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　はじあに

1　おいたち

il　その構成と種類

皿　各館の所：蔵参考図書目録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けていますが，特に利用者の立場からみ巻

　　　　　　はじめに　 「　と，図書館にどんな参考図書が備付けられ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているかを，・いながらにして知りうるごと

　’／特定のこと：を調琴たわ，参照したりする・　　’はジ非常に便利であります。また図書館側1・

・高高的に役ヰつ購で樋読すること　茄みれば・レファレンス・痴ビ神立：

な弁照し㍗弓柄雌七曜　防法・「獅ら・』どめ離鄭どの髄のレフプ
．∴嘩三冠減縮易に糠でぎるよう・．ヒソス・ツール鞭てい6か回るこど
．，三三さμ凹いぐもρを渾常・・参考図脅と呼：　■r‡，り・利用者ζ適切な案内をすることが・

づ希ゆ茸1む6・図書館に：おけるレフヶ喜ソス　　　で『きます。・また自館のサービス対象に洩：

∫三三・彊諦図書の形却三三れまごれ1欠くζとのできな・・回忌見で鵠
・1すがe’i図書飾資料rd準づLiて利用者の多様　，∫利点もあ1ります。　r所蔵参考図書目録』はビ

塗三三に関回し牟多様な輩問に容えるごと　tt　このような目的のため発行されています・

猷ヅ図書館即く利用者と結びつくよ　’そこで回田の’r所蔵参考図翻録』

　うになりs・図書館資料の利用が大いに促進’、　がどQ程度刊行されst利用者のたあに役立

されるようになってきました。そのための　　　っているか，国立国会図書館に収集されて

チ段として各分野の調査」研究の資料とし　　　いる資料を中心に集めてみました。

て，参考図書を積極的に収集し，レファレ

ソ苓業務に役立てるとともに，利用者が迅　、　1　おいたち　tt．　t、

速に必要とする文献にゆきつくよう，常に

・醜がはらわれています・三三伽はそのtttt大正・3年から・輌ζ謝て，波多野賢一t一一．1

ための各種のレフアヒソス・ヅールを備付　　　氏の手により’r参考図書の栞』が「図書館
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．研究」（芸艸会）第3巻～4巻に発表され，

