
国際連合の書誌活動（前編）

　　第i章国連資料の活用のために
　中国の国連加盟大陸枷条約，尖閣

列島周辺の鉱物資源，．ヨーロッパ地域

の自然環境の保護活動，世界の住宅や

社会事情等汝の調査に国連の刊行する

資料は有用な情報源であることは広く

一知られている。ではこれら資料を検索

するにはどうすればよいか。このこと

は・これら資料を利用する場合に出合

う一つの大きな問題である。

　それはこの資料をフルに活用するた

めにはあらかじめ国際連合ゐ組織や機

能の概要とか，主要機関刊行物の資料

標示記号（ドキュメゾト記号）を予備

知識としてもっていること，および国

連の刊行する書誌類にはどのようなも

のがあり，どのように活用すればよい臥

　　　　　　　　　　　　　　　メかを知っておくことが必要だからであ

る。

　最近の活動や組織を知るためには国

連広報局が毎年刊行しているBasic

fact　about　the　．　United　Nations〈国

際連合の基礎知識，掴際連合広報セン

タニ訳，年刊），・世界年鑑や時事年鑑

等が便利である。だが多年の活動をま

とめて知りたいときには国連広報部の

刊行したEverymah’s　United　Nations

（国際連合〈20年の歩み〉，日本国

際連合協会旧刊，昭和41年）などがあ

る。この資料には国連の過去20年間の
　　　　　　　　、顧

石　川　光’二

活動とそれと関連した刊行資料を掲載

している。

　主要機関の資料標示記号を知ってお

く必要性とはどう、いうごとか。それは

刊行（又は編集）機関名の標示記号で

あって国際連合の主としてドキュメン

ト（謄写印刷版の資料）の調査には不

可欠なものだからである。標示記号を

調べるにはダグ・ハマ＝ショーVド図

書館の刊行し準ドキュメγト記号表

（List　of　United　Nations　Doeumen－

ts　Series　Sy皿bols．1970　17ip．、〔ST／

H：B／SERB／5／Rev．2〕）を使用すれば

よい。最：後に国際連合の刊行する多く「

の書誌類を使用して行なう検索法を説

明しよう。それは国際連合資料を包括，

掲載する刊行物目録や政治とか人権問

題等といった個kの分野の刊行資料だ

けを掲載するいわゆる専門書目類を莉

用する・ことである6国際連合ではこれ

ら資料の検索用書誌類を多数刊行して

いる6従って，資料を検索する際に、

は，これら書誌類の各kの特性を熟知

しておくことは資料検索を容易にする

面で重要である。・

　書誌誉め多く．は国際連合事務局田野

部，ダグ・ハマrショル．ド図書館，

ジ子ネーブリ国連図書館とか4つの地

域経済委員会（アジア・極東5アフリ

カ；’ラテンアメリカおよび』享r一三ッ
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パ）が中心となって刊行している。ζ．

れら機関の刊行する書誌類は国連刊行〆

資料を検索するためには勿論のこと，．

その他海外諸国珊行資料の調牽にも有

益な情報源となっている。’そのほか専

門書目の多くは各専門委員会かちも刊

行されている。ととで刊行物目録と専

門書目類の長所と短所を調べて見よ

　う’。

　刊行物目録は凡ゆる分野の資料を包

括掲載しているが月刊，年刊等で刊行

されるものは曇る主題にづいて遡及的

に調査する場合などに専門書目より，

、ゆ多くの時間がかか6・1燭ミ各資料

共値段が付されているものが多いので

購入辞め場合に便利である。

　“だが遡及的な調査を行なら場合たは，

専門書目は早期に資料が検索でぎるの

で使丁。　’1・∴　　　　’

　　しかしあまウ刊行ざれてないという’

1鯨がある・1締て主題か剛行資料

を調査する場合ゴあらかじめ該当する

専門書目が刊行されそいるかぎうかを

調べる必要がある。専門書目のもう一

つの欠点はその殆んどが値段を記して

ないというこノとである。　　、ご

　専門書目．（国連刊行資料のみを掲載

するもの）にぽ，たとえぽ次のような

　ものがある。　　　　’　　・『

　Uni．ted　Nations．　Library　Geneva，　・

Reference　，list．

　No：1　lnternatiofial’Law　Commi－

　　ssion；　a　guide　to　the　document，s

　　1949L19691

　No．2　Li’st　of　semlnarS，　study’？　，

　　gro．u’ps，　experts　groups，　symposia

　　and　workshops　held　uhder　the

　　United．　Nations　auspices　1946一

　　・1969．

　Bibliography　of　publications　of

the　United　NationsJ　and　Speci’≠撃奄嘯?

