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* 宮地見記夫

はしがき

本篇には資料の性格，内容の範囲からみて各主題，例えば経済学史，中小企業，

貿易，経営史等々のいずれとも関連があって，そのためにそれぞれの主題では，あ

えて収録の対象から除かれる一般的・総合的レプアレンス・ブックを収める。もち

ろんテーマに即するという限定は，選定にあたり考慮されなければならない。

構成は次の順序によって文献を区分し，さらにその中を著編者のABC順に配列

した。

I 記事索引，内容目次

E 目録

E 書誌

W 文献解題・展望

V 事〈辞〉典

VI 地図

W ダイレグトリー

vm 白書類

IX 文献利用案内

X 研究案内

I 記事索引，内容目次

・第二次世界大戦前

(lJ 天野敬太郎:法政・経済・社会論文総覧〔正J.追篇 万江書院昭和 2-3

2冊

〔正〕編には和雑誌およそ 100種，追編にはあらたに数十種(いずれも創刊号か

勢みやち みきを 一橋大学経済研究所資料調査室助手
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ら〉の雑誌，および大正15年7月~昭和2年末までの追加分，それに記念論文集，

講座も含めた論文記事を主題別に配列しである。

(2J 法律経済論題輯覧 〔正J.続巌松堂明治41-43 2冊

わが国の社会科学系索引の中ではもっとも初期の刊行になる。法律が主。(正〕

篇は408頁.48種，続篇が412頁. (正〕篇未収録分と明治41-42年分をあわせて64

種の専門誌を収める。論題を分類配列。

(3J 神戸高等商業学校商業研究所:経済・法律文献目録第1-2輯大阪宝文

館昭和2-6 2冊

著書，論文，資料類，新聞記事およそ85.500点を第 1. 2輯に収める。第1輯は

大正5-14年，第2輯は大正15-昭和5年までを対象とし， いずれも「国民経済

雑誌」に継続掲載の「文献目録J (10J (当初の名称は「最近の経済学界J)を骨

子にさらに補充された。

(4J 大阪商科大学経済研究会:社会経済文献年報昭和12年版一? 大阪 1938

ーーワ

同大学より刊行の「経済学雑誌」に掲載されていた「内外文献月報J(くわしく

は (16J をみよ〉を各年毎にまとめたものであるが，同時に「経済学文献大鑑」

(81Jの“補完的機能をもっ"ように企画・刊行された。

・戦後

(5J 天野敬太郎:日本各雑誌総目次索引一覧「図書館界J9 (1). 14-27(8.1957) 

主に 2巻以上を総合して作成された総局次，索引を収録。人文・社会科学の部

(p. 14-23)と自然科学の部 (p.23-27)からなる。次の (6Jは，これをさら

に増補したもの。

(6J 一一:雑誌総目次索引集覧増補版 日本古書通信社昭和44 212p 

人文，社会，自然科学の 3区分からなる。昭和39年末までを収録した昭和41年刊

(139貰〉のものに， さらに昭和40. 41年分を追加，収録数は1.973点。

(7J 月刊文献ジャーナル 第1巻第1号 (1962年4月〉ー 富士短期大学

1962ー

自然，人文，社会の諸科学を含む，全国の大学の紀要・学会誌およそ 1.550点の

コンテンツサービス誌。

(8J 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター:日本経済分析文献索引

No 1-5 昭和43-44 5冊

明治以降の日本経済実証分析を目的とした文献および分析のための基礎資料にか

んする文献を提供する目的で刊行された。第5冊目をもって停刊。

(9J 経済資料協議会:経済学文献季報第1号(1956)一 有斐閣 1956ー
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わが国の経済学関係の大学学部および研究所等30機関によって編集される。学術

文献を主とした収録点数は，和(図書を含む)，欧文あわせて年間ほぼ 15，000点，

経済学プロパーのみならず，経営学，商学，会計学も収録対象に入っている。

(10J 神戸大学経済経営学会:文献目録「国民経済雑誌」第1巻第1号(明治43年〉

神戸大学に受入れられた雑誌・逐次刊行物から，経済学，経営学，商学について

のカレントな文献を提供。当初は「最近の経済学界」と称す。

(l1J 神戸市立図書館参考事務研究会:戦後圏内重要ニュース索引 (1J昭和20

年8月一昭和35年赤石出版 1960-61 2冊 (2J昭和36年1月一昭和41年

6月神戸日新堂 1966 165p 

(12J 国立国会図書館参考書誌部:雑誌記事索引 人文・社会編 1巻 l号(昭和

23年9月)ー (月刊〉紀伊国屋書庖

国会図書館締本雑誌より選択されて採録。欧文は採らない。第6-15巻1号は季

刊，以後は第27巻の1974年12月分まで月刊，さらに1975年分(第28巻〉は半年刊

となった。カパレッジは他誌と比較して最も大きいが，新刊雑誌，専門分野の採

録には多少の不満は残る。なお，機械による編集作業の導入によって，速報性の

強化と累積版の刊行が可能となった。目下，創刊号より昭和49年12月分までの期

間については，日外アソシエーツによって11の主題分野(政治・行政，法律，経

済，産業，社会，労働，教育・文化，哲学・宗教，歴史・地理，文学・語学，芸

術・芸能・スポーツ〉別に， 5-10年単位で累積版が刊行中であり， また， 昭和

40-49年の10年間分の著者と件名各編の総合索引も発行された。

(13J 国際交流基金 Currentcontens of academic journals in ]apan， 1971 

(年刊)

