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　　展示出品関係（昭和46・］lo～12）

　・日本の科学の歩み展

　　主催者　　・県立山口博物館

　　展示場所　同　　上

　　展示期間　昭和46年10月1日ッ11月21日

　　貸出図書

　　　大和本草　　　　　10冊

　　　花譜　　　　　　3〃

　　　花彙　　　　8”
　　　草木図説　　　　　20〃

　徳川将軍の書画展

　　主催者　　久能山東照宮博物館

　・展示場所　同上2階展示室

　　展示期間　昭和46年10月1◎日～10月31日

　’貸出図書

　　　徳川家区議「扶桑略記第21巻」

　近世写生画の系譜展

　　主催者　　神奈川県立博物館　　　　、

　　展示場所　同上特別展示室

　　展示期間　昭和46年10月21日～10月28日

　　貸出図書

　　　武蔵石無目八譜　　　　2冊

　tt、栗氏虫譜　　　　　　3〃

　　　禽譜

　　　日東早耳　　　　　　4〃

　　　随観写真「　　　　　、6〃

　　　花彙　　　　　　　2〃

　　　草木錦葉集　　　　　　4〃

　　　植物写生図

生誕百年独歩・弓袋・秋声三人展

　主催者　・東京都近代文学博物館
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展示場所　同　　上

展示蝉間　昭和46年10月1日～11月3日

貸出図書

（図書の部）

　家名短篇傑作集

　女の秘密

　村の人　　　　　　1

　花袋集

二十八人集

　独歩小品

　秘めたる恋

　哀史物語、・

　焔（下）

　草枕旅すがた　　　　　　　一1，

　笛吹川

　美人のあたひ

三尺剣

　家庭小説楓の下蔭　　　　　　　　　’

少年伝記叢書

野情詩

日　光

野の花，

雲ゐゆくえ

現代小品叢書第1編

去たば

独歩全集

日本一周

旅

東京の三十年

湖のほと．り

再び草の野に

女の留守の間一

独歩詩集

山水慮浸

旅から

7冊

2冊

2！1

一日二日の旅東京の近郊



美文評解叢書花袋・四声傑作集　　　　　　　ホトトギろ　　・

小諦しい芽　　　．・tt　経離来

墾灘醜騨珊　ttt灘界
花袋全集　2巻～12巻■1冊　　　’　．　　　婦人新報

二つ乃生、　　　　　　静界
海の上　　　　　　　　　　　　・　　　　中学世界

かの女　、　・　　　、　　’　　・　　　　東洋画報

山上の雷死　　　　　　tt　　　　　　　　国民の友

難論1醐響輯レ電器富津
繋ll旧一．t・tt．．灘凶

漁の行痴11・tt、　非方領土展

海をこえて’@　　・　　　　　・　　　　　　寛政蝦夷乱取調日記　　3冊

水郷日田

齢tt．ロ　tt．大蔵省印刷三年三

二細文学・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帝国予算提要　大正15年度

瞳世界．．■／　　　　史料畿一
驚杯，ジt．「t一．ゼー欝1遍’1●瑚∫

　　　　　　　　　　　　　　　高．84一』



週報叢書

日本諸学振興委員会研究報告

臣民の道

太政官布告書　明治8年

帝国議会衆議院議事速記録　第1回

足利学校旧蔵関係典籍展示会

　主催者　　足利学校遺蹟図書館

　三尉場所’同上に設けた展示会場

　展示期間　昭和46年11月23日～11月26日

　貸出図書

　　人見氏傳　　　’

越後記大全

雪江先生詩文集

時弊先生詩文集

竹洞先生詩文集

君臣言行録

皇王大記

青雲筆勢書

平坪稿

’石林燕語

天文換統，

書疑
学斎佑平

間窓雑録

鼠　瑛

群籍忍言

巻懐随筆

後山談叢．

新雛皇朝類苑

標題音註東国三略

東国史略論抄

人見氏系図

天原発微

動山隠

皇朝武功紀盛

雄藩無事本末

3冊
41！

411

811

8！！

711

10　1！

21！

3！1

2冊

5冊

10冊

511

2軸

10冊
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三三雑記

杜氏通典　　　　　　20冊

孝経大全　　　　　　5〃

弓懸図説　　　　　　6〃

古註青葉　　　　　．3〃

廣弘明集　　　　　　8〃

永覚和尚禅回外集「　8〃

新製霊毫悪難志　　　7〃

周遊抄　　　　　　　6”