Agencies　in　the　’Social　welfare　held，

1946r1952．　1955．　”

（＄T／　SOA／SER．F／10：3）　，

　ではどのような刊行物目録や専門書

目が刊行されでいるのか具体的に記し

てみよう。

　はじめに刊行物目録，次に専門書目’

を各主題別に記した。

　註：専門書目には国連刊行物を掲載

　　しないものも多いが日常のレファ

　　レンズに非常に有益であるので解

　　説付きで掲載した。

　　第2章刊行物目録
　刊行物目録には二種類ある。それは

国連刊行物を包括的に掲載する総合的

’な目録と一機関の刊行物のみを掲載す

るものである。・各・々は書名以外に刊行

年漂騨セールスナンバーおよびド
ギュメント記号等，書誌的事項も同時，

に記されている。総合的な目録には．

Unitedi　Nations　Doeuwnents　index

のように刊行物すべてを包括的に掲載

するものと・市販資料のみを含むもの

及び一機関刊行物のみを包括的に記す

もの等興る9ζ抑野州斜よ『
う。

2．1総合的な目録　　　　　　’　♂

　まずこの種目録の出来る迄の歴史を
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たどって見よう。最も包括的な目録は　．　人の代表により）その結果次の決議が

ダグ・ぐマーショルド図書館が刊行し　　　採択された。

ているUnited　Mtlons　Documents　　　（1）国際連合はフラン．ス語版の凡ゆ

Indexである。この目録が刊行される　　　　る書誌的ツールを刊行すべきであ

迄の経過は次のとおりである。それは　　　　る。

今から25年さかのぼる。すなわち1946　　　（2）’刊行資料はそれが印刷又は謄写

年6月19日Worgd：Peace　tw”oaunda一　　　印刷の何れにせよ完全な文献情報活

tiontが主催した第二回文書類配布に．　、動を遂行すべきであみ。．

関する会議で次のことを決めた。　　　、　　（3）要求された索引は直ちに作成す

　“国際連合とその専門機関の刊行す“　　べきである。’

る資料をすべて包括掲載する選択資料　　　　④．．採択されたドキュメントの分類

目録（季刊）を刊行すべきである”と　　　’大系は詳細な記述を行なった旧刊行

いうこと。　　　　・、．、　　　　　　’　．すべきである。

　ここでWorld　PeacβFoundatioρはtt　、（5）すべて．Oドキュメントは主題分

カーネギー基金，カーネギー公社及び・　　　類を行なうべきである。

lpックフェラー財団の援助をうけ次の　　　1⑥　ドキュメントを準備，印刷およ

貝録を刊行した。　　　　『　　　’，　　　　び配布するために一つのセンター

　Documents　of　lanternationag　Oe一　　　　を設置すべきである。・，

興融ti欄；鹿se置・・漉あ輔・9・a－　kして1950年1月待望の三綱
phy．　Wo磁Peaee　Fo懸翻且0皿．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NatEoens　Do綴灘e猛s　I翻exが刊行さ
Novembe「・1魍7－S⑳te艶めe「19SO・　　れたのである。次にこの資料を解説し．

　（季刊）1949年以前に刊行された国連　　　、ようtt。．

および専磯関（FAO・　IMCO・　IBRD・．、恥細N批判。　D。，、，m、nts　End．　’

