
現在入手できる刊行物を､ １当館案内資料､ ２基本書誌 (全国書誌を含む)､ ３専門

書誌､ ４立法調査資料､ ５研究資料､ ６執務参考資料 (日本全国書誌のマニュアル､

著者名典拠を含む)､ ７展示会資料ほか､ の順に掲載しました｡

凡例：｢書名 刊行年／頻度 規格 頁数等 価格 発売所｣の順に掲載｡

★印は平成16年２月以降刊行のもの｡ ◎印は機械可読資料｡

特に記載のないものは税込みの価格｡ ＊印は税・送料込みの価格｡

発売所一覧 【( ) 内は略記号／館外発売所は五十音順】

上田商店 (上) 〒100-8924 千代田区永田町1－10－1 � 03(3581)2331

国立国会図書館内売店 内線28563

英文法令社 (英) 〒102-0093 千代田区平河町2－4－７ �03(5276)5955

大空社 (大) 〒115-0044 北区赤羽南2－6－7 �03(3902)2731

風間書房 (風) 〒101-0051 千代田区神田神保町1－34 �03(3291)5729

紀伊國屋書店 (紀) 〒150-8513 渋谷区東3－13－11 �03(5469)5918

汲古書院 (汲) 〒102-0072 千代田区飯田橋2－5－4 �03(3265)9764

出版ニュース社 (出) 〒101-0051 千代田区神田神保町2－40－7

�03(3262)2076

政府刊行物東京サービスステーション 東京都官報販売所 (政ス)

〒101-0054 千代田区神田錦町1－2 �03(3292)3701

中央印刷株式会社 (中) 〒104-0032 中央区八丁堀3－17－12 �03(3551)7035

日本図書館協会 (日) 〒104-0033 中央区新川1－11－14 �03(3523)0812

早川図書 (早) 〒151-0072 渋谷区幡ケ谷3－51－5 �03(3378)0590

雄松堂出版 (雄) 〒112-0012 文京区大塚3－42－3 �03(3943)5791

有隣堂印刷株式会社 (有) 〒140-0004 品川区南品川6－2－10 �03(5479)8721

入手についての詳細は､ 上田商店 (国立国会図書館内売店) もしくは各発売所にお

問い合わせください｡

１. 当館案内資料 国立国会図書館の役割や活動について紹介する資料

国立国会図書館月報 月刊 Ａ５ － 231円／年間予約 4,092
＊
円 有

国立国会図書館月報 総索引 1978～1994 平７ Ａ５ 132頁 525円 有

◎国立国会図書館－その役割と機能－ 平元 ビデオテープ 約18分 4,536円 上

〃 字幕挿入版 平２ ビデオテープ 約18分 4,536円 上

〃 英語版 平２ ビデオテープ 約18分 4,536円 上
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国立国会図書館の編集・刊行物 入手案内
平成17年２月１日現在



