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外 国 語 の 指 定 図 書
理 学 部 教 扱 大 野 鑑 子
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早いもので教養分館委員になって1年9ケ月，2年の任期もあと僅かとなった。この間の
言教養分館での一番大きな仕事は，今年と来年にわたる大量の教育用指定図書購入であろう。地
方大学を一巡したあと大きな大学でこの予算がついたのは北大が最初であり，前例にとらわれ
ず実状に応じた選定ができるよう委員諸先生方が努力されたが，膨大な別枠の仕事をかかえて
分館の事務の方々のお骨折りも大変なものだったと思う。
この指定図書制度の実施に当って，あまり委員の間で議論にならず，それだけにかえって

私の頭の隅にひっかかっているのは洋書の取扱いである。文部符から配られた要項には，「外
国語図書の利用率が甚だ低い旨報告されているので……これらの図書の指定に際しては'慎重な
配慮が望ましい｡」とある。北大でもこれまで物理学などでかなりの洋書が教官指定図書に選
ばれて教養分館に置かれているが，やはり利用率は低いそうである。少しでも評判の立った名
著には忽ち翻訳が現われる現在，何も数居の高い外国語にフウフウ言って取りつくことは無い
のかも知れないが，自然科学系の洋書は微妙な言い廻しはしないし，構文も簡単なのだから，
大して高い敷居とは思われない。

外国暮しの最初の，聞き取ることとこちらの意図を判って貰うことでせい一杯の無我夢中
の時期が過ぎると，次には頭の中にあるものをできるだけ正確に先方の言語（私の場合英語だ
● ●

ったが）に移そうとするようになる。よく「英語で考える｣，「日本語で考える」というが，言
葉以前にすでに頭の中に考えがあるのであって，言語による表現は頭の中のものをそれで近似
● ●
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することになるのだと思うのだが，英語に馴れるにつれかえってどう近似してもぴったり来な
い場合があるのを感じるようになった。言葉がよく定義された専門的なことはそうでもない
が，よもやま話や，特に日本国有のことが関係してくるとどうもいけない。語棄の貧弱なため
と言われればそれまでで，私の場合否定し得ないのだが，どうもそれだけでなく，一つの言語
の記述する意識空間全体と他の言語のそれとは一対一の対応はつけられないのではないかと思
っていたところ，同じようなことを専門の方々も既に考えていられたことを最近に知って大い
に意を強くした')。
結局外国語をよく学ぶことは，自国語だけで記述される精神の世界を広げることになる。
自分の枠の外にも精神の世界があることを知れば，自らの考えを 性急かつ強引に他に押しつけ
ることもなくなるのではあるまいか。外国語の理解にはそれに沢山触れることが必要で，その
点自分の専門に近い本を外国語で読ゑ馴れることは一石二鳥であると言うのは我田引水に過ぎ
るだろうか。英語教育の底辺は拡大し，巷に英語が溢れているのに，それが上っつらだけであ
っては淋しい。近頃高校生が本を読まなくなった2)そうだが,H本語ですら言葉で表現された
ものに接するのをおっくうがるようでは，外国語まで手がまわらないのも尤もかも知れない。
本と図書館を愛するものとして残念なことである。
1)「わが思索わが風土」森右正，加藤周一「甘えの構造」土居健郎
2)IDE1972年10月号

楠

蔭

◆ 会 議
第62回図書館委員会
くとぎ昭和47年7月24日（月）＞

＜ところ附属図書館会議室＞
l・北大改革検討委員会第1‑2専門委員会からの依頼について
（施設別アンケート）

（1）部局図書室についてどうあるのが望ましいか，また現在どんなことが問題となっているか。
（2）本館と部局図書室との関係および相互の位置づけをどう考えるか。
（3）今回のアンケート調査についての意見

（4）図書館改革についての全般的な意見
2．報告事項
（1）指定図書について

同

（2）道庁寄託図書資料の返却について
第63回図書館委員会
くとき昭和47年9月27日（水）＞

＜ところ附属図苔館会議室＞
1.閲覧個室第1,2.種について
2．報告事項

（1）学部共通図普について

（2）北大改革検討委員会第1‑2専n委員会からの依頼に対する回答について
第64回図書館委員会

くとき昭和47年12月14W(;fc)>

＜ところ附属区￨普飢会議室＞

1．閲覧個室第2種について
2．報告事項

（1）北大改革検討委員会第1‑2専門委員会からの依頼に対する回答について
（2）図普館視察委員の来館報告について
（3）学部共通図書について
第24回教養分館委員会
くとぎ昭和47年9月8日（金）＞
＜ところ教養分館長室＞

1．昭和47年度国立大学附属図書館指定図普制度実施について（継続審議）

（1）指定図筈の購入について(2)昭和46年度以前の指定図書校費購入の配架措置について（3 複本率と種
類数について(4)全集，叢書の取り扱いについて(5)指定図書の適用範囲について
このことについて各項目ごとに審議を重ねた結果了承された。

