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1 10693076 081.6/1/1036 婚姻の諸形式 / ミュラー・リヤー著 ; 木下史郎訳. -- 岩波書店, 1934. -- (岩波文庫 ; 白-1036).

2 10693084 081.6/1/1058c 富に關する省察 / チュルゴオ [著] ; 永田清譯註. -- 岩波書店, 1934.11. -- (岩波文庫 ; 白103-1,白-補-2,1058).

3 10693092 081.6/1/1113-15

1

ジャン・クリストフ / ロマン・ローラン著 ; 豐島與志雄譯. -- 1 - 8. -- 岩波書店, 1935.3-1936.1. -- (岩波文庫 ; 赤-624-630,1113-1131).

4 10693106 081.6/1/1213-14 法と國家 / レオン・デュギー著 ; 堀眞琴譯. -- 岩波書店, 1935.9. -- (岩波文庫 ; 白(34)-8-1, 1213-1214).

5 10693114 081.6/1/1221 世界觀の研究 / ディルタイ著 ; 山本英一譯. -- 岩波書店, 1935.9. -- (岩波文庫 ; 1221, 青(33)-637-2).

6 10693122 081.6/1/1285-86a 經濟學試論集 / ミル[著] ; 末永茂喜譯. -- 岩波書店, 1936.5. -- (岩波文庫 ; 1285-1286).

7 10693130 081.6/1/1311-12a 富の理論の數學的原理に關する研究 / クールノー [著] ; 中山伊知郎訳. -- 岩波書店, 1936.6. -- (岩波文庫 ; 1311-1312,白-110-1).

8 30252113 081.6/1/1314 職業としての學問 / マックス・ウェーバー著 ; 尾高邦雄訳. -- 岩波書店, 1936. -- (岩波文庫 ; 1314, 白209-5,34-209-5).

9 10577890 081.6/1/1368 社會科學方法論 / マックス・ウェーバー [著] ; 恒藤恭校閲 ; 富永祐治, 立野保男共譯. -- 岩波書店, 1936. -- (岩波文庫 ; 1368).

10 10693149 081.6/1/1499-501a

上卷

經濟學原理 / マルサス [著] ; 吉田秀夫譯. -- 上卷, 下卷. -- 岩波書店, 1937.9. -- (岩波文庫 ; 1499-1504).

11 10693157 081.6/1/1502-04a

下卷

經濟學原理 / マルサス [著] ; 吉田秀夫譯. -- 上卷, 下卷. -- 岩波書店, 1937.9. -- (岩波文庫 ; 1499-1504).

12 10693165 081.6/1/1579a 社會再組織の科學的基礎 / コント著 ; 飛澤謙一譯. -- 岩波書店, 1937. -- (岩波文庫 ; 1579, 34-205-2).

13 10693173 081.6/1/1580-81

上巻

カントとマルクス / フォアレンダー著 ; 井原糺譯. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1937-1938. -- (岩波文庫 ; 1580ー1583).

14 10693181 081.6/1/1582-83

下巻

カントとマルクス / フォアレンダー著 ; 井原糺譯. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1937-1938. -- (岩波文庫 ; 1580ー1583).

15 10693190 081.6/1/1861-63b 國家經濟學講義要綱 : 歴史的方法に據る / ロッシアー著 ; 山田雄三譯. -- 岩波書店, 1938. -- (岩波文庫 ; 白-補-17, 1861-1863).

16 10610154 081.6/1/1923-24 文化科學と自然科學 / リッケルト著 ; 佐竹哲雄, 豊川昇訳. -- 岩波書店, 1939.2. -- (岩波文庫 ; 青-51,1923-1924, 青(33)-648-1).

17 10607323 081.6/1/2003-04 サイキス・タスク : 俗信と社會制度 / フレイザー著 ; 永橋卓介譯. -- 岩波書店, 1939.6. -- (岩波文庫 ; 2003-2004, 白(34)-216-6).

18 10693203 081.6/1/2022-24a

經濟學の方法に關する研究 / カール・メンガー著 ; 福井孝治, 吉田昇三譯. -- 岩波書店, 1939.7. -- (岩波文庫 ; 2022-2024, 白(34)-119-

1).

19 10693211 081.6/1/2190 強國論 / ランケ著 ; 相原信作譯. -- 岩波書店, 1940.1. -- (岩波文庫 ; 青412-3,2190).

20 10692908 081.6/1/230-31 藝術經濟論 / ラスキン著 ; 西本正美譯. -- 岩波書店, 1927.12. -- (岩波文庫 ; 230-231,33-670-1).

21 10693220 081.6/1/2495-98b

1

國富論 / アダム・スミス著 ; 大内兵衞譯. -- 1 - 5. -- 岩波書店, 1940.9-1944.11. -- (岩波文庫 ; 2495-2510a,3454-3456).

22 10693238 081.6/1/2499-501b

2

國富論 / アダム・スミス著 ; 大内兵衞譯. -- 1 - 5. -- 岩波書店, 1940.9-1944.11. -- (岩波文庫 ; 2495-2510a,3454-3456).

23 10693246 081.6/1/2499-501c

2

國富論 / アダム・スミス著 ; 大内兵衞譯. -- 1 - 5. -- 岩波書店, 1940.9-1944.11. -- (岩波文庫 ; 2495-2510a,3454-3456).
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24 10693254 081.6/1/2502-06

3

國富論 / アダム・スミス著 ; 大内兵衞譯. -- 1 - 5. -- 岩波書店, 1940.9-1944.11. -- (岩波文庫 ; 2495-2510a,3454-3456).

25 30252105 081.6/1/266-67(a) ドイツ國民に告ぐ / フィヒテ述 ; 大津康譯 ; [佐藤通次改訳]. -- 改訂版. -- 岩波書店, 1940.3. -- (岩波文庫 ; 266-267a,青(33)627-1).

26 10693262 081.6/1/2693-94 ローマ人盛衰原因論 / モンテスキュー著 ; 大岩誠譯. -- 岩波書店, 1941.5. -- (岩波文庫 ; 2693-2694).

27 10692916 081.6/1/272-74a 地代論 / ロー ドベルトゥス著 ; 山口正吾譯. -- 岩波書店, 1928.3. -- (岩波文庫 ; 272-274).

28 10693270 081.6/1/2757-60

上巻

宗教生活の原初形態 / デュルケム著 ; 古野清人譯. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1941-1942. -- (岩波文庫 ; 2757-2760,2942-2944).

29 10692924 081.6/1/292-95c 經濟學及課税之原理 / リカアドオ著 ; 小泉信三譯. -- 3刷. -- 岩波書店, 1933. -- (岩波文庫 ; 292-295).

30 10693289 081.6/1/3005-06 外國貿易によるイギリスの財寶 / トーマス・マン著 ; 張漢裕譯. -- 岩波書店, 1942.7. -- (岩波文庫 ; 3005-3006).

31 10693297 081.6/1/3028-29a

上卷

リカアドのマルサスへの手紙 / ボナア編 ; 中野正譯. -- 上卷, 下巻. -- 岩波書店, 1942-1943. -- (岩波文庫 ; 3028-3029,3053-3055).

32 10692932 081.6/1/330-31 マルクス・エンゲルス傳 / リアザノフ著 ; 長谷部文雄訳. -- 岩波書店, 1928.8. -- (岩波文庫 ; 330-331).

33 10692940 081.6/1/391a 勞働者綱領 / ラッサアル著 ; 小泉信三譯註. -- 岩波書店, 1928.10. -- (岩波文庫 ; 391, 白-補-15).

34 10692959 081.6/1/392-94a ミル自傳 / [ジョン・スチュアート・ミル著] ; 西本正美譯. -- [第15刷]. -- 岩波書店, 1938.12. -- (岩波文庫 ; 392-394).

35 10692967 081.6/1/398-99

下巻

婦人論 / ベーベル著 ; 草間平作訳. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1928.12-1929.3. -- (岩波文庫 ; 395-399).

36 10692983 081.6/1/512-14d

第1卷

近代民主政治 / ブライス著 ; 松山武譯. -- 第1卷 - 第4卷. -- 岩波書店, 1929.6-1930.9. -- (岩波文庫 ; 白-13, 512-523, 34-021-1-4).

37 10692975 081.6/1/515-17d

第2卷

近代民主政治 / ブライス著 ; 松山武譯. -- 第1卷 - 第4卷. -- 岩波書店, 1929.6-1930.9. -- (岩波文庫 ; 白-13, 512-523, 34-021-1-4).

38 10692991 081.6/1/518-20d

第3卷

近代民主政治 / ブライス著 ; 松山武譯. -- 第1卷 - 第4卷. -- 岩波書店, 1929.6-1930.9. -- (岩波文庫 ; 白-13, 512-523, 34-021-1-4).

39 10693009 081.6/1/521-23d

第4卷

近代民主政治 / ブライス著 ; 松山武譯. -- 第1卷 - 第4卷. -- 岩波書店, 1929.6-1930.9. -- (岩波文庫 ; 白-13, 512-523, 34-021-1-4).

40 10693017 081.6/1/663 ドイッチェ・イデオロギー / マルクス,エンゲルス著 ; リヤザノフ編 ; 三木清譯. -- 岩波書店, 1930.7. -- (岩波文庫 ; 663).

41 10693025 081.6/1/750-51 道徳の経済的基礎 / シュタウディンガー著 ; 草間平作訳. -- 岩波書店, 1931.3. -- (岩波文庫 ; 750-751).

42 10693033 081.6/1/875-77e 經濟學入門 / ローザ・ルクセンブルグ [著] ; 佐野文夫譯. -- 岩波書店, 1933.2. -- (岩波文庫 ; 875-877,875-877a).

