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主要な参考調査資料
No.1,一般書誌出版目録所蔵目録1981.5

附属図書館参考閲覧室(4階)にあってすぐに利用できる参考調査資料の主なものを順次リストアップして
ゆくことにしました。図書館でどのような参考調査が可能かについての案内です。
（附属図書館参考掛）
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奇

出版社・書店・学術記刊行機関の住所録など（参考事務室分i

日本の出版社

全国出版社名籍付：全国共通図書券加盟店その他の関連名簿
1978年版出版ニュース社2,500円

古書店地図帖新版図書新聞社昭和54900円

全国学協会総覧昭和51年版日本学術会議

伊

専門情報機関総覧1979年版専門図書館協議会10,000円約2,000機関収釣

全国試験研究機関名鑑昭和54年版同刊行会国公私立の全ての研究機関
講座・テーマ・刊行物も付記

全国大学職員録国立大編，私立大編大学・部局・学科ごとに職名・学位・氏名・生
年・出身校・専門を記載講座名・個人の住所はなし

"世界の出版社InternationalesVerlagsadressbuch7版1977VerlagDokmenta‑
tion・国別に約3,800社を収録ISBN書店コードからの索引つき

"世界の古書店InternationalDirectoryofAntiquarianBook・InternationalLeague
ofAntiquarianBooksellers編集発行1968

"世界の学術機関"WorldofLearning年刊国別に全国学協会・研究所・図書館及び
その国の大学，スタッフを記載

『

"世界の文献複写機関DirectoryofLibraryReprographicServices/AWorldGuide
1976年版で438機関収録

"雑誌名略語辞典"PoriodicalTitleAbbreviations2版1977年

"英独語略語辞典"Anglo‑americanischeunddeutscheAbktirzungen1976年版3巻
略語としての"A"だけで217語が挙げられている。
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−学内所蔵一

A一般書誌出版目録所蔵目録
AA学内所蔵の調査資料（各部局には各部局図書室所蔵資料のカード目録がある）
I・単行本の所蔵調査資料（次のaとbとで全北大所蔵分となる｡）
a･全学総合目録(附属図書館の建物外にある図書についてのカード目録……(4階の参考閲覧室フロアー）

・教養分館を含め，附属図書館の建物外にあるものを収録カードに所蔵部局名等が表示されている。
・和書の部と洋書の部に分けられ，双方とも昭和35年以前登録分と昭和36年以降分に分割されている。
・著者名順配列である。※著者名配列の見出しになる著者は，利用者が一般的に思う「著者」とは違う

、

ことがある。また，参照カードなどがないので，複眼的に検索して承ることも必要。
・タイム・ラグは1年以上はある。（所蔵部局でカード作成→本館へ送付→本館で全学分ファイル）
b、附属図書館の全て，法学部の全て，文学部と経済学部のうち附属図書館書庫配架分のカード目録
……(3階のフロアー）

1．附属図書館蔵書のカード目録(a=著者ファイルt＝書名c＝分類）
○附属図書館全体のもの

ａｔＣａｔｃ
●●●●●●
和和和洋洋洋

(附:MF,漢籍）

(昭和46年度から）
(附：漢籍）

(附:MF)

●開架参考北方等別置配架先の表示あり○

．北方資料室所蔵の資料のうち，昭和44年度以前のものはこれに
ファイルされていない。

oMFについては別に1リールごとの明細ノートあり。

(昭和44年度から）

○開架閲覧室のもの

、
−

閲覧用目録：和．t/洋．t/語学テープ・t(言語別）
事務用目録：和洋混配。c/和洋混配・参考図書。c/文庫本ファイル

・開架における文庫本（新書を含む）は目録を編成しない。所蔵については上記，文庫本ファイルを
見ること。

o冊子目録：教官指定書目録，昭和年度版。資料目録,LanguageLaboratory,1976。
○参考閲覧室のもの

○北方資料室のもの
北方資料室：

参考図書：和。t/和。c

〃：洋・a/洋。c

図書館学資料：和。t/和。c

a/欧文。t/欧文。c

〃 ：

露文・a/露文。t/欧6露。c

札幌農学校：

〃：洋・a/洋・c

〃 9
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和・a/和。t/和・C

〃 ；

和・a/和。c

洋・a/洋・c

−学内雑誌一

2．法学部蔵書のカード目録(殆んど図書館書庫配架）3．スラブ研究センター蔵書のカード目録
・画一■■一一︒■■↑■■一一■一■■一一一

●●●

雑雑雑
文文文
欧露和

Ｉ
ＣＩ
ｃＩ
ｃ１
．． 文

敵徹荊

ｊ
ａｊ
ａａ

●●●

文文文
欧露和

和・a/和。t和．c

洋・a/洋．t/・洋c(附；露文）

・スラブ研MF目録1953‑1971

5．経済学部(図書館書庫分）

4．文学部蔵書（図書館書庫分）

一Ｃ一Ｃゞ

●●

●●

r

和ｊ
洋
Ｉ
ａａ

和洋

和・a/・和。t/和。c

洋・a/洋・t(欧文,露文/洋．c

漢籍・a/漢籍．t漢籍・四庫分類

I1．雑誌の所蔵調査資料
a・北大がエントリーされている雑誌総合目録

○学術雑誌総合目録人文和文(1973）人文欧文(1980）自然和文(1968）

自然欧文(1979）

○北海道地区所在外国雑誌総合目録1962年版（カード目録によるデータ）
b・北大で作成した雑誌目録(冊子体のもの)｡．…･最新のデータは各部局図書で把握
和

雑 誌

データ

○北海道大学所蔵学術雑誌総合目録（和）昭41

｜洋

雑 誌

データ

○北海道大学所蔵学術雑誌総合目録（欧）昭45

※北大全体だけを対象とした最新のものとして
は上記二点である。

その後の新しいデータや，部局内での配架
先は，学術雑誌総合目録欧文編や下記のもの

r

による。

和文雑誌目録1977

〃附録
○農学部

〃目録

○理学部

〃目録

Ｆ﹃︾戸﹃︺戸﹃︾△如き４緬等一

○工学部

兵﹄○色兵Ｊ一戸０ −４−

和雑誌現行受入誌名

昭昭昭昭昭

○附属図書館

○北大外国雑誌購入リスト（前金分）

毎年

○工学部欧文雑誌目録

昭55

〃目録

昭46

○農学部
○理学部

〃目録
外国雑誌購入リスト

和・洋合冊

○獣医学部

和・洋合冊

昭55

※新聞目録，附属図書館所蔵

昭48

同左

○文学部

インスペクション結果資料

○経済学部

定期刊行物目録
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一

一一４一一ｏＪ

昭46

同左

○獣医学部

−ハョ︾戸﹃一︾

○経済学部逐次刊行物目録

○歯学部

昭昭

○歯学部

昭43

毎年

−文庫目録：北大一

Ill．特殊コレクションなどの冊子体目録（北大分）
1．附属図書館

2．各部局図書室

○内村文庫目録昭30103p

○スラブ研究センター

内村鑑三の旧蔵書一千点余。氏の遺志により昭

和10年に内村祐之氏が寄贈したもの。

総合・増加・欧文・マイクロ・逐刊各目録
○文学部

感想が書かれている氏の日記の日付の表示あり。

雑誌創刊号目録昭431,178点
堀米康三文庫目録昭52旧蔵書93p

○新渡戸文庫目録昭45219p
新渡戸稲造の旧蔵書約2,000点

o経済学部

19世紀末から20世紀初頭にかけて欧米諸国の植

ILO出版物目録1919‑6655p

民地に関する出版物を外く含む纏った集書として

国連資料国連刊行物所蔵目録昭4577p

非常に価値の高いもの(序文）

社史経済団体史目録昭4577p

氏の￨日蔵書の他の一部は東京女子大。またアダ
ムスミス，植民政策関係文献は東大経済学部。

○旧外地関係資料目録北海道大学附属図書館所蔵
昭50514p約3,600点(明治から昭20
旧外地に関して，これほどの集書が現存する図書
館は全国でもそれほど多くない。（序文）

逐次刊行物目録昭46254p

定期刊行物目録昭4533p
わが国の地域間人口移動に関する文献目録
昭48145p

高岡・松岡旧蔵パンフレット目録I,II
o教育学部

大学高等学校沿革史目録昭4134p

○ポリス・スヴァーリンコレクション目録

昭55163pロシア革命運動資料

受入図書目録毎年

○北海道関係地図・図類目録，北大附属図書館所蔵

（北方地域図および日本図等も含む）

○理学部

糠沢記念文庫目録昭31

昭56359p1,000点以上解題付

学術雑誌総合目録欧文篇昭56239p

日本北辺の地図発達の特徴を把握するには充分な
ものと思われる。（序文）

o農学部

雑誌目録欧文昭48和文昭47

○北方関係洋書目録昭4117p

新着図書収報

O北方関係資料目録昭32176p

学科指定図書目録

O北海道大学学位論文目録（旧制）昭46

FAOPublicationsList1948‑1977

○H・レーン文庫目録昭4231p元教養部講師

○参考図書目録和書昭38171p
〃

勺

○工学部

原子力関係文献目録昭39242p

洋書昭3861p

欧文雑誌目録昭55

O図書館学資料目録昭4162p

和文雑誌目録昭52昭56追加

OOECD出版物目録昭4512p
o教養分館参考図書目録一利用のてびき−毎年

○教官指定図書目録毎年(本館・分館）

○医学部

図書目録年刊

○LanguageLaboratory資料目録毎年

○歯学部

○購入外国雑誌リスト

学術雑誌目録昭55

○ビデオ資料目録(教養分館昭56）

○獣医学部

○愉蔭に掲載された文献紹介書ファイル

学術雑誌欧文昭51和文昭51

（二次資料，学部共通，特別図書等）

○水産学部

○文部省特別図書購入費による購入資料リスト

（昭46−昭54分139点の解説）

記念文庫目録：野沢俊次郎，村山佐太郎，

佐々茂雄，佐々木望，藤田経信，大島正満
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令
一

−和書の書誌一

AB和書・和雑誌の書誌・所在および洋雑誌国内所在の調査資料
〔和書一書誌調査〕
日本全国書誌国立国会図書館（国立中央図書館・納本図書館)編

同館に納本された国内発行の全ての図書資料に詳細記述を附し，週刊で速報し，年単位でまとめ，更には
累績版，それらに対する索引を刊行する構想にあるもの。下記のとおり。

○ジャパン･マーク（日本全国書誌の機械可読テープ）昭和56年1月分から，週単位北大なし。
○日本全国書誌：週刊版冊子体では詳細記述のある唯一のものとなる。「納本週報」の改題
附録A小冊子,B逐次刊行物.これらはジャパン･マークには収録されていない。

○日本全国書誌：年間版書名編，著者名編，件名編，分類編，逐次刊行物編の構成となる。

昭和56年版から刊行，小冊体分は収録されない「全日本出版物総目録」の改題となる。

伊

・全日本出版物総目録(年刊）昭和23年版(創刊)から所蔵収録年は2年位づれている。
・官庁刊行物総合目録昭和27年版から35年版，以降は上記に吸収支部図書館の所蔵付記