一般的な参考図書約100冊を解題しました。

波多野氏は，これを基礎に，昭和2年3月

　r邦文参考書目録』，を東京市立日比谷図書

鋸からにじめて単行書として刊行しました

が，まだ小冊子（36頁）にすぎず，「未定

稿」となっています。これがおそらく全般

…的参考図書目録のほじめであろうと思わ

れ，．非常な好評を博したといわれていま

す。参考図書の定i義を広義・狭義にわけて

分類し，そのなかからきわめて特殊な事物

1に関するものなどを除外しています。そし

て目録の要件として完全な索引・目次の必

要性を強調し，之れなぐしては検索捜求に

のみ労を費して目録め本分を全う、し得ない，

　（序文〉と述べ，五十音順の書名索引を付

しています。記載内容はかんたんですが，．

そ¢）利用上帯な為ものを厳選し，収録図書

が市立目比谷図書館り蔵書を基礎と「してい

るので，「所蔵参考図書目録」の性格をも

つており，編者はこれの完成を基礎として

：更にいわゆる「邦文参考書綜覧】の計画を

胸に秘めていることがうかがわれます。

〈注1）

　ttその後，昭和4年に前書に歴史や叢書を

加えて’r参考図書目録司として一・誠堂書店

が発行し，更に『昭和六年訂正改版邦文参

考書目録』として版を重ねていますが，識7

ページほどの小冊子の域を出ていません。

　ま泥e．・これと時を同じぐして二冊の参考

図書目録が発行されましたQ一つは神波武

夫氏『基本的参考薗書目録』で，青年図書

、館員連盟（大阪）から発行されました。これ

億所蔵自録ではなく，本邦で発行された参

考図書（要覧　書目・、J法規　統計・人名

銀，辞書，索引，年表，年鑑，地図，図譜

、類）を馴したもので，今日の『日本の参考

図書』の備矢となるものであろう。他の一

冊は田中敬・．毛利宮彦共著による『内外参

考図書の知識』で，図書館事業研究会’（東

京）から発行されました。本書ははじめて

め解題目録となっており，洋書も収録して

います。（注2）あわせて「参考書の本質と

利用法」（田中敬）「参考事務の組織と内容」

（毛利宮彦）の二篇の解説をくみ入れ，利

用者，図書館員両面の積極的な利用法を説

いています。数百点を収録しており，参考

図書総合目録の形態をととのえてきていま

す。

　一・一・L方，波多野氏による「綜覧」プラン

は，弥吉光長氏が昭和4年末にその企画を

引受け，細谷重義，宮沢泰輔両氏の協力で

原稿を完成しています。ところが1，000部

の解題企画が実に10，000部に膨脹，ために

出版のめどがたたず，いく度かの原稿の削

除，加筆をくり返し，ようやく昭和9年に

朝日書房から『研究調査・参考文献総覧』

となって刊行のはこびとなっています。本

書に日比谷図書館，帝国図書館の蔵書を中

心とし，駿河台図書館その他の図書館の蔵

書も加えた参考図書総合所蔵目録ともいう

べきものです。古代から昭和7年までの日

本の参考図書に関しては，・できるだけ広く

集め，解題を加え，．雑誌も一部収録してい

ます。それに外国書誌総覧を加え，．付録と

し℃「参考文献とそg利用法」「図書目録

の見方」を解説し，索引を付した文字どお・

り日本の参考図書総覧として，10，000点を

．収録した最大の参考図書目録として，現在

でもその利用価値を失っていません。

　昭和16年3月に東京市立駿河台図書館所

蔵の『参考図書目録』が駿河台図書館調査

資料として東京市役所から刊行されまし

た。，一二所蔵の参考図書目録として刊行さ

れたこの目録は，昭和6年の日比谷図書館

『邦文参考図書目録』いらい十年を経過して
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いるだけに，その増補改訂が望まれていた

ので，とりあえず駿河台図書館所蔵のもの

のみについて編集発行されたものです。つ

づいて日比谷図書館についても発行される

’予定であったと推定されますが，これは戦

前には実現をみていません。本書は前述の

ように駿河台図書館所蔵（内由文庫を含む）

の和漢書について，各部門の基本的参考図・

書を収録したもので，市立図書館図書三三

表によって排列されています。ただ惜しま，

：れるのは，当然収録されなければならない

統計書，年鑑その他が時局上削除を余儀な

くされているのは，戦時統制下にあっては

止むをえない当時の情勢を物語っていると

・いえるでし＊5・紙質も悪く，目録の生命

ともいうべき索引すらっいでいません。

　太平洋戦争の最中である昭和18年8丹に

専門図書館協会から『各国文献目録集成・

第一輯・欧文綜合統計年鑑篇』が市政：専門’