ICAO・　ILO・　IMF）刊行三三鵬　ex．・gS・一M・nthly．・D・g　H・mmarsk一　一

且している・　．　　　、’．∫・1。虻LIb・q・y．　N・w・Yg・k．．☆

　194終年牽連において“留筆戸ヨ　　国際連合本部のダグ．．、マージ．

家諮問委員会”は国連刊行資料すべて　　’””’＞V倉図書館に受入れられた嗣際連合刊

を髄索引を即すること働回し　∫．行物すべてを機関別ドキユルトナジ

た・その後1948年11月21．・　22日の両日・　・r噸に乱同割

カーネギー国際平和基金の接助をう　、・，．鼠際連合刊行物調査の最も重要な

け・パリーで国礎合’専門機関ド　龍源である。se巻末に件名索引・

キ’ttメy．テーション会議が開催され　’．・（黄色紙）がある。、1950年から1962年迄

’一 ｽ。そζでは国際連合と専門機関にお幽　　は国際野合以外た際際原子力機関や専

けるドキュメンテーションの諸問題に　　　門機関り刊行物をも含んでいた。その

ついて討議が行なわれた。・、（1，1胡国74　’、ため非市販資料の唯一つの検索toolで
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あった。だが1963年以降は国際連合刊

行物のみを掲載するようになった。そ

の理由はドキュメ「ントが急激に増加し

たたやであるρ　　誓‘　　1

　1963年以降，毎年過去一年分の掲載
　　　　　　　　ノ
資料をまとやた次の様な索引やチ出ッ．

クリス‘トが刊行されている。

　¢暇n翻a瓠ve潭：hdex　P孕rt　l：毎号

掲載されている件名索引’（黄色紙）・の

二年分をまとめたもの。．

　C翠黛丑翻ve駈咋x　pa雌2：：毎号．

掲載された国連刊行資料すべでめ’ド

キ’ユメント．ブ」一ンバ7のリスト，図書と

し℃再出版されたドキュメントのリス

ト，、市販された図書のリ・スト「〈各資料

共，セrルスナン！『㍉タイ・トル1 ．ド

キ芦メ・ント記号，そして使用言語が記

されて噂）が掃載され即る・；、

　Cumua］ative面e¢k互i就：毎号掲載

．されπ資料を一年分まとめたもの（但

し件名累引を際≦）。これらCμmqla一．

tive　IhdexやCilm耳1ative　Checklistは

掲載資料とほぼ一年分Qおくれで刊行

される。

　UNDEX：む’n量teldi　Nations　Do・一

　　　　　　　　　　　　　／　　　・e1耳漏e皿｛＝s　亙nd＝ex．

　　1966年夏，ハマーショ・ルド図書館

　嫁着干㊧業務を機械化することを検

　討し始めた。’その一環として，1書誌

　編纂を電子計算機を利用し℃行なう

　尋とを検討している。、現在・編集が

　実験段階にあるのがこの目録であ

　る。電子計算機によって編集された

　もので，カレントの国連刊行資料

　∫（大部分は経済社会，および人権
　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コヒ

　分野）を収録し，現在不定；期で刊行

　．されでいる。

　現在はまだ国別および件名の両索引

　が刊行されているにすぎない。・だが

　ユ972年末迄には全国連刊行資料を収

’録し次の様なシリーズに分れて刊行

　される予定である。’こ㊧シリーズが

　「すべで正常に刊行された暁kex19sQ・

　年以来刊行．されているUni’t　ed

　・Nations　Dρcqments　Indexは廃刊

　となる予定である。

・UNDEX　・　＄ergesの細目

ご刻タ・イト・レ

A

B

c

Subject　・　lndex

Country　lndeX

List　of
docutnents

D’ ｸ。霊。、・

E’
’lndex　t6’

reports　’　一

環「「 容

Sybjects一’T．ype　of　qgcument－Syinbol

of　document

Cbuntr’y－Tiype　pf　action－Subjectr
Symbol．　of　docunient

Symbo．1　of　documentsLTitle）一
AnthOr一一7Date＝Number　of　pages　’

futbol　of　document一．Lan　ua　e
y．erSioAnsTRepublications－VMicVro’ ?奄モ?

