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凡　　例

一、本目録は、『駒澤大学仏教学会年報』第 1号（1931 年 2 月）から『駒澤大学仏教
学部研究紀要』第 70 号（2011 年 3 月）までの目次である。但し、『駒澤大学学
報』第 1号〔通巻 11 号〕（1941 年 10 月）から『駒澤大学研究紀要』第 18 号
（1960 年 3 月）までは全学的な雑誌となっているため、仏教学関係の論文のみを
採録した。

一、論題・著者名等は、本文のものを用いた。但し、漢字は原則として常用漢字に統
一した。

一、横書論文は、裏表紙からの頁数をカッコに入れて表示した。
一、「仏教学会会報」等を掲載する号も存するが、それらは全て省略した。
一、その他、誤字・脱字の訂正や、使用の便を考え一部手を加えたものもあるが、煩
雑を避けるため一々指摘しなかった。

一、末尾に、著者名索引を付した。
一、通巻で 12 号までは書名・巻数ともに不統一である。そのため、著者名索引での

便を考え、本来の巻数のあとに通巻番号を〔　〕に入れて表記した。
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著　者　名　索　引

凡　　例

一、索引は日本語と英語に大別し、さらに日本語のものは、論文、訳注・訓読、翻
刻・資料、目録・索引、講演、書評・論評、報告・その他、に分類した。

一、日本語論文は著者の姓名の 50 音順とし、掲載号・頁数を表示した。ただし、外
国人執筆者名の場合は日本語読みとした。英語論文は著者名のファミリーネーム
の abc順に配列した。

一、通巻で 12 号までは書名・巻数ともに不統一であるが、索引では使用の便を考え
通巻番号を採用した。また上下２巻に分かれている号は、「4a」「12b」のように
表記した。
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榑林　皓堂　5b-68、8-29、9-1、
　　　　　　10-7、13-13、14-17、
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　　　　　　52-201、53-229、
　　　　　　54-147、55-149、
　　　　　　57-271、58-131、
　　　　　　59-89、60-199、61-73、
　　　　　　62-43、63-17、64-1、
　　　　　　65-19、66-1、67-97、
　　　　　　68-45
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佐藤　泰定　2-135、4a-114
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　　　　　　35-19、36-32、39-37、
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　　　　　　11-45
青龍　宗二　31-221、38-135、
　　　　　　41-248、45-163、60-1

【た】
高崎　直道　17-(17)、22-86、
　　　　　　23-88、25-(1)、26-54
高橋　秀栄　67-267
田上　太秀　23-162、28-85、
　　　　　　29-113、37-(1)、
　　　　　　39-127、44-(1)、62-1
竹内　道説　5b-102
立花　俊道　3-51、5b-30、7-1
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田中　良昭　22-144、23-126、
　　　　　　25-44、26-90、31-161、
　　　　　　37-51、38-51、39-67、
　　　　　　41-199、45-32、
　　　　　　56-(1)、60-31
圭室　諦成　9-71

【つ】
角田　泰隆　48-106
角田　春雄　12a-110、12b-41

【て】
程　　　正　69-121

【な】
永井　政之　70-1
中根　専正　22-135
中野　東禅　51-268
永久　岳水　5a-88、8-73、10-86、
　　　　　　13-76、15-95、17-111、
　　　　　　21-150、22-45、23-59、
　　　　　　24-1
奈良　康明　22-(1)

【に】
二宮　守人　3-169

【ぬ】
忽滑谷快天　1-10

【の】
納冨　常天　31-181、50-157
野村　八良　18-65

【は】
袴谷　憲昭　34-(25)、36-(1)、
　　　　　　37-(60)、43-(41)、

　　　　　　44-198、46-(1)、
　　　　　　47-120、49-(16)、
　　　　　　50-(1)、51-(1)、65-1、
　　　　　　67-53、68-(9)、69-(1)
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長谷部八朗　56-213、58-185
波多野英咲　3-125
林屋友次郎　1-101、2-25、3-13、
　　　　　　4a-55、5b-120、6a-40
原田　弘道　26-156、27-90、30-57、
　　　　　　31-239、32-157、
　　　　　　33-117、34-99、
　　　　　　35-130、36-126、
　　　　　　39-145、40-84、
　　　　　　41-269、43-26、
　　　　　　44-109、46-48、48-1、
　　　　　　51-84、53-21、54-1、
　　　　　　55-1、57-25
晴山　俊英　60-401、61-415、
　　　　　　64-119、67-255

