
国際連合の書誌活動（後編）

第二章　専門書目

　　　　　　〈国連憲章〉．

　Bibliggraphy　of　the．　Charter，of　the

　　United　Nations．　（Bibliographieal

　　Series　No．　3）　1955．　ユ28．p．

　　Sales　No．：　55．1．7

　　（ST／LIB／SER．B／3）

　各国で刊行された国際連合憲章関係

．の文献を収録した目録。内容は3画面・

分かれ，憲章op歴史ジ国際連盟規約と

国際連合憲章の比較，国際連合憲章で

ある。ただし国際連合および専門機関

の刊行物は除かれている。

　　　　：　＜一　’般＞

　Annuals　received　in　the　UNECA

　　Library．’　1962．　．

　　’（E／CN．14／LIB／SER．A／2）

　アフリカ経済委員会図書館（Econo一

．　mic　Comml’ssion　for　Africa，　Library）

が受入れた資料のう．ち年一回又はそれ

以上ρ間隔で刊行されでいる逐次刊行

物の選択書目。資料は3部に｝nKかれ，、

第一部は民間機関，第二部は政府機関

ぞセて第ξ部は国際連合お．よびその専

門機関の刊行物をそ乳それ収録レてい

る。

Cheek－list　of　periodieais　eurrently

　r6ceived　ECA：FE．：Library．　ユ962．

石川　光、二

　　92　，p．　（Bibliograpl｝ical・Bulletin

　　No．　2）

　第1版は1955年に刊行された。アジ、

ア・極東経済委員会に受入れられた雑

誌の受入れ自録である。各資料共，出

版社名，1刊行頻度，資料名等が雑誌さ

れている。

ρurrent　bib1‡r9・aphi・al．i耳f・rma－

　　tion．　Vol．1一　・197！r　Dag　Ham－

　　m…kj61dLi卿y・、N・wY噴
　Dag　Hamfnarskj　61d．Libraryが従

　　　　　来刊行していたN6w　publicatio4s「in

the　Dag　HamMarskj61d：Libtary（ST／

．LIB／SER・A／）とρurrent　issu・・”；・，

sQlec毛ed　biblibgraphy　on　subjects・of

Conqern　tρthe　United　Nation6（ST

／LIB／SER．　G／）に代って新たに刊行

されたもの。国連以外の刊行物でダゲ

・ハマーショルド図書館に受入れられ

た図書や雑誌論文を掲載する目録。掲’

載資料は国連の諸機関が行なっている

業務と関連ある内容のものおよび国連

内の機関について記している資料も含

まれている。

Government　Gaz．ettes．．・　（Dag　Ham－

　mai“skj61d　．　Library．，　Bibliogra一

　．phical　．Se1aies　No．’10）　1964．　50　p．

　Sales　No．164」．24　　　　一

　（ST／LIB／Ser．B／10）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　1964年9，月現在，、国連ダグ・．～・マー　　　・　37P：

シyルド図書館に1所蔵さ2Z．ている、各肉　　　．Dag・Hamma典j61d　：Library・

lliJ行の下野顯明撫ある．国別1・タ．．　B’b’1・9・aph’6・’rer’6s　No・．5・・‘

イトル，出版地，出版頻度，掲載言語　、　　RevlIL　1965・13g　P・　一

名，以前のタイトル，索引の有無等を　　　　Da9「：Hamma「skj61d　Lib「a「y’

蹴ている・’．一　・ttt門端a需’牌∵q∴
　Index　t・　microfihn・6f．　united　’　　国際連合刊行資料には雑誌とか条約

　　Nations・docyment『　’in・En91ish’　集，年鑑など一部の資料を除き，各回

　　（Dag　’，・Hamma「skj6’d』ib「a「y・一料の纏縫畑磁関を表わす表示記

　　B’b”09「aph’ca’Se「’es．No・4｝　号〈ドキュメシ無煙）が付されてい

難で領解マ伽フィ・レム版る．このリスト姻蝶料の赫記舟
で1946年から1950年迄に刊行された国　　がわかっているとき刊行機関名を調査．

腱合ドキユメン噸の晦「国照したり，・≠桁機関名か猿示記号照
合準備委員会の資料も含んでいる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べる場合などに使用するもの。最新版

　List　of　seminars・一study　grouPs，　には件名索引も付されている。

　　expert　　groups，’symposia　　ahd　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．Monthlyユist　of．　books　catalogued　in
　　workshops　held　undeセthe　United
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the：Library　of　the　United　Na一
　、Nations　auspices：：L946一一1969．　　　　　　　　　　　…　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1928－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tior1S，
　　（United　Nations’Library，　Geneva．「

臨調温温臨つ漏騨9灘鵬灘
9の瞬はエ946年から・969髄をご国．行は国聞合に引御隠在1こ及んで

驚讐驚鶴蕩憲∴二㌦東一嫡贈図面館に受入

謙野霧旦欝欝細説設熱熱翼鏡
アルフバッ噸に酬を，聯単音β’を主馴邦題ている・・

灘1聯野鶴輪∫11．個際行政＞
1う　124件開催された。　　　　　　　　　　奏sho「t　international　blbliograPhy　．

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　．、　．　　　　of　public　adrfliniStration・　20　P・

L’・t・1　EJnited　Natio・n・c16・u螂・．．ゴ・P53・・、S・1・・N・・：53・II・H・1

　　．lsr・ie…mbOl・・「．’一一t．、　I　ttt、1・t・m・ti？・・1　b’bli・9・apl？y・f．P・b－

　　Dag耳ahユmarskjφld　Library，　Bib∴　t　’　、’t　li¢administrati6n．1957．．101　p．

　　　　　　　　ご
　　　liographical　Seでies　NO．5．・19与6，、　　　Sales　No．：57．ILH．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　－60一一



　　いずれも各国および国際機関におけ　．　南西アブy力地域に関連をもった文

　る行政の諸問領について記している図．「献の目録b国際連盟・国際連合・、およ

　君の目録。両者は甲際機関のほか前者　　び専門機関め刊行資料・南アフリカ連

　1詔5力国，8力函語の・．そして後者は、含および南平アフリカ地域で刊行され．

　，12力困語の刊行物をそれぞれ掲載して　、た資料を掲載している6，

．V jる・．．、．．．．．、．．． P．’ ｦ脚・n・nd　d・6・u岬・ti・n　in

　　　　　　　　，　．　，’，　”　’，．　・　’．　i’espgct　of’the　territory　of　Sguth．

　　　　、〈政治・華押保障問題．〉　．tt．　　West　Afri6a．　．19561　263　p．．

　　D・蜘・畑…息・1ec・とd∫騨・9－1．（4／AC・73／L・8）．
’． @・hphy・ユ962L1964，（Dag　H・m一　上記≧同様・

　　　marskj61d　Library，，　・Bibliogra－

　　　phiρ・i・．Seri6・N…2）i968・：．．　t　t．．．＜国離＞

　　　38　p．　（StyLIB／SER．B／12）　，　，　，　，’　Bibliographi．cal，guide　to　th．e　law　of　，

　・’・　Sales　No．：　E．6s；1．lo　’　’　’　 　”　・　the’sea；　Vnited’Nat．iops　Confer－

　　　　　　　　　　　　　1”一．’．．．．，．’，rt一　．’，　enc6　oh　the　Law　of　．the　sea．，　21

　　ダグ・．ハマ一階ヨル．ド図書館に受入　　　．．Nov．，．195マ．56’p．（A／CONE13／

れられた図書およ三三の中か三三、．17）、．・エ96・．（A／C・NF．・9／6）．

関係の謙を騨して・主題肱記し．国際灘法会議のた雌作郎れた
　牟目録であるb．1．一t．　　　・．．，「』．海洋法関係の三献目録6海画法関係の．

　　b。＿，nts　1。・．』thd　L6。gu。．’・f沼蝦する撤回、ダイジェスト・

　　　N・…n・，．．’・h．e・ntern・ti・h・L・n…’．．便覧即興羽目鵬を照してY’

