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経済学二次文献総目録

(昭和53年 1.......12月)

【略記表】

タイトノレ 2.種類 3.主題 4.発表形式 5.編集主体 6.発行機関 7.編集期間

8.発行年月 9.大きさ 10.頁数 11.引j期 12.発行部数 13.配布ルート 14. 

サーピス対象 15.収録件数 16.収録文献の言語 17.収録資料の範囲 18.収録文

献の時間性 19.収録文献の主な対象地域 20-1.書誌形式一本文 20-2.本文配列の

語順(和漢書のみ) 20-3.索引形式 20-4.索引配列の語J[原(和漢書のみ 20-5.

抄録(抄録者・抄録の言語 20-6.解題(解題者・解題の言語) 21.その他の特徴

分類表

I 主題別書誌

1.社会科学・社会思想・経済学史

2.経済史

3.国際経済・貿易

4.経済政策・地域経済

5.産業

6.企業・経営

7.財政・金融

8.人口

9.労働問題・社会問題

10.統計

11.国別・地域別

1. 日本

2. アジア・中東

3. アフリカ

4. ラテン・アメリカ

5. ソピz ト

6. アメリカ

12.その他(国際機関，官庁刊行物〉

II 個人別書誌・目録

1.個人別

2.その他(団体・伝記等)

III 経済学一般書誌・目録

IV 雑誌目録

V 索引

VI 展示図書目録

VII その他(研究ガイド，年表，辞典，

抄録など〉

I 主題別書誌

3. 国際経済・貿易

文献目録 日・タイ関係の展開ー1960

~77 (2) 文献目録 (3) 国際経済

仏) 公刊 (5) 園部益子 (6) アジ

ア経済研究所 (7) 2ヶ月 (8) 昭

53.6 (1978.6) (9) 27cm ~Q pp. 

35-42 (11)ー (12) 1，000 (13) 

市販 (400円) (14) ー (15) 193 

(16) 日本語，英語 (17) 単行書，

雑誌論文，調査資料 (18) 1960-

77 (19) タイ (20-1)時系列 (20

-2) ヘボン式 (21) アジア経済

研究所図書資料部がタイの Thai-

land Information Center および

Thai1and-Japan Studies Program 
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と共同で行なった文献解題事業の中

間報告。

発展途上国の経済ナショナリズムと経

済統合に関する文献目録三三Z韮

済資料月報 20巻 3号 (2) 文献目

録 (3) 国際経済 (4) 公刊 (5) 

専門図書館協議会経済分科会資料研

究会海外事情グループ (6) アジア

経済研究所 (7) 6ヶ月 (8) 昭53，

3 (1978.3) (9) 27cm 帥 pp.36

-66 (12) 1，000 (13) 市販 (400

円) (14) 全国 (15) 800 (16) 

日本語，英語 (17) 単行書，雑誌

論文，調査資料 (18) 1960~ (19) 

世界 (20-1) 主題(独自分類)(20 

2)ヘボン式

昭和52年度所内資料地域別目録 アジ

ア経済資料月報 20巻8号 (2) 索

引 (3) 国際経済 (4) 公刊 (5) 

アジア経済研究所図書資料部 (6) 

アジア経済研究所 (η (8) 昭53.

8 (1978.8) (9) 27cm 帥 pp.41

-42 (11) - (12) 1，000 (13) 

市販 (400円) (14) 全国 (15) 

一 (16)一 (1η 調査資料 (18) 

遡及 (19) 世界 (20-1)地域別十

書名 (20-2)ヘボン式

&企業・経営

戦後批判的経営学の文献目録主金盟

大学人文科学研究所紀要 26号 (2) 

文献目録 (3) 経営 (4) 公刊 (5) 

立命館大学企業経営研究会 (6) 立

命館大学人文科学研究所 (7)一 (8)

昭53.5(1978.5) (9) 21cm 叫 pp.

101-173 (11)ー (12) 800 (13) 

国内(非売) (14) 対 象 問 わ ず

(15) 1，470 (16) 日本語 (17) 

単行書，雑誌論文 (18) 1946-77 

年 (19) 日本 (20-1)主題731J (独

自分類〕十時系列

9. 労働問題・社会問題

医療の経済学文献集 1965-74: Selec-

tive Bibliography on medcare 

Economics written in English and 

]apanese Published in 1965-74. 

