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故馬原鉄男教授略歴 ・主要著作目録

略　　歴

１９３０年１２月１５日　宮崎県西臼杵郡高千穂町において出生

１９３９年４月　高千穂尋常小学校入学（１９４１年，高千穂国民学校と改称）

１９４５年４月　宮崎師範学校予科入学（１９４８年３月修了）

１９４８年４月　宮崎師範学校本科入学（１９４９年３月修了）

１９４９年４月　宮崎大学学芸学部中学社会科二年課程入学（１９５１年３月修了）

１９５１年４月　宮崎県西臼杵郡三ケ所中学校教諭（１９５３年１２月退職）

１９５４年４月　立命館大学文学部日本史学科三年編入学（１９５６年３月卒業）

１９５６年４月　立命館大学大学院文学研究科修士課程日本史専攻入学（１９６０年３

　　　　　　月修了）

１９５６年４月　社団法人部落問題研究所専任研究員（１９６３年３月退職）

１９６３年４月　学校法人大阪工業大学 ・大阪工業高等専門学校専任講師（担当科

　　　　　　目 ：歴史 ・経済 ・法制 ・倫哲）

１９６３年４月　立命館大学理工学部非常勤講師（担当科目　同和教育，至１９６６年

　　　　　　３月）

１９６４年１０月　大阪工業局等専門学校助教授

１９６６年５月　社団法人部落問題研究所評議員（至１９７１年５月）

１９６８年４月　立命館大学文学部非常勤講師（担当科目教職日本史 ・日本史特

　　　　　　殊講義 ・史料講読 ・日本史概説皿 ，至１９７５年３月）

１９６８年４月　大阪府立社会事業短期大学非常勤講師（担当科目　同和問題，至

　　　　　　１９７２年３月）

１９７０年４月　大阪外国語大学非常勤講師（担当科目同和教育）

１９７１年３月　学校法人大阪工業大学評議員（至１９７５年３月）

　　　　　　　　　　　　　　　　（６８５）



　１８４　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　　　５月　社団法人部落問題研究所理事（至死去）

　　　６月　大阪工業高等専門学校教授

　　　１１月　全国部落問題研究協議会事務局長（至１９８１年１０月）

１９７２年４月　大阪府立大学教養部非常勤講師（担当科目社会科学特別講義）

１９７５年９月　国民融合をめざす部落問題全国会議常任幹事（至死去）

１９７７年３月　学校法人大阪工業大学 ・摂南大学工学部兼任講師（担当科目 ：歴

　　　　　　史学 ・工業教育法）

１９７８年４月　学校法人大阪工業大学 ・大阪工業大学短期大学部教授（担当科

　　　　　　目 ：歴史学）

　　　１２月　京都市同和問題懇談会委員（至１９８３年１２月）

１９８０年１０月　立命館大学経済学部教授（担当科目同和教育 ・社会科教育法）

１９８１年１０月　全国部落問題研究協議会代表幹事（至死去）

１９８３年６月　京都市同和対策事業検討委員会委員（至１９８４年１０月）

１９８４年１２月　立命館教職員組合執行委員長（至１９８５年１２月）

１９８６年４月　立命館大学経済学部主事（至１９８７年３月）

１９８７年４月　立命館大学人文科学研究所部落問題研究室長（至１９８８年３月）

１９８８年４月　立命館中学 ・高校長，学校法人立命館理事（至１９９１年３月）

１９９１年８月　アパルトヘイトの実態調査等のため，南アフリカを訪問 。

１９９２年４月　京都地区大学教職課程協議会会長（至死去）

１９９２年７月２日　午後１時２３分，急性心不全で安井病院において死去。享年６１

　　　　　　歳 。

（６８６）
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主要著作目録

Ｉ． 著　書

（１）単　著

　　『解放への闘いと教育』

　　『日本資本主義と部落問題』

　　『水平運動の歴史』

　　『テキスト ・部落問題の歴史』

　　『現代日本の部落問題』

　　『新しい部落解放の理論』

　　『追跡 ・えせ同和行為』

　　　　　　汐文社

　　部落問題研究所

　　部落問題研究所

　　部落問題研究所

　　部落問題研究所

兵庫部落問題研究所

１９６３年５月

１９７１年６月

１９７２年８月

１９７５年３月

１９７６年１１月

１９７８年６月

　　（筆名 ・中原只二，部落問題研究所編）　部落問題研究所　１９８８年６月

　『転換期の部落解放運動』　　　　　　　　部落問題研究所　１９８８年９月

　『部落解放運動の７０年』　　　　　　　　　　新日本出版社　１９９２年２月

　『新版 ・水平運動の歴史』　　　　　　　　部落問題研究所　１９９２年４月

（２）編著書

　『進路保障』　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６３年１１月

　『現代日本の社会問題 ・全４巻』

　　（小関三平 ・真田　是 ・仲村祥一との共編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汐文社　１９６６年６月～７０年８月