図書館の編集で発行されました6宅れは市

政専門図書館，三菱経済研究所など有力な

専門図書館関係団体12機関の協力をえた最

初の総合所在目録として注目されます。

　戦後最初に発行された参考図書目録は，

旧帝国嗣書館のR函を母体とした『参考係

備付参考図書目録電（眠立図書館諦査部参

．考係弟で夢うラ々・ぞ羽召和23年8丹埠在で編

集趣た撒刷24丁φ小冊子でした・’　，d　Pt

二：は差として事郵参考用どして編・さんされfg

ものですb’、

　昭和30年に国立国会図書館発足7年目に』

本格的な』r国立国会図書館く中央館）参考

図書総合目録』が発行されました。ζの自、．

録は昭和23年に同年が創立された関係上，，

同年以後に刊行されたものが大部分を占め

ており，ま牟中央館のみop目録であるのtt

で，他日支部上野図書館，支部静嘉堂文庫

や行政司法各部門の支部図書館のものを収

録して参考図書総合目録を完成さぜる計画

があったが，これは実現するまでに至bま

せんでした・しかし5・738点を収録した総

合目録としてその利用価値は夫きいも

　つづいて昭和32年に，人事院ビル内に存

在する5図書館が参考図書の相互利用を図

るため総合所在目録を発行しましtc。戦後

複数館め所蔵所在参考函書目録として発行

された最初のものぞあろう。伺年，公共図

書館でもr江東ブロック参考図書総合目録「

No・1』が発行され，昭和30年代以降，公

共図書館，大学図書館，専門図書館とあい．

次いで所蔵参考図書目録の刊行をみるよう

になりました。，

　昭和36年，　「国立国会図書館参考図書総

合目録1961年版」が企画され，前版の改訂

増補計画があり、ました。ちょ’ ､ど新館移転

の年でもあり，’新館における各参考室備付．

参考図書の所在リストとして，また未収参

考図書のチェック耶にと計画されていまし

たが実現しませんでした。その理由の一つ

と考えられるのは，同時にr日本の参考図

書』刊行の動きがあったからと恵われま

す。国立国会図書館が新館に移転した翌年

その初版が国際文化会館によって刊行され

ました。本書は解説するまでもなぐ，参考．

図書を選択するうえの指針となる解題目録

であり，・昭和4Q年三改訂版，・追補リスト

（昭39・9・r－41・3），四季版，補遺版（昭47）を，

刊行し，現在は国皐国会図書館が編集を引

きついで日本図書館協会より刊行され今日tt

にいたρています。これは国立国会図書館

を中心に収録pており，，所蔵参考図書目録

的性格をも持っています。

　（注1）『……更に他のものをも採輯せる所
　　謂「邦文参考書綜覧」ともいうべぎもめに

　　ついては，第二段の計画として編者の早晩

　　着手せんと欲しているところである。』それ

　　には勿論本目録の敏を補い，解題などをも1
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　附し，出来得るだけ，参考書目録としでの

　全価値を発揮せんことに努め度い考えであ

　る……』（同書r一波多野氏の序文より）

く注2）洋書の部は‘‘Guide　to、Reference
　Boo，ks　by　lsadore　Gilbert　Mudge，

　1929”Q抄訳紹介セある。

Iしその編成と種類など

　’前述でみるよ1うに，参考図書目録と各館

の所蔵参考図書目録は，互にあい補う形で

今日にいたっており，厳密に区別しえない

場合が多いようです。．そこで本稿では当館

所蔵の参考図書目録を中心に，「必要に応じ

てその性格をもr）目録類も記録してゆくこ

ととします。・

　現在までに刊行された．r所蔵参考図書目’

録」を概観するξ，それぞれの窄め実状に

ようてそみ編集に苦心ゐあ．とがみられま

』す・こμを図書館側の堂場からみるとデ

　Q備付場所別目録として〔参考室・、閲覧

　　室・書講コ「ナr。分館・分室等の〕、

tt A参考事務の能率化を図るため〔書誌業

　　務の参考リズト・自館業務の手引書・

　　・レファヒ：ノスヅール・増加するレファ

　　レンズサーぜスに対処する・能率促進1

　　等〕，

　③収書業務の参考として〔館の蔵書構成

　　の参考・収書の基礎材料f’収書計画の

　　参考雲底・文献収集のため等〕’「

　④参考図書の相互利用みたああ所在目録

　　として〔図書館内のネット’ワーク〕

　⑤参考図書の利用指導〔文献資料め検索

　　に未熟な学生に対して教官カミその利用

　　を指導するため〕．

　⑥参考事務の研究資料・研究集会の資料
．．！　，

　　．として

　⑦そφ他、多方面の要束に即応するため

また，利用軍側の立場からみると，

　　①図書館利用Q便のため，所在を知るた

　　　め’

　　②地域図書館，、学校図書館の利用を促進

　　　するたφ（参考事務のネ渉・トワーク）

　　③無駄な労力をはぶいて，’短時間で必要

　　　な参考図書を探しだすたや

　　④既存の体系にとらわれない利用しやす

　　　い編成の目録とし七’

