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小林宏先生著作目録等抄（四訂稿） 

    （令和 4（2022）年 6 月 23 日（木）現在） 

                                    

（作成経緯）                             

            HP 初出: 平成 22（2010）年 8 月 7 日（土）初稿作成 

                 平成 30（2018）年 3 月 9 日（金）改訂稿作成 

                 令和 2（2020）年 5 月 26 日（火）二訂稿作成 

                  （『法史学研究会会報』第 23 号（小林宏先生米 

                  寿記念号）の件、【参考 HP】等を追加。） 

                 令和 3（2021）年 10 月 31 日（日）三訂稿作成 

                  （小林宏先生『日本法史における立法と法解釈の 

                  史的研究』（別巻 補遺）（汲古書院、令和 3 年 

                  10 月 14 日刊）発行の件を追加するとともに、レ 

                  イアウトその他全体にわたり修正した。） 

                 令和 4（2022）年 6 月 23 日（木）四訂稿作成 

                  （「小林宏先生略年譜・著作目録（四訂稿）」作 

                   成の件を追加。） 

                                      

＊小林宏先生（1931～）の著作目録等は、以下のようである。 

                          

・「小林宏先生著作目録稿」（平成 9 年 6 月現在）が存在したと聞く。 

・『小林宏先生著作目録（初稿）（昭和 36 年（1961）年～平成 10 年（1998）年）』 

（平成 11（1999）年 7 月 31 日刊、（正誤表最新版）平成 14（2002）年 12 月 17 日現在）。

上記「小林宏先生著作目録稿」（平成 9 年 6 月現在）を基に取りまとめたもの。） 

・その後、小林先生の古稀の賀を記念して、平成 15（2003）年に、高塩博教授等により

『律令論纂』（汲古書院、平成 15 年 2 月刊）が刊行され、「小林宏主要著作目録」（367

～375 頁）が掲載されるとともに、別に、冊子（抜刷）『小林宏先生略歴・主要著作目録』

が作成された。 

・『久保正幡先生・小林宏先生・山崎丹照先生略年譜・著作目録―ローマ法・法制史学者

著作目録選（第四輯）―』（平成 16（2004）年 3 月 1 日刊）（小林先生分については上

記『小林宏先生著作目録（初稿）（昭和 36 年（1961）年～平成 10 年（1998）年）』の

改訂稿。） 

・『栗生武夫先生・小早川欣吾先生・戴炎輝博士・小林宏先生・山崎丹照先生略年譜・著

作目録（二訂版）―内藤吉之助教授・金田平一郎博士著作目録（初稿）―ローマ法・法制

史学者著作目録選（第八輯）―』（平成 19（2007）年 1 月 1 日刊）（上山安敏先生序文

あり。小林先生分は上記『小林宏先生著作目録（初稿）（昭和 36 年（1961）年～平成 10

年（1998）年）』の再訂稿。CD 版あり。） 

・『CD 版 ローマ法、法制史、明治警察史及び日本統治下台湾警察史の諸問題―ローマ法・

法制史学者著作目録選（第十三輯）― ―明治警察史雑纂（第四輯）― ―日本統治下台湾
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警察史雑纂（第八輯）―』（平成 30（2018）年 1 月 1 日刊）（小林先生分は上記『小林

宏先生著作目録（初稿）（昭和 36 年（1961）年～平成 10 年（1998）年）』の三訂稿） 

〈https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270958992640〉（平成 30（2018）年 3 月 9 日追加） 

・『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・著作目録

―【参考篇】【附篇】―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）―』（令和 4（2022）

年 4 月 1 日刊）（小林先生分は上記『小林宏先生著作目録（初稿）（昭和 36 年（1961）

年～平成 10 年（1998）年）』の四訂稿）〈https://cir.nii.ac.jp/crid/1130010676870877056〉

（令和 4（2022）年 6 月 23 日追加） 

                   

〔参考〕                      

・平成 14（2002）年 10 月 5 日公開の法制史学会 HP を参照。 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm〉⇒〈http://www.jalha.org/〉 

・著作集刊行                

 ・小林宏『日本法史における立法と法解釈の史的研究』（全三巻。第 1 巻 古代・中世） 

  （汲古書院、平成 21（2009）年 5 月 7 日刊） 

  〈http://www.kyuko.asia/book/b37953.html〉 

 【書評】梅田康夫『法史学研究会会報』第 14 号（平成 22 年年 3 月 26 日刊） 

 ・小林宏『日本法史における立法と法解釈の史的研究』（全三巻。第 2 巻 近世）（汲 

  古書院、平成 21（2009）年 8 月 24 日刊） 

  〈http://www.kyuko.asia/book/b37954.html〉 

 ・小林宏『日本法史における立法と法解釈の史的研究』（全三巻。第 3 巻 近代）（汲 

  古書院、平成 21 平成 21（2009）年 11 月 30 日刊）     

  〈http://www.kyuko.asia/book/b51643.html〉 

 ・小林宏『日本法史における立法と法解釈の史的研究』(別巻 補遺)(汲古書院、令和 3 

  年（2021）10 月 14 日刊)(令和 3 年 10 月 31 日追加) 

  〈http://www.kyuko.asia/book/b594232.html〉 

                       

