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Ｌ・フォイエルバッハ日本語文献目録(年代順)
柴田隆行、編
凡 例
この文献目録は、の哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハに関して、日本で日本語によって紹介
された文献を収集記録した別冊の目録をただ年代順に並べ変えたものである。したがって、訳書も研
究書も論文もすべてごちゃまぜになっているが、研究動向を知るには便利であると思われる。
フォイエルバッハ(久松定弘訳)「道義学之原理」1887、博聞社
久松定弘「霊魂実有の説に付て」1893、哲学雑誌 8(81)、p.1525-1537
瀧川幸辰「カント哲学の学徒としてのフォイエルバッハ」1920 年、法学論叢 4(3)
フォイエルバッハ（恒藤恭訳）「哲学の改革に関する問題」1921、プレハーノフ『マルクス主義の
根本命題』岩波書店
マルクス（水谷長三郎訳）「フォイエルバッハ論」1922、我等 4(6)
フォイエルバッハ(恒籐恭訳)「哲学の改革に関するテーゼ」1923、同志社論叢『マルクス主義の
根本問題』巻末
平井 新「マルクス社会学説の起源並に之対するヘーゲル、フォイエルバッハ、シュタイン及びプ
ルードンの影響」1925、三田学会雑誌 19(3)
哲学の始点 恒藤恭訳、1927.06、大調和６月号
マルクス（河上肇訳）「フォイエルバッハに関するテーゼ」1926、社会問題研究 71
マルクス・エンゲルス（櫛田民蔵・森戸辰男訳）
「独逸的観念形態第一編フォイエルバッハ論」1926、
我等 8(5-6)
フォイエルバッハ(恒藤恭訳)「ヘーゲル哲学の批判」1927.06-08、我等６月号
フォイエルバッハ(川村三男他訳)「身体と霊魂、肉体と精神の二元論に抗して」1928、河上肇編
纂『マルキシズム叢書』(15)
ヨードル(北村圭之介訳)『唯物論者フォイエルバッハ』1928、叢文閣
「フォイエルバッハの哲学的の形式過程」1929.10、新興科学の旗のもとに 10 月号
フォイエルバッハ(木暮浪夫訳)『キリスト教の本質』1929、共生閣（フォイエルバッハ著作集、
第１巻）
フォイエルバッハ（木暮浪夫訳）『キリスト教の本質 補遺』1929、共生閣（フォイエルバッハ著
作集、第４巻）
フォイエルバッハ（岡村幸二訳）『将来哲学の根本命題』1929、白揚社
デボーリン(永田広志訳)『フォイエルバッハと其の哲学』1929、白揚社
スティルネル(草間平作訳)『唯一者とその所有上下』1929、岩波書店(岩波文庫)
フォイエルバッハ(植村晋六訳)『将来の哲学の根本命題、他２』1930、岩波書店(岩波文庫)
フォイエルバッハ(田村実訳)『宗教の本質』1930、白楊社
大宮勇「
『フォイエルバッハ論』に於けるヘーゲル」1930、ヘーゲル及弁証法研究 13
佐藤賢順「フォイエルバッハの宗教論」1930.11、理想 20、p.110-119
柴野恭堂「フォイエルバッハの人間学と宗教本質論」1930、宗教研究 7(6)
フォイエルバッハ(平山哲二訳)『全訳 宗教の本質』1931、春陽堂
フォイエルバッハ(奥一雄訳)『宗教の本質』1931、共生閣（フォイエルバッハ著作集、第２巻）
フォイエルバッハ(関松悦郎・国互一訳)『唯心論と唯物論』1931、共生閣（フォイエルバッハ著
作集、第４巻）
フォイエルバッハ(牧野英二訳)『ヘーゲル哲学の批判』1931、共生閣（フォイエルバッハ著作集、
第５巻）
本多謙三「フォイエルバッハのヘーゲル批判――実存的弁証法への一寄与」1931、思想 113、
p122-138
伊達保美「フォイエルバッハの人間論」1931.09、宗教哲学研究、理想社出版部、p225-262
佐藤賢順「フォイエルバッハの人間学」1931.10、理想 27、p.163-173
フォイエルバッハ(桑田悟郎訳)『キリスト教の本質』1932、改造社(改造文庫)
フォイエルバッハ(佐野文夫訳)『ヘーゲル哲学の批判』1933、岩波書店(岩波文庫)
フォイエルバッハ（木暮浪夫訳）『キリスト教の本質』1933、南天堂出版部
フォイエルバッハ(松本義雄訳)『近世哲学史(上)』1934、政経書院
和辻哲郎『人間の学としての倫理学』1934、岩波書店(岩波全書)