　などの刊行目的をもっており，その形態ば

．・
氓ﾌような種類にわけられます。

　　①単一館の目録しさらに分館，分室．’

　　　独自のものとこれらの総合型録「

　　②文献の所在から一参考門別，参考課．

　　　コ晶ナー別の備付目録

　　③収録文献の内容から一総合的所蔵躁

　　　録，選択的所蔵目録

　　．④刊行形態から二単行本，㌧ミソフレッ・

　　　ト，逐次刊行物の特集，館報の一子

　　　　　　ひん　　⑤刊行の頻度から一定期的改訂，年度，

　　　ごと発行と’その累積版’

　　⑥複数館の目録一二地域図書館総合目

　　　録，同一館種総合目録・

　　⑦記述の内容∫形態から一リスト式．

　　　｝覧表式，解題式

　いままでに刊行された「所蔵参考図書目

録」め大部分は，一いずれも図書餌分類目

録，日本目録規則等による型にはま6たも

のであります。一そのなかにあって，既存の

分類形態にとらわれないンテ的発想による

‘ものなど，利用者の便を考えた編集形態が、

とられている参考図書目録があります6作

成労力も少なく，二巴性が加味されるなど

の利点があり，利用価値ヵミ高いと思われま

す。’ここに東京都目黒区立守屋図書館三

沢大学図書館の例をあげておきます。’

　守屋図書館一”　F近年におげる社会め変

化は複雑力め急激に推移して：ぢり丁 ﾜす。そ

一16“



してこのこ！を示すが如く∴その情報量も

個人をしては捕逸不可能なほど彪大であ

　り，日・々新たにはき出されてお？ます。図

書館が利用者の要請にこたえ，その“とき”