○日本全国書誌：累積版およそ5年を単位とした累績版を予定(国立国会図書館月報283号参照）
過去の分の調査には帝国図書館及国立国会図書館の蔵書目録(次項参照)など。

国の刊行物解説目録昭和45年4月‑49年3月（国立国会図書館編）
市販図書目録類(市販中在庫目録）

○最新のもの……日本の各書店等の，近刊・出版・在庫目録，案内これらは受入掛が収集し，参考閲覧
室に一定期間保管してある。叢書類の内容細目が詳細
○最近のもの…○日本書籍総目録(年刊）書名編と著者索引編の2巻
○昭和28年版一昭和52年版……日本総合図書目録

○明治44年版一昭和15年版……図書総目録(東京書籍商組合)4版−9版発行年記載なし

○明治前期書目集成(明治文献社全20巻）明治30年頃までの各種書目を復刻し収録したもの
○日本書目大成(汲古書院）全4巻日本国見在書目録（日本最古)以降江戸時代までの主なもの

出版年鑑類(おおむねタイトル表示年の前年に発行した図書・雑誌を収録，名簿や年間統計も掲載）
○最新のもの･…･･出版ニュース（旬刊）出版(文化)関係記事や書評なども掲載

○昭和26年版一最近のもの……出版年鑑（出版ニュース社）分類配列著者・書名索引

○昭和22年版一昭和25年版……日本出版年鑑，出版年鑑北大所蔵なし（昭和24年版相当は不刊行）

伊

○昭和5年版一昭和21年版〔出版年間，書籍年鑑，日本出版年鑑，現代図書総目録〕（東京堂など）
○国書総目録(岩波書店）全9巻明治以前の日本の和漢書の書誌であり全国所在目録
○江戸時代書林出版書籍目録集成
○享保以降大阪出版書籍目録

○徳川時代出版者出版物集覧(矢島玄亮昭52仙台）

○日本古刊書目（吉沢義則昭和8年）奈良時代から文録までの刊本時代順配列，書名索引
地方出版物目録(東村山図書館編出版ニュース社）1979年版
政府刊行物総合目録（全国官報販売協同組合）1981年版

:董繍麓蹴蓋二職圭蝋}難富揖j出版警察資料の復刻(湖北池発禁本関係
○全集総合目録（出版ニュース社，年刊）書店在庫の全集ものの内容細目分類配列，叢書名索引
○全集叢書総覧全訂版(八木書店）明治初年一昭和48年までの全集類のリスト内容細目なし

○全集叢書細目総覧（国立国会図書館編）第1巻：古典編(国初から幕末まで全集叢書を内容細目を記し
て五十音順配列，書名索引編(ある図書が，どの全集に入っているか）続刊計画あり
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−和漢書の所在一

〔和漢書一国内所在調査〕
1．国立国会図書館のほか主として戦前における収書による全般的なもの

国立国会図書館所蔵目録

帝国図書館時代以降，昭和43年まで下記によることができる。

○帝国図書館和漢図書書名目録設立当時から昭和24年まで第1編一第7編(期間区分）
○国立国会図書館蔵書目録昭和23年から昭和33年まで分類別編および書名索引
○

〃
昭和34年から昭和43年まで

〃

○〃児童図書目録設立当時から昭和53年まで

○〃明治期刊行図書目録分類別全5巻及書名索引
上記(帝国……)に収録しなかった小冊子等も含め同期全刊行の7割にあたる12万点を所蔵

、

○国書総目録(岩波書店）全8巻国初から明治までの全て，所蔵付記

○内閣文庫国書分類目録昭和25年まで35,000点○内閣文庫未刊史料細目上・下
○静嘉堂文庫国書分類目録

○内閣文庫明治時代洋装図書分類目録○神戸大図：明治期刊行図書目録昭52
○内閣文庫大正時代刊行図書分類目録○東京大学史料編さん所図書目録

○宮内庁書陵部和漢図書分類目録1.和漢書刊本編2.和漢書写本編
○東北大学和漢書古典分類目録

○東京帝国大学○九州帝国大学図書(書名昭4まで分）

本目録(大正12：震災後→昭和10年）○慶応大学和漢書目録(昭13まで）
増加書名目録第1‑7編(昭和10‑20年分割）○東京文理科大和漢書(昭8まで）

○京都帝国大学和漢書目録(総,理,文,医,それぞれ，○早稲田大学和漢書(分類別20分冊以上）
昭10,12,14,15年まで分）

2．主として戦後収集分

○愛知学院大(→昭49和・洋）

○福井大(→昭27和・洋）

○青山学院(→昭51理工除）

○千葉商大(→昭47和・洋）

○松山商大(→昭30→40）

○大谷大(→昭40）

○一橋経研(→昭36）

○東洋大(→昭47）

○京大人文研(昭14‑25）

3．漢籍所蔵目録を刊行しているところ（分類配列・書名・人名索引が一般的）
※文献：日本における漢籍の蒐集東洋文庫昭36

○漢籍叢書所在目録(東洋学文献センター連絡協議会昭和40年）参加館：東洋文庫，東大東洋文化研
京大人文研，国会図，内閣文庫，静嘉堂文庫，天理図書館

○〔漢籍目録〕東北大学新潟県立図東京大学東洋文化研東京大学東洋学文献センター叢刊
東洋文庫内閣文庫宮内庁書陵部広池記念文庫（モラロジー研）静嘉堂文庫
茨城大学管文庫名古屋市蓬左文庫京都大学人文研大谷大悠然楼文庫天理図書館
大阪府立図関西大泊園文庫神戸大学図神戸市外大九州大学教養分館

神戸市外大中文図書目録神宮文庫大東急記念文庫(貴重書）
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−雑誌の国内所在一

〔雑誌・新聞の書誌・国内所在調査資料〕
1．和雑誌の書誌調査資料(洋雑誌の書誌についてはPl6)

逐次刊行物目録(国立国会図書館）昭49年版納入された雑誌8,379,新聞1,286の誌名等
全国大学研究機関誌要覧(文部省鑑修日本学術振興会編）昭43年版121誌
全国学協会総覧（日本学術会議）昭51年版1,175学協会の名鑑発行誌付記誌名索引あり

F

日本科学技術関係逐次刊行物目録（国会図）1979年版約9,000誌正式な欧文誌名が付記されている
雑誌新聞総かたろぐ（メディア・リサーチ･センター）年刊

現行約11,000点収録。「日本統計年鑑」から「月刊すすぎの」に至るまで18項目にわたるデータ

日本新聞雑誌便覧（日本新聞雑誌調査会）新聞社・雑誌社の名鑑発行紙(誌)付記業界紙多し
全国社内報年鑑（日経連社内報センター）昭38

2．所蔵目録……全国的なもの，総合目録(所蔵館指示）
和 雑

一ｏ−Ｊ

○国立国会図書館所蔵欧文雑誌目録

兵Ｊ・４

自然科学

Ｆ﹃︺戸︻︺Ｆ﹃︺

○学術雑誌総合目録人文社会

刀口刀口刀口
Ⅱ
日Ⅱ

○国立国会図書館所蔵和雑誌目録

○TICST逐刊物目録和・洋(混配）

Ｒ︺○Ｊ↑４ 一↓４ 一
４如玉４釦詮戸﹃ＵＦｎＵ

自然科学

昭昭昭昭

○学術雑誌総合目録人文社会

伊

洋雑誌（国外の所在目録は別項）

誌

○TICST逐刊物目録(同左）
（会議録・ペーパー・レポートも収録）

○全国公共図書館逐次刊行物目録

○仏教関係雑誌所在目録

匡・Ｕ貝一●︾︿Ｕ
血犯式Ｆ﹃︺Ｆ局︺

○薬学図書館雑誌総合目録国内編

昭昭昭

地区別に6分冊

○医学雑誌総合目録和文

昭36‑39

○医学生物学系拠点図書館外国雑誌

昭55

○医学雑誌総合目録欧文

昭51

○同左国外編

○国立国会図書館所蔵新聞目録昭45

○京大法学部明治新聞雑誌文庫・新聞目録1,856紙昭52・雑誌目録6,090誌昭54
● ● ● ● ●

※ほとんどの大学図書館等が個別の雑誌・新聞の所蔵目録を発行している。

これらの最新版は参考事務室に発行機関名順に置いて保管活用している。（リストアップ省略）
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−洋書の書誌一

AC洋書・洋雑誌などの書誌・所在調査資料

洋書の書誌出版状況調査資料

◎個別的ではあるが，最も新らしい詳細な出版情報が得られるのは，出版社の専用カタログである。図書
館にも海外の様々な出版社から直送されてくる。とりわけ出版社の累積目録は書誌調査にも便利であるの
で参考閲覧室フロアーに保存してある。
〔アメリカ・イギリス・オーストラリア・インド……英語〕

アメリカ全国書誌NationalUnionCatalog;NUC:月列版・年間版

勺

言語の如何を問わず全世界の図書を網羅的に収集しようとしているアメリカ議会図書館(LCの詳細な記
述のある印刷カードによる速報。著者名順配配で索引はない。これらは更に米・加の図書館の所蔵データ
も若干加えて5年累積版になり全米総合所在目録を構成する。（所蔵目録の項参照）
アメリカ市販図書目録BooksinPrint:BIP:(年刊)Bowker社
アメリカで発行され現在入手可能なもののリスト。下記PTLAの索引にあたるものとして刊行されたが

より包括的であり書誌・価格等調査にはこちらの方が便利。着者・書名・主題の3編構成
アメリカ出版社出版案内集Publishens'TradeListAnnualPTLA:Bowker社

各出版社が自由な形式で出版情報をのせているもの。参加しない出版社もあり出版年を記してないことが
多いが，内容解説や出版社シリーズの細目を見るのに便利である。
アメリカ市販の全集・叢書目録BooksinSeriesintheU.S､1966‑1975年版

シリーズ名順のもとにシリーズ番号順配列。単冊への著者・書名索引及び叢書件名索引あり。
アメリカ軽装本市販目録PaperboundBooksinPrint1976年基本台帳及びその後の修正補巻
約13万点収録。著者配列・書名配列・販売的向きに考案した分類による配列。
科学技術・医学関係学協会出版物市販目録Sci・Eng.&Med・SOC､PublicationsinPrintl978‑79年版

アメリカ及びカナダ・イギリスの365の上記学協会を名称順に配し，図書・雑誌・非図書ごとに書名順に
リストアップ。住所や支払い方法なども付記してある。

アメリカ出版図書1950‑1970年内累積目録AmericanPublishingRecordCumulative1950‑1970.
DC分類による配列と著者及び書名索引から成る。全15巻約50万点を収録。

イギリス全国図書誌BritishNationalBibliography:BNB:(国立中央館編集）週刊版から受入中

イギリスで発行された全ての図書資料を詳細記述で収録する。(Irelandの政府刊行物などは除外）
DCの詳細分類順に配列し，著者索引・書名索引がつく。

〔所蔵：1951‑1964年間をカバーする各5年間累積版およびそれ以降の年間累積版〕
イギリス市販図書目録BritishBooksinPrint年刊：継続受入中

著者・書名・件名の辞書体配列。米英同時出版でもBIPと価格が違うことがある。
−10−
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−洋書の書誌一
英語図書の世界書誌CumulativeBookIndex:CBI:

世界の英語図書を，著者・書名・件名のいずれからも検索出来るものとして手ごろであるが，年間版の入
荷が遅く4年位の時間差になる。また出版社等のデータに依るため書誌事項が違うこともあるらしい。
〔所蔵：1943年相当から；タイトル表示年が収録対象年〕

米英以外で出版の英語図書市販目録InternationalBooksinPrint1979年版(初版)89カ国網羅
オーストラリア全国書誌AustrglianNationalBibliography(国立中央館編集'61から現誌名,1966年
版から所蔵）

インド市販英語図書目録IndianBooksinPrint1979年版所蔵(著者・書名・件名の全3巻）

F

現在(1977)入手可能な約7万点を収録。インドの出版社(2,000)，住所録，出版統計あり。
※各言語のものを含むインド全国書誌(IndianNationalBibliography)は北大受入なし。
インド英語学術図書出版目録BibliographyofEnglishPublicationsinIndia:BEPI:1977年版

〔その他う

リプリント案内GuidetoReprints1980年版アメリカのGuidetoReprint社編集発行
世界中のリプリント版の簡略記述による著者名順リスト

リプリント目録InternationaleBibliographicderReprints西独のSaun社編集発行
世界中のリプリント版の詳細記述による著者名順リスト書名索引・叢書名索引あり。
マイクロフォーム案内GuidetoMicroformsinPrint1977年版

図書・雑誌・新聞・文書・集書などマイクロ化したものの市販目録。著者主記入配列，マイクロ化した商
品名をタイトルとして配列してあるのもある。

〆

絶版図書の複写サービスBooksonDemand'OutofPrintBooksavailableasReprints.1980年版
15世紀以降に出版され絶版となっている世界中の学術的図書のReprints供給案内

請求記号・複写料金付記93,000タイトルUniversityMicrofilm社

記念論文集書誌1850‑1974年間InternationaleBibliographicderFestschriften,O・Leister箸
記念された個人名または機関名順配列主題索引あり。
世界の地図の市販目録InternationalMapsandAtlasesinPrints1976年版(2版）

地域別，国別に配列。切り図集は索引図つき（地域区分から地図名へ)。海図はなし
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−洋書の書誌一
〔フランス・フランス語・イタリアスペイン系・韓国〕
フランス全国書誌フランス及びベルギー・カナダのフランス語図書資料も含む

※1811年から1971年までBibliographicdelaFrance;Journalgeneral….週刊,年刊)北大なし
・1934年から1971年までBiblio:CataloguedeouvragesenLangeFransaise年間版所蔵
・1972年からLesLivresdeTannic;Biblio.年間累積版のみ受入中
上記2誌を統合したもの。著書・書名・件名の辞書式配列
フランス語図書の世界書誌LeCataloguedeI'^ditionfrancaise(1970年創刊）

1972年版と1976年(5ed.の件名のみ所蔵。著書・書名・件名の3編から成る。

フランス語図書市販図書目録Leslevresdisponibles

著者編と書名編1972(創刊)，1975,1977年版所蔵(以下継続発注中）

勺

イタリア全国書誌Bibliografianazionaleitaliana('58からこの誌名）1964‑68年間の月刊版所蔵
イタリア国立中央館31886‑1957年間受入累積目録所蔵目録の項参照
イタリア市販図書目録CatalogodeiLibriinCommercio1978年版,1979年版所蔵

スペイン語図書市販目録LibrosenventaenHispanoamericayEspa&a1964年版のみ所蔵
韓国全図書誌KoreaNationalBibliography年刊版1969年から所蔵

〔ドイツ・ドイツ語〕

ドイツ全国書誌(調査資料）現在，東西ドイツ双方でドイツ全土及びドイツ語圏を対象とした全国書誌を
様々な頻度で刊行しているが，継続して受入れているのは西独の半年刊ものである。

（西独：週間,半年間,5年間東独：週間,年間,5年間）

ドイツの書誌調査資料(当室備付)を古いものから今の市販目録までならべると以下のとおり。

、

大英博物館所蔵刊本目録(別項参照）

カイザーのドイツ書誌31975‑1910,VollstandigesBucher‑Lexikon.C.G.Kayser全36巻
著者名配列。1950‑1832および1891‑1910年分については件名語索引あり。

ドイツ全国書誌(東独35年累積版)i1911‑1950相当DeutschesBucherverzeichnis(上記を継承）
各年間版とも著者書名編・件名語編から成る。1941‑50年間版は戦前削除された分を再録。

ドイツ全国書誌(西独35年累積版)：1945‑1950,DeutscheBibliographic:Fiintjahr．（上記に重複）
ドイツ全国書誌：半年累積版1954年版から,DeutscheBibliographic;Halbjahres‑Verzeichinis
週刊版の累積。著者書名編と件名語編からなる。
ドイツ市販図書目録VerzeichnisLieferBulher:VLS:1971/1972年版から

東ドイツ入手可能図書目録DDRGesamtKatalog1979年版入手コードつき。
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洋書の所在調査資料……国内
○図書館個別の蔵書目録
1．主として戦前のにおける全般的な収書

○帝国図書館洋書目録(分類別6分冊と増加1）設立から明治37年頃までの分

○国立国会図書館所蔵目録洋書I,II昭和23年‑33年累積以降は新収洋書総合目録(後出）
○東北帝国大学洋書(大正5年まで分と5−12年間増加）

○東京帝国大学洋書第1‑6編(昭和10年‑20年分）○東京大学経済学部所蔵洋書目録
○京都帝国大学洋書：附属図：明治30年一大正2年分法科大学：明治43年一昭和3年分

伊

○大阪帝国大学洋書理学：昭和16,医・工学：昭和17年分まで
○広島文理科大洋書大正14年まで分と大正14‑昭和10年の増加
○九州帝国大学洋書昭和7年までの分と昭和8‑13年の増加分

○早稲田大学洋書目録K明治15年一大正9年まで分,11伏正10年一昭和5‑8年分）
UK昭和58年一昭和13年まで分,IV(昭和13年一昭和31年分）

V(昭和31年一昭和40年分VI(昭40年〜昭50年分）
ロシア語図書K明治15年一昭和40年分）
2．主として戦後における全般的な収書

○国立国会図書館○早稲田大学図書館（前出）

・青儀院大昭5,まで分(理工分館除く）

○京都外国語大

昭49まで分

○北星学園昭42まで分以降増加

○神戸大経営研

昭41まで分

○東洋大学昭47まで分

○一橋経済研

昭35まで分

○愛知学院大(→昭48,和・洋）

○千葉商大(→昭47,和・洋）

○松山商大(→昭30,和・洋）

○東京学芸大(→昭45,和・洋）

○東京商船(→昭48,和・洋）

○長崎造船(→昭31,洋）

○総合目録

今

○学術図書総合目録：欧文篇(文部省編）昭28‑31年現在の全国各大学の所在

動物学・化学・数学・教育学・図書館学・物理学・言語学・地学・人文地理学の各篇
○新収洋書総合目録(年刊）

国会図書館（編集館）を含む全国主要大学図書館等で受入れた洋書の所在目録

初号(昭25‑30)は数年にまたがるデータ。1959年版以降はその年(1959年)に国会図書館に送られた
データ（受入館の目録カード）を収録。
※〔収録について〕

出版年が1968年である洋書が各年版に占める割合は：1968年版(1971.3発行）の14％，1969年版

（1971.2)の45％，1970年版(1972.10）の40％，1971年版(1973.12)の12％，1972年版(1974.11）の
4％である。

つまり出版年が1968であるものの調査では，1971年版までは調べる必要があり，その 情報は1973年

12月に居いたことになる。また，1968年出版年のものは各版総計(推定）してみると全体で約6万タイ

トル収録されている。H.Bryanの調査によれば,1968年に出版された価値ある単行書は全世界で23
万点とされる。従ってその1/4ぐらいは日本のどこかに所蔵していることになる。
−13−

−洋書の国外所在一

洋書の所在調査資料……国外〔入手についての参考〕
○海外発行文献の複写入手方法，板寺図書館界25巻5号

〔総合的なもの〕○国外機関への文献複写申込業務，宇野大学図書館研究12号
アメリカ議会図書館及アメリカ・カナダ各図書館所蔵図書総合目録NationalUnionCatalog:NUC:
○Pre‑1956imprints版約700巻および1958年からの各5年間累積版。1956‑57年相当分は1958‑62
年版に再収録してある。

詳細な記述をしているL,c.の印刷カードを基本にし，それを著者名順に配列し所蔵館を付記。索引は
付いていないが,1979年相当分までの全てに対する包括的な書名索引が刊行されている。全世界の資料を
包括的に収録するものとして，現在これにまさるものはない。

LibraryofCongress(所蔵)主題別目録

、

フィリピンBibliotecaFilipina1903

、

フィリピンAListofBooksonPhilippineIslands1903byPardodeTavera
中国ADescriptiveCatalogofRaneChineseBooksintheLC､I,II1957
米国地図AlistofMapsofAmericainthLC､1921

米国地図TheKohlCollectionMapsrelatingtoAmerica1904

大英博物館所蔵刊本目録BritishMuseum(現英国図書館)CatalogueofPrintedBooks263巻
15世紀から1955年に至るまでの世界的集書の目録。19世紀以前の資料の所蔵はNUCにまさっている。

主として著者名による配列で,人名からの参照が多い。Periodicalの項3巻(出版地順）
○その後の分は，1956‑65十年累積版。1966‑70,1970‑1975五年累積版

○主題索引は1881‑1955年相当までほぼ5年分ずつ刊行('26‑,35.,56‑は北大所蔵なし）
B､M・所蔵初期刊本目録

○フランス1601‑1700,AShortTitleCatalogue(STC)ofFrenchBooksintheB.M・
○スペイン1601‑1700,STCofSpanishandPortogussesintheB.M・
英語初期刊本等（イギリス・アメリカ）所在目録

○MedievalManuscriptsinBritishLibraries2巻,1969byN.R.Ker

Ol475‑1640，STCofBooksprintedinEngland……EnglishBooksprintedAbroad2ed

Ol461‑1700,STCofBooksprintedinEngland……EnglishBooksprintedinotherCountries
Oアバデーン大学16世紀刊本,STCBooksprintedonthecontinentEurope
ドイツ・バイエルンリ.j.l図書館蔵書目録(1558年設立蔵書約400万冊発注中）

フランス国立中央図書館蔵書目録CatalogueGeneraledeslibresImpresdelaBN.
1900年から著者名順に編集時を収録期限として刊行していたが1960年(189巻)からは,1960年までの分
に限った。アルファベットで前の部分で未収録の分と1960年以降のものは，

同上：1960‑1969年間版
イタリア国立中央図書館受入累積目録CatalogoCumulativol886‑1957delBollrinodellepublizioni

italianericevuteperdirittodiStampasdallaBibliotecaNazionaleCentralediFirenze

イタリア全国書誌(月刊:Bolletino……）の累積版簡略記載全41巻
スペイン語図書，カリフォルニア大学所蔵SpainandSpanishAmericaintheUniv・California
‑14‑
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−洋書の国外所在一

〔特定分野の蔵書〕

ハーバード大学法学部国際法関係蔵書目録CatalogofInternationalLawandRelations20巻
〔法学部所蔵図書館書庫〕

ロンドン大学法学研究所蔵書目録CatalogueoftheLibraryoftheInstitutofAdvancedLegal
StudiesofUniv.ofLondon逐刊物が豊富に収録されている。著者名順・件名各3巻

ケンブリッジ大学刑事・犯罪学法研究所蔵書目録LibraryCatalogofRedzinowiczLibrary,Institute

ofCriminology約30,000点収録全6巻

〆

イギリス外務省蔵書目録1926‑1968,CatalogoftheForeignO髄ceLibrary

外交史・国際関係資料約140,000点著者・件名・書名・分類それぞれ2巻づつ
フーバー研究所蔵書目録LibraryCatalogoftheHooverInstitutiononWar……

WesternLangurgeCollections63巻及2nd.Supplement6巻〔スラブ研究センター所蔵〕
ミュンヘン現代史研究所蔵書目録BibliothekdesInstitutsfiirZeitgeschichte
著名6巻件名8巻以上全蔵書うち地域主題もの2巻，人物主題のもの2巻
アムステルダム国際社会史研究所蔵書目録InternationaalInstituutvoorSocialeGeschiednis.