　　　・・1・ut・・f・ntblie・・u・真C・・P・玲．．る・

　　　．tion，　and　the　United　Natipns．’・’・・　・Bibliography　pn　Arbitr．al　？ico－

　　　Exp6・・．　C・m血・tt’6・　e・t・bli・＃・d　in・．’　cedu・e・ユ♀59・43　P・

　　　Pvrsuanee　of　’SecuritY　Coyncil．　・，．’　（A／CN．4／29）

　　　・965・iゆ（S／AC・・4／・）．・．1．．．イ幟手続（国卿三三t・イ中裁条約tt

　　　　　　　　　　　　　’ピ　　　：と判決など）関係の文書モノグラ

思撫認黙響．．三ll離礁齢灘

　　Ipf6rmation　and　documentatipn　in　，　BiPliograph．y　，　on・，　，　ipternational・’

　　　respdct　bf　the　ternitory　of　，so’uth．’　，，　criminql’　la．w　and．　．internatio4al

　　　‘West・　Africa．．Part　1：一1954．　’　・　，・c’riminal’，　courts．　，・1950．．　48　p．

　　　．482P・、鳶・t工工・・954・　376．P・　．　（A／ρN4／28）

　　　（A／AC・73／L・3）　　　1、　　．　．．・．．国際刑法却よび国際刑事裁判所に関’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　61　一’　一



する文献目録ジ国連刊行物ほ除かれて

いる。内容は国際刑法の概念，．平和に

対する罪．戦争に対する罪・人権およ

び大量殺害1〈i対する罪2テロリズみ，

海賊行為，戦争犯罪人の裁判（第一，

第二次世界大戦後）および国際刑事裁

半！所等噸即下に髄無糖揚訳し

‘ている6

　　British　Administration：　Biblio一

　’graph：　p．　89－101．　1951．，101　p．

　　‘（T／AC．36／L．ユ0）

・英国行政下の信託統治地域（タンが

土師，トごゴランドおよびカメルr

ン）における土地行攻・土地保有権，’

および土地利用に関する文献の目録で

ある。

　’Bibliography　on　sanctions　in　inte．r一　’　Legal　1？ibliography　of．the　united．

　　national　1ajw　with　＄pecial　tefer一　・Na・tiOps’／an．　d　related　inter－govern－

　　ence’to，the・expelience　of．．　the，　”　Me4．tal　organizations：　Vnited

　　Lehgue　ol　Nations．　lg6’s．　12　pL　．　Nqtiops　」uridical　yearbook．’　Ari一

　　，（s／Ac．14／7）．　・　 　’@nual．
国際法に則った制裁の問題にっ、v・’　．．　Uni・・d－N・・i6n’　Juridi・a1　Yr・・6・・k

て1．連盟当時か．6’19SO年代前半迄年刊　　σ「毎号皇軍に掲載される・．国際導管お「

、行ざれた図書，および雑誌記事を掲載・　よびその専門機関で刊行された法律関

しかる．、大鷺ぼ・92・年から1’93・年』輝国脚翻・2部に分猟第r音K．

代に刊行され二心文献溜るづ・，は国連刊行酬のうち辮髄の議題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と関連した文書類および専門機関の
　Bipliogyaphy　on㌻he　regime、『f撫『、刊行する法律資料を掲載じている、第

　　high　Seas・1950・112　．’P・「．．一．．』二部は国際連合以外で刊行された国際

　　（A／CN’4／26）・㌧　・一　’　　　1連合およびその専門機関関係の法律文

公海り法的鯉に関する文醐自献であるざ　　　　　．
三園際連合二桁資料は除かれてV・る・’

　内容は海洋9）自由航行権（船舶管理．　Lisl　of・．treaty　c611ections・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の目録。‘二般条約集、（条約集索引・そ
水域および大陸欄等に分りて文献を掲．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の他の書員，パシドブツク），国別条約
識している。，　．　　　　　．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集、（7粟国）および主題別条凶事（精

　Law，’poli・y　qnq’pra・tice，τe1殉耳9’　算協定・商業’e航海・中立と戦争・国

　　to‘land　tenure　and　u七ilizalion．in　・襟紛争の平和的処理および平和の各条

　　the　．’Trust　tt　T『rritories、、under’約など〉の順1と収録されている。各薗

　　　　　　　　　　　　　　　　一62　一一　・



刊行の条約集の調査には有力な情報源

である。㌧

　Reference　guide　to　re．　solutionS　and

　　records　concerning　the　Law’　of

　　Sea．adopted’by　Woyld’　Wide　or

　　Regional　lnternational　Confer－

　　ence　and　Meetingsl　1957．　182’p．

　　（A／．CONF．13／21）

　本書は2章に分かれ，第一章ほ海洋

法国際会議や会合の報告や採択された

決議の本文を掲載している。第二章は

、海洋法関係の国際連盟，国際連合，国

際法協会，国際弁護士協会，グロティ』

ウス学会；およびアメリ・力国際法学会

等の刊行物のリ，ストを掲載している。

　A　selected　bibliography　on’the　law

　　of　treaties’；　United・　Nations　Con－

　　ference　o・n　the　Law　of　Treaties．　，

　　1968，　150p，　（A／CQNF．39／4）

　国際条約法会議の．ために作成され

た，条約法関係の文献盛宴。「条約法に

関する一般的および個別化された問題

　（条約施行の決定と登録，法の遵守，

適用および解釈，条約の運：用の無効と

．終止および条約法の法典化など）を記

した文献を収録している。大部分は雑

誌文献である。

　Statutes．　and　Subsidia．ry；　a，　selected

　　sQupees　Jist　of　colleetiop，　biblio一，

　　grap，hies　and　other　aids．　1969．

　　76p．　（ST／L工B／24）　．

　各国で刊行ざれた主要な法令集の目

録、国別に記されている。・目本の項を

・見る坦本法令索引，国会通過法令集

および岩波六法全書などが極ざれてい

る。但し官報類は除かれている。巻末

には各国で刊行された法令関係の書誌

類が解説付きで掲載されている。

　　　　　＜経済一■貿易＞

　Books　on　Africa　i4　tbe，　UNEC’A’

