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5月                             教論集』33号、1997年 2月

「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   「門付けの祝福芸 0万歳の歴史」三重県立人権センター、1997

層を掘る』大阪人権歴史資料館、1990年 1月          年 3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』  「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
1990年 2月                         部、1997年 4月

「天皇と賤民」吻U冊 仏教』春季号、1990年 3月         「医薬道と身分制度――卑賤視されていた「野巫医者」」『部落解
「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』   放』421号、1997年 5月

春季号、新日本文学会、1990年 4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

「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』   落解放と大学教育』14号、1997年 9月
309号、1990年 5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

「アジア文明体系の評価をめく
゛
って」『比較文明』5号、比較文   制度の三大源流―― 〈身分〉観念の比較研究――」『国際身分

明学会、1990年 9月                     制研究会中間報告書』部落解放研究所、1998年 3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   「政治権力か、民衆意識か――「身分制と部落差別」の根源にあ

落解放』316号、1990年 10月                 るもの」『部落解放』467号、2000年 3月
「闇の王国 Nepal」『マージナル』6号、現代書館、1990年 10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
「日本仏教と被差別民」陽J冊 仏教』19号、1991年 4月       落解放』478号、2000年 12月

「野間宏・その 〈人生の磁場〉」『文芸』特集号、河出書房、1991  「「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

年 5月                            ら一―」『第Ⅱ期国際身分制研究会報告書』部落解放・人権研
「仏教と差別」『仏教』6月号、1991年 6月            究所、2001年 3月

「カース ト制の思想史的背景」『季刊 仏教』19号、1992年 4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
「竹の文化」『大塚薬報』465号、大塚製薬、1992年 5月      館、2001年 4月

『高橋貞樹 被差別部落一千年史』校注・解説、岩波書店、1992  「漂泊民「サンカ」の実像――その歴史と民俗」『部落解放』493

年 12月 、349頁                         号、2001年 11月

「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   「播州歌舞伎と柳田國男――高室芝居の起源と歴史」『研究紀要』
文庫)刊行によせて」『部落解放』355号、1993年 3月      4号 、兵庫県人権啓発協会、2003年 3月

「竹の博物学」『サライ』4月 15日 号、小学館、1993年 4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
「日本列島における食肉の歴史 (一 )」『部落解放と大学教育』9   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

落解放』519号、2003年 6月                  ロギー批判』」『解放新聞』1209号、1985年 2月

「〈研究ノー ト〉近代史における「先住民」問題―一人類史の転   「梅悼忠夫著『 日本とは何か』」『比較文明』4号、1988年 4月

換点に立って」『桃山学院大学総合研究所紀要』29巻 3号、  「京都部落史研究所編『京都の民衆と芸能』」『朝日ジャーナル』

2004年 2月                         1594号 、1989年 6月

「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』  「り‖喜田二郎『 ヒマラヤ・チベット0日 本』」『比較文明』6号、

5号、2004年 3月                      1990年 6月

「伯者地方における「周縁の民」――鉢屋 0鉢叩・鉦打・茶第を  「図書紹介 近代部落史に一石 『洞村の強制移転』」『解放新聞』

めぐる覚書」『部落解放と大学教育』19号、2006年 3月      1507号 、1991年 1月

「佐渡――その歴史的風土の特質」『部落解放と大学教育』19号、  「津田元一郎著『アーリアとは何か・その虚構と真実』」『エコノ

2007年 7月                          ミス ト』3月 26日号、1991年 3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  「脇田修著『河原巻物の世界』」『エコノミス ト』10月 15日 号、

る」『部落解放と大学教育』20号、2008年 6月          1991年 9月

「「しのだづま」伝説と熊野街道」『堺・南大阪地域学研究論集』  「諏訪春雄著『 日中比較芸能史』」『すばる』1月 号、集英社、1994

1号、大阪府立大学、2008年 3月                年 1月

「播磨万歳と池田氏」『池田家三代の遺産――姫路城の“創業者"』   「宮田登『ケガレの民俗誌』」『へるめす』9月号、岩波書店、1996

神戸新聞総合出版センター、2009年 8月            年 9月

「「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     6 評論 0シンポジウム報告・講演録・座談会・対談・鼎談・