約350,000点辞書付目録ロシア語図書が豊富
ニューヨーク大学アメリカ労働運動史文献TheTaminentInstituteLibraryofN.Y.Univ、4巻
マルクス記念図書館蔵書目録CatalogoftheMarxMemorialLibraryロンドン

社会主義・労働運動に関する資料・パンフレット多数

ハーバートビジネススクール蔵書目録Author‑TitleCatalogoftheBarkerLibraryC経済学部所蔵〕

衿

件名編も含めて32巻クレス文庫も含む(著者主記入カードだけ）

ハーバード大学クレス文庫目録1(to1776)2(1777‑1817）3(1818‑1848）
ロンドン大学ゴールドスミス文庫目録〔経済学部〕IPrintedBooktol800111801‑1850

※上記両文庫の全文献のマイクロ版が北海学園大学図書館にある。
キール世界経済研究所蔵書目録Catalogs……InstitutfiirWeltWirtschaftf経済学部所蔵〕
単一配列の本目録はなく，副出・分出をふんだんにとった編成形式になっている。207巻

アメリカ国立農業図書館蔵書目録1862‑1965,DictionaryCatalogofNAL，73巻
農業経済から動植物，獣医学にわたる世界の文献約1,500,000点雑誌も誌名で収録されている。
アメリカ国立医学図書館蔵書目録1960‑1965,NLMCatalog〔医学部所蔵〕
○NLMCurrentCatalog年刊図書及び単行本〔医学部所蔵〕
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−洋雑誌・書誌・国外所在一

洋雑誌の書誌所在調査資料
〔書誌調査資料〕

ウルリッヒ，世界の現行雑誌総覧Ulrich'sInternationalperiodicalsDirectory毎年新版

約60,000タイトル収録件名配列と誌名索引記載事項：主題発行国使用言語創刊年
刊行頻度価格発行社住所発行部数累積索引の有無収録される索引誌名ISSNなど
ウルリッヒ，不定期逐次刊行物・年鑑総覧内容は上記に同じ巻末にISSN→誌名への索引あり

発行社別逐次刊行物一覧SourcesofSerials1977年(初版）上記二誌と同じBowker社発行
世界181カ国6,300発行元(住所)を国別に配列し発行誌名をリスト化約40,000タイトル

つ

アメリカ・カナダ雑誌名鑑TheStandardperiodicalDirectory1979‑1986(6版）
年2回以上刊行のもの約70,000タイトル。蜘奇刊行物機関紙大学・学会報文，さらに小さな協会の発
行物も収録。us・カナダに関しては上記Bowker社のものにまさる。
DirectoryofBritishAlternativePeriodicals1965‑1974ed・byJohnNoyce

上記年間にイギリスで刊行した少部数誌や，通称誌名で知られている雑誌の書誌・誌歴
〔所在調査資料……国外所在〕

アメリカ・カナダ各図書館雑誌所在目録○UnionListofSerials2ed.15万誌を収録

1950年までのデータ所蔵館は最新誌名のもとに記入｡誌名順配列だが独自の個別的な誌名を持たない
出版物(例:Bulletinof団体名)は，団体名のもとに集められる。

○NewSerialTitles1950‑197028万誌○NewSerialTitles1970‑1975創刊．,修正データ

イギリス各図書館雑誌所在目録BritishUnionCatalogofPeriodicals:BUCAP
1960年までのデータ所蔵館は最古の誌名のもとに記入誌名変遷は順を追って最古誌名（ゴジック）
に導かれる。団体出版物は最古の団体名のもとに一括され，独自のエントリーされているものはゴジック

（そこに所蔵館記入）所蔵館索引に貸出・複写の可否が記されている。

○BUCAPSupplementto1960その後の10年分
○BUCAPNewPeriodicalTitlesl963‑1973（これ以降季期間版，年間版）
世界の科学雑誌総覧WorldListofScientificPeriodicals1900‑1960及び○1960‑1968
イギリス各図書館での所在表示。所蔵する図書館がなくとも出版されたものについては記載があり，
BUCAPと共に書誌調査にも極めて有効である。また標準的な略誌名も付記されている。
BLLD(英国貸出図書館)現行受入雑誌目録CurrentSerialsReceived月刊・年間累積版
C,A・収録対象誌アメリカ･カナダ所在目録ChemicalAbstractsService;SourceIndex・略誌名も表示
科学雑誌カナダ所在目録UnionListofScientificSerialsinCanadianLibraries1979年版2巻

アメリカ国立医学図書館雑誌目録IndextoNLMserialTitles(年刊）件名詩配列〔医学部所蔵〕
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−洋雑誌・国外所在一

科学技術医学雑誌イスラエル所在目録1981,UnionListofSerialsinIsraelLibraries3ed.

人文社会科学雑誌オーストラリア所在目録SerialsinAustrarianLibraries:SocialScienceand
Hamanities.I創立中央館編集以前の加除式台1帳と，近年のマイクロフィッシュ版ともにあり。
東南アジア関係
○SoutheastAsianPeriodicals:AnInternationalUnionList

l9世紀以降東南アジアで発行した雑誌約26,000タイトルの世界主要図書館での所蔵状況1973年現在
○PeriodicalsforSouth‑EastAsianStudies;AUnionCatalogueofHoldingsinBritishand

SelectedEauropenLibraries・South‑EastAsanLibraryGroupM

西ドイツ各図書館ドイツ語逐刊物所在目録GOZS:GesamtvenzeichnisDeutchsprahigerZeitschriften

P

undSerien.全2巻1971年現在その後のものは下記

西ドイツ各図書館逐刊物所在目録・補遣GDZ:GesamtverzeichnisderZeitschriflenundSerien.

上記GDZSおよびGDAS(……外国雑誰･･･…北大なし)への1970‑1980年間の追加修正
西ドイツ各図書館法律関係逐刊物所在目録GRZS:GRechtswissenschaftlicher…Z…S
東ドイツ科学アカデミー所蔵雑誌所在目録BestandverzeichnisdenBibliotekenderDA､W・
中央館の部1970年現在と附1詞機関及び中央館追加の分1975年現在

オランダ各図書館所蔵逐次刊行物所在目録Centralecatalogusvanperiodiekenenseriewerkenin
nedelandsebibliotheken2ed、7巻1977年現在16万誌新聞も含むドイツ語もの多数

フランス各図書館所蔵雑誌所在目録B.N.MCatalogueCollectitdesperiodiquesdudebutdu
XVIIsi6clek1939,……キリル文字は別個の目録(参考室になし）

新 聞

伊
アメリカ・カナダ新聞雑誌名鑑'DOAYERDirectoryofPublications:Newspapers&Magazens
州・都市名配列，頻度刊行，部数，価格付地図・統計あり

アメリカ・カナダの新聞社の図書館案内DirectoryofNewspaperLibrariesSLA$3
各新聞社図舞館の資料，サービス利用案内

イギリスの各図書館にある世界の新聞WorldListofNationalNewspapers:AUnionListof
National.NewspaperinLibrariesintheBritisIsles

l800年以前にI語刊したものは除く。巻末に他の主要な「新聞所蔵目録の苦誌」あり。

全ドイツの各図書館所蔵の新聞所在目録DeutscheZeitungsbestandeinBibliolhekenundArchiven
l700‑1969年間約6,000紙（ドイツ2,000)を発行地配列

朝日，毎日あり，読売なし巻末に新聞書誌
−17−

− 会 議 録 一

会議録の書誌・所在調査資料
〔会談・会議録調査資料の情報〕会議名，会議録書名，細者，鍵語，主催者，｜)'1催地，開催月日など
今後10年間の国際会議予定表AnnualInternationalCongressCalender(14ed).1974‑1985）
日付順配列の部分と開催地別配列の部から成り各種索引がつく。

今後二年間の国際会議予定表WorldofMeetingsアメリカ・カナダの巻とそれ以外の地域の巻。
季刊版のみ受入。データ入手番号順に配列。それに各種索引がつく。
投稿・参加中入期限，出版物の有無，入手方法も記されている。

a
科学技術国際（及イギリス国内）会議予定表ForthcomingInternationalScientificandTechnical
Conferences、季刊本体十補差3回

◎上記二点とも，研究者むきで開催済の分は削除し変更データを加えて最新のものとなる。
国際会議録出版情報

InterDoK:Directoryofpublishedproceedings.創刊1965年相当から所蔵

科学技術医学編

主に単行本として出版された会議録の書誌・販売情報(環境編,人文編は北大なし】

科学技術関係会議録内容目次集ISTEPIndextoScientific&Technical(SCIと同じ会社の発行）

上記のものとは対称的に主として雑誌の会議録特集号を集成したもの。個々の著者，個々の論文の鍵語か

らも検索することが出来て参考業務むきである。1978年(半年累積)から所蔵。
ソ連アカデミーナウカが調査した会議録書誌TrydiiMaterialiNauchichKongressov．｡…・

ほとんどがA､H.CCCP図苔館所蔵のもの。表示年が出版物発行年1962年相当から所蔵

L･C･とNY公共図書館所蔵による当該年間会議録書誌BibliographicGuidetoConferencepublica‑
tions1975年版のみ所蔵

、

〔会議録の所蔵〕−国外

一 F

1840年‑1937年間の国際的学術会議録のアメリカ・カナダ各図書館所在目録InternationalCongresses
andConferencesl840‑1937：AUnionListofthepublicationsavailablein．

BLLD所蔵会議録目録IndextoConferenceproceedingsreceivedBLLD
1964‑1973及1974‑1978年版会議録書名の鍵語検索用配列BLLD請求記号つき

