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《著書撃》

卒 )11 滋

黒 m震雄

夏草野 修

経済学研究第32者会第 2号

北海道大学経済学部教官研究業積一覧

(昭和56年度〉

259 (535) 

p公演会議会言怜u皮の研究2く北海滋大学閣議事j行会 1982匁2月)

F消費者行動と商業潔境町北海滋大学長警察刊行会 i銘2年2月〉

f郵便貯金の蒸すべき役害~jJ c受託研究)C北海遂郵政府 1兜2年 3}J) 

《論文・研究ノート毒事》

菜又霊堂雄 “日istoriむalTrend of Capital Accumulation and Wages，>> Hか

kudai Eco符omicPaters， Vol. X， July 1981. 

f運動する物質と時間・空間Jcr札幌唯物論』努~26号 1981年7J:l)

「複雑;ji'f1動論補遺一時 W. 予…プクネヒトおよびO.パウア…の所説に

よせてー-jC~t滋道大学『経済学ょ研究~ ~発31善幸彦容 2 号 1981受付月〉

浜撚久 志 「臼冷戦争下における三三菱財閥の存綴過程j(3) (北海滋大学 f経済学

研究』第31宅金第 i努 1981若手詰月〉

「太平洋戦争鶏?とおけるヨ還を財閥の蒋綴過程j(1)， (2) (向上 第31巻

第 3毛色 第4王子 iヲ81年1l}J， 1982主f.2 J:l) 

ネ JU 幾 「米問における汐60年代後半の買収活動と会計J(3)(北海道大学 f緩

済学研究』第31巻第 H予 iヲ81王手6月)

f米間際治・ガス探査・開発・生産会社の会計・原f初計算基機j(向上

第31巻第2号 1争81年8

林、 喜多茂 fアイヌの漁猟]， rアイヌの採然・差是耕ム「アイヌの食生活 J，Tアタ

ネJ，r蝦夷稗J，rキテJ，rf.:l:掛弓J(;r北海滋大百科辞典JJ Jヒ巻 北海

遜新聞社 1ヲ81年6月 所収)

「穏JII長議場j，r徳J!I慶勝j，下線JII義親j，r丹羽五郎j，r米主事進駐j，rベ
カンペ祭j，r法華宗幾場j，r矢毒j，rヲタシケッブJ(向上 下巻北

海滋新関紙 iヲ81塁手6月 所収)

王子弁 綾.ra本線災地財政の展燃と構造一一一つの機銃一…J01'社会経済史学講
第47挙会第6-1ラ iヲ821jo3 )わ

乎沢亨輔、 fクラブ燃の政府による供給とその費用負担J(北海道大学『経済学研



260 (536) 経 済 学研究第32巻第 2考

党』第31務第5号 1982年 3fl)

石 田高主主 ?綴Jfl秘度と受注銀の流銭入について一一1857年恐慌の過程右中心に

……j (北海遂大学 r経済学研究~ ~露31巻第2 号 1981年 8)わ

石駁昭験 「務薬毒主命J，rll3植民地体昔話j，r大段制度J(松ffI智緩綴F西洋経済史』

青林議院 1982塁手3完 勝収)

岩崎 俊夫 「社会主義留の統計制度・統計指様体系と f経済改革J1J(f70年代のコ

メコン関際分業の現状とお年代の展望J傍聴締淡科学研究級研究成架線

的北海滋大学スラブ研究センター l持2年 3fl 所収)

加 来 祥 5奇 fドイツ化学工業独占体の展開j(北海道大学『経済学研究五銭31巻第

3珍 1981年11月〉

〔書評) r，ij妻滋治主導箸『資本主義i設採の成立~j (東京大学 F経済学論

集，JH誌を7巻第4勢 1ヲ82年 1fl) 