No．一Cate’ №盾窒x，　of　distribution

Subject．srAuthor－Sym．bol　of
dQC血揃ents

刊　行　頻　度

年20回刊
年毎，季毎でキュ「ムレー．

ショソ

1！

，年10回刊

年4回冊
年毎にキSムレーション

年刊
3年毎にキュム．レーション
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シリ

・一 Y
F

G

H

』タ　イ　ト　ル

Index　to
resolutions
and　decisions

Compendium
of　resolutions

Index　’to

Speeches

内 容

Subjects－Symbol　of　dgcgments

Subjects－Sy，　mbol　bf　documents一　’

Full　text　of　operative　paragraphs

Country－Name　・of・　representative－
Subjects－Symbol　of　document

刊　行　頻　度

　
ソ
・

　
　
ヨ

　
シ

　
　
一

　
レ

　
ム
・

　
　
ユ

　
キ

　
に

　
閉

刊
年

年
3

年刊

年2回刊

（例）　SER互ES　A－SUBJECT　INDEXの記1載例

　　　　　　　　　鏑・とt　』’‘’・　r畿盤，

WOMEN：　STATUS：　ACTIVITIES　AT　REPORTS
　REG’IONAL　LEVEL

w宕賢習責1認ATus：’AND　FA珂ILY・　　．・REPoRTs．、

　　　　　　　ii　．　．．　’　．’　RESOLUTIONS．

WOMEN：　STATVS：　COMMUNICA．　MISC　DOCUME一．

　TIONS　’・　t　NTS
WOMEN：　STATUS：　・REGIONAL’@．　REPORTS
　　INTERGOVERNMENTAL

　　COMMISSION：ESTABLISIIMENT，　，’

　　　SEREES‘BLCOUNTRy　INDEXの記載例

　Symbol　of
　document
Eイ4870

E／483ユ

E／CN．6／RES／’

　7（23）

E／CN　．　6／CR　．　21’

E／4870

Country

ITALY

JAMAICA

ll

　　　’Type　of

　　　’action

DOCUMENT＄

SUBMITTED，

ASPECTS

STATMENTS
－IN　DEBATES

近着資料　月刊

　国際連合広報ゼンPt　・一丁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　sqbject　，，

DISAR．MAMENT：’　CONVEN．

TloN．oF’REsouRcEs　To

PEACEFUL　NEEDS’

UNITED　NATIONS：　PURPOSE＄
AND　PRINglPLES　；　’teaching　in，

schools

COMMITTEE　FOR．PROGRAMME
AND　CO一一　ORDINATION，　ENLAR．

GED　：　report’

53’

Sy出boゴof

docuMent

　E／4811／

．　，Add．3

E／4762

耳／sk4644

　　　r

　東京にある国際連合広報ζンター

二方岬丁丁鯛岬



機関刊行物の速報誌。毎号主題別に記・

され，各kは解説も付されている。周・

内で翻訳された資料も記している。新

刊資料の検索には最良のtoo1である。’

　国立国会図書館所蔵国際連盟・国際

　　富合刊行資料目録第1巻’国際連

　、盟’・国際連合（除：専門機関）

　　国立国会図書館昭和46年450頁

　　発売元　紀之国屋書店・4，000．一

　　国立国会図書館は国際連盟および

　国際連合の刊行する資料の国内にお

　ける最大の蔵書を有している。その

　ため，かねてからとれら資料をより

　よく利用させるため種kの努力を重：

●ねてきた。今回，国際連合創立25周

’年を記念し，こ．黷邇送ｿの蔵書目録『

　を刊行レ，広く一般に利用して戴く

　ことにした。なおこの目録は全4巻

　よりなり本年より毎年一巻ずつ刊行’

　する予定℃ある。今回1巻を刊行し『

　た。

　　この1巻は第一編：組織と資料，

　第二編：函際連盟，第三編：国際連

　合そして第四編：刊行物目録および’

’索引の4編よりなっている。

それぞれの編について概説すゐ♂

　　第一編は国際連盟と国際連合O．組

　織を概説し，加えて両機関の中で事．

　業内容の類似すろ機関を表を付してtt

　説明した。（註：国際連盟の行なって

　いた非政治活動く社会開発，経済開

　発および国際統計事業の開発等・セ〉

圃の多くは国際連合に引継がれた。）続’