　　Library．

　　United　Nations’　Economie　・Com－

　　mission　for　Africa，　Library．　’1962．

　　318　p．　．（E／CN／14／LIB／SER；A／3）

　．アフリカ諸国の経済社会事情につい

て記しているモングラフの目録。掲載

資料の殆どは政府刊行物である。しか

し信連および専門機関の資料は除かれ

でいる。各資籾さ次の様に主題別に記

されてい．る．農業，書目，商品，経済

．事情人口，社会事情，統計，交通お

よび貿易など。』

　East－West　Trade－a　seleetiVe　biblio－

　　graphy．．　．’　’　］

　　（United　Nationg．　．　Library，　Gen’evq．

　　Reference　list　No．．　1）　1970．

　　80’　p．

　東西貿易に関する文献目録。但し三

一資料は除く。主として次の様な問題

と関連する資料を掲載している。貿易

殊策，最三国条款の原則と差別待遇の

問題tt経済制度の異なる国々における

関税表や課税政策支払と信用，．外匡レ

貿易政策，外国貿易企業の組織7，仲裁

．裁判とその脚法欄思国籍紐、
コメコンの役わり，tt　1 O国：貿易計画およ一
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びその他㊧東西貿易と関連した一般的

な諸問題。キールOP世界経済研究所図’

書館，プラファの外国貿易研究所およ

びハンガリー科学アカデミー経済研究

所そしてヨーロッパ経済委員会が協力

作成したものである。

　EconQmie’，and　social　development

　　plans：．Africa，　Asia　and　Latin

　　Amenica，　’（Dag　Hammarskj61d

　　Library，　．．　Biblidgrqphical　Series

　　No．　9）　1964．　25　p．　Sales　No．：．

　　64．1，16　一1　（ST／LIB／SER．B／9）

　ア．フリカ，．アジア，およびラテンア

メリカ諸国の経済および社会開発関係

り諸問題を記している政府刊行物の目

録である6’ @　　　　　　　　、

　　　’

1響響難蹴鞠
　　Eeonomies．　，’1966．．　’59　p．　i（Dag

　　Hammarskjo”ld　Libirary，　Biblio・r

　　graphical　’SerieS　No，　’11）・

　　（ST／LIB／SER：B／11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　Sales　No．；66工10

．，

謳i諸国で刊行された経済わよび四

三畠麟灘難囎蒲
や艮立b一た特色の調査に役立つ回報源

である。

　Guide　to　documentation　UNCTAD一

　／II．　New　Delhi，　1　Febryary　to　25．

　　March，’．1968．．　United　Nati6ns．　Co，h－

　　terence　on　Trade．and一　Deyelop一’

　　ment．　1968．．　79　p：’　（TD／INF．3）．

　第二回国際連合貿易・．開発会議の会

議資料目録。会議資料一つ一つ1ご解説

き付し，議題ナンバー・、ドキユメツト

記号順に排列したも4％

　　Guide　to　industrial　directori’es．

　　　United・　Nations　lndustrial　Deyel－

　　　gpment　Organization．、ユ970．．、

　　　137　p．　（IP／53）

　　㍗々国で刊行された産業（牛産，貿；

　易お・よび商業を含む）関係企業のダイ

　レ外、ジーの目録、各掲載資料にはそ

，　の写真と三次，一頁数，刊行年，刊行機

　関・揚銭神名・蝶の種類掲載さ

　れている会社の数，その明円企業に関

　する情報の掲載項目などを記・してい

　・る。・日本の項に！ま次の嫌な2冊のみで．

叢濃よ騰綿雛
　Index　of　JaPan．．，

，’@’
撃獅魔?獅狽盾窒凵f Ddf　abstracti・ng　serviees

　　　i．n　’the　fielq　．pf　applied　econdmi・cs

　　　in　the　Countries　oflthe　Eeonomic

　　　Commission”for，　Eurepe．　1966．’

　　　69　p．　（E／EdE／616）

盟黙鯉濃灘㍊
　び教育経済など応用経済各部門の抄録

“誌の’一覧である。’

「　各資料は国別にタイトル，出版社，

　刊行頻度，記載言語名，抄録雑誌数，

　分穎（どんな分類を採用しrいる埼の

　等々’。FIDの協力を得て，国際社会科
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摩ドキユメン㌃シ・倭学会が雲集㌧

　し．たもの。

　Regionql　economie　co－oper’ations；　a

　　seleet　bibliography．　EC’AFE・

　　LibrarY．　1968．　222’p．　（Biblio－

　　graphical　Bulletin　No’．　3）

　地域経済開発関係の文献目録。世界

各国で刊行された文献を収録レてい「

16。主として雑誌文献。エカフェ事務

局図書鯖刊行。騰写印刷版．

　　　Studies　on　fiuetuation　in　commodity

　　　　priees　and　yalue　of　trade．　Pilet

　　　　study　of　non－ferrous’　’metals．

　　　　Progress．report　by　the　Secretary一

　　　’Geheral　Nov．，　1956．　11　p．　Ap一

　　　．’　pepdix：　1．Bibliography，of　，studles

　　　．6n，non－fercous　metals．　p．，，5－11．

．　・　’ iE／CN13／L．33）

　　　三際酷ヨ．rPツパ経済励機、
　　構，．国際通貨基金，、国際錫研究グル“

　．プおよび米国政府等の刊行物の中で非

　　鉄金属関係の文献（ρ目録を含んでい

　　る。すべて解説が付されている
　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　＜人’権＞

Apartheid；　a　seleetiye　bibliography

　　on　the　racial　policies　of　the

　　Government　of　the　．Republie　of

　　S・uth今fri・典・1曾7α57　P，

　　（ST／LIB／22／ReV．　1）

　南アシリカ共和国政府の人種差別政

策関係の文献月録・雑誌旧卒を主と

し，次の様な項目の下に排列されてい

　　　　　　　　1’　’r

．．一

る。． l種隔離，・人種：政策（経済，教育

および法律面における），および国連と

人極政策など’。なお国連刊行資料は市

販資料のみを掲載している。．

　Bibliography　on　the　protectipn．　r　6f

　　’hUman’　rights　of　’works　publish’ed’

　　after　Decemb6t，・　1939．’ユ95ユ．

　　248　p．　（E／CN．4／540）

　1939年以後に刊行された人権保護にtt・

関す1る文献（ρ『録（国連資料は除かれ

てい6）。lt

　．この目録は国内又は国際的な面での

人権の保護¢）みでなく？こみ問題と密1

擁な関係をもつ主題の事業（人権一般，

国際関係と入種，歴史的経緯，国連ど

人権等）および万国人権宣言と関連し

た文献を撮している。ただ噛騰
、の論文は含まない。’ `尽て掲載資料は

図書文峠雑誌論文である。

　Definitlon　’and　classification　of

　　miporities；　memora．　ndum　sub一

　　，mitted　by　the　Seeicetary－General：

　　Selected　bibliography．　p．　26－51．

　　ユ950．51．．p．．　Sales「No、：50．XIV．3

　　’（E／CN．4／Sub．2／8s）

　少数民族の定義や分類を行なう上で

直接又は問接的に関連をも？た文献の

目録1掲載資料は少数民族に対する政

治や社会科学的諸問題や宗教．諦お

よび種族的少数民族に関係した諸問題

・を内容とする図書，小冊子および雑誌1

　（いつれも英，．．独ジスペイン，カ皇祖．

グ1ロシナ，ポノレトガル，イタリナそ　・
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の他の少数の言語で書かれたもの）の

