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経済学二次文献総目録〈補遺〉

(昭和55年 1"'57年12月〉

【略記表】

タイトル 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.刊期 12.発行部数 13.配布ルート 14. 
ザーピス対象 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

語版(和漢書のみ 20-3.索引形式 20-4.索引配列の語順(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Y アメリカ

5. ソピエト

6.アメロヵ

12.その他(国際機関，官庁刊行物)

E 個人別書誌・目録

1.個人別

2.その他(団体・伝記等)

E 経済学一般書誌・目録

W 雑誌目録

V 索引

羽展示図書目録

W その他(研究ガイド，年表，辞典，抄

録など〉

I 主題別書誌
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1.社会科学・社会思想・経済学史

ポリス・スヴァーリ γ ・コレクション

目録;ロシア革命運動資料 (2) 所

蔵目録 (3) 社会思想 (4) 公刊

(単行書) (5) 北海道大学附属図書

館 (6)同 (η12ヶ月 (8)昭55.3

(9) 26 cm 帥 5，164p. 制-

帥 1，0∞ 帥園内(非売〉 帥

特定部門の研究者，学生帥 1，023

帥露語帥雑誌，パンフレット

伺 遡 及 (1880-1910) 帥ロシ

ア (20-1)著書，誌名 (20-3) 著者，

書名



大正期経済関係翻訳書目録〈関西大学

経商資料室目録シリーズ No.5) 

(2) 文献目録 (3) 社会科学 (4) 

公刊 (5) 平松系一郎(関西大学経

商資料室) (6) 関西大学経商資料

室 (η 40ヶ月 (8) 昭56.7 (9) 

21 cm 帥 283p. 帥一同

1，000 帥圏内(非売〉 帥 対

象問わず帥 770 帥日本語帥

単行書締遡及帥世界 (20-1) 

年代+著者 (20-2) ヘボン式(却-3)

著者，訳者，分類 (20-4) ヘボン式

「ジャック・白井」文献学的研究序説

研究資料月報(法政大) 285号 (2) 

文献目録 (3) 一 (4) ー (5) 川

成洋〈法政大学) (6) 法政大学大

原社会問題研究所 (7) 一 (8) 昭

57.4 (9) お cm 帥 pp.28~33

帥-~ 650 帥国内(市販〉

帥対象問わず帥 28 帥日本

語，英語肋単行書，新聞記事，

雑誌論文 帥遡及 C1938~82)

帥スペイン (20-6) 川成洋〈日本

語〕 帥スペイン戦争に義勇兵と

して参加したジャッタ・白井に関す

る文献目録

近代日本経済思想史文献抄 (2) 学界

展望(め 日本経済学史 (4) 公刊

(5) 杉原四郎 (6) 日本経済評論社

( η- (8) 昭55.3 (9) 23 cm 

帥 344，6 p. 帥一同一帥

国内・外帥 ー 帥 ー 帥 日

本語伺単行書，雑誌，雑誌論文，

調査資料帥一帥一 (20-3)

著者 (20-4)五十音順

2.経済史

和泉国大鳥郡豊田村小谷家文書目録

(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)

公刊(単行書) (5) 関西大学図書

館(的同 (η ー (8) 昭56.7

(9) 26 cm 帥 54p. 帥一帥

7∞ 同国内(非売〉 帥自機

関のみ，他機関は研究者のみ 帥

1，938 帥日本語肋文書帥

1623~1883 帥大阪 (20-1)主題

別〈独自分類)+年代

和泉国大鳥郡岩室村中村家文書目録

(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)

公刊〈単行書) (5) 関西大学図書

館(的 同 (7) 一 (8) 昭57.3

(9) 26cm M 62p. 帥一同

700 帥国内(非売〉 帥 自 機

関のみ，他機関は研究者のみ 帥

2，079 帥日本語帥文書帥

1698~1905 帥大阪 (20-1)主題

別(独自分類〉十年代

河内国丹北郡六反村谷川家文書目録

(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)

公刊(単行書) (5) 関西大学図書

館 (6) 同 σ)ー (8) 昭55.3

(9) 26cm 帥 119p. 帥一同

700 帥国内〈非売〉 帥自機

関のみ，他機関は研究者のみ (5) 

-72ー



3，603 帥日 本語肋文書帥

1667~1943 同大阪 (20-1)主題

別(独自分類)+年代

摂津国住吉郡中喜連村佐々木家文書目

録 (2) 文書目録 (3) 日本経済史

仏)公刊(単行書) (5) 関西大学

図書館 (6) 同 (7) 一 (8) 昭

56.2 (9) 26 cm (lQ 108 p. 帥

~ 700 帥圏内(非売〉

帥自機関のみ，他機関は研究者の

み帥 3，014 帥日本語肋

文書帥 1600~1885 帥大阪

(20-1)主題別(独自分類)+年代

摂津国嶋上郡高浜村西田家文書目録

(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)

公刊(単行書) (5) 関西大学図書

館 (6) 向的一 (8) 昭54.3

(9) 26 cm (1Q 271 p. 帥ー帥

700 帥圏内(非売) 帥 自 機

関のみ，他機関は研究者のみ 帥

7，334 帥日本語 肋 文 書 M
1594~1921 M大阪 (20-1)主題

別(独自分類)+年代

近代日本経済人伝記資料目録 (2) 文

献目録 (3) 日本経済史 (4) 公刊

(5) 東京大学経済学部伝記資料目録

編集委員会(的東京大学経済学部

付属産業経済研究施設 σ)36ヶ月

(8) 昭55.3 (9) 27 cm 帥 253p.