ケンブリッジ大学所蔵科学会議，会議録目録1964‑1972,ScientificConferenceProceedings；Union
CatalogueofScientificLibrariesintheCambridgeUniversity鍵語検索配列
西ドイツ各図書館所蔵，国際会議会議録所在目録GKD;Gesamtverzeichnisderkongress‑schriften

inBibliotheken……1959‑1970年間ドイツの国内会議は含まない。
〔会議録の所蔵〕−国内
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−政府刊行物一

国立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会議録目録
1948‑1969年間及1970‑1976年間版合計約6,000件収録

日本科学技術情報センター(TICST)逐次刊行物所蔵目録1979.6現在）

会議録約3,700種収録(和雑誌4,000，洋雑誌8,000,ペーパー55,000件，レポート240,000件ともに）
大阪阪立大学所蔵欧文会議録目録1967‑1979全分野，約1,700件収録

物理学国際会議録目録一継続会議編‑1980年版(京大基礎物理）223シリーズ・京大所蔵分

政府刊行物，国連,OECD出版物

戸
政府刊行物の書誌調査は①政府刊行物(販売）目録②全国書誌③主題書誌の順に見ることになると思
う。ここでは①について参考閲覧室にあるものを挙げる。

アメリカ政府刊行物出版目録MonthlyCatalogofU.S.GovernmentPublications1971年版から所蔵
販売するものには価格が，寄託図書館（日本；国会図書館)での利用の便宜のためにはItemNo.がつい
ているが，一般には入手不能なものも相当含まれている。2月号に政府定期刊行物一覧あり。

最終号が年間累積索引版。（1900‑1971年間累積版が刊行されているが北大所蔵なし）
アメリカ政府刊行物寄託図書館現行受入目録NationalUnionCatalogofU.S.Govern・Pub・received***

1974年版(第1版)全4巻所蔵号数は寄託図書館開年から推定
イギリス政府刊行物出版目録AnnualCataloguesofBritisho伍cialandparliamentarypublications
Catalogueofgovernmentpublications‑月刊・タイトル変あり一の1/4縮刷りプリントもの

これに対するConsolidatedIndex(5年)の1920‑1970年相当も所蔵
○GuidetoContentstothePublicRecordo缶ceHMSOVol．2,31973

Vol.1→1960Vol.2：1960‑1966各省庁の刊行物誌名・解説・誌略

P

○SerialPublicationsintheBritishParliamentarypapers1900‑1968(ALA1971)
○CheckListofBritishParliamentarypapersintheIrishUniveritypress1,000VolumeSeries

（1801‑1899）1,000巻本(附属図書館書庫6層)への年代および件名からの検索トゥール
※文献：イギリス議会資料利用の手引，石倉大学図書館研究18号

LCとNY公共図書館当該年受入各国政府刊行物BibliographicGuidetoGovernmentPublications
1975,LCマークテープと，この種の収集にかけて第一級のNYPLの研究図書館のデータからなる請求
記号（この種のBibliographicGuideto……シリーズの一つ）
国際連盟・国際連合刊行物所蔵目録：国立国会図書館全3巻昭46‑48年

1．国際連盟・国際連合刊行物II.およびIll．専門機関刊行物

◎北大には1965年から国連寄託図書館が設けられ(参考閲覧室内)，事務局の全出版物，および，国際司
法裁判所とILOの多くの配布資料を有している。

◎OECDの全刊行物も参考閲覧室内に受入所蔵している。
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−レポート・学位論文一

アメリカ（政府)の技術リポート

GRA&.I:GovernmentRepersAnnouncements&.Index(NTIS)
米国政府が他機関と契約して行った研究成果(PB番号)及び国防省の研究報告(AD番号）のうち公開す
るものを抄録をつけて半月刊で刊行しているもの。1971年から所蔵

検索に便利な年間累積索引は，1976年版‑1979年版所蔵(工学部には1968年版‑1975年版がある）
これらリポートのうち年間20,000点以上を国会図書館で入手している。
。PB番号やAD番号が判っていれば下記の二つで国会図書館の所蔵を確めコピーを入手できる。

PBリポート所蔵目録(全5巻,No.1‑20000Oうち所蔵分),ADリポート所蔵目録(全5巻,No.1‑800000）

海外科学技術資料月報集積版(1971から年刊，PB195274‑，AD713842及び追加若干）
これはGRAのうに入手分の月刊速報及び年刊版で，分野別に抄録も出力してある。

・引用文献等には必ずしもPB,AD番号を記していないで研究実施機関の番号だけのことも多い。
各機関でどのような略記号一番号づけをしているか，それとPB･AD番号との対応を調べるには

PB‑ADリポート対照索引（国立国会図書館)1966年まで,1971年までの2冊による（これはCorrela‑

、
、

tionIndexVol､1−17を継ぐもので，現誌名GRAの18巻,1952年以降のものを対象としている)。
例:MIT‑62‑TR‑40はPB又はADの何番として発表されたかを調べる。

その他速報的なものなど

海外科学技術資料月報(国立国会図書館）創刊(技術文献ニュース）昭和36年から所蔵
外国航空宇宙文献目録(同上）10巻(1970)から所蔵（米AIAA,NASA.英:ARC.仏:ONEPA
外国原子力機関資料月報(同上）4巻昭和32年から所蔵

日本科学技術情報センター逐次刊行物所蔵目録(前出……会議録の項）
その他の国のリポート類のまとまった書誌は所蔵していないが，全図書誌（たとえばソ連では,E､K､，一ソ

連全図書誌−，A,H・の出版目録）や主題別索引抄録誌（たとえばPed)epaTHBHBi曲》KypHa皿一北大図は
BMOnOTHA1968から所嗣を見ることになる。

学位論文
アメリカ中心に1861年以降のもの＄ComprehensiveDissertationlndexl861‑1972年累積版 73−'77
の5年間累積版，および年間版カナダやヨーロッパの分も含む。複写物入手コード付き
アメリカ:AmericanDoctoralDissertation年間版だけ1976‑,77年版から所蔵，複写物等入手出
来ないものも全て収録。巻頭に大学別サービス提供表あり

、
ー

学位論文抄録:DissertationAbstractInternational15巻1950年から所蔵。1969年からA:人文科
学,B:自然科学に分かれ,1976年からC:ヨーロッパ編が加った°原文コピー入手可能なものだけ
イギリス:IndextoTheses1950年‑1973年相当

オーストラリア:UnionListofHigherDegreethesesinAustralianUniv・Lib･to1965
インド:AbibliographyofDoctoralDissertationAccepted……1857‑197O
ドイツ:JahresverzeichnisderDeutschenHochulschriften、1885‑1966年相当

フランス：CataloguesdesthもsesdeDoctorall884‑1973年相当から所蔵

ベルギー:RepertoiredesThesesdeDoctorat1973年相当から所蔵

日本：日本博士録（￨日制度分明治21年一昭和32年。新年度分昭和33年→）
日本博士学位論文索引(新制度からのもの。農学・水産・獣医編工学編人文社会科学編）

○○大学博士論文内容の要旨および審査の結果の要旨(北大・東大・京大・九大などの分所劇
※外国の大学から北大附属図書館に寄贈された学位論文の主として人文・社会科学分野のものは一般洋書同様
に分類番号等を付けて書庫にある。
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−ソ連・ロシア語資料一

ソ連・ロシア語資料の書誌所在調査資料
文献：ソビエト史研究入門
〔図書〕

ソ連の近刊予定図書案内Novyeknigi1956年創刊週刊A､H・の出版物は含まない．
ソ連全国書誌：週刊版KHmKHaH狐eTonHCb本版は一般的な図書補版には官庁出版物や学位論文を
も選択的に収録してある。季刊と

：年間版EaceroaHHKKHHrnCCCP1935創刊上記の年間累積版だが，記述を簡略化
してあり，不定期刊行物や学位論文は収録しない。

戸

1911‑22,,25‑,29,,35,,41−'48相当(不刊の時期あり）及び1959年以降所蔵
ソ連科学アカデミー出版物目録KaxajiorkhhtH3AaTejibCTBaA.H・CCCP

1945‑1962年間主題別配列著者名索引あり

1960年からのものEH6jiHorpa<i)HHmauuikA.H.CCCP(1965年創刊）機関別逐刊リスト付
ポーランド書誌→1881年BibligraficPolska33巻十補巻6巻
〔雑誌〕

1901‑1916年間BiibjiHorpadwanepHOflHqecKHxHa^aHHftpocchh(レニグラード図書館）
ロシア国内の雑誌・新聞・年鑑の書誌

1917‑1949年間nepHO皿qecKaaHenaTbCCCP全10分別分野別
1950年以降JleTormcbnepHO皿唖eCKHXHSiiaHHHCCCP季刊版と5年間累積版
55−，60，，61−，65，，66−，70参考室所蔵

○支払い手続等の関係上，参考掛では，ソ連以外の所蔵に依ることにしている。主に使うのは……

P

国外：（図書）・英国図書館:B.M・刊本目録・米国議会図書館:NationalUnionCatalog.
L､c.ではキリル文字だけの所蔵目録又，受入目録(刊行中止）も発行している。
・フランス国立図書館目録・フーバー研究所目録（スラブ研所蔵）
・アムステルダム国際社会史研究所目録

（雑誌）・HalfaCenturyofSovietSeriesl917‑1968bySmits・ソ連内2巻
●

〃

1917‑1968byM・Schatoffソ連外発行4巻

・P6riodiquesSlavesenCanacteresCyrilliques．B.N、フランスでのロシア語誌所在
・その他，アメリカ・イギリス・などの全国的雑誌総合目録(後出）

日本：北大スラブ研究センター（総合，増加，欧文，定期刊行物，マイクロフイルムの各目録）
早大洋書目録ロシア語編1882‑1965

東大ロシアソビエト関係図書露文編

神戸市外大ロシア語図書(昭494,000冊）揺磨楢吉旧蔵書目録（国会図昭3564p)
札幌大学蔵書目録・増加目録（とくに文学書多い｡）

※北大スラブ研究センターには1,000点以上のロシア語図書関係の参考調査資料を有している。
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−和書のコレクションー

特殊コレクション，文庫目録
○内容の解説などについては下記の文献を参照のこと（いずれも参考閲覧室蔵）
全国大学図書館要覧（日本学術振興会）1980年版
全国国立大学所蔵貴重図書目録(広島大昭48年）

全国特殊コレクション要覧(改訂版）国会図昭52217p22912コレクション

全国図書館案内上下書誌研究懇話会編三一書房昭和49年

AD−1和書を中心とした学術図書等のコレクション目録（……"目録 の句は略す）
（文庫名，所蔵・目録発行大学，発行年，収録点等）

つ

1．文学・語学・哲学・宗教・教育・芸術・総記

○天理図書館辞書目録：和漢1−3○慶応大・和漢書善本解類(昭33268点）
○古義堂文庫(天理昭3和漢古刊書上下369p)○東洋文庫国書分類目録(昭48343p)
○宮城教育大和漢書古書古典(昭50877点）○東北大和漢書古典分類：和書編(3巻）
○佐野泰蔵(新潟大昭49文学･儒学24,000冊）○狩野享吉(東北大大3旧蔵書）
○綿屋文庫連歌俳階(天理昭29465p)○若月紫蘭（山口大昭36近世文芸723冊）
○連歌俳階書(東大図昭475,000点）○荻野文庫(九帝大昭7文学・歴史217p