目録・tt

Report　’盾?@the，　6th　ses，siop　Og　the

　　Sub－commission　，on　PreventiQn’

　．of　，Discriminatioh　，and　Pro．　tect’ion　’

　　of　l　IMinor：ities　to　the　Com血ission

　　on　Human　Rights．　New．　’Y6rk．．

　　1954．　Annexes　III：．I」ist　of　．．dOCU－

　　nients　before　the　S．ub－coMm・ission

　　at　its，6th　＄ession一‘．，　1954・　IQO　p・

一　・SE，　YCN．　．4／703（E／dN．4／Sub．2／157））　．・

　少数者の保護と差別の陣止に関する、

文献く教育における差別Q撤：廃・同業

と三四の1分野で㊧差別，暴力行為の原』

因どなって託る国籍プ木種又は完教咋

よる差別の防止手深）を掲載し下吟否1・

’（約54点）。　・　　　j　　　　l

　　　　　　　　　　l
　S臼lect♀醐b葺・9・aphy・雪eaゆg　of

　　human’　rights；’　a　handbook　for

　　teaching．一　1958，　p，　75一一79．　’

　飼際連合およびその専門機関・（ユネ

スコ，’ 迯総ﾛ労働機開および世界保健櫟

三等）で刊行された入権問題の小冊子

や擁顛料（いつ紬搬鞘用に
有用なもρ）の解説月蟻　　t一・tt　　『

’．S，1。ρ、。dも・bli。9・aphY・n・dis・・i晦

1、「ゆ・nd　r・1・t6d・ubject・；1　th・・

　　’main’types　and　causes　6f　dls一．

　　crimination．　1949．　88　p．，

　　Sales　No．：　49．XIV．3

　　（E／CN，4／Sub．2／40／Rev．1）

　蠣差別の主二型源因に外’て’

各国の心鍾，社会人類学2経済，・歴

吏，．政治）’法律および統計等の各学者

の発表した研究論文名を掲載した目

録。その殆どはこの論文を作成するた

めに使用したものである。論文は1890

年代ガ≦ら1940年代迄に刊行された図書

噂雑誌（英独スペイン，低およ
び少数のその他の言語で書かれたも

め）塗含んでいる。

Stydy　of　d・iscrirr｝inatlon．in　educa－

　　tion：　PrQgress　repgrt，　b＞f　tl｝e

　’Spe，cial　r，　apporteur．　Charles

　　Ammbun．　1954．　47．p．

　　CE／CN．4／Sub．？／163）　・

　1巻末に差別と権利の侵害，教育ρ差．

別，等に関するig50年から1954年迄に

刊行さ緯図書や雑誌論文を掲載して

いる。・「　　　　’　　　　　　　　，

　The’work．of　the　I」eague　£or　the

　　SuppressiOn’　’of　／SlaVery　Merporap－

　　dpm．by　the・Secretary－General．　．

　　・t950．　41　p．　（E／AC．3／3／2）

　本書es奴隷の売買防止のための国際．

連盟’n活動を記している。また地域別

1こ奴隷に関する国際連盟刊行物を掲載

している。．
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　　　　　〈社会問題〉．

BibliograPhyi　Economic　and　social

　clevelQpment　plans　of　Afriean

　Countries．　United　Nations　Eeo－

　nomie　Commission　for．　Afric．a．・
　　　　　　　　　　　　　　　rt　．
　1968．，40　p．

　（E／CN．14／LIB／SER．C／4）

　　　　　　　　　　　，o　・

　　　　　　　　　　　　N



　　ア．7・　Y力綱に伊興灘よび社　’・・mp1…dpゆ颯珂・li・n・、and．

会開発計画関係め論来．を掲載する資料．　　．．Specialized　AgenCi『s・．

の目録。．アフリカの53地域についで記．　　N・．1・・271．P・1（E／1670）

　．している6　．．．　・「．、　1’　　　　　　　　Sales’No．：49．II．D．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　No．　2．／515　p．　（E／1670），’

B㍑翻鑑謡搬翻1器協1，
　　Agencies　in　the　Soeial　Welfa．　re’・’　sales　No．：，s2．II，b．2

　　’Field．　1946－1952．　1955．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　4．　138　’p．　’（E／2393）

　　　（ST／SOA／Ser．F／10：3）　．　．　sales　No．：　53．II．b．2

　・946年から・952年迄に国髄合お：よ．．、　Nα5・57P．（E／2553）

びその専門機関で刊行された社会福祉　　　Sales．Nφ．；54．11．D．2

醜肇騨盤鷲誰誰i：幽趣1鴨禦鵡蓮

．繍饗：．人身売財セツ出膿託奪鴬餅欝

B’

?ｮ潔鶴潔・．讐溜簿畿岬1鱒．．
　，，’al　soCial　’serVice　review　No．’2．

　　Mai”ch，．1957．’p．，　6／IL76．　 　CUmulatiy’e　li’st　of　，　doeuments　and

　　’Sales　No．：，57．IV．4　”　，・・publicat－ions　of　the　United　I　Na－

　　2部に分かれ，第一部は身体（精神）．　　tions；the　Regional面eonomiC

l三者劔・・ビリテらシ・。ン関係，tt続　　ICqゆissi邸and　th・．　Sp・eiqlized．1

．．いて第二部は聾唖および難聴者1・関係　．Agr岬・二言h・fi・1供・f　H・細g・

．する図書や雑誌記事（何れも国際機関．　　．B・“ildi撃and　planning；ρompiled　l

鷺籠欝甲刊行卿を鑑欝二欝欝諮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deyelopment　Branch，　Bureau　b／f
　Catalogeie　of，ecpnoMic　and　soeial　．・　・　Sdcial　Affairs．　CommitCe’e’　一’　pn’

　　prQjects；’．　an　annetatdd　list　g・f　’　’，”，　Hogsing，　Buildi4g　and　plahhing．

　　・work　’planhed）　ip　Progress　or　 1963．’　28　p．　（E／C；6／L．2）”
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、国際齢およ晶晶関（’1・LO，　tt．P…time　w・rk　for・　．women；a

・謝軽羅驚噺・』慰撫g「琴岬　
および図書を嫌しかる．酬は事一景人のナ・レ・・ひ組する文脚目

務局社会都「 ﾐ会開発委員会，住宅，♂録・カナ第アメリカ・英甲・フラン

建築計画委員会，・その他，、セミ．ナーお』．ス蓄よびスウェーデンの諸国や国際労

よび会議蝋技術騨朝家糖，働鯉の刊行物を齢しひる・靴
地崩四三四およ三門機関の目∫蜘轍の地位に関する類会の瀬、、

順に機関別に記している、すべて・95・｝rよ？て作成綿たゆ6

野9曙刊轡もので喬∫嘘臨lq麟諜

E膿、平蕪艦濫1・器翫籠誰・謙
1灘齢讃福：』∫翻eS認㍗器n2驚∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159　p．　（E／CN．5／303）
　　taken　by　ICEF，’　ILO　．　and　United