唐 渡興 支 f私的所有の世界jく北海遊大学『経済学研究』害復31巻第3号 l予81年

11月〉

小林好宏 「綴格安定政策の厚生効果J(花海道大学『経済学研究3第31議第4考

1982年2月)

l:iな業集団の行動様式とその分析後点j(ii企業系列j総覧JI81年絞東

洋経淡 lヲ81年12月〉

小 島 昼夜光 「経営管綴システムの環境適応J(北海選大学『経済学研究主第31考会第

2手予 iヲ81年8月)

「長期経営計産壊の環境適応一一わが国製議議案における実証研究一-J

〈民家経営財務研究学会綴 F低波炎経済と経営財務』 中央経済社

iヲ別委ド9月 所収)

「情報処理モデルj(北海滋大学 f経害等学研究』第 31巻議~3 号 汐初年

11m 
「企業環境と予算管怒システムJ(u企霊祭会計』第34巻第2-5ラ iヲ82年

2月〉

去を 永 純 弘 「経済紹互援助会議〈ペヱフ=コメコン=CMEA)淑滋諸国の発燥概況

と問題点一-197'ヲ年までの指擦による一一J(研究代袋・望月泰子ちiii70
年代のコメコン悶際分業の現状とお年代の膝猿JI (般教56年度科学術究費

研究成祭事報告)北海滋大学スラプ研究々ンター 汐82年 3月 所収〉

久保国 建議 弘 「賃金政策とイ γフレーションJ(北海道大学『綴済学研究主第31著書第

3号 1981年11月)

長泉 m 愛 媛 f大型小売j浅の遂出の滅状と問題点J (ü公正取号 I~ No. 371 . 1981塁手予

月)

f務費震3善意識と行動にみるま復域差一一酬都市部比較実態識変ー-J(~t海
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滋大学『経済学研究J第31老会第2号 1981塁手8JD

真聖子 {権 下統北海遊製造余栄の成長分析一一多変盤解析による補足一一J(依

藤'Ji彰と共問執筆〉く北海道大学『経済学研究3第31挙第 1号 lヲ81

王手6JD

f札幌市商業の成長分事iTJC.績好主幹子と共i商事え築)(E.ε'lJnomicれ'ontier

第14号ヲ81年7)守〉

“Barnard's Theory of Education for Ex告cutiv母s，"Hokudai 

Ec()量級mu:;Papers， V()l. X，:JulYI981. 

r~ζーナードの企業観J(北海道大学 F経済禁研究J 第31巻第2 考 1981

年s月)

Fバーナードの管理表教育論J(日本経営学会編li'80年代の企業経営J

千食議援 1981年翌月 所収〉

松井安信 「銀行信用J(信用葱論研究会編『僑府議研究入門3 夜姿関 1981年

9)1 所収)

〔事響評Jr飯田 繁『商品と貨幣と資本JIJ(!rp:度主主経済大学論集』第15巻

第 3号 198110抑制

森 糸 〔謬言平Jr西JII純子『アメリカ金梁金融の研究~J (Ir土地制度史学』第

持母 1981年 l月)

f鈴木表介『アメリカ独占資本主義j についてJ(一橋大学経

淡研究所 f緩済喜男:究』第32老会第3号 1981年7JD

「潟業資家のま長業経営と生活協同組合の毒事業経営J(生活問題研究所資

料 iヲ81年8JD

中本章容秀 「イギヲス大企業の経営戦略と綴織ー…イギ Fス:ffi:楽における多角化

戦略と事業部舗の普及に関して一一J(北海道大学 f経済学研究』第

31著書第4努 iヲ82年2月〉

波 留 淳 可 「只ヌドの1持護費者支出関数J(北海道大学『緩済学研究J第3H議室喜5号

1982年 3月〉

小妻子 治 “Short“Run Output Chang邑sand Long-Run C証pitalMove. 

m悲ntsin Re事ource-PoorCoなおt凶器s，"Hokudai Economic Pap-

ers， Vo1. 10， July 1981. 

“Not告 on In士号rnationalTrade with An Exhaustible R日sou-

rce: A Theorem of Rybczynski Type，" lnternational Ec側 O働

制 icReview， Vol. 23， No. 1， February 1ヲ82.