帥一同 1，000 帥 市 販(7，800

円〕 帥対象問わず 帥 6，412
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伺日:本語帥単行書締 1868

~1979 帥日本 (20-1)被伝記者

名 (20-2) 電話帳式 (却-3) 著者

(20-4)電話帳式的被伝記者名に

ついで判明する限り雅号，何代目，

本書に掲出された他の同種被伝記者

との関係を示し，またできる限り生

没年を記入した。

そのほか，被伝記者の関係した主

な企業，事業を記入した。

3. 箇際経済・貿易

援助行政に関する欧米文献目録 (2) 

文献目録(の国際経済仏)未公

刊 (5) 後藤一美〈アジア経済研究

所) (的アジア経済研究所 (η 

12ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 

(1Q 401 p. 伸一帥ー帥

非売 帥特定部門の研究者 帥

2，300 帥英語肋単行書，雑

誌論文帥遡及伸一(却一1)

主題〈独自分類〉 帥 1960年代お

よび70年代前半期における援助行政

関係の主要な欧米文献を網羅

日米経済関係に対する提言に関する文

献目録 レファレ γス 30巻3号

(2) 文献目録 (3) 箇際経済 (4) 

公刊 (5) 田中克彦 (6) 国立国会

図書館;有隣堂印刷 (8) 昭55.3

(9) 21 cm 帥 pp.105~106 帥

月刊 ~ 1，747 ~圏内・外(7ω

円) 帥対象問わず帥 32 帥

日本語肋単行書，雑誌論文



4.経済政策・地域経済

新大隈開発計画の展開と諸問題く調査

と資料 37号> (2) 文献目録 (3) 

地域開発 (4) 公刊(単行書) (5) 

関西大学経済政治研究所環境問題研

究班 (6) 同所 (7) 6ヶ月 (8) 

昭55.3 (9) 26 cm 帥 574~583 p. 

(1l)一帥 1，000 帥国内(非

売) (14J自機関のみ帥 263 帥

日本語帥単行書，文書，雑誌論

.文，調査資料帥遡及(1969~79)

紳日本(九州) (20-1) 主題別，

独自分類 (20-2) 年代順 (20-3) 著

者，団体名帥新大隈開発計画の

展開と諸問題(主として環境問題〉

について宮崎県・鹿児島県を中心に

実態調査を行なった際に収集した文

献を収録している。

6.企業・経営

共同研究戦後改革の実証的研究 I 

経団連所蔵文書目録(上・下〉 璽

京経大学会誌126;127号 (2) 所蔵

目録 (3) 労務政策 (4) ー (5) 

竹前栄治;古関彰一 (6) 東京経済

大学 (7) ー (8) 昭57.6;昭57.9

(9) 21 cm 帥 pp.87~102 ; 115~ 

125 帥一同 5，000 帥 圏 内

(非売〉 帥対象問わず帥 562

帥 日 本 語 ，英語帥文書締

遡及 。9世界 (20-1)主題別(独

自分類)+年代 (羽-6) 竹前栄治;

古関彰一(日本語〉 帥 占領期を

含む昭和30年代までの資料が対象。

日本における多国籍企業研究一文献解

題一 (2) 文献目録 (3) 企業経済

(4) 公刊(単行書) (5) 多国籍企

業研究会 (6) アジア経済研究所

(8) 昭56.8 (9) 24 cm 帥 147p. 

ω-ω13∞同市販(2，400

円) 帥特定部門の研究者 帥

645 帥日本語，英語(坊単行

書，雑誌論文，調査資料 (l~ 1960 

~76 (l~ 世界 (20-1) 著者 (却す)

アルファベット順 (20-3) 主題;文

献番号 (20-6) 多国籍企業研究会

(日本語〉例 日本人が日本で発表

したもの

社史・団体史目録 (2) 所蔵目録 (3)

経営史 (4) 公刊(単行書) (5) 

関西大学経済・政治研究所 (6) 同

(7) 5ヶ月 (8) 昭57.3 (9) 26 

cm (lq 194 p. (1l)一助 1，000

同国内(非売〉 帥自機関のみ

M 4，233 帥日本語 (rカ単行

書締遡及帥日本 (20-1)主

題別〈独自分類) (20-2) ヘボン式

(加 3) 著者 (20-4) ヘボン式

所蔵社史・企業者伝記目録外国の部

II (2) 所蔵目録 (3) 経営史 ω
公刊(単行書) (5) 神戸大学経済

経営研究所経営分析文献センター

(6) 同 (7) 30ヶ月 (8) 昭55.3

(1980.3) (9) 26 cm (1q 302 p. 

帥-M 400 同国内・外(非

売) 紳対象問わず 帥 2，163

一 74-



帥英語，仏語，独語肋単行書

締遡及帥欧米 (20-J)主題別

分類+国別+業種別 (20-3) 著者，

件名+社名・人名制諸外国の会

社史，業界団体史，企業者伝記を対

象に，この第E部にはドイツ，スイ

スおよび既刊第 I部の追補分がそれ

ぞれ国別に収録されている。

東京経済大学図書館所蔵 ドイツ社

史・企業者伝記目録E その 1(目

録の部〉 その1I (索引の部3夏皐

大学会誌 126号;127号 (2) 所蔵

目録 (3) 経営史 (4) ー (5) 高

梨武医 (6) 東京経済大学的 6 

ヶ月 (8) 昭57.6;昭57.9 (9) 21 

cm 帥 pp.1印~224; pp.1幻~

164 帥-~ 5.∞o帥圏内

(非売〉 帥 対 象問わず帥 551

帥独語肋単 行 書 帥 遡 及。9欧米 (却ーJ) 主題別(独自分類〉

+社名アルファベット順位ト訪著

者，地名，社名，年次

東京経済大学所蔵大倉財閥資料目録

(2) 文献目録 (3) 企業経済 (4) 