・米寿記念集の刊行（令和 2 年 5 月 26 日追加） 

 ・『法史学研究会会報』第 23 号（小林宏先生米寿記念号）（法史学研究会、令和 2（2020） 

  年 3 月 30 日刊。巻頭言: 島善高「小林宏先生米寿記念号に寄せて」、講演録 : 小林宏 

  「瀧川学の魅力」あり。）が発行された。 

〈 https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=9900010860&bookType=j

p〉 

                                 

************************************************************ 
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【参考 HP】（令和 2（2020）年 5 月 26 日追加、同 3（2021）年 10 月 31 日、令和 4（2022）

年 6 月 23 日各一部修正） 

                         

＊法制史学会 HP（平成 14（2002）年 10 月 5 日公開、平成 24（2012）年 4 月 1 日移転） 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm〉 ⇒ 

（新）〈https://www.jalha.org/〉 

・〈https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%8F〉 

＊全体 HP                  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

・「日本のローマ法」     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉 

・「法制史学者著作目録選（WEB 版）」        

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Historian2003.htm〉 

・本 HP 別稿: 宮崎道三郎博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miyazaki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 池辺義象氏著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ikebe001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 中田薫博士関係資料抄     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nakata001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 内藤吉之助教授略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/naito001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 金田平一郎博士略年譜・著作目録   

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kaneda001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 小早川欣吾先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「小早川欣吾先生記念メダルによせて 

  ―小田輝子氏「叔父小早川欣吾の思い出」とともに―」      

 〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/odateruko.pdf〉 

・本 HP 別稿:「『小早川欣吾先生東洋法制史論集』収録論稿目次その他」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa_toyohoseishi.pdf〉 

・本 HP 別稿: 牧英正博士著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/maki001.pdf〉 

・本 HP 本稿: 小林宏先生著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayashi001.pdf〉 

・本HP別稿: 千賀鶴太郎博士著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/senga001.pdf〉 

・本HP別稿: 戸水寛人博士著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tomizu001.pdf〉 
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・本HP別稿: 春木一郎博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/haruki001.pdf〉 

・本HP別稿: 原田慶吉教授略年譜・著作目録      

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/harada2003.htm〉 

・本HP別稿: 船田享二博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/funada2003b.htm〉 

・本HP別稿: 田中周友博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tanaka2003b.htm〉 

・本HP別稿: 栗生武夫先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「栗生武夫先生『婚姻法の近代化』の中訳本について」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_chuhon.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「『栗生武夫先生随筆拾遺』作成の思い出  

 ―『栗生武夫先生随筆拾遺―栗生武夫先生単行本未収録論稿集第一輯』―」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui.pdf〉 

・本HP別稿: 西本頴博士著作目録等抄    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimoto001.pdf〉 

・本HP別稿: 久保正幡博士著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kubo001.pdf〉 

・本HP別稿: 井上周三教授関係資料抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/inoue001.pdf〉 

・本HP別稿: 上山安敏先生著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ueyama001.pdf〉 

・本HP本別稿: 筧克彦博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf〉 

・本HP別稿: 近藤英吉博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf〉 

・本HP別稿: 増田福太郎博士関係資料一斑 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/masuda001.pdf〉 

・本HP別稿: 山崎丹照先生著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/yamazaki001.pdf〉 

・本HP別稿: 戴炎輝博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Tai_Yen-hui001.pdf〉 

******************************* 

＊和田徹氏HP「私立玉川用賀村中央図書館（新館）」 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/〉 

・春木一郎電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/haruki.htm〉 
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・原田慶吉電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/harada.htm〉 

・栗生武夫電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/kuryu.htm〉 

・いろいろ電子文庫               

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/iroiro.htm〉 

・PD 図書室（「梅雨空文庫」のデータを整理してまとめたもの） 

〈http://books.salterrae.net/about/tuyuzora.html〉 

（註）早くには「船田享二電子文庫」の平成22（2010）年開設予告もなされていた（平成

14〈2002〉年12月14日初出か? ）が、その後平成18（2006）年6月3日に「2006/06/03 

船田享二電子文庫計画中止」の表示が出た。   

******************************* 

＊「西村稔先生（1947～2019）年譜・著作目録（阪本尚文編）（初版）（2020（令和2）

年4月現在）」 ⇒爾後逐次改訂」 ⇒（最新版: 令和4（2022）年5月現在第7稿掲載） 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf〉 

（註）本著作目録は、阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学ぶぞ――西村稔先生追

悼集』（私家版、2020（令和2）年2月28日刊〈福島大学学術機関情報リポジトリ所収〈h

ttp://hdl.handle.net/10270/5154〉〉に収録した「西村稔先生年譜・著作目録」に逐次修

正を加えつつあるものである。 

                    

************************************************************ 

                      

【関連 HP】                               

                 

・法制史学会: 〈https://www.jalha.org/〉 

・国立国会図書館: 〈https://www.ndl.go.jp/〉 

・国立国会図書館デジタルコレクション〈https://dl.ndl.go.jp/〉 

・国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（個人送信）（令和 4（2022）年 

 5 月 19 日開始）             

〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉 

・国立国会図書館次世代デジタルライブラリー 

 〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉 

・CiNii: 〈https://ci.nii.ac.jp/〉⇒〈https://cir.nii.ac.jp/〉（【［2022］4/18 更新】CiNii Articles 

 の CiNii Research への統合について）、〈https://ci.nii.ac.jp/books/〉 

                              

************************************************************ 

                               （以上） 
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