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伊藤俊夫教授 履歴・著書・論文



履 歴

本籍地 札幌市琴似 1条 6了間261番地の 5

現住所 F 

明治40年10月30日

大正 9年 4月 1E1 

14年 3月5日

14年 4月1El 

IIT:{和 3:-:'手3月311ヨ

3:-:'下4n 1 1] 

6主ド 3Jj 31El 

6年 5Jj4L1

11年 5)9 3 1] 

11主ド5)94[1

16年 1月25日

札幌市に生る

高知県立第一中学校入学

同校卒業

北海道帝閤大学予科・入学

Inj校修了

北海道帝岡大学農学部農業経済学科入学

問学卒業

農政学研究のため北海道帝罷大学大学院入学

大学院修了

北海道帝国大学助手(北海道帝悶大学)

京城帝国大学助教授(内閣〉

法文学部勤務

18年 1月6日 朝鮮総替府農業計画委員会委員(朝鮮総督府〉

18年 2月27日 朝鮮総督府物価委員会臨時委員〈朝鮮総督府〉

21年 2月18日 帯広獣医商産専門学校教授〈内閣)

22年 8月20El 北海道帝国大学助教授(文部省)

法文学部勤務

常広農業専門学校教授兼務

22年11月24[l 北海道国民健蔵保険再建対策委員会委員(北海道庁〉

22年11月24El 北海道財政委員会委員(北海道庁〉

1 

23年 3月24日 北海道地方社会保検診療報酬算定協議会委員(北海道

庁〉

23王子 5月27日 農学博士の学位を得る(北海道常国大学〉

23王子9月30日 経済学第五議座担任(北海道大学〉
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fI日平n24年 1月28臼 農業総合研究所北樺道支所長に併任(農林省〉

北海道大学教授(文部省〉24年 8月12日

25年 4月 1FI 

25"'1一二 7 月14FI 

27王T=-4月 11こ!

27年 8月 1[ヨ

27年 9月 1[ニ1

28年 4月1日

28"'1三8月1日

29"'1三7月 1[1 

31"'F11月13[ニ!

32千子 1月20日

32年10月16日

32年11月16F1

34年 2月初日

34年 9)=]lFI

35:1f 4月 1[=1 

法文学部勤務

法経学部勤務(文部省)

全学協議会委員(北海道大学〉

北海道大学評議員(北海道大学〉

北海道収用委員会委員(北海道庁〉

経済学部設置準備委員会委員(北海道大学〉

北海道道民所得調査委員会委員(北海道庁)

経済学部に配置換(北海道χ学〉

経済学第一講座担任

北海道学芸大学教授に併任

任期は昭和30年 3月31[e1主でとする(文部省)

農業観測審議会委員(農林省〉

日本学術会議会員に当選， .駐在に至る(総理府日本学

術会議〉

北海道大学大学院委員会委員(北海道大学〉

経済学第七講座担任(北海道大学〉

北甑道環境衛生適正化審議会委員(北海道庁)

北海道科学技術審議会委員(北海道庁)

北海道大学経済学部長(文部省〕

北海道大学大学院経済学研究科長

35年 9月5FI 経済学博土の学伎を得る(北海道大学〉

36年 8月 3fこi 北海道観光審議会委員(北海道庁〉

37年 3月15日 北海道総合開発委員会委員(北海道庁)

37年 4月 1EI 北海道大学経済学部長(文部省〉

経済学第二講座担任(北海道大学〉

北海道大学大学院経済学研究科長
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11日手1137:if'-l2月18[1 北海道回定資産号、f'f!lIi審議会委員(北海道庁〉

38主1"'-4月 1[1 北海道大学経済学部長の併任を解除(文部省〉

381，ド11月1111 北海道てん荒生i!if阪興審議会委員(北海道庁〕

38年 9)~1711 札幌市消費生活物資対策審議会委員(札幌市〉

39王I三3月30日 北海道商工業振興審議会委員(北海道庁〉

39年 6月26日 甘味資源審議会委員(農林省〉

39年 7月 1El 北海道開発審議会委員(北海道開発庁〉

41生f.4月 11"1 農業総合研究所北海道支所長の併任を解除(農林省〉

41fl三12月201':1 札幌市公営企業等調査審議会委員(札l幌市)