過去 1年に亙って，わが国の人文・社会科学分野における学術誌に掲載された論

文の欧文題目を， UDCによって分類し，著者名のABC順に配列。

(14J 日本開発銀行中央資料室:産業経済インデックスー産業経済雑誌主要記事索

ヲ1-1970・1ー (月刊〉

(15J 産業経済雑誌主要記事索引昭和39-45年度 日本図書館協会昭

和39-45 7冊

同室に受入れた雑誌〈和雑誌が主〕の前年度分を収録対象とする。昭和46年から

は (14Jに接続。

(16J 大阪市立大学経済研究所:経済学文献月報「経済評論」 昭和30年7月号一

「経評」掲載前は， I経済学雑誌J(以下「雑誌」と略す〉に“経済学文献目録"

として欧文文献とともに掲載されており I経評」に邦文文献が掲げられるよう
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になってから欧文文献は，そのまま「雑誌Jに第34巻 1/2号〈昭和31年〕まで収

録され， [9 J r季報」の刊行とともに採録を中止。なお「雑誌」には，その前

身である「経済時報J(昭和4年刊〕の第 2巻 1号〈昭和5年〉より 8巻2号(昭

和12年)まで“内国雑誌重要記事索引，資料一覧 “外国雑誌、重要記事索引，

新着図書"が掲載されており，続いて同年4月から刊行の「雑誌」には，以後第

2次世界大戦直後の昭和17年 2月 (10巻2号〉まで，図書・資料ならびに記事索

引からなる“内外文献月報"が，またそれ以後昭和19年末まで邦文だけの“文

献月報"欄が収載されていた。戦後昭和20年より同30年までの空白期間 (31年

より [9J r季報」が発行される〉については， [80J r社会科学文献解説」およ

び [79Jr経済学文献解題」刊行の努力がなされた。

[17J 東京大学社会科学研究所戦後改革研究会:戦後雑誌目次総覧一政治・経済・

社会一上，下東京大学出版会 1976 2冊

上巻には1945~49年の間に刊行の雑誌(ただし大学紀要，学会誌，純文学誌は除

外〉の年別総目次，下巻には1950~52年までの分と，雑誌別索引，執筆者名の索

引を付す。

.書評索引

[18J 書評年報 1970- 習志野書評年報刊行会 1971

1970年版は人文・社会編のみ， '71年版より人文・社会・自然、編と，文学・芸術・

児童編に分冊。 1975年版によれば新聞・雑誌 104紙に掲載された書評を収録。

H 目録

.総合目録*

[l9J 国立国会図書館:官庁刊行物総合目録第 1~8 巻 1952-60 8冊

昭和20年9月より同33年末までに中央官庁より刊行された資料を収録。支部図書

館の所蔵偲所を記載。昭和34年以降は [48J r全日本出版物総目録」と合併。な

お戦前の官庁刊行物については [39Jを見よ。

[20J 一一:全国公共図書館逐次刊行物総合目録 第 1~6 巻 1963-68 6冊

(21J 一一.整理部:新収洋書総合目録第 1巻第1冊一 1958-

第 1 巻には，昭和29~31年度の 3 ヶ年の聞に，大学図書館を主とする 18の図書館

が所蔵した1940年以降の刊行になる洋書カードを収録，全4冊。ただし第4冊は

1967年に刊。最新版 (1973年〉では， 16大学に国会図書館，行政・司法支部図書

館，公共図書館を加えて49の図書館が各年毎に収録した洋書を収録。なおこの総

本戦後から196C年まで刊行の総合目録については，次の文献によって概括を得られる。西沢秀
正:戦後編さん刊行の総目録について 紹介と批評「図書館雑誌J54(61， 180~ 183(6， 1960) 
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合目録の事業の沿革は各年版の巻頭に掲げられている。