なお，指定図書の適用範囲については継続審議となった。
第25回教養分館委員会
くとき

唱和47年9月280(*)>

＜ところ：教養分館長宝＞

1.昭和47年度国立大学附属凶普館指定凶苦制度実施について（継続審議）
フイルム8mm
(1)第4次分の発註について(2)指定図書の適用範囲について−イ．特殊資料（テープ，フ

スライド）ロ．参考I!書類一
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このことについて各項目ごとに審議された結果了承された。

2改革検討委員会(第1‑2専門委員会)>¥<間報告1こついて
第26回教養分館委員会
くとぎ昭禾'147年i()jjai¥:¥(火)>
＜ところ：教養分館長室＞

1．昭和47年度国立大学附属図書館指定区l書制度実施について（継続審議）2．昭和47年度教TV閲覧室後

期ゼミ使用申込ゑについて3．改革検討委員会(第1‑2専門委員会）中間報告について
第27回教養分館委員会
くとき昭和47年12月11:1(金)>
＜ところ教養分館長室＞

1．「教官指定学生専用図書」追加申込象の選定について

グ

全学図書掛長会議

ー

くとぎ昭和48年1月10LI(水)>
＜ところ附属￨叉I諜館会議室＞

1.椛告事：項

事務部長より次の報告があった。1.大学図書館視察委員の視察について2改革検討委員会第1−2
専n委員会について
2．外国雑誌について

(1)整理課長より外国雑誌の｛iiti桁について中間報告があり，次いで受入掛長より欠号請求方式(案）が出さ

れ種々討議されたが，次胸￨に再度検討することとなった。(2)本年度の戻入金については，原則として部
局へ返すこととなった。

3．第1‑2専門委員会よりの依頼について

附属図書館と部局図諜室の参考業務の分担はどうあるべきか，についての検討依頼をうけ，2月中に部局
の参考業務担当者を集め検討することとなった。
第12回改革検討委員会第1−2専門委員会
くときII召和47年9jJ18日（月)>

＜ところ附属図書館会議室＞

P

1．今後の進め方について

館長から今:後の進め方について提案があり,意兄の交換ののち次の5項nに分けて検討することとなった。

1.附属図書館のあり方2．且教養分節の位置づけ3.部局図菩室のあり方4.職員の問題5.将来の図書館
の全学的な配置

第13.14回改革検討委員会第1−2専門委員会
くとき昭和47年10月13[:im･18日（水>

＜ところ附属図書館会議室＞
1．附属図書館のあり方について

今村委員より附属図書館のあり方の資料が提出され，説明の後穐々討議された。なお，資料中その他の事
項については，事務側の意見を別の機会に提出することとなった。
第15．16回改革検討委員会第1−2専門委員会
くとぎ¥¥m¥Ai年11月6日（月）･22￨￨(水)>

＜ところ附屈図蕎節会議室＞
1．教養分館の位置づけについて
(
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大畑・堀委員より教養分館の位置づけの資料が提出され，説明の後種々討議された。
第17.18回改革検討委員会第1‑2専門委員会

くとき昭和47年12月4日（月）･20日（水）＞
＜ところ附属図書館会議室＞
1．部局図書室のあり方について

柏村・高尾・今井・畔上・藤岡各委員より部局図書室のあり方(理系）の資料が提出され，個々に説明の
後種々討議された。
第19回改革検討委員会第1‑2専門委員会
くとき昭和48年1月11日（木）＞

＜ところ附属図書館会議室＞
1．部局図書室のあり方について

中村・池上委員より部局図書室のあり方佼系）の資料が提出され，説明の後種々討議された。

今

第46次国立七大学附属図書館協議会
くとき昭和48年1月24〜25日＞

＜ところ福岡市福岡共済会館＞

今回は，九州大学が当番大学として開催され，下のような協議題（カッコ内は議題提出館）を中心に神々
の協議が行なわれた。

なお，文部省情報図書館課から吉川課長，坂本係長が出席した。

(1)中央館の研究図書館としてのあり方について（京大）
(2)中央館の学習図書館的機能のあり方について（北大）
(3)教養学部図書館と本館との関係について（東大）

(4)共同利用をたてまえとする図書館施設の椛想について（名大）
(5)中央図書館予算のあり方について（京大）

(6)人事交流について（東北大）
(7)指定図書制度について（東北大）

(8)図書館の電算機導入計画について（東大）
(9)文部省関係刊行物を七大学附属図書館で収集することについて（阪大）
一lllIl‑lIllI‑
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資料紹介
一'111Ⅱ一Ⅱ111つ

昭和47年度特別図書購入費で購入した資料

TheCeylonAntiquaryandLiteraryRegister,
Vols. 〜V1915‑20.)
セイロン（スリ・ランカ）の学術雑誌は，短期で停廃刊になったものが多いが，本誌もそ

