講談社 平

6／『自虐の詩』上下 竹書房 平8／『百年川柳：川柳実践コミック』小学館 平8／『歌男』集英社 平

9／『詩人ケン』マガジンハウス 平10／『ど忘れ日本政治』小学館 平10／『川柳虎の皮』小学館 平

10／『ゴーダ哲学堂空気人形』小学館 平12／『祝福屋福助』小学館 平13／『コイズム』（画） メデ

ィアレブ 平13／『百人物語』1～3 講談社 平13～平14／『ゴーダ哲学堂悲劇排除システム』小学館 

平14／『新ど忘れ日本政治』小学館 平14／『新川柳虎の皮』小学館 平14／『川柳虎の皮 続』小学

館 平15／『ひどいよ！沼二郎』講談社 平15／『世直し源さん：ヨシイエ童話』1～3 竹書房 平17
／『女はつらいよ』小学館 平18／『執念の執事』上下 竹書房 平18／『男の操』上・下 小学館 平

19／『ロボット小雪：新・自虐の詩』竹書房 平 20／『独裁君』小学館 平 20／『川柳虎の皮 オシャ

レ編』小学館 平20／『痛さと格差に感動した！：ガラガラポン！日本政治２００６年６月→２００５年

４月』竹書房 平21／『わんわん外交・物語：ガラガラポン！日本政治２００５年３月→２００３年１１

月』竹書房 平 21／『太郎と一郎、国盗り合戦！：ガラガラポン！日本政治 ２００９年３月→２００７

年１１月』竹書房 平 21／『年金制度はフィクションでした！： ガラガラポン！日本政治２００７年１

０月→２００６年７月』竹書房 平 21／『神様物語』小学館 平 22／『機械仕掛けの愛』1～6 小学館 

平24～平31／『祝福屋福助大入』小学館 平24／『歌男と詩人ケン』竹書房 平25／『ロボット小雪』

竹書房 平 25／『百人物語 上・下』 竹書房 平 25／『それ行け！天安悶 伝説の独裁者が現代に降

臨』 産経新聞出版 平28 
〔作品〕 － 
 

神戸 四郎（ごうど・しろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ＮＨＫ社会部記者』 朝日新聞社 昭61 
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〔作品〕 － 
 

広野 城治（こうの・じょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『マッサージブルース』 碧天舎 平15／『ベースボール・ジャングル』 碧天舎 平18／『海

を越えて』 文芸社 平19／『ビーストボール〈野獣野球〉』 文芸社 令元 
〔作品〕 － 
 

河野 典生（こうの・てんせい） 

〔雑誌〕「大正のロマンとファンタジィ--宮沢賢治その他について」『國文學』20巻4号 昭50.3 
〔図書〕『陽光の下、若者は死ぬ』 荒地出版社 昭35／『アスファルトの上』 光風舎 昭36／『黒い

陽の下で』 浪速書房 昭36／『殺人群集』 光風舎 昭36／『憎悪のかたち』 七曜社 昭37／『ザ・

サムライ』 桃源社 昭38／『殺意という名の家畜』 宝石社 昭38／『残酷なブルース』 芸文社 昭

39／『三匹の野良犬』 芸文社 昭39／『ガラスの街』 三一書房 昭44／「ガラスの城」『氷った果実』 

光文社 昭44／『他人の城』 三一書房 昭44／『緑の時代』 早川書房 昭47／『狂熱のデュエット 

ジャズ小説集』 角川書店 昭 48／『ペインティング・ナイフの群像』 新潮社 昭 49／『群青』 角

川書店 昭49／『陽だまりの挽歌』 角川書店 昭49／『真昼のアドリブ』 潮出版社 昭50／『わが

大地のうた インド四部作』徳間書店 昭 50／ 『ジャズの本』青樹社 昭 52／『鷹またはカンドオル

王 河野典生初期詩的作品集』 深夜叢書社 昭51／『さらば、わが暗黒の日々』 双葉社 昭52／『迷

彩の森』 実業之日本社 昭51／『街の博物誌 続』 早川書房 昭54／『インド即興旅行 ヤマシタ・

コーノ・ライブ・イン・インディア』（共著） 徳間書店 昭54／『カトマンズ・イエティ・ハウス』 講

談社 昭 55／『町の案内図 声、そして彼らの旅』 徳間書店 昭 55／『いつか、ギラギラする日々』 

集英社 昭56／『ルーシーは爆薬持って空に浮かぶ』 集英社 昭56／『明日こそ鳥は羽ばたく』  集

英社 昭56／『デンパサールの怪鳥』 集英社 昭56／『悪漢図鑑』 集英社 昭57／『探偵はいま鉄

板の上』 徳間書店 昭 59／『アガサ・クリスティ殺人事件』 祥伝社 昭 58／『幻夢・肥満狂死曲』 

祥伝社 昭 60／『怪人・毛酔翁の逆襲』 祥伝社 昭 61／『アルタの鷹』 大陸書房 平元／『八月は

残酷な月 推理小説集』 光文社 令元／『芸能界考現学：イメージの中を生きる 松田聖子、ビートたけ

しから、山瀬まみ、所ジョージへ』 大陸書房 平2／『街の博物誌』 ファラオ企画 平3 
〔作品〕 － 
 

河野  斅代（こうの・のりよ） 

〔雑誌〕「イスラム法における遺言」『明治大学大学院紀要』3 昭40／「イスラム法における相続人」『明

大大学院紀要』4 昭42／「イスラム法における遺産管理」『明治大学大学院紀要』5 昭42／「イスラム

法における扶養義務」『明大短大紀要』12 昭43／「イスラム法における親子関係」『明治大学大学院紀要』

6 昭43／「イスラム法における後見」『明大短大紀要』13 昭44／「シーア法における相続人」『明治大

学大学院紀要』7 昭44／「イスラム法における遺贈制限」『明治大学短期大学紀要』14 昭45／「Marz-
ul-maut における法律行為」『明大大学院紀要』8 昭 45／「１９３９年印度回教徒婚姻解消法」『明治大

学短期大学紀要』15 昭46／「イスラム法における相続欠格」『法学研究』54巻3号 昭56.3 
〔図書〕『ケーススタディ民法』1～4（共著） 法学書院 昭 51～53／『マンションの法律２』（共著） 

一粒社 昭61／『債権各論』（共著） 昭62／『演習ノート 親族法，相続法』（共著） 法学書院 昭63
／『新家事調停読本』（共著） 一粒社 昭63／『民法 小辞典』（共著） 住宅新報社 平4／『ゼロから
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の民法（家族法編）』（共著） 不磨書房 平12 
〔作品〕 － 
 

河野 弘矩（こうの・ひろのり） 

〔雑誌〕「ニューサンスについて」『駒澤大學法學部研究紀要』通号 23 昭 40.3.15／「ニューサンスに於

ける差止命令とその裁量」『駒澤大學法學部研究紀要』通号 24 昭 41.4／「Bridlington Relay 
LTD.v.Yorkshire Erectricity Board(1964)<Chancery Division>--高圧線によるテレビ電波受像妨害がニュ

ーサンスとなるか」『駒澤大學法學部研究紀要』通号25 昭42.4／「日照通風と生活妨害」『駒澤大學法學

部研究紀要』通号 26 昭 43.3／「民法 719 条と生活妨害」『法学論集』通号 5 昭 43.11／「利息制限法

1条・4条にあらわされた新解釈--利息制限法1条・4条所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払っ

た超過部分が元本に充当され,債務が完済された後に支払った金額の返還を請求できるとされた事例」『駒

澤大學法學部研究紀要』通号 27 昭 44.3／「不法に抹消された仮登記の回復登記と登記上利害関係を有

する善意の第三者の承諾義務の要否」『法学論集』通号6 昭44.12／「農地を目的とする売買契約におい

て契約締結後に目的の土地が農地でなくなった場合の売買契約の効力」『法学論集』通号8 昭46.12／「行

政サイドの情報システム構想の問題点--狙われている農村地域と農協」『農業協同組合』18巻2号 昭47.2
／「外国の法制 イギリスの採光権」『ジュリスト』昭49.1／「中高層建造物によるテレビジョン放送への

受信障害に関する法制上の研究」『法学論集』通号11 昭49.12／「債権譲渡による代物弁済が詐害行為と

された事例（最判昭和４８．１１．３０）」『日本法學』40巻3号 昭50.1／「わが国における受信障害に

対する現行法規制とその実態」『駒澤大學法學部研究紀要』通号33 昭50.3／「受信障害・難視聴解消問

題の法理」『ジュリスト』昭 51.10／「中高層建造物による受信障害の紛争処理の実態」『法学論集』通号

14 昭51.12／「高層建造物による受信障害紛争の実態とその問題点」『私法』1977巻39号 昭52／「川

崎大気汚染公害訴訟第一審判決」『判例時報』平7.1／『駒沢大学法学部研究紀要』『法学論集』（駒沢大学）

／『日本法学』 
〔図書〕『ＣＡＴＶ関係法規解説集』（編） 共同聴視出版社 昭48／『映像情報システムの運営実施にお

ける法制・社会慣行上の制約』 電通 昭48／『ＣＡＴＶ用語辞典』（編） 共同聴視出版社 昭54／『テ

レビ受信環境と法―建築物による受信障害紛争』 一粒社 昭58／『民法コンメンタール（１４）契約３』

（共著） ぎょうせい 平元／『債権法総論講義』 ぎょうせい 平 2／『注釈不動産売買「注解不動産

法」』（共著） 青林書院 平5／『民法総則講義』 八千代出版 平5 
〔作品〕 － 
 

香村 紘一（こうむら・こういち） 

〔雑誌〕「地域博物館建設と市民活動―相模原市の場合」『地方史研究』46巻4号 平8.8 
〔図書〕『及川遺跡群』（編） 国道４１２号線遺跡発掘調査団 平4／『杉久保中原遺跡 : 神奈川県海老

名市杉久保中原遺跡発掘調査報告書』（編集） 杉久保中原遺跡発掘調査団 平4／『相原森ノ上遺跡』 相

模原市相原５丁目土地区画整理組合 平13／『相原八幡前遺跡』 相模原市相原４丁目土地区画整理組合 

平14／『新戸釣瓶下遺跡』 社会福祉法人せんだん保育園 相模原考古学研究会 平16／『相原森ノ上遺

跡第１０地点発掘調査報告書』 相模原市№83 遺跡調査団 平 17／『相模国分尼寺北方遺跡 第１９次

調査・第２４次調査』 尼寺北方遺跡第24次発掘調査団 平18 
〔作品〕 － 
 

郡山 直（こおりやま・なおし） 
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〔雑誌〕「現代詩における鳥のイメージ〔英文〕』」『東洋大学紀要』通号27 昭63／「奄美諸島の民謡 １

～３』」『東洋大学紀要』通号34～36 平7～平9／「感覚を開き、対話力を養う」（共著）『東洋大学紀要』

通号 37 平 10／「『生活語詩二七六人集』出版記念会について」『Coal sack 詩の降り注ぐ場所』62 号 

平 20.12／「様々な思い出」『桜美林レヴュー 』33 号 平 22.3／「書評 デイヴィッド・クリーガー日英

語詩集『神の涙--広島・長崎原爆 国境を越えて』」『Coal sack 詩の降り注ぐ場所』67号 平22.8 
〔図書〕『さんご礁：抒情英詩集』 北星堂書店 昭32／『シェイクスピア：やさしい解説』（訳） 北星

堂書店 昭39／『夢と希望：肢体不自由児童作品』（訳） 北星堂書店 昭40／『Stories from the new 
testament 新約聖書物語』（編注） 北星堂 昭41／『偉大な人生 Great lives』（編） 成美堂 昭43
／『A new anthology of English literature 英文学代表作品集』 Hokuseido Press 昭44／『新しき創

造 聖書の主題による瞑想詩』（訳） 中央出版社 昭 45／『アメリカ文学代表作品集』（編注） 北星堂 

昭41／『カンタベリ物語』（編注） 北星堂 昭41／『海の詩集』（共編注） 弓書房 昭54／『今日の

アメリカ事情』（共編） 成美堂 昭56／『Views onthe news 新聞と私見』（注訳） 南雲堂 昭56／
『どろんこのうた：野村学園の子供たちの詩 新選対訳』（訳） 北星堂書店 昭57／『America on parade 
アメリカ小史』（共編註） 成美堂 昭57／『Time and space and other poems』 Hokuseido Press 昭

60／『SELECTED POEMS １９５４－１９８５』 北星堂書店 平元／『イタリア現代詩アンソロ

ジー』（編・共訳） 土曜美術社 平3／『Another Bridge over the Pacific』（ノンフィクション） ヴァ

ンテッジ社（アメリカ） 平5／英詩集『Eternal Grandeur & Other Poems』 北星堂書店 平6／日本

現代詩英訳集『Like Underground Water』（共訳） Copper Canyon社（アメリカ）平7／『20イージ

ー・ポエムズ』（編註） 弓プレス 平7／英詩集『COLLECTED POEMS』 北星堂書店 平10／『郡

山直小詩集 東洋大学定年退職記念』 郡山直 平9／『Poetry Nippon：anthology 1967-1999』 北星堂

書店 平 11／『現代学生百人一首 英語対訳版』1999 年～2001 年 東洋大学 平 11～平 13／『Black 
Flower In The Sky』（訳） KATYDID BOOKS 平12／『輝く奄美の島唄』（編訳） 北星堂書店 平