(22) 国際医学情報センター:学術雑誌総合目録 自然科学欧文編 1975年版文

部省学術国際局監修紀伊国屋書庖 1975 1841p 

1966年版の改訂増補版ではあるが，この版には国会図書舘，日本科学技術センタ

ーの所蔵分が収録されていない。

(23) 文部省大学学術局:学術雑誌総合目録人文科学欧文編 1967年版東京電

機大学出版局昭和42 25， 846p 

昭和39年9月1日現在で， 186大学， 20各省所轄研究機関， 13民間機関，国立国

会図書館，計220機関を対象とし，収録誌数約2万種。

(24) 一一:一一人文科学和文編改訂版1973年版 日本学術振興会 1973 27， 

1675p 

昭和42年9月27日現在で， 294機関(大学254，国会図書館・各省庁所轄研究機関

31，等々〉を対象として，約24，000種を収録。

4砂蔵書目録*

(25) 国立国会図書館閲覧部:国立国会図書館所蔵日本関係欧文図書目録 昭和38

306，74p 

旧上野図書館所蔵本を除<.昭和23~37年末までの同館受入文献約2，300点を収

める。なお旧上野図書館に所蔵されていた約5，000点ほどの図書については次の

目録がある。国立国会図書所蔵日本関係欧文図書目録(支部上野図書館旧蔵分〉

1966 6， 166p 

(26) 一一:国立国会図書館所蔵新聞目録(昭和44年11月1日現在) 1970 153p 

旧上野図書館，衆議院図書館が収集整理したものを含む約3，000タイトルを収録。

(27) 国立国会図書館整理部:国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録 1971ー 76

6冊

〔内容〕第 1巻:哲学・宗教・歴史・地理の部， 第2巻:j政治・法律・社会・経

済・統計・教育・兵事の部，第3巻:自然科学・農学・工学・家事・芸術・体育

・諸芸の部，第4巻:語学・文学，第5巻:i総記・児童図書・欧文図書・補遺の

部，書名索引。

(28) 一一:国立国会図書館蔵書目録昭和23~33年 1960-63 3冊

〔内容〕第 1編:総記， 哲学・宗教， 歴史・地理，第2編:社会科学，第3編:

自然科学，工学，産業。

〔29) 一一:一一昭和34年~43年 1975ー

*ここには社会科学系大学図書館の蔵書目録も当然収められてしかるべきである由主紙幅に
限りあるため，国会図書館のものに限定した。
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昭和34年 1月より同43年12月までに，同館に納本・受入れされたものを収録。現

在刊行中。

[30J 一一:国立国会図書館所蔵欧文雑誌目録 1974年末現在紀伊国屋書庖

1976 819p 

18，523タイトルを収録。今後は 2ヶ年毎に刊行の予定。

[31J 一一:国立国会図書館所蔵和雑誌目録昭和50年末現在 1976 1490p 

追録(昭和51年 1~3 月分)も刊行されている。

[32J 帝国図書館:帝国図書館和漢図書書名目録第 1~6 編 明治 32~昭和 37

(1899-196め 12冊

〔内容〕第1編 明治26年現在明治32年刊 1 冊，第 2編明治 27~32 年増加

図書明治36年刊 1 冊，第 3編明治33~44年増加図書大正 2 年刊 1冊，

第4編明治45~大正15年増加図書昭和11~12年刊 3 冊，第 5編昭和2~

10年増加図書目録昭和17~19年刊 4冊〈含補遺版)，第 6編昭和 11~15 年

昭和37年刊 2冊 なお昭和16年以降24年3月までを収録した分類目録が，昭和

39年に次のように刊行されている。国立国会図書館:帝国図書館・国立図書館和

漢図書分類目録昭和16年 1 月 ~24年 3 月 1144p 

[33J 一一:増訂帝国図書館和漢図書分類目録(国家，法律，経済，財政，社会及

統計学之部〉 明治40 184， 56p 

明治32年前に受入れた文献を収録0

.刊行案内一般*

[34J 人文図書目録刊行会:人文図書総目録 (年刊〉

[3司 法律書・経済書・経営書目録刊行会:経済図書総目録 (年刊〉

[36J 歴史図書目録刊行会:歴史図書総目録 (年刊)

[37J 出版ニュース(旬刊〉第1号(昭和16)一出版ニ ュ ー ス 社 昭 和16ー

出版情報のニュース源として[38J，[47Jとともに有用。

[38J 出版ニュース社:出版年鑑 1950年版一 昭和26-

.官公庁・団体刊行物案内料

[39J 官庁刊行図書目録第 1 号〈昭和 2 年 1 月 ~3 月 )~44号(昭和12年1O~12

月〉 官庁刊行図書月報 12巻 1 号〈昭和13年 1 月分)~17巻 9 号〈昭和18年 9 月

*市販される新刊図書は[34)以降に掲げるカタログ等によってフォローできる由主これらの
他に「図書新開ム「日本読書新聞ム「週刊読書人」であるとか、各出版社から刊行される
「図書目録」類も利用できる。

* *政府刊行物については，次の文献を参照のこと。国立国会図書館連絡部:国の刊行物一
解説目録 国立国会図書館(発行〉 日本図書館協会(発売) 1971 80喝p [1976年に，
昭和45年4月~同49年3月までの追補 (730頁〉が刊行〕 黒木努:政府刊行物概説帝国
地方行政学会 1972 4，216p 
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分) 内閣印刷局 1927-43 113冊