未公刊 (5) 中村青志(的東京経

済大学 (η 30ヶ月 (8) 昭56.12

(9) 26 cm 帥 347p. 帥 一 同

200 帥圏内(非売〉 帥 特 定

部門の研究者帥 5.400 帥日

本語肋単行書，文書，ディスカ

ッション・ペーパー.調査資料，パ

ンフレット，決算書，名簿伸遡
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及 。9 日本，中国 (20-1)主題別

〈独自分類)+年代

7.財政・金融

労働銀行に関する文献紹介ぴぶろす

3ユ登旦呈 (2) 研究ガイド (3) 金

融 (4) 公刊 (5) 牧田陽一(全国

労働金庫協会) (6) 国立国会図書

館;有隣堂印刷 (7) 一 (8) 昭

55.11 (9) 21 cm (1<) pp.1~5 

帥月刊帥 1.450 帥園内・

外(年間 2.760円〉 帥対象問わ

ず帥 12 帥英語肋単行書，

雑誌論文，新聞伸遡及帥ア

メリカ帥長沼弘毅『労働銀行研

究J (自治刊行社昭1のにあげら

れた参考文献およびその補足文献を

あげて，アメリカの労働銀行の理念

を紹介したもの。

9.労働問題・社会問題

福祉関係文献目録。〉ーコミュニティ

およびコミュニティ・ワーク関係

〈調査と資料 36号> (2) 文献目

録 (3) 社会問題 (4) 公刊 (5) 

関西大学経済・政治研究所福祉問題

研究班〈雀部猛利) (6) 同 (7) 

10ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 

帥 116p.ω ー 帥 1.000 帥

圏内〈非売〉 帥自機関のみ帥

1.623 帥日本語，英語肪単

行書，雑誌論文(l~遡及帥世

界 (20-1)主題別〈銀自分類) (却-2)

年代順 (20-3) 著者



福祉関係文献目録。〉一家族福祉およ

び家族政策関係ー〈調査と資料 38 

号> (2) 文献目録 (3) 社会問題

(4) 公刊 (5) 関西大学経済・政治

研究所福祉問題研究班 (6) 同 (7) 

6ヶ月 (8) 昭 56.3 (9) 26 cm 

(lcj 166 p. 伸一帥 1，000 帥

圏内(非売) 帥自機関のみ帥

2，277 帥日本語，英語肋単

行書，雑誌，雑誌論文 帥遡及

同日本，欧米 (20-1)主題別(独

自分類) (2u-2)訓令式帥収録

文献の主題は，所得保障，住宅，医

療，保健衛生，雇用，対人サーピス

のなかてや家族を対象としているもの。

但し，法学関係は除く。

婦人問題文献目録図書の部 0)明

治期編 (2) 文献目録 (3) 婦人問

題 (4) 公刊 (5) 国立国会図書館

参考書誌部 (6) 同;紀伊国屋書庖

(7) 15ヶ月 (8) 昭55.6 (9) 26 

cm 倒的;24p. 帥一助

1，300 同国内・外(1，800円) (14) 

対象問わず帥 1，282 帥日本語

肋単行書 M 遡及 (l~世界

(20-1) 刊年+主題(独自分類) (20-2) 

刊行年月 (20-3) 書名 (20-4)五十

音順帥全体を5分冊にわけ，図

書の部を(1)明治期， (II)大正・昭

和戦前期， (目〉戦後期の 3分間，雑

誌論文の部を， (1V)戦前期， (V)戦

後期の 2分冊として逐次刊行する計

画で，これはその第 1分冊である。

- 76 

当館所蔵のものが中心だが，存在

が判明しているものについては，所

蔵しないものも採録している。主要

な資料については，序文・目次等の

内容細目を掲載している。

関東大震災 (1923)関連主要文献目録

(その 1) (2) 文献目録 (3) 社会

科学 (4) 公刊(単行書) (5) 倉

林義正(宮地幹夫) (6) 一橋大学，

Socio.Economic Research Unit 

on Natural Disaster (7) 12ヶ月

(8) 昭57.2 (9) 30 cm (lcj 53 p. 

帥一同一仲間内(非売)

ω 自機関のみ帥 400 帥日

本語，英語帥単行書，雑誌，文

書，ディスカッション・ペーパー，

雑誌論文，調査資料 M 1923~ 
帥 日本 (20-1)主題別(独自分類〉

(20-0) ヘボン式帥収録文献の主

題は，社会，経済，思想，教育，文

芸のほか。地震学的あるいは工学的

分野を含む。

わが国の貧困問題関係文献目録く暫定

版> (2) 文献目録 (3) 社会問題

(4) 公刊(単行書) (5) 宮地幹夫

(6) 一橋大学「経済発展段階にとも

なう対貧困政策の変化」プロジェク

ト (7) 12ヶ月 (8) 昭56.3 (9) 

26 cm (lcj 88 p.ω 一同一

帥国内〈非売〉 帥自機関のみ

帥 約1，370 帥日本語肋単

行書，文書，調査資料，統計書ゆ



1867- 帥日本 (20-1)資料種別

(20-2) へボン式

10.統計

明治前期日本経済統計解題書誌:富国

強兵編〈補遺) <統計資料シリーズ

14> (2) 解題 (3) 統計仏)公

刊(単行書) (5) 細谷新治(め一

橋大学経済研究所日本経済統計文献

センター (8) 昭55.3 (9) 26 cm 

帥 117p. 帥一 伺一帥

国内・外(非売) 帥対象問わず

帥ー帥日本語帥単行書

帥遡及(明治期〉帥日本 (20-3)

著者，書名 (2ト4) ヘボン式 帥

司法統計を収録している。

日本経済統計資料総合目録財政・金

融・経営・商業・貿易・運輸編(書

誌編.所蔵編) (2) 総合目録 (3) 

統計 (4) 公刊〈単行書) (5) 経

済資料協議会 (6) 同朋舎出版 (η

48ヶ月 (8) 昭55.2 (9) 26 cm 

帥 書誌編14.298:所蔵篇 3.299. 