　『９０年代の部落問題　　「法」以後への提起』

　　（杉之原寿一・ 東上高志との共編）　　　部落問題研究所　１９９０年８月

　『近代天皇制国家の社会統合』

　　（掛谷宰平との共編）　　　　　　　　　　　　　文理閣　１９９１年５月

　『従軍慰安婦 ・その支配と差別の構図』

　　（千田夏光との対談）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９９２年８月

　『天皇制国家の統合と支配』

　　　　　　　　　　　　　　　（６８７）



１８６　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　　（岩井忠熊との共編）　　　　　　　　　　　　　文理閣

（３）共　著

　『部落産業の史的分析　　三重県上野市八幡部落　　』

　　［部落問題叢書１１（部落問題研究所編）　部落問題研究所

　『部落問題研究の手引　　研究の手引 ・文献目録 ・年表　　』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所

　『鎖国の悲劇［日本残酷物語 ・第３部１』

　　（宮本常一他監修）　　　　　　　　　　　　　平凡社

　『部落の現状［講座部落皿１』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　　　　三一書房

　『部落の人間像［講座部落Ｖ１』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　　　　三一書房

　『引き裂かれた時代［日本残酷物語 ・現代編１１』

　　（宮本常一他監修）　　　　　　　　　　　　　　平凡社

　『部落問題入門［部落問題講座第３集１』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所

　『やさしい部落の歴史』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所

　『同和教育の手引き』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所

　『図説 ・日本庶民生活史７　明治時代』

　　（門脇禎二他編）　　　　　　　　　　　　河出書房新社

　『図説 ・日本庶民生活史８　大正一昭和』

　　（門脇禎二他編）　　　　　　　　　　　　河出書房新社

　『むなつき坂をこえて　　わたしたちはここまできている　　』

　　（奈良県同和教育研究会編）　　　　　　　　　　汐文社

　ｒ人問みな兄弟［図説部落問題１１』

　　（東上高志編）　　　　　　　　　　　　　　　　汐文社

　　　　　　　　　　　　　　　（６８８）

１９９２年１２月

１９５７年７月

１９５７年７月

１９６０年３月

１９６０年８月

１９６０年１０月

１９６０年１１月

１９６１年２月

１９６１年８月

１９６１年１１月

１９６２年７月

１９６２年８月

１９６２年１２月

１９６５年３月
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『憲法［図説部落問題２１』

　（東上高志編）　　　　　　　　　　　　　　　　汐文社　１９６５年１２月

『明治百年問題』（青木書店編）　　　　　　　　　青木書店　１９６８年５月

『同和行政の理論と実際［部落問題入門叢書１１』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６８年６月

『「明治百年」と部落問題』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６８年１２月

『日本の貧困地帯 ・上』（堀江正規編）　　　　新日本出版社　１９６９年１月

『やさしい部落の歴史 ・改訂版』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６９年９月

『解放読本［解放文庫２１』

　（解放読本編集委員会編）　　　　　　　　　　　汐文社　１９６９年１１月

『部落問題入門［部落問題入門叢書２１』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６９年１２月

『奈良県同和事業史』

　（奈良県同和事業史編纂委員会編）　　　　　　　奈良県　１９７０年５月

『大阪高専十年史』

　（大阪工業高等専門学校編）　　　大阪工業高等専門学校　１９７０年１０月

『部落問題資料 ・第１集』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７１年１０月

『部落問題資料 ・第２集』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７２年１０月

『近代日本と部落問題』

　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７２年１２月

『黒田庄町史』（同編纂委員会編）　　　　　兵庫県黒田庄町　１９７２年１１月

『人権 ・差別 ・部落』

　（東上高志 ・小倉嚢二編）　　　　　全国社会福祉協議会　１９７３年５月

『水平運動史の研究 ・第６巻（研究編下）』

　　　　　　　　　　　　　　（６８９）



１８８　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７３年６月

　［「水平運動の時期区分論」を執筆。同論文は歴史科学協議会（鈴木良））編

　『歴史科学大系 ・２１ ・部落問題の史的究明』校倉書房，１９７６年１２月 ，に収録。１

　『転換期の大阪市政　　実態と民主的改革の課題　　』

　　［大阪地方自治白書２１（大阪自治体問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体研究会　１９７５年１１月

