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「 日本列島 にお ける竹 の文化史」
『 竹 の民俗誌一―列島文化 の深
層 を掘 る』 大阪人権歴史 資料館、 1990年 1月
「 日本民族 の諸源流 と天皇制 の形成」上『 社会主義 と労働運動』

1990年 2月
「天皇 と賤民」吻 U冊 仏教』春季号、 1990年 3月
「瀬戸内海 の海賊衆一― 日本 の海人 の源流 を探 る」
『 新 日本文学』
春季号、新 日本文学会、 1990年 4月
「竹細 工 と被差別民一一 日本民俗史 の深層 を探 る」
『 部落解放』
309号 、 1990年 5月
゛
「 アジア文 明体系 の評価 をめ くって」
『 比較文明』 5号 、比較文
明学会、 1990年 9月
「大嘗祭の起源 とその思想一一収奪・服属・聖別 の呪術儀礼」
『部
落解放』316号 、 1990年 10月
「闇 の王 国 Nepal」 『 マ ージナル』6号 、現代書館、1990年 10月
「 日本仏教 と被差別民」陽 J冊 仏教』 19号 、 1991年 4月
「野間宏・その 〈
人生の磁場〉
」
『 文芸』特集号、河 出書房、 1991
年 5月
「仏教 と差別」
『仏教』6月 号、 1991年 6月
「 カース ト制 の思想史的背景」
『季刊 仏教』 19号 、1992年 4月
「竹の文化」
『 大塚薬報』465号 、大塚製薬、 1992年 5月
『 高橋貞樹 被差別部落一 千年史』校注・解説、岩波書店、 1992
年 12月 、349頁
「高橋貞樹 と水平社創立前後一一『被差別部落一 千年史』 (岩 波
文庫 )刊 行 によせて」
『部落解放』355号 、 1993年 3月
「竹 の博物学」
『サ ライ』4月 15日 号、小学館、 1993年 4月
「 日本列島 にお ける食 肉 の歴史 (一 )」 『 部落解放 と大学教育 』9

号、全国大学同和教育研究協議会、1993年 5月
「〈
特殊部落〉 とい う言葉 の意味す るもの」
『 コベル』5月 号、京
1993年
5月
都部落史研究所、
「天皇王権 と瀬戸内海 の海賊」陽 U冊 歴史読本』 7月 号、新入物
往来社、 1993年 7月
「瀬戸内部落 の歴史」
『部落解放』364号 、 1993年 10月
゛
「隼人舞 の源 流 をめ くって」
『舞 踊文化』2号 、舞踊文化研究所、
1994年 1月
「古代 の 〈
貴・ 賤観〉 か ら中世 の 〈
浄・ 機観〉へ 」
『部落解放 と
大学教育』 10号 、 1994年 1月
「東南ア ジアにお ける被差別民 の芸能」
『学習院大学東洋文化研
究所 0ア ジア研究 プ ロジェク ト』 1994年 1月
「触機思想 と斃牛馬処理」
『部落解放 と大学教育』 11号 、1994年

8月

風 の丘 を越 えて・西便
「韓国 の放浪芸 と日本 の放浪芸一一映画 《
゛
制》をめ くって」
『部落解放』380号 、 1994年 10月
「竹・ 笹 の民俗学」
『挿花』 10月 号、小原流出版部、1994年 10
月
「 日本 の聖 と賤――近世被差別部落の生業 と文 化」鳥取県部落解
放研究所、 1994年 10月
「塩飽諸島 にお ける家船漁民 の歴史」部落解放研究所、 1994年

12月
「最後 の旅芸人」
『 へ るめす』 7月 号、岩波書店、 1995年 7月
「転換期 に立つ部落解放運動」
『 部落解放 と大学教育』12号 、1995
年18月
「 トラジャ族 の埋 葬儀礼」
朝 日新聞社、
『 アサ ヒグラフ』3851号 、

1996年

3月

「瀬戸内 の被差別部落 と家船漁民」
『 部落解放 と大学教育』13号 、

1996年

5月

゛
「永井荷風 の 〈
近代 日本文明〉批判 をめ くって」
『桃 山学院大学
国際文化論集』 14号 、 1996年 9月
「熊野 にお ける大逆事件 と被差別部落」
『 へ るめす 』64号 、岩波
書店、 1997年 1月
「東西文化交流史 にお ける F.ザ ビエルーー人類史 の大転換期 に
あって、改めて宗教 の意義 を問 う」
『 桃山学院大学 キ リス ト
教論集』33号 、 1997年 2月
「 門付 けの祝福芸 0万 歳 の歴史」三重県立人権 セ ンター、 1997
年 3月
「高木顕明 と新宮 の被差別部落」
『 身同』真宗大谷派同和推進本
部、 1997年 4月
「医薬道 と身分制度――卑賤視 されて いた「 野巫医者」
」
『部落解
放』421号 、 1997年 5月
゛
「瀬戸内水軍 と被差別部落―― その歴史的起源 をめ くって」
『部
落解放 と大学教育』 14号 、 1997年 9月
「身分・ 身分制度 についての原論的考察」
「 アジアにお ける身分
制度 の三 大源流―― 〈
身分〉観念 の比較研究―― 」
『 国際身分
制研究会 中間報告書』部落解放研究所、 1998年 3月
「政治権力か、民衆意識か――「身分制 と部落差別」 の根源 にあ
るもの」
『部落解放』467号 、2000年 3月
「大逆事件 と部落問題――熊野 0新 宮 グルー プ と被差別部落」
『部
落解放』478号 、2000年 12月
゛
「
「部落史」 をめ くる研究 ノー トーー戦後 の思想史 をた どりなが
ら一―」
『第 Ⅱ期国際身分制研究会報告書』部落解放・人権研
究所、2001年 3月
『 三角寛サ ンカ選集』第 6巻 「サ ンカ社会 の研究」解題、現代書
館、2001年 4月
「漂泊民「サ ンカ」の実像―― その歴史 と民俗」
『 部落解放』493
号、2001年 11月
「播州歌舞伎 と柳 田國男――高室芝居 の起源 と歴史」
『研究紀要 』