○岩崎美隆・五弓雪窓(関西大昭51国漢46p○碩水楠本(九帝大昭9漢学96p)
○生田耕一・頴原退蔵(関西大昭38国文214p○府生太賀吉(九大昭26日本文化72p

○頴原退蔵(京大文昭346,000冊）○森繁夫(大阪市大昭54近世伝記13点）

○黒川真頼(実践女子昭42物語随筆300点）○黒川家（ノートルダム大和歌1,000点）
○神原甚造(香川大昭39文学社会一般4,700点）○丹羽安喜子(関西大昭40短歌141p)
○徳富蘇峰(同志社昭30旧蔵書等和洋46,56p)○荒木和‑(同志社江戸明治期辞書264点）
○夏目激石(東北大昭46旧蔵書3,000冊）○近代文学(山梨大昭43106p)
○諸岡三郎(東外大昭53中国文学297p○新村出（大阪市大昭53旧蔵書7,529冊）
○国文学研究資料館マイクロ目録('76.,78.,79）

○門脇清(山梨英和昭49聖書1X4P

○田辺元：和書（群馬大昭43146p)

○禅籍目録(駒沢大昭3内容は書誌909p

○植田寿蔵(京大文昭34美学和洋1,592冊）

○道元文庫(福井大昭41185冊）

○須田国太郎：和書(京大文昭46美学2,356冊）

○吉田文庫神道書(天理昭40340p)

○国立教育研究所蔵書目録：和書

○北海道教育大所蔵教科書(現行検定前658点）

｡明治以降教科書総合目録：小学校(島居著昭42）

○望月軍四郎(東学大昭師範教育388p

。明治以降教育文献総合目録（国立教育研昭25）
○浄瑠璃本(早大演劇博物館昭43）

○能楽研究所蔵書(法政大昭29まで116p)

○田辺・古田コレクション（東海大レコードテープ）
○音盤目録1‑1I(国立文化財研全3巻）

○早大視聴覚資料目録1−2

○高橋泰四郎（図書館大昭53図書館学）

○千葉大参考図書（昭47280p

○北大参考図書目録（昭38和・洋2分冊）

○東京都立中央図書館：書誌目録(昭50419p

○北大図書館学資料(昭3162p和・洋）

○龍谷大学参考図書(昭54）

○参考図書選択目録（国大図協．名大編昭43）

○中央大参考図書：和文（昭48261p)
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−和書のコレフションー

2．歴史・社会・労働・経済・生業・統計
○史料館所蔵史料目録(昭27→）

○武藤長蔵(長崎大昭48長崎学10,000冊）

○近世庶民史料（岡山大全3巻）

○杉本直治郎(広島大昭50東洋学和洋2,200点）

○地方史目録東大経済所蔵昭443,000点）

○石浜純太郎(大阪外大昭52東洋学200,000点）

○柳田国男（成城大昭42222p)

○佐藤安之助（拓植大満州和洋57,64p)

○堀一郎(成城大昭52民俗学135p

○早大社研東：南アジア中国朝鮮資料(昭48,50）

○大江スミ（東京家政昭48江戸期家政667p)

○東洋文庫朝鮮本

○アジア経済研朝鮮資料(昭24‑525,000冊）

○国会図朝鮮関係資料：日本文(昭312,000点）

○大原社研：戦前分和書（法政大105p

戸

○大原社研：和漢書（大阪府立図昭44570p)

○近代中国関係図書：日本文(東洋文庫昭48343p

○森戸辰男（広島大昭48,54106,22p)

○韓国学文献(筑波大昭5662p)

○内田護文(三康図昭49社会一般）

○東洋文庫地方志目録(支・満・台昭10237p)

○竹早文庫(東学大昭42社会一般240p)

○旧植民地関係機関刊行物総合目録（アジ研他5冊）

○吉野文庫(東大明治新聞タイプ刷3冊）

○日本旧外地関係統計資料目録)国会図蔵昭39）

○賀川豊彦（明治学院昭3811,000点）

○北大所蔵旧外地関係資料(昭50514p)

○キリスト教社会問題研蔵書(同志社昭427,000冊）

○アジア経済研蔵書目録(1959‑68（全3巻）

○協洞会文庫(法政大昭52労働554p)

○近代日本関係：和書1‑1I(東洋文庫昭31‑38）
○日本占領文献目録（日学帳昭47解説･所蔵349p

○早川三代治(樽商大昭50経済和洋9,000冊）○金原賢之助（慶応昭37経済和洋9,000冊）

○河上肇(京大経昭53和洋2,722冊）○明治文献目録一経済学とその周辺(東大経昭44）
○小野武夫（鹿児島大昭37日本経済史239p)○平井泰太郎(神戸商大昭52経営8,000冊）
○原田繊維(早大昭50紡績産業79p)○古林喜楽(広島修道大昭52経営2,500冊）
○関西大蔵書目録：経済・産業編（昭41まで分）○福島大経済学部蔵書：社・工・産（昭50まで）
○明治以降都道府県統計総合目録(国会図他昭31）○都道府県統計書(京大経所蔵昭40292p)
○府県勧業年報所在目録(一括昭41国会図他）○一橋大統計資料目録(昭35−384冊）

○日本経済統計資料総合目録(経済資料協議会編）○小樽商大日本統計資料(昭48271p)
I農村業II鉱工業．エネルギーIllO総理府統計局蔵書目録(昭43まで以降増加）

倭

○社史．団体史の目録：一橋大産研（昭42所蔵及未所蔵分ふくめ1,000社）北大経（昭4566p)
東大経(昭39）同志社（昭38）法政大・大原社研(昭37）日比谷・団体史（昭534,000点）

3．法学・政治学
○最高裁図書館蔵書：法律和書(昭50まで以降増加目）
○内閣法制局蔵書：和書（昭53まで以降は増加目録）

○保積文庫(都立大昭39民法2,300冊）
○小早川欣吾(京大法昭532,455冊）

○労働省図書館蔵書：和書(昭48‑5Oごろまで以降増）

○関西大蔵書：政治．法律(昭47まで）

○議会政治文献目録(国会図昭35和・洋356p)

○憲政資料目録（同会図1−9関係個人文書）

4．自然科学

○農業総合研究所図書目録（昭6→）○気象庁図書館蔵書目録：和書（昭52まで分）
○古医学書(東大図昭501,000点）○気象文庫(広島大昭37126p)

○富士川瀞(京都帝大昭17古医学159p)○小倉金之助（早大和漢数学昭32和分目録特2

○日本数学史に関する文献所在目録I‑II昭39萩野著○佐久間文庫（山形大昭42和算史1,300冊）
○国会図：地図目録上・下（昭49,51）○住田生一（神戸図昭43海事・地誌6,500点）
○国会図：地図目録海図の部(上,下昭51,53）○国会図：本草関係図書目録(昭51）
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−洋書のコレクションー

AD−2洋書を中心とした学術図書等のコレクション目録
1．文学・哲学・宗教・教育・芸術・総記
○チェンパレン（愛知学芸昭36文学88p

○海老池俊治（一橋大昭52英文学洋和2,300冊）

○細江逸記(関西大昭39英語・文法1,800冊）
○大賀毒吉：旭江文庫(京帝大ダレテ3,000冊）

○佐藤清(関西大昭52英文学洋和5,600冊）
○清水光(京大文昭36英文学703点）

○佐藤晃一(一橋大昭50独文学148p

○シェクスピア集書(早大昭41）

○小場瀬卓三（一橋大昭55仏文学1,677冊）

○安藤勝一郎(京都女子大昭50世紀未文学1,603点）

○H・レーン文庫(北大昭42英語31p)

○徳富蘇峰（同志社昭48旧蔵書他洋書36p
○スピノザ(群馬大昭38）

○田辺元(群馬大昭40旧蔵書2,780冊）

○ザーリー（同志社昭53伝道史1,100冊）

○田辺元(京大文昭39旧蔵書1,412冊）

○植村正久記念佐波亘（東京女キリスト教94p

○九鬼周造（甲南大昭51旧蔵書7,000点）

○インドパキスタン宗教文献(東外大昭481,000点）

○内村鑑三（北大昭30旧蔵書 '000上）

○SpecialBooksonChristia:MissonI,II

○須田国太郎(京大文昭46美学1795点）

（天理図書館昭9，302巻）

○ナトルプ(成城高昭13哲学・教育203p)
○ユメニウス（東教大昭36チエコ教育家27p)
○北海道教育大蔵書：洋書．教育（昭42まで）

○東京学芸大蔵書(昭48まで和・洋）

、

○関西学院蔵書：宗教洋書(昭52まで）
○成瀬仁蔵（日本女子大昭54女子教育2,000冊）
○京大教育：教育課程文庫（昭46洋和10,000点）

○ヴント（東北大昭35心理学16,000冊）

○名古屋大学参考図書：洋書（昭49）

○逐刊欧文二次資料総合目録（国大図協昭47）

○中央大参考図書：欧文第1（昭50）

2．歴史・社会・労働・経済・生業・統計

○梅原末治(東北大昭48考古学2,200冊）○柴田文庫（北野大吉)(関学昭47オーエン）
○栗野瀬之祐(関学昭49ギリ，ロマ史1,300点）○三浦新七(一橋大昭35社会文化史499p

○堀米庸三(北大昭53中世史和洋93p)ONipponalia(京都外大昭47,55外国の日本研究）
○イギリス近代史特殊文献目録（名大経調査と資料○日本関係欧文図書(東洋文庫蔵大6−昭31152p)
No.32)○日本関係欧文図書（国会図蔵昭23‑50）
○アメリカ研究資料センター目録（東大昭55,56○洋学資料図書(早大昭43蘭学2,500点のうち）
141p○江戸幕府旧蔵蘭書総合目録（日蘭学会編昭55)

○アメリカ研究所目録（同志社昭52376p)○北方関係洋書目書(北大昭3117p)
○内閣文庫洋書目録：英書(2冊約20,000点）○満ﾘ'I'l．蒙古欧文図書(東洋文庫昭39304p)
○フランス社会思想史(樽商大昭414,500点）○常楽寺西蔵(名大文昭54チベット）
○フランス革命資料(樽商大昭53増加目録1,190点）○スタイン蒐集チベット語文献解題(東洋文庫）
○内閣文庫洋書目録：仏書(約4,000点）

○東南アジア関係資料総合目録（アジ研他所在5巻）

○フランス語図書(京都外大昭5315，000冊）

○東南アジア関係欧文図書（東洋文庫昭33287p)

○コルデイエ（慶応新道文庫仏東洋学122p

○アジア地域総合文献(文部省昭34‑37）
○アジア経済研究所蔵書(1959‑68全3巻）
○北大スラブ研(総合・増加・欧文・各目録）○アジアアフリカ地域特定研究文献(文部省昭41）