　ｒ部落解放への展望』

　　（国民融合をめざす部落問題全国会議編）　　　　同会議　１９７６年９月

　『部落問題の学習１ ・歴史と運動』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７７年５月

　『物語 ・戦後部落解放運動史』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７７年８月

　『戦後部落解放運動史の研究』

　　［戦後部落問題の研究 ・第７巻１（部落問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７９年１０月

　『戦後部落の現状 ・行政の研究』

　　［戦後部落問題の研究 ・第６巻１（部落問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８０年７月

　『新版 ・やさしい部落の歴史』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８３年８月

　『部落史の研究 ・近代編』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８４年９月

　『部落の歴史と解放運動 ・近現代編』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８６年９月

　ｒ現代京都の部落問題［京都の部落問題５１』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８７年１０月

　胴和行政の終結をめざして』

　　（八尾市同和行政研究会編）　　　　　　部落問題研究所　１９８９年５月

　　　　　　　　　　　　　　　（６９０）
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　『日野町同和事業史』

　　（同和事業史編纂委員会編）　　　　　　　滋賀県日野町　１９９２年３月

　『精華町史 ・史料編１』

　　（精華町史編纂委員会編）　　　　　　　　京都府精華町　１９９２年３月

　『大津市同和事業史』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未刊）

（４）実態調査報告書

　ｒ都市部落　　その歴史と現状　　』

　　（三重県松坂市委託調査，部落問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９５７年７月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９６４年８月に改訂版）

　『未解放部落における失業人口の存在形態　　奈良市梅園町の場合　　』

　　（部落問題研究所編）　　　　　日本労働協会調査研究部　１９５９年１０月

　胴和地区実態調査 ・北桑田郡美山町和泉地区における酪農の

　　現状とその意識調査』　　　　　京都府教育庁社会教育課　１９６０年３月

　『同和地区実態調査 ・綾部市の水害をめぐる部落の歴史的背景

　　とその現状』　　　　　　　　　京都府教育庁社会教育課　１９６２年３月

　『同和地区実態調査 ・福知山市における未解放部落の水害の歴

　　史と生活実態』　　　　　　　　京都府教育庁社会教育課　１９６３年３月

　『中学卒業生の進路構造　　５ケ年継続進路調査の総括報告　　』

　　（京都市教育委員会委託調査，部落問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６３年６月

　膿村部落　　その地域と社会』

　　（三重県松坂市）　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６４年１２月

　『同和地区実態調査 ・京都府舞鶴市由良川河口地域における

　　未解放部落の生活実態』　　　　京都府教戸庁社会教育課　１９６４年３月

　『同和地区実態調査 ・由良川筋における未解放部落の実態

　　（総括編）』　　　　　　　　　　京都府教育庁社会教育課　１９６５年３月

　『未解放部落の実態』　　　　　　　　　京都府民生労働部　１９６５年３月

　　　　　　　　　　　　　　　（６９１）



１９０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　『未解放部落における労働力の流動形態（その１）』

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府同和事業促進協議会　１９６５年

　『部落の実態１ ・広島県府中市』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９６９年５月

（５）資料集 ・著作集編纂及び解説

　『部落問題の歴史［部落問題セミナー１Ｖ１』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　　　　　汐文社　１９６３年１２月

　『水平運動論叢［部落問題資料文献叢書８１』　　　世界文庫　１９７１年４月

　『水平運動史の研究 ・第１巻（年表編）』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７１年８月

　『水平運動史の研究 ・第２～４巻（資料編上～下）』

　　（部落問題研究所編）　　　　部落問題研究所　１９７１年１１月～７２年１１月

　『写真で見る水平運動史』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７２年３月

　『戦後部落問題年表』［戦後部落問題の研究 ・第１巻１

　　（部落問題研究所編）　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７８年９月

　『資料 ・戦後部落解放運動史』

　　［戦後部落問題の研究 ・第４巻１（部落問題研究所編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９７９年７月

　『北原泰作部落問題著作集 ・全３巻』

　　（部落問題研究所編）　　　　部落問題研究所　１９８１年１０月～８３年８月

　『写真集 ・水平運動の人々』

　　（山田梅雄写真）　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９８２年３月

　『中西義雄部落問題著作集 ・全３巻』

　　（部落問題研究所編）　　　　　　部落問題研究所　１９８４年５月～１２月

（６９２）



　　　　　　　　　　故馬原鉄男教授略歴 ・主要著作目録　　　　　　　　　　１９１

皿． 主要論文

　　「自由民権運動における玄洋社の歴史的評価」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本史研究』第２８号　１９５６年５月