　　Nati・ns．　P．　27－29．1950・．加P・．1・　地域共同体開発や機構の諸問題を記

　　、（E／CN．5／20i5』、　：　．．　　　　　レた国際連合刊行物の目録・経済社会・

国腱舗務局内の社会鋤部以外・躰会社今町寄島・・

の部課（たとえば離繍非自マ髄・　S61ec、・＝ann。、。t。d．　bibli。gi。両・n、

謡曲）で刊行趣た児童関係の調麟・．＿．s。c、。1．a、pec、，。f’d・V・1・pm・n・

よ醐究リポー瀕の墜トである’・1
A．

o1・nnin9．　E・。n・mi・c6mpei・si・n

　内容は児童に関する調査報告・‘児童●　』「for’：’Asia「and・the寮ar即st・

家族および無国籍者に関係した法律な・．　　Bangkok，　Thailaぬd．1970．　i27　P・

ど破輯照している・　．．・1』’桧開発緬φあらゆる燭の燃

　　、mp！。m6n、。、i。n’。f，ec6岬町二・r晦輸する轍翻・『国際齢輔

　　　ti6nS　on　ec6nomic「’and‘sociql　、機関および民間機関の刊行物を掲載し

　　　血att♂S．血。血。。hndum　by’the・．’そみ各々には丁寧な解説が付されてい

∵．〕 recl・爵晦・all・949・・．．・9　’P・’る・内容は3音区に分碗第部民

　　　．（E／1561）：　　・．．．1・．．　、∫「会・経済開発の諸問題や条件（何れも・

　．男湯連合によ6て公布されだ経済■’　弓勢統計・経済および社会〉・第；部は

社会問題の諸雛ど関連をも？ジあら1社会麟蘇と計画（いつ禍地咳

　ゆる文献tt（国運ゐ刊行資料）ゐ目録。　「農村および都市の諸開発，土地改革，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　68・　：一．



　　　　　　　　レ

脚資騨聾）．そし喋郵は個々．会煎子咽係につ・喚である’・次
　．の社会部門の開発計画．ぐ教育・健康・・　．．の様な．テ曽マ別の刊行物がある・’昏々

社会保障．社会観およ鰍会擁樹「巻末！・は縁な引拠献（国連刊行物

・． ﾉ？い⑱燃を噛している』＿．　ttを除く）を領している5．こ埼μ押1

繋駕黙譜講．．幣嚇に有罪騨⑬
　　　　nomie　ahd　’social　deVelopm’entl　．　p，et’erminants　of　geographical一’dis一

．欝dl噸1∵惚1．1潔晶響’∵1ゾ、

ア禁撚饗霧爲ゐ廠b瓢欝＿ゆ・．growth　一

選び訓締麟と協力して作・畿．a琴∵t獣r：．i嘉翌t．018c’略1

成轟撫開講なう上秘蔵翌ご盤．li。，i。i　iaet6f’si　affecL一　／．

t，，

vな入神資源と訓練の諸問題を掃載し．．．、’　．ing　，fertility：．：List　of．citaもi6n．．「．

旧識騨関町嘩欝．．．「．濤趨lrみ1町．

　　　，Sel．e6ted　bibliogrqpipy，ol　tqmily　anq　，　’，一Ecgnbmi6　and　social　，fagt，o／rs　’affect－

　　　　child　welCq；e，　，’ln，teritatignal’．．，　’　’ing　rplggation：，List　’of　eitaFion．

　　　　sogia｝　’servipe　ifeview　No．，　1．　，　．’一p，　90－114；　1952．　114’p．，

　　　　！956：　p．　61－66．　Sales　NQ；t　一，，55．　．・　（E／CN19／92）

　　　　’II．lv．20．．　’　，．，’　，　，’　，i，’．，，　1rp／c．o，nomic　g’n．9，　soeiei：iactgrp．iaff．ectr．．，

　　　．家族および：県童福祉た関する国際善．　　』ing．mo「ちali㌻y・i　LiSt　gf　eitation・1．

誌，・i熔は螂紛力｝れ藻一蔀姻．．．Pβ31r8・1951・．38・　p・（E／卿／．，

［継合およ前幅前廊勧酬，’そ．∫．73＞・1952・「’75P・．（E／CN・9／go）

・．・
m’r撃blj＃g．s　o，S．　Ftudies　on」　tll．e　reigtiOI｝’．・　’，　Effects　Qf　pdpuiatio・n　op　eeondniic，・

　　　　・漁礁6・np・pul・1’・嘩・nd・　ゆu・pu㌻・and．・。・i・ゴw・1t・・e・．恥・．

　　　　g，nd，ecpno．mig一，gnd’s9．．9i91　i？eVOrS・・，．　，　・’．of．citatiopng，s’i．　s9　．p・

　　　・とのリボv一．，．トは入－口委員会が行なつ．tt．　’．「’（E／CN．9771）．

、た調査幸晧．ミ人・変！ヒ醗済およびtr・・HiS・・ゆ1．・u・．lin・・f．　W⑳p・ptu．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　69　一一一　’



lation　growth：：List　of　citation．　書を，第土部は出国．と移住の部門別町・

　’　1951．　52　p．’・（E／CN．9／89）　，

，pdpulation　apd　consumptittn：　．．L．　ist

　　of　eitation．，　p；’19－22．，　1951，　22　p．

　，（．E／CN．9／85）

　Populations　and　’labour　supply：

　　List・　of　citation．　p．　38－44．　1951．

　　44　p．　・（E・／CN．9／84）

World　populqtion　and　resources：
　　List　／of・citation．　p，　25－32．　195’1．・

　　32　p．　（E／CN．9／77）

、・・’． @　ごく信託統治＞
　Docuihents　relating　to　land　1’n　trust

　’ter，ritQries　lgnqe“　．　Bripis，h　Adl，

　　ministrations．　1951．　3’pi　・

　　（T／AC．36’／L．22）　．　 　．　．，．

唱信託統治地域農村経済幽霊委員会が・

　　　　．　，　　，．　．）

　　　　　〈国際統計〉　．　11

　Analytical’　bibliog’raphy　of　．inter一・

　・hatibnal　．　migration　＄tatistics，’

　　selected．　countnies：　・1925－1，950．

　　〈populaPion　S’tudies　No：　24）’　11955・

　　195　p．，　（ST（SQA／SER．A／24）　．・

　　Sales　No．：．56，XIII．1

　24h国で1925年から1950年迄に刊行

した国際移民統計関係文献の目録であ’

る’s燉eは3蔀に分かれ了いう。．第：r

部は移民統計のデLタを含む資料のリ、

ズトおよび各国で刊行されている国の

一門の糊や謙岬してい紋

　計デ「タを含む資料の7覧表で磨る・。，

　続いて第三部は年別の移民者の部門別

　「（性S、出身国，年令別，職業等々）の

　一覧表からなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　’
　　Bibliography　9f　African　．statistical