の例にもれず，1924年の第10巻をもって終っている。今回収蔵したのはその前半部分である。
編者はH.C.P.Bell(第1巻),J.P.Lewis(第2巻以後),J.M.Senaveratne(全巻）が協力し
て担当した。内容はこの国の歴史，文学，民俗，宗教その他にわたる論文，書評，学界棄報な
どをふくむ。セイロンに関する研究書の文献目録には，必ずといってよいほどこの雑誌が挙げ

られており，いまなお有用必須の文献として知られている。なおセイロンの歴史研究について
は，本学にも多少の研究書の備えがあって，図書館と文学部とに収蔵されているが,II.w.
（
2
6
2
）
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Codringtonの簡便な通史,RalphPierisのカンディ国制研究,ColvinR.deSilvaの史料引
用と紹介に富んだ初期イギリス支配の研究は，いずれも図書館の蔵書となっていることを付記
したい。

新編「大日本仏教全書」（全100巻解題共）
前年度購入の60巻までに引続き，今年度は残り61巻から100巻までを購入して全巻揃へ
たものである（愉蔭No.29参照)。

日本児童文学第1巻〜16巻（昭和30年〜昭和40年）
この雑誌はたんに協会の会報的磯関誌としてではなく，協会会員及びひろく児童文学者ま
た研究者，教￨和，ジャーナリストを対象とし，文字通り日本の児童文学推進の軸となるような
性格のものである。

F
一

雑誌の主な内容はよく知られている児竜さ文学の評論であるが，これはひろく教師や母親た
ちにも理解されるようまた文学教育のためにも役立つようないきとどいた編集上の考慮をはか
っている。

また子どもたちの読書感想，作I品評なども記載されている。その批評については，専門家
ばかりではなく広く一般の母親や，子供達からも寄せられている。

更に，児童に対する良書の選択，推せん，講座の開催等を記載している。

協会として年間の優秀作品に日本児童文学者協会賞を出し児童文学の国際交流に積極的に
寄与している日本を代表する児童研究者，等にとって極めて貴重な雑誌である。

y皿hhckhh,K.JX.Co6paHHeCoHHHeHHHb11ToMax.(1948‑1952)
（ウシンスキー著作集）

ロシヤの偉大な教育者･カー・デー・ウシンスキーの名前は，クループスカヤ・マヵレンコ
などと並んで，我が国の教育界にも広く知られている。しかしながら，これまで彼のまとまっ

た著作集と原典は，我が国には殆んど輸入されたことがなく，ロシヤ・ソビエトの教育′思想史，

教育史の研究者，更には世界のそれを研究する人々にとっても誠に遺'憾な状態であった。
このたびのリプリント（ゼロックス版）のウシンスキー著作集全11巻の原本は，彼の死後

P

75年の1945年，ソ連人民委員会議の決定により刊行されたものである。

この著作集には，彼の教育学，心理学関係の労作だけでなく，今日稀こう書となっている
雑誌に掲載された論文，日記，講演草稿など出版されたことのないもの，ペンネームや無署名

で発表された論文をも収録しており，これまでに刊行された彼の著作集のうちで最も体系的で

あり最も完全な著作集である。年代順に配列された本著作集はウシンスキーの教育学的見解，

全体的世界観の発生と発展の過程を跡づけることを容易にし，彼のこの上なく豊かな教育学的
遺産を利用する上で極めて貴重な資料となるものである。

PoliticalPartyYearBooks.
（イギリス政党年鑑）

1)TheConstitutionalYearBook.（保守党)Vol，1‑15(1885‑1899)
2)TheLabourYearBook.（労働党)Vol、1‑7(1895‑1900)
3)TheLiberalYearBook.（自由党)Vol、1‑2(1887‑1888)
イギリスのハーヴェスター社によってリプリントされたイギリス三大政党の年鑑である。
（
2
6
3
）
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このシリーズは，歴史上最も変動的，革命的な時期にわたっており，1885年以降の英国お

よび海外の重要な政治的事件が，年代順にとりあげられ又，他の域の圧力団体，世界の革新的
機関や会議報告，統計等を詳細に網羅しており，国￨祭問題研究および英国政治研究に，重要な
第一次資料で不可欠なものである。

K
p
acnaHJleTonHCb.HcTOpHHecKH
H>KypHa7i.(1922‑1937,M.‑Jl.)
このたび本図書館に標記のゼロックス版が入った。（ただし1937年の最終刊は欠けてい

る)。ソヴェトの歴史学雑誌は，戦時下の1941年よりBonpocbiHcxopHHKFICC誌とHCTOpHH
CCCP誌とが1957年に創刊されるまでの間は，ほぼBonpocbiHcTop皿誌一本にまとまって
いた。しかし，そこに統合される以前には，標記の雑誌を含め，その他に，全連邦科学アカデ

ミー歴史学研究所の編集するBopb6aKjiaccoB誌(1931‑1936)共産主義アカデミー附属マルク
ス主義歴史家協会の編集するHCTOpHK‑MapKCHCT誌(1926‑1941)や,BonpocHHCTOpHH誌の
直接の前身HcxopHHecKHH}KypHaji誌などがあった。これらはすでに本学のスラヴ研究所が