◎国立国会図書館 第１巻 機能と役割 平６ ビデオテープ 22分 23,448円 紀

〃 第２巻 所蔵資料 平６ ビデオテープ 22分 23,448円 紀

〃 第３巻 別巻 利用案内平６ ビデオテープ ７分 3,875円 紀

第１～３巻セットで 50,768円

国立国会図書館五十年史 本編 平11 Ａ４ 793頁 8,400円 日

◎国立国会図書館五十年史／資料編 平13 CD-ROM 3,990円 日

国立国会図書館50年のあゆみ (写真集) 平10 Ａ４ 93頁 5,040円 日

国立国会図書館のしごと－集める・のこす・創り出す－

平９ Ｂ６ 230頁 1,680円 紀

２. 基本書誌 国立国会図書館の蔵書を検索する際の基本となる書誌 国内で

刊行された出版物の目録(日本全国書誌)を含む

� 図書目録

冊子体目録

日本全国書誌 週刊 Ｂ５ － 990円 政ス

国立国会図書館蔵書目録 明治期

第１編 総記・哲学・宗教 平６ Ａ４ 847頁 41,796円 紀

第２編 歴史・地理 平６ Ａ４ 723頁 29,563円 紀

第３編 社会科学 平６ Ａ４ 1,213頁 48,932円 紀

第４編 自然科学・工学・産業 平６ Ａ４ 1,109頁 44,854円 紀

第５編 芸術・言語 平６ Ａ４ 853頁 34,661円 紀

第６編 文学 平６ Ａ４ 903頁 42,816円 紀

書名索引 平７ Ａ４ 893頁 40,777円 紀

国立国会図書館蔵書目録 大正期

第１編 総記・哲学・宗教・地理・歴史 平10 Ａ４ 897頁 46,200円 紀

第２編 社会科学 平11 Ａ４ 884頁 46,200円 紀

第３編 自然科学・工学・産業 平11 Ａ４ 895頁 46,200円 紀

第４編 芸術・言語・文学 平11 Ａ４ 962頁 50,400円 紀

総索引 (書名索引・著者名索引) 平11 Ａ４ ２冊 73,500円 紀

国立国会図書館蔵書目録 昭和元年－24年３月

第１編 総記・哲学・宗教 平10 Ａ４ 1,285頁 42,000円 紀

第２編 歴史・地理 平９ Ａ４ 1,145頁 37,800円 紀

第３編 社会科学 平10 Ａ４ ２冊 80,850円 紀

第４編 自然科学・工学・産業 平10 Ａ４ ２冊 78,750円 紀
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第５編 芸術・言語 平10 Ａ４ 878頁 29,400円 紀

第６編 文学 平10 Ａ４ ２冊 54,600円 紀

書名索引 平10 Ａ４ ２冊 60,900円 紀

著者名索引 平10 Ａ４ ２冊 60,900円 紀

国立国会図書館蔵書目録 昭和61年－平成２年

第１編 政治・法律・行政. 議会・法令資料 平４ Ａ４ 1,262頁 21,407円 紀

第２編 経済・産業 平４ Ａ４ ２冊 36,699円 紀

第３編 社会・労働・教育 平４ Ａ４ ２冊 36,699円 紀

第４編 歴史・地理 平４ Ａ４ ２冊 41,796円 紀

第５編 学術一般. 哲学・宗教 平４ Ａ４ 1,161頁 20,388円 紀

第６編 芸術 平４ Ａ４ 1,494頁 23,447円 紀

第７編 言語・文学 平４ Ａ４ ３冊 50,971円 紀

第８編 科学技術 平４ Ａ４ ３冊 40,777円 紀

第９編 家庭・娯楽書・その他 平４ Ａ４ 768頁 15,291円 紀

書名索引 平４ Ａ４ ２冊 40,777円 紀

著者名索引 平４ Ａ４ ２冊 36,699円 紀

国立国会図書館蔵書目録 平成３年－平成７年

第１編 政治・法律・行政. 議会・法令資料 平８ Ａ４ ２冊 29,564円 紀

第２編 経済・産業 平８ Ａ４ ２冊 41,796円 紀

第３編 社会・労働. 教育 平８ Ａ４ ２冊 38,739円 紀

第４編 歴史・地理 平８ Ａ４ ２冊 42,816円 紀

第５編 学術一般. 哲学・宗教 平８ Ａ４ 1,330頁 20,389円 紀

第６編 芸術 平９ Ａ４ ２冊 33,641円 紀

第７編 言語・文学 平９ Ａ４ ３冊 51,991円 紀

第８編 科学技術 平９ Ａ４ ３冊 50,971円 紀

第９編 家庭・娯楽書・その他 平９ Ａ４ 933頁 15,292円 紀

書名索引 平９ Ａ４ ３冊 49,952円 紀

著者名索引 平９ Ａ４ ３冊 49,770円 紀

国立国会図書館所蔵 児童図書目録

1981 昭59 Ｂ５ 1,084頁 5,250円 日

1986 昭62 Ｂ５ 1,346頁 7,875円 日

1987～1991 平４ Ｂ５ 1,358頁 15,291円 日

1992～1996 平９ Ｂ５ 1,693頁 21,000円 日

国立国会図書館蔵書目録 洋書編 昭和23年－昭和61年８月

第１巻 DDC 分類の部 (昭和23年～昭和43年３月) 人文科学

平２ Ａ４ 1,148頁 49,952円 紀

第２巻 DDC 分類の部 (昭和23年～昭和43年３月) 社会科学

平３ Ａ４ 1,198頁 51,991円 紀
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第３巻 DDC 分類の部 (昭和23年～昭和43年３月) 自然科学