43 10693041 081.6/1/891-92

上巻

暴力論 / ソレル著 ; 木下半治譯. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1933.6-1933.11. -- (岩波文庫 ; 891-892,893-894).

44 10693050 081.6/1/893-94

下巻

暴力論 / ソレル著 ; 木下半治譯. -- 上巻, 下巻. -- 岩波書店, 1933.6-1933.11. -- (岩波文庫 ; 891-892,893-894).

45 10693068 081.6/1/951c 經濟表 / ケネー [著] ; 増井幸雄, 戸田正雄譯. -- 岩波書店, 1933.11. -- (岩波文庫 ; 951).

46 10693319 081.6/2/27d

上

世界文化史概觀 / ウェルズ著 ; 長谷部文雄譯 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波新書 ; 赤-27,28).
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47 10693300 081.6/2/3c 支那思想と日本 / 津田左右吉著. -- 岩波書店, 1938. -- (岩波新書 ; 3).

48 10693360 081.6/2/43c 野口英世 / 小泉丹著. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波新書 ; 43).

49 10693327 081.6/2/45d 學生に與ふる書 / 天野貞祐著. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波新書 ; 赤-45).

50 10693335 081.6/2/47 戦争とふたりの婦人 / 山本有三著. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波新書 ; 赤-47).

51 10693343 081.6/2/53a 日本資本主義史上の指導者たち / 土屋喬雄著. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波新書 ; [赤版] 53).

52 10693351 081.6/2/60a 日本文化の問題 / 西田幾多郎著. -- 岩波書店, 1940. -- (岩波新書 ; 60).

53 10693378 081.6/2/82d

上

アメリカ發展史 / ファランド著 ; 名原廣三郎, 高木八尺譯 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1941. -- (岩波新書 ; [赤版] 82-83).

54 10693386 081.6/2/83c

下

アメリカ發展史 / ファランド著 ; 名原廣三郎, 高木八尺譯 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1941. -- (岩波新書 ; [赤版] 82-83).

55 10693394 101/12/b 哲學概論 / 紀平正美著. -- 改訂版. -- 岩波書店, 1925.

56 10693408 101/59 哲學概説 : 高等教育 / 得能文, 高階順治著. -- 増訂版. -- 東洋図書, 1932.

57 10693432 108/10/11

上巻

国富論 / アダム・スミス著 ; 青野季吉訳. -- 上巻, 下巻. -- 春秋社, 1928-1929. -- (世界大思想全集 ; 11,12).

58 10693440 108/10/12

下巻

国富論 / アダム・スミス著 ; 青野季吉訳. -- 上巻, 下巻. -- 春秋社, 1928-1929. -- (世界大思想全集 ; 11,12).

59 10693459 108/10/17 政治的正義 / ゴッドウイン著 ; 加藤一夫訳. -- 春秋社, 1930.9. -- (世界大思想全集 ; 17).

60 10693467 108/10/18 人口論 / トマス・ロバアト・マルサス著 ; 神永文三訳. -- 春秋社, 1927. -- (世界大思想全集 ; 18).

61 10693475 108/10/21

1

英國社會主義史 / マックス・ベエヤア著 ; 加田哲二譯. -- 1, 2. -- 春秋社, 1929. -- (世界大思想全集 ; 第2期 21-22).

62 10693483 108/10/22

2

英國社會主義史 / マックス・ベエヤア著 ; 加田哲二譯. -- 1, 2. -- 春秋社, 1929. -- (世界大思想全集 ; 第2期 21-22).

63 10693491 108/10/30a

經濟學批判 ; 賃銀勞働及資本 ; 價値價格及び利潤 / マルクス著 ; 安倍浩訳 . 空想的科學的社會主義 / エンゲルス著 ; 安倍浩訳 . 帝國

主義論 / レーニン著 ; 青野季吉訳. -- 春秋社, 1928.1. -- (世界大思想全集 ; 30).

64 10693505 108/10/35 無政府主義思想史 / ネットラウ著 ; 新居格訳 . マルクス説の崩壊 / ソレル著 ; 百瀬二郎訳. -- 春秋社, 1930. -- (世界大思想全集 ; 35).

65 10693513 108/10/42 マルクス主義の國家觀 ; カントとマルクス主義 / マックス.アドラー著 ; 井原糺譯. -- 春秋社, 1931.6. -- (世界大思想全集 ; 42).

66 10693521 108/10/47

マルキシズムの改造 / ベルンシュタイン著 ; 松下芳男訳 . マルキシズム修正の駁論 / カウツキー著 ; 山川均訳. -- 春秋社, 1928. -- (世

界大思想全集 ; 47).

67 10693424 108/10/5 法の精神 / モンテスキウ著 ; 木村幹訳 . 君主論 / マキアヴェリー著 ; 橋田東聲訳. -- 春秋社, 1928.12. -- (世界大思想全集 ; 5).

68 10693530 108/10/60

經濟と社会 ; 社会科学方法論 / シュパン著 ; 向井鍈一訳 . 現代の国家と社会 / フィアカント著 ; 谷藤重吉訳. -- 春秋社, 1931. -- (世界大

思想全集 ; 60).

69 10693548 108/10/73 共同社会と利益社会 : 其他 / トェンニース著 ; 鈴木晃訳. -- 春秋社, 1933.9. -- (世界大思想全集 ; 73).
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70 10693556 108/10/85

上

反マルクス論 / カール・ムース著 ; 草間平作訳. -- 上, 下. -- 春秋社, 1933.12-1934.2. -- (世界大思想全集 ; 85,88).

71 10693564 108/10/86

共同村の歴史(下) ; 経済学の第一原理 / シヤール・ジード著 ; 八太舟三訳 . 資本主義の将来 / ゾムバルト著 ; 鈴木晃訳. -- 春秋社,

1933.11. -- (世界大思想全集 ; 86).

72 10693572 108/10/88

下

反マルクス論 / カール・ムース著 ; 草間平作訳. -- 上, 下. -- 春秋社, 1933.12-1934.2. -- (世界大思想全集 ; 85,88).

73 10693580 108/21/1 教養としての哲学 / 竹内富子編. -- 三笠書房, 1939. -- (哲学教養講座 ; 第1巻).

74 10693599 108/21/2 現代の哲學. -- 三笠書房, 1939.4. -- (哲学教養講座 ; 第2卷).

75 10693602 108/21/3 世界観 / 竹内富子編. -- 三笠書房, 1939.5. -- (哲学教養講座 ; 第3巻).

76 10693610 108/21/4 社會 / 竹内富子編. -- 三笠書房, 1939.6. -- (哲学教養講座 ; 第4巻).

77 10693629 108/21/5 歴史 / 竹内富子編. -- 三笠書房, 1939. -- (哲学教養講座 ; 第5巻).

78 10693637 108/21/6 文化 / 竹内富子編. -- 三笠書房, 1939. -- (哲学教養講座 ; 第6巻).

79 10693416 108/6/17 政治思想 / 神田豊穂著. -- 春秋社, 1928.3. -- (大思想エンサイクロペヂア ; 17).

80 10693645 114/31 人間のポリス的形成 / 山内得立著. -- 弘文堂書房, 1939.2. -- (教養文庫 ; 1).

81 10693653 116/23 論理學概説 / 永野芳夫著. -- 再訂増補13版. -- 中和書院, 1942.11.

82 10693661 118.029/1/b 文化類型學 / 高山岩男著. -- 弘文堂書房, 1939.2.

83 10693670 118.04/1/a 教養と文化の基礎 / 田中耕太郎著. -- 岩波書店, 1937.

84 10693688 121.1/12 日本主義文化宣言 / 倉田百三著. -- 人文書院, 1939.11.

85 10693696 121.1/13 日本國家思想 / 肥後和男著. -- 弘文堂書房, 1939.2. -- (教養文庫).

86 10693700 121.9/10/b 體系と展相 / 山内得立著. -- 弘文堂書房, 1937.2.

87 10693718 121.9/19/a 存在の現象形態 / 山内得立著. -- 岩波書店, 1930.11.

88 10693726 121.9/27/a 意識の問題 / 西田幾多郎著. -- 岩波書店, 1920.1.

89 10693734 121.9/74 知と行 / 紀平正美著. -- 弘文堂書房, 1938.12.

90 30252253 121.9/75 道理への意志 / 天野貞祐著. -- 岩波書店, 1940.10.

91 10693750 130.2/4/2c 西洋近世哲學史 / 安倍能成著. -- 改訂版(第37版). -- 岩波書店, [1929序]. -- (哲學叢書 ; 第10編).

92 10693742 130.2/4/d 西洋古代中世哲學史 / 安倍能成著. -- 改訂版. -- 岩波書店, 1929. -- (哲學叢書 ; 第5編).

4



木村文庫目録

木村文庫目録木村文庫目録

木村文庫目録

高知大学学術情報基盤図書館

NO. 資料ID 請求記号

巻号

資料情報

93 10693769 130.4/2/a 全體の立場 / 高橋里美著. -- 岩波書店, 1932.7.

94 10693777 134.32/6 學徒の使命 / フィヒテ著 ; 山本饒譯. -- 弘文堂, 1939.7.

95 30252261 134.4/39 ヘエゲル哲學概説 / レイバアン著 ; 陶山務訳. -- 大都書房, 1936.6.

96 10693785 134.4/40 ヘーゲル哲學と辯證法 / 田邊元著. -- 岩波書店, 1932.1.

97 10693793 134.408/1/6a

上巻

大論理學 / ヘ-ゲル著 ; 鈴木權三郎訳. -- 上巻, 中巻, 下巻. -- 岩波書店, 1932. -- (ヘーゲル全集 ; 6-8).