、

所蔵していたが，これに加えてついにKpacnaHJlexoniicb誌も本学図書館の所蔵するところ
となったのである。

本誌は，1922年に1()月革命史・ロシア共産党史委員会ペトログラード・ビーローの発刊

にはじまり，193()年の通巻第38号からレニングラード全連邦共産党史研究所の発刊するとこ
ろとなっており，今回，その第64号までが入っている。本誌は，｜可時期の諸歴史学関係雑誌

の中で，ロシア政治史にアルクス主義団体が登場して以後の時期の貴重な資料，革命家の回想
や伝記など，歴大な原資料を発表してきた点で独自なものである。今後本誌がますます重要視
され，ひろく利用されるようになるであろうことは明らかである。

◆受贈図書
1．本学教官の著作物
〔本館〕
文学部

近藤邦康

辛亥革命

井手賞夫

ヘッセ＝マン往復書簡集

、

教育学部
司

馬正次

教育とコンピュータ

法学部
小

11昇

五十嵐清

訴訟物諭集〔増補版〕（北海道大学法学部叢普2）
比較法入門〔改訂版〕

〔分館〕

文 学 部

'h野美代子

北方諭一北緯四十度圏の思想一
迷

井手歯火

宮としての人間

ヘッセニマン往復詳簡集

故金田一京助博士の旧蔵書を受贈

当館は，昨年逝去された著名な言語学者金旧一京助博士のご遺族のご好意と，文学部池上
二良教授のお骨折で，博士の旧蔵書のうちから下記の区￨書の寄贈を受けた。これらの図書は，
（
2
6
4
）
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すべて現在では入手の困難な樺太および千島に関する貴重な資料であり，また博士の書入れも
ゑられる手沢本でもある。整理ののちは「北方資料室」に配架の予定である。
＊樺太写真帖(博文館）明治38
＊樺太庁治一班第6回(樺太庁)大正6
＊樺太探検記（松川木公)博文館明治42
＊樺太及勘察加（松永聴剣)博文館明治38
＊宝庫千鳥（寺島柾史）日本公論社昭和14
＊千島国占守島探検誌(郡司忠成）

◆学内図書館だより
水産学部図書室新築落成

本区￨書室は，昭和47年4月着工，10月未完成した鉄筋2階建（書庫3層)，面積1,310m*

F
＝〆

を有し，これまでの倍になっている。この度の改築は，従来使用していた函館高等水産学校当

時の建物の老朽化と規模の拡大に伴い行なわれたものである。図書室機能が充分に発揮される
ことを期待する。なお，新図書室の規模を紹介すると1階は教官・院生閲覧室，資料室，事務
室，マイクロリーダー室等，2階は学生閲覧室(96席)ジ開架，新刊雑誌，新聞各コーナー等を
有している。

大学図書館視察が行なわれる

昭和47年11月21日，大学図書館視察委員による図書館視察が行なわれた。来学された
委員は，小林畔（慶大教授)，保田幹男（名大教授)，裏田武夫（東大教授）の三氏である。
当'1は，附属図書館において，館長，分館長および事務部長，整理・閲覧両課長出席のも
と，予め呈示された視察事項に沿って，本学の附属図書館，教養分館および部局図書室等の管
理運営，機能分担の現状等につき説明が行なわれた。
視察事項の大要はつぎのとおりである。

1．大学図書館の組織と連'苫について

2．図書館資料の収集と整理業務について

3．学術情報サービス，参考業務および閲覧業務の体制と利用状況について

戸

4．相互協力について
5．その他

ついで附属図書館，教養分館，工学部中央図書室の視察が行なわれ，再び説明聴取，質疑
応答などの後，視察委員による指導，助言があって視察を終了した。

◆参考室メモ
今回は，後者の場合について，会議録(Conference
会議録の検索について

Proceedings)の検索の際に思いついたことを，二，

参考室では，学内外の研究者や学生から文献情報三の質問事例を挙げて簡単に述べてゑたい。（ここ
に関する質問を受付けているが，その中では特に女でいう会議録とは，学協会の会合，あるいは特定テ

献の所在調査の照会が僻を抜いて多い。これらの文一マに関一ｹろシンポジウムの発表論文を編集した出
献の学内における所在は，全学図書総合目録カード版物のことである｡〉

或いは雑誌の所蔵目録を検索すれば，容易に判明す会議録は，一般に目録カードでは会議名が標目
るが,'1には柿々の出版目録を駆使して探さないと(heading)となっているが，依頼者からの質問では
所蔵している文献でも見過してしまうものがある。以下の事例のように会議名が欠落して，それだけで
（
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6
5
）
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は調査の対象が会議録と判断のできないものが少な