「大阪の「悪所」の歴史と文化一―色町・芝居町・被差別地区」   新聞記事等

『部落解放と大学教育』24号、2011年 3月          「シンポジウム・学生ス トの問題」(中野好夫・森有正 0尾高朝

「近江の被差別民とその文化一―「卑賤の野巫医者」をめぐっ   雄・武井昭夫)『展望』9月号、筑摩書房、1948年 9月

て」『部落解放と大学教育』25号、2012年 3月        「日本学生運動史 (一 )」『学生評論』9月号、1948年 9月

「京都の風物詩「鉢叩き」一一「鉢叩」・「鉦打」・「茶究」0「 ささ  「日本学生運動史 (二 )」『学生評論』10月 号、1948年 10月

ら」をめぐって」『部落解放と大学教育』26号、2013年 3月   陥1作 発動機工場」『学生評論』11月 号、1948年 11月

「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   「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

ウス」『部落解放と大学教育』27号、2014年 3月        命』13号、日本民主文化連盟、1948年 11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』  「ルポ 0乾いた街」『改造』10月 号、1953年 10月

28号、2015年 3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

5 書評                           「「構造改革」論争の諸問題」『現代の眼』7巻 3号、現代評論社、

「伊藤成彦著『「近代文学」派論』」『朝日ジャーナル』702号、   1966年 3月

1972年 8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

「大江健三郎著『みずから我が涙をぬ く
゛
いたまう日』」『朝 日   論』28号、1966年 5月

ジャニナル』722号、1972年 10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

「S.マ レ『労働者権力』」『朝日ジャーナル』733号、1973年 3月    のシンポジウム)『現代の理論』33号、1966年 10月

「山之内靖著『社会科学の方法と人間学』」『週刊読書人』994号、  「現代を生きる思想の課題」(日 高六郎・長洲一二との座談会)

読書人、1973年 9月                     『現代の理論』38号、1967年 3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、  「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」

毎日新聞社、1974年 4月                   『現代の眼』4巻 6号、1967年 6月

「長谷川宏『ヘーゲルの歴史意識』」『週刊読書人』1057号、1974  「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

年 12月                           ムと行動科学をめぐって」『季刊 社会科学』12号、経済往来

「K.レ ービット著『ヘーグルとヘーグル左派』」『日本読書新聞』   社、1968年 1月

1811号、日本出版協会、1975年 4月            「変革の時代における人間主体」『別冊 潮』14号、潮出版社、

「高島善哉著『マルクスとヴェバー』」『週刊読書人』1105号、   1969年 8月

1975年 11月                        「全学連結成の心と力 上 激動の大学・戦後の証言⑥」『朝日

「A.シ ャフ著『マルクス主義 と個人』」『週刊読書人』1138号、    ジャーナル』561号、1969年 11月

1976年 7月                        「全学連結成の心と力 下 激動の大学・戦後の証言⑦」『朝日

「森長英三郎著『禄亭大石誠之助』」『朝日ジャーナル』987号、    ジャーナル』562号、1969年 11月

1978年 1月                        「情報化社会への展望」 (シ ンポジウム)『現代の理論』71号、

「菊地昌典著『現代ソ連論』 朝日新聞外報部編『革命 60年のソ    1967年 12月

連』」『朝日ジャーナル』989号、1978年 1月         「戦後思想における 〈近代文学〉の位置」(小田切秀雄・柴田翔

「日本科学者会議編『東京湾』」『エコノミス ト』3月 4日号、1980    との座談会)『現代の理論』100号、1972年 5月

年 3月                           「〈自然 一人間〉系と文明」『現代の理論』107号、1972年 12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   「戦後における 〈党〉と文学の問題一―組織と人間」(柴田翔・

会の研究』」『解放新聞』971号、解放新聞社、1980年 5月     高史明との座談会)『現代の理論』118号、1973年 11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  「マルクス研究の現段階と課題」(森田桐郎・望月清司・細見英・

て」『部落解放研究』22号、1980年 7月            重田晃一との座談会)『現代の理論』120号、1974年 1月

「ダナンジャイ・キール著『アンベ ドガルの生涯』」『週刊ポス  「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』

卜』8月 26日号、1983年 8月                  月報 54、 1974年 1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  「戦後思想における梅本哲学」『朝日新聞』1月 31日付、1974年

カルの生涯』」『部落解放』201号、1983年 8月         1月
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「『 ドイツ・イデオロギー』と疎外・物象化の理論」(森田桐郎・    の対談)『差別とたたかう文化』9号、1980年 11月

望月清司 0細見英・重田晃一との座談会)『現代の理論』122  「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・