平３ Ａ４ 752頁 32,621円 紀

第４巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月) 政治・法律

平３ Ａ４ 1,198頁 51,991円 紀

第５巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月) 経済・産業

平３ Ａ４ 896頁 39,757円 紀

第６巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月) 社会・労働､ 教育

平３ Ａ４ 653頁 46,893円 紀

第７巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月)

歴史・地理､ 学術一般・哲学・宗教・芸術､ 言語・文学

平３ Ａ４ 1,615頁 85,631円 紀

第８巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月) 科学技術 (1)

平３ Ａ４ 802頁 51,991円 紀

第９巻 NDLC 分類の部 (昭和43年４月～昭和61年８月) 科学技術 (2)

平４ Ａ４ 566頁 45,873円 紀

著者名索引 平４ Ａ４ 1,079頁 98,884円 紀

国立国会図書館所蔵 洋図書目録 平成３年－平成７年

第１巻 政治・法律・行政､ 議会・法令資料 平８ Ａ４ 1,396頁 30,583円 紀

第２巻 経済・産業､ 社会・労働､ 教育 平８ Ａ４ 1,206頁 28,544円 紀

第３巻 歴史・地理､ 哲学・宗教､ 芸術・言語・文学

平８ Ａ４ 1,460頁 31,603円 紀

第４巻 科学技術､ 学術一般 平８ Ａ４ 990頁 23,448円 紀

著者名索引 平８ Ａ４ 1,572頁 33,641円 紀

書名索引 平８ Ａ４ 890頁 20,389円 紀

国立国会図書館所蔵 洋図書目録

平成３年 平４ Ａ４ 1,762頁 36,699円 紀

平成４年 平５ Ａ４ 1,540頁 28,543円 紀

平成５年 平６ Ａ４ 1,464頁 28,543円 紀

平成６年 平７ Ａ４ 1,562頁 28,543円 紀

平成８年 平９ Ａ４ 1,590頁 28,544円 紀

平成９年 平10 Ａ４ 1,544頁 28,350円 紀

平成10年 平11 Ａ４ 1,562頁 29,400円 紀

CD-R版 ※磁気テープ版は､ 平成15年度から製造を停止した｡

◎JAPAN／MARC(M) [日本全国書誌 (図書)] (昭和52年～)

週１回更新 CD-R 年420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 明治期

国立国会図書館蔵書目録 明治期 平６ CD-R 420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 大正期

国立国会図書館蔵書目録 大正期 平11 CD-R 420,000円 日
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◎JAPAN／MARC CD-R版 児童図書遡及版 (1912－76)

国立国会図書館所蔵 児童図書目録 平11 CD-R 420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 遡及版 (1925－49.3)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和元－24年３月) 平11 CD-R 420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 遡及版 (1948－55)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和23－30年) 平４ CD-R 420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 遡及版 (1956－68)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和31－43年) 平４ CD-R 420,000円 日

◎JAPAN／MARC CD-R版 遡及版 (1969－76)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和44－51年)

科学技術編 昭59 CD-R 420,000円 日

経済産業編 昭60 CD-R 420,000円 日

社会・労働. 教育編 昭61 CD-R 420,000円 日

政治・法律・行政. 議会・法令資料編 昭61 CD-R 420,000円 日

歴史・地理編 昭62 CD-R 420,000円 日

学術一般. 宗教・哲学編 昭63 CD-R 420,000円 日

言語・文学編 昭63 CD-R 420,000円 日

芸術編 平元 CD-R 420,000円 日

簡易整理資料編 平元 CD-R 420,000円 日

CD-ROM版

◎J-BISC [日本全国書誌 (図書)] カレント版 (平成４年～)

年６回更新 CD-ROM 年147,000円 日

◎J-BISC 遡及版'48 (1948－68)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和23－43年) 平８ CD-ROM 241,500円 日

◎J-BISC 遡及版'69 (1969－1983)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和44－58年) 平２ CD-ROM 378,000円 日

◎J-BISC 遡及版'84 (1984－1991)

国立国会図書館蔵書目録 (昭和59－平成3年) 平11 CD-ROM 241,000円 日

◎J-BISC 総合索引版 (1948－1996) 平11 CD-ROM 42,000円 日

DVD版

◎J-BISC DVD版 [明治期～2000年] 平14 DVD-ROM

J-BISCカレント版利用契約者価格

単体利用210,000円 ネットワーク利用315,000円

新規利用契約者価格 単体利用504,000円 ネットワーク利用609,000円 日

� 逐次刊行物目録

冊子体目録

国立国会図書館所蔵 国内逐次刊行物目録 平成９年末現在 (追録を含む)