4号

、兵庫県人権啓発協会、2003年 3月
「変貌す るイ ン ド社会―一揺 れ動 くカース ト制度」
『第 Ⅲ期国際
身分制研究会報告書』部落解放 。人権研究所、2003年 6月

「変貌す るイ ン ドのカース ト制度――差別改善政策 の現状」
『部

「図書紹介 興味深 い「境界」論 ―一八木晃介『現代差別 イデオ
ロギー批判』」
『解放新聞』 1209号 、 1985年 2月

落解放』519号 、2003年 6月
「〈
研究 ノー ト〉近代史 にお ける「先住民」問題―一人類史 の転
換点 に立 って 」
『 桃 山学院大学総合研究所紀要』29巻 3号 、

2004年 2月

1594号

「播磨国 と渡来系文化一一芦屋道満伝説 をめ ぐって」
『 研究紀要』
5号 、2004年 3月
1990年
「伯者地方 にお ける「周縁 の民」――鉢屋 0鉢 叩・ 鉦打・ 茶第 を
め ぐる覚書」
『部 落解放 と大学教育』 19号 、2006年 3月
「佐渡―― その歴史的風土の特質」
『部落解放 と大学教育』19号 、
2007年 7月
「先住民「土蜘蛛」 をめ ぐって一一熊野・吉野 にその足跡 をた ど

1991年

る」
『 部落解放 と大学教育』20号 、2008年 6月
「「 しのだづま」伝説 と熊野街道」
『 堺・ 南大阪地域学研究論集』
1号 、大阪府立大学、2008年 3月
『 池田家三代 の遺産――姫路城 の 創業者 "』
「播磨万歳 と池田氏」
神戸新聞総合出版 セ ンター、2009年 8月

年 9月
評論 0シ ンポジウム報告・ 講演録・ 座談会・ 対談・ 鼎談・
新聞記事等
「 シンポジ ウム・ 学 生 ス トの問題」 (中 野好夫・ 森有 正 0尾 高朝
雄・ 武井昭夫)『 展望』9月 号、筑摩書房、 1948年 9月
「 日本学生運動史 (一 )」 『学 生評論』9月 号、 1948年 9月
「 日本学生運動史 (二 )」 『学生評論』 10月 号、 1948年 10月
陥 1作 発動機 工場」
『学生評論 』 11月 号、 1948年 11月
「民主革命 と学 生運動 の地位」(武 井昭夫 との共同執筆 )『 文化革
命』 13号 、 日本民主文化連盟、 1948年 11月
「ル ポ 0乾 いた街」
『 改造』 10月 号、 1953年 10月
「戦後 ナ シ ョナ リズム論」 (中 野好夫 との対談 )『 現代 の理論』4
号、 1964年 7月
現代評論社、
「「構造改革」論争 の諸問題」
『現代 の眼』7巻 3号 、

6

『 部落解放 と大学教育』24号 、2011年 3月
「 近江 の被差別民 とその文 化一―「卑賤 の野巫医者」 をめ ぐっ
て」
『部落解放 と大学教育』25号 、2012年 3月
・「鉦打」
・「茶究」0「 ささ
「京都 の風物詩「鉢叩 き」一一「鉢叩」
26号
と
ら」をめ ぐって」
大学教育』
、2013年 3月
『部落解放
「 なにわの文化 と被差別民一―私 が見た昭和前期 のデ ィー プ・サ
ウス」
『部 落解放 と大学教育』27号 、2014年 3月
「水平社結成前 の奈良県 の部落 の状況」
『 部落解放 と大学教育』

28号 、2015年 3月

5 書評
『朝 日ジャーナル 』 702号 、
「伊藤成彦著『「近代文学」派論』」

1966年

1972年 8月

゛
「大 江健 三 郎 著『 みず か ら我 が 涙 を ぬ くい た ま う日』」
『朝 日
ニ
ジャ ナル』722号 、 1972年 10月
『朝 日ジャーナル』733号 、1973年 3月
「 S.マ レ『 労働者権力』」
『週刊読書人』994号 、
」
「山之内靖著『 社会科学 の方法 と人 間学』
読書人、 1973年 9月
「小松茂夫著『 歴史 と哲学 の対抗』
『月刊 エ コノ ミス ト』4月 号、
」
1974年
4月
毎 日新聞社、
『週刊読書人』1057号 、1974
「長谷川宏『 ヘーゲル の歴史意識』」
12月
年
『 日本読書新聞』
「 K.レ ー ビ ッ ト著『 ヘ ーグル とヘ ーグル左派 』」
1811号 、 日本出版協会、 1975年 4月
「 高島善哉著『 マル クス とヴェバ ー』」
『週刊読書人』 1105号 、
1975年 11月
「A.シ ャフ著『 マル クス主義 と個人』」
『 週刊読書人』 1138号 、
1976年 7月
「森長英 三郎著『 禄亭大石誠 之助』」
『 朝 日ジャー ナル 』987号 、
1978年 1月
「菊地 昌典著『現代 ソ連論』 朝 日新聞外報部編『革命 60年 の ソ
連』」
『 朝 日ジャー ナル』989号 、 1978年 1月
」
「 日本科学者会議編『東京湾』
『 エ コノ ミス ト』3月 4日 号、1980

