
執筆者 論文名 全集名 巻
青木得三 日本国債論 社会経済体系 5
青山秀夫 北欧学派 新経済学全集 17
赤松要 戦時経済統制論 新経済学全集 4,7,9
安達祥三 特許法 現代法学全集 31,32,34

実用新案法 35
意匠法 35
商標法 36

安藤春夫 公債論 新経済学全集 13
池田克 暴力行為等処罰法 現代法学全集 4
石黒武重 漁業法 現代法学全集 30,32,34,35,36
石原謙 希臘人の哲学思想 社会経済体系 5,8

大学の歴史を回顧して 11
猪谷善一 マルサスの人口論 社会経済体系 1

明治維新時代経済史 6
井藤半弥 財政学基本原理 新経済学全集 6,7,8
猪間驥一 経済統計 社会経済体系 16,17
今井時郎 露西亜社会誌 社会経済体系 9
今中次麿 政治政策原論 社会経済体系 5
入江昴 銀行法 現代法学全集 17,19
岩松三郎 競売法 現代法学全集 32,37
上村鎮威 資本主義経済理論（共著） 新経済学全集 14
遠藤後一 電気事業法及瓦斯事業法 現代法学全集 14
太田正孝 日本関税発達史論 社会経済体系 17
大塚金之助 マルキシズム書目の書目 社会経済体系 9
大塚久雄 西洋近世経済史 新経済学全集 16
大矢知昇 銀行（共著） 社会経済体系 17
岡田文秀 河川法 現代法学全集 24
奥むめお 職業婦人問題 社会経済体系 7
小野清一郎 刑事訴訟法 現代法学全集 5

法律思想史 社会経済体系 7,8
風早八十二 治安維持法 現代法学全集 30
加藤由作 海上保険論 新経済学全集 13
神川彦松 近世国際政治史序説 社会経済体系 10
河村驍 鉄鋼 社会経済体系 16
河村又介 『現代政治の諸研究』を読む 社会経済体系 3

国家原論 10,12
菊井維大 民事訴訟法 現代法学全集 15,16,17,38
岸信介 取引所法 現代法学全集 23
岸本誠二郎 浪漫主義 社会経済体系 6

歴史学派 新経済学全集 12
北岡寿逸 社会保険論 新経済学全集 7
北澤新次郎 サンヂカリズム 社会経済体系 2

賃銀制度論 14
鬼頭豊隆 戸籍法及寄留法 現代法学全集 13
木村亀二 仏蘭西の社会科学雑誌及新聞について 社会経済体系 7
楠井隆三 価値論 新経済学全集 8,9
久保田明光 フィジオクラシイ 新経済学全集 5
黒沢清 簿記学概論 新経済学全集 15
小平權一 小作問題 社会経済体系 8,9,10
小林良正 経済史に関する文献その他 社会経済体系 4

ドイツ経済史 11,15,16
近藤康男 農業災害論 新経済学全集 15
酒井正三郎 現代企業理論 新経済学全集 13
酒枝義旗 ドイツ生活経済学 新経済学全集 2
向坂逸郎  独逸の部 社会経済体系 3

マルクス経済学 16,17,20
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佐竹三吾 鉄道営業法 現代法学全集 11
佐藤寛次 産業組合 社会経済体系 18
佐藤弘 自然と経済 新経済学全集 14
椎名幾三郎 火災保険論 新経済学全集 8
柴田敬 資本主義経済理論（共著） 新経済学全集 14
清水玄 健康保険法 現代法学全集 21
新庄博 金融論 新経済学全集 14,15,16
新明正道 当今政治の一現象 社会経済体系 2

形式社会学及現象学的社会学 7,8,10
末高信 生命保険論 新経済学全集 5
杉之原舜一 不動産登記法 現代法学全集 19
杉村章三郎 地方自治制 現代法学全集 3
孫田秀春 労働法 現代法学全集 1,2