平10 Ａ４ ３冊 43,365円 紀
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CD-R版 ※磁気テープ版は､ 平成15年度から製造を停止した｡

◎JAPAN／MARC(S) [日本全国書誌 (逐次刊行物)]

年２回更新 CD-R 年420,000円 日

CD-ROM版

◎NDL CD-ROM Line 国立国会図書館所蔵逐次刊行物目録 2000年末現在

(UNIMARC対応) 平13 CD-ROM 52,625円 紀

※これは､ 冊子体目録である 『国立国会図書館所蔵 国内逐次刊行物目録』 および 『国立

国会図書館所蔵 外国逐次刊行物目録』 の刊行をやめ､ 両目録を統合､ 更新したもの｡

� 雑誌記事索引

冊子体索引

雑誌記事索引 人文・社会編 累積索引版 1985～1989

シリーズＡ 政治・行政 平５ Ｂ５ １冊 53,009円 紀

シリーズＢ 法律・司法 (上) (下) 平５ Ｂ５ ２冊 各38,738円 紀

シリーズＣ 経済・経営 (上) (下) 平７ Ｂ５ ２冊 各56,068円 紀

シリーズＤ 産業 平６ Ｂ５ １冊 53,009円 紀

シリーズＥ 社会・労働 (上) (下) 平６ Ｂ５ ２冊 各45,873円 紀

シリーズＦ 教育・スポーツ 平６ Ｂ５ １冊 60,146円 紀

シリーズＧ 歴史・地理 平５ Ｂ５ １冊 29,563円 紀

シリーズＨ 哲学・心理学・宗教 平７ Ｂ５ １冊 42,816円 紀

シリーズＪ 芸術・芸能 平６ Ｂ５ １冊 39,757円 紀

シリーズＫ 文学・語学 (上) (下) 平６ Ｂ５ ２冊 各38,738円 紀

シリーズＵ 学術・文化 平６ Ｂ５ １冊 56,068円 紀

総合索引 著者名編 (上) (下) 平７ Ｂ５ ２冊 各34,661円 紀

総合索引 件名編 平７ Ｂ５ １冊 22,427円 紀

その他の媒体

◎国立国会図書館 雑誌記事索引 CD-R版 年25回更新 CD-R 年378,000円 紀

◎国立国会図書館雑誌記事索引 DVD-ROM版 1948-2001 平14 DVD-ROM

NDL CD-ROM Line雑誌記事索引利用契約者価格

単体利用189,000円 ネットワーク利用420,000円

新規利用契約者価格 単体利用567,000円 ネットワーク利用798,000円 紀

★◎国立国会図書館雑誌記事索引 1948～2003年３月

平16 ハードディスクまたは DAT 1,134,000円 紀

３. 専門書誌 当館の所蔵資料を中心にテーマに沿った文献を検索するための書誌

日本法令索引 [現行法令編] 平成14年９月１日現在

平15 Ｂ５ 958頁 21,315円 紀
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◎日本法令英訳書誌 (FD版)

平10 フロッピーディスク１枚・説明書14枚 2,625円 英

国会会議録総索引 第136回～139回国会

発言者索引 平９ Ｂ５ 571頁 10,290円 紀

事項別索引 平９ Ｂ５ 764頁 11,865円 紀

国立国会図書館所蔵 外国法令・議会資料目録 1987年12月末現在

平２ Ａ４ 570頁 28,543円 紀

旧幕引継書目録

13 類集撰要目録 平３ Ａ５ 194頁 9,379円 紀

14 町会所一件書留目録 平４ Ａ５ 252頁 12,947円 紀

15 諸色調類集目録､ 天保度御改正諸事留目録 (諸事留の内)

