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精神開発叢書（昭和43年度～昭和62年度）

1 日本文化の過去と未来 梅　原　　　猛
2 歎異抄について 高　雄　義　堅
3 西洋倫理思想 中　埜　　　肇
4 真実の自己を求めて 米　沢　英　雄
5 中国思想について 福　永　光　司
6 禅の人間観 鎌　田　茂　雄
7 立山信仰 広　瀬　　　誠
8 仏教における実践の展開 早　島　鏡　正
9 子どもの生活と文化 中　川　正　文
10 典型的日本人の生きかた 紀　野　一　義
11 家族を中心とした人間関係 中　根　千　枝
12 手とイメージ 山　崎　正　和
13 学問と人生 湯　川　秀　樹
14 教えるということ 大　村　は　ま
15 実学と虚学 源　　　了　圓
16 経済成長以後 高　坂　正　堯
17 キリスト教の人間観 八　木　誠　一
18 人間にとって環境とはなにか 磯　村　英　一
19 現代文明論 吉　田　光　邦
20 子どもに学ぶ 吉　岡　たすく
21 古典の虚と実 上　田　正　昭
22 科学と宗教 東　　　　　昇
23 自然と人間 宮　脇　　　昭
24 生きる意味 西　谷　啓　治
25 ことば・人間・教師 倉　沢　栄　吉
26 民族とその原形体制 司　馬　遼太郎
27 深層の日本文化 益　田　勝　実
28 アタマと生命 内　山　興　正
29 菩薩ということ 梶　山　雄　一
30 幼児期にはぐくむもの 内　匠　慶　子
31 日本－内と外－ 佐　伯　彰　一
32 いのちの出会い 東　井　義　雄
33 知性と生命 山　崎　正　一
34 世界のなかの日本の教育 平　塚　益　徳
35 生涯教育と学校 新　堀　通　也
36 宗教的人間 松　野　純　孝
37 日本のゆくえ 永　井　道　雄
38 日本人と日本の政治 京　極　純　一
39 動物の社会と人間の社会 宮　地　伝三郎
40 比較文化論の試み 山　本　七　平
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41 これからの教育と人間像 唐　沢　富太郎
42 青年のこころ 詫　摩　武　俊
43 女人往生の思想 笠　原　一　男
44 科学と人間 武　藤　義　一
45 基本的人権の基礎 岩　崎　武　雄
46 人間と宗教 金　岡　秀　友
47 文明と健康 松　井　秀　治
48 現代に生きる 坂　東　性　純
49 世に生きる 中　村　　　元
50 越中の家持 犬　養　　　孝
51 身（み） 市　川　　　浩
52 教育の再生をめざして 坂　本　慶　一
53 釈尊の悟り 増　谷　文　雄
54 人間の未来 渡　辺　　　格
55 芸術と理性 今　道　友　信
56 文明のゆくえ 森　本　哲　郎
57 心の広さということ 坂　部　　　恵
58 私の旅 平　山　郁　夫
59 世界の中の日本 木　村　尚三郎
60 ヨーロッパと日本 林　　　健太郎
61 現代世界の動向と日本の今後 飯　坂　良　明
62 生と死のあいだ 岩　田　慶　治
63 今を生きる 奈　良　康　明
64 人間性豊かな教育 森　　　隆　夫
65 核家族化時代を考える 松　原　治　郎
66 科学と人間 村　上　陽一郎
67 縁起の世界 平　川　　　彰
68 国際社会に生きるために 桑　原　武　夫
69 ガンにかつために 市　川　平三郎
70 古代日本人の心 中　西　　　進
71 日本人の心 大　島　文　雄
72 語りことばとしての日本語 浅　利　慶　太
73 戦国人間模様 南　絛　範　夫
74 社会と文化に見る日本的特質 深　田　祐　介
75 親鸞と歎異抄 石　田　瑞　麿
76 教育とはなにか 舘　　　熈　道
77 旅と巡礼 瀬戸内　寂　聴
78 禅寺の生活 盛　永　宗　興
79 隣国としてのアメリカ 猿　谷　　　要
80 生命の尊さと直観 林　　　勝　次
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81 現代を考える 小　浜　喜　一
82 歌謡の歴史・歌謡の心 志　田　延　義
83 私とマンダラ 前　田　常　作
84 日本文化の反省 加　藤　秀　俊
85 科学技術と人間 向　坊　　　隆
86 日本文化の理解のために 笠　井　昌　昭
87 演劇の可能性 鈴　木　忠　志
88 幸を運ぶ風 池　田　彌三郎
89 美術と生活 嘉　門　安　雄
90 野球と私 長　島　茂　雄
91 国際社会と日本 國　弘　正　雄
92 映画と生きる 高　野　悦　子
93 禅と人生 福　島　慶　道
94 日本人の創造性 広　中　平　祐
95 小説家の眼 阿刀田　　　高
96 世界の中の日本 加　藤　　　寛
97 お釈迦様の問題解決学 中　山　正　和
98 暮らしに生きる音楽 都　倉　俊　一
99 世界平和における日本の役割 都　留　重　人
100 日本文化の未来 村　松　　　剛
101 旅と味 渡　辺　文　雄
102 私のサッカー人生 釜　本　邦　茂
103 世界と日本 磯　村　尚　徳
104 企業の創造性開発 高　橋　　　誠
105 気象のものさし、人生のものさし 倉　嶋　　　厚
106 言葉の外にことばあり 相　川　　　浩
107 日本の進路 瀬　島　龍　三
108 日本人の性愛感 暉　峻　康　隆
109 国際社会の中の日本 天　谷　直　弘
110 人間と文化 屋　敷　平　州
111 未来へのファンタジー 手　塚　治　虫
112 腐敗と発酵 柳　田　友　道
113 これからの日本経済 飯　田　経　夫
114 芭蕉の旅　一茶の旅 金　子　兜　太
115 私の野球人生 広　岡　達　朗
116 生きる 藤　原　て　い
117 和と多様性 香　山　健　一
118 日本の文明 上　山　春　平
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