(2) 文献目録 (3) 国民生活 (4) 

公刊 (5) 慶応大研究・教育情報セ

ンター (6) 同左 (7) 3ヶ月 (8) 

昭50.4(1975.4) (9) 26 cm 帥

8，91 p (11)一 (12)ー (13) 国

内(非売) (14) 対象問わず (15)

1，154 (16) 日本語，英語 (17) 

単行書，雑誌論文 (18) 1966-74 

年 (19) 世界 (20-1)主題73IJ(独

自分類) (20-2)ヘボン式 (21) 

慶応大医学部，経済学部， ビジネ

ス・スクールによる昭和50年度の共

同研究「医療供給構造の経済学的研

究」の研究グループから委嘱され，

15種の二次文献から抽出作成した。

労働組合史・労働争議・闘争記録所蔵

目録資料室報 243号 (2) 所蔵目

録 (3) 労働組合・労働運動
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μ) 公刊 (5) 法政大学大原社会問

題研究所 (6) 同左 (7) 1ヶ月

(8) 昭53.3(1978.3) (9) 26 cm 

帥 pp.14~25 (11)ー (12)600 

(13) 圏内(非売) (14)対象問わ

ず (15) 202 (16) 日本語 (17)

単行書 (18) 1961-78年 (19) 日

本 (20-1)主題別(独自分類)(20-

2)五十音順

10.統計

経済センター経済統計資料一覧

(2) 所蔵目録 (3) 統計 (4) 公刊

(単行書) (5) 日本経済研究センタ

ー資料部 (6) 同左 (7) 12ヶ月

(8) 昭53.4(1978.4) (9) 26 cm 

帥 ix，68p. (11) - (12) - (13) 

国内市販(1，000円) (14) 全国

(15) - (16) 日本 (17) 単行書

(18) 遡及 (19) 日本 (20-1)機

関別 (20-2)ヘボン式

日本経済統計資料総合目録;鉱工業・

エネルギー産業編一明治42~昭和22

年(書誌編集，所蔵編)(2) 文献目

録，総合目録 (3) 統計 (4) 公刊

(単行書) (5) 経済資料協議会(川

原和子，田畑雅庸，豊岡文英，松井

孝子，杉野和子，庄司重陽，上原香

江子) (6) 同朋舎(京都)(7) 87ヶ

月 (8) 昭54.2(1979.2) (9) 26cm 

制書誌編 xviii，160p.，所蔵編 iv，

123，6 p. (11)ー (12) 600 (13) 

市販 (8，800円) (14) 全国 (15) 

933 (16) 日本語 (17)単行書，

調査資料 (18) 1909-47年 (19) 

日本 (20-1)著者 (20-2)ヘボン式

(20-3)分類 (20-4)ヘボン式 (21)

書誌編には統計資料の変遷を調査し，

注記として表示。所蔵編は経済資料

協議会会員機関，国立国会図書館，

総理府統計局図書館，通商産業省図

書館，一橋大学の所蔵状況を電算機

により入出力処理をした。

日本経済統計資料総合目録;農林業編

一明治42~昭和22年(書誌編，所蔵

編)(2) 文献目録，総合目録 (3) 

統計 (4) 公刊(単行書)(5) 経済

資料協議会(細川元雄，小関素恒，

水野孝夫， 高多亨， 津川晃代， 松

井孝子，庄司重陽，杉野和子，上原

香江子) (6) 同朋舎(京都) (7) 

87ヶ月 (8) 昭54.2(1979.2) (9) 

26cm 帥 書 誌 編 viv，195 p.，所

蔵編 iii，129， 6p. (11) - (12) 

600 (13) 市販(10，000円) (14) 

全国 (15) 1，627 (16) 日本語

(17)単行書，調査資料 (18)1907-

47年 (19) 日本 (20-1)著者 (20

-2)ヘボン式 (20-3)分類 (20-4)