13／『POEMS ABOUT THE IRAQ WAR AND OTHER POEMS』 英光社 平16／『喜界島 ここが

故郷 日英対訳歌集』（英訳） 鹿児島学術文化出版 平 18／『Poems of war and peace : voices from 
contemporary Japanese poets』 Chikurinkan 平 19／『Against nuclear weapons : a collection of 
poems by 181 poets : 1945-2007』（共訳） Coal Sack Pub. 平19／『Pilgrimages to old battlegrounds』
（訳） Coal Sack Publishing 平22／『円かな月のこころ 長詩 堀内利美詩集』（英訳） コールサッ

ク社 平 22／『詩集 詩人の引力』 コールサック社 平 22／『カナダへの旅：神作光一百首歌：英・

仏・独・中訳付き』（英訳） 朝日出版社 平23／『脱原発・自然エネルギー２１８人詩集 = Farewell to 
Nuclear,Welcome to Renewable Energy』（共訳） コールサック社 平24／『ベトナム独立・自由・鎮

魂詩集１７５篇：日本ベトナム国交樹立四十周年記念・枯葉剤被害者支援企画』（共訳） コールサック社 

平25／『魂の種たち 啓示と線画』（訳） コールサック社 平26／『今昔物語集 Ｓｔｏｒｉｅｓ ｏ

ｆ Ｆａｎｔａｓｙ ａｎｄ Ｆｏｌｋｌｏｒｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｋｏｎｊａｋｕ Ｍｏｎｏｇａｔ

ａｒｉ Ｓｈｕ 英訳版』（訳） チャールズ・イー・タトル出版 平 27／『神様がくれたキス 日英詩

画集』（訳） コールサック社 平29／『Ａ ＦＲＥＳＨ ＬＯＡＦ ＯＦ ＰＯＥＴＲＹ ＦＲＯＭ Ｊ

ＡＰＡＮ』 Ｂｏｏｋ Ｗａｙ 平30／ 
〔作品〕 － 
 

小河原 小葉（こがはら・しょうよう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 生身魂（あらごも）』 白水園 昭56 
〔作品〕 － 
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國分 倫任（こくぶん・とものぶ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『巨大地震を見据えてリスクヘッジ戦略』 東京図書出版会 平7 
〔作品〕 － 
 

こし たヾし（こし・ただし） 

〔雑誌〕「照干一隅」『銀泉』128号 平16 
〔図書〕『風に消えた人』／『遠い夏の日』／「蒸かし芋と緑先生」『風花随筆文学賞入賞作品集 平成１４

年度』 「風花随筆文学賞」実行委員会 平 15／「蒸かし芋と緑先生」『風花随筆文学賞１０周年記念受

賞作品集―実り豊かに―』 福井新聞社 平20 
〔作品〕「ママと坊やとお星さま」（作詞）キングレコード 昭 52／「雨のモトマチ」（作詞）ビクターレ

コード 昭53／「雪明りの街」（ラジオドラマシナリオ）ＲＦラジオ日本 平7／「セピア色のコスモス」

（ラジオドラマシナリオ）ＲＦラジオ日本 平8／「遙かなり興安嶺」（ラジオドラマシナリオ）ＲＦラジ

オ日本 平9 
 

こじま えつ子（こじま・えつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『美人三姉妹の旅』 新風舎 平19 
〔作品〕 － 
 

小島 保（こじま・たもつ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『梵鐘見て歩き』 第1編～第4編 昭61，昭62／『東林地域に見た野草』平8 
〔作品〕 － 
 

小谷 幸雄（こたに・ゆきお） 

（小谷 參木）（こたに・さんぼく） 

 
〔雑誌〕 － 
〔図書〕『遠心と求心』 校倉書房 平元／『世界を結ぶこころとことば』 近代文藝社 平 16／『焦土

を超えて―昭和６年生まれの俳人たち』（共著） 北溟社 平17 
〔作品〕 － 
 

児玉 和子（こだま・かずこ） 

〔雑誌〕『未来』／『綱手』 
〔図書〕『歌集 萌芽抄』 新星書房 昭49／『水の記憶に』 沖積舎 昭55／『第三歌集 花のこゑ』 不

識書院 平7／『句集 白梅の家 』 本阿弥書店 平21／『熊鈴が 児玉和子句集』ふらんす堂 平28 
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〔作品〕 － 
 

小玉 正朋（こだま・まさとも） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『皆の「あじさい大學新聞」』 パレード 平26／『新憲法の夜明け Ｔｈｅ Ｄａｗｎ ｏｆ ａ 

Ｎｅｗ Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ』 パレード 平27 
〔作品〕 － 
 

児玉 龍介（こだま・りゅうすけ） 

〔雑誌〕『工場管理』3巻9号～24巻4号 通号33～297 昭32.9～昭53.4／『先見経済』728号～1820
号 昭34.1～昭59.4／『安全』17巻2号～30巻12号 昭41.2～昭54.12／『経営者』23巻7号～28巻

10 号 昭 44.7～昭 49.10／『労働基準』22 巻 6 号～24 巻 11 号 昭 45.6～昭 47.11／『安全衛生のひろ

ば』12 巻 1号～13巻 12 号 昭 46.1～昭 47.12／『通信工業』11巻 4号 通号 116 昭 46.4／『月刊総

務』10 巻 2 号～17 巻 9 号 昭 47.2～昭 54.9／『近代中小企業』7 巻 16 号～14 巻 6 号 通号 85～177 
昭 47.12～昭 54.5／『プラントエンジニア＝Ｐｌａｎｔ ｅｎｇｉｎｅｅｒ：新世代エンジニアのための

技術＆情報マガジン』5 巻 13 号～10 巻 4 号 昭 48.11～昭 53.3／『実業の日本』77 巻 9 号 通号 1815 
昭49.5／『商工ジャーナル』2巻12号 通号21 昭51.12／『相互銀行』27巻5号 昭52.5／『事務と

経営』29巻356号，30巻370号 昭52.6，昭53.5／『Ｓｅｃｕｒｉｔｙ』1巻2号 昭52.3／『安全ス

タッフ』1138号 昭56.6／『企業実務』27巻7号 通号358 昭63.6 
〔図書〕『目で見る作業改善読本』 日刊工業新聞社 昭34／『改善百話』 日刊工業新聞社 昭35／『ス

ナップショットによる改善法』 日刊工業新聞社 昭 36／『改善百話 続』 日刊工業新聞社 昭 37／
『工場改善の布石』 日刊工業新聞社 昭40／『工場幹部１００の知恵：一日一訓』 日本経営出版会 昭

46／『まった部長：その仕事まった！』 日本経営出版会 昭47／『楽しい安全管理：あたたかい母親の

感覚で推進を』 緑十字協会 昭 47／『安全管理入門』 日本能率協会 昭 48／『安全を基本とした職

場改善のポイント』 中央労働災害防止協会 昭 49／『工場長実践読本』 日本能率協会 昭 49／『提

案制度入門』 日本能率協会 昭 49／『成功する人間管理』 実業之日本社 昭 49／『仕事に活かす工

夫する目』 日本能率協会 昭 50／『新・工場幹部読本』 日本経営出版会 昭 50／『アイデア説法』 

日本経営出版会 昭 51／『ＶＭ法の進め方』 日本ＶＭセンター 昭 53／『改善提案のヒント・オブ・

ヒント』 日本提案活動協会 昭59 
〔作品〕 － 
 

後藤 永子（ごとう・えいこ） 

〔雑誌〕『市民短歌』42巻163号 平20.6.1／『砂金』51巻9号 平20.9.1 
〔図書〕歌集『かたくり』 短歌新聞社 平19 
〔作品〕 － 
 

後藤 隆郎（ごとう・たかお） 

〔雑誌〕「インドネシアの丁字生産における病害虫，収穫法と育苗技術」（共著）『熱帯農業』28巻2号 昭

59.6／「インドネシアにおける丁字生産の概況」（共著）『熱帯農業』28巻2号 昭59.6／「丁字の育苗に

関する研究」（共著）『熱帯農業』28巻3号 昭59.9／「アラサ（Ａｒａｚａ）の開花と結実に関する一観
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察」『熱帯農業』37巻4号 平5.12／「コショウ栽培に関する諸問題」『農業および園芸』73巻9号 平

10.9／「ドミニカ共和国における香辛料作物生産の展望〔含 質疑応答〕」『熱帯農業』43巻1号 平11.3
／「コショウの〔有機〕栽培」『土と健康』28巻10号 通号331 平12.12／「技術情報 中南米地域の

モモヤシについて」『農林業協力専門家通信』23巻5号 平15.1／「ベトナムより導入したモクベツシに

関する生理・生態的研究：(第一報)導入試験について」（共著）『熱帯農業』47巻1号 平15.3.27／「ペル

ー・アマゾン地域におけるカムカムの栽培」『農業および園芸』第80巻第8号 平17.8／「スパイスと熱

帯作物（２）スパイス--スパイスの効用と分類」『Ｆｏｏｄ ｓｔｙｌｅ ２１』10巻2号 通号105 平

18.2／「自然環境に調和した持続的なインドネシアのコショウ栽培」『農業および園芸』第81巻4号 平

18.4／「ペルー・プカルパのサッチャインチ」『農業および園芸』81巻8号 平18.8／「国際協力とミツ

ゴロの功績」『農業および園芸』第 82 巻 3 号 平 19.3／「ペルー・アマゾン地域のアラサ」『農業および

園芸』第82巻9号 平19.9／「コショウ栽培と環境問題」（1）～（4）『農業および園芸』86巻12号，

87巻6号～87巻8号 平23.12～平24.8 
〔図書〕『胡椒：その栽培から利用まで』 国際農林業協力協会 昭58／『後藤隆郎の文献集』1～23 平

16／『ペルーのカムカム』 平17 
〔作品〕 － 
 

ごとう のりこ（ごとう・のりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『おるすばん』 ブイツーソリューション 平29 
〔作品〕 － 
 

後藤 秀人（ごとう・ひでと） 

〔雑誌〕「キンモクセイの愛しちゃったのよ 男のベスト５ ２回 キンモク流お酒のたしなみ方 ※後

藤秀人が選ぶ酒のつまみベスト５」『ウィークリー・オリコン』 平14.7.1／「キンモクセイの愛しちゃっ

たのよ 男のベスト５ ７回 キンモク、男のロマンについて大いに語る ※後藤秀人の選ぶ行ってみた

い場所ベスト５」『ウィークリー・オリコン ＷＯ』 平14.9.16／「キンモクセイの愛しちゃったのよ 男

のベスト５ ２０回 世界一強いのはこいつだ！＆このキャラに恋心（マンガ界限定） ※後藤秀人が選

ぶ強そうなアニメキャラ」『ウィークリー・オリコン ＷＯ』 平15.3.24／「キンモクセイのバーチャル

就職活動 ３回 野球選手 選手時代も引退後も愛されそうＤＨの後藤秀人選手に決定」『ウィークリー・

オリコン ＷＯ』 平15.6.2 
〔図書〕 － 
〔作品〕「少年の頃の想い出」（作詞作曲）平14／「日曜日の夜」（共作詞，作曲）平15／「冬の磁石」（作

曲）平17 
 

後藤 幸彦（ごとう・ゆきひこ） 

〔雑誌〕「史談往来／北から南から」『歴史研究』44巻1号～54巻3号 通号488～599 平14.1～平24.3
／「特別研究 神功皇后と熊野大神」『歴史研究』45巻11号 通号510 平15.11／「特別招待席 応神天

皇出生地の謎」『歴史研究』49 巻 10 号 通号 555 平 19.10／「私の邪馬台国論 後漢書 拘奴(こうと)国
はあった。」『季刊邪馬台国』133号 平29.12 
〔図書〕『倭国歴訪』 明窓出版 平 11／『卑弥呼の登場』 明窓出版 平 14／『神功皇后は実在した』 

明窓出版 平19／『邪馬台国の終焉：卑弥呼の野望と壱与の挫折』 明窓出版 平25 
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〔作品〕 － 
 

後藤 良二（ごとう・りょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕「ねじられたダイヤモンド構造」『千葉県立青葉の森公園 彫刻の広場』千葉県都市部･千葉都市計

画事務所 平2／『後藤良二彫刻作品集 １９７７－１９９１』 後藤良二 平4 
〔作品〕 － 
 

琴野 孝（ことの・たかし） 

〔雑誌〕「クライミング・ボーイの廢止：十九世紀の良心」『經濟學研究』1巻 昭26／「ランカシャー綿

業の産業構造」1～3『經濟學研究』通号3・4・6 昭28.3～29／「所謂「ブルジョア史学」について―コ

ール博士との討論会に関する覚え書」『歴史家』通号1 昭28.8／「十八世紀の産業資本家ピイタ・スタブ

ズ」『社会経済史学』21 巻 2 号 昭 30.10／「穗積文雄著 英國産業革命史の一斷面：ラダイツの研究」

『社會經濟史學』23巻1号 昭32.5.25／「産業革命と企業者の機能」１～２『經濟學研究』通号19～20 
昭 36.7～10／「オーストラリア社会保障の一考察」『日本労働協会雑誌』8巻 8 号 昭 41.8／「オースト

ラリアにおける強制仲裁制度の再検討--オーストラリア」『日本労働協会雑誌』9巻3号 昭42.3／「新賃

金裁定(オーストラリア)」『日本労働協会雑誌』9巻8号 昭42.8／「平等主義と世界資本主義―オースト

ラリア強制仲裁制度の起源」『社会経済史学』35巻3号 昭44.9／「楠井敏朗著「イギリス農業革命史論」」

『社会経済史学』36 巻 5 号 昭 46.1／「工業化と国際関係の変容」『三田学会雑誌』64 巻 8 号 昭 46.8
／「イギリス綿織業における工場制への移行過程」『社会経済史学』38 巻 4 号 昭 47.10／「Ｅ・Ａ・べ