　　「部落史研究の成果と課題」　　　　　　　　『部落』第８４号　１９５７年１月

　　「未解放部落とキリシタン部落」　　　『日本史研究』第４８号　１９６０年５月

　　「現状認識の体系化と研究の個別化　　融和王義の克服をめさして　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第１３４号　１９６１年３月

　　「部落解放運動史研究の動向」　　　　『日本史研究』第５８号　１９６２年１月

　　「歴史学の大衆化と歴史教育　　部落問題研究所の仕事にふれて　　」

　　　（奈良本辰也との共同執筆）　　　　『教育』第１２巻第３号　１９６２年３月

　　「京都の部落」　　　　　　　『国文学解釈と鑑賞』第３１９号　１９６２年４月

　　「筑豊風雲録　　筑豊における鉱害闘争史覚え書　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第１５７号　１９６３年１月

　　「部落調査の現状と課題」　　　　　『部落問題研究』第１４輯　１９６３年９月

　　「部落史研究の新段階」　　　　　　　　　『部落』第１７２号　１９６４年３月

　　「筑豊炭鉱における労働力の形成と部落」

　　　　　　　　　　　　　『新しい歴史学のために』第９３号　１９６４年９月

「炭坑節考」　　　　　　　　　　　　『日本史研究』第７５号　１９６４年１１月

「未解放部落における労働力の流動形態」　　『部落』第１９１号　１９６５年７月

ｒ部落解放運動と融和政策」　　　　　　　『部落』第２２８号　１９６８年３月

「壬申戸籍と部落問題」　　　　　　　　　　『部落』第２２９号　１９６８年４月

「『近代化』政策と部落の現状」　　　『部落問題研究』第２３輯　１９６８年１０月

「水平社と反軍闘争」［『明治百年』と部落問題９１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第２３７号　１９６８年１１月

「『融和事業完成十ケ年計画』の教訓」　　　『部落』第２４７号　１９６９年８月

「支配政策と部落問題」　　　　　　『部落問題研究』第２６輯　１９７０年３月

「解放闘争の伝統を発掘し闘いの主体を明らかにしよう

　　　水平社創立五○周年を前にした研究者の課題　　」

　　　　　　　　　　　　　　（６９３）



１９２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第２５６号　１９７０年３月

　「部落産業の階級的性格」　　　　　『部落問題研究』第２７輯　１９７０年７月

　「水平運動史研究の成果と課題」　　『部落問題研究』第２９輯　１９７１年２月

　「分裂の論理と思想を克服するために」　　　『部落』第２７０号　１９７１年３月

　「近代部落史研究の動向」　　　　　『部落問題研究』第３０輯　１９７１年３月

　「差別糺弾闘争の歴史的意義」　　　　　　　『部落』第２７９号　１９７１年１０月

　「全国水平社創立五十周年によせて

　　一一全水創立発起者阪本清一郎氏に聞く　　」（掛谷宰平と共同執筆）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本史研究』第１２５号　１９７２年３月

　「部落解放闘争百年の歴史に学ほう」　　　『部落』第２８５号　１９７２年４月

　「日本資本主義と部落問題」　　　　　　　『部落』第２９５号　１９７２年１２月

　「解放理論の創造をめざして」　　　　　　『部落』第２９８号　１９７３年３月

　「部落問題の歴史」　　　　　　　　　　　『部落』第３０８号　１９７３年１１月

　「１９７２年の部落問題研究」　　　　　『部落問題研究』第３８輯　１９７３年７月

　「部落解放運動と融和政策（上 ・下）」

　　　　　　　　　　『部落問題研究』第４０ ・４３輯　１９７３年１２月 ・１９７４年１０月

　「解放運動の展望を明らかにする研究活動」　『部落』第３１５号　１９７４年３月

　「部落解放運動の民主的伝統に学ぶ」　　　　『部落』第３２５号　１９７５年３月

　「日本の歴史と身分の問題」　　　　　　　『部落』第３３４号　１９７５年１１月

　「戦後部落解放運動史研究の問題点」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第４７輯　１９７６年３月

　「部落解放の理論と差別意識」　　　　『現代と思想』第２４号　１９７６年６月

　「戦後部落解放運動論（上 ・下）」

　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第４９／５０ ・５１輯　１９７６年８ ・１０月

　「部落問題研究の二つの立場」　　　　　　　『部落』第３５１号　１９７７年３月

　「水平運動における糺弾と融合の理論」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第５３輯　１９７７年７月