13 帥 一 助 800 帥国内・

外(市販〉 帥対象問わず 帥

一帥日本語肋単行書，調査

資料帥遡及。858-1947) 帥

日本 (20-1)主題別(独自分類〉

(20-2) ヘボン式 (2H) 書名 (20-4)

ヘボン式帥書誌篇は，資料の変

遷が判明した範囲で収録されている。

また商業調査書・工業調査書系統図，

商庖街調査実施報告書一覧表を巻末
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につけた。

所蔵篇は，経済資料協議会加盟機

関のほか，総理府統計局，国立国会

図書館，一橋大学の所蔵データも入

っている。

統計関係文献目録(1) 甚註1iif~委主

費社主 (2) 文献目録 (3) 統計

(4) 公刊 G劉) (5) 法政大学日

本統計研究所 (8) 昭55.7 (9) 26 

cm 帥一帥一帥一帥

圏内(非売〉 帥対象問わず帥

一 帥 日本語肋単行書，雑誌

論文，調査資料帥遡及~~世

界 (20-1)主題別(独自分類〉

11. 国別・地域別

2.アジア・中東

ASEAN関係英文主要文献目録アジ

ア経済資料月報 24巻7号 (2) 文

献目録 (3) 経済事情一アジア・ア

フリヵ μ) 公刊 (5) 岩崎育夫

(的 アジア経済研究所 (8) 昭57.7

(9) 26cm 帥 pp.83-99 帥-

~ 1.000 帥市販 (500円〉 帥

特定部門の研究者 帥 277 帥

英語肋単行書，雑誌，調査資料

帥 1967-81 ~~ 東南アジア

(20-1) 主題別(独自分類〉

アセアン関係邦文文献目録 アジア経

済資料月報 23巻4号 (2) 文献目

録 (3) 経済事情一東南アジア (4) 

公刊 (5) 福沢誠之 (6) アジア経



済研究所 (8) 昭56.4 (9) 26 cm 

帥 pp.59~ω 帥一同 1，∞o

~市販 (4∞円〉 帥対象問わず

帥 190 帥日本語納単行書，

雑誌論文，調査資料帥 1967~81

~~東南アジア (20-1)主題別(独

自分類) (20-2) ヘボン式

中東・北アフリカ関係邦文文献目録

アジア経済資料月報 22巻%号 (2)

文献目録 (3) 経済事情一中東・ア

フリカ (4) 公刊(逐刊) (5) 日

本・アラブ関係国際共同研究国内委

員会 (ゆ アジア経済研究所 (η 

12ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 

帥 pp.65~80 帥月刊帥 1， 0∞

帥園内・外(市販〉 帥特定部

門の研究者 帥 450 帥日本語

肋単行書，調査資料 帥遡及

。970~79) 崎中東，北アフリカ

(却ー1) 主題別(独自分類) (20-2) ヘ

ボン式

発展途上地域日本語文献目録ーアジア，

アフリカ，ラテン・アメリカ アジ

ア経済資料月報 23巻7号 (2) 文

献目録 (3) 経済事情 (4) 公刊

(5) アジア経済研究所図書資料部

(的同 (η12ヶ月 (8) 昭56.7 

(9) 26cm 帥 pp.1~106 帥年

刊 帥 1，000 帥 市 販 (400円〉

帥対象問わず帥 3，2前帥日

本語肋単行書，雑誌鳴文，調査

資料帥遡及紳アジア，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

発展途上諸国基本参考資料ガイド (1)

一大韓民国，朝鮮民主々義人民共和

国 アジア経済資料月報 23巻3号

(2) 参考図書目録 (3) 経済事情ー

アジア (4) 公刊 (5) 花房征夫

(6) アジア経済研究所 (8) 昭目、3

(9) 26 cm (l!) pp. 61~77 帥ー

伺 1，0∞帥市販 (400円〉 帥

特定部門の研究者帥 185 帥日

本語.英語，朝鮮語，韓国語 帥

単行書，雑誌，調査資料紳遡及

。9大韓民国，朝鮮 (2ト1)主題別

〈独自分類) (却ーの アルファベット

(20-6) 花房征夫(日本語〉

発展途上諸国基本参考資料ガイド (3)

一中国，台湾，香港 Z三Z鍾遁資

料月報 23巻9号匂)参考図書目

録 (3) 経済事情ーアジア (4) 公

刊 (5) 内田進 (6) アジア経済研

究所 (8) 昭56.9 (9) 26 cm 帥

pp. 79~100 帥ーゆ 1，∞o

帥 市販 (400円〉帥特定部門の

研究者帥 196 帥日本語，英

語，朝鮮語，韓国語帥単行書，

雑誌，調査資料帥遡及。9中

国，台湾，香港 (20-1) 主題別(独

自分類〉 仰-2) アルファペット

(20-6) 内田進〈日本語〉

発展途上諸国基本参考資料ガイド (4)
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一東南アジア(1);大陸部 アジア経

済資料月報 23巻10号 (2) 参考図

書目録 (3) 経済事情 アジア (4)

公刊 (5) アジア経済研究所図書資

料部 (6) 同 (7) ー (8) 昭56.10

(9) 26 cm 帥 pp.77~98 制一

同 1，000 同市販 (400円〉 帥

特定部門の研究者帥 188 帥日

本語，英語，仏語，ベトナム語肋

単行書，雑誌，調査資料同遡及

M タイ， ピノレマ，インドシナ 3国

(20-1)主題別〈独自分類) (却 2) ア

ルファベット (却一日) 図書資料部

(日本語〉

発展途上諸国基本参考資料ガイド (5)

一東南アジア (2) インドネシア

アジア経済資料月報 23巻11号 (2) 

参考図書目録 (3) 経済事情ーアジ

ア (4) 公刊 (5) 高橋宗生 (6) 