ーム著「１８８７～１８９７年におけるオーストラリアの繁栄と不況」」『アジア経済』14巻1号 昭48.1
／「イギリス資本とアルゼンチンの鉄道建設」『社会経済史学』38巻5号 昭48.1／「オーストラリア工

業化の軌跡」『オーストラリア研究紀要』2巻 昭51.3.31／「Ｐ．Ｓ.バグウェル，Ｇ．Ｅ．ミンゲイ著・

東井正美，原田聖二，加勢田博訳「比較経済史―イギリスとアメリカ，１８５０―１９３９」」『社会経済

史学』42巻2号 昭51.9／「日本の海外資源開発と開発輸入―オーストラリアの場合」『国際問題』通号

243 昭 55.6／「創刊に当って」『城西大学大学院研究年報』1 巻 昭 59.12／「オーストラリア経済史に

おける１８９０年代の意義：比較経済史的試論」『城西大学大学院研究年報』2巻 昭61.3／「「１９世紀

末英国における労働者階級の生活状態」原剛」『日本労働協会雑誌』30巻7号 昭63.7／「7. J. ラングト

ン・J. モリス編/米川伸一・原剛訳, 『イギリス産業革命地図』」『人口学研究』13号 平2.5 
〔図書〕『オーストラリアの社会』 アジア経済研究所 昭 44／『イギリス産業革命における資本と賃労

働』（博士論文） 昭 37／『イギリス産業革命史研究』 早稲田大学出版部 昭 40／『資本主義の形成と

発展：山口和雄博士還暦記念論文集』（共著）東京大学出版会 昭 43／『オーストラリアにおける労働と

技術』 アジア経済研究所 昭45／『オーストラリア経済の形成過程』（編）アジア経済研究所 昭48／
『国際経済の成立』（訳）経済科学研究会出版部 昭48／『現代オーストラリア経済の研究』（編）アジア

経済研究所 昭49／『２０世紀のオーストラリア経済』（監訳）紀伊國屋書店 昭52／『近代西洋経済史』

（共著）旺文社 昭55／『豪州経済ハンドブック』（共著）日本経済新聞社 昭56／『イギリス産業革命

史研究』鳳書房 平2 
〔作品〕 － 
 

小西 良弘（こにし・よしひろ） 

〔雑誌〕「日本標準TV方式における過渡特性および紀尾井町TV送信機における検討(1)」（共著）『テレビ
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ジョン学会雑誌』8巻6号 昭29.6／「日本標準TV方式における過渡特性および紀尾井町TV送信機に

おける検討(2)」（共著）『テレビジョン学会雑誌』8巻7号 昭29.7／「UHF残留側波帯ろ波器」『ＮＨＫ

技術研究』10巻2号 昭33.3／「ペデスタルクランパのPulsed Filter としての取扱い」（共著）『テレビ

ジョン』12 巻 6 号 昭 33.6／「S 曲線法による三端子対および四端子対回路素子の一測定法について」

『電気通信学会雑誌』43巻4号 昭35.4／「変調チョーク内の過渡現象および固有振動」『ＮＨＫ技術研

究』13巻6号 昭37.1／「多数の反射波がある場合のＦＭひずみ」『ＮＨＫ技術研究』14巻4号 昭37.5
／「分割同軸形ブリッジの解析」『ＮＨＫ技術研究』12巻4号 昭35.7／「クライストロン入力回路にお

ける広帯域整合」（共著）『NHK技術研究』12巻4号 昭35.7／「同軸エルボの定在波比のTchebyscheff
近似」（共著）『電気通信学会雑誌』43巻8号 昭35.8／「スリット結合同軸方向性結合器について」（共

著）『NHK技術研究』12 巻 6 号 昭 35.11／「ＵＨＦ同軸ブリッジとその応用回路」『ＮＨＫ技術研究』

14巻5号 昭37.5／「ストリップYサーキュレーターの理論ならびに設計法」（共著）『NHK技術研究』

15巻5号 昭38.5／「ＶＨＦ, ＵＨＦ帯の小形サーキュレータについて（第５３回テレビジョン回路研究

委員会）」『テレビジョン』18巻10号 昭39.10.1／「ＶＨＦ, ＵＨＦ帯の小形サーキュレーターとその応

用 」『テレビジョン』19 巻 6 号 昭 40／「ＶＨＦ，ＵＨＦ帯集中定数Ｙサーキュレータ 」『電気通信学

会雑誌』48 巻 5 号 昭 40.5／「ＶＨＦ，ＵＨＦ帯の小形サーキュレーターとその応用」『テレビジョン』

19 巻 6 号 昭 40.6／「ＶＨＦ－ＵＨＦ Ｙ サーキュレーター」『ＮＨＫ技術研究』17 巻 2 号 昭 40.8／
「サーキュレーターおよびジャイレーターを用いた中継方式」（共著）『テレビジョン』20巻5号 昭41.5
／「アイソレーターを用いた共聴分岐器」（共著）『テレビジョン学会全国大会講演予稿集』4巻 昭43.10
／「ＶＨＦ，ＵＨＦ帯フェライト回路素子の特性とその設計に必要な近似計算法」『ＮＨＫ技術研究』19巻

4号 昭42.9／「非接触同軸切替器」（共著）『テレビジョン学会全国大会講演予稿集』4号 昭43／「Ｖ

ＨＦ，ＵＨＦ帯同軸Ｙ分岐サーキュレータの理論と設計法」『電子通信学会論文誌B』51巻3号 昭43.3
／「同軸Ｙ分岐サーキュレーターの理論およびそのＵＨＦ大電力用の設計への応用」『ＮＨＫ技術研究』20
巻2号 昭43.5／「遅波回路装荷形VHF大電力サーキュレータ」『電子通信学会論文誌B』51巻8号 昭

43.8／「パラメトリック増幅器」『テレビジョン』22巻9号 昭43.9／「ポンプ電力と充填率を考慮した

常温パラメトリック増幅器の最適設計」（共著）『NHK技術研究』21巻1号 昭44.3／「VHF,UHF帯容

量結合形同軸切替器」（共著）『NHK 技術研究』21 巻 1 号 昭 44.3／「遅波回路装荷形サーキュレータ

ー」（共著）『NHK技術研究』21巻2号 昭44.5／「フェライト電子同調を用いたUHFチューナー」（共

著）『テレビジョン学会全国大会講演予稿集』5号 昭44.9／「フェライト電子同調を用いたUHFコンバ

ーター」（共著）『テレビジョン』23 巻 10 号 昭 44.10／「集中定数形広帯域アイソレータの設計理論」

（共著）『電子通信学会論文誌. B』53巻10号 昭45.10／「アイソレーターの新しい広帯域化法と設計理

論」（共著）『NHK技術研究』22 巻 6 号 昭 45.11／「任意角度に磁化されたフェライト装荷ストリップ

線路の伝搬定数」『ＮＨＫ技術研究』23巻1号 昭46.1／「ＹＩＧ単結晶中の静磁波と磁気弾性波の伝搬」

『ＮＨＫ技術研究』23巻1号 昭46.1／「フェライト回路素子の放送波帯送受信装置への応用」『テレビ

ジョン』25巻 1 号 昭 46.1／「ヨーロッパ・マイクロ波会議に出席して(Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊｏ

ｕｒｎａｌ)」『エレクトロニクス』16 巻 12 号 昭 46.11／「受動回路」（共著）『電子通信学会誌』55 巻

4号 昭47.4／「ヨーロッパにおけるマイクロ波技術の動向」『テレビジョン』26巻5号 昭47.5／「1972
年国際応用磁気会議(INTERMAG)」（共著）『テレビジョン』26巻9号 昭47.9／「フェライトを用いた

指向性空中線(第5回テレビジョン無線技術研究会)」（共著）『テレビジョン』27巻1号 昭48.1／「米国

におけるマイクロ波技術の動向：１９７３年国際マイクロ波会議より」『テレビジョン』27 巻 10 号 昭

48.10／「立体平面回路形スロット共振器の共振周波数(技術談話室)」（共著）『電子通信学会論文誌. B』56
巻11号 昭48.11／「衛星放送用受信機」『テレビジョン』27巻12号 昭48.12／「インダクティブスト

リップの等価回路(技術談話室)」（共著）『電子通信学会論文誌. B』57巻1号 昭49.1／「インダクティブ

ストリップを用いた立体平面回路形フィルタの設計(技術談話室)」（共著）『電子通信学会論文誌. B』57巻

1号 昭49.1／「マイクロストリップ任意角結合線路を用いた帯域通過フイルタ(技術談話室)」（共著）『電
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子通信学会論文誌. B』57巻7号 昭49.7／「テレビジョン共聴用分配回路」『テレビジョン』28巻12号 

昭49.12／「SHF放送受信アンテナ(テレビジョン無線技術研究会(第31回))」（共著）『テレビジョン』30
巻 6 号 昭 51.6／「任意の負荷を有するマイクロ波用導波系におけるグリーン関数とその応用」『ＮＨＫ

技術研究』28巻2号 昭51.9／「サーキュレーター(固体物理の応用)」『固体物理』12巻10号 昭52.10
／「実験用中型放送衛星用地上関連設備」（共著）『三菱電機技報』52 巻 12 号 昭 53.12／「イメージリ

カバリーダウンコンバーターの解析」（共著）『テレビジョン学会誌』33巻3号 昭54.3／「S2-1 放送用

SHF受信機」『テレビジョン学会全国大会講演予稿集』18号 昭57.6／「放送の将来と情報化社会」（共

著）『電子通信学会誌』67巻1号 昭59.1／「Ｎｏｖｅｌ Ｄｙｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ 

Ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔｓ」(共著)『ＩＥＥＥ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ ｏｎ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉ

ｎｇ』vol.34 昭 63.3／「Ｎｅｗ Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ Ｃｏｎｃｅｐｔ ｏｆ Ｔｈｉｎ Ｅｌｅ

ｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ Ｗａｖｅ Ａｂｓｏｒｂｅｒ Ｕｓｉｎｇ Ｒｅｓｏｎａｎｔ ａｎｄ Ｓ

ｃａｔｔｅｒｉｎｇ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｄｉｅｌｅｃｔｉｖｅ ａｎｄ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔ

ｅｒｉａｌｓ」『ＩＥＥＥ，Ｔｒａｎｓ ｏｆ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ』vol.41 平 7.9／「集中定数

サーキュレータの固有インダクタンス測定 回転励振共振器による摂動測定」（共著）『電子情報通信学会技

術研究報告』95 巻 371 号 平 7.11／「回転対称 3 開孔非可逆回路の固有値の測定法」（共著）『電子情報

通信学会技術研究報告』95巻371号 平7.11／「送信機とVCOの結合によるC/N劣化の影響について」

（共著）『電子情報通信学会技術研究報告』95巻371号 平7.11／「VCOと送信機の結合におけるVCO
制御端子インピーダンスの影響」（共著）『電子情報通信学会総合大会講演論文集』1996巻1号 平8.3／
「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅｓ  ａｎｄ Ｉｎｄｕｓｔａｎｃ

ｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｌｉｎｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ａｎｉｓｏｔｒｏ

ｐｉｃ Ｉｎｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ Ｍｅｄｉｕｍ ｂｙ ａ Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ Ｓｈｅｅｔ」『Ｉ

ＥＥＥ，Ｔｒａｎｓ ｏｆ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ』vol.42 平8.6／「高誘電率セラミックスを用い

たインターディジタル結合デュープレックサ」（共著）『電子情報通信学会技術研究報告』97巻 平9.6／
「2 バンド集中定数Y サーキュレータ」（共著）『電子情報通信学会技術研究報告』97 巻 374 号 平 9.11
／「高誘電率セラミックスを用いた2バンド分波器」（共著）『電子情報通信学会技術研究報告』98巻419
号 平10.11／「最近のマイクロ波フェライトデバイスの現状と将来」『東京工芸大学工学部紀要』21巻1
号 平11.1.31／「最近のマイクロ波高誘電率セラミックスを用いたデバイスの現状と将来」『東京工芸大

学工学部紀要』21巻1号 平11.1.31／「SC-2-1 高誘電率セラミックス中のTEM結合線路を用いた2バ

ンド分波器」（共著）『電子情報通信学会総合大会講演論文集』1999 巻 1 号 平 11.3／「高誘電率セラミ

ックスを用いたTEM結合分布線路形2バンドデュープレクサの提案と設計理論 : とくに分布リアクティ

プ結合による外部Q値」（共著）『東京工芸大学工学部紀要』22巻1号 平12.1／「時代を創った技術 第

２６回 直接衛星放送を実現に導いた立体平面回路の開発」『映像情報メディア学会誌』59 巻 8 号 通号

683 平17.8／「発明の源泉を辿って」『ＲＦワールド』1号 平20.3／「シミュレーションデータに基づ

いたマイクロ波回路設計パラメータの決定方法と設計ソフトウェアの開発」（共著）『東京工芸大学工学部

紀要』32巻1号 平21／「ステップインピーダンスを固有モードにもつ対称密結合線路の設計」『電気学

会論文誌Ａ』129巻8号 平21.8／「ＶＩＰ(縦型平面)線路を用いた回路の提案」『電子情報通信学会技術

研究報告』111巻147～150号 平23.7／「ＦＤＴＤ法を用いたＶＩＰ(縦型平面)線路の解析」『電子情報

通信学会技術研究報告』111巻147～150号 平23.7 
〔図書〕『UHF同軸ブリッジ及びその応用回路の研究』（博士論文） 昭36／『マイクロ波回路の基礎知

識』 産報 昭 42／『低雑音増幅器』 日刊工業新聞社 昭 44／『フェライトを用いた最近のマイクロ

波回路技術』  電子通信学会 昭47／『フェライトエレクトロニクス』（編著） 日刊工業新聞社 昭47
／『マイクロ波集積回路』 産報 昭48／『放送用ＳＨＦ受信機の設計』 産報 昭49／『電磁波回路』 