戦後については (19Jを見よ。

(40J 経済団体連合会:経済団体・調査機関等刊行物一覧(昭和45年8月一48年7

月) 1974 243p 

昭和39.43. 46年に続く第4回目。収録機関は547機関。

(41J 国立国会図書館:欧文による官庁刊行物一覧付 SCAP刊行資料目録 (List

。fJapanese government publications in European languages) 1959 91p 

1945年から1958年までをカバー。英文資料だけでなく，英和対訳のもの，内容は

和文でも英訳題名・英文摘要のあるものも含む。

(42J 政府刊行物普及協議会:政府刊行物月報 1巻 1号 (1957・1)一 政府刊

行物サービスセンター

(43J 政府刊行物新聞編集部:政府刊行物新聞 No.1(昭和39年6月〉ー (月刊〉

全国官報販売協同組合

(44J 一一:政府刊行物総目録 1975 政府刊行物等普及強化連絡懇談会 1975 

185p 

(45J 政府資料等普及調査会調査部:官庁資料要覧 1975年版 435p

(46J 全国官報販売協同組合:政府刊行物等目録定時刊行資料編随時刊行資料

編

III書誌

.全国書誌

(47J 国立国会図書館:納本週報第1号(昭和30年6月〉ー

前身は昭和23年9月に刊行の「納本季報J.それに続< r納本月報」第 1~1O号

(昭和23年 9 月~同24年 9 月).および「圏内出版物目録」第 1 巻 1 号~7巻 3 号

〈昭和25年2月~同30年10月〉。国会図書館に納本されたわが国の週刊出版物目録

で，われわれが利用しうる目録の中では最も包括的。官公庁納入の部と，民間納

入の部に大別し，更に前者は機関別，後者は NDCにより分類され，書名の ABC

順に配列してある。

(48J 一一.収書部:全日本出版物総目録昭和23年版一 (年刊) 1951-

(47Jとあわせてわが国の全国書誌の 1つ。これらの書誌と先の蔵書目録で掲げ

た (27J. (28J. (29J. (32J. (33J. (39J. それに (63Jなどをつきあわせ

るならば，なお完全にはほど遠いが明治以降の刊行物を一応フォローできる。

.主題書誌

(49J 経済企画庁:戦後経済政策資料自録 昭和20"，22年分，国際・物価(昭和23
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年)，政治(昭和23年)，財政金融(昭和21~22年)0 1973 4冊

(50) 神戸商科大学経済研究所計量経済共同研究室:A bibliography of studies 

in English on the ]apanese economy since 1950.神戸 1967 35p 

第 2次大戦後の日本経済分析について英文で書かれた論文700点を収録。

【51) 国立国会図書館調査立法考査局: レファレンス文献菱自 第 1集(昭和35

年〉ー

国会議員より依頼を受けた中から重要と思われるもの，及び将来の参考のために

作成されたものを集めてあり，原著作から研究文献，統計調査資料，参考文献な

どを含む。経済学に関連するものを挙げておく。第7集 労働関係欧文逐次刊行

物目録(昭和39年8月30日現在，国会図書館所蔵のものに限定〉 第8集 都市

問題としての土地対策に関する文献目録第11集資本取引自由化問題第12集

都市化と農業に関する文献目録第14集南北問題に関する文献目録。

(52) 前田昇三:外国人による日本経済分析に関する文献目録京都京都大学経

済研究所 1966 20p 

(53) 日本学術振興会:日本占領文献目録 1972 349p 米国で保存されている

資料の目録も作成された。 TheAllied occupation of ]apan， 1945-1952: an 

annotated bibliography of western-languages materials. Comp. and ed. by 

R. E. Ward and F. ]. Schulman. Chicago， A. L. A.， 1974. 20， 867p. 

(54) 大蔵省戦後財政史室:戦後日本経済文献目録一終戦から講和まで- 1973 

513p 

占領期における経済問題を，社会・労働，日本経済，財政，金融，物価，貿易，

証券，保険，企業会計，農業に区分し，著編者名の五十音JI買に配列。官庁出版物

を含む単行書，雑誌論文を収録。なお経済安定本部，農林省，人事院の文書は

(53)に収録されている。

(55) 大阪商科大学経済研究所:経済資料総覧 自昭和3年 1月至昭和12年12月

大阪昭和15 505， 125p 

(81)の姉妹編として，学術書を除く官庁， 学術機関， 民間団体，および個人に

よって刊行された調査研究報告，統計書などの資料を集めたもの。巻末の付録と

して，機関・団体の叢書，年鑑，資料的雑誌，書自のリストを掲げてある。

(56) Science Council of ]apan. Third Division. National Committee of Eco・

nomic Sciences: ]apan annual bib1iography of economics， vol. 1 (1967)ー

Tokyo， 1970ー

過去1年にわが国で刊行された邦文の経済学関係の図書を，英文名にほんやくし

て掲載する。ソースは「経済学文献季報」。
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(57J 東洋学インフォメーション・センター:A se!ected list of books on Japan 

in western !anguages， 1945-60. Toyo Bunko， 1964. 6， 74p. (Studies on Asia 

abroad， 1) 

本書は次の図書の補遺版である。 A se!ected list of books and articles on Ja-

pan in English， French and German. Rev. and en!arged. Comp. by Hugh 

Borton and others. Camb.， Harvard Yenching Institute， 1954. 11， 272p. 