98 10693807 134.408/1/7a

中巻

大論理學 / ヘ-ゲル著 ; 鈴木權三郎訳. -- 上巻, 中巻, 下巻. -- 岩波書店, 1932. -- (ヘーゲル全集 ; 6-8).

99 10693815 134.633/7 唯心論と唯物論 / フォイエルバッハ著 ; 関根悦郎, 国互一訳. -- 共生閣, 1931.

100 10693823 134.64/8/a 哲學の貧困 / カール・マルクス著 ; 浅野晃譯. -- 弘文堂, 1926.4. -- (マルキシズム叢書 / 河上肇編纂 ; 第2冊).

101 10693831 150.22/4/a 東洋倫理 / 西晋一郎著. -- 岩波書店, 1934.4. -- (岩波全書 ; 20).

102 10693858 201.1/2/d 歴史的世界 : 現象學的試論 / 高坂正顕著. -- 岩波書店, 1937.10.

103 10693866 201.1/38 歴史哲學 : 民族史觀への基礎的豫備概念 / 齋藤晌著. -- 高陽書院, 1938.3. -- (新鋭哲學叢書 ; 第3巻).

104 10693874 201.1/39 歴史哲学と政治哲学 / 高坂正顕著. -- 弘文堂書房, 1939.3. -- (教養文庫 ; 3).

105 10693840 201/36/a ランケと世界史学 / 鈴木成高著. -- 弘文堂書房, 1939.12. -- (教養文庫 ; 37).

106 10693882 204/56 學生と歴史 / 河合榮治郎編. -- 12版. -- 日本評論社, 1940.5.

107 10693920 210.08/55/11 社會史 / 加田哲二著. -- 東洋經濟新報社, 1940.8. -- (現代日本文明史 ; 第11卷).

108 10693890 210.08/55/2 政治史 / 蠟山政道著. -- 東洋經濟新報社, 1940.7. -- (現代日本文明史 ; 第2卷).

109 10693904 210.08/55/6 財政史 / 土方成美著. -- 東洋經濟新報社, 1940.11. -- (現代日本文明史 ; 第6卷).

110 10693912 210.08/55/9 農村史 / 小野武夫著. -- 東洋經濟新報社, 1941.4. -- (現代日本文明史 ; 第9卷).

111 10693963 210.1/73/a 日本開化小史 / 田口卯吉著. -- 改造社, 1929.2. -- (改造文庫 ; 第1部第22篇).

112 10693947 210.1/94 日夲文化史序説 / 西田直二郎著. -- 改造社, 1932.2.

113 10693939 210.1/95 學生と日本 / 河合榮治郎編. -- 日本評論社, 1940.8.

114 10693955 210.18/41/a 日歐通交史 / 幸田成友著. -- 岩波書店, 1942.6.

115 10692800 238.07/13 Bolshevism at a deadlock / by Karl Kautsky ; translated by B. Pritchard. -- G. Allen & Unwin, 1931.
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116 10693971 283/2 英雄の性格 / 芳賀檀著. -- 弘文堂書房, 1939.5. -- (教養文庫 ; 14).

117 10693980 289.3/113 マルチン・ルッター / 本位田祥男著. -- 三省堂, 1934. -- (社會科學の建設者人と學説叢書).

118 10693998 289.3/114/2

下

わが生涯 / トロツキー著 ; 青野季吉譯. -- 上, 中, 下. -- 改造社出版, 1937. -- (改造文庫 ; 第1部 ; 第149-151篇).

119 10694005 289.3/115 マルクス伝 / 石濱知行著. -- 改造社, 1931.12. -- (偉人傳全集 ; 第6巻).

120 10692819 289.3/151 The life of William Ewart Gladstone / by Herbert Woodfield Paul. -- Thomas Nelson, [19--?].

121 10694013 302.3/1 現代世界通信 / 清沢洌著. -- 中央公論社, 1938.

122 10694021 302.34/5/1

第1巻 : 政治

篇1

新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表. -- 第1巻 : 政治篇1, 第2巻 : 政治篇2. -- 日本評論社, 1939-1941.

123 10694110 302.34/5/10 經濟政策 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1940.2. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第10卷 經濟篇 2).

124 10694129 302.34/5/11 社會政策・勞働政策 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1939.9. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第11卷 經濟篇 3).

125 10694137 302.34/5/12 財政・金融 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1940.3. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第12卷 經濟篇 4).

126 10694030 302.34/5/2 教育・文化 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1939.12. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第2卷 ; 政治篇2).

127 10694048 302.34/5/3 國法的基礎・國防軍 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1939. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第3卷 ; 政治篇3).

128 10694056 302.34/5/4 ナチスの政治組織 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1940.9. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第4卷 ; 政治篇4).

129 10694064 302.34/5/5 民法・強制執行 / 二荒芳徳代表編纂. -- 日本評論社, 1939.11. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第5卷 ; 法律篇1).

130 10694072 302.34/5/6 商法・經濟法・社會保險 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1940.8. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第6卷 ; 法律篇2).

131 10694080 302.34/5/7 刑法・民事訴訟法・勞働法 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1940.12. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第7卷 ; 法律篇3).

132 10694099 302.34/5/8 行政法・家族及び遺産法 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1941.2. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第8卷 法律篇 4).

133 10694102 302.34/5/9 經濟の構成 / 二荒芳徳編纂代表. -- 日本評論社, 1939.8. -- (新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第9卷 ; 經濟篇 1).

134 10694145 304/40/a 民族耐乏 / 高田保馬著. -- 甲鳥書林, 1942.11.

135 10694153 309.0234/2/a 獨逸社會政策思想史 / 大河内一男著. -- 日本評論社, 1936.2.

136 10694170 309.08/1/22a マルクス歴史・社會・國家學説 / ハインリッヒ・クノウ著 ; 河野密訳. -- 平凡社, 1928.7. -- (社會思想全集 ; 第22巻).

137 10694161 309.08/1/9 唯物論と経験批判論 / ニコライ・レーニン著 ; 山川均訳. -- 平凡社, 1928.10. -- (社會思想全集 ; 第9巻).

138 10694188 309.2/7 社会主義の発展 : 空想的から科学的へ / フリードリッヒ・エンゲルス著 ; 堺利彦訳. -- 改造社, 1929. -- (改造文庫 ; 第1部 第10篇).
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139 10694200 309.3/100 組織論 / レエニン著 ; 鈴木厚訳. -- 改造社, 1929. -- (改造文庫 ; 第1部 第39篇).

140 10694218 309.3/101/2

第二部

第一インタナショナル史 / ステークロフ著 ; 内垣謙三訳. -- 第一部, 第二部. -- 改造社, 1933.1. -- (改造文庫 ; 第1部 第100-101).

141 10694226 309.3/102 レーニン主義の基礎 / スターリン著 ; 野澤考平訳. -- 改造社, 1932.12. -- (改造文庫 ; 第1部第104篇).

142 10694196 309.3/99 無産政黨論 / 蠟山政道編著. -- 日本評論社, 1930. -- (現代政治學全集 ; 第11巻).

143 10694234 309.31/7 社會組織と社會革命に關する若干の考察 / 河上肇著. -- 弘文堂書房, 1922.12.

144 10694242 309.4/3 エルフルト綱領解説 / カール・カウツキー著 ; 三輪寿壮訳. -- 改造社, 1930.9. -- (改造文庫 ; 第1部 第105篇).

145 10694250 309.8/11 シュパンの全體主義哲學 / ハンス・レーベル著 ; 風見謙次郎譯. -- 理想社, 1941.6.

146 10694340 311.2/9 立上がる政治家 / 馬場恒吾著. -- 中央公論社, 1937.

147 10694358 311.21/17/2

下巻

大日本政治思想史 / 佐藤清勝著. -- 上巻, 下巻. -- 大日本政治思想史刊行會, 1939.

148 10694366 311.8/10 獨逸第三帝國の理論 : 公益優先と利子奴隷制打破 / G.フェーダー著 ; 高山洋吉譯. -- 栗田書店, 1941.9. -- (新世界觀輯系 ; 第3卷).

149 10694374 311.8/11 我が闘争 / ヒットラァ著 ; 室伏高信訳. -- 戦時體制版. -- 第一書房, 1940.

150 10694277 311/112/a 國家構造論 / 尾高朝雄著. -- 岩波書店, 1936.12. -- (京城帝國大學法學會叢刊 ; 3).

151 10694285 311/144 國家論 / 作田莊一著. -- 弘文堂書房, 1940. -- (論説集 / 作田荘一著 ; 第1巻).

152 10694293 311/145 國家權威の研究 / 大串兎代夫著. -- 高陽書院, 1941.

153 10694307 311/146 國家法人説の崩壊 : 天皇主権説 / 佐治謙譲著. -- 日本評論社, 1935.12.

154 10694315 311/147 日本學としての日本國家學 / 佐治謙譲著. -- 第一書房, 1938.9.

155 10694323 311/148 憲法政治の理論と實際 / 馬場鍈一著. -- 清水書店, 1925.11. -- (公民叢書 ; 第1編).

156 10694331 311/149 新体制の理論 : 政治・経済・文化・東亜の新原理 / 谷口吉彦著. -- 千倉書房, 1940.11.

157 10694269 311/16/a 國家論 / フランツ・オッペンハイマー著 ; 広島定吉訳. -- 改造社, 1929.2. -- (改造文庫 ; 第1部 第20篇).

158 10694382 312.1/64 日本憲政史 / 尾佐竹猛著. -- 日本評論社, 1930.6. -- (現代政治學全集 ; 第6巻).

159 10694390 312.1/65 新體制の指導原理 : 我國體に基く現代の革新 / 石川興二著. -- 有斐閣, 1940.11.