くこの項閲覧部図書課協力〉

貴重書委員会・幹事会

5月18日　貴重書等指定委員会幹事会（第19

回）　　候補図書「しゃかのほんぢ上」以

下和書4点，洋書20連勝暦14軸，462冊，

972帖，4枚

5月19日　貴重書等指定委員会幹事会（第20

回）前日からの継続審議

6月7日　貴重書等指定委員会（第6回）

上掲図書中幕重書の指定20点21冊2軸2枚

唐馬重書の指定1点1冊

9月22日　貴重書等指定委員会幹事会（第21

　回）　候補図書「妙法蓮華経玄義巻第二1

　以下和書12点，洋書42点

9月29目　貴重出動指定委員会（第7回）

上掲図書中貴重書の指定5点10冊　準貴重

　書の指定47点67冊．

出　張　等

10月4日（月）～5日（火）　　第8回情報

　科学技術研究集会　会場一東京電機大学

　出張　科学技術課主査速水能人

10月12日（火）　　大学図書館におけるレフ

　ァレンス・サ＝ビ冬の開発をめざして（座

　談会）　会場一三京大学総合図書館　　・出

　席一般参考課主査土井稔子（「図書館雑誌」

　昭和47年1月号に掲載）

10月】3日（水）一15日（金），16日（土）一19
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　日（土）

　昭和46年度全国公共図書館参考事務研究集．

　会’会場一佐賀県立図書館参考業務の実

　態調査．用務三一鹿児島県立図書館・宮崎

　県立図書館　　出張　　法律政治課長三谷

　弘　　　’　　　　　　　　．1　　’

11月16日（火）　　国立国会図書館長と東海

　地区大学図書館長との懇談会　　会場二名

　古屋大学　　出張　一般参考課主査佐久間

　信子

11月17日（水）一19日’（金）　’昭和46年度

　全国図書館大会　会場一岐阜市’　出席’