・書誌の書誌

(58J 天野敬太郎本邦書誌の書誌大阪間宮商庖 1933 370p 

昭和7年末までにわが国で刊行された書誌を収録。 1973年に本書の増訂版の一部

というべき“日本書誌の書誌(総載編)昭和40年末現在 22， 671p" が巌南堂

より出版されるlこいたったが，総載編に続〈主題編は未刊。

(59J 波多野賢一;弥吉光長:研究調査参考文献総覧朝日書房昭和9 13， 26， 

877p 

古代より昭和7年までに刊行された日本の参考図書約 1万点と，昭和4年までに

発行された欧文の書誌を収める。文献によって簡単な解題を付す。

(60J 経済資料協議会:経済学二次文献総目録有斐閣 1971 8， 103p 

明治以降昭和45年3月までに，同協議会所属23機関と，国立国会図書館，総理府

統計局の諸機関，およびこれら機関に属する個人が作成もしくは刊行計画中の

383点を収録。補遺(昭和45・4"，同51・12)は「経済資料研究jNo.12に掲載。

(61J 機械振興協会経済研究所情報資料部:資料ガイド経済/企業/機械第1

巻第 1号 (1965)一 (月刊〉

わが国，および海外諸国の官公庁，研究機関，企業等の団体，国際機関等々より

刊行される資料の紹介のほか，参考文献ガイド，書評などを掲載。第4 (1968) 

をもって停刊。

(62J 国際文化会館:日本の参考図書改訂版 日本図書館協会 1965 335p補

遺版 日本の参考図書編集委員会編 1972 379p英訳版 Guideto ]apanese 

reference books. Chicago， A. L. A.， 1966 

(63J 明治文献資料刊行会:明治前期書目集成 明治文献 1971-75 20冊

明治新政府の内務省図書局により編纂された「書目月報j， i新編版権書目j，あ

るいは月評社の「出版月評」等を収録。

(64J 東京大学経済学部研究室;東京大学社会科学研究所資料室:社会科学文献目

録一目録の目録-1958 32p 

東京大学法，経の各学部，および同社研に所蔵の社会科学関係 2次文献目録。和

文の主として日本に関する文献を収録。
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[65J 弥吉光長:参考図書の解題理想社昭和30 259p (図書館実務叢書 8)

[66J 臼本古書通信 No.1(昭和9)一 日本古書通信社

“最近の書誌関係文献"を毎号掲載。

.逐次刊行物書誌

[67J ]apan Economic Research Center: List of ]apanese economic and busi-

ness periodicals in English， 1973 1973 56p 

わが国で刊行されている経済・経営関係英文誌リスト。

[68J 国立国会図書館国際業務部:日本学術雑誌目録 (Directory of ]apanese 

learned periodicals) 1957 ライブラリー・ビューロ一 昭和32-33 3冊

わが国で刊行されている学術雑誌の英文目録。

[69J 文部省大学学術局:Bibliographical list of ]apanese learned journals. Hu-

manities & Social Sciences No. 1 (1956)ー

わが国で刊行されている学術誌を，海外に紹介する目的で，自然科学・応用編も

同時に編さん刊行。 No.2以後は未刊。

[70J 中村博男:日本経済学雑誌総覧予備稿別冊追補リスト 日本図書館協会

(発売〉 昭和45 2冊

[71J 日本学術振興会全国大学研究機関誌要覧一大学紀要・研究所報告一昭和43

年版昭和43 203p 

文部省のおこなう大学図書館実態調査にもとづき編纂。大学およびその付属研究

機関が刊行する機関誌の誌名，誌歴，発行部数，販売の有無，年間総索引，欧文

抄録，目次の有無を記す。

(72J 清和堂書店:日本年鑑類総覧 1968 昭和43 162p 

[73J 清和堂出版部:戦後日本雑誌総覧社会科学の部 1963年3月末現在昭和

38 161p 

昭和21年以後わが国で刊行された主に法律・経済関係の雑誌およそ 1，000点を収

録。

[74J 出版年鑑編集部:日本雑誌総覧 1963ー (年刊〉 出版ニュース社 1963-

IV 文献解題・展望

[75J エコノミスト編集部:戦後日本経済研究の成果と展望(上)， (下〉 毎日新

聞社 1970 2冊

上:近代経済学編，下:マルクス経済学編

[76J 経済学研究30年の歩み「経済評論」昭和51年6月号(臨時増刊) p.98~253. 

[77J 日本経済学会連合 ]apanscience review: economic science， No. 1-10 
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日本学術振興会昭和28-40