平５ Ａ５ 80頁 7,014円 紀

国立国会図書館所蔵 古活字版図録 平元 Ａ４ 451頁 25,486円 汲

国立国会図書館 漢籍目録索引 平７ Ｂ５ 1,204頁 59,127円 紀

国立国会図書館所蔵 全集月報・付録類目録 平８ Ｂ５ 182頁 6,015円 紀

国立国会図書館所蔵 日本関係欧文図書目録 昭和51年－61年

平４ Ｂ５ 331頁 25,180円 紀

明治・大正・昭和 翻訳文学目録 昭34 Ｂ５ 779頁 16,800円 風

婦人問題文献目録

(第三分冊) 図書の部Ⅲ 戦後編 (1945－75) 平７ Ｂ５ 903頁 11,724円 紀

〃 〃 〃 書名索引 平８ Ｂ５ 336頁 6,576円 紀

憲政資料目録

第15巻 有馬頼寧関係文書目録 平元 Ａ５ 60頁 2,499円 紀

第16巻 阪谷朗廬関係文書目録 平２ Ａ５ 127頁 4,220円 紀

第17巻 斎藤実関係文書目録 書類の部一 平５ Ａ５ 326頁 9,379円 紀

第18巻 斎藤実関係文書目録 書類の部二 平７ Ａ５ 236頁 8,105円 紀

第19巻 斎藤実関係文書目録 書翰の部一 平10 Ａ５ 289頁 13,650円 紀

第20巻 斎藤実関係文書目録 書翰の部二 平10 Ａ５ 297頁 14,595円 紀

アジア資料通報 隔月刊 Ａ４ 64頁 3,612円 紀

[第40巻第１号をもって終刊] (第39巻第１号まで 2,699円)

〃 第36巻特集号 国立国会図書館所蔵モンゴル語図書目録
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平10 Ａ４ 40頁 2,919円 紀

〃 第37巻特集号 国立国会図書館所蔵ヒンディー語図書目録

平11 Ａ４ 34頁 2,825円 紀

〃 第38巻特集号 国立国会図書館所蔵ベトナム語図書目録

平11 Ａ４ 47頁 3,024円 紀

中国語・朝鮮語増加図書目録 第97号 平10 Ｂ５ 92頁 7,361円 紀

中国語・朝鮮語増加図書目録 第98号 平11 Ｂ５ 70頁 5,996円 紀

中国語・朝鮮語増加図書目録 第99号 平12 Ｂ５ 68頁 5,639円 紀

中国語・朝鮮語増加図書目録 第100号 [終刊] 平14 Ｂ５ 101頁 8,148円 紀

国立国会図書館所蔵 アジア言語逐次刊行物目録 平成７年３月末現在

平８ Ｂ５ 247頁 10,705円 紀

国立国会図書館所蔵 地図目録 外国地図の部 (13)

平９ Ｂ５ 173頁 10,143円 紀

国立国会図書館所蔵 朝鮮関係地図資料目録 平５ Ｂ５ 212頁 13,762円 紀

日本科学技術関係逐次刊行物総覧 1997年版 平10 Ｂ５ ２冊 31,080円 紀

国立国会図書館所蔵 科学技術関係欧文会議録目録

第５巻 1985－88 平２ Ａ４ ２冊 22,020円 紀

第６巻 1989－90 平４ Ａ４ 1,489頁 25,384円 紀

第７巻 1991－93 平６ Ａ４ 1,730頁 25,893円 紀

第８巻 1994－96 平９ Ａ４ １冊 22,890円 紀

海外科学技術資料受入目録 1997 平10 Ａ４ 470頁 35,175円 紀

国立国会図書館所蔵 図書館関係洋図書目録 平３ Ｂ５ 347頁 16,923円 紀

◎NDL CD-ROM Line 点字図書・録音図書全国総合目録

年２回更新 CD-ROM 初年度63,000円 次年度以降 年42,000円 日

全国複製新聞所蔵一覧 平成５年７月１日現在 平６ Ｂ５ 469頁 8,716円 紀

国立国会図書館所蔵 博士論文目録 平成元年～２年

平３ Ｂ５ 1,067頁 23,141円 紀

〃 〃 平成５年～６年

平９ Ｂ５ 1,229頁 29,295円 紀

国立国会図書館所蔵 蘆原英了コレクション目録
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第１巻 洋書編 第１分冊 舞踊 昭57 Ｂ５ 219頁 4,500円 早