小口偉一「フォイエルバッハの宗教哲学―― GregorNüdling：LudwigFeuerbachsReligionsphilosophie」
1936.11、宗教研究 13(5)
フォイエルバッハ(高松隆訳)『宗教の本質』1937、大都書房
フォイエルバッハ(船山信一訳)『キリスト教の本質上下』1937、岩波書店(岩波文庫)
伊達四郎『フォイエルバッハ』1939、弘文堂(西哲叢書)
ケラー(伊藤武雄訳)『緑のハインリヒ全４冊』1939-41、岩波書店(岩波文庫)
フォイエルバッハ(樫山欽四郎訳)『将来の哲学の原理』1947、小石川書房
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フォイエルバッハ(中桐大有訳)『キリスト教の本質』1947、全国書房
フォイエルバッハ(猪木正道訳)『死と不死について』1948、鬼怒書房
フォイエルバッハ(暉峻凌三訳) 宗教の根拠としての「依存感」1948、知と行 5(6)、p.11-16
フォイエルバッハ(中桐大有他訳)『フォイエルバッハ選集 1-2』1948-49、明窗書房
野田弥三郎「フォイエルバッハ論 上下」1948.02-03、新しい世界 8-9
宮本武之助「フォイエルバッハの宗教論について」1948、基督教文化 21、p.27-34
森 信成「戦後唯物論について――Ｆ・Ａ・ランゲのフォイエルバッハ解釈批判への序」1948、
人文研究 5(5)、p.403-428
佐久 登「フォイエルバッハ論綱解説 上中下」1948.08-10、新しい世界 13、14、p.50-54、15、p.55-61
山本 信「フォイエルバッハ著、猪木正道訳『死と不死について』」1948..09、基督教文化 29
ピオヴェザナ「フォイエルバッハとマルクス主義の無神論」1948-54、世紀 59、p.31-43
島田 豊「人間学的唯物論の構造――フォイエルバッハ研究序論」1949、理論 3(11)、p.50-63
フォイエルバッハ(船山信一訳)『唯心論と唯物論』1949、小石川書房
加藤正男「フォイエルバッハの「反ホッブス論」――序文及第１章」1949.10、同志社法学 2、p.107-113
フォイエルバッハ(栗林茂訳)『小論と箴言』1950、北隆館
森 宏一「フォイエルバッハ」1950、本田・森監修『近代思想十二講』(ナウカ社)、p.168-188
樫山欽四郎「フォイエルバッハ論」1950.04、基督教文化 45、p.4-12
立石 彰「『フォイエルバッハ論』誤訳表――出・藤川訳、野田訳、道瀬訳、佐野訳を検討する」
1950.04、弁証法研究
田中吉六「フォイエルバッハテーゼ――いかに研究すべきか」150.04、弁証法研究
梅本克己「唯物論と無神論――フォイエルバッハとニイチェに関連して」1950.06、理想 205、
p.18-29
森信成「フォイエルバッハ」1951、宗教と哲学・科学（柳田謙十郎等編）
長瀬英三「フォイエルバッハの宗教批判」1951.05、京都学芸大学学報 A1、p.7-12
平井俊彦「フォイエルバッハと市民革命――「三月革命」におけるドイツ精神史の源流１、２」
1952.03、53.10、経済論叢 69(3/4)、p.121-139、72(4)、p.288-307
木本幸造
「唯物論についての一考察――フォイエルバッハにおける唯物論と観念論とについての批
判的学説」1952.06、経済学雑誌 26(6)、p.30-72
鈴木 亨「フォイエルバッハにおける人間性と実存――近代思想と人間性」1952.06、大阪経大論
集 4、p.51-66
レーヴィット(柴田治三郎訳)『ヘーゲルからニーチェへⅠ・Ⅱ』1952 ｰ 53、岩波書店
フォイエルバッハ(暉峻凌三訳)『宗教の本質上下』1953、創元社(創元文庫)
フォイエルバッハ(桝田啓三郎訳)『唯心論と唯物論』1953、創元社(創元文庫)
清水正徳「自然について――フォイエルバッハ・マルクス覚書」1953、近代
堀口藤一「フォイエルバッハにおける「自然と人間」の聯関について」1953、近代 4、p.16-21
森 信成「戦後日本の哲学的修正主義――フォイエルバッハ研究序説」1953.05、07、思想 347、
p.569-587、349、p.840-853
小場瀬卓三「『フォイエルバッハ論』と私の青春」1953.07、文庫（岩波文庫の会）22