　「戦後部落解放論の再検討」　　　　『部落問題研究』第５４輯　１９７７年９月

　　　　　　　　　　　　　　　（６９４）



　　　　　　　　　故馬原鉄男教授略歴　主要著作目録　　　　　　　　　　１９３

「戦後部落解放運動と解放理論」　　　　　『部落』第３６０号　１９７７年１１月

「国民的融合論をめぐる理論的争点」　　　『部落』第３６４号　１９７８年３月

「体系的な部落問題論をめざして」　　　　『部落』第３７７号　１９７９年３月

「国民融合をめくる理論的諸問題」　『部落問題研究』第６０輯　１９７９年６月

「国民的融合論の豊かな成果」　　　　　　『部落』第３９０号　１９８０年３月

「皮革産業の現状と問題点」　　　　　　　『部落』第３８５号　１９８０年８月

ｒ民王主義の課題と今日の部落問題」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第６５輯　１９８０年１０月

ｒ身分問題をめぐる研究の動向」　　　　　『部落』第４０３号　１９８１年３月

「八○年代と部落解放理論の動向」　　　　『部落』第４２１号　１９８２年７月

「日本都市下層杜会研究覚書」　　　『部落問題研究』第７４輯　１９８２年１２月

「日本の民王主義と部落問題研究の課題　　理論問題をめくっ て　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第７６輯　１９８３年５月

「部落解放運動と差別糾弾」　　　　　　　『部落』第４３１号　１９８３年５月

「部落問題の世界史的位置」　　　　　　　『部落』第４３４号　１９８３年７月

「部落解放理論の再検討」　　　　　『部落問題研究』第７９輯　１９８４年７月

「今日の部落問題と新しい部落解放の理論」

　　　　　　　『長野県部落問題研究会 ・研究紀要』第１号　１９８４年８月

「国民的融合をめざす部落解放運動

　　　高知県窪川町興津 ・小室部落四○年の歴史に学ぶ　　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第４７２号　１９８６年７月

「人権 ・民族 ・カースト　　その差別と『優遇』政策　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落』第４７４号　１９８６年８月

「国民融合の歴史的位置」　　　　　『部落問題研究』第９２輯　１９８７年１０月

「戦後部落解放運動の歴史と現在」　　　『文化評論』第３２３号　１９８８年２月

「現代国家支配と部落問題

　　　特別措置法体制と部落解放運動の変容　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第９５輯　１９８８年９月

　　　　　　　　　　　　　　（６９５）



１９４　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　「世界人権宣言四十周年と部落問題の行方」　『部落』第５０６号　１９８９年２月

　「部落排外主義批判」　　　　　　『部落問題研究』第１０２輯　１９８９年１１月

　「労働者の国際移動と人権」　　　　　　　『部落』第５１７号　１９８９年１２月

　「部落解放は歴史の流れ　　部落解放理論の成果と課題　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第１０７輯　１９９０年９月

　「人権の国際化と部落問題の課題」　『部落問題研究』第１１３輯　１９９１年１０月

　「般行政への移行をめくる諸問題」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『部落問題研究』第１１７輯　１９９２年６月

皿． 辞典執筆

　　『日本近代史辞典』　　　　　　　　　　　東洋経済新報社　１９５８年１１月

　　『日本歴史大辞典』第１８巻　　　　　　　　　河出書房新社　１９５９年９月

　　『社会科学大事典』第６ ・１４巻　　鹿島出版会　１９６９年２月　１９７０年６月

　　『コンサイス人名辞典 ・日本編』　　　　　　　　　三省堂　１９７６年３月

　　『日本社会運動人名辞典』　　　　　　　　　　　青木書店　１９７９年２月

　　『大月 ・経済学辞典』　　　　　　　　　　　　　大月書店　１９７９年４月

　　『現代マルクス＝レーニン主義事典 ・下』　　　社会思想社　１９８１年７月

［付記１

　　以上の他，『部落』及び『部落問題研究』を中心にして，部落問題並びに部落

解放運動についての多数のルポルタージ ュや実態報告，分析と提言，シンポジウ

　ムや座談会での発言，さらに資料紹介等，多数の論稿が存在する。著書（共著等

　を含む）以外に約３００編にも上るそれらの論稿全体については，『部落問題研究』

　第１２１輯（馬原鉄男理事追悼輯），１９９３年１月 ，所収の著作目録を参昭していただ

　きたい 。

　　なお，本経歴及び著作目録の作成に際しては，１９７９年１月１日付けの馬原先生

　自筆履歴書及び研究業績目録，並びに今西　一「馬原鉄男の部落問題研究の歩

　み」（馬原鉄男 ・掛谷宰平編『近代天皇制国家の社会統合』文理閣，１９９１年５月
，

　所収）を参照した。また，社団法人部落問題研究所及ぴ経済学部事務室の援助を

　得た。（松野）

（６９６）