〃 第２分冊 シャンソン・演劇・サーカス

昭58 Ｂ５ 381頁 7,800円 早

第２巻 楽譜編 昭60 Ｂ５ 768頁 18,000円 早

第３巻 レコード編

第１分冊 シャンソン (Ａ－Ｆ) 平２ Ｂ５ 1,221頁 － 紀

〃 第２分冊 シャンソン (Ｇ－Ｏ) 平２ Ｂ５ 1,090頁 － 紀

〃 第３分冊 シャンソン (Ｐ－Ｚ)・初期歌謡・SPレコード

平２ Ｂ５ 1,182頁 － 紀

〃 第４分冊 索引 邦訳標題一覧 平２ Ｂ５ 655頁 － 紀

揃価格69,320円 紀

第４巻 レコード編 器楽その他 (除・シャンソン)

平７ Ｂ５ 525頁 23,447円 紀

第５巻 補遺編 簡易整理資料 平14 Ｂ５ 112頁 9,000円 中

４. 立法調査資料 国政審議のために作成している資料のうち､ 頒布しているもの

レファレンス 月刊 Ａ４ － 832
＊
円／年間予約 9,984

＊
円 有

(602号までＡ５) (625号まで829
＊
円)

レファレンス 総索引 平13 Ａ５ 62頁 520円 有

外国の立法 立法情報・翻訳・解説 (208号まで 『外国の立法』)

※平成15年度までに刊行されたものについては直接発売所までお問い合わせください｡

★219 スウェーデンの国民投票制度 他 平16 Ａ４ 139頁 2,520円 紀

★220 特集 諸外国における人身取引に関する立法動向

平16 Ａ４ 243頁 2,940円 紀

★221 ドイツ駐留 NATO軍地位補足協定に関する若干の考察 他

平16 Ａ４ 200頁 2,730円 紀

★222 米国における2002年国土安全保障法の制定 他

平16 Ａ４ 183頁 2,625円 紀

調査資料 90-2 産業構造の調整と地域問題 平２ Ａ５ 215頁 5,291円 紀

調査資料 99-1 介護保険問題関連文献一覧Ⅱ 平12 Ａ５ 450頁 6,227円 紀

５. 研究資料 図書館に関する調査や研究､ 会議録など

カレントアウェアネス 季刊 Ａ４ － 420円 日

(271号まで月刊 Ｂ５ 315円)

参考書誌研究 半年刊 Ａ５ － 1,575円 日

参考書誌研究 (複刻版) Ａ５ 全10巻・別冊 105,000円 大
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国立国会図書館所蔵 写真帳・写真集内容細目総覧－昭和前期編－

平11 Ａ５ 606頁 9,975円 紀

国立国会図書館所蔵 近代日本政治関係人物文献目録 1985～1997

平12 Ａ４ 532頁 9,450円 紀

科学技術文献サービス 季刊 Ａ４ － 1,827円 紀

[第120号をもって終刊] (第114～116号は1,701円)

図書館研究シリーズ

No.28 分担・アクセス・ネットワーク－NDL白書の試み－／米国議会図書館

における大量脱酸処理法の開発 昭63 Ａ５ 297頁 2,730円 紀

No.32 占領期における出版物没収と図書館 他

平７ Ａ５ 272頁 4,894円 紀

No.34 特集 納本制度と電子出版物への対応 平９ Ａ５ 429頁 5,250円 紀

No.35 図書館における防災計画／非来館型サービス利用実態調査

平10 Ａ５ 324頁 5,250円 日

No.36 特集 国立国会図書館における研究・研修機能の充実に向けて

－国立図書館としての役割－ 平11 Ａ５ 273頁 3,465円 日

No.37 特集 国の情報と図書館－行政情報の電子化を中心として－

平14 Ａ５ 238頁 3,360円 日

研修教材シリーズ

No.７ 日本人名情報索引 改訂増補版 平２ Ｂ５ 176頁 3,252円 紀

No.９ 国立国会図書館目録・書誌の使い方 平４ Ｂ５ 130頁 3,884円 紀

No.10 科学技術文献入門－歴史で見る科学技術文献の世界－

平５ Ｂ５ 68頁 2,141円 紀

No.12 地図資料概説－国立国会図書館所蔵資料を中心に－

平８ Ｂ５ 139頁 3,711円 紀

電子情報時代の全国書誌サービス 第１回書誌調整連絡会議記録集

平13 Ａ５ 76頁 945円 日

書誌コントロールの課題 第２回書誌調整連絡会議記録集

平14 Ａ５ 78頁 945円 日

ネットワーク系電子出版物の書誌調整に向けて メタデータの現況と課題

第３回書誌調整連絡会議記録集

平15 Ａ５ 128頁 1,260円 日

★名称典拠のコントロール 第４回書誌調整連絡会議記録集

平16 Ａ５ 161頁 1,365円 日
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文化資産としてのウェブ情報