・いて両機関の資料の種類を概説し，

　両機関を通じて継続刊行されている・i

定期刊行物類を表を付して説明した。一／

続いて第二編でぽ国際連盟刊行資料を

記している。この機関の資料について

は本邦で，まだまとめて紹介している

資料はない6従って図書や雑誌は勿論

のこと，一枚ものの資料に至るまで詳

細に記した。この編は，この目録作成

に当って一番力を注いだ。

　資料の検索をなるべくし易いように

するため，各資料は主要な活動分野別’

　（標目はなるべく細かくした）・に排列

した。すべて標目は翻訳と原語名を併

記している。こめ標目の作成には資料

のガイドブックである次の資料を参考

にした。G胆颯e重O　League　of　Nati－

oms’ oubglicatgoits．　H　ans　Aufricht．

901umbia一　UniversitY　Press．　1951．

682P．や雑誌である国際知識．国際連

盟協会編，大正11年9月一昭和12年3
月分。’．．

　続いて第三編は国際連合の刊行する

図書・雑誌と公式記録の2章に分け，

第一章では図書や雑誌を主題別に排列
し一ｽ。中でも国際司法裁判所¢）資料は

省事件毎に排列し，事件名の翻訳とそ

の原文を併記してある。

　最後の第四章では両機関や外国民間

機関で刊行された刊行物目録や資料ガ

イドブヅクを解説した。第二巻以降の

内容を説明ずると，第二巻は国際原子

、力機関，午ネスコ1国連食糧：・睾業機関，

国際労働機関および世界保健機関の刊

行資料，第三巻は前記以外の専門機関

の刊行資料すべて，そして第四巻は国

際連盟・国際連合関係文献目録（両機
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関の刊行物を除く）を各・々掲載する予

定である。

2．．2・市販国連刊行物の目録

　すべてドキュメント記号ST／DPI／
SER．　，：F又はS’T／CS／SERJカミ付されて

いる資料である。市販された資料の検

索に使用される。

　10Ye鍵S　of　Unite｛丑Nat五〇聡s
PubXficatEons　：　1945－1955．　1955．　（ST／　’

DPI／SER．　F／7）．　SaleS　No．：55．1．8’

　国際連合創立以来1955年迄に刊行さ

れた市販刊行物（公式記録，図書および’

雑誌）の包括的目録．各資料共セー1

．ルスナンバーやドキュメント記号も付

されている。現在でも非常に価値あるト

目録。除お主要資料には簡単な解説が

付されている。

　IUm且ted　N翻。簸s｝B痴ks五皿P血t．

1960．（ST／CS／SER．　J／1）

　前の目録と相異する点は国際連合の

公用語である英，仏，およびスペイン

g各目語版の図書をすべて掲載してい

ることである。但し絶版になったも

の，および公式記録，総会や各理事会

り議事録索引は掲載されてない。

　．亙∫皿fi元e尋　Nations　p狙騨cat耳。：ns．

Catagogase．　1968r．　276p．

〈ST／CS／SER：　J／9）

　1945年から1966年迄に刊行の市販図

書や雑誌を掲載している。各資料は

セールスナンバー順に記され，各，々，

簡単な解説，セごルスナンバーおよび

値段が付されている。’但し公式記録は

除かれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　ES

　　亘〕「］tafi「te・d　　Nrat且。簸s　　Offieia亙　　醜lec（f＿

　rds　：　1948－1962．

　　1964．　Sales　No．：64．1．3

（ST／CS／SER　．　J／2）

　！！　／！　：1963－1970

　1971．　i43p　・

　，国際連倉草創三民ら‡970年迄に刊行

さ池た公式記録類のすべてを含む目

録。連合国会議資料（サンフランシス

　t会謙），準備委員会資料そして総会

おま：び各理事会の公式記録類が掲載さ

れている。　　＝

　国連資料一利用の手引と国運刊行物

　　の．目・録一：1945　一　1962年4月，

　　1962年5丹一1963年12月，1964年
　国連資料年鑑：1965　一　1969年（年刊）’