依頼文献名とカードの記入が全く異なっており，叉

くない。

￨則じような会議録であっても，カードの標目は屡々

1．Cellularandhumoralaspectsofhyper‑

編者，書名，会議名と3通りに記入されている。こ

sensitivestate.の所在。Publisher,Editor

のような文献の検索には，当然補助的な調査資料が

が不明。発行年が1960年頃。

必要になってくる訳で，これらの資料には事例にも

……早速総合目録カードを書名で検索したが発見

引用したように,BIP,BNB,NationalUnionCat‑

できずO次いでBooksinPrint(BlP)‑Title

alog等がある。出版社の判っている会議録につい

Indexを検索したがこれにも見当たらず。その次

ては，出版社のカタログを利用する。このカタログ

にBritishNationalBibliographyを検索，そ

は相当詳しい内容を載せる場合があるので，非常に

のCumulativeIndex1955〜59に収載され，そ

有効な資料となる。その他会議録関係の資料として

こにはNewYorkAcademyofMedicine,Sec‑

参考室に備えているものに，国立国会図書館所蔵科

tiononMicrobiology,9thSymposium1959,

学技術関係欧文会議録目録1948‑1969;Diretoryof

ed,byH.SherwoodLawrenceとあった。再

PublishedProceedings‑Science，Engineering，

度会議名と編者でカードを検索，編者を標目に学

Medicine,Technology−;TrudyiMaterialyNau‐

内に4部所蔵されていることを確認。うち2部が

chnykhKongressoviSoveshchanii,opublikova‑

依頼者の学部であった。

nnyezaRubezhom(ANSSSR),などがある。

2.Moderndevelopmentsintheoreticaland

、

しかし，このような参考資料を調べることも大切

appliedmechanics.Vol.1.(1963年）の所

であるが，虹ちにカードを検索して所在が確かめら

在。所収論文の著者はT・S・Muellerand

れればこれに越したことはない袴である。しかし現

J.M.Robertson.

実には事例をみても判るように，スムーズな検索が

……これも書名では所在確認できず。BIP‑Title

できない場合も多い。容易な検索を保証するもの

Indexにもなし，次いでBIPの主題別索引(Sub‑

は，極く初歩的なことだが，充分な参照カードの繰

jectGuidetoBooksinPrint)1966年版を検索

込及であろう。前述のように会議録をカードにとる

したところ,Mechanics‑Appliedの項目に，

場合，普通は目録規則に従って会議名が標目として

SoutheasternConferenceon4､heoreticaland

記入され（総合目録カードをみる限り，現状は決し

AppliedMechanics,Proceedings,1st(May

てそうであるとはいえないのだが)，カードは会談名

3
‑
4
,
1
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でもって排列されるが，これだけでは会議名が判ら

Developmentsintheoreticaland…とあった。

なければ探しようがなく，その為会議名以外の編者，

発行所がPlenumPublishingCorporationとな

書名の参照カードが必要になってくる。この参照カ

っているため，そのCompleteCatalog,1968を

ードがあって始めて目録カードの機能が充全に発揮

調査したところ（外国出版社のカタログは，参考

されるものと思う。しかし残念ながら，この参照カ

閲覧室前に一括してり裸し，図書館利用者の用に

ードが充分にファイルされているとはいえないよう

供している)，果してMuellerandRobertsonの

である。現実には図書館の仕事量の増大に伴って手

論文が収載されていた。全学総合目録カードには

が廻らないのは否めない事実であるが，スピーディ

書名でファイルされ，これも依頼者の学部にある

な検索を実現するには，やはり普段の地道な積み重

ことが判った。結果的には書名が間違っていたた

ね,1冊の本に対して1枚のカードだけではなく，

め，このような廻り道になってしまった。

2枚あるいは3枚のカードを繰込むことが必要であ

3．J.E・Ealk:Haematinenzymes・Pergamon

ると思う。

尚この会議録の検索のときにいつも思うのだが，

Press,1959.の所在。

……これはPergamonPressCompleteCatalog

各部局共に会議録が系統的に収集されていないこと

に依って,InternationalUnionofBiochemisty

は，一考を要するのではないだろうか。国際的な会

のSymposiumと判明した。J.E.Falkは編者。

議やSymposiumは開催地がその都度変わり，又

再度InternationalUnion…から検索して学内に

出版社も異なるため，常に会議の開催に目を光らせ

所蔵が確かめられた。

ていなければならないが，その会議の開催を予め知

以上の3つの例からみても判るように，質問者の

る資料，あるいは会議録出版目録等に目を通すこと
(
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6
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によって，この種の資料はそれ程苦労せずに収集で

っては相当に需要度の高い資料であり，一貫した収

きるものと思う◎資料の性格からみても，大学にと

集の姿勢がとられて然るべきであろう。

本館受入主要参考図書（昭和47年8〜12月）
※項目末尾の「開」は開架閲覧室，他は参考閲覧室に配架
際地球観測資料室S47.

蔵書目録

アジア経済研究所蔵書目録1959‑1968第4巻

図書総目録第8巻岩波S47.

宮内庁書陵部蔵舶載書目上・下（関西大学東

著者名索引S47.

青森県立図書館解題書目第2集官省撮令留・

西学術研究所資料集刊7）関西大学東西学術
研究所S47.