オーム社  昭 51／『電波エレクトロニクス』（編著） 日刊工業新聞社 昭 52／『エレクトロセラミク

スの基礎と応用』（共編） オーム社 昭 53／『マイクロ波回路の基礎とその応用：基礎知識から新しい
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応用まで』  総合電子出版社 平2／『高周波・マイクロ波回路の構成法：理論と技術の実際』 総合電

子出版社 平5／『マイクロ波半導体回路 基礎と展開』（監修） 日刊工業新聞社 平5／『通信用フィル

タ回路の設計とその応用』（監著） 総合電子出版社 平 6／『移動通信技術の基礎』（監修） 日刊工業

新聞社 平6／『無線通信回路入門講座：例題と演習で学ぶ』  総合電子出版社 平7／『光ファイバ通

信技術』（監修） 日刊工業新聞社 平7／『実用マイクロ波回路設計ガイド』 総合電子出版社 平8／
『実用マイクロ波技術講座―理論と実際―』第 1 巻～第６巻 ケイラボ出版 平 13～平 18／『高周波・

マイクロ波回路：基礎と設計』 ケイラボ出版 平15／『高周波・マイクロ波回路 ＣＡＤとプログラミ

ング』 ケイラボ出版 平15／『小形アンテナとシステム応用』（監修） ケイラボ出版 平16／『ＲＦ 
ＭＥＭＳとその応用』（監修） ケイラボ出版 平 16／『ＲＦ半導体回路・モジュール技術とシステム応

用』 ケイラボ出版 平 18／『実用ＲＦ回路設計ガイド』 ケイラボ出版 平 18／『高周波・マイクロ

波フィルターと応用回路』 ケイラボ出版 平 19／『最新マイクロ波帯トランジスタ回路の基礎と設計』

（監著） ケイラボラトリー 平20／『実用マイクロ波回路設計マニュアル』 ケイラボ出版 平20 
〔作品〕 － 
 

木場 英久（こば・ひでひさ） 

〔雑誌〕「オオイチゴツナギとその近縁種(イネ科)の分類学への寄与〔英文〕 」『植物研究雑誌』63 巻 10
号 昭63.10／「南西および中部日本産のイチゴツナギーアオイチゴツナギ集合体(イネ科)の分類学的研究

〔英文〕」（共著）『Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｍｕｓｅｕｍ』17巻1号 平3.3／「新変種オキ

ナワミゾイチゴツナギについて〔英文〕」（共著）『植物研究雑誌』67巻4号 平4.8／「小田原市・曽我山

の植物相」（共著）『横浜国立大学教育人間科学部理科教育実習施設研究報告』11 巻 平 10.3.31／「チャ

ボウシノシッペイ神奈川県に帰化する」『植物地理・分類研究』47巻1号 通号145 平11.8／「日本新

産の帰化植物スベリヒユモドキ」（共著）『植物分類・地理』50巻2号 平11.12／「イネ科の日本新産帰

化植物，ズングリオヒシバ(新称)」（共著）『神奈川県立博物館研究報告.』32号 平15.3／「日本産の円錐

花序をつけるハマニンニク属植物のさく葉標本にもとづく分類学的研究」（共著）『神奈川県立博物館研究

報告』33号 平16.3／「イネ科の日本新産帰化植物,ヒトツノコシカニツリ(新称)」（共著）『神奈川県立博

物館研究報告』34号 平17.3／「矢部八幡の植物相」（共著）『桜美林論考』4号 平25.3／「庚申山の植

物調査報告（１）：コウシンソウの分布と高等植物目録」（共著）『日本歯科大学紀要』16巻 昭63.3.20／
「日本国内におけるヨシススキErianthus arundinaceus(Retz.) Jeswiet.(イネ科) の分布と生育状況につ

いて」（共著）『植物地理・分類研究』62 巻 2 号 通号 176 平 27.3／「スズメノナギナタ Parapholis 
incurva (L.) C. E. Hubb.の徳島県への帰化」（共著）『徳島県立博物館研究報告』26号 平28.3／「ケナガ

ムラサキタカオススキErianthus rufipilus (Steud.) Griseb.の帰化」（共著）『植物地理・分類研究』64巻

2号 平29.3／「植物標本にもとづく桜美林大学町田キャンパスの維管束植物目録」（共著）『桜美林論考. 
自然科学・総合科学研究』8号 平29.3／「タカネソモソモ(イネ科)の学名とタイプ選定」（共著）『植物研

究雑誌』93 巻 5 号 平 30.10／「沖縄県から新たに発見された外来イネ科植物,ホウキヌカキビPanicum 
scoparium Lam」（共著）『徳島県立博物館研究報告』29号 平31.3 
〔図書〕『日本産イチゴツナギ属 Poa(イネ科)の分類学的研究』（博士論文） 平 3／『Name list of the 
flowering plants and gymnosperms of Nepal』 University Museum, The University of Tokyo 平6／
『箱根の花・・・夏 四季を彩る植物たち』（共著） オールプランナー 平8／『箱根の花・・・秋 四季

を彩る植物たち』（共著） オールプランナー 平8／『足柄平野の雑草 四季を彩る植物たち』（共著） オ

ールプランナー 平9／『丹沢の自然 その生い立ちと生きもの』 神奈川県立生命の星・地球博物館 平

15／『円錐花序をつけるハマニンニク(イネ科)の集団の遺伝的分化と繁殖様式』 木場英久 平16／『神

奈川県レッドデータ生物調査報告書』2006（編）神奈川県立生命の星・地球博物館 平18／『イネ科ハン

ドブック』（共著） 文一総合出版 平23／『日本の固有植物』（共著） 東海大学出版会 平23 
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〔作品〕 － 
 

木幡 光孝（こばた・みつたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『キミはかならず成功する セールスマン心得２２ヵ条』 木幡光孝 昭54 
〔作品〕 － 
 

小早川 涼（こばやかわ・りょう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『将軍の料理番 包丁人侍事件帖 １』 学研パブリッシング 平 21／『大奥と料理番 包丁人

侍事件帖 ２』 学研パブリッシング 平21／『料理番子守り唄 包丁人侍事件帖 ３』 学研パブリッ

シング 平 22／『月夜の料理番 包丁人侍事件帖 ４』 学研パブリッシング 平 22／『料理番春の絆 

包丁人侍事件帖 ５』 学研パブリッシング 平23／『芝の天吉捕物帖』 角川春樹事務所 平24／『迷

い犬迷い人』 双葉社 平25／『くらやみ坂の料理番 包丁人侍事件帖 ６』 学研パブリッシング 平

25／『料理番名残りの雪 包丁人侍事件帖 ７』 学研パブリッシング 平26／『猫の恩返し』 双葉社 

平 26／『料理番に夏疾風 新・包丁人侍事件帖 １』 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平 27／『開運指南 冷飯食

い小熊十兵衛』 徳間書店 平 27／『料理番忘れ草 新・包丁人侍事件帖』 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平 27
／『飛んで火に入る料理番 新・包丁人侍事件帖』 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平28 
〔作品〕 － 
 

小林 亮（こばやし・あきら） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『小林與次右ヱ門』 小林亮 昭60 
〔作品〕 － 
 

小林 栄一（こばやし・えいいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『日本一安くていい家】 エル書房 平23 
〔作品〕 － 
 

小林 國雄（こばやし・くにお） 

〔雑誌〕「高校国語教育の根本問題」『実践国語』18巻202号 昭32.7／「「大鏡」の扱いについて(古典乙

1・古文)」『國文學 : 解釈と教材の研究』6 巻 2号 昭 36.1／「信綱と万葉」『短歌』14 巻 2 号 昭 42.1
／「高等学校における文語文法の指導」『國學院雑誌』78巻11号 昭52.11／「浅野信著「日本人はどん

な文をつかっているか」「俳諧の語意と文法」」『國學院雑誌』79巻4号 昭53.4／「小学校における文語

文の指導」『常葉学園大学研究紀要』6 昭60／「私の読書教育論-1-<特集>」（共著）『読書科学』32巻2
号 昭63.7／「高校単元学習の推進のために―先人に学び、あり方を考える」『国語教育研究』215 平2
／「古典教材の読解指導に文法をどう生かすか―中学校の場合―」『国語教育』10 巻 5 号 平 2／「III-8 
増淵恒吉氏の国語教育実践の考察(3) : 「NHK高等学校講座」の古典(古文)指導を中心に」『全国大学国語
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教育学会発表要旨集』81 巻 平 3.10／「7 増淵恒吉氏の国語教育観の考察 : 私学教育研修会における指

導助言を中心に」『全国大学国語教育学会発表要旨集』89巻 平7.11／「初めに : 司会者として(風土と言

語文化-地域教材の開発と授業の開拓,秋期学会(第八九回静岡大会)<特集>現代の言語環境と国語教育)」『国

語科教育』43巻 平8.3／「7. 鳥山榛名氏の国語教育実践の考察 : 「NHK高等学校講座 (初級国語) 」
の指導を中心に」『全国大学国語教育学会発表要旨集』91巻 平8.10／「7. 志波末吉氏の国語教育実践の

考察 : 駒場東邦中学校主事時代を中心に」『全国大学国語教育学会発表要旨集』93巻 平9.11／「気にな

ることば１０項目」『日本語学』18 巻 14 号 通号 217 平 11.12／「中等教育における漢字指導--私学の

実態調査を中心に」『国語研究』64号 平13.3／「国語科教育に於ける「解釈」」『解釈』48巻5・6号 通

号566・567 平14／「野口雨情生誕百二十年に思う」『月刊国語教育研究』37巻8号 平14.8／「国語

科授業の輪郭はどこにあるか : 国語科教育内容・方法論の新局面(21 世紀にいきる国語教育実践学の構築

に向けて)」『全国大学国語教育学会発表要旨集』103巻 平14.10／「講演記録 青年教師時代を語る」『国

語教育史研究』2号 平15／「田邊正男先生と高等学校国語教育」『国語研究』66号 平15.3／「山口正

氏の「小倉百人一首」観」『解釈』50巻5・6号 通号590・591 平16／「小学校・中学校における「百

人一首」の指導―教科書を中心に」『解釈』52巻5・6号 通号614・615 平18／「芦田恵之助作詞の唱

歌―作品の紹介と考察―」『岐阜国語教育研究』4 号 平 18.1／「教科書の中の宮沢賢治」『曙光』2 巻 4
号 平18.12／「増淵恒吉と高等学校国語教育―日本国語教育学会を中心に」『岐阜国語教育研究』5号 平

19／「今泉忠義先生と国語教育」『國學院雑誌』108巻11号 通号1207 平19.11／「詩教材の学年配当

を考える」『岐阜国語教育研究』6号 平20.1／「高等学校における『百人一首』の指導」『解釈』54巻5・
6号 平20.6／「物語・小説教材の学年配当」『岐阜国語教育研究』7号 平21.1／「大矢武師氏の人と業

績--高等学校を中心に」『解釈』56 巻 5・6 号 通号 654 平 22／「同名異作の詩教材」『岐阜国語教育研

究』8号 平22.1／「「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の指導をめぐって」『岐阜国語教育

研究』9号 平23.2／「『解釈』誌上の石井論文」『解釈』58巻5・6号 通号666 平24／「佐佐木信綱

作詞の校歌」『岐阜国語教育研究』10号 平24.2／「国語教室の魅力」『岐阜国語教育研究』11号 平25.2
／「金田一京助博士の短歌」『解釈』60 巻 5・6 号 通号 678 平 26／「講演 筆録 「国語力の育成」を

考える : 志波・鳥山・増淵の所説に学ぶ」『岐阜国語教育研究』12号 平26.2／「国語教育者作詞の校歌

（１）」『岐阜国語教育研究』13号 平27.1／「金田一・今泉・此島先生作詞の校歌」『国語研究』78号 平

27.2／「国語教育者作詞の校歌（２）」『岐阜国語教育研究』14号 平28.2／「国語教育と私」『岐阜国語

教育研究』15号 平29.8／「日本国語教育学会 岐阜研究大会 講演 筆録 「国語力の育成」を考える : 志
波・鳥山・増淵の所説に学ぶ」『岐阜国語教育研究』15号 平29.8 
〔図書〕『教育漢和字典』（編） 信濃学用品 昭 24／『当用漢字便覧 文部省制定新字体・音訓』（共編） 

信濃学用品 昭24／『現代漢和字典』（編） 信学社 昭25／『現代国語辞典』（編） 信学社 昭26／
『児童国語辞典』（編） 信学社 昭 28／『辞書指導の研究』 信学社 昭 29／『標準漢和字典』（編） 

信学社 昭29／『標準国語辞典』（編） 信学社 昭30／『小学辞典』（編） 信学社出版販売 昭31／
『旺文社漢和辞典』 信学社 平 2／『教育漢字学年配当早見表』（編） 信学社 昭 33／『学習国語辞