卜』8月 26日 号、 1983年 8月
「本 の紹介 /ダ ナ ンジ ャイ・ キール著 0山 際素男訳『 ア ンベ ー ド
カル の生涯』」
『 部落解放』201号 、 1983年 8月
41

9月

『す ばる』1月 号、
「諏訪春雄著『 日中比較芸能史』」
集英社、1994
年 1月
「宮田登『 ケガ レの民俗誌』」
岩波書店、1996
『 へ るめす』9月 号、

「「邪馬台国」論争 の今 日的 な意義―― 日本史再 構築 の重要 な
キーノー ト」
『部落解放 と大学教育』23号 、2010年 7月
「 大阪 の「悪所」 の歴史 と文化一―色町・ 芝居町・ 被差別地 区」

年 3月
「図書紹介 近世賤民史研究 の礎石 荒井貢次郎『近世被差 別社
会 の研究』」
『解放新聞』971号 、解放新聞社、 1980年 5月
゛
「書評 /八 木晃介著『 差別 の意識構造』― 一方法 の問題 をめ くっ
て」
『 部落解放研究』22号 、 1980年 7月
『 週刊 ポ ス
「 ダナ ンジ ャイ・ キ ール 著『 ア ンベ ドガル の生 涯』」

『比較文明』4号 、 1988年 4月
「梅悼忠夫著『 日本 とは何 か』
」
「京都部落史研究所編『 京都 の民衆 と芸能』」
『朝 日ジャーナル 』
1989年
6月
、
「り
‖喜田二 郎『 ヒマ ラヤ・ チベ ッ ト 0日 本』
」
『 比較文明』6号 、
6月
「図書紹介 近代部落史 に一石 『 洞村 の強制移転』
」
『解放新聞』
1507号 、1991年 1月
「津田元一郎著『 アー リア とは何 か・その虚構 と真実』
」
『 エ コノ
ミス ト』3月 26日 号、 1991年 3月
「脇 田修著『 河原巻物 の世界』」
『 エ コノ ミス ト』 10月 15日 号、

3月

「戦後学生運 動 の原点」 (高 橋和 巳 0柴 田翔 との鼎談 )『 現代 の理
論』28号 、 1966年 5月
「転向 の問題 をめ ぐって」 (飛 鳥井雅道・ 中岡哲郎・ 山崎春成 と
のシ ンポジウム)『 現代 の理論』33号 、 1966年 10月
「現代 を生 きる思想 の課題」 (日 高六 郎・ 長洲 一二 との座談会 )
『 現代 の理 論』38号 、 1967年 3月
「現代史 にお けるマル クス主義思想――歴史創造 の与件 と主体」
『現代 の眼』4巻 6号 、 1967年 6月
「人間論 にお け るイデオ ロギ ー と科学―一 イ ンダス トリア リズ
ム と行動科学 をめ ぐって」
『季 刊 社会科学』 12号 、経済往来
社、 1968年 1月
「変革 の時代 にお ける人間 主体」
『 別冊 潮』 14号 、潮 出版社、

1969年

8月

『朝 日
「全学連結成 の心 と力 上 激動 の大学・ 戦後 の証言⑥」
ジャーナル』561号 、 1969年 11月
『朝 日
「全学連結成 の心 と力 下 激動 の大学・ 戦後 の証言⑦」
ジャーナル』562号 、 1969年 11月
「情報化社会 へ の展望」 (シ ンポジウム)『 現代 の理論』 71号 、
1967年 12月
近代文学〉 の位置」 (小 田切秀雄・ 柴田翔
「戦後思想 にお ける 〈
との座 談会 )『 現代 の理論』 100号 、 1972年 5月
「 〈自然 一人間〉系 と文 明」
『 現代 の理 論』 107号 、1972年 12月
党〉 と文 学 の問題一―組織 と人間」 (柴 田翔・
「戦後 にお ける 〈
高史明 との座談会 )『 現代 の理論』 118号 、 1973年 11月
「 マル クス研究 の現段階 と課題」 (森 田桐郎・望月清司・細見英・
重田晃一 との座談会 )『 現代 の理論』 120号 、 1974年 1月
「我 が青春 にお ける野間宏」集英社版 日本文学全集『 野間宏集』
月報 54、 1974年 1月
「戦後思想 にお ける梅本哲学」
『 朝 日新聞』1月 31日 付、1974年