官省願伺届S47．

F
ー

青森県立図書館蔵書目録工業文庫篇S47.

京都国立近代美術館所蔵品目録1970S46.

青森県立図書館蔵書H録米内山文庫篇S47．

宮城県図書館蔵書目録8産業篇S47.

防衛大学校図書目録昭和45年S47．

宮城県立図書館蔵書目録第2巻社会科学昭

ヱスペラント図書目録(神戸市外国語大学図書熊）

和46年3月31日現在S47.

文部省史料館所蔵史料目録第19‑20集S47.

S47.

福島県立図書館増加図WFI録昭和45年度版

内閣文庫洋書分類目録英書篇上（国立公文書
館内閣文庫)S47.

S47．

含翠堂(土橋)文庫目録（大阪大学附属図書館）

日本原子力研究所図書目録（分類著者目録）
1971年度S47.

S47.

北海道大学法学部スラブ研究施設欧文図書目録

農業総合研究所洋書目録露文編昭和42年3
月末現在S47.

1966‑1970S47.

北海道立図書館所蔵参考図書目録(その1)

岡山大学蔵書目録第8巻昭和46年版S47.

昭和25‑45年昭和45年8月31日現 在（未定

大￨仮市立中央図書館蔵書目録第10巻S47.

ft)S47.

小樽商科大学増加図書目録和書の部・洋書の部

北海道立図書館蔵苫目録第4分liftCi.然科学篇

昭和45‑46年度S47.

S46.

陸上自衛隊札￨幌地区病院図書目録S47.

神奈川大学図書館蔵書目録I‑III(.和普)IV‑VII

神奈川県立図書館蔵書目録和書の部第6(II召

戸

柴田文庫目録（関西学￨完大学図書館特殊文庫目録
第3輯)S47.

（洋書）昭和41‑44S46.

新収洋書総合目録1969国立￨封会図書館S46.

和44年1月一昭和45年12月増加)S47.

東京学芸大学蔵書目録第3分冊S47.

柏原家文息苔目録付誉出八幡宮文書H録（大阪府

東京家政学院大学図書館蔵大江文庫本目録〜江

立図書館シリーズ第31号)S47.

戸時代の家事家政・家庭教育関係書〜第1‑2

｜国立国会図書館所蔵地図目録（近畿中国地方の

分冊S42.

部,)S47.

早稲田大学図書館和漢図書分類目録法律の部

国立国会図書館所蔵児童図割州録下巻S47.

2大正13年4月一昭和44年3月S47.

国立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会議録'1

吉田文庫神道目録（天理図書館叢書第28輯）

録l948‑l969S47・

S40．

国立国会図書館所蔵貴重書解題第4巻古文

Catalogofforeignbooks&microfilms‑‑‑Vol.

書の部第1S47.

6．Univ・of4"okyo,FacultyofEconomics,

国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録第2

1
9
7
2
．

巻S47.

CatalogueofforeignbooksintheHitotsu‑

｜到立国会図書館蔵書￨言I録第3編第2冊S47．

bashiUniversityLibrary,1971.TheUniv.,

国際地球観測資料室資料目録第lllnl(1971年

1972.

2月‑1972年2月増加受入れ)11本学術会談I卸
(
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出版目録

北隆館S23.

大韓民国出版物総目録1971.大韓民国国立中央

外国航空・宇宙文献UMVol.2‑5,8‑9国立

図書館1972．

国会図書館S38‑45.
農林文献解題農林水産公害編日本農業文庫

出版年鑑1972年出版ニュース社S47.
Britishbooksinprint;thereferencecatalo‑

S47．

gueofcurrentliterature,1971.Vol.1‑2.J.

西条八十著作H録・年譜S47.

Whitaker,1971.

ケーテ文献目録1972京都外国語大学附属図書

Cumulativebookindex;aworldlistofbooks
intheEnglishlanguage,Jan.‑July,1967.H.

館S47.

遼金元人伝記索引京都大学人文科学研究所
S47.

W.Wilson,1967.

DeutscheBibliographic,Jan.‑Juli1971・Tei

東洋学文1獣センター叢刊第15‑16紺東京大学
東洋文化研究室附属東洋学文献センター刊行委

l−2.Buchhandler‑Vereinigung,1971.

員会S47.

E^ceroiiHHKkhhfhCCCP,1969．Tom.1.

東洋学文献類目197()年度京都大学人文科学研

"KHHra",1972.

Subjectguidetobooksinprint,1971.Vol.

、

究所S47.

東洋史研究文献類目昭和9‑16年度人文学会

1−2．R.R・Bowker,1971.

S46.

主題別文献目録・索引
韓国参考図書解題韓国図書協会S46.

元代史研究文献目山根幸夫S46.

中文期刊論文分類索引第捌輯国立台湾大学図

Internationalbibliographyofsociology.Vol.
19,1969．TavistockPublications,1971.

書館S47.

Internationalbibliographyofpoliticalscience.