43年 3月 1IJ 特殊地域農業振興審議会委員(農林省〕

43年 4)~ 1日 札幌市地域暖房推進協議会委員〈札幌市〕

45年11月3日 北海道文化賞受賞〈北海道教育委員会〕



[箸謬】

農業経済の現象形態

農政学概論

西各農経済論

景気論と利子論

選民生活の実態

[論文]

浪商寄の農政改革

111:界農業における恐慌

生活共同体としての村落

著

北米合衆悶における所部

Vo1untary Domestic Allotment 

P1anについて

l刻作埋論の宵定と否定

農産物倒格予測lの1行事

伊太利農業信用の史的発展

操業変動と景気循環との関係

婚姻関係より見たる村落の基本~HIl

北海道における戦時作物のー問題

ili洋群島の土人政策

原料乳の統命Ij問題

北海道断換経済論の一節

北海道における農民家扶の構成

南洋群島農業槌民の一類型

アメリカ断農業の集中過程

乳牛7良託のー形燃

我悶商品幾統制の主主木問題

朝鮮米!日目政策の特殊性

北米合衆国における隙農統制

I蒋洋群島農業の特質

朝鮮農業と適正経営規採

朝鮮米作の技術水準

朝鮮農業再編成の基礎問題

.論 文

昭和17年 1)] ì(~ 交 関

H自和25年 3月議賢

昭和26年 4月 )11 11奇 出 版 社

昭和33<9三 5月 農業総合研究所

IIB和43年 3月 北海道新聞社

干好関幾会報 20-2・3 昭 5・2-3

グ 21-7・8 昭6・7-8

北海道社会事業 29 IIB 9・9

法経会論議 3 昭 9・11

北海道社会事業 36-38 昭10・4-6

法経会論議 4 附11・1

W'i 1:iiI設会手11 26-6 I1B11・6

法級会論議 5 日12・3

札幌農林学会報 29年14211夜13・3

農業絞済研究 14-2 昭13・6

tIミ経会論議 7 昭14・3

農業経済研究 15-2・4 11m 4・5・¥2

社会政策時報 230 昭14・11

農業経済研究 16-1 昭15・3

11~ 続会論議 8

グ 9

城 1ri E現大~;;: 12-2 
法学会論集

農業と経済 8-7

余腕~l 組合 155

1"1本 経済
政策学会 年報

日 本 拓 被 協会季報 2-4 

金融組合 160

朝鮮総一様府調査月報 13-6 

朝 正午 330

11日15・3

11日16・4

11日16・5

1111;16・7

11白16・10

l弔問

!1g16 

昭17・2

H認17・6

昭17・11

D 
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独逸における陥農統制

税鮮棉花のi将庄一問題

経済 tより見たる不二農村の災態

南洋農業とその経済的特質

北満における鮮農のー開拓村

朝鮮における食糧矯ii'問題

戦争と開拓

北海道農業の特典性

北海道開拓政策の現段術

北海道の階農経常'