1月

「
『 ドイツ・ イデオ ロギー』 と疎外・ 物象化 の理論」 (森 田桐郎・
望月清司 0細 見英・ 重田晃一 との座談会 )『 現代 の理 論』 122
号、 1974年 3月
「報告「 ド・ イデ」 と疎外・ 物象化 の理 論―一広松説批判」
『現
代 の理論』 122号 、 1974年 3月
「
『経済学批判要綱』研究 の問題点」 (森 田桐郎・望月清司・細見
英・重田晃一 との座談会 )『 現代 の理 論』 125号 、1974年 6月
゛
「報告 〈
資本 の文 明化作用〉をめ くる諸問題」
『現代 の理論』125
号、 1974年 6月
「 マル クス にお ける自由概念」 (内 田弘 。
杉原 四郎 との鼎談 )『 現
代 の理論』 131号 、 1974年 12月
「 〈自由〉論 にお ける「 ヘ ーグル 0マ ル クス問題」
」
『現代 の理論』
131号 、 1974年 12月
「依存関係論 にお けるヘ ーゲル とマル クス」 (花 崎皐平・ 望月清
司 との鼎談 )『 現代 の理論』 134号 、 1975年 3月
「 南但馬 の小 さな部落で」
『 現代 の理論』 138号 、 1975年 4月
「南但馬地方 の被差別部落――解放教育問題 にふれ なが ら」
『現
代教育科学』 18巻 7号 、明治図書出版、 1975年 7月
「被差別部落の歴史的起源 」 (原 田伴彦・ 野間宏・ 船越 昌・ 生瀬
克 己・ 寺木伸明 との座談会 )『 現代 の理 論』 153号 、 1976年
10月
「初期水平運動 と高橋貞樹――水平運動 の古典『特殊部落一 千年
゛
史』 をめ くって」
『解放新聞』802〜 803号 、 1977年 1月
「 原視座 "の 回復 が先決一一人類史的 に とらえたマル クス の意
『朝 日ジャー ナル』 947号 、 1977年 4月
義」
1930年
「
代 にお けるマル クス主義運動」(井 汲卓一 との対談 )『 現
の理
代
論』 14巻 5号 、 1977年 5月
「運動史 にお ける 〈
実像〉 と 〈
虚像〉――河上肇 と風間大吉 につ
いての断想」
160号 、 1977年 5月
の理
現代
論』
『
「 新 しい文明 モ デル を うち立て るために」 (中 岡哲郎 との対談 )
『社会主義 と労働運動』3月 号、 1978年 3月
「現代文明批判 と人間解放の論理――野間宏著『現代 の王 国 と奈
落』 によせて」
『 部落解放』 118号 、 1978年 5月
「 自主管理社会主義 と新 しい運動主体 の形成」
『月刊社会党 』260
号、 1978年 6月
「東 アフ リカ か けある記 "」 『解放新聞』879〜 884号 (6回 連
載 )、 1978年 7〜 8月 。
「 マル クス主 義 は死んだか―一 ユ ー ロコ ミュニズム とマル クス
主義の行方」 (竹 内良知 0い いだ ももとの座談会 )『 理想』544
号、理想社、 1978年 9月
「天皇制文化 と賤民文化」 (野 間宏 との対談 )『 使者』2号 、小学
館、 1979年 7月
シンポジ
ウム・ 日本社会党 の可能性」 (飛 鳥田一雄・清水慎三 。
「
山崎春成 )『 社会主義 と労働運動』8月 号、 1979年 8月
「報告 80年 代 の革新 の課題 は何か――新 しい く
文明モ デル〉の
倉U出 を目ざして」
『月刊社会党』276号 、 1979年 9月
「討論 状況 の変化 と革新 の現状」
『月刊社会党』276号 、 1979
年 9月
「部落解放理論 にお ける 〈
階級〉 と 〈
身分〉の問題」
『解放新聞』
944号 0948号 、 1979年 11〜 12月
「理 論問題座談会 解放理論 の創造 をめざして」 (大 賀正行・ 師
岡佑行 との座談会 )『 解放新 聞』953〜 956号 (4回 連載 )、

1980年 1〜 2月
「全体革命 内包す る闘 い」 (第 2回 部落解放研究者会議 の発言 )
『解放新聞』960号 、 1980年 3月
「
『 近代 の崩壊 と人類史 の未来』――私 の仕事」 (イ ンタ ビュー)
『 毎 日新聞』4月 21日 付、 1980年 4月
「 シンポジ ウム・社会主義 の復権」 (平 田清明・水原輝雄 )『 社会
主義 と労働運動』 7月 号、 1980年 7月
「 日本文化史 にお ける賤民文化の位置」
『解放新聞』985〜 1049
号 (14回 連載 )、 1980年 9月 〜 1981年 12月
「〈
漂泊 と芸能〉の世界一― 門付 け芸 の意味す るもの」(野 間宏 と

の対談 )『 差別 とたたか う文化 』9号 、 1980年 11月
「 シンポジ ウム・世界資本主義 の危機 と労働運動」 (E.マ ンデル・
本多健吉・ 竹浪祥 一 郎 ら)『 社会 主 義 と労働運動』 12月 号、
1980年 12月
「理論の一層の発展 を」 (「 解放新聞 1000号 記念 レセ プシ ョンで
の ことば)『 解放新聞』 1002号 、 1980年 12月
「賤民史―― その忘れ られた側面」 (横 井清・土方鉄 との座談会 )
『解放新聞』 1003〜 1006号 (3回 連載 )、 1981年 1〜 2月
「天皇史 に対 し賤民史 を」(第 2回 理論委員会 での発言 )『 解放新
聞』 1018号 、 1981年 4月
「 シンポジ ウム・ 曲が り角 にきた 日本 を どう捉 えるか」 (平 田清
明・中岡哲郎 0山 崎春成 )『 社会主義 と労働運動』6月 号、1981
年 6月
「水平社 はか くして生 まれた」
『解放新聞』1060号 、1982年 3月
「 三 国連太郎 さんにき く一一親鸞伝説 をひっ くり返す」 (イ ンタ
ビュアー・ 沖浦和光)『 解放新聞』 1081号 、 1982年 8月
「差別・ 被差別 の新座標 を探 る 0イ ン ドの旅 か ら中国・ 日本 へ 」
(1)『 朝 日ジャーナル』 1236号 、 1982年 10月
「差別 ・被差別 の新座標 を探 る 0イ ン ドの旅 か ら中国・ 日本 へ」