ヘボン式 (21) 書誌編は統計資料

の変遷を調査し表示の所蔵編は経済

資料協議会会員機関，国立国会図書

館，総理府統計局図書館，農林省農

業総合研究所，農林省図書館，一橋

大学の所蔵状況を電算機により入出

力処理をした。
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11. 国別・地域別

1977年邦文雑誌記事索引ーアジア，ア

フリカ，ラテン・アメリカ，アジア

経済資料月報 20巻 5号 (2) 索引

(3) 国際経済 (4) 公刊 (5) アジ

ア経済研究所図書資料部 (6) 同左

(7) 12ヶ月 (8) 昭53.5(1978.5)

(9) 27 cm 帥 pp.1-69 (11) ー

(12) 1，000 (13) 市販 (400円〕

(14) 全国 (15) 2，000 (16) 日

本語 (17) 雑誌論文 (18) 遡及

(19) アジア，アフリカ，ラテン・

アメリカ (20-1) 主題別(独自分

類) (20-2)ヘボン式 (21) アジ

ア，アフリカ，ラテン・アメリカ地

域の経済，政治，社会関係の雑誌論

文を収録。

1. 日本

国立国会図書館所蔵 日本関係欧文図

書目録一昭和23~50年: Catalog of 

Materials on Japan in western 

Languages in the National Diet 

Library， 1948-75. (2) 所蔵目録

(3) ー (4) 公刊(単行書)(5) 国

立国会図書館参考書誌部 (6) 紀伊

国屋書庖 (7) 24ヶ月 (8) 昭52.9

(1977.9) (9) 26cm 刷 vii，388

p. (11) ー (12) 700 (13) 市

販 (5，000円) (14) 対象問わず

(15) 7，800 (16) 英語， 仏語，

独語，露語，ラテン語 (17) 単行

書 (18) 遡及 (19) 日本 (20-1)

主題zu(独自分類) (20-3)著者

(21) 同館が昭和23年 2月以来収集

につとめてきた国の内・外において

刊行された日本関係欧文資料の目録。

旧帝国図書館収集分については『国

立国会図書館所蔵 日本関係欧文図

書目録支部上野図書館旧蔵分~ (昭

38刊〉がある。

2. アジア・中東

中東関係参考図書ガイド Z三Z監査

資料月報 20巻9号 (2) 参考図書

目録 (3) 仏) 公刊 (5) 長

場紘 (6) アジア経済研究所 (7) 

3ヶ月 (8) 昭53.9(1978.9) (9) 

27cm 帥 pp.42-56 (11) ー

(12) 1，000 (13) 市販 (400円〕

(14) 全国 (15) 150 (16) 各国

語 (17) 単行書，雑誌，開発計画

書 (18) 遡及 (19) 中東 (20-1)

資料種別(却-6)長場紘(日本語)

(21) 中近東研究者及びレファレン

サー用に作成されたもの。収録は概

説書，文献目録，雑誌，事典，年報，

ダイレクトリー，地図，人名録，開

発計図書。

旧植民地関係資料目録 調査資料室報

No.3 (2) 所蔵目録 (3) 植民地

事情 (4) 公刊 (5) 京都大学経済

学部調査資料室 (6) 同 (7) 6ヶ

月 (8) 昭53.3(1978.3) (9) 25.5cm 

帥 66p. (11)ー(12) 200 (13) 

国内 (14) 特定部の研究者 (15) 
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1，457 (16) 日本，中国(17) 単

行書，雑誌 (18) 遡及 (19) 朝

鮮，中国，樺太，台湾，その他 (20

-1)地域別+編著者名 (20-2)ヘボ

ン式 (21) 京都大学教授山本美越

乃(1874-1941)の「植民政策研究室」

に残された資料類を整理目録化した

もので，貴重な文書類もある。

12.その他

国立国会図書館所蔵 国際連盟・国際

連合刊行資料目録-1919~76年第

4巻国際連盟・国際連合に関する

文献:Catalogue of the League of 

Nations and the United Nations 

publications for the period of 1919 

~76 in the National Diet Library， 

vo1.4 The Bibliography on the 

League of Nations and the United 

Nations. (2) 文献目録 (3) 政治

(4) 公刊(単行書)(5) 国立国会図

書館参考書誌部(石川l光二，吉久明

宏，安江明夫，相島宏，土屋紀義，

藤野芳枝)(6) 紀伊国屋書庖 (η 

48ヶ月 (8) 昭53.3(1978.3) (9) 