　　　．publicq・tio．ns：，　1950－1965．　United

　　　Nations　Eeonomiq　Coinmission
　　　£ol”　Afrlca．　1966．　256　p．／．　．

　　　（E／CN．14／：L工B／SER．C／2）

　　この目録は1950年から1965年迄にア

　フリカ地域の心血（35力国〉で刊行さ

　れた統計脊料の目SX．’内容億国別忙そ

　・の中は次φ様に主題別に資料を掲載し

　ている。「ご般，倒内開発計画，経済，．1

．聴覚㌔棄一鞭繋：．毒婦

・黒雲鍵㍉罵鷲；難癖

　　Bib］i6graphy・　of　igdustptal　and　dls一’

　　　・tributiVe－trade　’　statistiesl’　1967．

s．　139　p．　（．PtaVistical　pap．　ers　seri．es

　　　M．　No．　36）　・

　　　（ST／STAT／SER．M／36／Rev．3）

　　国際連合加盟諸国で刊行されでい’る、

　統計資料のうち，工業や商業関係の統

．， vデ「タを掲載する資料を各国別1こ記

　し，1その各々の内容を簡単に解説した

「’ 烽ﾌ、世界におけるこの分野の統計資

．料の調査に最良の資料である。．掲載し

・　ている資料は主として政府刊行統計資

　料であ．るr初版は1962年刊。，、、

　　Bibliography　．　of　international
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methodological　pinblieations　in

statistical’　fields：”　Direetory　of

’Inter’nation’　al　Standards　．　for

・Statistics．　1960．　39　p．　（Statis－

tical　papers　series・　M．　No．　22，

Rev．　1）　（ST／STAT／SER．M／22／

Rev．！）

　統計方法の国際規格関係の文献の目

録。政府・良問刊行物国際連合およ

び専門機関の刊行物を含んでい否。木

、口統計，保健，移住，労働，生活費，家

庭生活の水準，農業，工業1教育，．文

イ医およびマスコミュニケーション，住

宅，外国貿易，国民所得，その他め主

題のもどに記されている、。

B．ipliogra，Phy，，　of　re．　cgnt

　demographic　statistics．

，　79　p．　Sales　No．：・53．XIII．14

　（ST／STAT／SEIR．M／18）

o鐙ci証

　1953．

　世界各国で刊行された人口統計や国

勢調査報告類の自由．掲載資料は政府．

が刊行する．統計資料である。

　　　BibliogihaphY　of　statistieal　oygani一

　　　　’zation；　handbook　of　statistical・

　　　　 oi”
№≠獅奄嘯≠狽奄№氏D　（Statistical　pap’ers

’　’　Seri．es　F．　No．　6）　1954，　p．　125一

　　．　　ユ38．、（ST／STAT／SER．：F／6）

　　　　Sales　No．：　54．XVII．7　，

　統計機構の諸問題を記している文献

の自録6緯計yニビスの改善却よび管

理についての文献である。但しサンプ

リングとか国民所得等々といっ、た統計

技術的なものは除かれfいる。従って

主に，・一般の組織問題に限定されてい

．る。ベルギ7・・オTストリア・ブラジ

ル，カナダ，コロンビア，フランヌ1，

ドイツ，インド；イタリー，日奉∴幽

幽ラシダ，ポニランド，スウェーデン，1
］〈．

Eレコ。、麺および米国の：鰍を掲

載6．　　・

　De・・1・脚・nt’　and　6・一・・din・ti・n　bf

　　the　activities　of　the　．organ’iza－

　　tions　within　the．　United　Nations

　　family：　Annex　VI．　Statistical　re．

　　sea’i”qh　’and．　publications．　Com一．

　　mittee　for一　Programme　and　Co－

　　grdination．　July，　1968．　．33　p．

　　（E／4486／Add．2）

　国際連合経済社会理事会の刊行した

もの。国際連合および専門機関それそ

’れにおける統計活動の内容と1各機関

が刊行している主要な統計資料の解説

∫を行なっている6一．．．

　G．uide　tb　basic　statistics　in・Coun－

　　tries　of　the　ECAFE　RegiQ’n．　Ecb－

　　noniie　Commission　’for　Asia　and

　　the　Far　East．．’Bangkok，　Th，ai－

　　1・nd・rユ9691　217　P∴（E／CN・11！’

　　881）”　Sales　No．：　E．70．II．F．6

’日本を含めた，、アジア地域の諸国で

刊行された主要な統計資料の目録。＝ e
国別に主要統計資料の一覧と，次の様

に主題別に統計デニタの掲載項目が記

1されてい．る。従ρて主題から求める統

計資料を検索できるようにもなってい

る6
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　　項目は人口；労働，農林水産業，採　　’　studies・Nρ・　lg）　　　　　　　t．

　鉱，製造工業，ガス，’電力および永，・　■・．UPite母野atiφns　StatiStical　Com一

・涜・蹄儲交通樋羽田　t．t　m’SS’On，r’　anq　EgPnOm’C　Commis一

　保険，外国貿易，国民所得および住宅　　．．　siQn　fo「Eu「oPe；1969●層120　P’

獣・一＿、’・己一．、（ST／CES／19）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sales　No．：　E．69．Ili．E／Mim．36

血際翫二野轡聯幽幽盗難響繋留
　　inp・蝋pu毛・、bibli。9。。phy，、、・96・一回◎覧　　、：・・ttt

　　　1963．、19641、15gP．’　　　．　　r・一＼』「タイトルは原語名とその英訳名が併

　　　S・1・・N・．・’64・XV…．・・1．．．・記されてヒ’る・付記rはヨー’・P一ツ・軽∫．

　tt、　（ST／STAT／SER．M／3b）　、　、　　．済共同体および東独刊行の緯計資料を．

　　論語櫓か廠晶晶翻痴湿しF・’る・　’．t／
　文献目録，『前者は1955年から1960年迄　　．Selected　list　of　reference（Use　of

一．に刊行された約600点’（図書，モノグ　．　　「eco「ds　and　statistics）；H：a4dbook

　ラフ1雑誌記事，学位論文および会議・　　of　vital　statistics　methods・tt　t

、論文集）・を掲載レ　．“（い為。　　、　ttl　、P；237L25『●19与5●　258　P’