(2)『 朝 日ジャーナル』 1237号 、1982年 10月
「差別・ 被差別 の新座標 を探 る 。イ ン ドの旅 か ら中国 0日 本 へ」
(3)『 朝 日ジャーナル』 1238号 、1982年 10月
「差別・ 被差別 の新座標 を探 る・ イ ン ドの旅 か ら中国 0日 本 へ 」
(4)『 朝 日ジャーナル』 1239号 、 1982年 11月
「差別 。被差別 の新座標 を探 る・ イ ン ドの旅 か ら中国 0日 本 へ」
(5)『 朝 日ジャーナル』 1240号 、1982年 11月
「差別 。被差別 の新座標 を探 る 0イ ン ドの旅 か ら中国・ 日本 へ 」
(6)『 朝 日ジャーナル』 1241号 、 1982年 11月
「 イ ン ドネ シアの旅 か ら」
『解放新聞』1095〜 1112号 (10回 連
1982年
11月
〜
1983年
3月
載 )、
「三好の鵜飼」
『解放新聞』 1099〜 1102号 (4回 連載 )、 1982年

12月

「 マル クスの歴史認識一一 その西 欧中心史観 の限界」
『社会 主義
と労働運動』 7月 号、1983年 7月
「石尾芳久『 一 向一 揆 と部落』東義和『被差別部落 と一揆』――
《
貴・ 賤》 に 《浄・ 機》観 が重 なった差別形成 の原点」
『朝 日
ジャーナル』 1277号 、 1983年 7月
「紀州北栄部落 の歴史 と生活」
『解放新聞』1143〜 1149号 (6回
連載 )、 1983年 10〜 12月
゛
「 いまあえて間 う江戸文化 と近代 日本 をつ な くもの」 (野 間宏 と
の対談 )『 す ばる』5巻 10号 、 1983年 10月
「 ァジァにお ける被差別民衆 の歴史 と文 化――『 アジァの聖 と
゛
賤』 をめ くって」 (野 間宏・ 土方鉄 との座談会 )『 部落解放』
204号 、 1983年 11月
「 日本 の文化 と技術 を担 った被差別民」
『同和教育資料 』第 5集 、
全国同和教 育研究協議会
「部落解放理論 の新 たな創造 ヘーー綱 領改正 案 を中心 に」 (大 賀
正 行・ 原田伴彦 との座談会 )『 解放新聞』 1153〜 1157号 (5
回連載 )、 1984年 1〜 2月
「戦後世代 か ら見 た河上 肇」
『 河上肇全集 』月報 24、 岩波書店、

1984年

2月

「近世民衆文明 の足跡」
『毎 日新聞』3月 15日 付、 1984年 3月
「鳥取・ 円通寺 のデ コ芝居」
『解放新聞』 1171〜 1177号 (6回
連載 )、 1984年 5〜 7月
「 中国 の良賤制 とイ ン ドのカース ト制」
『同和教育長野』206号 、

1984年

8月

「一 向一揆 と被差別民」三郷町教育委員会、 1984年 10月
「 日本 的近代 化 の 波 に洗 われ る人 食 い (カ ニバ リズ ム)の 神
話――北 スマ トラ・バ タック族 の世界」
『 Asahijournal』 1341
号、朝 日新聞社、 1984年 10月
「演 じること生 きる こと一―旅芸人 の世界 をみて」 (土 方鉄 との
対談 )『 解放新聞』 120401206号 、 1985年 1月

「 アジアの聖 と賤」
『 月刊 チ ャベル 0ア ワー』 126号 、同志社大
学宗教部、 1985年 2月
「 イ ン ド・ ボ ー パ 砂 漠 の 英 雄 を た た え る絵 と歌 」 (イ ン タ
ビュー)、 「韓国 0男 寺党 日帝 の弾圧下 を生 き抜 いて」 (イ ン
タ ビュー)、 「イ ン ド・ ラーイー 神 に捧 げ る情熱 と官能 の踊
り」 (イ ンタ ビュー)、 『 部落解放』225号 、 1985年 2月
「世界 を歩 いて身分問題 を考 える」(菅 孝行 との対談 )『 モ グラ叩
き時代 のマル キ シズム』現代企画社、 1985年 5月

「戦後 の教室風景」
『 英語青年』 131巻 9号 、研究社、 1985年 7
月
5月
「裁判 の見直 しへ」 (狭 山特別抗告棄却 に対す る各界 か らの抗議
の声 )『 解放新聞』 1228号 、 1985年 7月
「第二 次世界大戦下 の青春」
『 十五 年戦争 の証言』ツL山 学院大学
1985年
8月
2月
教員有志編、
「根本的問 いか けが」 (「 部落解放基本法」制定 へ 向 けて。第 19
回部落解放全国研究集会で の発言要 旨)『 解放新聞』1240号 、

1985年 9月
『南海道研究』 101号 、南海道綜合研究
「人間的生活 と自然財」
所、 1985年 10月
「辺境 の旅」
『 ニ ュース・ レター』31号 、アルパ イ ン・ ツアー・
サ ー ビス、 1986年 1月 、
『文学』2月 号、岩波書店、 1986年 2月
「愧儡子 の源流」
「 日本史の大胆 な組み替 えを」 (イ ンタ ビュー)『 毎 日新聞』2月
2日 付、 1986年 2月
「海神 と愧儡」
『 文学』3月 号、 1986年 3月
「わが人生 の転機」
『 朝 日新聞』3月 11日 付、 1986年 3月
「民俗芸能保持 を」
『 解放新聞』 1267号 、 1986年 4月
『部落解放』244号 、1986
「映画『 マル チ ニ ックの少年』をみて」