26cm 帥 xiii，35， 640 p. (11)ー

(12) 700 (13) 市販 (10，000円〉

(14) 対象問わず (15) 13，900 

(16) 各国語 (17) 単行書，雑誌

論文，調査資料 (18) 1919-76年

(19) 世界 (20-1)主題別 (20-2)

五十音順 (20-3)著者，書名(20-4)

ヘボン式

(21) 国際連盟，国際連合，その専

門機関および国際原子力機関の諸問

題を記した資料及び同機関刊行物の

邦訳資料を収録。

II 個人別書誌・目録

1. 個人別

三島連庸関係文書目録〈憲政資料目録

11> (2) 所蔵目録 (3) 政治 μ) 

公刊(単行書)(5) 国立国会図書館

参考書誌部(安藤由紀子)(6) 同左

(7) 24ヶ月 (8) 昭52.12(1977.12) 

(9) 21cm 帥 300p. (11) ー

(12) 1，000 (13) 園内・外非

売 (14) 特定部門の研究者 (15) 

4，000 (16) 日本語 (17) 書翰，

文書 (18) 遡及 (19) ー

(20-1) 書翰(発信者別)，文書

(事項別) (20-2)訓令式 (21) 

三島通庸 (1835-88) 内務官僚で各

県県令，警視総監などを歴任。福島

事件，栃木事件の主な関係者の一人。

上野文庫目録一般部門 (2 の 1~2) : 

Catalogue of the Ueno Library-

The General Division (2) 所蔵目

録 (3)一仏)公刊(単行書) (5) 

京都大学経済学部上野文庫編集委員

会 (6) 同 (η 3カ年 (8) 昭53.

11 (1978.11) (9) 26cm 帥 1~

259; 260~322， 85 p. (2冊) (11) 

ー (12) 1，000 (13) 国内・外ー

非売 (14) 特定部門の研究者

(15) 9，369 (16) 日本，英語，仏

語，独語，ラテン語 (17) 単行書
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(18) 遡及 (19) 世界 (20-1) 

主題別 (Bliss，2 ed.) (20-3)著

者，書名 (21) 朝日新聞社元社主

上野精一氏の収集されたもので，す

でに一般部門(1)として解題目録が刊

行され，これに引継くもので，昭和

36年 6月から昭和51年 3月までに寄

贈受入れたものである。

上野文庫目録新聞部門(3): Catalo-

gue of the Ueno Library - The 

Journalism Division (2) 所蔵目

録 (3)一仏)公刊(単行書) (5) 

京都大学経済学部上野文庫編集委員

会 (6) 同 (7) 3カ年 (8) 昭和53.

1 (1978.1) (9) 26 cm ~O) 9，100，29 

p. (11) - (12) 1，000 (13) 国

内・外ー非売 (14) 特定部門の研

究者 (15) 3，096 (16) 日本，英

語，仏語，独語，ラテン語 (17) 

単行書，新聞，雑誌 (18) 遡及

(19) 世界 (20-1)主題別 (Bliss，

2 ed.) (20-3) 著者， 書名， 誌

(紙〕名 (21) 朝日新聞社元社主

上野精一氏の収集されたもので，す

でに新関部門としての目録は 2冊刊

行されている。これを引継ぐもので，

昭和35年 3月から昭和51年 3月まで

に寄贈を受けたものである。

2. その他

Index of Obituaries and Obituary 

Notices from the Economic Jour-

nal， 1891~1972. 関西大学経済論集

28巻 5号 (2) 索引 (3) 経済学史

μ) 公刊 (5) 関西大学経商資料室

(6) 関西大学経済学会 (7) 3ヶ月

(8) 昭53.12(1978.12) (9) 21 cm 

帥 pp.903~928 (11) - (12) 

3，000 (13) 園内非売 (14) 対

象間わず (15) 423 (16) 英語

(17) 雑誌記事 (18) 1891-1972 

(19) アメリカ， ヨーロッパ(20-1)

時系列 (20-3)被追悼者

社会科学系研究者著作目録の索引 経

済・経営・法学編 (2) 索引 (3) 

社会科学 (4) 公刊(単行書) (5) 

龍谷大学社会科学研究所資料室(渋

田義行，室住賢一，佐藤時江) (6) 

同左 (7) 3ヶ月 (8) 昭53.3(1978. 