北海道における陥農経?立の動向

農地改革の回顧と展望

北海道における馬産経営の構造と性格

北海道における労働組合の動き

北海道における賂幾経営

北海;段門1Hsk協同組合の現状

北海道における普通小作慣行の特質

北海道における|沼怨小れの特質

北海道農業の安定と進歩

北海道燃農業の動向と課題

スリクターの景気fli1i潔論

利子率と物印li水準

北海道における陥農経常の性総

小作慣行

銀行流動性に関する転嫁性理論

言も九閤J213-4 lm17・11

農業と経済 10-1 11m 8・1

}j-~ 域

法学 J 2 14十 2 I1W8・2-5

b
r
u
b
r
u
 

イ
イ

文
文

際
経

大
大

学
絞

火
「
収

間
制
編
所

常
会
」

減
究
究

京
研
研

1I{H8・ 4

「朝鮮経済年報J 召18・9
昭18・19年!仮 J

農業と経済 10-10 I1m8・10

開拓の友 3 1 昭20・3

日木農業 昭21・12

~~民昭22 ・ 1

農業と経済 13-8 百22・11

的農事情 8-5 ~1{~23 ・ 6

農地特報 1-6 Jf百23・9

農業と経済 14-10 昭23・10

突栄之日本 昭23・11

廃業及闘主主 24-1 昭24・1

陥没事情 9 8 日24・8

lI{j24・9

設業と経済 16-1・2 11日25・4・6

農地時報 3-6 沼25・6

「北海道路俣の研究」
所収

北大級淡学研究 1 

グ 2

済成の研究 7-8

I;lt海道5宅地改革実」
上巻所収

北大絞済学研究 6 

1I{c'¥26・10

Il!J，26・12

If!J，27・8

11日28・8

R百29・3

fI白29・8

アメリカ経済における生産力と生活氷準 決総研支所研究挙事1 9 i1百29・12

1匙業経営と麟幾出題 農林金融 8…2 自30・2

景気循環における農業の役割

アメリカ経済における国債管理問題

過剰投資説のニ類型

長j切過少康保;均衡の問題

ケインズ経済学と公共政策

競争の倫理P ナイトの根本思想 (1) 

校総研文所研究季報 10 

二|ヒ大絞済学研究 8 

~!::.総研文所研究実詳報 11 

グ 13

ル'

ノア

14 

15 

11)7，30・3

11)330・7

11¥330・9

昭31・3

刊百31・7 

昭31・7



新古典派貨幣理論のI吟味

パテインキンの所説について 金融経済 40

倫理と経済的改革 ナイトの線本思想、(2) 11\' 総研支所研究司王手~ 16 

Dissaving (負のl¥'j'i幸子)の分析

自然災者対策と飴農経自'

)¥'1'議行政1環論のi1今!床

アメリカ百It楽糖業の経済問題

コープランドのケインズ改革論

経済発股と利子事の問題

j肉質の構造とその変動

利子ネと貯蓄の関係

地域経済分析の理論的接近

日本における約と化織の競合

食続消費の特質

アメリカ糠業の現状分析

北海道市場閣の構造

イギリスにおけるメリヤス亡梁のj!Dl~

家長1-1消波文11¥の地域性と附宿111:

農業における社会投資とその性総

グ 17

内'ii農事'¥1'[ 18-4 

金融学会報告 vu
t]:a総lVf支が研究季報 18 

:1ヒ大経済学研究 14 

広告研究附和34'1'-!日i

金融ジャーナル 2 ] 