160 10694404 312.8/16 現代人物評論 / 馬場恒吾著. -- 中央公論社, 1930.9.

161 10694439 313.08/1/10

3

經濟學 / 孫田秀春責任編輯. -- 1, 2, 3. -- 實業之日本社, 1942.2-1944.1. -- (日本國家科學大系 / 孫田秀春責任編輯 ; 第8-10卷).
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162 10694447 313.08/1/10a

3

經濟學 / 孫田秀春責任編輯. -- 1, 2, 3. -- 實業之日本社, 1942.2-1944.1. -- (日本國家科學大系 / 孫田秀春責任編輯 ; 第8-10卷).

163 10694412 313.08/1/6a

2

法律學 / 孫田秀春責任編輯. -- 1, 2, 3. -- 實業之日本社, 1941.12-1943.10. -- (日本國家科學大系 / 孫田秀春責任編輯 ; 第5-7卷).

164 10694420 313.08/1/6b

2

法律學 / 孫田秀春責任編輯. -- 1, 2, 3. -- 實業之日本社, 1941.12-1943.10. -- (日本國家科學大系 / 孫田秀春責任編輯 ; 第5-7卷).

165 10694455 313.7/9 議會政治論 / 馬場恒吾著. -- 中央公論社, 1933.3.

166 10694471 315.1/20 日本政党論 / 永井亨著. -- 日本評論社, 1927.12.

167 10694463 315/4 現代の政黨 / 高橋清吾著. -- 日本評論社, 1930. -- (現代政治學全集 ; 第10巻).

168 10694480 316.32/1 有閑階級論 / ソーシタイン・ヴェブレン著 ; 大野信三訳. -- 而立社, 1924.5. -- (社會科學大系 ; 11).

169 10694498 319.1/28 世界の變局と日本の世界政策 / 蝋山政道著. -- 巌松堂書店, 1938.9.

170 10694510 321.1/48/a 法律哲學原理 / 高柳賢三著. -- 岩波書店, 1929.11.

171 10694528 321.1/88 法律哲學 / 高柳賢三著. -- 日本評論社, 1928.9. -- (社會科學叢書 ; 第5編).

172 10694501 321/102 法學入門 / 末弘嚴太郎著. -- 日本評論社, 1934.4.

173 10694536 323.12/9 日本憲法制定史講 / 渡辺幾治郎著. -- [再版]. -- 千倉書房, 1939.7.

174 10694544 323.13/11/b 逐条帝国憲法講義 / 清水澄著. -- 松華堂書店, 1932.8.

175 10694552 323.13/23 帝國憲法論 : 全 / 市村光惠著. -- 訂正改版. -- 有斐閣, 1924.

176 10694560 324.1/6/a 民法總則 / 田島順[著]. -- 弘文堂書房, 1938.5.

177 10694579 330.4/79/2 經濟の道 / 作田荘一著. -- 弘文堂書房, 1941.4. -- (論説集 / 作田荘一著 ; 第2巻).

178 10694587 330.4/80

第1集

民族と経済 / 高田保馬著. -- 第1集, 第2集. -- 有斐閣, 1940-1943.

179 10694595 330.7/5 經濟學研究の栞 / 東京商科大學一橋新聞部編. -- 改訂版. -- 三省堂, 1940.6.

180 10694757 330.8/15/1 經濟學一般理論 / 中山伊知郎著. -- 日本評論社, 1939. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 1).

181 10694838 330.8/15/10 西洋経済史 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 10).

182 10694846 330.8/15/11 産業経済学 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 11).

183 10694854 330.8/15/12 経済政策総論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 12).

184 10694862 330.8/15/13

上

経済政策各論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 上, 下. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 13,14).
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185 10694870 330.8/15/14

下

経済政策各論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 上, 下. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 13,14).

186 10694889 330.8/15/17

上

経営学及会計学 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 上, 下. -- 日本評論社, 1941. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 17,18).

187 10694897 330.8/15/18

下

経営学及会計学 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 上, 下. -- 日本評論社, 1941. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 17,18).

188 10694900 330.8/15/19 銀行及金融論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1941. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 19).

189 10694765 330.8/15/2

上

経済学特殊理論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 上, 下. -- 日本評論社, 1939. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 2,3).

190 10694919 330.8/15/20 貨幣論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 20).

191 10694773 330.8/15/3

下

経済学特殊理論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 上, 下. -- 日本評論社, 1939. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 2,3).

192 10694781 330.8/15/4 經濟思潮史概論 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 4).

193 10694790 330.8/15/5

上

経済学発達史 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 上, 下. -- 日本評論社, 1940. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 5,6).

194 10694803 330.8/15/6

下

経済学発達史 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 上, 下. -- 日本評論社, 1940. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 5,6).

195 10694811 330.8/15/8 現代経済学説 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新經濟學全集 / 中山伊知郎, 東畑精一共編 ; 8).

196 10694820 330.8/15/9 日本経済史 / 中山伊知郎, 東畑精一共編. -- 日本評論社, 1940. -- (新経済学全集 / 中山伊知郎, 東畑精一編 ; 9).

197 10632760 330.8/3/(2) 世界恐慌と國際政治の危機 / 有澤廣巳, 阿部勇共著. -- 改造社, 1931. -- (経済学全集 ; 別巻).

198 10694650 330.8/3/12a

下

資本論體系 / 向坂逸郎 [ほか] 著 ; 上, 中, 下. -- 改造社, 1931. -- (経済学全集 ; 第10-12巻).

199 10661395 330.8/3/14 恐慌學説 / 谷口吉彦 [ほか] 著. -- 改造社, 1932. -- (経済学全集 ; 第14巻).

200 10694609 330.8/3/1a 經濟學大綱 / 河上肇著. -- 改造社, 1928. -- (経済学全集 ; 第1卷).

201 10694668 330.8/3/23 經濟學前史 / 高橋誠一郎著. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第23卷).

202 10694676 330.8/3/26b

上

經濟學説の發展 : マルクス / 河西太一郎 [ほか] 著 ; 上, 下. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第26卷-第27卷).

203 10694684 330.8/3/27

下

經濟學説の發展 : マルクス / 河西太一郎 [ほか] 著 ; 上, 下. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第26卷-第27卷).

204 10694692 330.8/3/30a 日本社會經濟史 / 本庄榮治郎著. -- 改造社, 1928.12. -- (経済学全集 ; 第30巻).

205 10694706 330.8/3/31 日本經濟史 / 高橋龜吉 [ほか] 著. -- 改造社, 1930. -- (経済学全集 ; 第31巻).

206 10694714 330.8/3/32b 唯物史觀經濟史 / 山川均[ほか]著. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第32巻).

207 10694722 330.8/3/39a 産業革命史 / 上田貞次郎著. -- 改造社, 1930. -- (経済学全集 ; 第39巻).
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208 10694730 330.8/3/41

上

現代日本經濟の研究 / 河津暹 [ほか] 著. -- 上, 下. -- 改造社, 1929.9-1930.5. -- (経済学全集 ; 第41-42巻).

209 10694749 330.8/3/42

下

現代日本經濟の研究 / 河津暹 [ほか] 著. -- 上, 下. -- 改造社, 1929.9-1930.5. -- (経済学全集 ; 第41-42巻).

210 10694617 330.8/3/5 經濟學の基礎理論 / 高田保馬, 高垣寅次郎, 中山伊知郎著. -- 改造社, 1932. -- (経済学全集 ; 第5巻).

211 10694625 330.8/3/6

上

經濟學特殊理論 / 内池廉吉 [ほか] 著 ; 上, 下. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第6-7巻).

212 10694633 330.8/3/8a マルクス主義經濟學の基礎理論 / 河上肇著. -- 改造社, 1929. -- (経済学全集 ; 第8巻).

213 10694641 330.8/3/9 經濟哲學 / 二木保幾, 杉村広藏著. -- 改造社, 1933. -- (経済学全集 ; 第9巻).

214 10695222 331.01/18/c 經濟社會學の根本問題 : 經濟社會學者としてのスミスとリスト / 高島善哉著. -- 日本評論社, 1941.

215 10695230 331.01/19/c 理論經濟學の基本問題 : 經濟發展の過程と彈力性概念 / 杉本榮一著. -- 日本評論社, 1939.6.

216 10695249 331.01/39/1a

上

經濟原論 : 資本主義の構造並に運動の理論 / 田辺忠男著. -- 上, 中之1. -- 明善社, 1935-.

217 10695257 331.01/43/a 經濟原論 / 山崎覚次郎著. -- 全訂改版,改訂8版. -- 有斐閣, 1938.3.

218 10695265 331.01/49/b 純粹經濟學 / 中山伊知郎著. -- 岩波書店, 1933.12. -- (岩波全書 ; 7).

219 10695273 331.01/51/a 國民經濟學原理 / メンガー著 ; 安井琢磨訳. -- 日本評論社, 1937.

220 10695281 331.01/53/1a 總説・生産の理論 / 高田保馬著. -- 岩波書店, 1929.11. -- (經濟學新講 ; 第1卷).

221 10695303 331.01/60/2a 生産・流通の機構 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1943.8. -- (經濟講話 / 波多野鼎著 ; 第2巻).

222 10695290 331.01/60/3a 金融・投資 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1942.8. -- (經濟講話 / 波多野鼎著 ; 第3巻).

223 10695311 331.08/2/1(1)

上

價値及價格論 / 高畠素之, 安倍浩翻譯. -- 上, 下. -- 而立社, 1924.6-1924.8. -- (經濟學説體系 ; 1).

224 10695320 331.08/2/1(2)

下

價値及價格論 / 高畠素之, 安倍浩翻譯. -- 上, 下. -- 而立社, 1924.6-1924.8. -- (經濟學説體系 ; 1).