典』（編） 信学社 昭 35／『新国語辞典 和英併用アクセント・ペン字入り』（編） 河出書房新社 昭

38／『古文問題集 実力養成 １～３』（共編） 笠間書院 昭41～42／『教育漢字練習帳 新学習指導要

領移行措置準拠』（編） 信学社 昭44／『分かりやすい当用漢字用例集』（編著） 東京法令出版 昭48
／『現代人の国語辞典』（編） 東京法令出版 昭50／『古文速解法』（共編） 有精堂出版 昭51／『分

かりやすい現代文用字用語集』 東京法令出版 昭53／『徒然草問題演習 出題予想』（編） 有精堂 昭

53／『高等学校国語科教育の実践』 大修館書店 昭 56／『精選古典文法』 昭 58／『研究資料日本文

法６ 助辞編２助動詞』（共著） 明治書院 昭59／『標準古文単語・熟語の完全征服 意味別分類・短期

マスター』（共編著） 桐原書店 昭59／『国語科教材研究』 昭62／『新・国語教育必携』（共編） 教

育出版センター 平元／『増淵恒吉氏の国語教育実践の考察 「NHK高等学校講座」現代文の指導を中心

に』 平2／『横光利一事典』（共編） おうふう 平14／『有吉佐和子の世界』（共編） 翰林書房 平
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16／『文学・今日は何の日』（編著） 東洋館出版社 平21 
〔作品〕 － 
 

小林 公司（こばやし・こうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『非行病：非行の原因、診断、治療法をさぐる』 コルベ出版社 昭 59／『こばやし童話』 彩

図社 平 16／『体験的家の買い方売り方 １都８県杉のない所を探して』 鳥影社 平 19／『教師の仕

事はすばらしい：いじめ克服校内暴力克服：教え子との感動的２０話』 鳥影社 平25 
〔作品〕 － 
 

小林 里次（こばやし・さとつぐ） 

〔雑誌〕「Ｊ．Ｓ．ミルの財政論--法律制度の経済的作用」『明星大学経済学研究紀要』通号 11 昭 54.12
／「Ｊ．ベンタムの財政論--技術としての経済学 」『明星大学経済学研究紀要』通号13 昭56.12／「Ｊ．

ベンタムの財政論―承前―」『明星大学経済学研究紀要』通号14 昭57.12／「Ｊ．ベンタムの研究」（5）
（6）（7）（終章）『大月短大論集』通号 31～34 平 12.3，平 13.3，平 14.3，平 15.3／「研究Ｊ．Ｓ．ミ

ル『論理学体系』」（1）『大月短大論集』37号 平18.3 
〔図書〕『偉大なる経済学者たちの思想』（共訳） 政文堂 昭49／『厚生財政学序説』 第三出版 昭52
／『経済学へのいざない』（共著） 建帛社 昭53／『Ｊ．Ｓ．ミルの財政論』 第三出版 昭57／『ケ

インズ経済学』 中嶋経済研究所 昭 57／『財政学』上・下 高文堂出版社 昭 59～60／『Ｊ．Ｓ．ミ

ルの生涯：その思想形成過程』 高文堂出版社 昭61／『財政の経済学』（共著） 高文堂出版社 昭62
／『J．S．ミル研究：平等財政原則とその理論的展開』 高文堂出版社 平4／『財政学』 高文堂出版

社 平 7／『Ｊ．ベンサム研究：改革論、そのエコノミカル・ポリティーの哲学と技術』 高文堂出版社 

平14／『武の舞』 郁朋社 平25 
〔作品〕 － 

 

小林 昭三（こばやし・しょうぞう） 

〔雑誌〕「緊急命令について」『公法研究』昭32／「「憲法改正の限界」という考え方について」『早稻田政

治經濟學雑誌』通号143 昭32.2／「現行日本国憲法制定までの経過」『季刊外政』通号6 昭32.7／「政

党のいわゆる「憲法的融合」について」『早稻田政治經濟學雑誌』通号153 昭33.10／「Ｔ・Ｍ・シュパ

イザー著「デモクラシーにおける緊急法」」『早稻田政治經濟學雑誌』通号156 昭34.4／「「国家緊急権」

に関する若干の考察」『早稻田政治經濟學雑誌』通号157 昭34.6／「「ボン基本法」の制定経過に関する

覚書」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 161 昭 35.2／「ボン基本法の制定過程における占領軍政府の干渉

について」『早稻田政治經濟學雑誌』通号165 昭35.10／「ジョン・フォード・ゴーレイ著「ドイツ連邦

共和国成立の経過」１９５８」『早稻田政治經濟學雑誌』通号166 昭35.12／「スイス１８４８年憲法下

における国家的緊急法制」『早稻田政治經濟學雑誌』通号169 昭36.6／「法律と命令との関係・覚書--１
９世紀前半のドイツに焦点を合わせて」『早稻田政治經濟學雑誌』通号170 昭36.8／「神川彦松著『日本

政治の再出発』」『国際政治』20号 昭37／「スティーヴン・ホーン著「内閣と国会」１９６０」『早稻田

政治經濟學雑誌』通号 173 昭 37.2／「ワイマール大統領の理論序説--それには「先天的な欠陥」があっ

た」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 176 昭 37.8／「憲法第 9 条の性格--憲法史的な解明の試み」『早稻田

政治經濟學雑誌』通号177 昭37.10／「「首相公選論」における物の考え方―“忘れられているもの”の
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指摘」『早稻田政治經濟學雑誌』通号181 昭38.6／「エルンスト・フレンケル著「民主主義立憲国家にお

ける代議制的要素と人民投票制的要素」１９５８」『早稻田政治經濟學雑誌』通号182 昭38.8／「後進性

脱却が先決--ラテン・アメリカの経済開発(現地報告・ブエノスアイレス)」『世界週報』44 巻 47 号 昭

38.11.19／「平隠無事の生活を希う--特派員手帖(ブエノスアイレス)」『世界週報』45巻1号 昭39.1.1／
「１９世紀後半のドイツにおける議院内閣制観についての素描」『 早稻田政治經濟學雑誌』通号 185 昭

39.2／「近視眼の日本企業--振るわない中南米での活動」『世界週報』45 巻 24 号 昭 39.6.16／「アルゼ

ンチンの経済開発計画--まず政局の安定が先決」『世界週報』45巻36号 昭39.9.8／「政党の「憲法的融

合」についての再論--それは,政党国家的民主主義の反映である」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 189 昭

39.10／「憲法第９条の判例に関する一考察」『社会科学討究』10 巻 1 号 昭 39.12／「「国会の議決によ

る」首相「指名」手続についての試論--憲法６７条１項に関する解釈と提案」『早稻田政治經濟學雑誌』通

号192 昭40.4／「常勝ペロニスタまた勝つ--アルゼンチン中間選挙の驚異」『世界週報』46巻16号 昭

40.4.20／「憲法意識定着の一態様--調布市における場合と早大政経学部学生の場合と」『社会科学討究』10
巻3号 昭40.3／「精力的に見て回る--中南米経済使節団の成果(アルゼンチン)」『世界週報』46巻40号 

昭40.10.5／「「政治的自由」論のあり方にたいする疑問--政治的自由再確認のための予備的考察」『早稻田

政治經濟學雑誌』通号 196 昭 40.12／「明治前期(の後半)における議院内閣制観の錯綜--明治政府による

政治「近代化」の特徴究明のための試みの一つとして」『社会科学討究』11巻2号 昭41.2／「二院制の

凋落--参議院制度をめぐる憲法の期待と現実」『早稻田政治經濟學雑誌』通号200 昭41.8／「憲法の「政

治学的研究」に関する一試論--その“可能性”と“必要性”について」『早稻田政治經濟學雑誌』通号202 
昭 41.12／「地方政治エリートの「自治体」感覚--東京都下町田市の市議会議員の場合」『社会科学討究』

12 巻 2 号 昭 41.12／「衆議院議員秘書〔昭和４２年７月実施 秘書の意識調査報告〕」『社会科学討究』

13巻3号 昭43.3／「近代政党の出現が憲法政治に与えた影響」『公法研究』通号30 昭43.10／「天皇

の「おことば」変遷史--戦後憲法史という形による憲法概説の試みのなかの一節」『早稻田政治經濟學雑誌』

通号219 昭44.10／「憲法判例における「公共の福祉」--占領下における変遷」『早稻田政治經濟學雑誌』

通号220・221 昭45.2／「ワイマール憲法の大統領公選制成立時におけるいろいろの思惑」『早稻田政治

經濟學雑誌』通号 232 昭 47.10／「敗戦後の帝国議会--それの憲法政治学的考察の試み」『早稻田政治經

濟學雑誌』通号234 昭48.8／「ワイマール憲法における緊急法をめぐって-- “制度的完全性”はありう

るのか？」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 239 昭 49.7／「ワイマール憲法の出生をめぐる危機意識の諸

相」『早稻田政治經濟學雑誌』通号244・245 昭51.1／「明治憲法の論じ方に関するいくつかの疑問」『早

稻田政治經濟學雑誌』通号246 昭51.4／「“はじめにワイマールの精神があった"のか？１９１９年ドイ

ツ制憲議会開催地の選定をめぐって」『早稻田政治經濟學雑誌』通号248・249 昭52.1／「一九一九年ド

イツの「暫定的国家権力」法について」『早稻田政治經濟學雑誌』通号250.・251 昭52.7／「Ｇｅｒｈａ

ｒｄ Ｌｅｉｂｈｏｌｚ著 清水望・渡辺重範訳「現代政党国家」」『早稻田政治經濟學雑誌』通号254 昭

53.4／「現代国民投票制論」『早稻田政治經濟學雑誌』通号255 昭53.7／「さまよえる国民議会--第一次

大戦後のドイツ制憲議会の“ワイマール以後”」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 256・257 昭 54.1／「議

会制をめぐるプロ意識とアマ的関心」『季刊行政管理研究』通号9 昭55.3／「教育勅語における考え方--
起草者の意図と憲法史的意味」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 264 昭 55.10／「護憲運動の本音と論理--
社共の偽善を暴く」『月刊自由民主』通号300 昭56.1／「比較憲法学以前--憲法概念の西洋近代的と社会

主義国的と第三世界的と」『早稻田政治經濟學雑誌』通号273・274 昭58.9／「政党国家的議会制の理論」

『早稻田政治經濟學雑誌』通号 280・281 昭 60.3／「日本における“政教分離”原則の論じ方について

の疑問」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 283 昭 60.10／「日本国憲法における行財政規定の特徴」『早稻

田政治經濟學雑誌』通号 284・285 昭 61.1／「“法の下の平等”論」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 287 
昭61.7／「中近東イスラーム諸国を“比較憲法学”的に見る」『早稻田政治經濟學雑誌』通号295・296 平

元.1／「終戦直後の諸詔勅―それらが戦後日本復興の下地をつくった」『早稻田政治經濟學雑誌』通号301・
302 平2.4／「「掃海艇」は憲法問題に非ず」『諸君! : 日本を元気にするオピニオン雑誌』23巻6号 平
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3.6／「明治憲法改正「松本案」--それの憲法史的意味をさぐる」『早稻田政治經濟學雑誌』通号309・310 
平4.4／「ポスト日本国憲法論」『早稻田政治經濟學雑誌』通号316 平5.10／「技術論に堕し気味の「政

治倫理」の議論」『法政論叢』通号30 平6.5／「首相公選制の政治制度論的考察」『早稻田政治經濟學雑

誌』通号320 平6.10／「東・東南アジア的人権理解について」『社会科学討究』40巻2号 平6.12／「日

本国憲法運用の特徴試論--戦後の経済発展との関わりで」『早稻田政治經濟學雑誌』通号321 平7.1／「政

党国家論」『早稻田政治經濟學雑誌』通号 323 平 7.7／「西洋近代成文憲法草創--１８世紀末前後の憲法

的混迷」『早稻田政治經濟學雑誌』通号324 平7.10／「首相公選制再装--制度的特徴“洗い張り”の試み」

『憲法研究』通号28 平8／「比較憲法学＝大西邦敏流」『早稻田政治經濟學雑誌』通号327 平8.7／「西

洋近代成文憲法の定着--それのきっかけと制度的特徴」『早稻田政治經濟學雑誌』通号328 平8.10／「マ

ッカーサー憲法草案の思想」『法學新報』103巻2・3号 平9.3／「第２章 あらしの時代 内閣憲法調査

会は何であったか」『Ｔｈｉｓ ｉｓ読売』臨時増刊 8巻3号 平9.5／「大西邦敏「新日本国憲法草案」

の思想--それは大西比較憲法学の結晶である」『憲法研究』通号29 平9／「国会の権限と実情―議会制の

危機の文脈で」『憲法研究』通号31 平11／「特別報告 「近代憲法論」再検討」『憲法研究』32号 平12
／「持論・駁論 日本国憲法とはなんであったか」『国会月報』47巻 通号618 平12.6／「アジアにお

ける人権について-- “アジア的”人権理解の可能性の視点から」『松平記念経済・文化研究所紀要』17号

～18 号 平 12／「英国憲法に生きる中世風--議会制と法の支配の素地」『憲法研究』35 号 平 15／「英

国不文憲法の持ち味探求」『憲法研究』38 号 平 18／「講演録 1 白鴎大学特別講演会 : 憲法改正問題を

考える」『白鴎大学法政策研究所年報』 平19.3 
〔図書〕『憲法改正の問題点』 自由党憲法調査会 昭 29／『憲法研究会参考資料』7～15 憲法研究会 

平29／『外国憲法における立法例』  自由党憲法調査会 昭29／『現行日本国憲法制定までの経過』（訳） 

憲法調査会事務局 昭 33／『連合国占領下の日本』（訳）  憲法調査会事務局 昭 33／『ドイツ憲法の

再建：ボン憲法の制定経過』（訳註） 憲法調査会事務局 昭33／『ドイツ連邦共和国基本法制定の経過』

（抄訳） 憲法調査会事務局 昭 33／『冷戦時の日本国憲法』 憲法調査会事務局 昭 33／『ヨーロッ

パの現君主制』（訳編） 憲法調査会事務局 昭 34／『君主国における君主の地位と権能』（共著）  憲
法調査会事務局 昭34／『日本国憲法＝冷たい戦争の子』（訳） 憲法調査会事務局 昭34／『ワイマー