アジア経済研究所 (8) 昭56.3 (9) 

26cm 帥 pp.ω~80ω 一同

1，000 帥市販 (00円〉帥特

定部門の研究者帥 112 帥 日

本語，英語，インドネシア語，オラ

ンダ語帥単行書，雑誌，調査資

料~$遡及 ~~大韓民国，朝鮮

(却ー1) 主題別(独自分類) (加 2) ア

ノレファペット (20-6) 高橋宗生〈日

本語〕

発展途上諸国基本参考資料ガイド (6)

一東南アジア (3)ーフィリッピン，

マレーシア， シンヵ・ポール， プノレネ
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イ アジア経済資料月報 24巻 1号

(2) 参考図書目録 (3) 経済事情ー

アジア (4) 公刊 (5) 福崎久一

(6) アジア経済研究所 (8) 昭57.1

(9) 26 cm 帥 pp.78~94 帥一

同 1，000 帥市販 (500円〕 同

特定部門の研究者帥 160 帥日

本語，英語，中国語，マレ一語肋

単行書，雑誌，調査資料帥遡及。9フィリピン，マレーシア，シン

ガポール，プルネイ (20-1)主題JJIj

(独自分類) (加-2) アルファベッ

ト (20-6) 福崎久一〈日本語〉

旧植民地関係機関刊行物総合目録;満

タ11国，関東介1，南満州鉄道株式会社

一索引編 (2) 索引 (3) 東洋経済

史 (4) 公刊 (5) アジア経済研究

所図書資料部(め同 (7) 一 (8)

昭56.4 (9) 27 cm (lq 202 p. 帥

ー帥 1，000 同市販(4，200円〕

帥対象問わず 帥 15，000 帥

日本語，中国語帥単行書，調査

資料帥遡及帥中国 (20-3)

著者十書名 帥「旧植民地関係機

関刊行物総合目録.!;満州国・関東

州編， rー;南満州鉄道株式会社編』

の索引編

日本におけるアラブ研究文献目録

1875~1979 (2) 文献目録 (3) 経

済事情中東 (4) 公刊 (5) 日本

アラブ関係国際共同研究国内委員会

(6) アジア経済出版会 (η (8) 



昭56.8 (9) 26 cm 帥 229p.ω 

一助 5∞帥市販 (10.0∞円〉

帥対象関わず帥 7.600 帥日

本語，英語肋単行書，雑誌論文

帥 1875-1979 帥中東，北アフ

リカ (20-1)年代+著者(却-3)著

者，機関

ベトナム経済関係邦文文献目録 アジ

ア経済資料月報 23巻 1号 (2) 文

献目録 (3) 経済事情ーベトナム

(4) 公刊 (5) 出井富美 (6) アジ

ア経済研究所 (8) 昭56.1 (9) 26 

cm 帥 pp.51-58 帥- ~ 

L∞o帥市販 (4∞円〉帥特

定部門の研究者帥 202 帥 日

本語肋単行書，雑誌論文，調査

資料帥遡及紳ベトナム (20-1)

主題別(独自分類) (20-2)刊年帥

社会主義国ベトナムの経済に関する

文献をリスト

3.アフリカ

邦文アフリカ関係文献目録 (2) 1973 

-79 (2) 文献目録 (3) 経済事情，

アフリカ (4) 末公刊 (5) アジア

経済研究所アフリカ研究グループ

(6) アジア経済研究所 (7) 6ヶ月

(8) 昭55.3 (9) 26 cm (lQ 148 p. 

ω-~ー帥圏内・外(非

売〉 帥特定部門の研究者，学生

帥 2.0∞帥日本肋単行書，調

査資料，雑誌論文帥遡及(1973

-79) 帥アフリカ (20-1)主題

別(独自分類) (20-2)ヘボン式

(20-3) 著者 (20-4)ヘボン式 帥

中村弘光，他編 r邦文アフリカ関係

文献目録 1965-73.!1を継承したも

の

発展途上諸国基本参考資料ガイド (2)

ーラテン・アメリカ(書誌編) (1) 

;匂) アジア経済資料月報23巻6号

; 24巻 5号 (2) 参考図書目録 (3)

経済事情ーラテン・アメリカ (4) 

公刊 (5) アジア経済研究所図書資

料部 (6)同 (7)一 (8)昭56.6; 

昭57.5 (9) 26 cm 帥 pp.61-75

; pp.73-89 帥一帥 1.0∞

帥 市販(400円) 帥特定部門の

研究者帥 96;106 帥日本語，

英語，仏語，スベイン語納単行

書，雑誌，調査資料帥遡及。9
ラテ γ ・アメリカ (却ー1)主題別

(独自分類) (却-2) アルファベット

(却-6) 図書資料部(日本語〉

発展途上諸国基本参考資料ガイド (7)

ーオセアニア アジア経済資料月報

24巻 3号 (2) 参考図書目録 (3) 

経済事情ーオセアニア (4) 公刊

(5) 福江雪美 (6) アジア経済研究

所 (8) 昭57.3 (9) 26 cm 帥

pp.57-62 帥一同 L∞o帥

市販 (500円〉 帥特定部門の研究

者 帥 47 帥日本語，英語，仏

語 肋単行書，雑誌，調査資料

帥遡及 帥オセアユア (20-1) 
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主題別(独自分類) (20-2)アルファ

ベット (20-6) 福江雪美(日本語〉

12.その他

OECD出版物所蔵目録 (2) 所蔵目

録 (3) 国際経済 (4) 公刊(単行

書) (5) 関西大学経済・政治研究

所 (6) 同 (7) 5ヶ月 (8) 昭

57.3 (9) 26 cm 帥 95p. 帥

~ 1，∞o 帥園内〈非売〉

帥自;機関のみ帥 882 帥英

語，フランス語 帥単行書 帥

1974~81 ~!)世界 (20-1)主題別

(独自分類) (20-4)書名

II 個人別書誌

1.個人別

北海道大学経済学部所蔵高岡・松岡旧

蔵パγフレット目録第1分間(海外

編);第2分冊(日本編) (2) 所蔵

目録 (3) ー (4) 公刊(単行書〉

(5) 北海道大学経済学部 (6) 同

(7) 10ヶ月 9ヶ月 (8) 昭55.7;