○東大ロシアソビエト関係図書(欧1,049p露243p)○アジアアフリカ図書(神戸大経研昭4081p)
○早大洋書：ロシア語編(1882‑1965収集分)OAFRICANA(天理昭34アプリ力関係洋書3200点）
○神戸市外大ロシア語図書(昭494,000冊)OCatalogofBooks(天理昭38オリエント4,500点）
○八杉点利（東外大昭4872p)○アラビア語文献及関係書誌(東洋文庫昭49124p]
○ズパーリン（北大昭55163p)○トルコ語・オスマン語文献(東洋文庫昭49148p)
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、
ー

−洋書のコレクションー

○大原社研：戦前洋書（法政大）

○新渡戸稲造(北大昭45旧蔵書2,200点）

。大原社研：洋書（大阪府立天王寺昭43 全4冊）

○新渡戸稲造(東京女子昭15旧蔵書72p

○左右田喜一郎（一橋大昭17社会哲学

616p)

○外池五郎三郎(一橋大昭25協同組合336p)

○ゾンバルト（大阪市大昭41社会経済

13冊）

○新島裏（同志社昭33旧蔵書1,059点）

○森戸辰男（広島大）

戸

○赤松智城(山口大昭29宗教・社会学2,000点）

○シエール（樽商大昭37西洋経済史1,269点）

○メンガー（一橋大大15経済366p)

○シユンペーター（一橋大昭36経済3,500冊）

○フランプリン文庫(一橋大昭363,500冊）

○ビユッヒヤー（京大経昭45経済11,466冊）

○パッツエルト（立教大昭461,134冊）

○上野精一(京大経経済・新聞全6冊）

○A．スミス文献(東大経昭26）

○卿翁：小松芳喬(早大昭51経済史2,000冊）

○東大経済学部所蔵洋書目録10巻

○久保田明光（早大昭52経済史）

※文献：「全国経済学書コレクション（洋書)｣，

○高橋亀吉(拓植大昭43経済）

細谷新治

経済セミナー

昭55年1月号

3．法学・政治学
○E・ゼフケル（東北大昭10教会法，独法）

○O・フオンケルケ（一橋大昭6306p

○E・チールマン（東北大昭11国際私法）

○A.V、トウール（京大法昭51独民法106p)

○F・シュタイン（東北大昭11独訴訟法）

○F・ターナー（京大法昭51教会法145p

○L・ローゼンベルグ（大阪市大独訴訟法5,000冊）

○J・ハチエツク（京大法昭38英公法117p

○テイーメ（北大法昭54ドイツ法制史5,000点）

○慶演文庫洋書（都立大昭38法哲学1,000冊）

○大沢章(一橋大昭52国際法・法哲82p

○加波伊文庫（天理昭刑事・社会（2,545冊）

○国会図：政治法律洋書目録1−3（昭35）

○外国法令集総合目録（最高裁・国会他昭31‑32）

○最高裁図：洋書法律図書(昭48まで以降増加）

○外国法令判例集目録(東大外国法センター昭41）

○早大比較法研究所洋書目録(昭53まで5,000冊）

○労働省国書館：和書（昭50324p)

4．貴重図書・善本目録

P

○一橋大学貴重図書室洋（昭512349点）

○東京経済大学貴重図書(昭551，200点）

○一橋大学近代ヨーロッパ貴重図書(昭55869冊）

○天理図書館稀書目録洋書1−2(昭16,26）

○国会図書館：貴重図書解題1−12

○天理図書館善本写真集1−50

○全国国立大学貴重図書目録（広島大昭48）

○武藤長蔵：洋書稀観書(長崎大昭47長崎学）

5．自然科学
○田中啓爾：洋書（立正大昭55地理144p)

○L，モーガン（九州芸工大昭54建築126p)

○国土地理院：洋書（昭54まで）

○気象庁図書館蔵書：洋書（昭52まで）

○ケッチンケン医学古典文庫(倉敷労働科学研究所

○農業総合研究所：洋書及露文（昭29‑42）

昭522巻）

○原子力関係文献(北大工学部昭36212p)
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−全国共同利用大型コレクションー

AD‑3全国共同利用大型コレクション○印は目録，リスト等が参考事務室にあるもの。
コレクション（昭和53年‑54年度）

大学名
北海道

○ポリスス・ヴァーリン（ロシア革命）

コレクション（昭和55年度一）
○英国初期文芸誌コレクション

英外務省外交記録ロシアソ連関係文書

○18世紀ロシア研究叢書

○英独仏語によるソ連東欧研究書

○ドイツ法制史・実定法(ティーメ教授旧闘
小樽商科
弘 前

○フランス革命期刊行文書及研究書
経済学古典コレクション

○初期英語文献協会出版物
東 北

ハンサード英国議会討論報告

、

米国政府刊行物・議会議事録

ー

米国判例体系

形島

山福

英語古書集成

上杉文書(M､F､）
19‑20世紀ロシアソピエト・研究

筑 波

○心理学・精神病学コレクション

○キリシタン関係文献(ベツリン集書）
埼 玉

ドイツ帝国統計書
現代政治学基本文献集

千 葉

ドイツ議会議事録及議会資料
イギリス知的体験

東

京

アザラン誌コレクション

アラブ文化・アラブ研究コレクション

オーストラリア総合法令・判例(連邦・州）
インドネシア関係文献コレクション
英国政府刊行物
民国時代公文書資料

、

舌耕文芸関係資料
東京外語

一

アラビア現代史料
ブラジルコレクション

東京学芸

ドイツ教育学コレクション

水術船産歯橋立潟山

お東東東東一横新富

の芸商水医国
茶京京京京浜

英国教育学文献集成
女性の歴史コレクション
音楽学学位論文集

キャラパンマリタイムプックス集書
チャレンジャー号探検記
ルーヴイエール文庫(19‑20世紀仏解剖学者）
フラン経済コレクション

中国方誌叢書
欧州各国公式経済統計資料

○承政院日記(李朝時代宮廷の記録）
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−全国共同利用大型コレクションー
金 沢

フランス法律判例コレクション

静 岡

○国際連盟関係コレクション

名古屋

フランス官報及議事録
ハンサード英国両院本会議録

インド立法関係資料
ホップスを中心とする英国経済史原典
愛知教育
京 都

コロンビア大学教育学叢書
アイルランド大学出版書英国議会資料

フランス国民議会議事録(昭53,54）
ドイツ帝国議会議事録

国立中央図書館(台湾)漢籍善本(昭53‑4）

P

イタリア史誌
京都教育

○ERICDocuments

滋 賀

oアメリカ産業会議刊行物

大 賑

米国政府所蔵日本国政文書

中国方誌叢書
ユダヤ研究コレクション
大阪外語

奈良教育

北欧歴史と民間伝承コレクション

○アメリカ主要大学教員養成関係学位論文

神 戸

ロシア・ソ連出版日本関係文献
合衆国議会公聴会記録

神戸商剛

近世の廻漕史料(東北編）

鳥 剛

四部分類

岡 ロ

ドイツ帝国統計書
ドイツ歴史史料集成

広 屋

○ハンサード(英国議会資料）
○米国国勢調査報告(Non‑decennial)
○フーバー研究所蔵書目録
○パリ現代史研究所蔵雑誌記事索引

P

○現代史研究所蔵書目録(Stuffgant)
山 口

四庫全書珍本

香 川

NY証券取引所上場会社年次営業報告書

愛 媛

大日本古文書正倉院編年文書

福岡教育

英国教育史研究資料

九 州

シャルル･ベラ教授旧蔵書

ドイツ連邦議会(戦後分)議事録
米国判例体系
欧州各国公式経済統計資料
石崎文庫蔵本
九ﾘ*工芸

○ロイド･モーガン建築学関係コレクション

長 崎

キーフオーバー委員会(管理価格)記録
1973‑77年米連邦取引委員会(石油独占）

熊 本

○国会図所蔵旧幕府引継書マイクロ

鹿児島

シポガ学術探検報告書

1933年米上院銀行通貨委員会記録

1938年米全国経済調査委員会報告(経済集中）
英国議会報告書(1,000巻）1801‑1899年
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−郷土資料・文書等一

AD−4郷土資料・文書等のコレクション（……"目録，，の句は略す）
○文献：地方史文献総合目録戦前・戦後・索引の全3巻（阿津坂村太郎編昭45‑50）
日本地方史誌目録総覧昭46142p府県別

近世庶民史料所在目録全3巻（日本学術振興会昭27‑30）
全国特殊コレクション要覧改訂版国会図書館昭52）
畏立図書館・公共図書館等が所眉
挙行）の志の
覗聡合目録（コヒ教大酷

宮 演 の 分 ｜ ヤ 首 困

詞文庫昭44屯田兵・社会農倣

初目録（。に教大貼

、

言歪県｜郷十管料篇I（昭34)．I（昭39

ー

写森県労働文庫篇1（昭49）11（新収図書目録
蕊文?庫（昭47）能田‑立.庫（昭46

弊題目録津軽史官省指令留・官省願伺底

電谷文書北村文書多門院文書五家文書
．市立図書館図書分類目録

。藩南部家資料（昭
百千跨亀｜掴H=管料目録1．2（昭4C

宮城県｜［蔵書目録］10巻昭37−46年頃i乞0

言城県黒川郡大和町

鳥屋古窯吐出土品（扉

恒・舟一ロノリ洲

合領内交通史関係資料目録（貼
台市民図書館郷士管料1．2（旺

ご城県仙台市原町小田院

｡■厚

痔雨庵立.庫（昭45）安藤和風旧周
痢池文庫．秋林

又.庫．出口

文庫（昭4t

須山三太郎文庫（昭34）郷土関係資嗣

沼30‑32）旧藩主旧肩
好野立.庫．岡立.庫（昭
コホ寸立.庫（酷

又集協議会秋田県歴窮管料4（昭4

垣市栗盛記念図書館真崎文庫雁
暑

［蔵書目録］9巻昭4

項i乞の今十｜古文書近‑世題炉

郎十管料目録1．2（昭4

XI書館郷士管料目録(昭38和年3月現茅

郷士管添卜蔵書目録増加目録昭3C

左藤文庫昭4o佐藤伝吉収隼

野崎文庫昭54小野崎正明収集（法桂
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−郷士資料・文書等一