225 10695338 331.08/2/2 賃銀論 / 高畠素之,安倍浩訳. -- 而立社, 1923.6. -- (經濟學説體系 ; 2).

226 10695354 331.1/18/2

下巻

經濟哲学 / 戸田武雄著. -- 上巻, 下巻. -- 三笠書房, 1941-1942. -- (現代學藝全書 ; 20-21).

227 10695362 331.1/19 理論經濟學認識論 / 楠井隆三著. -- 有斐閣, 1939.9.

228 10695370 331.1/20 現代經濟學の危機 / オットマール・シュパン著 ; 戸田武雄譯. -- 三笠書房, 1940.1. -- (現代思想新書 ; 10).

229 10695346 331.1/5/a 經濟法則の論理的性質 / 左右田喜一郎著 ; 勝本鼎一譯. -- 岩波書店, 1923.4.

230 10695389 331.15/5 經濟ト道徳 / 田島錦治著. -- 7版. -- 有斐閣, 1927.4.
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231 10695397 331.16/10 經濟學の領域及方法 / ケーンズ著 ; 濱田恒一譯. -- 春秋社, 1937.4. -- (春秋文庫 ; 第三部 98).

232 10695400 331.16/11 經濟學方法史 / 杉村廣藏著. -- 理想社, 1938.6.

233 10695427 331.19/199 經濟の數理 : 經濟靜態の數學理論 / 中山伊知郎, 久武雅夫著. -- 改訂新版. -- 考へ方研究社, 1941.

234 10695435 331.19/200 經濟學研究のための基礎數學 / 寺尾琢磨著. -- 慶應出版社, 1939.6.

235 10695443 331.19/201 経済統計学 / 寺尾琢磨著. -- ダイヤモンド社, 1940. -- (入門經濟學 ; 第4).

236 10695451 331.19/202 數理經濟學研究 / 中山伊知郎著. -- 日本評論社, 1937.11.

237 10695419 331.19/46/a 經濟學に應用された數學 / ザワズキー著 ; 寺尾琢磨訳. -- 日本評論社, 1942.4. -- (數理經濟學叢書).

238 10695460 331.2/40 經濟思想史随筆 / 高橋誠一郎著. -- 理想社, 1940.6.

239 10695478 331.2/41 経済学史 / 田沼征著. -- ダイヤモンド社, 1940. -- (入門經濟學 ; 2).

240 10695486 331.2/42 經濟學史 / 高橋誠一郎著. -- 日本評論社, 1929.9. -- (現代經濟學全集 ; 第7巻).

241 10695494 331.21/15

[正篇]

近世の經濟思想 / 本庄栄治郎著. -- [正篇], 続篇. -- 日本評論社, 1931.10-1938.12. -- (近世日本の研究 ; その1, その3).

242 10695508 331.21/16 日本經濟學への道 / 土方成美著. -- 日本評論社, 1938.11.

243 10695516 331.21/17 明治初期社會經濟思想史 / 加田哲二著. -- 岩波書店, 1937.6.

244 10695524 331.21/18 徳川時代の社会経済思想概論 / 野村兼太郎著. -- 日本評論社, 1934.10. -- (新経済全集 ; 31).

245 10695540 331.23/13/1a 經濟學説史 / シャルル・ジイド, シャルル・リスト原著 ; 宮川貞一郎譯. -- 上卷. -- 9版. -- 東京堂, 1940.

246 10695559 331.23/13/2b 經濟學説史 / シャルル・ジイド, シャルル・リスト原著 ; 宮川貞一郎譯. -- 下卷. -- 7版. -- 東京堂, 1940.

247 10695532 331.23/2/1c

上巻

経済学史概要 / 舞出長五郎著. -- 上巻. -- 岩波書店, 1937.11.

248 30252644 331.23/31 精神科学的経済学の基礎問題 : 国民主義経済学の基本的研究 / 石川興二著. -- 改訂版. -- 弘文堂書房, 1934.

249 10695567 331.23/32 西洋経済学者の話 / 加田哲二著. -- 慶應書房, 1942.

250 10695575 331.234/2 獨逸經濟學の道 / E.ウィスケマン, H.リュトケ編 ; 金子弘譯. -- 日本評論社, 1943.5.

251 10695583 331.253/1 米國經濟學の史的發展 / 古屋美貞著. -- 内外出版印刷, 1932.6.

252 10695591 331.4/24 富 / エドウィン・キャナン著 ; 伊藤眞雄譯. -- 9版. -- 弘文堂書房, 1935.9.

253 10695605 331.42/22 スミス經濟學の生成と發展 / 大道安次郎著. -- 日本評論社, 1940.11.
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254 10692835 331.42/5

An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations / by Adam Smith ; edited, with an introduction, notes, marginal summary

and an enlarged index, by Edwin Cannan ; with an introduction by Max Lerner. -- The Modern library. -- (The modern library of the world's

255 10695613 331.44/1/b

リカードゥ研究 / ヂェイコブ・エイチ・ホランダー著 ; 山下英夫譯. -- 有斐閣, 1941.3. -- (經濟學名著飜譯叢書 / 經濟學名著飜譯刊行會編

; 9).

256 10692843 331.45/2

Principles of political economy : with some of their applications to social philosophy / by John Stuart Mill ; edited with an introduction by

W.J. Ashley. -- [New ed.]. -- Longmans, Green and Co., 1909.

257 10695621 331.45/2/1

1

經濟學原理 / ジョン・スチュアート・ミル著 ; 戸田正雄譯. -- 1 - 5. -- 春秋社, 1939.1-1939.5.

258 10695630 331.45/2/2

2

經濟學原理 / ジョン・スチュアート・ミル著 ; 戸田正雄譯. -- 1 - 5. -- 春秋社, 1939.1-1939.5.

259 10695648 331.45/2/3

3

經濟學原理 / ジョン・スチュアート・ミル著 ; 戸田正雄譯. -- 1 - 5. -- 春秋社, 1939.1-1939.5.

260 10695656 331.45/2/4

4

經濟學原理 / ジョン・スチュアート・ミル著 ; 戸田正雄譯. -- 1 - 5. -- 春秋社, 1939.1-1939.5.

261 10695664 331.45/2/5

4

經濟學原理 / ジョン・スチュアート・ミル著 ; 戸田正雄譯. -- 1 - 5. -- 春秋社, 1939.1-1939.5.

262 10695672 331.46/12/1 政治經濟學新原理 / シスモンヂ著 ; 山口茂, 菅間正朔共譯. -- 慶應書房, 1942.10.

263 10695680 331.5/35 李氏經濟論 : 全 / [フレデリツキ・リスト著] ; 富田鐵之助校閲 ; 大島貞益譯. -- 渡邊書店, [1889].

264 10695699 331.5/36 三つの経濟学 : 経濟学の歴史と體系 / ヴエルナー・ゾムバルト著 ; 小島昌太郎訳. -- 雄風館書房, 1933.5.

265 10695702 331.5/37 政治經濟學の方法 / 板垣與一著. -- 日本評論社, 1942.2.

266 10695761 331.5/38 國民經濟學研究 / 白杉庄一郎著. -- 弘文堂書房, 1939.

267 10695710 331.5/39 計画経済の神話 / ゴットル著 ; 金子弘, 利根川東洋共訳. -- 理想社, 1942.

268 10804765 331.5/40 封鎖商業國家論 / フィヒテ著 ; 出口勇蔵訳. -- 弘文堂書房, 1938.8.

269 30252903 331.5/41 經濟と社會 / 福井孝治著. -- 日本評論社, 1939.9.

270 10695729 331.5/42 生としての經濟 / 福井孝治著. -- 甲文堂書店, 1936.5. -- (最近経済問題叢書).

271 10695737 331.5/43 民族・國家・經濟・法律 / フリードリッヒ・フォン・ゴットル=オットリリヱンフエルト著 ; 金子弘譯. -- 増補訂正版. -- 白揚社, 1942.

272 10695745 331.5/44/1

上

国民経済学体系 / フリードリッヒ・リスト著 ; 谷口吉彦,正木一夫共訳. -- 上, 下. -- 改造社, 1940.9-12. -- (改造文庫 ; 第1部 第194-195

篇).

273 10695753 331.5/44/2

下

国民経済学体系 / フリードリッヒ・リスト著 ; 谷口吉彦,正木一夫共訳. -- 上, 下. -- 改造社, 1940.9-12. -- (改造文庫 ; 第1部 第194-195

篇).

274 30252652 331.5/45

ドイツ人の政治的経済的国民統一 : 政治経済学上の遺書 / フリードリッヒ・リスト著 ; 正木一夫訳. -- 改造社, 1941.5. -- (改造文庫 ; 第1部

第196篇).

275 10695869 331.6/210 マルクス資本論解説 / カール・カウッキー著 高畠素之訳. -- 大鐙閣, 1920.

276 10695877 331.6/211 マルクス経済学 / 高畠素之著. -- 日本評論社, 1929.8. -- (現代經濟學全集 ; 第4巻).
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277 10695885 331.6/211/a マルクス経済学 / 高畠素之著. -- 日本評論社, 1929.8. -- (現代經濟學全集 ; 第4巻).

278 10695893 331.6/212 マルクス主義批判 / 思想問題研究会編. -- 社会教育会, 1931.2.

279 10695907 331.6/215 經濟學批判の方法論 / 福本和夫著. -- 白揚社, 1926.

280 10695915 331.6/216

資本蓄積再論 : 亜流はマルクス説から何を作り出したか / ローザ・ルクセンブルグ[著] ; 宗道太譯. -- 普及版. -- 同人社, 1928.4. -- (社会

問題叢書 ; 第1冊).