フォイエルバッハ(出隆訳)『キリスト教の本質』1954、河出書房(世界大思想全集)
GinoK.Piovesana『フォイエルバッハとマルクス主義の無神論』1954、中央出版
木本幸造「「上層で」のフォイエルバッハ」1954.02、経済学雑誌 30(1/2)、p.64-97
森 信成「戦後唯物論について――Ｆ・Ａ・ランゲのフォイエルバッハ解釈批判への序」1954.05、
人文研究 5(5)
フォイエルバッハ(真下信一訳)『近世哲学史上下』1955、河出書房(河出文庫)
マルクス・エンゲルス(古在由重訳)『ドイツ・イデオロギー』1956、岩波書店(岩波文庫)
レーニン(松村一人訳)『哲学ノート２』1956、岩波書店(岩波文庫)
ヴェ・ア・カルプシン(ソヴェト研究社協会編訳) カール・マルクスの世界観の形成(一八四二―
四三年)におけるＬ．フォイエルバッハの役割について 1956.01、現代ソヴェト哲学 1、p.225-234
信太正三「フォイエルバッハ人間学の問題と逆説性」1957.02、人文研究(神奈川大学)8、p.1-33
鈴木貞之「エンゲルス『フォイエルバッハ論』」1957.07、哲学と教育（愛知学芸大学哲学会）５、p.75-77
城塚 登『フォイエルバッハ』1958、勁草書房(思想学説全書)
長瀬英三「フォイエルバッハの人間観」1958、京都学芸大学紀要Ａ 19
堀口藤一「フォイエルバッハの人間学」1958、近代 24
良知 力「フォイエルバッハのスピノーザ批判について」1958.01、一橋論叢 39(1)、p.97-103
良知 力「フォイエルバッハのヘーゲル批判によせて」1958.07、経済志林 26(3)、p.106-143
清水正徳「フォイエルバッハ」1959、小松摂郎編『講座西洋哲学史 中巻』(理想社)、p.159-169
長瀬英三「人間学から観たフォイエルバッハの幸福論」1959、京都学芸大学紀要Ａ 20
ヴェ・エム・クロチコフ(ソヴェト研究社協会編訳)「エル・フォイエルバッハとエヌ・ゲ・チェ
ルヌィシェフスキーの倫理観における類似と相異(抄訳)」1959.06、現代ソヴェト哲学 4、p.236-243
城塚 登「フォイエルバッハ」1959.02、理想 309、p.60-65
エンゲルス(松村一人訳)『フォイエルバッハ論』1960、岩波書店(岩波文庫)
田辺正英「宗教と人類愛――フォイエルバッハ、コント、ベルグソン」1960.12、研究紀要(新潟
大学教育学部高田分校)5、p.14-27
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梅本克己「人間論――マルクス主義における人間の問題」1961、三一書房
ブーバー(児島洋訳)『人間とは何か』1961、理想社
マルクーゼ(桝田、他訳)『理性と革命』1961、岩波書店
栗林茂「人間学の一形態――フォイエルバッハの「神学の人間学への解消」に就いて」1961.09、
慶応義塾大学日吉論文集 8、p.51-57
長瀬英三「フォイエルバッハの人間観」1961.12、京都学芸大学紀要 A19、p.27-39
フォイエルバッハ(桝田啓三郎訳)『唯心論と唯物論』1962、角川書店(角川文庫)
藤巻和夫「ヘーゲルとフォイエルバッハにおける人間把握の問題」1962、倫理学年報 11、p.55-65
長瀬英三「人間学から観たフォイエルバッハの幸福論」1962.03、京都学芸大学紀要 A20、p.19-28
田原善郎「フォイエルバッハのルッター観」1962.09、理想 352、p.84-95
長瀬英三「フォイエルバッハと不死の問題」1962.12、京都学芸大学紀要 A21、p.29-41
フォイエルバッハ(伊藤武雄訳)『死と不死について』1963、筑摩書房(世界人生論全集)
バルト(井上良雄訳)『ルートヴィッヒ・フォイエルバッハ』1963、河出書房新社(世界思想教養全
集)
長瀬英三「フォイエルバッハのカント哲学批判」1963.03、京都学芸大学紀要Ａ 22
フォイエルバッハ(出隆・大橋精夫訳)『キリスト教の本質』1964、河出書房新社(世界思想教養全
集・実証の思想)
ラートブルフ(菊地栄一・小堀桂一郎訳)『人と思想』(著作集第９巻) 1964、東京大学出版会
小沼大八「Ｌ・フォイエルバッハに於ける人間生活の根底について」1964、哲学(広島哲学会)16