ル大統領論研究序説』  成文堂 昭39／『政治制度の思想』 成文堂 昭43／『首相公選論入門』 成

文堂 昭 45／『戦後の憲法史（１）』 成文堂 昭 46／『政府論の歴史とモデル』（訳） 早稲田大学出

版部 昭 52／『ある憲法学者の雑記帳』1～10 成文堂 昭 48，昭 52，昭 55，昭 58，昭 62，平元，平

4，平 7，平 13，平 18，平 23／『ワイマール共和制の成立』 成文堂 昭 55／『明治憲法史論・序説―

明治憲法への模索と決着』 成文堂 昭57／『憲法における制度と思想：清水望先生還暦記念』 成文堂 

昭59／『日本国憲法の条件』 成文堂 昭61／『憲法学の方法』 北樹出版 平3／『太平洋共同体時代

の幕開け』（編著） 早稲田大学出版部 平 4／『憲法における欧米的視点の展開：清水望先生古稀記念』

（共著） 成文堂 平 7／『新憲法論・序説』 成文堂 平 8／『日本国憲法の条件』  成文堂 平 9／
『比較憲法学・序説』 成文堂 平11／『日本国憲法論』（編著）  嵯峨野書院 平12／『首相公選論入

門』 成文堂 平13／『西洋近代憲法論再考』 成文堂 平19／『人権の条件』（監修） 嵯峨野書院 平

19／「日本国憲法講義：憲法政治学からの接近」（監修） 成文堂 平21 
〔作品〕 － 
 

小林 太郎（こばやし・たろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『城山町民具所在目録』（共著） 城山町教育委員会 平元 
〔作品〕 － 
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小林 宣子（こばやし・のりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『春の海 介護の日々に』 文芸社 平 16／『現代歌人俊英選集Ⅳ』 東京四季出版社 平 16／
『残照 生きて生きゆく 歌とエッセイ』 東洋出版 平26 
〔作品〕 － 
 

小林 巳智次（こばやし・みちじ） 

〔雑誌〕「古典的議會制度の顛落」『法經會論叢』1巻 昭6.4／「農場規則の法律的研究：農業法と勞働法

との一契合點」『法經會論叢』2 巻 昭 9.1／「東北地方に於ける小作取締制度：農場規則の法律的研究補

遺」『法經會論叢』3巻 昭9.11／「フランスに於ける職能代表論の諸傾向：グレッサイエ教授の所説」『法

經會論叢』4巻 昭11.1／「權利濫用理論と其の發展」『法經會論叢』5巻 昭12.3／「小作規則の發展並

に比較に關する研究資料」『法經會論叢』5 巻 昭 12.3／「農民信仰の實證的一研究」『法經會論叢』6 巻 

昭13.3／「農村犯罪の一側面・佐藤譯「殺人の心理」」『法經會論叢』6巻 昭13.3／「入會權の實證的研

究」『法經會論叢』7巻 昭14.3／「二つの北海道小作法草按竝に理由書」『法經會論叢』8巻 昭15.3／
「法律民族學の一構想 モウニエ教授の所説」『法經會論叢』9巻 昭16.4／「印度の農村社會」『法經會

論叢』10巻 昭17.6／「江匡弼撰春秋社日醮儀 : 地神祭の起源に關する古文献」『法經會論叢』11巻 昭

20.2／「中華人民共和國の農地改革法について」『北海道大學 法學會論集』1 巻 昭 26.9.1／「労働委員

会とその思い出」『北大季刊』通号 5 昭 28.12／「農業法問題の国際的趨勢--第 1 回農業法国際会議記録

から」『農業法研究』通号1 昭33.9／「法学部の生い立ち」『法学研究』通号1 昭41.3／「戦前におけ

る北海道の小作関係--総括と回想(付・農場規制の発達並びに比較に関する研究資料)」『法学研究』通号 2 
昭42.3／「昭和５年，農林省編「全国林野入会関係調査報告」について(附・戦前における私の入会研究概

要)」『法学研究』通号3 昭42.12 
〔図書〕『行政講話』 昭元／『本邦に於ける近代的小作立法運動の先驅』（共著） 北海道帝國大學 昭

6.2／『東北地方に於ける小作取締制度』 北海道帝國大學内法經會 昭9／『小作行政機構の批判と將來

の立法政策』 農業經濟學會 昭9／『國家権威思想の進化』 有斐閣 昭10／『農業法研究』 有斐閣 

昭12／「農業法」『新法学全集３０』 日本評論社 昭13／『農民信仰の実証的一研究：北海道に於ける

「地神宮」の分布と実態に就いて』  法経会 昭13／『本邦林野制度の研究』（共著） 服部報公会 昭

14／『中島九郎先生在職三十年記念論文集』（共著） 北海道帝國大學法經會 昭16／『北海道文化史考』

（共著） 日本放送出版協会 昭17／『二つの乳房：農に関する随想と研究』 霞ケ関書房 昭18／『鑛

業法 . 農業法 . 畜産法』（共著） 日本評論社 昭19／『上原轍三郎先生在職三十年記念論文集』 北海

道帝國大學法經會 昭 20／『地方制度の民主的改革』 北海道社会教育協会 昭 22／『農業法研究：農

地法の根本問題』 有斐閣 昭12／『辺境北海道』（共著） 北方書院 昭23／『昭和５年全国山林原野

入会慣行調査資料』1～6 巻（編） 徳川林政史研究所 昭 44／『北海道の農民信仰』／『農村研究－主

として小作契約を通じて見たる北海道農村社会の特徴－』 北海道帝国大学／『近代立法に於ける所有權

思想の變遷 : 特に世界大戰後に於ける新傾向に就いて』 北海道帝国大学農学部経済学農政学研究室／

『議會制度と農業』 小林巳智次／『有島農場解放前後』 
〔作品〕 － 
 

小林 みほ子（こばやし・みほこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『亜空間オレンジ帯の夏覇王伝説：ＳＦあなたに知らせておきたい不思議な世界の物語』 日本文
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学館 平21／『高齢者医療難民の介護録』 日本文学館 平23 
〔作品〕 － 
 

小林 与（こばやし・よ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『甘藷全集』（共著） 大2／『歌集 相模ひろはら』 角川書店 昭33 
〔作品〕 － 
 

小町 よしこ（こまち・よしこ） 

〔雑誌〕『ひばり野』24集 平19.12 
〔図書〕『詩集 姉小路』 野火の会 昭56／『詩集 椿の家』 土曜美術社 平12 
〔作品〕 － 
 

小松 京華（こまつ・きょうか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『筆立 句集』 白地社 平25 
〔作品〕 － 
 

小松田 精吉（こまつだ・せいきち） 

〔雑誌〕「葛西橋付近の有楽町層の化石群聚とその堆積環境について」（共著）『地質學雜誌』67巻790号 

昭 36.7.25／「シールドの土質調査法」『建設機械』17 巻 9 号 昭 56.9／「単一孔で測定できる地下水の

流測流向計の開発意義と問題点」『土質工学会原位置試験法および地下水調査に関するシンポジウム』 昭

60.11／「電位差方式連続型地下水流速流向計の開発」『水理講演会論文集』30 巻 昭 61／「地盤の透水

性定数を求める２，３の新しい調査方法」『土と基礎』37巻6号 平元.6／「Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏ

ｆ ａ Ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒ Ｆｌｏｗ Ｖｅｌｏｃｉｔｙ ａｎｄ Ｄｒｉｅｃｔｉｏｎ Ｍｅｔ

ｅｒ Ｕｓｉｎｇ Ｄｉｓｔｉｌｌｅｄ Ｗａｔｅｒ ａｓ ａ Ｔｒａｃｅｒ ｉｎ ａ Ｓｉｎｇｌ

ｅ Ｂｏｒｅｈｏｌｅ」『Eos』平2／「地下水調査における流速流向測定の意義」『ハイドロロジー』vol.21 
№1 平 3.1／「地盤の透水係数を求める方法のいくつかの問題について」『平成７年度地下水技術協会秋

季講習会テキスト』 平7.11／『地下水技術』38巻7号 平8.7／「地盤に関わる工事事故の原因論：事

故予防工学をめざして」『新潟応用地質研究会誌』48巻 平9.6／「体験的地下水工学の模索」『地下水技

術』42巻12号 平12.12 
〔図書〕『わかりやすい土木技術・土質調査の基礎知識』 鹿島出版会 昭 59／『わかりやすい岩盤調査

の基礎知識』（共著） 鹿島出版会 昭60／『土質試験の方法と解説』（共著） 土質工学会 平2／『地

盤調査法』（共著） 地盤工学会 平 7／『地盤と地下水汚染の原理』（共訳） 東海大学出版会 平 7／
『怖い地盤災害』 ＮＴＴ出版 平8 
〔作品〕 － 
 

小宮 くにこ（こみや・くにこ） 

〔雑誌〕『青芝』／『阿夫利嶺』 
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〔図書〕『３１回共済文芸』（共著） 厚生省第二共済組合 昭61／『安遠之波合同句集』 青芝俳句会 平

元／『青芝第九合同句集』 青芝俳句会 平７／『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平

15  
〔作品〕 － 
 

小宮山 主計（こみやま・かずい） 

〔雑誌〕「託児所の目的論とその適用」『社会事業』 昭 3／「ケースワークよりみた児童保護の基礎的研

究」『社会福祉』 昭11／「育児事業史に刻むバルナルド博士の足跡」『社会事業研究』 昭14／「聾唖児

よ何処え」『社会事業』33巻2号 昭25.2／「里親制度に關する考察：ブレースの里親制度を中心として」

『社會事業の諸問題』通号1 昭26.11／「幼稚園と保育所をどう考えるか : 要旨 (シンポジウム)」『幼兒

の教育』51巻9号 昭27／「社会事業精神」『社会事業』36巻1号 昭28／「ボーダーライン層の生活

構造の研究 (創立十周年記念特輯号)」『社會事業の諸問題』通号 4 昭 31／「バルナルドホームとその創

立者の思想」『社會事業の諸問題』9 号 昭 36／「バルナルドに関する一考察：バルナルドホーム設立へ

の社会的背景」『社會事業の諸問題』通号5 昭32／「児童福祉研究と朝原梅一教授」『社會事業の諸問題』

通号7 昭34／「ドクター・バルナルドの児童移民計画」『社會事業の諸問題』通号8 昭36．3／「街の

子の父ミュラー」『社會事業の諸問題』通号20 昭47.11／「<最終講義>わが歩みし道」『日本社会事業大

学社会事業研究所年報』14巻 昭52 
〔図書〕『保育理論』 有朋社 昭34／『小集団の生かし方 グループワークの知識』 日本赤十字社 昭

38／『社会福祉方法論 グループワーク』 社会福祉研修所 昭40／「戦後日本の社会事業」（共著） 勁

草書房 昭42／「社会福祉事業方法論」（共著） 社会福祉事業研修所 昭46／「高度成長期から脱落し

た児童」『現代日本の社会福祉』 勁草書房 昭 51／『被虐待児童保護概況児童愛護思想並児童保護施設

普及に関する参考資料 』  日本図書センター 昭63／「現代日本児童問題文献選集 21」（共著） 日

本図書センター 平14／「リーディングス日本の社会福祉 第2巻」（共著） 日本図書センター 平22
／「貧困と社会福祉」（共著） 日本図書センター 平22 
〔作品〕 － 
 

小見山 ふじ（こみやま・ふじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『野牡丹 : 歌集』 新星書房 昭52／『歌集 それよりの日々』 新星書房 昭58 
〔作品〕 － 
 

小村 功（こむら・いさお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩人Ａエピソード』 平13／『オーランダム五七五：せんりゅう集です』 平14／『タカラ：

作詞無作曲プラスアイデア』 平14／『精神病について：論文詩』 平14／ 『私の名刺』 平15 
〔作品〕 － 
 

小山 一乘（こやま・かずのり） 

〔雑誌〕「「エミール」研究序説」『駒澤大學文學部研究紀要』通号33号 昭50.3／「デューイ「学校と社

会」研究序説」『駒澤大學文學部研究紀要』通号34 昭51.3／「下村湖人『塾風教育と共同生活訓練』研
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究ノート（１）―「すでに在るもの」について―」『駒澤大學教育学研究論集』2巻 昭53.3／「終戦直後