【ひ】
東元　慶喜　21-124、39-59、40-51
東元　多郎　12a-95
挽地　茂男　59-(19)、60-(41)、
　　　　　　63-(89)
平井　俊栄　23-143、24-97、25-78、
　　　　　　26-118、27-50、28-46、
　　　　　　34-48、36-75、37-72、
　　　　　　41-178、42-22、44-29

【ふ】
福田　孝雄　50-170
藤原　暁三　2-102
古坂　明詮　5b-141
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【ほ】
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　　　　　　21-5、23-1

【ま】
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増永　霊鳳　1-157、3-77、5a-68、
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松添　勤成　1-175
松本　晧一　35-57、40-62、41-167、
　　　　　　44-1、47-1、50-1、
　　　　　　51-50
松本　史朗　41-(37)、43-(79)、
　　　　　　56-127、57-115、
　　　　　　60-123、61-141、
　　　　　　63-(1)、67-(1)

【み】
水野　弘元　1-134、12b-3、13-33、
　　　　　　14-30、15-15、17-17、
　　　　　　19-11、21-52、23-13
皆川　広義　41-256、53-1
峰岸　孝哉　43-66
宮本　正尊　21-37

【む】
村松　哲文　69-83

【も】
持田　　訓　1-164
ジョアキン・モンテイロ　60-419

【や】
安田　一雄　5b-173
山内　舜雄　12b-54、19-63、
　　　　　　21-133、22-58、24-24、
　　　　　　26-39、29-14、31-39、
　　　　　　32-15、33-1、35-1、
　　　　　　37-1、39-1、40-18、
　　　　　　41-73、42-1、51-1
山上　曹源　5b-168
山口　等澍　5a-44、5b-186、7-134、

8-45、10-22
山口　瑞鳳　31-(15)
山崎　和美　70-(99)
山田　霊林　18-1

【よ】
余語　翠巌　6b-115、8-169、9-179
吉沢　文男　14-195、16-150
吉津　宜英　30-141、31-307、
　　　　　　32-197、33-173、
　　　　　　34-151、35-205、
　　　　　　36-169、37-168、
　　　　　　38-145、39-195、
　　　　　　40-176、41-300、
　　　　　　47-94、61-225、63-1
吉村　　誠　62-223、67-(35)、69-99
四津谷孝道　57-(23)、60-(1)

【り】
林　　鳴宇　68-(107)

【わ】
若月　正吾　29-32、36-19、41-96、
　　　　　　43-1
若守　義孝　1-42、5b-205
鷲尾　順敬　8-24
渡部　賢宗　18-42
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和田　謙寿　27-25、28-32、31-69、
　　　　　　32-43、39-21、40-36、
　　　　　　41-128、45-18、51-35
渡辺　楳雄　2-75、4a-7、5b-212、
　　　　　　6a-114、9-113

《訳注・訓読》　

【あ】
阿部　文雄　6a-151

【い】
池田　魯参　56-27
石井　修道　46-79、52-1、53-37、
　　　　　　54-19、55-19、56-67、
　　　　　　57-51、58-19、59-19、
　　　　　　60-53、61-1、67-1
伊藤　秀憲　41-351、43-117、
　　　　　　44-268、45-199、
　　　　　　49-20、51-126、
　　　　　　52-111、53-209

【お】
岡部　和雄　26-136、32-(50)
小川　　隆　52-1、53-37、54-19、
　　　　　　55-19、56-67、57-51

【か】
片山　一良　53-(19)

【さ】
佐田　馨苗　4a-139

【す】
末永　真海　9-56

【た】
高崎　直道　20-(1)、21-(16)
田中　良昭　44-46

【て】
程　　　正　65-139、66-269

【な】
永井　政之　47-190、48-42、50-51、
　　　　　　51-160、52-167
奈良　康明　24-(34)、24-(13)、
　　　　　　25-(28)