佐々木経生 了日米経済摩擦と国際経済関係の蒋縦波J( Ir主主界経済評論JI1ヲ81年6

月号〉

f戦後図際経済関係袴綴成の課題と~灘J CIi'国際経済』第32努 iヲ81
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関口恭毅

菅 原 秀 人

a中犠

富 霊 祭 鹿 児

緩済学研究告書32幾多彩 2冬子

年7月)

F資本輸出と溺際貿易J.(久保新…，中JIIi議議編 f国際貿易論占有姿院長

汐811ド12Jj 第 5主主所収〉

ro町 1ナップサック問題の初等的ブァセットに暴づく解法JC北海道

大学『経済学研究』第31議第5号 1982年 3JD

「会計監護主論JCW体系近代会計さ弊 XIV 潔議会計学三中央豪華済社

汐81若手4月第8談所収〉

f継続性の変1!J.(日本会計学会 t会計J第120巻第3号 1981生同月〕

“おitobeInazo誌nd-一Korea;"Hokudai Ec側 omicPapers， Vol. X， 

July 1981. 
f法人資本主義と「認本的緩営JJ(W;r.つノミスト』第60巻第 11号

iヲ82年3月16(:1)

内田和男 「儲格綴穫を主についての一考案J.r(Eco鈴omicFrontier第13号汐81

空手4刃)

f不縫実性下における競争金言葉への諜税効薬J(北海道大学『緩済学研

究』 第31宅金第 i号 1981年 6JD

牛 山 敬 二 「日本資本主義主確立鄭 1880年代末から第 l次大戦までJ(路綾衆三三編

日公農業史一一資本主義の際関と農業問題Jく有斐間選番 402)有繁

簡 iヲ81年11月所~又)

会長 以 幾久治 「鉄鋼合弁1E業における技術移転J(宣)，く盗)， CN) (~ヒ若手滋大学『経

済学研究JI~寝 31 著書第 i 号 4 ゑ 5妻子 lヲ81年 6Jj， 1ヲ82年21'1.

3月〉

吉 照 文 和 f::tヨ炭重量業における労働過程と労働手段J(北海遂大学 f経済学研究2

第31著書第 I号 1981年4月}

《綴訳》

「鉱区所有と資本J(向上銘31著書第2号 iヲ81年8JD

「ソ速のzネノv~一問題J (北海道大学 fスラブ研究3第28努 1981年

11JD 

fアンド予品一・ユ…ア『製造業の燦理』とマルクスーーマノレグス「機

械論」形成史研究(1)一一J(北海滋大学『経済学研究』第31巻第5汚

1982年 3月)

f東欧諸隠の品ネルギー問題jく研究代表・議月審市 W70年代のコメコ

ン国際分業の現状と80年代の幾望Jl(沼和56年波科学統究費番号究成果号義務)

北海道大学スラブ研究センター 1982年 3Jj 所収〉

成 街 務 次 iiM.R.ダー f中級?ク官経済学JJI.M. R. Darby， lntermedi-
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ate Macroeconomics (McGraw-Hi11， 1979). (増井幸夫と共訳〕

(マグロウヒル好学社 1981年5月)

平子友長 「マルクス W1857-58年の経済学草稿第 l 分冊~~ Karl Marx: Oko-

nomische Manuskriρte 1857/58 in: Karl Marx， Friedrich 

Engels: Gesamtausgabe (MEGA) 2. Abteilung: "Das kapital“ 

und Vorarbeiten， Band 1. Berlin 1976. (高木幸二郎，良知力他

と共訳)(大月書庖 1981年7月)

『マルクス『資本の流通過程『資本論』第2 部第 l 稿~~ Karl Marx; 

Der Zirkulationsprozess des Kapitals. Das Kapital， Buch II， 

Manuskript 1 auf: K. Mapkc 11φ. 3HreJIbC， Co刊 HeHl1l1. TOM 

49. MocKBa 1974. (大谷禎之介， 中峯照悦他と共訳) (大月書庖

1982年 3月)

(掲載はアルフアベットl願〉