1994年
年 4月
゛
「 円通寺人形芝居 をめ くって 」 (中 西和久・ 西村清 一 との鼎談 )
『 生活の中の部落差別』 (二 )、 解放書店、 1986年 3月
「漂泊漁民 と人形信仰」
『 文学』4月 号、 1986年 4月
1986年 4月
の
をたずねて」広島県教育委員会、
「民衆文化 原郷
「貴種流離諄」
「鵜飼」「絵 金」「化外 の民」
「 アジア の賤民制度」
「朝鮮 の賤民制度」
「中国 の賤民制度」
「高橋貞樹」
「賤民文化」
『梁
」「
「鶴屋南北 (4世 )」 「同火共食」「
『特殊部落一 千年史』

塵秘抄』
」部落解放研究所編『部落問題事典』部落解放研究
所、 1986年 9月
「浮遊す る若者 たち」
『現代 の理論』230号 、 1986年 10月
「被差別民史究明 の基本的視座」
『 週刊読書人』 11月 24日 号、

1986年 11月

1995年

「歴史 の 中の被差別民 の実像」 (イ ンタ ビュー)『 朝 日新聞』2月
14日 付、 1987年 2月
『 ニ ュース・レター』35号 、 1987年 5
「南 ス ラウェシー 周 の旅」
月
「挫折 か ら浮遊 へ」
『 毎 日新聞』8月 27日 付、 1987年 8月
の
と
「被差別民 伝承 民俗」 (野 間宏 との対談 )『 野間宏全集』 13
巻、岩波書店 、 1988年 1月
全 学連〉40年 」
「思想史 としての 〈
『毎 日新聞』2月 6日 付、1988
2月
年
「
『青年 の環』 の社会的背景」 (野 間宏『青年 の環』 の世界展・解
説 )大 阪人権歴史資料館、 1988年 3月
『 ニ ュース・レター』47号 、1988年 5月
「 ボル ネオ島 を訪れ て」
「仏教 とヒン ドゥー教」
『 毎 日新聞』2月 17日 付、 1989年 2月
「ネパ ール の諸民族 と文化」
『 ニ ュース・レター』 56号 、1989年
12月
「創刊 の ころの思 い出」 (特 集・ 戦後史 と『 現代 の理 論』)『 現代
の理論』268号 、 1989年 12月
『新 日本文学』
「瀬戸内海 の海賊衆‐ 一 日本の海人 の源流 を探 る」

45巻 4号 、 1990年 4月
「先住民族 と近代文明」
『 毎 日新聞』 5月 21日 付、 1990年 5月
との
出会 い」
「 わが部落問題
『 ヒューマ ンライツ』5月 号、部落
39

解放研究所、 1990年 5月
「近代文明 と先住民族」広島工業大学『人権問題資料』第 6集 、
1990年 12月
「野間宏 の思 い出」
『差別 とたたか う文化』2号 、 1991年 2月
「出会 いか ら 40余 年 (追 悼・野間宏 さん)」 『部落解放』323号 、

1991年

3月

「解放 の原点 を問 う」(廣 松渉 との対談 )『 解放新聞』1553〜 1555
号 (3回 連載 )、 1992年 1月
「
『 日本の聖 と賤』四部作 を終 えて」(イ ンタ ビュー)『 読売新聞』
18日 付、 1992年 5月
「 ア ジアの聖 と賤―― 全 ア ジア 的視座 か ら身分 差別 を考 え る」
『 部落解放』352号 、 1993年 1月
「忘れ られた思想家 0高 橋貞樹」
『 東京大学新聞』 1月 26日 付、

2日 付、 1993年 2〜 3月
「部落史 と部落解放運動史研究 の課題」
『部 落解放』354号 、1993
年 2月
「高橋貞樹 と水平社創 立前後一―『被 差別部落一 千年史』 (岩 波
文庫 )刊 行 によせて」
『 部落解放』355号 、 1993年 3月
『毎 日新聞』6月 11日 付、
「〈
浄 0械 〉 をめ ぐる対話」
貴・ 賤〉〈

1993年

6月

「海 に生 きて一一 漁村部落 の貴重 な記録 を綴 った山野守 さん」
「島嶼
「島 に生 まれて一一瀬戸内水軍 の末裔・ 原野宗任 さん」
連盟 と山本政夫 (資 料紹介 )」 『 部落解放』364号 、1993年 10
月
「昔懐 しい大道芸人」江戸東京博物館、 1994年 3月
『 部落
「解放運動 の新次元 ヘーーー 大転換 を どう乗 りこえるか」
解放』371号 、 1994年 3月
「 日本列島 にお け る竹の文化」
『 ダジア ン』春季号、コスモ石油、

3月
「 21世 紀 の人間像」(柴 田翔 との対談 )『 ア ンデ レク ロス』66号 、
桃 山学院大学、 1994年 6月
『 毎 日新聞』12月 1日 付、1994
「瀬戸内の被差別部落 と家船漁民」
年 12月
「
『 毎 日新聞』2月 10日 付、 1995年 2月
『 竹取物語』 の原郷」
「市民啓発 の新 しい発展 をめざして」
『 第 3回 堺市人権意識調
査報告書』 1995年 3月
『 日立』6月 号、 日立製作
「竹 は南方系 日本文化 のキー ワー ド」
所、 1995年 5月
「色濃 く残 る戦前型部落差別」
『 部落解放』390号 、1995年 6月
「 フ ロー レス島 を訪れ て 」
『神戸 新聞』9月 13日 付、6回 連載、