　　いずれも京都国連寄託図書館が刊

　閉した国際連合刊行物目録。1945年

　から1968年迄に刊行された図書や雑

　誌の解説書巳各掲載資料名は原語

　名のほか翻訳名も付されている。な

　お国連資料年鑑には専門機関の刊行

　物も掲載してい66各資料共，価格・

　が記されている。

2．3’ @関別刊行物目録（一機関の刊行

　物のみを掲載するもの）

本会議議事録索引

　臨“ex：to．　procee・diingS・といった書

『名でダグ・ハマーショルド図書館が刊

行している総会，安全保障理事会，経

済社会理事会，お珠び信託統治理事会

「の本会議の会議資料の索引である。そ

の各汝は本会議会期終了後に刊行され

ている。1953年以前はD；、3position　of・

Agenda　lt6mといっ九タイトルのも一
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とに総会および理事会一の．インフォー」

メ．一ショソシリーでの一部分として刊

行されていた。総会，．経済・社会理事．

会．信託統治理事会およ・び安全保障理

事会のそれぞれり本会議会期に使用さ

れだ二階や会講議事録（議事速記録や’

議事要録）などの検索書誌．で．ある。、内

容は各索引共，．本・会議の議長：，・．副議長．．

のリス． g∴．会議議事録のドキ．ユ．メ．ン．

、！超癩のe、’tクリスト．溌墨者．
D．

の索引，．議題ヅ覧件名索引がらなう

ている。．発言考の発言内容を記yた議．

．事録検索Q唯一つρツ曽々である。

h二黒即・醜畠．・軸・G・艶
、．圃A・・r蝉γ・5tねSessign（1950）・．1

　　（ST／LIB／SER．　B’／A．1二）
　　　ノ

Ind・x』td　t一．脚・ee晦9呂．Of．．the

　　廻eo皿0購ie　Ct－hd　Socia豆　，COEiffkei且．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　ヨ　　

　　14th　Session．て1952）一．

．．．

isT／耳B／SER・　B／EITI．．「．．■1　．r

聴x紳聯ee鯉・・f・．ゆ・．．S・・二・昌．

　　uerity　C（蕊取。鰍：19th　Year．（1964）r

　　（ST／LIB／SER．．B／S．　．1一）

Index． Sproeee：d’grpgs・f仙e．、

　　響瞬ee・蜘¢・瞬量呈・．’11th・．＄essi・n

　　．（1952）一　（ST／LIB／SER．　B／T．1」）

　　．Cheekgist．・f　U螂e尋．N罐・幡

D・ゆ・蜘’．・（ST／ILIB／SER・F）．f

識灘昔轡lll「Li；，．

　　　　1946午Plら．1949年迄に刊行された．．．．．

．甲、七二循肇籾め完全な目録（チ手ッ．ク．

リスト）’であ．り1「件名索引も付されて

いる。．次め様に機関別に刊行され’（いP

　る。．．　・1．’、．1．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一56－L・一

Part．2．　Secufity　Counci1．．an（1．＼．

s亘b・idiary．Q・g・P・・．1953・．．・

　Sales　No．1：53．1．．3

Part　3．　Ato血ic．Energy　Corn－

　mission．1953．　F

　SaleS　No．：53．1．16

part　4：Noユ「 sr｛istees葺ip　CouT

　　n（lil，　】，947／1948　1st　and　2nd

　　Session．1949．

　　Sales　No．：49：1．．21　　　，「

Paft　4：NQ．・2　Trusteeship』Cou一

．n・，il；i9483・dS・＄・i・h・．．1949・．

　　SalQS．．　NQ．：49．1．5　　　　　　　　、

Part　4：INo・　3　Trusteeship　Coq－

n・il・．19494th　aρd・5th．　Sessi二

　、6n　and　lsポand　2nd　Special

　’Sessioh．1951．

　．Saエes　No．・：51．．1．17

P・・t．5・．N・・1E・・P・mi，c　anq．

S・Ci・1ρ・un・li・946／1947，　1・t幽

　　to　5th．Se§sion．1949」．．’