日本の経済学界の業績(論文のみ〉を各年毎に英文で紹介。

(78) 一一:経済学の動向上，中，下巻東洋経済新報社 1974 3冊

〔内容〕上巻経済理論 1，n，統計学，社会・経済思想史，経済史，社会主義

経済学，中巻経済政策，農業経済，社会政策，財政学，金融論，国際経済，人

口論，経済地理学・地域科学，下巻経営学，会計学，商業学ー商品学，保険学

交通学，公益企業論

(79) 大阪市立大学経済研究所:経済学文献解題 1955・1-12 日本評論新社

昭和32 2河p

(80)社会科学文献解説の第10集以後， (1句の文献月報と (9) r季報」とに生

じた空白期聞を埋めることを意図して刊行された。ただし，カパーの期聞は表題

に記されているように1955年分のみである。構成は前半部分が経済学のいくつか

の主題にかんする文献解題，後半は文献目録(図書，論文)が掲げられている。

(80) 一一:社会科学文献解説昭和22-28 10冊

出版社は，第 1，2冊が村上広栄堂，第4-5冊が蘭書房，第6-10冊が日本評論

新社と変った。単行書，論文を含む経済学を中心とした社会科学の文献目録(第

2部〉および， 批判的論争を含む解説(第1部〉からなる。なお第1冊だけは

「戦後社会科学文献解説」の名称のもとに刊行。収録期間は昭和20年9月~同 27

年6月まで。

(81) 大阪商科大学経済研究所:経済学文献大鑑大阪昭和9-14 4冊

企画当初には経済学プロパーだけでなく，関連社会科学を含むかなり広範囲な領

域を対象としていたが，戦争の影響によって結局，財政篇 (1913-1933)，貨幣金

融篇上，下 (1919-1935)，商工篇上 (1919-1936)の4冊の刊行にとどまった。

収録文献には大正8年~昭和11年までに刊行の図書，論文，調査資料 2次文献

等を含む。

(8勾寺西重郎:日本経済論の展望〔戦前の部その 1-3) r経済研究J23 (2)， 

134-158; 23 (4)， 347ー362;25 (1)， 34-49 (4， 10， 1972; 1， 1974) 

.リーディングス*

(83) リーディングス・日本経済論 日本経済新聞社 1971-74 7冊

貿易と国際収支(金森久雄編i)，産業組織〈馬場正雄，田口芳弘編)， 労働市場

(西川俊作編)，経済成長〈村上泰亮編入金融政策〈貝塚啓明編)，財政政策(藤

田 晴編)，インプレーション(新開陽一，新飯田宏編〉

*学界において一定の評価を得られた文献を集めたりリーデイングスには，文献解説が付さ
れていて，レフアレンス・トクーノレとして有用である。
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(84) 建元正弘;市村真一編:リーディングス 日本経済の計量分析東洋経済新

報社 1970 8， 428p 

V 事典・辞典

.社会科学事(辞)典

(85) 社会科学大事典同編集委員会編鹿島出版 1968-71 20冊

わが国で刊行された社会科学系の事典としては最も大部なもの。最終巻は，執筆

者名，和文・欧文の各事項および人名の索引にあてられている。

(86) 社会科学辞典同編集委員会編新日本出版社昭和42 389p 

マルクス，エンゲルス， レーニンの古典を中心に，マルクス・レーニン主義を学

ぶに必要な基本用語・事項約2，000を収録。

・経済学辞典*

(87) 青山秀夫;都留重人;脇村義太郎編:経済学事典平凡社 1954 1750，80p 

大項目主義と小項目主義の双方をとり入れてある。人名の一部には写真を掲げる。

(88) グリーンワルド， D. (Greenwald， D.):マグローヒノレ現代経済学辞典 山

田雄三，千種義人監訳好学社昭和43 75， 730p原書名 TheMcGraw-Hil1 

dictionary of modern economics: a hand-book of terms and organization. 

(89) 長谷田彰彦編:完全体系経済学事典富土書房 1972 410p 

(9町木村健康編:近代経済学小辞典春秋社 1968 11， 359p 

(91) 宮川実:マルクス経済学辞典青木書広昭和40 326p 

(92) 中山伊知郎等:経済学大辞典第 1~3巻東洋経済新報社 1955 3冊

全体を国民所得，構造，主体，市場等々17の項目に分け，その中を中項目，例え

ば国民所得の章には，社会会計，所得分析，有効需要など10の中項目からなって

いる。各中項目に執筆者名と参考文献を付す。

(9町 中山伊知郎;篠原三代平編:日本経済事典講談社 1973 51， 946p 

事典形式による日本経済論。全17章のうち最終章は日本経済研究文献解題となっ

ている。

(94) 大阪市立大学経済研究所:経済学辞典岩波書庖 1965 26， 1320p 

1951，および1956に続く改訂版。マルクス経済学と近代経済学の最近の成果をと

り入れるよう編さんされた。編成は中，小の項目からなり，各項目には執筆者名

*経済学の 2次文献の範ちゅうに入るものの中で，辞典・用語辞典の類いは，枚挙にいとま
のないほど種類が豊富であり，またそのうちのいくつかは，数年毎に改訂を震ねるところ
をみても，一般市民もなじみ深い部類に入るであろう。ところで増補改訂を重ねるとして
も，他方で出版社の販売政策上，例えばハンディタイプは維持しなければならないならば
どのように両立させているか，利用者側としても十分注意を払うことが肝要である。
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と参考文献を付す。