3) (9) 26 cm 帥 54p. (11)ー

(12) 700 (13) 園内 (14) 対象

問わず (15) 1，120 (16) 日本語

(17) 著作目録 (18) 1965ー78年

(19) 日本 (20-2)ヘボン式

111 経済学一般書誌・目録

朝鮮語資料所蔵目録 1959-77. (2) 

所蔵目録 (3) - μ) 公刊(単行

書) (5) アジア経済研究図書資料

部 (6) 同左 (7) 6ヶ月 (8) 昭

53.3 (1978.3) (9) 26cm 帥 x，

214 p. (11) - (12) 1，000 (13) 

市販 (3，000円) (14) 全国 (15) 

3，000 (16) 朝鮮語 (17) 単行書，

雑誌，新聞，マイクロ・フィノレム

(18) 遡及 (19) 朝鮮 (20-1)主
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題}]Ij(独自分類) (20-2)カナダラ

式 (20-3)著者，書名 (20-4)カナ

ダラ式 (21) 刊行国別(大韓民国，

朝鮮民主主義人民共和国〉に分類編

纂した事項編，定期刊行物からなる

雑誌，新聞編からなる。

法政大学逐次刊行物所蔵目録 昭和53

年追補版 (2) 所蔵目録 (3) ー

μ) 公刊(単行書) (5) 法政大学

図書館 (6) 同左 (η 3ヶ月 (8) 

昭53.10(1978.10) (9) 26 cm (lQ 

71 p. ; 35 p. (11) ー (12)ー

(13) 圏内(非売)(14) 対象問わ

ず (15)ー (16) 日本語，英語，

仏語，独語，露語 (17) 単行書，

雑誌 (18) 遡及 (19) 世界

(20-1) 国別・機関別，書名

(20-2) 五十音順

国立国会図書館蔵書目録昭和34~昭

和43年(書名索引) (2) 所蔵目録

(3) 一似)公刊(単行書)(5) 国

立国会図書館整理部 (6) 日本図書

館協会 (7) ー (8) 昭52.2(1977. 

2) (9) 30 cm 帥 1，038p. (11) 

ー (12) 900 (13) 市販 (16，000

円)(14) 対象問わず (15) ー

(16) 日本語 (17) 単行書 (18) 

遡及 (19) 世界 (20-1)書名 (20

-2)謬1¥令式

蔵書目録書名索引〈洋書)-1964-76. 

(2) 索引 (3) ー仏)公刊(単行

書) (5) 立命館大学産業社会学部

(6) 同左 (7) ー (8) 昭54.2(1979.

2) (9) 26 cm 帥 275p. (11) 

ー (12) 250 (13) 圏内(非売〉

(14) 自機関のみ (15) 7，000 

(16) 英語，仏語，独語 (17) 単

行書 (18) 遡及 (19) 世界 (20

-1)書名 (21) 立命館大学産業社

会学部編『増加図書目録~ (1964~76 

年)の索引。

IV 雑誌目録

立命館大学所蔵継続受入逐次刊行物自

録和文篇 (2) 所蔵目録 (3) ー

(4) 公刊(単行書)(5) 立命館大学

図書館 (6) 同左 (7) ー (8) 昭

53.10 (1978.10) め 26cm (lQ 

57 p. (11)ー (12) 200 (13) 

圏内(非売) (14) 自機関のみ

(15) 3，950 (16) 日本語 (17) 

雑誌，新聞 (18) 現時 (19) 

(20-1) 誌名 (20-2)ヘボン式

V 索引

経済学関係記念論文集記事索引 単行

本の部(個人編) (2) 索引 (3) 

経済学 (4) 公刊〈単行書) (5) 

慶応義塾大学三田情報センター (6) 