民報索引F京都大学人文科学研究所S47.

Vol・19,1970.Tavistock,1972.

五経索引本文篇第1‑3巻臨川書店S45.

Internationalbibliographyofeconomics・Vol.

「近代化」論資料集(1I)関西大学経済・政治研

19,1970．Tavistock,1972.

究所S47.

DieFermentesupplement;bibliographic(19

家族問題文献集成一欧文編一京都大学人文科

24‑1938)W.Junk,1939.

学研究所S47.

Bibliographyontheeffectsofionizingradi‑

文献研究日本の労働問題増補版総合労働研

ationsonplants,1896‑1955.Brookhaven

究所S46.

NationalLaboratory,BiologyDept.,1958.

人物文献索引法律，政治編国立国会図書館

KatalogderSammlung"4"rivialliteraturdes

S47．

l9・Jahrhunderts"inderUniv.Bibl・Gicsscn.

法律政治関係外国雑誌論文索引第10号（九州

Univcrsitatsbibliothck,1970.

大学法学部研究室)S47.

BooksonJapaninwesternlanguages.Inter‑

邦文法律雑誌記事索引〜論文・判例評釈〜年

nationalChristianUniv.,Library,1971.

報1971年最高裁判所図書館S47.
法律関係雑誌記事索引第11号昭和45,46年
法務図書館S47.

Bibliothecaindosinica.54"cilein2Banden.

一橋大学経済研究所蔵 Ⅱ狐aHOBOexO3H曲CTB0.

ErhardWeigel(1625‑1699);Materialienzur

GeorgOlms,1972.

1923‑1940 総目次（特殊文献目録シリーズ

ErforschungseinesWirkens.Univcrsitats‑
bibliothck,1970,

No.14)S47.

日本法令索引昭和46年版国立国会図書館調

CnpaBOHHHKHnoHCTOPHH;iOpeBOJIK)UHOHHOH

査及び立法考査局S46.

Pocchh:6H6jiHorpa(bHH."KHHra",1971.
事典・辞書・図鑑・地図

教育索引第59号和文編国立教育研究所附

世界大百科事典1‑33,世界地図，日本地図平

属教育図書館S47.

凡社S47.

地質文献目録1967工業技術院S47.

プリタニカ国際大百科事典第1‑3巻13S・ブ

遺伝学細胞学文献綜説1940‑1946第1巻
(
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原色園芸植物図鑑1−5保育社S38‑42開．

リタニカS47.

学術用語集キリスト教学編丸善S47開．

〆
今 一

原色果実図鑑保育社S37開．

実用法律事典8第一法規出版S47.

原色日本野菜図鑑保育社S39開．

明治官制辞典東京堂出版S44.

原色家畜家禽図鑑保育社S39開．

学習心理学ハンドブック金子書房S45開．

酪農ハンドブック養賢堂S46開．

世界教育事典帝国地方行政学会S47.

最新園芸大辞典1−7誠文堂S43‑46開．

児童学事典光生館S47開．

飼料作物草地ハンドブック養賢堂S39開．

日本民俗事典弘文堂S47開．

日本毛髪図鑑日本毛髪科学協会S41開．

和エス辞典エスペラント研究社S35開．

出版事典出版ニュース社S46開．

日本語発想辞典東京堂出版S47開．

食肉，肉製品ハンドブック朝倉書店S38開．

角川外来語辞典角川書店S47.

日本民謡辞典東京堂出版S47開．

草書大字典講談社S47.

世界山岳百科事典山と渓谷社S46開．

情報処理ハンドブックオーム社S47．

生活綴方事典明治図書出版S42開．

コンピューター百科事典講談社S47開．

歌舞伎作品要覧（一）国立劇場調査養成部芸能調

統計数値表JSA‑1972日本規格協会S47.

査室S47.

単位の辞典新版ラテイスS46.

姓氏家系大辞典第1‑3巻角川書店S47.

静電気ハンドブック地人書館S46開．

角川日本史辞典角川書店S47.

化学英語の活用事典化学同人S46開．

沖縄文化史辞典東京堂出版S47開．

海洋開発事典東洋経済新報社S46開．

中華人民共和国産業精図イワサキ・グローバル・
アソシヱイツS47.

原色化石図鑑保育社S41開．

ブリタニカ国際地図テイビーヱス・ブリタニカ

生物科学事典象すず書房S31開．

日本海洋プランクトン図鑑保育社S41開．

S46．

BoJIbUiaHCOBCTCKaHSHUHKJIOne^HH.3．H3瓜．

日本淡水プランクトン図鑑保育社S39開．

Tom.8."CoBeTCKanSHiiHKJioneAHH",1972.

原色日本植物図鑑保育社S46開．

原色日本高山植物図鑑保育社S34開．

BojibmoHanrjio‑pyccKHHcjiosapb.Tom.1‑2.

原色日本薬用植物図鑑保育社S39開、

"CoBeTCKaaaHiiKKJione^HH",1972.

Grandlaroussedelalanguefrangaise.Tome2.