に応じた資料を盤逸するごとは，図書館の

使命であります〕　（序文）と述べ，利用者

が読書，、調査，学習の参考によりはやく適

切な資料をさがす便宜をはか為ため，．その

排列を親しみやすく，図書のもつ形態，役國

割上の類似により，14の項目にわけている

のが特色である。そして利用の方法をわか

りやすく図示しています。

　麗沢大学図書館一ユ973年1月に「参考

図書解題シリーズ1⊥としてr一般書誌．

索引』を刊行L．た。こめシリーズは利用老

（学生）に参考図書の利用方法を指導するガ

tドズックξして発行したもりである。し

・たがっていろいろな調査・研究をvgLる場合

の資料の選択・判断の手がかりとなるよう，

向館所蔵の参考図書産めなかから主なもの

飛んでかんたん軽羅鮒している。
－特に「用塗別書誌一覧」「書誌比較一一覧」

1「騰年代鵬証覧」など一構形式で

学生に書誌の特長を体系的にとらえてのみ

ζませるよう配慮された編集は，18ページ

にみるとおり，がゆいところに手のとどく

指導的所蔵参考図書目録として，大学図書「

館における目録の一つのあり方として特記．、

しておきます。このシb一ズは人名辞典等

続刊されるようで，大いに期待したい。

III　各館の所蔵参考図書目録

　ここにリストしたものは各館の「所蔵参

考図書目録ゴおよびこれに準ずる目録であ

ります。各館の「所蔵参考図書目録」は，

主として参考業務の経験から，その必要に

迫られて業務の合間に作成きれる場合が多

し｝ようで，そgため定期的に刊行すること

がむつかしく，経費も予算化されない場合『

が多いようです。これを補うため，回報な

どに「所蔵目録」を特集，三三する傾向が

．見られ，その一つに「所蔵参考図書目録」

が取り上げられる場合があります。また所

蔵目録の編成されていない中小図書館など

で「所蔵目録」刊行まで⑱臨時的目録とし

て刊行される場合もあります。

，（記載は図書館名，書名，編老，三年，発

行所，ペー一・ジ，請求記号，説明の順）

1戦前の部

東京市ヰ日比谷図書館

　邦文参考書目録（未定稿）　昭和2　36P．』

　，（337－458）

　　日比谷函書館所蔵参考図書のうち基本

　的参考書である辞書，書目，索引，地

　図1年表，歴史，人名録，年鑑，統計，

　．法規等をもうら，書名索引

岡山県立図書館

　参考書目録　昭和3

東京市立日比谷図書館

　参考図書目録．昭和4　一誠堂書店

　　「邦文参考書目録」　（日比谷図書館．

．昭2）た歴史や叢書を加えたもの

東京市立日比谷図書館

　昭和6年訂正改版　邦文参考書目録　昭

　和6　47p．　L影堂書店

東京市駿河台図書館

　参考図書目録　東京市役所　昭和16

　35P・（RO28－To46ウ）

　（東京市立駿河含図書館調査資料第6）

　　約1’，　700点を収録

専門図書館協会

　各国文献目録集成　第1輯　欧文綜合統

　計年鑑篇（洋）　市政専門工書館編

．昭和18　273p．（RO28－Se69ウ）
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　　市政専門図書館；三菱経済研究所，日

本銀行調査局，大蔵省文庫，商工省鉱山

局，東京商工会議所図書館，協調会図書

：飼，満鉄：東亜経済調査局，大原社会問題

研究所，司洗省調査部司法研究室；　・東洋

文庫，横浜正金銀行で所蔵している統計

！年鑑類2・403点9総合所在目録』・、所蔵黒

砂を略号をもって示し，書名索引を付し

ている。’

「：2　戦後の部’

官公庁図書館

1ご国立図書館調査部参考係

　　参考書備付参考図書目録　昭和23年8月

　現在24丁孔坂
塗立国会図書館

　　国立囲会図書館（中央館）参考図書総合目

　　録1昭和29年16月末現在　一般考査部編

　曜和3Q　410P、孔版・・（028－KO548・）

　　．飾の考査業務に資するた醐田中央館員「

　所噸蜘・事務用どして昭和29年6月
冠醤末現在備えr）け与μてy・る参考図書を総

，’ P’．” P合収録したもの』昭和23年に国立国会図
・ゴ ﾝ鰹設立さ繰たあ洞年以御干1行

1，・，されたものが大部分を占めており，将来

　拡支部上野図書餌支部静嘉堂島鼠支．

　，部東洋文庫，大倉山文化科学財団，各部
　　　　　　　　　と
　門支部図書館の参考図書をもうちした総

　　合目録とする企画であったが実現にいた

　　らなかった。和4，789種・洋949種　計

　　5・738種NDC　6版（和）DC（洋）著者

　’層（書名）索引㌧件名索引、

1国立国会図書館参考書誌部’

　　「参考事務」全国研究集会盗料懲罰1

　　～5　昭和415冊　　．　・・

　　第1・「日本の参考図書」所収以降刊行主

　　　　要参考図書目録（総記及び入文科学

　　　部門）20P昭和4（〉年末までウご刊行

　　　された和書

　第2　法律・政治関係のレファレソスブ

　　　ッグについて』6p

　第3、経済・社会関係の書誌について

　　　付レファレンスに役立っ統計資料一・

　　・覧，8P　’