昭56.3 (9) 26 cm 帥 268p.; 

261 p. 帥一伺 3∞帥国

内〈非売) 帥特定部門の研究者

帥 2..402 ; 3， 123 帥日本語肋

雑誌，パンフレット，地図，新聞，

調査資料~$遡及帥東南アジ

ア，中国;日:本 (20-1) 主題別一独

自分類 (20-2) へボン式(加-3) 著

者，書名 (20-4) ヘボン式

櫛田文庫目録く東北大学附属図書館所
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蔵特殊文庫目録シリーズー3> (2) 

所蔵目録 (3) 社会科学 (4) 公刊

(単行書) (5) 原田隆吉 (6) 東

北大学附属図書館 (7) 一 (8) 昭

56. 12 (9) 21 cm 帥 10，226p.

帥一 伸一帥国内・外(非

売〉 帥対象問わず 帥 2，849

帥日本語，英語，仏語，独語帥単行

書，雑誌帥遡及帥世界(却ー1)

主題別(独自分類〉

III 経済学一般書誌・目録

同志社大学蔵書目録第4巻(昭和48

~5:託手〉第 1 分冊総記・哲学・歴

史(均所蔵目録 μ) 公刊(単行

書) (5)同志社大学図書館 (6)同

(7) 22ヶ月 (8) 昭55.2 (9) 26 

cm 帥 594p. 制一伺 500

帥国内(非売〉純白機関のみ帥

13，656 帥日本語，中国語，英語，

仏語，独語，ラテン語，部語 帥

単行書 帥 遡 及 帥 世 界 (20-1)

NDC (20-2) ヘボン式 (20-3) 著

者(却-4) ヘボン式

国立国会図書館所蔵発禁図書目録 (2) 

所蔵目録 (3) 一仏)公刊(単行

書) (5) 国立国会図書館収書整理

部 (的同館;紀伊国屋書庖 (7) 

10ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 

帥 124，27p.ω ー帥 1，2∞
伺圏内・外 (1，500円〉帥対象

問わず帥 2，186 帥日本語，

英語.仏語，エスペラント語 伺



単行書，調査資料帥遡及 (1924

~41) 帥世界 (20-1)書名 (20-2)

五十音順 (20-3) 著者 (20-4)五十

音順帥戦前わが国で発禁処分に

された図書及び小冊子のうち，終戦

後アメリカに接収され，その後返還

をうけたものと帝国図書館が旧蔵し

ていた発禁図書を収録した。

日本大学商学部所蔵貴重書目録;欧文

編 (2) 所蔵目録 (3) 会計学 (4)

公刊(単行書) (5) 日本大学商学

部図書館 (6) 間的 ー (8) 昭

56.10 (9) 25 cm 帥 47p. 帥

- ~一帥国内・外(非売〉

帥特定部門の研究者・学生 帥

273 帥英語，仏語，イタリア語

肋単行書(却ー1)著者帥 1850

年以前に出版されたものを基準とし

て収録。簿記・会計に関しては1850

年以降も含む。

東京大学経済学部蔵書目録;洋書第

10巻 11巻 12巻 (2) 所蔵目録

(3) 会社史，経営者伝記;アナーキ

ズム人口問題等;経営学，会計学

等 (4) 公刊〈単行書) (5) 東京

大学経済学部図書室 (め同学部

σ) 20ヶ月 (8) 昭54;昭56.3;昭

57.3 (9) 26 cm (l<) 679 p ; 213 p ; 

288p. 帥一帥 500 帥園

内・外〈非売〉 帥特定部門の研

究者，学生帥 10，∞0;4，500; 

6，∞o 帥英語，仏語，独語，露
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語 肋単行書，マイタロフィル

ム;単行書帥遡及帥欧米，

日本，ソピエト (却ー1)主題別(独

自分類〉 制第10巻には， Busin-

ess Archives Councilから出たマ

イクロフィルムを約 1，000件収録。

11巻から目録規則が，英米目録規

則1978版とした。

東京経済大学図書館貴重書目録:Ca-

talog of old and rare Foreign 

books， Library of Tokyo keizai 

University (2) 所蔵目録 (3) ー

(4) 公刊(単行書) (5) 東京経済

大学図書館 (的問 (7) 15ヶ月

(8) 昭55.10 (9) 26 cm (lQ 9， 

167p. 帥一同 1，0∞帥園

内・外〈非売〉帥対象問わず帥

1，2∞ 帥英語，仏語，独語，ラ

テン語，伊語肋単行書(l$遡

及 (l~欧米 (20-1)著者 (20-3) 

書名，標目以外の人名

蔵書目録昭和51年12月末現在 (2) 

所蔵目録 (3) 交通業・通信業 (4)