　　後者をまノ・一つ」ド大学のレオジ≠』・・　tt（ST／ST「AT／SER］F／7）

7搬のもとた送ら飯高瞭料と・■’込・動態繍方法回する政府およ
　1963年迄同大学に受入れらin　k経済・・＝　・び民間刊行物を収録している選択目録・

・慧難癖品等隅’鰍＿＿～
　　Li…f・jst・ti・ti・al・・晦・・11ectさd』、・』P・噸nゆr　M・nth高話’・？in・f

　　　b．y　・lntenynational　Organizations．．　：，，，　Statisticp：　Methodol，ogy　a，nd　De一

　　’FeP．）　．，1955．’　78　p．　’＄aleS’，No．： 　・，．　finitignS・．．．．　．　
．

　　　5脚1エ9（ST／STAT／S’ER，M／1’1／’・国連統計局が刊行している統計年鑑．

　　　Rev．　！）
　　　　　　　　　　　　　　、』一　‘および統計月韓に掲載されていう統計

　　鴫機関で紅熱た統計資料・の目、ttデータの・・μ・6・・とデ三三採録鯛

　録。資料は主題別に認さ．れてい否。．　・、や定義を記している6

　　N・ti・p・l　s七，・iSti・a1　Publi・atl・n・ttな蜷末ltは国別に三諦諮料

　　、，issu・d・”・n・966・■』・：、1’．に掲晦れた統計デプのSgU・ce・OP

　　　．（q・早・d・・n・・bf　Eur’・pean　st・tis一、　’・．刊行騨や温品を甲別に画してv’

　　　ti・ian…’Sta七irちical、・伽d・・d・‘an，d　る。、　．　，．t　t’一・L

　　　　　　，，　．　　　，　一L　72　一　・・



　S母le6ted　bibliography　on　family

　　16ve工s　of　living．．Intematio孕al

　　sQcial．service’　review　No．5．　Sept．，

　　1959；　p．』53－58ザ

　　Sales　No．：59．IV．6

　社会保障の面から家族の生活水準の

維持に関する文献の目録である。内容

’は家族手当に関する研究，家族や児童

、に対する公定な補助とか家族の予算等

　　　　　　　　　　　　　　　　ノの文献が記されている。排列は国際連

合と専門機関，そ⑳他の国際機関およ

び各国別に記されている6

　Selected　bibliography　l　on　farpily，

　　ybuth　and　child　welfai”e．　lntert

　　national　social　service　revieW
　　No．　9．　Api”il，　’1963．　p．　，169－79．

　　Sales　No．：　63．IV．5

　家族，児童および青年の福祉に関す

る文献の選択目録。国際連合（エカブ

ェ，アフゾカ経済委員会，技術援助局

1国際連合児童基金）およびユネスコ，ノ

世界保健機関，その他の国際機関の刊

行物，そして各国り文献が国別（41カ‘

国）に掲載されている。　　　1　　、

　Se’lected’　．bibliography．　o・n　．social

　　seryices’　in　community　develop－

　　Ment．　lnternational　social　ser・．

　　vice　review　No．　6．　Mareh，　1960．

　　p，層56－6ユ．Sales　No．：60．IV．3

地域共同体麟関卿三目鍮「
　共同体開発の方法，都市開発・各国

における共同体福祉センターの開発，

．共同体開発を通しでの社会の発展，お

よび農村共同体の開発など地域共同体

開発に関する白痴（国際津合・および

三国で刊行され左もの）を掲載してい

る。　、’　　　　　　1

　Se！e6tecl　bibliography　on　the　organi一　．

　　zation　and・　administration　of

　　social　・，　services；　lnternat＃onal　．

　　sociq，1　service　teview　No．　3．　Oet．，

　　1957．　p．　59－63．　Sales　No．：　57．一

　　IV．9

　社会奉仕の行政および機関の諸問題

を詑レてゼう文獣の目録、国際導盟．、、

国際連合および各国の政府機関e民間

機関b）刊行物を含んでいる。

Selected・’ C　bibliography　on　t．he　re－

　　habilitation’　of　the　physieally

　　hhndieapped．．　gntembatioital　．so．cial

　　service　review　No．　7．　October，

　　ユ960・P・β2－71・t／、、

　．S’ales．　No；：　60．IV．6　’

　身体障害者のリハビリテーションに

関する文献の目録、．掲載際料は次の様

な内容のものである。各国り身体障害

者福祉事業の現状，身体障害者のリハ

ビリテーシ・ンセンターの緯緯機

能，物理療法，補綴術および農村にお

ける盲人の訓練・拳の他山・ゾリテ

ニショシ関係の広範囲の文献を収録し‘

ている。’資料は国際連合およ．び専門機

関，各国の刊行資料である。

Selectedt，bibliography　on．training　，

　for　social　welfare．　lnternational

　sbcial　service　review　No．　4．　Sept．，
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　　　　　・958－p・46－52・＄・1・・N…58・IV3　した瀞艮シリ」ズの継続である・1948、

　　　　社会福祉教育関係の文献目録。飼際・年国内版が刊行さ極その後・国内・、

　　　連合（国際会議を含む）および22強国　　国際および特別のそれぞれめ版が刊行

　　　め刊行資料を国別に記》ている。”、　されtC　p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際版は主として国連事務局に収集
　　　　Selected　list　gf恥ooks・pamphlets　されたデ＿タをもとに，国連，そ9）専．

　　　　　・1・d・P・「i・qi・a1・in宜ngll・h・n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・門機関およびその他の政府機関・国際
　　　　　Comlnunity’　’　organizat．ion　．　a．nd　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民間機関が刊行した最新刊資料の有力
　　　　　development，　prepared　in　aceprd－
　　　t、・。n，βwith・h。　pt。vi・i・h，　bf　E・b一聯艮源であ・つた・

　　　　　non“ig　anq　・Sbeial・Council　resolTi一・ 　ul　i’tbd　Natiohs．sales　Publ．i，eations

　　　、ゆ．3♀D（X耳1）of　g　Augμsち，1951♂　．・・irting…he・・a・u・・f　w・m・n・

　　　　　1953．　24　p．・（ST／SOA／＄ER．Q／5，　lg63．　6　p．　（E／CN．6／420）’

　　　　　ST／TAA／SER．D／5）　（016．325一　．1965．　7　p．’　（E／CN．6／439）

　　　　　U58s）　’　・・　’　．　lg66．’8p．　（E／CN．6／458），　1966．

て、　’1951年嚇13回繍社会幽会の決・・8P・（E／CN・6／469）・
　　．．議39「．・…A・・EI世界に騨社会の発凝．・．、’918’…9　P・1（E／qN’1／502）

　　　侮進させるた砕に共同体福祉セ≧タ丁　　　婦人の地位に関する国際連合の刊行

　　　の利用についてミ．を作成したとぎめ副　　資料のうち一般に市販されたものの目、

　　　渤嚇6一・’tl　’1一　、、．鐸である・1♀6判来県御た・．

　　　奨繋罫罎驚賑・．・1盤誤認轟諦』
　　　濫行物の晦・21姻の資樺掲載．．al。ev、。w。f。ゆih。1　’P61i・Ye

　　　している。’・日本につい下は当時のG‘t．一itt　no．・1，2，4，6，9，　i1，13，　i5，17－181

　　　HΩ天然資源部刊行のリポート1件一　　　1g，21（AddehdUm），22（Adderレ

　　　　q950年刊）叫である∴一．．’1品目）rtt

　　　　．S・・ial、「W・1f・ii・’・i阜ξ画・ti・n　Seri・・　前職止と6巳罪者の処遇の諸腿に

　　　　　on　cu「「gnt．、1iteraPure』and　hatioル　．直接耳1ま間接的に関連をもつ最新刊の

　　　　　「al’　C6nference・一t．・949一・952．　＿資料（鴎鵜および・珊子）の，目

　　　　このの一ズ三三三国の社会楓油画の徽主題別に記されている・

　　　祉関係機関㈱。低開姻）撮新刊高溶卑鮮犯罪繍犯罪行為「
　　　の社会福祉詳細献棚群れた会畿同法敏．人身売即聯糟び恥

hの龍無線るもの．1鴎醗当目臨界等gr一、

　　　岬町騨欄㌣タ」カ1賄、騨a「eφf岬and　pa「㌻’r11Y「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一74一