　　SaleS　No・．：49：1．・．4，

．Paft　5：．］N6．2．Econordicしand．

　　、SQcial　C6uncil　1948・．　1951・．

　　sales　No．：51≒L27　　　・．1

Part．． T：　No．　3「Econ6mi．c．．and　．

ls・ρi・1．・，℃・uh・il　1P49・．1952・

　　sa！es　No．：52．1．4

Part　6A　ECOSOC，　Econorpic

　　a’hd　Ethployrrient　Comm．issi．

　　on．・1952，　Sales　N6．．：52．1．10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
Part．6B：No：1，EcOSOc，　Tran一

．・p・rt即go血鯛catiOh．

　　COm血iSsiQh．．1946／49，．1st　to

　　’3rd　Sessi6h．including　T6mp一

　　　　　　　　　　　　　∫　．



・ra・y　Tτ・n・p・・t・ndρ6mm二、．．　ht蜜蝋a互．LaW　¢。踊、甑；層

tmigation　Commission，　1946．・．’　，　a　guid，i　to　the　documents　1949

1951．　Sa．les　］NTo．i　51：1．18・　．　’．　一1969．（Ge，neva．　Referehce　li．sts．

Part　6．C：No．1　ECOSOC］　Stati，L／　’　No．．？．）197Q．　55　pl．（ST／GENEVA

stical　CominiSsion・　1947／49．　・　／LtB／SER．　B／Ref．2）

　1951・Sales　No・：51」ユ9．　．　．．’国際法委員会が1949年から1969年迄・

Part　6D：Cbmmissi6n「 Uh　．．・　　1に刊行した資料（会議録を除く‘）の目

、Hu脚Right忌1952・．1．’．‘
D．
^次の撫輝のもと噺　聾さ紅

　Sales　Ng弓53」．6　　・　　　　　　　　．いる。，

Part． UE；No、1Sbcial　Commi：s・．「「 @侵略ゐ窄義，仲裁行為，領事関係1

’sion・1951・Sales　N…51・1・20　　1外交関係・・．海洋法，国際刑事裁判，条

Pa「t　’6F・N・・1　c・mmissi・n　On．．約法，鵬国条款．国籍筆。

’the　Status　of　WotneA．　1951．　・　’一．　・L．　’・　’

S。1es．N。．：5、．1．2、　「一・S嫡・・．a血輔er勘亙且㈱蝕・；．
Part　6Hl：　N6．　i’一 奄唐獅撃唐垂狽メfal　comfnis一’　．　”．　iSSUed　u’nder．　the　quspices　of　the

sion・　First　S6ssion．　ig4g．　一’　．　’　ECOnO．Mic　．　Cppamissipn’　／for

　sales．No．：．5i．1．22．．　　　　　　．1947年から1966年12月迄にヨー．P署．

P・・t　i6J・・　N。．’1　P・pul。ti’。n　C6血一1．パ繍二会が干U罪した出版物（市販

missi・n．・951．． @＿．・’』・．されたもの）鵬軌ている曝掲
s・ie・’　・N6．’，sllli23．．・　載資料は面面．蝶科晶晶・

Part　7B：　Nol　1・Ec6n6rdic　Cdm．．　r’干ネルギーeガス・住宅・建築・計．

　miS、i。n　f。r　A：sia』and　the』「・画・統計1木材・賃易・交通および水質汚

／Far　E。，ロ95・．．1．．．・．．．’「．濁難い？姓闘鵬載ざ漁・

、sal。謡。．：5i．1．26　’．．．・．一．6・主要顧料に難戦輸も付さ、

P・rt　7C・’　N・．1．E。＿i。　C。mン．∬抑’る・1　　，

　friissioA　for：Latin　Atnerica．．　．．．　UN亙DO．《io磁職二二s且曼st・：Cuniu－

1951・　Salgs’　N，　o．　：’　．51．1．　28　・”，　一　，　lative，　．list　fo；’　．the・　period　1

Part　8：i　Un　i’　ted　NatiQns　，　Appe，一　’　．　JanuarY　1967’　tb　15’　Ddeember

，，．ql　for・Childrenl：’U．　N．　lgte一　．’，　．．．19701106　p．（ID／SER．’
f／17）

rrpationa1． bhildreil．寧merge早・．．　・．’．国際X．業開発機関ぬよらて1％7年1

by　Fu副953・一L．1．■「恥ち1970年i2胸こ刊行され姪資、

S31er．Ng・：53・1◎・1・・．，．料の瞬・．轍酬・（主要欄翻雍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　57・．1　1　，　・・　．　・　’　，