の日本における「社会科」創設の背景 」（共著）『社会科教育研究』52号 昭59／「3)研究討論(社会科教

育をめぐって-教科と主体意識-,教育学研究室主催『公開学術研究会』)」（共著）『駒澤大學教育学研究論集』

3 巻 昭 59／「「宗教教育」と「宗教科教育」について」『宗教学論集』通号 12 昭 60／「民主教育をめ

ざす公民科創設に払った文部省と CIE の努力―1945 年～1946 年」（共著）『社会科教育研究』53 号 昭

60／「駒澤大学学生の授業欠席に関する調査研究」『駒澤大學教育学研究論集』4巻 昭60.3／「「宗教教

育」の「教授」概念検討--教育課程と教育方法上の基本的問題」『宗教学論集』通号13 昭62.3／「国際理

解の基礎としての「宗教の教育」の「教授」概念検討」『駒澤大学仏教経済研究』通号17 昭63.4／「社

会科と歴史教育」『現代のエスプリ』251 号 昭 63.6／「教育課程上の消費者教育における宗教の教育の

課題」『佛教経済研究』通号18 平元.5／「親の 「信教の自由」 と学校での 「宗教の教育」」『駒澤大學

教育学研究論集』6巻 平2.3／「宗教の教育における寛容と涵養」『佛教経済研究』通号19 平2.5／「下

村湖人『塾風教育と協同生活訓練』研究ノート―２―「平凡」・「凡人」概念の回帰性論理構造について」

『駒澤大學文學部研究紀要』通号49 平3.3／「日本の宗教と教育 - 「第17回中日教師研討会」 報告

を終えて」『駒澤大學教育学研究論集』7巻 平3.3／「教育課程における「宗教教育論」と「教育宗教論」

との対比的措定の覚え書き」『佛教経済研究』通号20 平3.5／「戦後日本 「宗教（の）教育」 研究序説」

『駒澤大學教育学研究論集』8巻 平4.3／「Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅｓ ｉｎ ｔｈ

ｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉ

ｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ，１６３５―１９６２」『駒澤大學文學部研究紀要』通号50 
平4.3／「「宗教教育・宗教科教育」における「宗教の教育」考」『仏教経済研究』通号21 平4.5／「「仏

教用語と教育用語との交通」考 」『駒澤大學教育学研究論集』9 巻 平 5.3／「「教育権利論」思考方法批

判管見--「難波田春夫<自同律批判>」から「記号論理学による<真理値分析>」へ」『佛教経済研究』通号22 
平 5.5／「宗教科教育・宗教教育における教授概念検討」『日本仏教教育学研究』3 巻 平 7／「「君が代」

史料概観管見」『佛教経済研究』通号25 平8.5／「用語「宗教教育」・「宗教科教育」及び訳語「宗教」を

めぐる諸問題・課題―多文化・多宗教・多民族共住社会に協調・貢献できる教師教育」『教師教育研究』通

号10 平9.5／「解字で考える教育」『藝林』48巻1号 通号236 平11.2／「何・不可思議・何事・畏

敬の念 : 宗教教育批判論議の思考方法批判」『日本仏教教育学研究』7 巻 平 11.3／「宗教教育・仏教教

育の場面と根柢の諸問題」『駒沢大学仏教学部研究紀要』58号 平12.3／「佛教教育学の場面と根柢(序)」
『仏教経済研究』29 号 平 12.5／「<研究発表>教育・宗教の教育・仏教の教育」『日本仏教教育学研究』

9巻 平13.3／「『正法眼蔵随聞記』における只管・祗管・只の教育の構造」１～２，４『駒沢大学仏教学

部論集』31号 59号 32号 平12.10，平13.4，平13.10／「『正法眼蔵随聞記』における只管・祗管・

只の教育の構造」３，５『関東短期大学紀要』45巻，47巻 平13，平15／「戦後教育改革における教育

刷新委員会（教育刷新審議会）と宗教教育」『佛教経済研究』31巻 平14.5／「戦後教育改革における教

育刷新委員会(含教育刷新審議会)と宗教教育（２）」『関東短期大学紀要』46 巻 平 14／「書評 尾田幸雄

監修/持田行雄・金丸和子編著『芸術・宗教に学ぶ心の教育』」『日本仏教教育学研究』11号 平15.3／「教

育刷新委員会第十三特別委員会 第二回議事速記録にみえる宗教教育と仏教寺院」『日本仏教教育学研究』

11号 平15.3／「『正法眼蔵随聞記』における只管・祗管・只の教育の構造」６『仏教経済研究』32号 平

15.5／「『正法眼蔵随聞記』における只管・祗管・只の教育の構造」７『駒沢大学仏教学部論集』34号 平

15.10／「『正法眼蔵随聞記』における只管・祗管・只の教育の構造」８『関東短期大学紀要』48巻 平16
／「特別シンポジウム 教育基本法改正と仏教教育」（共著）『日本仏教教育学研究 』12号 平16.3／「教

育基本法改正と宗教教育・仏教教育」『仏教経済研究』33 号 平 16.5／「神佛習合の教材開発試論（２）

補陀落渡海・芭蕉・伊勢音頭をめぐる覚え書き」『関東短期大学紀要』49集 平17.3／「図書紹介 杉原誠

四郎・大崎素史・貝塚茂樹著『日本の宗教教育と宗教文化』」『日本仏教教育学研究』13号 平17.3／「神

佛習合の教材開発試論（１）お伽草子「熊野の御本地のさうし」をめぐって」『仏教経済研究』34 号 平

17.5／「宗教教育教材論序(承前)いわゆる真の終戦状態下告示の小学校及び中学校学習指導要領宗教教育
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規定 」『関東短期大学紀要』50巻 平18／「神仏習合の教材開発試論―伊勢音頭をめぐって」『日本仏教

教育学研究』14号 平18.3／「宗教教育教材論序--いわゆる休戦状態下発行の小学校及び中学校学習指導

要領宗教教育規定」『駒沢大学仏教学部論集』37号 平18.10／「新旧教育基本法と宗教教育―新井白石・

福澤諭吉・岸本英夫・中村元に触れて―」『関東短期大学紀要』51集 平19／「宗教教育・宗教科教育・

宗教の教育における宗教の取扱いの異同点」『宗教研究』80巻4号 通号351 平19.3／「学習指導要領

にみる宗教の取扱い」『日本仏教教育学研究』15号 平19.3／「新旧教育基本法における文言「宗教教育」

について」『宗教法』27 号 平 20／「「宗教に関する一般的な教養」と宗教教育」『日本仏教教育学研究』

16号 平20.3／「教育基本法における「特定の宗教のための宗教教育」について(第八部会,<特集>第六十

六回学術大会紀要) 」『宗教研究』81巻 4 号 平 20.3／「新教育基本法と福澤諭吉の家庭教育論・幼児期

の教育論」『仏教経済研究』38号 平21.5／「教育基本法改正に伴う社会科と道徳との諸課題管見」『関東

短期大学紀要』54 巻 平 22／「字で考える宗教の教育」『駒沢大学仏教学部研究紀要』69 号 平 23.3／
「佛教教育と宗教科教員免許状」『日本仏教教育学研究』19号 平23.3／「宗教的情操教育の成立基盤考」

『駒沢大学仏教学部研究紀要』70 号 平 24.3／「宗教的問い「何」・「何事」考 : 宗教教育方法のデザイ

ン(第十三部会,研究報告,第七十一回学術大会)」『宗教研究』86巻4号 平25.3／「宗教教育の諸問題・諸

課題：法的思考の観点から」『駒沢大学仏教学部論集』44号 平25.10／「宗教教育の諸問題・諸課題 : 教
育的思考の観点から」『佛教経済研究』43巻 平26／「仏教教育における権現に関する一考察 」『日本仏

教教育学研究』22 号 平 26.3／「宗教教育における規範教授の評価の両義性問題(第十三部会,<特集>第
72 回学術大会紀要)」『宗教研究. 別冊』87 巻 平 26.3／「宗教教育の諸課題(第十三部会,<特集>第 73 回

学術大会紀要) 」『宗教研究. 別冊』88巻 平27.3／「宗教教育における用語 religionと用語 the religious」 

『駒沢大学仏教学部論集 』46号 平27.10／「戦後七十年と仏教教育」『日本仏教教育学研究 』24号 平

28.3／「金銭に関する俚諺で考える宗教教育」『佛教経済研究』45巻 平28.5／「宗教系義務教育学校に

おけるいわゆる道徳と宗教の包含関係(第十三部会,研究報告,<特集>第 74 回学術大会紀要)」『宗教研究』

89巻Suppl号 平28／「「宗教教育」に関するヒアリングの概要」について 」『駒沢大学仏教学部論集』

47 号 平 28.10／「新旧教育基本法文言「宗教に関する寛容の態度」の用語「寛容」管窺」『佛教経済研

究』46巻 平29.5／「亜種概念「宗派教育」と類概念「宗教的情操教育」との教授概念の教育論理管窺 」
『駒沢大学仏教学部論集』48号 平29.10／「回想記 ハリー・レイ先生の思い出」『戦後教育史研究』31
号 平 30.3／「「仏教教育の立場から道徳教育/宗教教育の関係をいかに捉えるか」管窺 」『日本仏教教育

学研究』26号 平30.3／「国保の源流の筑前宗像の「定礼」と「こもり」との地域的一致考」『佛教経済

研究』47巻 平30.5／「ハリー・レイ オーラル・ヒストリー・シリーズ 尾崎乕四郎」（共著）『戦後教育

史研究』32号 平31.3／「国保の源流「定礼」制度創設背景の児童福祉「産子養育」管窺」『佛教経済研

究』48巻 令元.5 
〔図書〕『ランナーシリーズ』（教職教養，一般教養，小学校全科 他）（編著） 一ツ橋書店 昭62～／『ポ

ケットランナーシリーズ』（教職教養，一般教養，小学校全科） 一ツ橋書店 昭 62～／「水原に咲いた

花「直木賞」受賞の哲学者」『現代と曹洞宗Ⅱ 曹洞宗教義法話体系巻２５』 同朋舎 平2／『社会科に

おける宗教の教育と寛容 : 「告げる」と「教える」をめぐって』 宣協社 平6／『曹洞禅愛語の法話事

典』 四季社 平 7／『教育と寛容―宗教的事実・規範の取扱いとそのおしえ方、評価の観点』 宣協社 

平 9／「地域信仰構造と宗教の教育について」『仏教教育・人間の研究―斎藤昭俊教授古稀記念論文集―』  
こびあん書房 斎藤昭俊教授古稀記念論文集刊行会 平 12／『小学校社会科教育の探求』（共著） 学芸

図書 平13／『仏教的世界の教育論理 : 仏教と教育の接点』（共著） 法藏館 平28 
〔作品〕 － 
 

小山 喜重（こやま・きじゅう） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『じじのかたり』 「昔ばなし」編集委員会 昭61 
〔作品〕 － 
 

小山 忠一（こやま・ちゅういち） 

〔雑誌〕「信仰の場源吾山顕正寺の場合（１）（２）」『郷土相模原』7・8 昭52，53／「地蔵菩薩今昔集」

昭57／「山王様の?末」昭57 
〔図書〕『小山平四郎家家歴』 小山末茂 昭49／『清水寺今昔物語』 鴨下正海 昭50／『八幡宮の朝』 

小山末茂 昭51／『八幡宮の朝』 小山忠一 昭51／『源吾山顕正寺開山９０年史』 顕正寺 昭51／
『源吾山顕正寺の場合』 昭53／『為供養』 小山忠一 昭54／『小山平四郎』 小山末茂 昭54，昭

56 
〔作品〕 － 
 

小山 徳孝（こやま・のりたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふるさと 相模台地域の移り変わり』 平12 
〔作品〕 － 
 

小山 春良（こやま・はるよし） 

〔雑誌〕「はつらつマイライフ」『パトス』vol.43 平19 
〔図書〕『ファイバークラフトと友禅和紙でつくるリサイクルの和太鼓と江戸玩具』 日本ヴォーグ社 平

15 
〔作品〕 － 
 

小山 秀雄（こやま・ひでお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『郷土さがみこ―屋号調査編―』（共著） 平5／『郷土さがみこ 古道編』（共著） 平7／『郷土

さがみこ 地名編』（共著） 平8 
〔作品〕 － 
 

こやま 峰子（こやま・みねこ） 

〔雑誌〕詩『あんさんぶる』昭 57.1～平 8.7／詩『児童文芸』昭 58.3～平 8.4／詩『中学生文学』昭 59.7
～60.10／詩『現代少年詩集』昭60～63／詩『ビーナス』13～19／「詩：チューブのえのぐ」『日本児童文

学』平3.3／「男装の麗人ジョルジュ・サンド」『教育じほう』平4.1／「きたかぜとたいよう」『キンダー

ブック』平 6.12／「川底にさいた花まる」『ちゃぐりん』平 7.2／「バーチャルトラベルと九官鳥」『ねん

きん』平 8.6／「詩へのあふるる思慕 おわりなき道程」『児童文芸』43 巻 6 号 平 9.6／「公共貸与権の

窓から」『児童文芸』平18.2／「ボスニア・ヘルツェゴビナのおんなの子 アンジェラにはわからないこと

ばかり」『児童文芸』53巻4号 平19／「自作を語る、ねこの船」『児童文芸』平19.10／「地球市民とし

て」『児童文芸』平 20.2／「今月の詩」『ちゃぐりん』平 20.5～／「座談会 もっと知ろう、もっと楽しも

う、童謡と詩」（共著）『児童文芸 』55巻4号 平21 
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〔図書〕『さんかくじょうぎ：少年少女詩集』 教育出版センター 昭58／『はじめのいーっぽ』  銀の

鈴社 昭 62／『ジャンボゴリラとたけのこ』 ほるぷ出版 昭 63／『のらねこサムのクリスマス』 ア

リス館 昭 63／『あだなはかっぱかっぱっぱ』 アリス館 昭 63／『キーワード：詩集』 河出書房新

社 平元／『だ・あ・れ!?』（訳） アリス館 平2／『ぴかぴかコンパス』 大日本図書 平3／『花恋』

（詩） ＰＨＰ研究所 平 4／『ジャンボゴリラとこどもたち』 河合楽器製作所・出版事業部 平 4／
『ジャンボゴリラとこねこたち 』 河合楽器製作所・出版事業部 平5／『ノクターンの旅人たち』  大
日本図書 平 6／『ジャンボゴリラとゆきだるま』 河合楽器製作所・出版事業部 平 6／『いのちの詩