(95J 島野卓爾;丸尾直美編:現代経済学の辞典有斐閣 1976 361， 12p 

(96J 杉原四郎;古沢友吉;岡崎栄松編:マルクス経済学体系辞典第三出版昭

和45 12， 369p 

(97J 高橋泰蔵;増田四郎編:体系経済学辞典改訂新版東洋経済新報社 1975

1174p 

昭和23年の初版以来4度目の改訂版。各項目に参考文献を付す。付録に調査機関，

調査資料，経済学文献年報，国際経済機関略語表あり。

(98J 都留重人編:岩波小辞典経済学第4版 1974 274p 

(99J 山田雄三等:近代経済学辞典新版広文社昭和41 438p 

・用語辞典

(100J 荒憲治郎;種瀬茂編:経済学用語の基礎知識正確な理解と知識のため

に有斐閣 1974 514p 

(101J 芳賀史雄;佐藤武男編:経済学用語辞典学文社 1976 6， 264p 

(102J 長谷田彰彦編:経済学基本辞典基礎・総合富士書房 1976 289p 

(103J 久武雅夫等編:近代経済学用語辞典二訂版第三出版 1974 346p 

(104J 金森久雄編:経済用語辞典東洋経済新報社 1972 312p 

(105J 経済研究会:最新経済辞典法学書院 1972 354p 

(106J 中山伊知郎:経済事典新版青林書院新社昭和44 950p 

(107J 中山伊知郎;金森久雄;荒憲治郎編:有斐閣経済辞典有斐閣 1971

86， 540p 

(108J 日本経済新聞社:経済新語辞典 1977年版 48， 522p 

毎年新版が刊行される。

(109J 高島善哉;越村信三郎;古沢友吉;清水嘉治編:マルクス主義経済学用語

辞典広文社昭和42 9， 238p 

(110J 鵜飼信成編:法律経済語大辞典改訂版光文書院昭和44 1024， 79p 

(l11J 脇村義太郎;堀江薫雄編:岩波小辞典経済用語第三版昭和45 255p 

+2ヶ国語辞典

(112J 花田実編:和英・経済英語辞典 ジャパンタイムズ 1976 374p 

(113J 長谷川啓之編 Economicdictionary English-]apanese 富士書房 1971 

436p 

[114J オリエンタノレ・エコノミスト:新経済用語和英辞典 東洋経済新報社 1975

501， 79p 

(115J 寺沢浩二編:新経済英語小辞典 ジャパンタイムズ 1972 419p 
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-統計学・数学辞典

(116) 中山伊知郎編:統計学辞典増補版東洋経済新報社 1957 1304p 

(117) 一一:現代統計学大辞典東洋経済新報社昭和37 1036p 

(116)刊行後の新しい理論と実際をとり入れるとともに，旧版との重複を避ける

ように配慮されている。付録には統計数値表の解説の他に，統計資料としてわが

国で昭和30年以後に実施された主要な調査統計資料が，国民経済計算の体系に合

わせ配列され，また重要文献目録，邦文・欧文の事項索引，人名索引がある。

(118) 日本数学会:岩波数学辞典第2版岩波書庖 1968 1166p 

.その他

(119) 藤田家明;喜多村和之:科学技術文献略語辞典改訂増補版 ヒラカワ文

献セミナ一昭和38 538p 

(120) ラティス:新編単位の辞典同社(発行〕 丸善〈発売)1974 587p 

単位および単位に準ずることばを五十音順に配列・解説。単位の出典となる文献

のある場合は，それを記載してある。

(121) 出版年鑑編集部:辞典・事典総合目録付便覧・ハンドブック 主要海外

辞書出版ニュース社 1974 247p 

百科事典，辞典，使覧，総覧などを網羅的に収録。 1961年以後改訂を重ねている

が，最近のものは購入可能なものだけを対象とするようになった。

(122) 惣郷正明;朝倉治彦編:辞書解題辞典東京堂出版 1977 538p 

明治以降昭和49年までに，わが国で刊行されたあらゆる分野の辞典などを収録し

解題を付す。

VI 地図

(123) 長谷川和泉:地図関係文献目録 明治・大正・昭和地図協会 1971277p 

明治5年より昭和43年末までに，わが国で刊行された地図に関する文献書誌。内

容は，地図史，古地図，陸地測量，地形図，海図，各種地図，地名，辞典・便覧

・目録類からなり，文献採録対象誌416種のリストも掲げられている。

(124) 建設省国土地理院:日本国勢地図帳 (Thenational atlas of Japan) 日

本地図センター 1977 380p 図版216

国土の自然，開発と保全，人口，農林漁業，鉱工業・建設業，交通・通信，貿易

・流通，商業・金融，政治・財政，社会，教育・文化・厚生からなる。

(125) 国立国会図書館参考書誌部:国立国会図書館所蔵地図目録 1966-

明治より今日まで政府機関の発行になった地図の総目録を作成する意図のもとに，

昭和40年より編集作成が進められ，現在次の地域に関するものが刊行されている。
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0台湾・朝鮮半島の部 昭和40年3月末現在 1966 73p 地図およそ2，200点を