報告），工業開発評議会刊行資料，諸会’

議資料（専門家作業部会，研究会およ

びセミナー）の順に記されている。だ

演大部分は会議資料である。

　　　　　　　　（第3章以下次号）　、

（いしかわ・こうじ：一般参考課国連・官

庁資料室主査）

Eフアと纏例：：”itt

．経済学研究φ脚⑳イド・ブ・ク牽紹介

して下さい。（個人〉

湯田〕’@　　ゴ．：　，　一
　E“依頼の章図がはっきりしませ々ので，簡’

単な解題を付して紹介しておきました。戦後

’刊行されたものを刊年明にあげてあります。

経済学研究の凹く合本〉』一橋大学新聞部属，

　春秋社‘昭28　1179p（330．36一耳587k）

　　昭和10年，昭和15年に続き，昭和24年に

　全面改訂されて刊行されたものの合本。こ

　の種のものの先駆的i存在で，韓前，戦後を’

　通じて，もっとも頻繁匠利用された。内容

　は経済学説史冊，唱経済政策編，西洋経済史

綿四脚断編の伊勝塗る・叙述は
　まず，L理論の要点を概説し，その項目ごと

　に関係文献を例示して解説するという形式

　・をとっている。執筆はや橋大学の教授陣。

　刊行は古くなったが，古典的資料の解説書

　としては，今もなお有用q．各編の巻末につ’

　いている人名索引は詳細で；それぞれの代

，表的な著作へφ手がかり乏なる。一姉妹編に

　　「商学研究の栞」がある。

軽済学ゐ学び方　山田雄三三編．白桃書房

　日召33　1384　P　　　　　　　　・（330・7一：Y227　k）

　　上掲書よりは・・ソデ・6　f・t9’し・対象は

　入門の段階を一応終えた入。内容は第マ部

　経済学派の解説，第二部基本的諸テー々ご

乏の鰍涕三部長老繍学者の研究体験

コからなる。叙述はいたずらに文献名を羅列

することを避け；文献の選び方，読み方を

示すことを心がけている。執筆は主として

一橋大学の教授陣による。第一部め「経済

　学の入門文献」では・，辞典，文献目録等の

　二次文献の紹介の億か，今後の研究過程で

　利用すべき外国の専門雑誌の解説も行なつ

　ている。

体系経済学重要文献案内　永田正臣編

　日召34　352P　　　．　、　一（330．31－N223．k）

　　初学者向き。内容は経済原論編・西洋経済

　史編，・日本経済史編，財政学編，経営学・会

　計二二からなる6”．叙述はもっとも代表的な

層古典的文献にしぼり，そ⑱；文献の内容を概

　説する形式をとっている。

経済学学習はんどぶっく　日本評論新社編刊

　同氏38　358P　　　　　1　　　（331－N684　k　2）　’

　　初学者向き。「経済セミナー」に掲載され

　たものをもとに加筆，編集した・もの。内容は

　第一部経済学はどういう学問か，第二部各

　分野ごとの学習法，’第三部経済学学習プラ

ン，第四羅群基本文献案内からなる・

＄題は狭義の経済学のほか・財政・金融

　社会政策，統計学，一経営学，会計学をカバ

　晶している。’執筆はトップクラ，スの経済学

渚による。

近代経済学研究入門　宮崎義一編　有斐閣

　昭40260　P＼　　　（331．39－M672k2）．

　　「初学者ぺの手引ぎを目的としている」と

　はしがきにあるが，かなり高度なもの。内

　容は第一部近代経済学を学ぶたやに（学説

　史）第二部近代経済学の理論構造（経済政

　策，財政・金融も含めて）第三部最近の経
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