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ベンサム，ミル，スペンサt・・・…

　　　邦　訳　書　目　録

山　下　重　L

はしがき　　　　　　　　　　　　　’　　　：　　　　’

　以下は・ベソサ4（Jeremy　B・nth・m，1748～1832），ミル（J。h。　St。。，t

Mill・180昌～73）・スペソV一（H・・b…Sp・ncet，・820～・903）の邦訳・

書目録である。筆者は，日本政治学会の年報編集委員会主催のtiH本に

おける西願治騰の摂取と変割に関する姻研究会鯵潤し，特に

イギリス政治思想の摂取に関して研究調査を続けているが，この文献目

録は・このような課題について最も注目すべきベシサム，ミ’ル，スペソ

サTの摂取を示す憎資料として作成したものであ，る。目録作成に当たっ

て面立国会鴎鰍鯨大学（縁合旧館・経済学部・法学部・糖
学部）の蔵書と私蔵の邦訳書を原書と対照して調べることをむねとし，

『国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録』・およ参ベソサ云，1ミルにつ

し1ては・K・it…Am・n・・Bibli・9・aphy・f・h・Classi・al　E・・n・rPi。s’，

vo1・3～4・1964・ミル・スペンサーについてe≠，．取下出子吉氏の諸論文

（「ミルとスペンサー」「三民繍と其当時の社会学」耀r下出三吉遺

稿』昭和7年に収録）を参照した。目録は，べγサみ，ミル，ズペソサ

ーの3部に分け，それぞれの邦訳書を年代順に配列し，回書につひて，

三者・　IIU版社または出版人・出版年，冊X，．ページ蜘回数謙刻

と参考文献のあるものについてはそのむねを記した6
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