収録。

0北海道・樺太南部・千島列島の部昭和41年3月末現在 1967 95p 地図約

2，800点を収める。

0東北地方の部 昭和42年3月末現在 1968 85p 地図約2，500点を収録。

O関東地方の部 昭和44年3月末現在 1970 137p 地図3，400点余りを収録。

0中部地方の部 昭和45年3月末現在 1971 154p 地図およそ4，800点を収録。

O近畿・中国地方の部昭和46年3月末現在 1972 178p地図約4，800点を収む。

O四国・九州地方の部 昭和47年3月末現在 1973 159p地図約4，800点を収録。

O海図の部上昭和49年12月末現在 1976 172p海図約5，200点を海図番号順

に配列。

(126J 日本国際地図学会:明治以降本邦地図目録 昭和44 181p 

(127J 渡辺光:日本地名大事典朝倉書庖昭和42-43 7冊

VII タ・イレクトリー

(128J 青木実:全園地方出版社総覧地域別展望・住所録 地方・小出版流通

センター 1976 89， 20， 87p 

(129J 日本学術会議:全国学協会総覧昭和45年版大蔵省印刷局 1970 410p 

わが国の学会，協会の名称(欧文名も併記)，所在地，代表者名， 会員数， 設立

目的，機関誌等々を掲げる。

(130J -:全国研究機関総覧昭和42年版大蔵省印刷局 1967

(131J 日本学術振興会:専門別大学研究者・研究題目総覧 1971年版 昭和46

1077， 26p 

文部省の「学術研究に関する調査」の資料にもとづき，国立大学・向付置研究所，

文部省所轄研究所，公私立大学関係の研究者の氏名，生年，研究題目を専門別に

掲げたもの。

(132J 日本の出版社全国出版社名簿 1976年版 付全国共通図書券加盟庖その

他関係名簿出版ニュース社昭和50 468p 

(133J 最新全国市町村名鑑新旧対照郵便番号付昭和48年版大蔵省印刷局

1973338p 

(134J 専門図書館協議会出版委員会:専門情報機関総覧 1976年版 1976 28， 

563p 

英文編タイトル Directoryof Special Libraries， Japan 

2，006機関を収録。
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(135) 東京商工会議所:日本商工経済団体名簿 昭和49年3月1日改訂 1974 

462p 

VIII 白書類

(136) 経済企画庁:経済白書昭和24年度一 大蔵省印刷局昭和24-

政府公称は「年次経済報告Jo1953年より併せて英文版“Economicsurvey of 

]apan"も刊行。第1回のいわゆる「都留白書」以降の内容について，抜粋編集

したものであるが，“同庁調査局:資料・経済白書25年 日本経済新聞社 1972 

462p"が参考となる。同庁からは，このほかに重要な白書として，国民所得白書，

国民生活白書が毎年発刊される。なお1971年刊行のものに限られるが，主要白書

17点を集めた抄訳書“ Whitepapers of ]apan: annuaI abstract of officiaI 

reports and statistics of ]apanese government， 1971/72 日本国際問題研究

所昭 和48 455p"であるとか，あるいは以下に掲げる文献も利用に供せられ

る。

0経済企画庁調査局:図説経済白書至誠堂

0白書の概要昭和43年度一 大蔵省印刷局 1969一 年度内に各省庁より

発表された白書の要旨をまとめたもの。

0片野憲二:情報源ハンドブック 政府刊行物・白書の読み方ー ビジネス教育

出版社 1976 5， 378p 

(137) 一一.調査局:日本経済の現況 昭和46年版ー 〈年刊) 大蔵省印刷局

1971-

(138) 東京大学経済学部研究室資料室:官庁及民間団体年次報告書目録(国内及海

外〉 昭和39年5月改訂 1964 63p 

IX 図書館案内

(139) 岩猿敏夫;岡本正;林呆之助編:日本文庫めぐり 蔵書の命運 出版ニュ

ース社昭和39 246，8p 

(140) 国立国会図書館参考書誌部:全国特殊コレクション要覧改訂版出版ニ

ユース社 1977 217， 46p 

1957年刊行の初版と比べ，機関数 (669)，コレクション数 (2，291)ともに 2倍以

上に増加。付録に固有名調索引と特殊主題索引あり。

X 文献利用案内

(141) 経済・産業情報利用の手引 日本ドクメンテーション協会 1977 86p 
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政府・研究機関，貿易・金融機関等の出版物の種類，収集方法，利用法などを解

説。

(142) 日本開発銀行:産業情報総覧 日外アソシエーツ 1977 923p 

わが国における産業55業種について，業界の概要，研究調査のための基本的文献，

情報源等を紹介。この他最近6ヶ年間の関連図書，雑誌記事，レポートなどの索

引を掲載。

XI 研究案内*

(143) 増田四郎;馬場啓之助;都留重人;小泉 明編:経済学ガイドブック 東洋

経済新報社 1971 16， 768p 

現代の経済問題，経済理論，経済の歴史の 3部からなり，各部は18から19のテー

マ別に簡単な解説がなされる。基本文献の解題と参考文献目録が便利。

(144) 東京商科大学一橋新聞部:経済学研究の菜経済学説史篇，西洋経済史篇，

経済政策篇，東洋経済史篇春秋社 1948-50 4冊

前身は昭和10年に刊行，同15年に改訂版が出された同編著，同書名のもの〈出版

社はいずれも三省堂〉。昭和28年にも刊行されたが， ただ単に本書を合体にした

もので，内容に変りはない。各版に掲げられた文献目録はいまなお有用である。

(編集:1977年8月1日〉

市ここには古典的存在の [144)と，最近のものから1点だけを挙げておくが，いずれも日本
経済を対象とするプロパーな研究入門ではない。 ζれらにあわせて， IV 文献解題・展望
に掲げた諸文献も参照のこと。
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