同左 (7)18ヶ月 (8)昭46.3(1971.3) 

(9) 24cm 帥 8，102p. (11) ー

(12) 300 (13) 国内(非売)(14) 

対象問わず (15) 119 (16) 日本

(17) 単行書 (18) 遡及 (19) 

世界 (20-1)被記念者別 (20-2)へ
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ボン式 (20-3) 主題別+著者別

(20-4) ヘボン式

主要銀行調査記事索引 1 (1970.1ー

75.3) (2) 索引 (3) 経済 μ) 公

刊(単行書) (5) 日本経済研究セ

ンター資料部 (6) 同左 (7) 一

(8) 昭50.11(1975.11) (9) 24 cm 

帥 vi，74 p. (11)一 (12)一 (13)

園内(非売)(14)自機関のみ (15)

ー(16)日本 (17) 雑誌論文(18)

遡及。9) 世界 (20-1) 主題別

(独自分類)+機関別+時系列 (20-

2)ヘボン式

VI 展示図書目録

アダム・スミス生誕250年記念展覧会

目録 (2) 展示目録 (3) 経済学史

似) 公刊(単行書)(5) 慶応義塾大

学経済学会;三国情報センター (6) 

同左 (7) 一 (8) 昭48.10(1973. 

10) (9) 26 cm 帥 4，34p. (11) 

ー (12) 500 (13) 園内〈非売)

(14) 対象間わず (15) 261 (16) 

各国語 (17) 単行書，雑誌，書簡

(18) 1759-1973 (19)ー (20-1)

主題別(独自分類) (20-2)ヘボン

式 (21) 慶応義塾大学三回情報セ

ンター，各学部所蔵のアダム・スミ

スの著作及び主要なスミス研究書を

中心として内外の研究者，関係機関

の所蔵するものも加えられている。

また，わが国に現在4通あるスミス

自筆書簡，目録を含めたほか，スミ

ス年表も付した。

足尾鉱毒事件と田中正造資料展目録

(2) 展示目録 (3) 社会思想仏)

公刊(単行書)(5) 慶応義塾大学三

回情報センター (6) 同左 (η 6 

ヶ月 (8) 昭51.10(1976.10) (め

26cm 帥 44p. (11)ー (12)

500 (13) 国内(非売) (14) 対

象間わず (15) 297 (16) 日本語

(17) 単行書，新聞記事，雑誌，文

書，新聞，パンフレット，ピラ，書

簡，雑誌論文 (18) 1868-1976 

(19) 日本 (20ー1) 主題別(独自

分類)+時系列 (20-6) 小松隆

二 2田中直樹;笠野滋(日本語〉

(21) この目録は慶応義塾大学三田

情報センター，法学部，手塚豊教

授，小松隆二教授所蔵の資料を中心

にして関係機関と研究者の所蔵資料

を加えられたものである。また，原

資料には解説をつけ「解説新聞報

道にみる足尾鉱毒問題」と「足尾鉱

毒事件と田中正造関係年表」を付し

ている。

フランス官報とバリ・コミューン資料

展目録 (2) 展示目録 (3) 社会思

想似)公明u(単行書) (5) 慶応

義塾大学三回情報センター;慶応義

塾経済学会 (6) 同左 (7) 6ヶ月

(8) 昭50.11(1975.11) (9) 26 cm 

帥 ii，40 p. (11) ー (12) 500 

(13) 国内(非売)(14) 対象関わ
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ず (15) 266 (16) 各国語 (17) 

単行書，雑誌，文書，新聞，官報，

マイクロ・フィルム (18) 1789 

1975 (19) フランス (20-1)主題

JjIJ (独自分類) (20-6) 鷲見洋一

(日本語) (21) この目録は慶応義

塾大学図書館所蔵のフランス官報を

中心に慶応義塾大学三回情報センタ

〈近刊/ご注文承り中〉

一，日吉情報センター，各学部の所

蔵する関係資料のほか内外の研究者

及び関係機関所蔵の資料を収録。ま

た， Iパリ・コミューン年表|と「新

聞解題」を付した。

(編集:高多亨:名古屋学院大学，

細川元雄:京都大学)
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