281 10695770 331.6/28/12c

第12卷

マルクス=エンゲルス全集. -- 第1卷 - 補卷ノ1. -- 改造社, 1928-1935.

282 10695788 331.6/57/1(1)a 資本論 / カール・マルクス著 ; 河上肇, 宮川実共譯. -- 第1巻 上冊. -- 改造社, 1931.5.

283 10695796 331.6/66/a 第二貧乏物語 / 河上肇著. -- 改造社, 1930.11.

284 10695800 331.6/69/a 労働価値説の擁護 / ヒルフアデイング著 ; 塚本三吉訳. -- 改造社, 1930.1. -- (改造文庫 ; 第1部 第65篇).

285 10695818 331.6/70/1(1)a

第1巻第1冊

資本論 / カール・マルクス著 ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 - 第3巻下. -- 改造社, 1927.10-1928.4.

286 10695826 331.6/70/1(2)

第1巻第2冊

資本論 / カール・マルクス著 ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 - 第3巻下. -- 改造社, 1927.10-1928.4.

287 10695834 331.6/70/2

第2巻

資本論 / カール・マルクス著 ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 - 第3巻下. -- 改造社, 1927.10-1928.4.

288 10695842 331.6/70/3(1)

第3巻上

資本論 / カール・マルクス著 ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 - 第3巻下. -- 改造社, 1927.10-1928.4.

289 10695850 331.6/70/3(2)

第3巻下

資本論 / カール・マルクス著 ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 - 第3巻下. -- 改造社, 1927.10-1928.4.

290 10695923 331.7/41 均衡理論と資本理論 / 中山伊知郎著. -- 岩波書店, 1938.9.

291 10695931 331.71/1 經濟學原論 / W.S.ジェボンス原著 ; 小田勇二譯. -- 有斐閣, 1922.2.

292 10695940 331.71/2

本邦貨幣制度改正論 / 山崎覚次郎著 . 限界効用學説史 / ア.アモン著 ; 楠井隆三訳. -- 日本評論社, 1932. -- (現代經濟學全集 ; 第27

巻).

293 10695958 331.72/6

経済発展の理論 : 企業者利潤・資本・信用・利子及び景気の回転に関する一研究 / シュムペーター著 ; 中山伊知郎,東畑精一訳. -- 2刷. -

- 岩波書店, 1938.7.

294 10695966 331.72/7 理論經濟學の本質と主要内容 / シュムペーター[著] ; 木村健康, 安井琢磨譯. -- 日本評論社, 1936.2.

295 10610162 331.73/6 Value and capital : an inquiry into some fundamental principles of economic theory / by J.R. Hicks. -- 實業之日本社, 1942.

296 10692851 331.74/22/1

v. 1

Principles of economics / by Alfred Marshall. -- v. 1. -- 4th ed. -- Macmillan, 1898.

297 10695974 331.74/29/a 雇傭・利子及び貨幣の一般理論 / ケインズ著 ; 鹽野谷九十九譯. -- 東洋経済新報社, 1941.

298 10695982 331.74/51/1

第1分冊

經濟學原理 / マーシアル著 ; 大塚金之助譯. -- 第1分冊 - 第4分冊. -- 改造社, 1928.

299 10695990 331.74/51/2

第2分冊

經濟學原理 / マーシアル著 ; 大塚金之助譯. -- 第1分冊 - 第4分冊. -- 改造社, 1928.
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300 10696008 331.74/51/3

第3分冊

經濟學原理 / マーシアル著 ; 大塚金之助譯. -- 第1分冊 - 第4分冊. -- 改造社, 1928.

301 10696016 331.74/51/4

第4分冊

經濟學原理 / マーシアル著 ; 大塚金之助譯. -- 第1分冊 - 第4分冊. -- 改造社, 1928.

302 10696024 331.74/53 經濟學入門 / マーシァル著 ; 戸田正雄訳. -- 日本評論新社, 1941.

303 10696032 331.74/54/4

分冊4

經濟學原理 / マーシァル著 ; 大塚金之助譯. -- 分冊1 - 分冊4. -- 改造社, 1925.4-1926.11.

304 10696040 331.74/55 マーシァル經濟學選集 / マーシァル著 ; 杉本榮一編. -- 日本評論社, 1940.10. -- (經濟學名著選集 ; 第1輯).

305 10696059 331.74/56 厚生経済学 / 中山伊知郎著. -- 増訂3版. -- 甲文堂書店, 1941.8.

306 10696067 331.74/57 發展過程の均衡分析 : 發展を含む經濟均衡の性質に關する一研究 / 中山伊知郎著. -- 岩波書店, 1939.

307 10696075 331.74/58 産業貿易論 / アルフレッド・マーシャル著 ; 佐原貴臣訳. -- 東京寶文館, 1923.3.

308 10696083 331.75/2 經濟學説と政治的要素 / ミュルダール[著] ; 山田雄三譯. -- 日本評論社, 1942. -- (經濟學名著選集 ; 第3輯).

309 10692860 331.75/4/1

vol. 1

Lectures on political economy / by Knut Wicksell ; translated from the Swedish by E. Classen ; and edited with an introduction by Lionel

Robbins. -- vol. 1, vol. 2. -- Jitsugyo no Nippon Sha, 1942.

310 10692878 331.75/4/2

vol. 2

Lectures on political economy / by Knut Wicksell ; translated from the Swedish by E. Classen ; and edited with an introduction by Lionel

Robbins. -- vol. 1, vol. 2. -- Jitsugyo no Nippon Sha, 1942.

311 10696091 331.8/32 勢力説論集 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1941.12. -- (理論經濟學叢書 ; 16).

312 10696130 331.84/23

流通經濟の貨幣的機構 : 正統派經濟學を中心とする一般物價水準の理論的研究 / 山口茂著. -- 第三版(改訂版). -- 巖松堂書店,

1940.11.

313 10696156 331.841/15 マルクス価値説の終焉 / バヴェルク著 ; 神永文三譯述, 1927.11. -- (マルクス思想叢書 ; 12).

314 10696164 331.841/16 勞働價値説の吟味 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1931. -- (理論經濟學叢書 ; 第1編).

315 10696148 331.841/7/a マルクス價値論の排撃 / 土方成美著. -- 日本評論社, 1927.8.

316 10696113 331.843/20 價格の一般理論 / 栗村雄吉著. -- 日本評論社, 1941. -- (理論經濟學叢書 ; 第13篇).

317 10696121 331.843/21 價格と獨占 / 高田保馬著. -- 千倉書房, 1929.3. -- (經濟學研究 ; 第2卷).

318 10696105 331.843/4/a 價格の理論 / 岸本誠二郎著. -- 日本評論社, 1940.4.

319 10696172 331.844/20 独占価格の理論 / 栗村雄吉著. -- 日本評論社, 1939. -- (理論經濟學叢書 ; 第10篇).

320 10696180 331.85/8 分配論 / キャナン〔著〕 ; 渡邊一郎譯. -- 聚芳閣, 1926.10.

321 10696199 331.853/2 新利子論研究 / 高田保馬著. -- 岩波書店, 1940.7.

322 30252679 331.853/3 フィッシャー利子論 / フィッシャー[著] ; 氣賀勘重, 氣賀健三譯. -- 岩波書店, 1935.10.
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323 10696202 331.853/4 利子学説史 / 高木暢哉著. -- 日本評論社, 1942.10.

324 10694943 331/151 經濟原論 / 小泉信三著. -- 日本評論社, 1937.2.

325 10694951 331/152 第二經濟學概論 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1941.11. -- (理論經濟學叢書 ; 15).

326 10694960 331/152/2 第二經濟學概論解説 / 高田保馬著. -- [出版社不明], [1942].

327 10694978 331/153 經濟學概論 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1938.4. -- (理論經濟學叢書 ; 第八篇).

328 10694986 331/154 經濟原論 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1933. -- (理論經濟學叢書 ; 第3編).

329 10694994 331/155 經濟學總論 / 土方成美著. -- 日本評論社, 1928.9. -- (現代經濟學全集 ; 第1巻).

330 10695001 331/156 經濟學入門 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1940.2.

331 10695010 331/157 經濟學入門 / 波多野鼎著. -- 改訂. -- 日本評論社, 1937.11.

332 10695028 331/158 経済講話 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1938.5.

333 10695036 331/158/a 経済講話 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1938.5.

334 10695044 331/159 新經濟學原論 / 北澤新次郎著. -- 同文書院, 1940.10.

335 10695052 331/160 生活經濟學研究 / 宮田喜代藏著. -- 日本評論社, 1938.

336 10695060 331/161/1

理論の部 第

1巻

國民經濟學講義 / クヌート・ウィックセル著 ; 堀經夫, 三谷友吉共譯. -- 理論の部 第1巻, 理論の部 第2巻 貨幣・信用. -- 高陽書院,

1938.6-1939.3.

337 10695079 331/161/2

理論の部 第

2巻 貨幣・信

用

國民經濟學講義 / クヌート・ウィックセル著 ; 堀經夫, 三谷友吉共譯. -- 理論の部 第1巻, 理論の部 第2巻 貨幣・信用. -- 高陽書院,

1938.6-1939.3.

338 10695087 331/162/1

第1巻 序説

國家と經濟 / 難波田春夫著. -- 第1巻 序説. -- 再版. -- 日本評論社, 1938.11.

339 10695095 331/162/2 古典に於ける國家と經濟 / 難波田春夫著. -- 日本評論社, 1938.7. -- (國家と經濟 / 難波田春夫著 ; 第2巻).

340 10695109 331/162/3 我が國の古典に於ける國家と經薺 / 難波田春夫著. -- 日本評論社, 1939.9. -- (國家と經濟 / 難波田春夫著 ; 第3巻).