公刊〈単行書) (5) 海事産業研究

所海事資料センター (6) 同 σ) 
24ヶ月 (8) 昭55.10 (9) 26 cm 

(lQ 9，456 p. 帥一帥 1，000

帥国内・外〈非売〉 紳特定部

門の研究者，学生 帥 9，350 帥

日本語，英語，仏語，独語，露語，

その他肋単行書，調査資料帥

遡及帥世界 (20-1)主題別(独



自分類)，書名 (NDC) (2u-2) ヘ

ボン式 (20-3) 著者 (20-4)ヘボン

式

IV 雑誌目録

逐次刊行物所蔵目録昭和54年12月末

日現在 (2) 所蔵目録 (3) 経済

(4) 公刊(単行書) (5) 中央大学

経済研究所 (6) 同 (7) 10ヶ月

(8) 昭55.6 (9) 26 cm 帥 5，138

p. M一帥 800 同国内(非

売)伺特定部門の研究者帥和

933，洋 302 帥日本語，英語，

仏語，独語，露語帥雑誌，調査

資料，白書，年鑑類 M 遡及~~

世界 (20-1)誌名 (20-2) 五十音順

(却-3) 分類，機関，国別(加 4) 五

十音順帥特集号の特集名を表示

同志社大学法学部・経済学部所蔵雑誌

新聞目録;邦文篇 (2) 所蔵目録

(3) ー (4) 公刊〈単行書) (5) 同

志社大学法学部・経済学部研究室

(6) 同 (7) 4ヶ月 (8) 昭56.3

(9) 26 cm 帥 87p.ωω

500 帥国内(非売〉 帥 対 象

問わず帥 1，098 帥日本語肋

雑誌，新聞伸一伸一 (20-1) 

誌名順 (却す) ヘボン式

継続受入雑誌新聞目録一1982年3月1

日現在 (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 

末公刊 (5) アジア経済研究所図書

資料部 (6) 同 (7) 一 (8) 昭

57.3 (9) 26 cm M 83 p. 伸

一 同 1，000 ~:l国内〈非売〉

(14)自機関のみ帥 1，500 帥日

本語，英語，独語，仏語，露語，そ

の他肋雑誌，新聞ゆ遡及。9一 (20-1)誌名順，刊行国順

(20-2) ヘボン式

大阪府立大学経済学部逐次刊行物目録

1980 (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 

公刊(単行書) (5) 大阪府立大学

経済学部図書室 (6) 同 (7) 6ヶ

月 (7)ー (8) 昭55.7 (9) 26 cm 

帥 123p.ω 一同 500 ~:l 

圏内・外(非売〉 帥 白機関のみ

帥 1，720 帥 日本語，中国語，

英語，独語，仏語，その他肋単

行書，雑誌，新聞 ~$遡及 伸

一 (20-1) 誌名 (20-2) ヘボン式

(20-3) 機関別 KWOC (却 4) ヘボ

ン式

東京経済大学雑誌目録 (1980年3月現

在) (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 

公刊(単行書) (5) 東京経済大学

図書館 (6) 同 (7) 24ヶ月 (8) 

昭55.10 (9) 26 cm 帥 7，389p. 

ω- 帥 1，500 帥園内(非

売〉 帥白機関のみ 帥 3，782

帥 日本語，英語，中国語，仏語，

独語 ，露語，朝鮮語肋雑誌帥

遡及伸一 (20-1) 誌名 (20-2) 

ヘボン式 (20-3) 機関，主題(独自〕

(却-4) ヘボン式
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山口大学経済学部欧文雑誌目録 (2) 

所蔵目録 (3) 一 (4) 未公刊 (5) 

山口大学経済学部(め同 (7) 12 

ヶ月 (8) 昭56.1 (9) 25 cm 帥

581 p. 帥一同一帥

帥対象問わず帥 2，0∞帥英

語，仏語，独語，露語帥雑誌，

新聞伸一伸一 (20-1)誌名

順

雑誌目録匂)所蔵目録 (3) 一 (4)

公刊(単行書) (5) 関西大学経済・

政治研究所 (的同 (η 5ヶ月

(8) 昭57.3 (9) 26 cm 帥 96p.

帥一同 1，∞o帥一帥自

機関のみ帥 1，2偲帥日本語，

英語帥雑誌，新聞帥- ~~ 

(羽田1) 誌名 (加-2) へボン式

V 索引

『地域研究』目録 (1-10巻〉 地域

研究 10巻2号令)索引 (3) 地

域研究 (4) 公刊 (5) 鹿児島経済

大学地域経済研究所 (6) 同 (7) 

1ヶ月 (8) 昭55.12 (9) お cm

帥 p.1-16 帥一同 6∞ 同

国内(非売〉 帥特定部門の研究

生 帥 剖 帥 日 本語，英語肋

雑誌論文伸一帥日本 (20-1)

巻号順，著者順 (20-2)五十音順

(却-3) 著者 (2ト4) 五十音順

『経営論集』総目次(通巻自第 1集至

1∞集〉 経営論集 100集 (2) 索

-84一

引 (3) 経営学 (4) 公刊 (5) 明

治大学経営学研究所 (6) 同 (η 

一 (8) 昭57.3 (9) 20 cm 帥

pp.99-164 帥一伸一帥

園内(非売〉 帥特定部門の研究

者・学生帥 500 帥日本語，

独語肋雑誌論文

日本大学経済学研究会 r経済集志』執

筆者別索引・総目次(第1-50:巻〉

(2) 索引 (3) 社会科学 (4) 公刊

〈単行書) (5) 日本大学経済研究会

(6) 日本大学経済学部図書館 (η 

ー (8) 昭56.12 (9) 26 cm (lQ 

118p. 帥ー帥 3∞~:1園内

〈非売〉帥ー伸一帥日本

語，英語帥雑誌論文帥 1927

-81 ~ー (20-3)著者 (20-4) 

ヘボン式

『労農J r前進』総目次・索引 E杢
延金運塾呈機関紙誌篇r労農J!"前

進』別巻 (2) 索引 (3) 社会運動

(4) 公刊〈単行書) (5) 法政大学

大原社会問題研究所(め法政大学

出版局 (7) 12ヶ月 (8) 昭57.8

(9) 22 cm (lQ pp. 153-203，129. 