9月
「漂泊 の芸人 を求 め る旅 」
『 朝 日新聞』 10月 4日 付、 1995年 10
月
「新聞時評」
『 毎 日新聞』9月 、6回 連載、 1995年 9〜 11月
「野宿者殺人事件 の背景」
『 IMADR通 信』 60号 、1995年 12月
「民俗学 の行方」(イ ンタ ビュー)『 朝 日新聞』12月 1日 付、1995
年 12月
「支配者中心の歴史観 の転換 を」(上 杉佐一 郎 との対談 )『 解放新
聞』 175101752号 、 1996年 1月
「 これか らの解放運動 を考 える」 (大 賀正 行・ 石元清英・ 野 口道
彦・平沢安政・谷元昭信 との座談会 )『 部落解放』400号 、1996
年 1月
「 日本列島 の竹細工の歴史」
『 同和教育兵庫』84号 、兵庫県同和
教育研究協議会 、 1996年 3月
『 毎 日新聞』9月 21日
「東西文化交流史 にお ける F.ザ ビエル 」
付、 1996年 9月
「大逆事件 と新宮 の被差別部落―― 高木顕明 の復権 に よせて 」
.
『解放新聞』 1797号 、 1996年 12月
「戦後 日本社会 の 50年 一‑21世 紀 の入 口に立 って (最 終講義 )」
『桃山学 院大学 人間科学 (沖 浦和光教授退任記念号 )』 12号 、

1997年

3月

『季 刊 ヘ
「 イ ン ドネ シアの寅 さん一―熱帯 を旅す る香具師たち」

ル メス』67号 、 1997年 7月
「揺 れ動 くイ ン ドのカース ト制」
『 解放新聞』 1840号 、 1997年
10月
『研究報告 』第 12
「 日本文化 の源流 を探 る一一差 別 の視点 か ら」
集、奈良県大学同和教育研究協議会、 1998年 3月
「ケ ガ レ と差別 をめ ぐって (上 )」 (宮 田登 との対談 )『 部落解放』
435号 、 1998年 3月
「ケ ガ レ と差別をめ ぐって (下 )」 (官 田登 との対談 )『 部落解放』
14リ ロ
4361手 、1998」 年
「 カ トマ ンズ盆地の三 つの古都」森田一朗編『 あわ き夢 の街 トー
キ ョー』現代書館、 1998年 7月
「部落 の歴史―― 闇 に埋 め られて きた 日本賤民史 (上 )」 『 金曜
日』 7巻 16号 、金曜 日、 1999年 5月
「部落 の歴史―― 闇 に埋 め られて きた 日本賤民史 (中 )」 『 金曜
日』7巻 20号 、 1999年 5月
「 部落 の歴 史一― 闇 に埋 め られて きた 日本賤民史 (下 )」 『 金 曜
日』 7巻 25号 、 1999年 7月
「 アジア民衆文化 の深層 (上 )」 (三 國連太郎 との対談 )『 部落解
放』455号 、 1999年 6月
「 アジア民衆文化の深層 (下 )」 (三 國連太郎 との対談 )『 部落解
放』458号 、 1999年 8月
「被差別民 と竹 の文化」
『 ヒューマ ンライツ』 138号 、部落解放・
人権研究所、 1999年 9月
『 ヒューマ ンライツ』
「佐賀 の被差別部落 の歴 史・ 宗教・ 文化」
1381チ 、19991「 9月

゛
「狭山再審 を求 めつづ けた作家野間宏 さんをめ くって」 (梅 沢利
彦・ 土方鐵 との座談会 )『 解放新聞』 1942e1947号 、 1999年
11〜 12月
「瀬戸内 に生 きた漁民 たち」 (谷 川健 一 との対談 )『 自然 と文化』
62号 、 日本ナ シ ョナル トラス ト、2000年 1月
「漁民」
「械れ (文 化人類学 的観点)」 「賤民 (中 国)」
「漁村部落」
。
「竹細 工 」「香具師」部落解 放・ 人権研究所編『 部落問題 人
0人
権研究所、2001年 1月
権事典』部落解放
「
『竹取物語』 の原郷 をたずねて一一先住民族・隼人 と竹 の文化」
『 Front』 13巻 8号 、リバ ー フロン ト整備 セ ンター、2001年 5
月
「人類最高 の完成 ヘーー全 国水平社 80周 年 を迎 えて 」 (組 坂繁
之・ 福田雅子 との座談会 )『 解放新聞』205102052号 、2002
年 1月
「 ケガ レ観念 の歴史的 変遷一― 国家権力 に よる差別 の制度化 を
め ぐって」
『 部落解放』482号 、2001年 2月
「 日本 文 化 の源 流 を探 る」 (諏 訪 春 雄 との対 談 )『 Science Of
humanity Bensei』 35号 、勉誠出版、2001年 8月
『部落
「部落差別 の歴史 と現況――新 しい社会啓発 を目ざ して」
。
9月
2001年
所、
16号
部落解放研究
、奈良人権
なら』
解放
「 ビデオ上映 にあた り」 (全 国水平社創 立 80周 年記念行事 )『 解
放新聞』2061号 、2002年 3月
東洋大
『 Satya』 47号 、
「漂泊 に生 きた人 々一一 日本史 の裏街道」
学井上円了記念学術 セ ンター、2002年 夏季
『 神奈川
「 日本列島 の先住民・ 土蜘蛛―一 そ の伝承 の地 を歩 く」
大学評論』42号 、神奈川大学広報 委員会、2002年
『 部落解放』514号 、
「水平社結 成 の社会的 な背景 とその意義」
2003年 2月
「 日本文化 の伏流水 としての被差別 民衆」 (赤 坂憲雄 との対談 )
東北芸術 工科大学東北 文化研究 セ ンター、
『 別冊東北学』5号 、