341 10695117 331/162/4 現代日本經濟の基礎構造 / 難波田春夫著. -- 日本評論社, 1941.9. -- (國家と經濟 / 難波田春夫著 ; 第4巻).

342 10695125 331/163 經濟科學の構造 / 柏祐賢著. -- 弘文堂書房, 1943.1.

343 10695133 331/164 経済本質論. -- 日本評論社, 1941.9. -- (配分原理 / 大熊信行著 ; 第1巻).

344 10695141 331/165 經濟學原論 / シャルル・ジイド著 ; 飯島幡司譯. -- 修正6版. -- 東京寶文館, 1923.5.

345 10695150 331/166 經濟と勢力 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1936.11. -- (理論經濟學叢書 ; 4).
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346 10695168 331/167 經濟學の展望 / 戸田武雄著. -- 國際書房, 1942.12.

347 10695176 331/168 人倫と經濟 / 島芳夫著. -- 弘文堂書房, 1942.12.

348 10695184 331/169 経済原論 / アーヴィング・フィッシャー 著 ; 喜多村利雄訳. -- 大同書院, 1934.3.

349 10695192 331/170 政治經濟學の問題 : 生活原理と經濟原理 / 大熊信行著. -- 日本評論社, 1940.

350 10695206 331/171 自然經濟と意志經濟 : 經濟學の根本問題 / 作田荘一著. -- 改訂版. -- 弘文堂, 1931.1.

351 10695214 331/172 經済生活の本質及現象形態 / 丸谷喜市著. -- 宝文館, 1935.4. -- (神戸商業大學商業研究所論集 ; 第4冊).

352 10692827 331/5/a Wealth : a brief explanation of the causes of economic welfare / by Edwin Cannan. -- 3rd ed. -- P.S. King, 1928.

353 10694927 331/50/1a

上

理論經濟學 / 柴田敬著. -- 上, 下. -- 弘文堂書房, 1935.8-1936.3.

354 10694935 331/50/2a

下

理論經濟學 / 柴田敬著. -- 上, 下. -- 弘文堂書房, 1935.8-1936.3.

355 10696253 332.01/2/1b

自然民族及び半開民族の經濟 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯. -- 育生社弘道閣, 1941.9. -- (世界經濟史大系 / ハインリヒ・クノー

著 ; 藤澤保太郎譯 ; 1).

356 10696261 332.01/2/2b

インド・アリアン人舊イタリー人ケルト人及びゲルマン人の經濟形體 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯. -- 育生社弘道閣, 1941.10. --

(世界經濟史大系 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯 ; 2).

357 10696270 332.01/2/3b

十二世紀より十七世紀に至る間に於けるドイツ.フランス及びイギリスの經濟發展 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯. -- 育生社弘道閣,

1941.11. -- (世界經濟史大系 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯 ; 3).

358 10696288 332.01/2/4b

ドイツ.フランス.イギリス及びアメリカ合衆國に於ける資本主義的經濟の發達 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤沢保太郎訳. -- 育生社弘道閣,

1941.12. -- (世界經濟史大系 / ハインリヒ・クノー著 ; 藤澤保太郎譯 ; 4).

359 10696326 332.01/22 經濟史概論 / 本庄榮治郎著. -- 改訂版. -- 有斐閣, 1940.3. -- (日本經濟史研究所研究叢書 / 日本経済史研究所編 ; 第4冊).

360 10696334 332.01/23 經濟史研究 / 本位田祥男著. -- 三省堂, 1935.6.

361 10696342 332.02/1 原始財産 / エミール・ド・ラヴレー著 ; 長野兼一郎訳. -- 改造社, 1931.11. -- (改造文庫 ; 第1部 78篇).

362 10696300 332.02/2 財産起源論 / レヴインスキー著 ; 貴島克己譯. -- 改造社, 1929.2. -- (改造文庫 ; 第1部 第38篇).

363 10696296 332.02/2/a 財産起源論 / レヴインスキー著 ; 貴島克己譯. -- 改造社, 1929.2. -- (改造文庫 ; 第1部 第38篇).

364 10696318 332.06/110 資本主義の精髓 : 全 / [ウェーナー・ゾンバルト著] ; [佐久間秀雄訳] ; 大日本文明協會編. -- 大日本文明協會事務所, 1917.

365 30252687 332.06/111 資本主義末期の研究 / 高橋龜吉著. -- 改造社, 1927.3.

366 10696350 332.06/112/1

上巻

近代資本主義發達史論 / ホブソン著 ; 住谷悦治, 阪本勝, 松沢兼人共訳. -- 上巻, 下巻. -- 改造社, 1932. -- (改造文庫 ; 第1部 第54,55

篇).

367 10696369 332.06/112/2

下巻

近代資本主義發達史論 / ホブソン著 ; 住谷悦治, 阪本勝, 松沢兼人共訳. -- 上巻, 下巻. -- 改造社, 1932. -- (改造文庫 ; 第1部 第54,55

篇).

368 30252695 332.06/113 近世資本主義の起源 / ルヨ・ブレンターノ著 ; 田中善治郎譯. -- 有斐閣, 1941.8.
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369 10696385 332.06/114/1(1)

第1卷第1册

近世資本主義 / ゾンバルト著 ; 岡崎次郎譯. -- 第1卷第1册, 第1巻第2冊. -- 生活社, 1942.11-.

370 10696377 332.06/115/1 高度資本主義 / ウェルナー・ゾムバルト著 ; 梶山力訳. -- 1. -- 有斐閣, 1940.12.

371 30252709 332.06/116 資本主義頽廃の諸相 / 高橋龜吉著. -- 千倉書房, 1929.5.

372 10696393 332.1/90 日本經濟文化史 / 堀江保蔵著. -- 日本評論社, 1941. -- (經濟全書 ; 5).

373 10696407 332.1/90/a 日本經濟文化史 / 堀江保蔵著. -- 日本評論社, 1941. -- (經濟全書 ; 5).

374 10696423 332.101/1/d 日本經濟史概説 / 中村吉治著. -- 日本評論社, 1941.

375 10696415 332.106/166 我國の戰時經濟 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1937.10.

376 10696440 332.106/167 日本經濟の諸問題 / 難波田春夫著. -- 朝倉書房, 1941.3.

377 10696458 332.106/168 日本資本主義發生史 / 森喜一著. -- 叢文閣, 1935.8.

378 30252717 332.106/169 日本資本主義の成立 / 堀江保蔵著. -- 大同書院, 1938.8. -- (経済特殊研究叢書 ; 第3編).

379 10696466 332.106/170 日本資本主義發達史 / 高橋龜吉著. -- 日本評論社, 1928.8.

380 10696474 332.106/171 日本資本主義発達史 / ゲ・サファロフ著 ; 平館利雄訳. -- 叢文閣, 1935.3.

381 10696431 332.106/53/a 維新以後の社會經濟思想概論 / 加田哲二著. -- 日本評論社, 1934.11. -- (新経済全集 ; 32).

382 10696482 332.22/10/1a

上巻

解體過程にある支那の經濟と社會 : アジア的な一大農業社會に対する科学的分析の企圖特にその生産諸力・生産=流通過程 / ウィット

フォーゲル原著 ; 平野義太郎監譯 ; 上巻, 下巻. -- 第6版. -- 中央公論社, 1939.

383 10696571 332.22/10/2a

下巻

解體過程にある支那の經濟と社會 : アジア的な一大農業社會に対する科学的分析の企圖特にその生産諸力・生産=流通過程 / ウィット

フォーゲル原著 ; 平野義太郎監譯 ; 上巻, 下巻. -- 第6版. -- 中央公論社, 1939.

384 10696580 332.22/25/c 東洋的社會の理論 / ウィットフォーゲル著 ; 森谷克巳, 平野義太郎譯編. -- 日本評論社, 1939.

385 10696598 332.3/31 歐州經濟史 / 本位田祥男著. -- 日本評論社, 1930.4. -- (現代經濟學全集 ; 第5巻).

386 10696601 332.33/49 英国経済史要 / 本位田祥男著. -- 改訂第1版. -- 日本評論社, 1938.6.

387 30252725 332.34/22 近代獨逸經濟史 : 1870年-1940年 / グスターフ・シュトルパー著 ; 大住龍太郎訳. -- 紀元社, 1941.7. -- (世界経済選書 ; 1).

388 10696610 332.53/35/a アメリカ経済史概説 / 堀江保蔵著. -- 有斐閣, 1937. -- (日本經濟史研究所研究叢書 / 日本経済史研究所編 ; 第8冊).

389 10692886 332.53/36

The economic history of the United States / by Ernest Ludlow Bogart. -- 3rd ed.. -- Longmans, Green, 1915. -- (Longmans' commercial

text-books / edited by George Mygatt Fisk, Edward D. Jones).

390 10696628 332.53/53 アメリカ經濟史 / E・L・ボガート著 ; 細野武男訳. -- 生活社, 1941.

391 10696636 332.901/2/a 經濟地理學原論 / 黒正巌著. -- 日本評論社, 1941.7.
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392 10696229 332/28 新経済体制研究 / 高橋亀吉著. -- 千倉書房, 1940.

393 10696237 332/29 經濟史 / 野村兼太郎著. -- ダイヤモンド社, 1940.9. -- (入門經濟學 ; 3).

394 10696210 332/3/a 國民經濟の成立 / カール・ビュヒァー著 ; 權田保之助譯. -- 増補改訂. -- 栗田書店, 1942.

395 10696245 332/30 国民経済史 / ロバート・ヴィルブラント著 ; 菅野和太郎,四宮恭二共訳. -- 内外出版印刷, 1928.2.

396 10696652 333.1/1/a 計畫の經濟理論 : 序説 / 山田雄三著. -- 岩波書店, 1942.10.