埼玉県

郷土資料総合目録(昭36現在）
川越市立図書館郷土資料目録第4版昭43

根岸家文書昭42
町田家文書1−4昭40−41
平山家文書昭43

諸井家文書昭44

浦和市教育委員会会田家文書昭42

東京都

中央(前日比谷）図書館

成内家文書：八王子(早大昭48）
中御門家文書(早大昭41）

〔蔵書目録〕分類別5年分ずつ
加賀文庫昭36「洗雲亭文庫」目録

P

谷秦山，谷千城家文書（立教大昭50）

市村文庫昭38市村墳次郎旧蔵

明福寺(江戸川）旧蔵本(大正大昭53）

諸橋文庫昭37諸橋轍次旧蔵

花房義質関係文書（都立大昭54）

井上文庫昭39井上哲次郎旧蔵和装本

東京関係資料(都立大昭4の

実藤文庫昭41実藤恵秀旧蔵

内藤家文書（明治大昭40）

青淵論語文庫昭4O渋沢栄一創始の文庫

島田文書(東大昭53）

河田文庫昭37

深沢家(追加）千葉家，内山家，小島家文書
(東京経済大I

現代歌集目録昭42

近藤記念海事財団文庫昭41

特別買上文庫諸家国書,諸家漢籍,昭43,46
「江戸地誌」の目録昭41
団体史目録昭53

特別買上文庫諸家拓本(中国，朝鮮)昭49
中野区史料館小絵馬目録昭45
府中市立図書館大賀文庫昭43大賀一郎蔵

神奈川県

丹波コレクション目録1−3昭44,45浮世絵

横浜市図書館郷士資料編（その1）昭50
郷土資料解説目録第二昭34,40
小田原市立図書館

P

山崎元幹文庫昭46

山県公文庫昭44山県有朋

板倉文書解説目録牧野信一資料解説目録報
徳集書目録昭45

金沢文庫古書目録昭14
金沢文庫古文書第17輯昭36

〃古文書索引（第1‑12輯）昭39
〃保管称名寺文化財目録昭40

新潟県

郷土資料解説目登（和装書の部）昭42

小柳正弘家文書（立教大昭48）

郷土誌料綜合目録昭4

越後国頚城郡文書（立教大昭52）

漢籍目録昭55
富山県

郷土資料総合目録（昭35.12現在）
志田文庫昭28志田義廷義蔵俳書
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加越能マイクロフイルム資料解説目録昭48

富山市奥山廻浮田家所蔵史料目録昭35
石川県

金沢市加越能文庫上･中･下補遺昭39‑41
加越能解説目録上昭59
富田文庫昭52

郷士近代俳階資料等目録昭54
岸文庫昭46

蒼龍館文庫昭43
村松文庫昭44

福井県

〔蔵書目録〕10巻昭44年までの分

高島文庫（福井大昭41）

郷土資料目録(昭52.12現在）

小林好日旧蔵書（福井大昭43）

佐藤文庫昭4O日清戦争以降の戦争関係資料

新訂増補小島家文書(福井大昭54）

古文書所在調査報告書昭54

郷士資料(福井大昭50）

勺
ー

松平文庫目録昭43

福井市立図書館和漢書古典分類目録昭54
長野県

〔蔵書目録〕5巻昭46年までの分
郷士資料総合目録昭48

岐阜県

静岡県

郷士資料目録第1‑5,7集(昭37‑44）

教育学部庶務史料(岐阜大昭42‑43）

郷土雑誌文献目録昭42

小嶋家文書（早大昭48）

郷士資料目録(昭36.2現在）

河井家寄贈新聞（静岡大昭50）

江戸幕府旧蔵洋書目録昭42

水野家文書（都立大昭49）

葵文庫目録

葵文庫貴重和漢書目録出版年不明
浜松市立図書館川上文庫昭43
愛知県

名古屋市蓬左文庫

愛知県関係文書（立教大昭50）
g●‐

国書，漢籍，古文書絵図目録昭50−51

高木家文書（名古屋大昭53‑55)3

、
一

善本解題図録第1−3輯昭42−46
尾崎久弥コレクション目録第1−3昭52−
55

豊橋市図書館郷士資料目録昭39，4O

三︷宗

県府
重都

春日井市図書館郷士資料目録昭42

松阪市本居宣長記念館蔵書白四昭52,53
総合資料館京都府庁文書目録明治編昭42
〃

貴重書目録昭46

〃

太宰文庫昭44

〃

京都府資料所在目録昭4

方広寺関係文書（早大昭48）

外記平田家(早大昭48）

京都府塁殊院古文書聖教目録昭5

京都府東寺観智院金剛蔵聖教目録1，2昭50
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大阪隅

大阪府立図書館

大阪関係資料(関西大昭35）

〔蔵書目録〕16巻和書3巻洋書

摂津国嶋上郡高浜村西田家文書(関西大昭54）

〔天王寺蔵〕1巻大原文庫3巻

河内国丹北郡六反村谷川家文書(関西大昭55）

「朝日新聞」文庫昭48

摂津国住吉郡中喜連村佐々木家文書（関西大

社史経済団体史目録社史一覧昭48

昭56）

近松浄瑠璃本奥義集成昭48

地方史目録（近畿大昭46）

地方史誌目録昭48

合翠堂(土橋）文庫（阪大昭46町人資料）

芝居番付目録昭48
石崎文庫昭48
玄武洞文庫昭48

柏原家文書付誉田八幡宮文書昭48

P

稀書解題目録昭48

近世活字本目録昭48
韓本目録昭48

漢籍目録3巻昭48
●

郷士資料総合目録昭48
大阪天満宮御文庫国書分類目録昭48

大阪天満宮御文庫漢籍分類目録昭48
大阪地図目録昭37

万国博覧会関係資料目録昭46
市河文庫斎藤文庫目録昭42

住友文庫分類目録(上)．(下）昭39‑3〔
中之島図書館織田作之助文庫昭53
市立図書館蔵書目録

3巻

市立図書館大阪資料目録昭38

P

兵庫県

公立図書館郷土資料総合目録昭36

奈良県

郷士資料目録昭43

和歌山県

郷士関係資料目録（明石工専昭46→

南葵文庫（東大図・紀州徳川蔵書）

紀州藩文庫（和歌山大真砂町分館昭46）
鳥取県

山口文庫昭45山口宗義旧眉

桑原文庫郷土資料(鳥取大昭50）

島根県

島根県公共図書館郷士資料総合目録昭4：

郷士資料目録（島根大昭53）

岡山県

総合文化センター岡山県地方史誌総目録

延宝，宝暦文化時代岡山地方図書館蔵書目録

広島県

池田家文書総（岡大昭45）
近世庶民史料（岡大昭48,49）

昭40

溝手家文書（岡大昭51）

倉敷市玄石文庫図書目録昭40

服部完二家所蔵文書（東大社研昭55）

市立倉敷図書館貧泉文庫図書目録昭47

花房義質関係文書（都立大昭54）

瀬戸内海歴史民俗資料館

加計隅屋文庫（広島大昭38,45）

讃岐国松平讃岐守領内諸家文書目録昭54

広島市広島城展示資料目録昭55
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山口県

文書館山口県内所在史料目録第2集
昭50

徳山市立図書館毛利元次公所蔵漢籍書目録
昭40

香川県

郷土資料総合目録第4集昭42

愛媛県

大洲市図書館矢野玄道文庫昭48

今治市河野信一記念文化館図書分類（愛媛大

昭
4
9
）

高知県
郷土資料目録昭39

三苫文書(九州大昭46）

福岡県

九州文化史研究所所蔵古文書(九州大昭31→）

、
ー

小城鍋島文庫(佐賀大昭37,50）

佐賀県

鍋島主水家(早大昭48）
永青文庫細川家日記,古文書分類(能大昭44）

熊本県
宮崎県

郷士資料総合目録昭40

行政資料所在調査目録昭44

鹿児島県

郷土資料(鹿児島大昭51）

郷土資料分類目録昭31

玉里文庫（鹿児島大昭41）
沖縄県

沖縄図書館協会郷土資料総合目録昭47

琉球郷土資料(琉球大昭40）
沖縄関係資料増加版(琉球大昭40‑53）

、
一

−32−

−増加図書目録一

AD−5各図書館の増加目録（図書館，受入開始初号タイトル表示年）
※名称が蔵書目録とあっても，累積が10年未満のものはここに入れた。ほとんど和洋合冊である。
○愛知学芸大（昭45→）○愛知学院大（昭39→）○愛知県立大（昭45→）
○愛知県立芸術大（昭52→）○青山学院大（昭52→）○旭川医科大（昭48→）
○跡見学園女子大（昭53→）○防衛大（昭31→）○千葉商科大（昭47→）
○中部工業大（昭53→）○電気通信大（昭42→）○同志社大（昭39→）
○福井大（昭28→）○福井工専(昭40→）
○広島大（和：大13→昭32,欠あり洋：大14→昭39,欠あり
○一橋大（洋：昭37→45〈月報> 昭46→<新収洋書目録>）
○一橋大経済研（昭34→39〈新着図書目録> 昭39→46〈蔵書目録>）

P

○北海道教育大（和：昭29→37,洋：昭26→36,40→）○北海道薬科大（昭48（？)→）

○北海学園大（昭30→）○北星学園大（昭44→）○法政大（昭36→<館報>）…
○茨城大（昭25→27）○香川大（昭34→40〈月報>,46→）

○神奈川大（昭45→）○金沢大（昭37→）○近畿大（和：昭51→,洋：昭49→）
○神戸学院大（和：昭52→）○神戸商科大（昭49→）○駒沢大（和：昭36→,洋：昭44→）
ｰ

○熊本大（昭35→36）○共立女子大（昭50→）○九州大（和洋：昭8→13）
○九州芸術工大（昭43→）○明治大（昭36→43）○明治大刑事博物館（昭43→）
○名城大（昭45→<蔵書目録>）○三重人（昭34→欠ありく蔵書目録>）

○桃山学院大（昭50→）○武蔵野音楽大（昭32→36）○奈良女子大（昭43→）
○奈良教育大（昭46→）○新潟大（昭46→47）○日本大文理（和：昭51→）
○日本福祉大（昭39→）○帯広畜産大（昭47→）○岡山大（昭39→47〈蔵冊､目録>）
○大阪大（洋：昭30→39〈図書目録>）○大阪府立大（昭36→）
○大阪市立大（昭52→〈選定指定推選>）○小樽商科大（昭42→）
○麗沢大（昭44→）○龍谷大（仏教：昭4→9,真宗：昭元→9）
○琉球大（昭37→49,欠あり）○札幌大（昭50→）

○滋賀大経済（昭41→<史料館所蔵史>）○信州大（昭37→）
○静岡大（昭46→47〈蔵書目録>）○東北大（洋：大5→12）○東京大（和洋：昭10→20）

P

○東京大法（昭31（？)→）○東京芸術大（昭42→）○東京医歯大（昭35→46）
○東京工業大（昭29→33）○東京農業大（昭36→37）○東京農工大農（昭39→43）
○東京都立大（昭37→<館報>）○図書館短大（昭43→44）○鳥取大（昭44→）
○富山大（昭34→）○東洋大（昭28→47）○早稲田大（昭33→〈図書館月報>）
○山形大（昭41→）○山口大（和：昭30→,洋：昭32→欠あり）
○横浜市立大（昭52→）
〔公共図書館〕

○青森県立図（昭48→）○宮城県立図（昭39→41）○山形県立図（昭43→50）
○福島県立図（昭31→）○東京：中央（昭41→50)，日比谷（昭30→40）

○神奈川県立図（昭33→47）○福井県立図（昭45→50,53）○長野県立図（昭46→）

○大阪府立図（昭42→47）中之島（昭48→）夕陽丘（昭48→）

横蔭No.56別冊
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