'l~ 総研支所研究季報 21 

北大経済学研究 17

北海道lJij発行政 3-4 

12総研支所研究季報 23 

マーケテイングと広告 44 

北大経済学研究 18

沼通広告 諭誌 26

政林漁 業
金融公開 JJ o織 9-2 

アメリカにおけるテレビセ γ トの17&袋分析 MBCクオークリ 8

米英における繊維こ[業の経済的比較 32総研文所研究季報 26 

アメリカ糖業の長期計画1

西日本工業地帯における:¥'zJt!l条件

北海道経済の展望

一一第二次産業主了rl'心にして

北海道の成業

トリコクト工業の生産構造

流通機構と消費地問題

新i紡綴業の経済構造

貨幣供給と安定的な経済成長

fl木繊維産業論

企業誘致の現状と問題点

アメリカにおける天然繊維の消11J

rj1tml臨海工業地ti?の立地条件

ノア 30 

北大絞i究学研究 24

総砂r11年報 4

・北海

民総論議 20

さっぽろ経済 79

北大経済学研究 27

~~総研支所研究季報 33 

サンケイ・ ア ド ・
マ ン ス リ

マーケット北海道 22 

12総研支所研究挙戦 35 

北大経済学研究 31

日百31・10 

昭31・12

[1自32・10

112，33・4

i可7，33・5

1沼33・5

[1自33・12

IIj334・4

11;334 

11け35・1

¥lil35・2

11自35・3

[1;335・7

lIil35・7

IIH35・10

112，36・3

¥l日36・4

lIB36・5

117336・8

¥l百36・9

11jJ，37・ 12

1iT7，38・5

[1g38・10

If{338・10

IIH38・11

111338・12

IIB39・1

IIs39・1

111339・2

IIs39・4

Iri~39 ・ 10

11百40・2

7 
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アメリカにおける

繊維工場閉鎖とその経済的影響 E2総研文所研究季報 36 

生産構造より見たる

i昭40・3

メリヤス製造業の特質

クラインの企業者貯議論

毛 18…9 昭40・8

設総研支所研究季報 37 UB40・10

j{ij薬会融

貿易金融

金 融 大 辞典宗管Z刷・ 10

金融大辞典事管室 11)341・10

証券余融 必r 11{l41・10

道民経済計算の課題

一主として生産分析からの35dli民JV読 4 IIs42・3

北海;rîの消~U:留物11m 北 i毎評論 22-4 召42・4

述邦準備11，1j皮の預金金利規11:1) 金融ジャーナノレ 9 IIB43・1

者1)113的集積の分析

アメリカにおける陵地仰の生産ï~分析

イギリスにおける(;11菜生産裂の分析

íZí'~炭地開発の抜本方向

総合tJIH(jと社会福祉

過疎についておもう

【編著および報告書]

湖南地方における生鮮食料l171

北大経済学研究 43

~!á 総研文所研究挙報 42 
逆立北潟滋総合経済問
究所委託

北海道産炭地振興研究
会編 ritU宅地域の現状
と地域振興の基本方
向」所収

信広大谷短大紀攻 8

北 ブj 農業

[1日43・3

11臼43・3

[I{:{45・3

11日45・8

[1(145・12

IIs46・3

需給状況に関する調交 朝 鮮 総 経府 1 IEil 8 

13作農創定より見たる内鮮一体 大東 TIE 翁

食続税産上より見たる

部落農業間体の分析 朝鮮総怪!仔

北海道門前践の研究(編著) 農業総合研究所

屯田兵村におけるf災地改革

(逸見謙三氏と共著) 北海道農 地部

北海道財政の基礎的研究(編者)

北海道における流通機構の分析

北海道
総合 1)日発言雲氏会

(岩元兵一氏と共著) 北海道開 発庁

北海道における資本と農業(編著) 幾業総合研究所

繊維品市場としての北海道 日本綾総経済研究所

北海道産業構造の分析

u問弁一夫氏その他との共著 F!本評論書rr1:1: 

[1召20

11討20

11日26・10

11諸27・2

[11329・3

[ljJ32・7

11;7，33・3

[1百35・11

1Is35・11



【審評・随筆その他】

チニド森!鐙玉子著 f農村社会学」を読みて

こつの幾村社会学書

近藤康男著「蚕糸業統llì~B命j

平JII三代治若「純理経済学}}論J

渡辺iJit著「農政学講義J

奥田裁著「台湾の農業J

蝦名賢造若北海道経済論

斎藤仁苓北海道農業金融論

池EEI~身長著 |摘発政策概論

護農思i慢の二資本l

~I、マス経済学

短歌と経済学

銀l歌の使用(iIIi仰と交換imifllX

北海道農業問題文献

札幌の文化

詩集 弱鳥のき芝母

グ ggしきこかげ

グ マギの礼拝

通貨:iI%融制度改JIのブ'jl勾

放送の出版化と出版の放送化

北海道開発の一考察

研究所の支所

石橋内閣の経済政策

「さとぼろ」の思い出

インフォーマチブ、広告のill嬰tl:

会津漆添仁業に関する資料

築談余話

北海道文化の安定と進歩

文化の東日本的特質

Xmasの花

私の研究遍庁長

冬筏被

早事手雑記

有島先生と「自然Jへの接近

農業経済研究 6 1 昭 5・3
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