　』帰参考課課長補佐伊藤松彦，主査佐久間

　1信子，主査田中隆子，主査今英章，主査高

　橋泰四郎，主査稲村徹元

11月24日（水）　　特殊コレクション調査

　用務先一箪木県立図書館　　弓張　一般参

　考課副主査中林隆明’　　　　　　、

11月29日（月）一12月2旧（木）『・　司法省，「

　内務省当時め両省刊行物の所蔵調査　用務「

　先一同美甘大学人文科学研究所’京都大学

　入文科学研究所　　出張　法律政治課副主

　査矢野浩史、

11月29日（月）一12月3目（金）t’t参考業

　務の実態調査ならびに近代政治資料の所蔵

　調査

　用務先一広島県立図書館，防府市立居府県

　書館，山口県文書館　　出張法律政治課・

　柴田和夫』

12月2日（木）　　特殊コレクション調査

　用務先一千葉県立図書館　　出張　アジプ

　・アフリカ課長岡本正

12月2日（木）’@特殊コレクション調査

　用務三一山梨県立図書館　　出張　k般参

　考課主査朝倉治彦

12月3日（金）　特殊コレクシ・ン調査

’用務先一埼玉県立浦和図書館，・出張　索

　引課主査稲村徹元tt

　12月3日（金）　　特殊コレクション調査

　　用務三一神奈川県立図書館』　出張　人文

　　課主査林呆之介

　12月3日（金）一4日（土）　　関東地区公

　　共図書館協議会奉仕部門研究集会　　場所

　　一箱根町　出席　F一一・般参考課課長補佐伊藤

　　松彦

12月9日（木）　持殊コレクシ・羽撃

　　用務先一群馬県立図書館　　出張　A般参

　　考課課長補佐伊藤松彦

　12月20日（月）一23日（木）　tt東北地区科

　　学技術資料館との業務連携および利用実態噛

　　調査．用務先一東北大学附属図書館，宮城

　　県立図書館等　出張　科学技術課副主査小

　　倉喜一

　12月20日（月）二24日（金）　　北海道地区

　．科学技術資料館との業務連携および利用実

　　態調査　用務乖一北海道大学附属図書館，

　　北海道立図書館等　出張　科学技術課主査

　tt服部一敏

　第3回国際連合寄託図書館会議

　　こめ会議は，国際連合広報センタrが中心

1、となり，毎年一回，各寄託図書館の担当者が

’集まり，日頃の研究・調査した結果を発表し

　合い，業務の一助にすることにしている。

　　本年は，11月5日，6日の両日；国立国会

　図書館で開催され，『総合図書館における資料

　の整理法一・大学図書館における国連資料の整

理法・国連資料のマイ「クロフィッシュなどに

’ついて丁討議された。季晒者は，館外から国

．際連合広報センター（所長ほか1名），国際

連合寄託図書館9館および4機関，館内から

松下参考書誌部長ほか6名計22名が出席し

　た。
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　　　図書館界の出版物摘録

（当館匠昭和菊年IO月以降納本されたもの）

北海道総務部’　’・　lt．tt

北海道千崎無料三三5号
　　昭46ンn壇20P25・m．

室蘭市立図書館一　　　．　　　　　L

　本多新・1資料目録

　　　　　　　　　　　　　　x　　’　　’昭46．3　29p　25cm

江別市篠津自治会

　篠津屯田兵史

　　’昭46・7759P21・導

青森県立図書館

　青森県内　県・市・郡・町・村史（誌）

　目録　昭和46年度

　　日量46．7　60p　　19cm

　解題書目　第1集　津軽史

　　昭46．10　67P　22cm’

岩手県立図書館「

　岩手県内出版物総目録、昭和45年．一
　　昭46．1134P　25・血、

市立弘前図書館．

　津軽家文書目録　2

　　昭46．281P　26cm

　　（郷土資料目録第8巻）

秋田県立秋田謹書館

　菊池辛庫・禅林文庫・田口文庫目録

　　昭46．3S2b　26cm

秋田県歴史資料収集協議会，

　秋田県歴史資料目録第7集

　　昭46　177P　26cm

群麟軍帽餌．
　郷土資料総合目録　追録

　　昭4642156，34p125cm
群馬県立博物館　　　’　　　、’Z

l山崎コレクショ．こイ目録：

　　昭46・5　112P　21cm　tt

国立国会図書館整理部

　蔵書目録’第3二三1冊　自然科学

　　昭46・11391回忌32cm

　外国航空・宇宙文献目録　第10巻

　　昭46・12．6S3P　25¢中1・一

法務省大館卿旧制讃部
　極東国際軍事裁判所資料目録・’．

　　昭46・3　429P．・24×36cm

国立教育研究経

国製糖研究所三四三図三田瞼

　和書の部　社会科学2

　　昭46・377P　26cm、

東京国立文化財研究所

　音盤目録　皿

　　日召46．7　236P　　21cm

東京大学医学図書館　1

　受入雑誌目録L1971年版

　　日召46．10　　127p　　30cm

林野庁林野資料館

　収書目録．二野4

　　目召46．6　　188p　　26cm

東京都立引卑谷図書館

類緑機関名簿’

　　昭4612・115P　26cm

　特別軍上文庫目録　諸家　漢籍・

　　，昭46．2　138，42p　26cm

東京都立教育研究所・’

　図書目録　昭和45年

旧識11物勘一
新着図書瞬1970・4～1971・3

　（和書・中国書：・．朝鮮書）、

　　昭46・5’51P24・m

拓殖大学図書館　　　・．

師文庫三郷録，’

　　昭43・10’3：1h2与・m

　　！擁蝉図書割腔麟獺）
　蔵書目録tt社会科学編，（和漢書）
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　　昭46．6　700p　25cm