日本帰化植物図鑑北隆館S47開．
原色日本羊歯植物図鑑保育社S34開．

Larousse,1972.

Tresordelalanguefrangaise;dictionnairede

原色日本藤苔類図鑑保育社S47開．

lalanguedeXIXeetduXXesiecle(1789‑

原色日本菌類図鑑保育社S32開．

戸

続原色n本菌類図鑑保育社840開．

1960).Tom.1.CentreNationaldelaRe‑

動物分類名辞典中山書店S47開．

chercheScientifique,1971.

Encyclopediaofchemicaltechnology.2.rev.

原色世界貝類図鑑1−2保育社S40‑41開．
続原色日本貝類図鑑保育社S36開．

ed.Indextovol．1‑22&supplement.In‑

原色日本蝶類幼虫大図鑑2保育社S37開

tersciencePublishers,1972.

原色日本峨類幼虫図鑑上・下保育社

COBCTCKaHHCTOpHHeCKaH3HUHKJI0neAHH.
Tom.1‑13."CoBexcKaHSHimKJioneAHH",

S40‑44開．

原色熱帯図鑑保育社S3I開．

1961‑1971.

年 鑑

原色日本淡水魚類図鑑保育社S37開．

原色u本鳥類図鑑保育社S31開．

日本都市年鑑昭和46年版自治日報社S47.

原色H本野鳥生態図鑑1保育社S37開．

消費者年鑑1971年版日本消費者協会S46.

1‑1本薬局方ハンドブック南山堂S47開.

貿易年鑑1972日本関税協会S47.

宇宙の辞典ラテイスS47開．

交通年鑑昭和47年版交通協力会S47.

農業機械ﾉ､ンドブツクコロナ社S32開．

日本海事年鑑昭和47年版日本海事新聞社
S46.

原色蕎蔽洋蘭図鑑保育社S31開．
(
2
6
9
）

検・蔭
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気象年鑑1972年￨仮大蔵省印刷局S47.

東京農業大学80周年略史S47．

u>u:l皇染年鑑1972年版u水̲￨皇菜新￨此US47.

HighereducationintheUnitedKingdom.
1972‑74.TheBritishCouncilandTheAs‑

原子力年鑑mm47年版｜｣本原子力産茶会識

sociationofCommonwealthUniversity,

S47.

日本農業年鑑1972年版家の光協会846.

1972．

Listemondiale;universites,autresesablis‑

化学工業年鑑昭和47年版化学工栄ロ報社

sements,d'enseignementsuperieur,organ‑

S47.

音楽年鑑昭和47年度版音楽之友社847.

isationsuniversitaires.1971‑1972.Interna‑

NewZealandofficialyearbook.1971.Dept.

tionalAssociationofUniversities,1971.

ofStatistics,1971.

Ctoro且HhhBbjirapcKaAKa^eMHHnaHay‑

Theworldalmanacandbookoffacts.1972

khtc.M3A‑B0naBbJirapcKaxaAKa^eMHH

ed.NewspaperEnterpriseAssoc,1971.

naHayKHxe,1972.

o

StatistiskarsbokforSverige.1971．Argang58.

UniversitatBern(72‑73).Ruhr‑Universitat

StatistiskaCentralbyran,1971.

Bochum(72‑73).Univ.ofCambridge(73‑

StatistiskarsbokGoteborg.1971.71.argangen.

、

74).4^echnischeUniversitatClausthal(72‑

GoteborgsStadskontor,1972.

73).Eberhard‑Karls‑Universitat4"ubingen
(71‑73).Georg‑August‑UniversitatGot‑

StatisticalhandbookofJapan.1972.Bureau
ofStatistics,OfficeofthePrimeMinister、

tingen(72‑73).HaileSellassieiUniversity

1
9
7
2
．

(71‑73).UniversitatHamburg(72).Univ.

Statisticalyearbook.1386A．H､‑1387A．H､、

ofIowa(72‑74).UniversitatzuKoln(72).

1390A、H.KingdomofSaudiArabia.Min‑

UniversitedeLausanne(72‑73).Univer‑

istryofFinance&NationalEconomy.

箇鵬deLiege(70‑71).Univ.ofNewHamp‑

CentralDept.ofStatistics.1966‑1970.

shire(72‑73).StateUniv.ofNewYorkat
Binghamton(72‑73).RutgersUniv.(State

Statisticalsummary.SaudiArabia.Monetary

Unive.ofNewjersey)(72‑74).Univ.of

Agency，1971．

大学一覧

′l､asmania(72).UtrechtseUniversiteit(72‑

73).UniversitetiUppsala(72).Univ.of

全国学校総覧別冊昭和47年版東京教育〃｜

Warsaw('67).UniversitatZurich(72‑73).

究所S47．

慶応義塾年鑑昭和45年版S47.
︑一一︑．

／︑

︑

／︑

、

一／

一一一一﹃ａ一一一一〃

◇人事往来◇
配置換昭和48年1Hl日付
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