産業組合法 28
高木寿一 財政類型論 新経済学全集 2,3,5
高杉晋 麦酒 社会経済体系 11
高田保馬 日本の社会科学 社会経済体系 3

経済学 12,13,14
資本主義の社会学的考察 18
勢力論 新経済学全集 8,9,10,11,12

高橋亀吉 末期の資本主義 社会経済体系 1
日本資本主義発達史 15,17,18

高橋誠一郎 自然科学と社会科学 社会経済体系 8
経済学前史 14,15

高柳賢三 法律哲学 社会経済体系 11,12,15
司法と政治 20

竹中龍雄 公企業論 新経済学全集 4
武村忠雄 景気変動論 新経済学全集 4
田中耕太郎 手形法 現代法学全集 6,7,8

法律学概論 31,32,33,34,35,36,38
法律学 社会経済体系 8
ソフィストと我国の現代思潮 9

田中廣太郎 地方税法 現代法学全集 9
地方財政 社会経済体系 11

土屋喬雄 『日本財政史』を読む 社会経済体系 5
鶴見祐輔 後藤子の政治倫理化運動 社会経済体系 2

米国の新聞雑誌について 5
寺尾琢磨 資本主義と人口 新経済学全集 3
永井亨 社会政策 社会経済体系 1,2,4

婦人問題総論 10
日本の労働問題 12,13
社会の錯覚 14

中島弘道 非訟事件手続法 現代法学全集 12
長滿欽司 取引所論 社会経済体系 12
中村義明 労働農民党の分裂を批判す 社会経済体系 1
中山伊知郎 経済学一般理論 新経済学全集 1,2,3,5,6,7
那須皓 政治の倫理化運動今何処にありや 社会経済体系 2

大衆に媚ぶるもの 12
農村問題概論 16

根岸佶 支那経済論 新経済学全集 7
野間海造 農業法 現代法学全集 28,29,30,31,33,35,37
長谷川萬次郎 民族意識 社会経済体系 13
波多野鼎 新カント派社会主義 社会経済体系 3,5,6
久武雅夫 商業計算論 新経済学全集 11
土方成美 社会経済学 社会経済体系 1,3,4,5,7,13

国民経済行詰りの論 4
明治財政史 18

平田慶吉 鉱業法 現代法学全集 18
藤井悌 各国労働党 社会経済体系 6,7,11,19

ファッシズム 20
藤原保明 電話法 現代法学全集 7
星野直樹 税法 現代法学全集 23
堀経夫 日本経済学史 新経済学全集 16,17



堀經夫 リカアド派社会主義 社会経済体系 1,2,3
本位田祥男 英国経済史 社会経済体系 1,2,3,4

経済史に関する文献 8
消費組合 9,10
歴史に就て 13
資本主義精神 14,15
欧洲資本主義の発展 17,18,20

本庄榮治郎 日本経済史 社会経済体系 1,9,11,13
牧野英一 法律講話 現代法学全集 1,28,29,30,31

カルメルの山とスフィンクスの像と 社会経済体系 7
正木亮 行刑法規 現代法学全集 15
松永安左エ門 電気事業 社会経済体系 9
南正樹 保険業法 現代法学全集 23
三宅鹿之助 財政学史 社会経済体系 11,13
宮田喜代蔵 貨幣理論 新経済学全集 9,10,12
室伏高信 無政府主義 社会経済体系 9
森田優三 統計学汎論 新経済学全集 14,16,17
山川菊榮 現代婦人論 社会経済体系 2
山口茂 物価とインフレーション 新経済学全集 1,2
山田準次郎 衛生行政法 現代法学全集 25
山田雄三 分配論 新経済学全集 10,11
山中篤太郎 工業政策 新経済学全集 18
山本勝市 資本主義と社会主義 新経済学全集 6
油本豊吉 外国貿易総論 新経済学全集 4
吉川秀造 日本財政史 新経済学全集 12,13
吉村正晴 広域経済論 新経済学全集 19,20
吉村萬治 石炭 社会経済体系 5
蝋山政道 行政学序論 社会経済体系 17

公益企業・国策企業 新経済学全集 1
我妻栄 民法総則 現代法学全集 1,2,3,4

物権法 20,21,22,29,30,31
債権法（事務管理不当利得）（不法行為） 34,37,38

渡邊信一 協同組合論 新経済学全集 17
渡邊鐵藏 商工経営 社会経済体系 14,15

工業政策 19
綿貫哲雄 社会心理学 社会経済体系 14,15
日本経済研究会 日本経済論 新経済学全集 19,20

執筆者 単行本タイトル
石上良平 『唯一筋の路』
けん・かとう 『第八路軍従軍記―アメリカ婦人記者の手
榊原美文 『文學界派　明治浪蔓主義評論』
沈覲鼎 『三民主義』
須々木庄平 『堂島米市場史』
染川藍泉 『震災日誌』
高田保馬 『貧しき日本経済』
高橋亀吉 『日本資本主義発達史　増補改訂』
林廣吉 『田中正造　晩年の日記』
牧野英一 『海を渡りて野をわたりて』
松下芳男 『陸軍省沿革史』解題
風早八十二 『日本社会政策史』
野田良之 ポルタリス『民法典序論』訳
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