帥-~ 500 帥国内・外(市

飯〉帥対象を問わず帥一帥

日本語帥一帥 1927-33 帥

日本 (20-3)著者，地名，主題.論

争文献 (20-4)五十音n原帥総目

次のほか，著者名，件名としての人

名(団体名を含む，分類，書評対象



文献索引を付す。また討論関係を示

すための文献索引を付す。なお，本

書には『労農』の解題，ペンネーム

の解説，執筆者略伝がある。

産別会議発行定期刊行物総目次(l~

6) 研究資料月報(法政大)263号，

包翌三盟主萱 (2) 索引 (3) 労働漣

動 (4) 公刊 (5) 法政大学大原社

会問題研究所 (6) 同(吟一 (8)

昭55.3~57. 2 (8)ー (9) 26cm 

帥一帥ー帥 650 (Q園

内(市販〉帥対象問わず帥ー

帥日本語肋雑誌 論 文 帥 1947

~57 帥日:本 (20-1) 誌名別帥

収録対象誌『情報JF週刊情報Jr調

査資料Jr調査旬報Jr働くなかま』

『産別情報Jr労働者』

VI展示図書目録

「国立国会図書館所蔵傭人文庫展ー西

欧学術の追求」 展示会目録 (2) 

展示会目録 (3) ー (4) 公刊(単

行書) (5) 国立国会図書館 (6) 

同;中条印刷 σ) 7ヶ月 (8) 昭

57.10 (9) 26 cm 帥 67p. 帥

一助 1.2ゆ0 帥 市 販 (850円)

帥対象問わず帥 189 帥 日

本語，英語，仏語，独語，露語，オ

ランダ語 肋単行書，文書 締

1回O~1900 (t~ - (20-6)参考書

誌部(日本語〉 帥渡辺華山旧蔵

書，富山文庫，鮫島文庫，塩田文庫，

西村文庫，伊藤文庫.白井文庫をと

りあげている。

VII その他

経営学・商学〈大阪経大学会手引きシ

リーズ) (2) 研究ガイド (3) 経

営学 (4) 公刊(単行書) (5) 大

阪経大学会 (6) 同 (7) 10ヶ月

(8) 昭55.3 (9) 21 cm (lQ 197 p. 

帥一帥 10.0∞帥圏内(非

売〉帥学生帥ー帥日本

語，英語，独語帥単行書伸

一帥一帥新入生のための学

習ガイダンス。

経済学〈大阪経大学会手引きシリーズ

7) 匂)研究ガイド(の経済学

(4) 公刊〈単行書) (的大阪経大

学会 (6) 同開一 (8) 昭56.3

(9) 21 cm 帥 164p. 帥-M 

10.0∞ 帥圏内(非売〉帥ー

帥一帥日本語肋単行書

締一帥一帥新入生のため

の学習ガイド。

経済関係二次資料利用の手引き く研

修教材シリーズ 1) (2) 二次資

料案内 (3) 経済 (4) 公刊(単行

書) (吟相馬民子 (6) 国立国会

図書館;紀伊国屋書庖 (η6ヶ月

(8) 昭57.3 作) 26 cm (t<) 55 p. 

帥ー帥 400 帥市阪 0.1凶

円〉帥対象問わず帥 280 帥

日本語，英語，仏語，独語帥単

行書，雑誌，雑誌論文帥 1900~
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81 ~~日:本，欧米側ー1)主題別

〈独自分類) (20-6) 相馬民子 帥

国会図書館の業務研修用に作成され

たものだか，収録は基本的な二次資

料案内書と書誌，目録，索引類であ

る。

国際連合の諸活動を調査するために

参考書誌研究 23号 (2) 資料案内

(3) 国際経済仏)公刊 (5) 石川

光ニ (6) 国立国会図書館;日本図

書館協会 (7)6ヶ月 (8) 昭56.11

(9) 21 cm 帥 pp.1-95 帥ー

帥 1，250 帥市 販 (9∞円〉帥

対象問わず帥 610 帥日本語，

英語 帥単行書，雑誌，文書，

雑誌論文，調査資料帥 1945-79

帥世界 (20-1)主題別(独自分類)

(20-6) 石川光二(日本語〉

『季刊理論経済学」引用文献データ

(2) 一 (3) 経済理論 (4) 未公刊

(5) 高多亨 (6) - (7) 20ヶ月

(8) ー (9) 2，400 f.帥 -ω
同一帥一 帥 特 定 部 門

の研究者帥約4，∞o帥日本

語，英語.仏語，独語帥単行書，

雑誌論文，ディスカション・ペーパ

ー，調査資料帥 1964- 帥世

界帥磁気テープに保存している。

『季刊理論経済学J11巻%号以降の

各号をサンプルデータとして引用さ

れた文献の著者，言語，刊行国，刊

年，著者在職機関，出身校，共著か

どうか， Self-Citationか， 著者所

属機関の機関誌か，資料種別のデー

タが入っている。したがって種々の

視角から分析できるデータ構造とな

っているといえる。

抄録・索引誌の比較・選定 (7)ーエネ

ルギー・原子力科学技術文献ザー

ピス 60号 (2) 抄録・索引案内

(3) エネルギー (4) 公刊 (5) 山

本幸子;井上楊子;飯沢潤子(国立

国会図書館) (6) 国立国会図書館;

紀伊国屋書底 (η1ヶ月 (8) 昭

57.3 (9) 26 cm 帥 pp.16-24

帥-~ 1，300 帥市販 (8∞

円) ~.q対象問わず帥 120 帥

日本語，英語，独語，露語肋雑

誌締 1960- 帥 世 界 (20-6)

5と同じ

(編集:高多亨名古屋学院大学，協力:細川元雄京都大学〉

訂正 「昭和5呼 1-12月版J57頁上3行目

(5) 関西大学産業研究所→関西学院大学産業研究所

お願い

がありましたら編集者あてご一報ください。

これまで4回の補遺版を編集してきましたが，未収録のもの，表示内容の訂正個所

au 
oo 