長瀬英三「シュチルナーのフォイエルバッハ人間主義批判」1964.10 都学芸大学紀要Ａ 25
フォイエルバッハ(船山信一訳)『唯心論と唯物論』1965、岩波書店(岩波文庫)
フォイエルバッハ(船山信一訳)『キリスト教の本質上下改訳』1965、岩波書店(岩波文庫)
河野健二、編『思想の歴史９――マルクスと社会主義者』1965、平凡社
孝橋正一「フォイエルバッハの神学批判と人間学的宗教」1965、社会問題研究 14(1)、p.1-29
藤巻和夫「人間の類的本質――フォイエルバッハ」1965、淡野・城塚編『社会倫理の探究』(勁草
書房)、p.161-181
須田秀幸「フォイエルバッハの人間理解とその問題」1965.03、宗教研究 38(2)
岩松繁俊「マルクス主義の一源泉としてのフォイエルバッハ唯物論の確立」1965.04、経営と経済
44(4)･45(1)、p.31-61
藤巻和夫「フォイエルバッハにおける自然と人間」1965.08、理想 387、p.68-79
中野雄策「遺稿「ドイツ・イデオロギー」第１巻第１篇(フォイエルバッハ)の新版について」1965.12、
山口経済学雑誌 16(2)、p.30-59
山本晴義「疎外論の歴史的考察――ヘーゲル、フォイエルバッハ、マルクス」1965.12、理想
良知 力「ドイツ社会思想史研究」1966、未来社
レーヴィット(柴田治三郎・脇圭平・安藤英治訳)『ウェーバーとマルクス』1966、未来社
小沼大八「神の人間化について」1966.03、筑紫女学園短期大学紀要 01、p.1-13
富沢賢治「エゴイズムのイデオロギー的特質（２）――シュティルナァのエゴイズムとフォイエル
バッハのヒューマニズム」1966.07、一橋論叢 56(2)
飯田信夫「「フォイエルバッハ論」について――必読文献紹介、２」1966.10、社会主義 180、p.94-100
須田秀幸「宗教における人間学的論拠(上)―フォイエルバッハ宗教哲学の批判」1966.12、郡山女
子大学紀要 3、p.39-58
フォイエルバッハ(松村一人・和田楽訳)『将来の哲学の根本命題』1967、岩波書店(岩波文庫)
山本晴義『社会倫理思想史』1967、盛田書店
レーヴィット(佐々木一義訳)『人間存在の倫理』1967、理想社
市川 裕「ルードウィッヒ・フォイエルバッハ思想の焦点」1967.01、世代 7、p.41-47
末次 弘「フォイエルバッハにおける人間学の意図と限界」1967.09、哲学論文集 3、p.33-51
上原英正「宗教批判と人間学――フォイエルバッハ『キリスト教の本質』における宗教批判の考察」
1967.10、倫理学研究
武井勇四郎「ドイツ古典哲学の言語観――フィヒテ、フンボルト、ヘーゲル、フォイエルバッハ」
1967.11 岐阜経済大学論集 1(1)
鈴木伸一「初期マルクスとフォイエルバッハ――『経済学・哲学手稿』をめぐって」1967.12、法
文論叢
須田秀幸「宗教における人間学的論拠(下)―フォイエルバッハ宗教哲学の批判」1967.12、郡山女
子大学紀要 4、p.57-74
牧野紀之「フォイエルバッハ・テーゼの一研究」1967.12、哲学誌 10、p.99-115
水林澄雄「フォイエルバッハ書簡――第１部・習学時代(1820 年～ 1828 年)上下」1967.12、1968.12、
明治学院論叢 132、p.75-102、144、p.71-87
フォイエルバッハ(篠田一人・中桐大有・田中英三編訳)『フォイエルバッハ選集全３巻』1968 ｰ 70、
法律文化社
大井 正『唯物史観の形成過程』1968、未来社
長瀬英三「ヒュームの理神論克服――ヒュームとフォイエルバッハ」1968.03、京都教育大学紀要
Ａ人文・社会
伊達四郎『別離の論理―伊達四郎遺稿集』1969、大阪大学文学部哲学研究室
山辺知紀「フォイエルバッハにおける個人確立の論理―１―フォイエルバッハの宗教批判の構造」
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1969.01、経済論叢(京大)103(1)、p.36-52
山辺知紀「フォイエルバッハにおける個人確立の論理―２―フォイエルバッハの愛の共同体」
1969.03、経済論叢(京大)103(3)、p.52-69
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