397 10696660 333.1/21 計画経済の根本問題 : 経済計算の可能性に関する吟味 / 山本勝市著. -- 理想社出版部, 1939.3.

398 10696644 333.1/4/a 計画経済の原理 / G.H.コール著 ; 八木澤善次, 本田悦郎共訳. -- 育生社, 1940.8.

399 10696679 333.2/3 法と統制經濟 / 峯村光郎著. -- 東洋書館, 1940.9.

400 10696687 333.2/4 統制經濟講話 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1939.10.

401 10696695 333.2/5 統制經濟講話 / 波多野鼎著. -- 新版. -- 日本評論社, 1941.6.

402 10696709 333.3/2 國防經濟總論 / 赤松要, 中山伊知郎, 大熊信行著. -- 巌松堂, 1942. -- (国防経済学大系).

403 10696717 333.3/3 戰争經濟の理論 / 中山伊知郎著. -- 日本評論社, 1941.10.

404 10696725 333.3/4 戰爭經濟の潮流 / 永田清著. -- 日本評論社, 1940.

405 10696733 333.3/5 新體制下の經濟 / 本位田祥男著. -- 日本評論社, 1940.11.

406 10696741 333.3/6 新體制の經濟 / 高木友三郎著. -- 第一書房, 1940.9. -- (戰時體制版).

407 10696750 333.3/7 戰力増強の理論 / 難波田春夫著. -- 有斐閣, 1943.4.

408 10644814 334.7/2 植民政策 / 加田哲二著. -- ダイヤモンド社, 1940.2. -- (入門經濟學 ; 12).

409 10696768 335.2/27 日本會社企業發生史の研究 / 菅野和太郎著. -- 岩波書店, 1931.7.

410 10696776 335.35/30 日本中小産業の機構 / 森喜一著. -- 白揚社, 1940.4.

411 10696784 335.5/14 企業集中論 / 高宮晋著. -- 有斐閣, 1942.4.

412 30252776 335.55/4/1 日本財閥論 / 高橋亀吉, 青山二郎著. -- 春秋社, 1938.3. -- (日本コンツェルン全書 ; 1).

413 10696792 335.55/4/2 三井コンツェルン讀本 / 和田日出吉著. -- 春秋社, 1937.2. -- (日本コンツェルン全書 ; 2).

414 10696806 335.55/4/3 三菱コンツェルン讀本 / 岩井良太郎著. -- 春秋社, 1937.4. -- (日本コンツェルン全書 ; 3).
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415 10696814 335.55/4/4 住友コンツェルン讀本 / 西野喜與作著. -- 春秋社, 1937.11. -- (日本コンツェルン全書 ; 4).

416 10696822 336.9/83 會計學 / 長谷川安兵衛著. -- ダイヤモンド社, 1940.11. -- (入門經濟學 ; 第16).

417 30252784 337.1/11/a 貨幣信用學説史 / シャルル・リスト著 ; 天沼紳一郎訳. -- 実業之日本社, 1943.5.

418 10696849 337.1/24/a 貨幣と利子の動態 : 貨幣經濟の性格 / 鬼頭仁三郎著. -- 岩波書店, 1942.8.

419 10696857 337.1/46 貨幣銀行問題一班 / 山崎覚次郎著. -- 第五版. -- 有斐閣, 1940.3.

420 10696865 337.1/47 貨幣價値の研究 / 傍島省三著. -- 日本評論社, 1943.3. -- (理論經濟學叢書 ; 第17編).

421 10696873 337.1/48 ジムメル・貨幣の哲學 / Georg Simmel著 ; 傍島省三譯. -- 日本評論社, 1940. -- (理論經濟學叢書 ; 第12篇).

422 30252792 337.1/49 貨幣信用及商業 / アルフレッド・マーシャル原著 ; 松本金次郎譯. -- 自彊館書店, 1927.3.

423 10696830 337.7/9 外国為替論 / 谷口吉彦著. -- 千倉書房, 1937.7.

424 10696881 337.9/57 世界再建と物価・景気 / 高木友三郎著. -- ダイヤモンド社, 1941. -- (入門經濟學 ; 第14).

425 10696890 337.9/58 景気変動論 / 高田保馬著. -- 日本評論社, 1928.11. -- (現代經濟學全集 ; 第13巻).

426 10696903 337.9/59 資本主義と景気循環 / 桑原晋著. -- 日本評論社, 1937.9. -- (理論經濟學叢書 ; 第6編).

427 10696911 337.9/60 景氣學説批判 / 波多野鼎著. -- 日本評論社, 1937.3.

428 10696920 338.01/8/a 金融講話 / 波多野鼎著. -- ダイヤモンド社, 1941.3. -- (入門經濟學 ; 13).

429 10696938 341/46 財政學 / 永田清著. -- ダイヤモンド社, 1940.9. -- (入門經濟學 ; 5).

430 10696946 341/47 財政學原理 / 土方成美著. -- 東洋出版社, 1935.6. -- (基礎経済学全集 ; 第3巻).

431 10696954 341/48 財政學入門 / 井藤半彌著. -- 日本評論社, 1937.11.

432 10696962 345.21/9 日本税制改革史 / 勝正憲著. -- 千倉書房, 1938.2.

433 10696970 350.1/34/a 統計利用に於ける基本問題 / 蜷川虎三著. -- 岩波書店, 1932.12.

434 10696997 361.1/25 社会存在論 / 務台理作著. -- 弘文堂書房, 1939. -- (教養文庫 ; 11).

435 10692894 361.4/22 The theory of the leisure class : an economic study of institutions / by Thorstein Veblen. -- George Allen & Unwin, 1924.

436 10697004 361.4/89 階級及第三史觀 / 高田保馬著. -- 改造社, 1925.6.

437 10696989 361/72 社會學概論 / 高田保馬著. -- 改訂版. -- 岩波書店, 1922.12.
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438 10697012 362.1/28 日本原始社會史 / 渡部義通著. -- 白揚社, 1934.9.

439 10697039 364.021/1/d 日本社會政策史 / 風早八十二著. -- 日本評論社, 1937.

440 10697020 364/68 社会政策の基本問題 / 大河内一男著. -- 日本評論社, 1940.7.

441 10697047 366.1/94 勞働問題と勞働政策 / ゾムバルト原著 ; 鈴木豐飜譯. -- 有斐閣, 1919.4.

442 10697055 366.35/26 女工哀史 / 細井和喜蔵著. -- 改造社, 1929. -- (改造文庫 ; 第1部 第30篇).

443 10697063 366.9/24 産業と人間 : 労働科學の回顧と展望 / 暉峻義等著. -- 理想社, 1940.

444 10697071 366.94/29 産業心理學 / 高垣寅次郎, 金子弘著. -- 千倉書房, 1932.4. -- (商學全集 ; 第34巻).

445 10697080 371.1/45 國民と教養 / 木村素衛著. -- 弘文堂書房, 1939.7. -- (教養文庫 ; 21).

446 10697098 377.04/7/a 學生に與ふ / 河合榮治郎著. -- 日本評論社, 1940.6.

447 10697101 377.04/8/a 學生と讀書 / 河合榮治郎編. -- 日本評論社, 1938.

448 10697110 379.1/5 ドイツの政治的教育 / 篠原陽二著. -- 弘文堂書房, 1940. -- (教養文庫 ; 45).

449 10697128 404/42 學生と科學 / 河合榮治郎編. -- 日本評論社, 1939.12.

450 10697136 504/20/1 技術と社會 / 馬場敬治著. -- 第1巻. -- 日本評論社, 1936.12.

451 10697144 530.9/4 日本機械工業の基礎構造 / 豊崎稔著. -- 日本評論社, 1941.4. -- (調査彙報 ; 第15輯)(大阪商科大學同經濟研究所日本工業調査叢書).

452 10697152 611.021/2/a 日本農業概論 / 東浦庄治著. -- 岩波書店, 1933.12. -- (岩波全書 ; 8).

453 10697160 611.0238/1 ソヴェートロシアに於ける農業政策 / ミリューチン著 ; 田中勝太郎訳. -- 改造社, 1932.9. -- (改造文庫 ; 第1部 第103篇).

454 10697179 611.04/13 国家生活と農業 / 大槻正男著. -- 岩波書店, 1939.11.

455 10697187 611.33/13 米と繭の經濟構造 / 山田勝次郎著. -- 岩波書店, 1942.

456 10697195 611.33/14 米 / 東畑精一著. -- 中央公論社, 1940.1.

457 10697209 612.1/1/b 日本農業の基礎構造 / 栗原百壽著. -- 中央公論社, 1943.1.

458 30249597 612.1/139 日本農業の展開過程 / 東畑精一著. -- 増訂版. -- 岩波書店, 1936.6.

459 30249589 612.1/21/a 近世初期農政史研究 / 中村吉治著. -- 岩波書店, 1938.10.

460 30249600 670.1/6/a 商学研究の栞 / 東京商科大学一橋新聞部編. -- 日本評論社, 1942.8.
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461 30249619 672.1/18 日本近世商業資本發達史論 / 遠藤正男著. -- 日本評論社, 1936.4.

462 30249627 672.1/19 日本中小商業の構造 / 竹林庄太郎著. -- 有斐閣, 1941.10. -- (調査彙報 ; 第17輯).

463 30249635 672.1/20 日本商業史 / 菅野和太郎著. -- 日本評論社, 1930.8.

464 30249643 678.1/5 貿易政策 / 岩田 仭著. -- ダイヤモンド, 1940. -- (入門經濟學 ; 11).

465 30249651 678.1/6 国防貿易論 / 油本豊吉, 上坂酉三, 平野常治共著. -- 巌松堂書店, 1942. -- (国防経済学大系).
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