ウェブ・アーカイビングに関する国際シンポジウム記録集

平15 Ａ４ 140頁 1,575円 出

｢出版文化と図書館｣ －デジタル時代の知の行方－

国立国会図書館開館50周年記念シンポジウム記録集

平11 Ａ５ 98頁 1,155円 日

政府情報の流通と管理

国立国会図書館支部図書館制度50周年記念シンポジウム記録集

平11 Ａ５ 107頁 1,365円 日

21世紀の国立図書館 国際シンポジウム記録集 平９ Ａ４ 222頁 2,415円 日

図書館新世紀 国立国会図書館関西館開館記念シンポジウム記録集

平15 Ｂ５ 131頁 1,575円 日

資料保存シンポジウム講演集

第１回 蔵書の危機とその対応 平２ Ａ５ 88頁 1,835円 日

第３回 保存のための協力－日本で､ 世界で－ 平５ Ａ５ 127頁 1,529円 日

第４回 資料保存とメディアの変換－マイクロフォーム化を中心に－

平６ Ａ５ 162頁 1,529円 日

第５回 図書館資料の共同保存をめぐって－現状と展望－

平７ Ａ５ 131頁 1,529円 日

第６回 コンサベーションの現在－資料保存修復技術をいかに活用するか－

平８ Ａ５ 115頁 1,529円 日

第７回 保存環境を整える－厳しい気候､ 各種災害から資料をいかに守るか－

平９ Ａ５ 187頁 2,100円 日

第８回 紙！未来に遺す 平10 Ａ５ 84頁 1,470円 日

第９回 電子情報の保存－今われわれが考えるべきこと－

平11 Ａ５ 91頁 1,260円 日

第10回 アジアをつなぐネットワーク－保存協力のこれから－

平12 Ａ５ 104頁 1,365円 日

６. 執務参考資料 日本全国書誌のマニュアル､ 分類表・著者名典拠録・件名標目表など

全国書誌通信 不定期刊 Ａ４ － － 日

UNIMARC／Authorities 典拠ユニバーサルフォーマット

平６ Ｂ５ 91頁 2,039円 紀
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JAPAN／MARCマニュアル 単行・逐次刊行資料編 第１版

平14 Ｂ５ 183頁 2,100円 日

JAPAN／MARCマニュアル 典拠編 第１版 平15 Ｂ５ 187頁 2,100円 日

◎JAPAN／MARC (A) [著者名典拠] 年２回更新 CD-R 420,000円 日

※磁気テープ版は､ 平成15年度から製造を停止した｡

◎NDL CD-ROM Line 国立国会図書館著者名典拠録 2000年版

平13 CD-ROM 39,900円 紀

国立国会図書館著者名典拠録 明治以降日本人名 第２版

平３ Ｂ５ ６冊 揃価格59,127円 紀

国立国会図書館件名標目表 第５版 平３ Ｂ５ ２冊 揃価格18,349円 日

７. 展示会資料ほか 国立国会図書館で行った展示会の図録や資料の紹介など

囲碁・将棋文化史展 その伝来から近代まで 昭63 Ｂ５ 79頁 1,050円 中

日本の議会 100年 平２ Ａ４変 147頁 2,250円 中

大漫画展 平３ Ｂ５ 54頁 2,600円 中

人と蔵書と蔵書印 ―国立国会図書館所蔵本から―

平14 Ａ５ 332頁 6,615円 雄

ドキュメント 戦後の日本

平６～10 Ａ４ １～45巻 各５巻毎セット 150,000円 紀
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国立国会図書館ホームページのご案内

http://www.ndl.go.jp

当館ホームページでは [刊行物] の項目を設けています｡ ここには ｢国立国

会図書館年報｣ ｢日本全国書誌｣ などのほか､ この入手案内のもとである

｢編集・刊行物一覧｣ も掲載しています｡

[刊行物] http://www.ndl.go.jp/jp/publication/index.html