「 ニ ワ トリの悲 鳴 が 聞 こえ るか―一 大 自然 か らのメ ッセー ジ」
『新 日本文学 』 59巻 3号 、2004年 5月
「編集委員座談会『 現代 の理 論』 のめざす もの」 (橘 川俊忠・ 住
沢博紀・イヽ
寺山康雄・ 池田祥子・宮崎徹 との座談会 )『 現代 の
理論』第 3次 創刊準備号、明石書店、2004年 6月
「 ヒ トは、 い かなる星 の もとに生 きるのか一一人類史 の岐路 に
立 って」(尾 本恵市 との対談 )『 現代 の理論』 1号 、2004年 10
月
「幻影 としての差別 とケガ レーーサ ンカ・ 狩猟民・ 隼人 0蝦 夷」
(熊 谷達也・ 赤坂憲雄 との座談会 )『 東北学』 (第 2期 )3号 、
2005年 春
「生 きる意欲 の喪失―― それが大 問題 だ」
『 現代 の理 論』6号 、
2006角 1リロ
「
「遊女 の い る風景一―悪所 に棲む人 々の輝 きに魅 せ られて」 (五
2006年
木寛之・朝倉喬司 との座談会 )陽 U冊 歴史読本』45号 、
8月 (の ち、
『 歴史 の 中の遊女・被差別民』新人物文庫、2011

年 11月 )
「
「 東 アジア共同体」 と歴史認識 の問題一― いま、何が問われ て
い るのか」
『現代 の理論』 7号 、2006年 春
の
日
「 本文化 多様 な構造――民族誌 (エ スノグラフィ)の 古層 を
め ぐって」 (赤 坂憲雄 との対談 )『 現代 の理 論』 7号 、2006年
春
『本 の
悪〉〈
遊〉〈
色〉 か ら腑分 けす る日本文化」
「著者 に聞 く 〈
話』 12巻 4号 、文芸春秋社、2006年 4月
「文化 としての観光一― 先住民 の風土 と東西交流史 のアジアを
訪 ねて」 (赤 坂憲雄 との対談 )『 東北学』 (第 2期 )8号 、2006
年夏
「青春 の光亡―一異才・ 高橋貞樹 の生涯 (新 連載 01)序 章 水軍
の末裔」
『 ち くま』435号 、筑摩書房、2007年 6月 (以 後『 ち
2012年 3月 〉 まで、58回 連載 )
くま』492号 〈
「江戸 のデ イー プノース を往 く―一芝居・遊郭・ 処刑場・ 寺 と被
差別民」 (五 木寛之 0朝 倉喬司 との座談会 )『 別冊歴史読本』

80号 、2007年 8月
2008年 2月
「部落解放運動 に大 きな魂 を」
『解放新聞』2356号 、
エ
ー
めて
ーの
ー
」
リ
星』を求
(茂 木健一郎
ープ
トゥ
すむ
ゥ
「
『 トゥ
との対談 )『 本 の時間』3巻 8号 、毎 日新聞社、2008年 8月
『 部落解放』610号 、2009
「被差別民 の文化・ 芸術・ 産業技術」
年 2月
『部落解放』626号 、2010年
「瀬戸内海民 の歴史 と被差別部落」

2月
「人生 の贈 りもの 民俗学者 沖浦和光 (84)」 (イ ンタ ビュー)
『朝 日新聞』2011年 5月 23〜 27日 付 (5回 連載 )
『 解放新聞』
「人類最高 の完成 め ざす―一沖浦和光 さん に聞 く」
255002551合 併号、2012年 1月
「三
『 キネマ旬報』 1641号 (特 集 「
「 シ ャーマ ンの資質豊 かに」
マ
7月
2013年
國連太郎」 で逝 く」)、 キネ 旬報社、

7 映像
「沖浦和光 が語 る 被差別 民 が担 った文化 と芸 能一一 日本文化
の地下伏流」 (「 人権 って なあに 第 4巻 部落編」VHS 43
分 )神 奈川人権 セ ンター、2000年

2003年 2月
『 地球規模 で捉 え る
「 イ ン ドの カー ス ト制 と日本 の部落差別」
カース ト差別・部落差別 の今』 (国 際人権 ブ ック レ ッ ト)ア ジ
ア 0太 平洋人権情報 セ ンター、2003年 3月
「サ ンカ、漂泊民、 そ して被差別民へ の視座」 (朝 倉喬司 との対
『 歴史 の 中
談 )『 別冊歴史読本』87号 、2004年 5月 (の ち、
のサ ンカ・ 被差別民』新 入物文庫、2011年 11月 )

●本 目録 は沖浦和光先生 ご自身作成 の「沖浦和光教授略歴お よび主要業
績 目録」 (『 桃 山学院大学 人間科学』第 12号 「沖浦和光教授退任記念
号」 1997年 3月 )を もとに、改訂・ 増補 したものである。
●で きる限 りの調査 を行 つたが、先生の 70年 に及 ぶ著述等 は、膨大かつ
多岐 にわたるため遺漏 も多 い と思われ る。 ご容赦 いただきたい。
●掲載紙誌 の発行所 は初出に記 した。