号、1974年 3月                      本多健吉・竹浪祥一郎ら)『社会主義 と労働運動』12月 号、

「報告「 ド・イデ」と疎外・物象化の理論―一広松説批判」『現    1980年 12月

代の理論』122号、1974年 3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

「『経済学批判要綱』研究の問題点」(森田桐郎・望月清司・細見    のことば)『解放新聞』1002号、1980年 12月

英・重田晃一との座談会)『現代の理論』125号、1974年 6月   「賤民史――その忘れられた側面」(横井清・土方鉄との座談会)

「報告 〈資本の文明化作用〉をめく
゛
る諸問題」『現代の理論』125   『解放新聞』1003～ 1006号 (3回連載)、 1981年 1～ 2月

号、1974年 6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

「マルクスにおける自由概念」 (内 田弘。杉原四郎との鼎談)『現    聞』1018号、1981年 4月

代の理論』131号、1974年 12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

「〈自由〉論における「ヘーグル 0マルクス問題」」『現代の理論』   明・中岡哲郎 0山崎春成)『社会主義と労働運動』6月 号、1981

131号、1974年 12月                    年 6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   「水平社はかくして生まれた」『解放新聞』1060号、1982年 3月

司との鼎談)『現代の理論』134号、1975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

「南但馬の小さな部落で」『現代の理論』138号、1975年 4月     ビュアー・沖浦和光)『解放新聞』1081号、1982年 8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   「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」

代教育科学』18巻 7号、明治図書出版、1975年 7月       (1)『 朝日ジャーナル』1236号、1982年 10月

「被差別部落の歴史的起源」(原田伴彦・野間宏・船越昌・生瀬   「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」

克己・寺木伸明との座談会)『現代の理論』153号、1976年    (2)『朝日ジャーナル』1237号、1982年 10月

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」

「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    (3)『朝日ジャーナル』1238号、1982年 10月

史』をめく
゛
って」『解放新聞』802～ 803号、1977年 1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」

「“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    (4)『朝日ジャーナル』1239号、1982年 11月

義」『朝日ジャーナル』947号、1977年 4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」

「1930年代におけるマルクス主義運動」(井汲卓一との対談)『現    (5)『朝日ジャーナル』1240号、1982年 11月

代の理論』14巻 5号、1977年 5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」

「運動史における 〈実像〉と 〈虚像〉――河上肇と風間大吉につ   (6)『朝日ジャーナル』1241号、1982年 11月

いての断想」『現代の理論』160号、1977年 5月        「インドネシアの旅から」『解放新聞』1095～ 1112号 (10回連

「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)   載)、 1982年 11月 ～ 1983年 3月

『社会主義と労働運動』3月号、1978年 3月          「三好の鵜飼」『解放新聞』1099～ 1102号 (4回連載)、 1982年

「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    12月
落』によせて」『部落解放』118号、1978年 5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

「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    と労働運動』7月号、1983年 7月

号、1978年 6月                      「石尾芳久『一向一揆と部落』東義和『被差別部落と一揆』――

「東アフリカ “かけある記"」『解放新聞』879～ 884号 (6回連    《貴・賤》に 《浄・機》観が重なった差別形成の原点」『朝日

載)、 1978年 7～ 8月。                    ジャーナル』1277号、1983年 7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  「紀州北栄部落の歴史と生活」『解放新聞』1143～ 1149号 (6回
主義の行方」(竹内良知 0い いだ ももとの座談会)『理想』544   連載)、 1983年 10～ 12月

号、理想社、1978年 9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

「天皇制文化と賤民文化」(野間宏との対談)『使者』2号、小学    の対談)『すばる』5巻 10号、1983年 10月

館、1979年 7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

「シンポジウム・日本社会党の可能性」(飛鳥田一雄・清水慎三 。    賤』をめく
゛
って」(野間宏・土方鉄 との座談会)『部落解放』

山崎春成)『社会主義と労働運動』8月号、1979年 8月      204号 、1983年 11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  「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、

倉U出 を目ざして」『月刊社会党』276号、1979年 9月       全国同和教育研究協議会

「討論 状況の変化と革新の現状」『月刊社会党』276号、1979  「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
年 9月                            正行・原田伴彦との座談会)『解放新聞』1153～ 1157号 (5

「部落解放理論における 〈階級〉と 〈身分〉の問題」『解放新聞』   回連載)、 1984年 1～ 2月
944号 0948号、1979年 11～ 12月             「戦後世代から見た河上肇」『河上肇全集』月報 24、 岩波書店、
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