（うた）』 ＰＨＰエディターズ・グループ 平7／『にじいろのしまうま』 金の星社 平8／『愛のフ

ェアリーたち : ノアン村への招待：ねこ物語』 ぬぷん 平8／『名作へのパスポート』 金の星社 平

9／『はやくおおきくなりたい』 ＰＨＰ研究所 平9／『夢につばさを』 金の星社 平9／『花歌墨：

花に酔い、花に詠う』（詩） 日本経済新聞社 平 10／『ねがいをのぼる太陽に：学校に行かせて』 日

本航空文化事業センター 平10／『だいすきがいっぱい』（詩） 金の星社 平11／『ジャネットとアラ

ンのおはなし玉手箱』（訳） 朔北社 平 12／『イルカにあいたい：難病の少年、正ちゃんの願い』 国

土社 平 12／『どこへいったのジャムタルト』（訳） 朔北社 平 12／『あいたかったよ』（訳） 朔北

社 平12／『自由：愛と平和を謳う』（訳） 朔北社 平13／『花になった子うし：地雷のない地球をめ

ざして』 自由国民社 平13／『ねこの船』 自由国民社 平14／『しろいゴリラとくろいゴリラ』 金

の星社 平 15／『しっぽのクレヨン：こやま峰子詩集』 朔北社 平 15／『かぜのアパート：こやま峰

子詩集』 朔北社 平 15／『ねこのフェアリー』 自由国民社 平 15／『ことばのたしざん：こやま峰

子詩集』 朔北社 平15／『地雷のあしあと』 小学館 平15／『ビズの女王さま』（訳） どりむ社 平

15／『ひつじみち』 佼成出版社 平16／『心に残る愛唱歌』 東京書籍 平16／ 『10分で読めるお

話 』(共著） 学習研究社 平17／『エマおばあさんとモミの木：アルザスのファンタジー』 平凡社 平

17／『希望の義足』 日本放送出版協会 平18／『大きな友だちゴリラ』  佼成出版社 平18／『いの

ちのいろえんぴつ』 教育画劇 平18／『コドモときどきあくま』 金の星社 平19／『平和の種』 ど

りむ社 平 19／『あいうえおゴリラ』 えほんの杜 平 20／『ツルのとぶ大地で』 女子パウロ会 平

20／『アンジェラのおねがい』 教育画劇 平20／『１０代をよりよく生きる読書案内』 東京書籍 平

20／『おかあさんのにじ』 チャイルド本社 平22／『１０代をよりよく生きる読書案内 海外編』 東

京書籍 平22／『ほたるにあいたい』 チャイルド本社 平22／『１０代をよりよく生きる読書案内 詩

歌編』 東京書籍 平 23／『ねぇママ』 金の星社 平 23／『たからものがいっぱい！』 フレーベル

館 平 24／『ありがとうのかぜ』 えほんの杜 平 26／『こもりうたのさんぽみち 詩集』 女子パウ

ロ会 平26／『いのりの石 ヒロシマ・平和へのいのり』 フレーベル館 平27／『未来への伝言』 未

知谷 平28 
〔作品〕「夢をうたおう」（作詞）／「ジャンボゴリラと竹の子」（作詞）／「紙ひこうき」（作詞）／「し

ゃぼんだま」（作詞）／「ノアンの夕陽よ」（作詞）／「地震のあしあと 同声合唱組曲」（作詞）／「小猫

の夢」（作詞）／「白い妖精」（作詞） 昭55／「清冽の詩」（作詞） 平元／「たね」（作詞） 平5／「つ

くし」（作詞） 平 6／「お菓子の城：女声合唱組曲」（作詞） 平 7.2／「紙ふぶき」（作詞）／「紙ふう

せん」（作詞）／「すいかのうた」（作詞）／「はるかぜはまほうつかい」（作詞）／「春のあしあと」（作

詞）／「春風模様」（作詞）／「春のじゅうたん」（作詞）／「ぼくのけっさく」（作詞）／「てつぼう」（作

詞）／「あだなはかっぱかっぱっぱ」（作詞） 平 11／「ノクターンの旅人たち：女声合唱組曲」（作詞） 

平13／「りんご」（作詞） 平13／『地雷のあしあと 同声合唱組曲』（作詞） 音楽出版ハピーエコ 平

20 
 

小山 陽子（こやま・ようこ） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『つりがね草』（共著） 自分史出版工房 平17 
〔作品〕 － 
 

こゆず（こゆず） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『天才ゆずぽん。』 メディアファクトリー 平19 
〔作品〕 － 
 

権田 源太郎（こんだ・げんたろう） 

〔雑誌〕「技術開発 双ロール鋳造によるマグネシウム合金板の開発」『アルトピア』35 巻 3 号 平 17.3
／「マグネシウム合金AZ61板のプレス加工の実用性」『プレス技術』46巻14号 通号592 平20.12／
「三人閑談 チェスを楽しむ」『三田評論』1143 平 23.3／「高速双ロール鋳造技術の開発と難燃性マグ

ネシウム合金薄板の製造」『アルトピア』42巻8号 平24.8／「357 急速加熱装置を用いたMg合金のプ

レス加工システムの開発」（共著）『山梨講演会講演論文集』 平 26／「現場の改善チャレンジャー 品質

不良の改善に着手 納期短縮とコスト削減につなげる : 権田金属工業 」（共著）『工場管理 』61 巻 1 号 

通号838 平27.1 
〔図書〕『あゆみ 権田金属工業創立８０周年記念誌』（編） 権田金属工業株式会社 平 10／『挑戦する

チェス』 中央公論事業出版 平13／『はじめてのチェス』 中央公論事業出版 平14 
〔作品〕 － 
 

近藤 典彦（こんどう・のりひこ） 

〔雑誌〕「国語の一貫教育：作文教育について」『成城学園教育研究所研究年報』1巻 昭53.11／「石川啄

木「呼子と口笛」の成立過程を解明するかぎ―北原白秋「思ひ出」の衝撃的なかかわり」『成城文芸』通号

115 昭61.5／「石川啄木「呼子と口笛」成立過程の内面的考察」『成城文芸』通号116 昭61.8／「啄木

関係教材に関する調査と検討：文部省検定教科書(高等学校・国語)を資料として」『成城学園教育研究所研

究年報』9巻 昭61.11／「１９０９年、１０年の交における啄木の思想上の営為--クロポトキン「麺麭の

略取」に出会うまで」『成城文芸』通号120 昭62.7／「日本語教育の原理とその方法」『成城学園教育研

究所研究年報』11巻 昭63.11／「「呼子と口笛」の口絵と「基督抹殺論」―秋水の遺著に重ねた啄木の天

皇制批判」『成城文芸』通号133 平2.12／「石川啄木の借金の論理」『成城国文学』7号 平3.3／「教育

者石川啄木試論」『成城学園教育研究所研究年報』15巻 平4.12／「石川啄木「はてしなき議論の後」の

隠されたモチーフ―「創作」巻頭詩をめぐって」『国語と国文学』70巻10号 平5.10／「毒草」『国文学』

59巻2号 平6.2／「歌集「一握の砂」書名考―(付)「東海の小島…」新釈」『中央大学文学部紀要』通号

152 平6.3／「啄木享受の80年--20世紀から21世紀へ」『国文学』59巻10号 平6.10／「教師の「思

想の枠組み」を打破するために」『日本文学』44巻8号 平7.8／「幸徳秋水の日記--立志,立身そして「大

逆」へ」『國文學』41巻2号 平8.2／「啄木短歌に現れた幸徳秋水 」『新日本歌人 』51巻3号通号589 
平 8.4／「幸徳秋水の思想的転機素描」『初期社会主義研究』通号 10 平 9／「近代文学とローマ字--啄木

ローマ字日記から」『国文学』62 巻 1 号 平 9.1／「牧水と啄木」『国文学』62 巻 2 号 平 9.2／「『ブル

ジョア』 」『国文学』62巻9号 平9.9／「望月善次著『啄木短歌の方法』(ジロー印刷企画)」『国際啄木

学会研究年報』通号 1 平 10.3／「小林寅吉と『ツルゲエネフの物語』」『国際啄木学会研究年報』通号 1 
平10.3／「作品の世界 『母』」『 国文学』63巻11号 平10.11／「ことばを甦らせる、歌を甦らせる 啄
木の歌 新鑑賞５０首」（共著）『國文學』43巻12号 平10.11／「群大生の石川啄木研究(その２)」『語学



－188－ 
 

と文学』36号 平12.3／「続・東雲堂版『一握の砂』からのメッセージ」『国際啄木学会研究年報』通号

3 平12.3／「シンポジウム 『明星』創刊100年と石川啄木」（共著）『国文学』66巻3号 平13.3／「井

上ひさし氏が講演--2001年1月13日東京支部会にて 」『国際啄木学会研究年報 』通号4 平13／「金子

みすゞ「琅〔カン〕集」の研究」『群馬大学教育学部紀要』51 巻 平 14／「佐藤春夫と寛・晶子・啄木」

『国文学』67 巻 3 号 平 14.3／「大逆事件、社会主義運動冬の時代へ」『國文學』47 巻 9 号 通号 686 
平14.7／「大学で文学をどう教えているか」『国文学』68巻1号 平15.1／「『一握の砂』の構造(その３)」
『国際啄木学会研究年報』通号6 平15／「敦の「悟浄歎異」脱稿--あわせて「過去帳」の脱稿」『群馬大

学教育学部紀要』52巻 平15／「啄木の死因は肺結核ではない」『群馬大学教育学部紀要』53巻 平16
／「啄木の病歴」(共著)『群馬大学教育学部紀要』53巻 平16／「特集 啄木の魅力」『国文学』69巻2
号 平 16.2／「『一握の砂』巻頭歌考」『成城国文学』20 号 平 16.3／「北原白秋と「明星」」『国文学』

69巻5号 平16.5／「小林多喜二」『国文学』70巻2号 平17.2／「特別寄稿 「たけくらべ」検査場説

の検証」『国文学』70巻9号 平17.9／「啄木評伝上の訂正事項三題」『国際啄木学会研究年報』通号10 
平 19／「ハラルド・マイヤー 「啄木短歌六首のドイツ語訳」掲載にあたって」『国際啄木学会研究年報』

通号10 平19／「金田一京助『太古の国の遍路から』」『国文学』72巻4号 平19.4／「啄木における布

施の観念--一禎の影の濃さ」『国際啄木学会研究年報』通号 11 平 20／「一九〇六年三月の啄木―渋民日

記に新動向を探る」『国際啄木学会研究年報』通号 12 平 21／「追悼今井泰子氏--その啄木研究に思う」

『国際啄木学会研究年報』通号 13 平 22／「啄木三行書きの意義」『短歌』57 巻 13 号 通号 750 平

22.12／「韓国併合批判の歌六首」『国際啄木学会研究年報』通号14 平23／「石川啄木と幸徳事件--処刑

百年後の今年」『ヒューマンライツ』277号 平23.4 
〔図書〕『マルクスの生産概念』 同時代社 昭 59／『啄木関係教材に関する調査と検討：文部省検定教

科書（高等学校・国語）を資料として』 成城学園教育研究所 昭61／『啄木の歌「いのちなき砂のかな

しさよ…」を新しく解釈する 』 成城学園高等学校 昭 62／『啄木作品をめぐる小論二篇』 近藤典彦 

昭 63／『国家を撃つ者：石川啄木』 同時代社 平元／『石川啄木のワーグナー研究と英書』  成城学

園高等学校 平2／『フェニックスのような：小さな石川啄木論』 成城学園高等学校 平3／『石川啄木

入門』（編） 思文閣出版 平4／『石川啄木の環境論』 成城学園教育研究所 平4／『石川啄木と明治

の日本』 吉川弘文館 平6／『歌集『一握の砂』書名考 』 中央大学文学部 平6／『啄木と大逆事件

をめぐるシンポジウム：国際啄木学会東京大会』 大逆事件の真実をあきらかにする会 平 7／『啄木六

の予言：何が見えたのか、どう書き残したのか』 ネスコ 平7／『平出修と石川啄木』  平出修没後８

０年祭実行委員会 平 8／『岩城之徳氏の大逆事件研究』 大逆事件の真実をあきらかにする会 平 8／
『石川啄木と幸徳秋水事件』（編） 吉川弘文館 平8／『啄木短歌に時代を読む』歴史文化ライブラリー

84 吉川弘文館 平 12／『『一握の砂』の研究』 おうふう 平 16／『一握の砂』（編） 朝日新聞出版 

平20／『復元啄木新歌集』（編） 桜出版 平24／『最後の剣聖羽賀凖一』 桜出版 同時代社 平24／
『名作百年の謎を解く』（共著） 同時代社 平 27／『悲しき玩具 : 一握の砂以後 (四十三年十一月末よ

り) 』 桜出版 平29 
〔作品〕 － 
 

近藤 昌孝（こんどう・まさたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『だってすきなんだもん』 世界文化社 平30 
〔作品〕 － 
 

権守 芳泉（ごんのかみ・ほうせん） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『松籟 : 句集』昭和書院 昭60／『城山町民具所在目録』（共著） 城山町教育委員会 平元 
〔作品〕 － 
 