　　・ighted（visuallY．handicapP6d）、　入口問題を担当している主要な実務家

　　「cl｝ildiae「1・1951・24　P・　　　．　．’　および学者9）一覧である6’．

　　（E／CN．5／245）

即およ畔盲目．〈購害）輝．1．．F罷y。溜畿繍畿｝E濫

の福祉醐する綱鰍の腸を掲載　伽n、，i，、、．。　bibli。9。aphy．。f．

してVQo但赤麻合刊血沈をま除．『 ＝C。。ilhbl。　m。、。。i。1，。珈t、：

1かれ ｺいる』．．．一・…／’t　．．F・mily　p1・n脚紳d．1．P・・・…．

　Wdf・tl・．・f血e　ag・d・Old，・g・・．　Internal．　mig「atign　and　u「baniza－

　　rights；　sqmmarized，，一documenta．　’　’　’　’ti’On・　（Asian，pQpulatibn　stud・ies

　　tion　on　，i［neasures　’for　the　’benb・fit　’，．　，Sei’ieS　No・　2）　1968．　66　p．．Sales

　　Qf　aged・　persons／　and・・．the－effect　of　，　NO・：　E・68；II・1”・13　〈E／CN・11／897）

　　such血easures　for　the　IOenefit　6f　　・デジア・極東旧地域内諸国の家族計．

　　母ged　perlons　and・t恥1縦ect　of．．．面国内移住および都市化問題1『つい「

　　such　measure　on㌻heir．stalldard　て記された文献の餌説書目である。内

　　・f．li・in9．，　1950・．．1Q6　P・3（E／CN・5／、「容は2部に分かれ，第当路は家族計画，

　　209／Add・1，．E／CN・4／962／岬P、．．の諸騨（機関・政策計画．筆陣、

　1老人の福祉関係文献の月録・．老人の　．．避妊法お．よび流産等）そしで第二部は．

利荘の澗定と測定結果の老人り生活水1移住．と都市化問踵．、（地域的研究移住

準に与える影響こ？》’郵し◎う文、・と都市化噸向と凱都町と雛．

’献の目録。．　．　　、．　　、．「　　　の入口および社会経済面における諸問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛馴あY’て．の文献（会識料やリボ．．

　　　　　　≦木・問題〉∫．』．．．引顛を含む）を掲載している・．．

　Dkoectory　of　．key’　persbnnel’and

　　・P・・i・di・al・ih・h・fi・ld・’bf　p・pu一　t　t　／t．．．1．9地．図〉．．．「〕．一

　　lation in　／the　．E，CAP’ ?吹@RegtTO4・　’Bibliogr．apliy；　preli｝nihar，y　list　of．

　　．Eeonbniic　C／ori｝missiop　for　Asia”　．．　，　．，　’r．efeinenee　materials　dealing　with，

　　　，ancl　．the　Far・East．・　Bangko／k．　．，　geographieal　・’names．　，一Worgd

　　　’1”hqiland．　’，197Q．　124　p．　Sales　・’　’　cart6giapl｝y　6：55－69，　1958．　Sqles

　　　No，：　．IEg79．II，B”．　14　，（E／CN・1．1／898）　’一　，　No．：　，60一・：1．IQ　（ST／SOAISE：R，．i［J！6），

　　こρダイレ字トリ．rの卯容！ま　2部に　　　地名辞典・地誌学辞典お「よ．び地図索．

牙かれ℃いる・，．第マ部はアごア．・極東．．、引そ．（？他地名と．関連を＄つ出版物Q目

地域CT’船佐で刊行され孝人口閂三関孫　　録。国際三三（世界三三機関・・万国郵

．め牢期刊行物のリx，トである。国別に．　便淳合おさび国際電気通信連合）．およ．

褐載され9いる・第二部はこの地堺で．．興国咄版物晦撃て唯．国連

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　75　一　［・・　’



本部三三館および事務局鋒済社今回が

共同編i回したもの。　　　　　　＼

　　　　　　　　　　　’

　　　　　　＜禾斗学ま支そ癒＞

　List　of　doeuments　submitted　to　the

　　’Ec6n’oixLic　and　Soeial　Councili

　　Llst　of　United　Nations　saleS　publi－

　　eations，　in　the　fielct　of　natural　re一

　　・s・u・cer・・ild．　Li・t　lrf血eeting・・f

　　Ad　Iloe　Groqps　of　．　expei”ts，　semi－

　　nars”ai？d・　symbols，　．1968－1970；

，．　pfoposals　lor　future，　aetioni　Re－

　　cent　aetiyitieS，　gf　the　Resburees

　　．　arid・　Trarisport’Dlvision　in　natural

　　resoUrees　develbpmenti．　’1971．．

　　（E／C；・7／8　（Part’Ii））

．国際齢で刊行された天然資源関係

文献の目録であ為。まず経済社会理事

’会のドキュメントのサヌト，・市敗刊行

．物のリストを掲載しているd・また巻末

には1968年から1970年迄に嗣催された’

会講やセミヂニのリメ努がある。

　’Seien．ce　policy　in　ECE・Cou．ntries7．

　　a　selectiVe　biblibgraphy’一’　（United

　　iNatlons　Library，　Ggneva：　’”Refigr一

，　．enCe　LiStS　NQ．　4）・　197．1．　6s　p．，

　　（　ST／GE　N．　EVA　／LIB／SepR．BIRef．4）

　との目鍮ま1965年以来；ヨー・ツノぐ

経済委員会加盟諸国で刊行された科学

．技術球策（面諭痴情）関係の資料を掲

載してい．る6掲融資料は次め言語で書

：かれたものに限定されている。英，独

、仏およびロシア語。’ヨーロッパ経済委

員会事務属　4ネスコ科学政策部　o、

Ecpおよび・《ン測「科学アカデミ

ーの協ヵにぶって作成された。　tt

　Sutvey’，on　the　grgan．izatign　and

　　functioning　of．．abstra．e，ting　ser一

　　’viees　in　the　various　branehes　o£

　　Sgienee　．qnd・　teghnOlp，gy．，，　1962：

　　264　p．．　（E／3618）

　第24回国際運合経済社会理事会本会

議．において科学技術に関する諸問題が

討議された。’会議では自然科学部門1ご

おける研究の動向という議題庵次のこ

とが討議された。

　（a）科学知識の普及とその平和目的

　　への利用・』

　（b）、科学的調査の調整

、猫柳こめとき議鯵噸料と
して，ユネスコが提出．したもの。内容

は科学抄録サごビスの利用改善に関す

る報告。 一次および二次資料の歴史と．

その種票について述べ・抄録法や摘要

「作成に関するユネスコの勧告女を掲載

している・最後に秤学技術の各分野別

た各国刊行の2次資料の記述の特徴を

証している。

　（V・’　Y．かわ■／こう、じ：一般参考課国連．■t官

庁資料室主査）
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