　　（拓殖大学図書館蔵書目録第5輯）

神奈川県企画調査部

　神奈川県刊行物目録　昭和4，年『

　　月召46．11　’57p　　26cin

神奈川県立図書館

神奈川県関係新聞言醐引回1・集1

　　昭46．1287P・・⑳

石川県立郷土資料館

　岩佐丁田文書目録・珠洲市ゐ農具

目謬第騨1ゆ

山梨県立図書館

　甲州文庫目録　下

　　目論46．11　321p　　27cni

羽島市立図書館

　蔵書目録第1集

　1昭46．10201p　25cm
静岡県享中央図書館、『

　明治初期静岡県史料　第5巻

　　昭46・3838P　21cm　．、

浜松市立図書館

　遠州英国豪雨

　　昭46．1132p　21cm

　　　（郷土tE料双書5）

名古屋大学理学部数学教室、

　ヒルベルト文庫目録、

　　目召46　427p　　30cm

一滋賀県立図書館

滋翻係絵図魎瞬
　　昭46．5，35P　21Cin　・：

　　　（郷土資料目録第3集ン

滋賀大学経済学部三三史料館

　岩越文書目録．
　　昭46．3・28，？1・出

　　・（吉凶自録第8葉）

堺轍藤殿

　　　堺文化史伝．

　　　　日召46．3　346p　　22cm

　　関西学院大学図書館

’関T繋誌r∵曝’
　　京都教育大学附属図書館

　　　増加図書目録　第13号

　　　　目召46．111109，36P　24cm

　　和歌山大学附属図書館

　　　紀州藩文庫目録　昭和46年，

　　　　日召46．3．173p　　26cm

　　鳥取県立図書館　　　　　　一

　　　鳥取藩史　第＄一5巻

　　　　昭45～46　3冊21cm
　　広島犬学附属図書蝕

　　　加計華屋文庫目録　第2巻

　　　　昭45．7　197p　26cm

　　徳島県立図書館

　　　蔵書目録　第3’巻　社会科学

　　　昭43．3．31現在

　　　　昭46・3300・56・『6P　27cln

　　宇和島市立図書館

　　　』佐藤信淵と宇和島藩との関係

　　　　、昭46β31Pを1・m　一

　　　　　て宇和島郷土叢書第10巻）’

　　　日出町立萬里図書館

　　　萬里祭記念講演集『

　　　三悪翻矯書聯三等）

　　　矯元年写本
　　　　昭43・1034P・24gm・（図書館叢書第2

　　　　　　　　　　　　　隼）

　　・　日出年代史（増補）

　　　　1召44＝2222P　26・rp・（図書館灘第3

　　　　　　　　　　　　　．集）　　　＿・
　　　旧出史談あ乳これ

　　’昭45．・113・P21。鼠図論叢舘4

　　　　　　　　　　　　　集）
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　陽城入物伝

　　昭46．1　109p　21cm・’（図書館叢書第5

　　　　　　　　　　　集＞

r別府大学文学部

　検見山事（豊：後藩政史史料）

　　日工46．10　40p　24c血

鹿児島県立鴎三品分館

　大島要文集

日謬鵡御
．佐世保市郷土研究所　1

　郷土研究　創刊号

　　昭46．11103P　30cm

琉球政府

行政府刊行物眼1971一，
　　昭46．11　36p　14cm

　〔追　加〕

東北大学附属図書館

　漱石文庫目録

　　昭46・10・123P，21cm

　　　（東北大学附属図書館特殊文庫目録シリ

　　ーズ1）

山形県立図書館

蔵書瞬社会科学昭ξ6・8・31現在・

　　昭46．11647P　29cm

群馬県議会図書室　　　　・　’　a、

　、図書目録一群馬県資料一　昭46．　4現在

　　昭46・10212P　26cm

千葉県立中央図書館

　増加図書目録　昭和45年

　　昭46．12　296，57P　24cm

国立国会図書館

　欧文逐次刊行物所蔵目録11971

　　’昭46．12886P　30cm

　新収洋＝書総合目録　1969’

　　．昭47．1　・　ISS7b　30。m

法政大学大原社会問題研究所

　松川裁判と松川運動に関する資料目録

　　昭46，12　107P’26cm　’

東享家政学院大学図書館

　大江文庫本目録　第2分冊、一江戸時代の

　家事家政・家庭教育関係者一

　　昭46、10　441，’35P’24cm

東京都目黒区立守屋図書館，

　蔵書目録　第10分冊　昭46．3現在

　　昭46・12297P・　24gm

川崎市立高津図書館

　高津郷土史料集第9篇
　　昭46．12、2’7p　24cm

神奈川県図書館学会

　神奈川県内図書館所蔵

　図書館関係文献所在目録

　　『昭47．1136P　25月置

浜松市立図書館

　老松園文庫漫録

　　目当47．2　　50P　　26cm

愛知県文化会館’

　参考図書目録

　　目口47．1　64P　25cm

名古屋市鶴舞中央図書館

　総合雑誌目録

’昭46・11、　77P　26cm

総合増加離腸第燦
　　昭47・’1・228P　25⑳

高知市民図書館

　真覚寺日記（地震日記7，“8）’

　　日召46・12．　197P・24cm

　　（土佐糖戴第2z巻）

宮崎県膳部ltt　ピ、
　行政資料目録　第2回総合塚　昭46・3現在

．昭46．12　487P　25cm

福岡県文化会館

　小笠原文書目録．

　　目口46．11　18P　25cm

一89　一　’