【は】
袴谷　憲昭　35-(1)、41-(1)

【ひ】
東元　慶喜　18-31、41-50
平井　俊栄　49-(1)、53-(1)

【ふ】
福田　孝雄　27-(18)、28-65

【ま】
松本　史朗　43-(79)

【り】
林　　鳴宇　66-333、69-143
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《翻刻・資料》

【い】
飯塚　大展　57-333、58-251、
　　　　　　59-137、60-241、
　　　　　　61-287、62-99、63-79、
　　　　　　66-55、67-145、68-79、
　　　　　　69-49
池田　魯参　31-259
石井　修道　37-110、38-97、40-129
石川　力山　36-231、53-127、
　　　　　　54-57、55-41
伊藤　俊彦　31-89
伊藤　隆寿　35-227、37-194、
　　　　　　38-167、42-45
岩永　正晴　59-275、60-347、
　　　　　　61-345、62-161

【お】
大久保道舟　8-付0

【か】
鏡島　寛之　10-123
片山　一良　37-(15)、39-(1)
河村　孝道　32-95、33-41、34-64、
　　　　　　35-72、36-55、37-18、
　　　　　　38-13、39-91、41-212、
　　　　　　44-66、45-45、46-9、
　　　　　　47-33、56-1、57-1、
　　　　　　58-1、59-1、60-13、
　　　　　　61-55

【こ】
小坂　機融　56-1、57-1、58-1、
　　　　　　59-1、60-13、61-55

【さ】
佐田　馨苗　9-191
佐藤　秀孝　56-167、69-1
佐藤　俊晃　53-127、56-213、58-185

【し】
椎名　宏雄　44-325、54-189、62-15
柴崎　照和　52-54、56-87
【た】
高橋　秀栄　50-192、51-248、
　　　　　　52-257、54-215、
　　　　　　56-291、58-307、
　　　　　　59-339、65-159、66-299
田中　良昭　44-46

【な】
永井　政之　43-131、44-281、
　　　　　　45-227、46-156

【は】
袴谷　憲昭　48-(1)
長谷部八朗　56-213、58-185

【ひ】
東元　慶喜　40-51

【ま】
松田　陽志　66-187
松本　晧一　40-62

【よ】
吉津　宜英　52-54、56-87

【わ】
渡辺　楳雄　7-165
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《目録・索引》

【い】
石井　修道　42-(18)、43-(1)
石川　力山　53-127、54-57、55-41
伊藤　隆寿　54-(1)

【か】
片山　一良　40-(1)
金沢　　篤　69-(47)

【く】
熊本　英人　60-(21)、61-(29)

【さ】
佐藤　俊晃　53-127、56-213

【し】
椎名　宏雄　46-196

【た】
田中　良昭　27-(1)、29-(1)、
　　　　　　32-(30)、34-(1)

【は】
長谷部八朗　56-213

【未詳】
21-191、21-193、41-(65)、
70-(1)

《講　演》

【え】
衛藤　即応　4b-1、5a-156

【き】
岸沢　惟安　7-付1

【さ】
沢木　興道　6b-20

【た】
高楠順次郎　5b-232

【ぬ】
忽滑谷快天　5b-221

【は】
橋田　邦彦　6b-169

《書　評》

【ま】
増永　霊鳳　6b-201
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《報告・その他》

【え】
衛藤　即応　1-1

【お】
大森　禅戒　5b-序1

【き】
岸沢　惟安　7-付16

【く】
榑林　皓堂　21-1

【こ】
光地　英学　41-無

【す】
末永　真海　6a-201

【た】
立花　俊道　11-i
建部　遯吾　5b-98

《英　文》

【Ｈ】
Hakamaya Noriaki　31-(8)、32-(1)、

33-(1)、42-(1)、
45-(1)

【Ｍ】
Masunaga Reiho 　16-(1)、17-(1)、

18-(1)、20-(23)、
21-(1)、24-(1)、
24-(8)

Matsumoto Shiro 　52-(1)、55-(1)、
68-(1)

【Ｏ】
Okabe Kazuo　　　 38-(1)

【Ｗ】
Weinstein Stanley　 18-(14)

【Ｙ】
Yokoi Kakudo　　　31-(1)
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