　第4　科学技術関係レファレンスブック

　　　（和．e洋）28p

　第与　アジナ・アフリカ、関係基本参考図

　　　書目録

いずれ姻岬三図舗所三三の目詰：
であり，すべでをも：うらするものでない。

　亡注〕研修会資料・研究集会資料として刊行「、

　　されたものは他にも存在するが事務用とし
　　て少部数しか発行されなびりで省略する。

人事院ビル内図書館連絡協議会，，

舞翠騰1ぬ昭和32・珊
・・ E版、（Y95（7？）1QO3）．

　　人事院ビル（現霞ケ蘭合同庁舎2号館）

　内の5図書館が収蔵している参考図書の

　総合目録で，・tf　lzレ内利用老め便を図った．

　目録。人事院図書館，、、警察庁図書館，自

　至愛図書館，経済企画庁図書館，建設省

　図書郎の所蔵をr覧表形式で収録。tt

　I　年鑑・年報・統計類（昭32．・10．1現）

　　43p

　豆』辞典・便覧・要覧類（昭32．12．1現）・

　　100p　NDC和洋別’索引なし

農林省図書館

　農林省図書館参考図書目録一辞典・事

　典・侮章・ハンドブック三一　昭和41

　70p　．

　　図書館資料利用の便のため，所蔵参考

　図書のうち，基礎的な文献を選択収録る

昭和20～40年に収集したもめに，若干戦．

　前のものを加えてある。和洋別。NDC

　当用漢字に改めてある。『索引なし。

一49門，
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北海道総務部行政資料室

　資料目録　No．1　BA総記　1970．ユ2．

　　現在未定稿「昭和46125P

　　（UPIlILs2）

　　　行政資料室所蔵目録の一つであり，

　　そのNoユは総記を収録，北海道行政・

　　資料管理規程の分類によ．り参考図書と

　　報道（新聞）・を収録している所蔵参考

　　図書目録である。書名索引。

公共図書館

埼玉県立図書館、

　埼玉県立図書館参考資料目録1書誌目

　・録．昭和4466P　タイプ孔版

　　一　NDCvcよる自録では，「すばやく，適確

　に必要な資料を求めること炉できない場

　合があるので，参考事務係は自分たちの’、

　経験から，使いやすい別め目録を作成し

　ている。’ζれはもちろ夕正規の目録では

　なく，いわゆるツール（資料検索用具）

　のひとつとし七作成したもの。このよう

　なものは利用老の目的にも合致し，目録

　作成の労力も少なく，かえって一覧性も

　加味され使いやすいので手はじめとして

　刊行したも4）6統計書，’名簿，・図集と続

　刊予定。書名索引ひ

：東京都品川区立図書館

　主要拳考図書案＄　人文科学版（予備版〉

　昭和40－60P　タイプ孔版

　　所蔵参考図書のうち文学を除く入文科

　学の一部を，その特色，利用法を解説し．

　づっリストした目録。所蔵参考図書をフ

　ルに漬而して区民の生活向上に資するこ

・’ 狽eとを目的とし，あわせて職員の資料にっ

　1いての十分な知識をもたすテキストとす

　る。予備版であり改訂予定。

・江東ブ，mック公共図書館研究会

　江東ゾロツク参考図書総合目録　No．1

　　辞書類之部昭和3224P・付・新聞雑誌：

　　総合目録

　　　東京の江東地区（江東，江戸川，足立，

　　墨田，葛飾の各区）の公共図書館10館

　　が相互協力による図書館奉仕を目的とし

　　て作成した総合所蔵目録。一地域の総合

　　目録としては他に例がない。その第1集、

　　として辞書i類817点と新聞雑誌310タイト

　　ルを収録している。読書週間の記念臨

　　版。

　東京都立日比谷図書館

　　東京都立日比谷図書館蔵回考図書目録

　　一和書一　昭和38　・、280P　’

　　（028－H426　s）

　　40万冊ある同館の所蔵目録に手がつけ’

　ttられないのでレファレンス担当者の要求：

　でまず本書が計画された。しかし予算の

v　関係で校了から一年経過して刊行され・

　た。3，030点収録。NDC新訂6版。

，書名索引。”

東京都立日久谷図書館

　・，東京都立日比谷図書館筆管考図書目録

　一洋書一　昭和38－79p

　（028－H426　s　）

　　和書篇と同時に約870点の参考図書を

　収録昭和38年・功勲で発行・ゆC，

　新訂6．A版書名索引σ

東京都立豊島図書館

　参考図書目録　1965Nol　1昭和40

　107p　・　〈Y121）

　　、調査研究のたopの鈴鰍資料の中核とな

　．，るものとして作成。適切な参考図書の不：

　足している分野では，本来参考図書では．

　ないが代用できるものを収録。

　NDC。　2290点。

東京都目黒区掌守屋図書館　　　　　　　こ

　参考図書目録1973昭和48101P’
　（Y121）

一　20　一一



　　　利用者の読書，調輩学習の参考によ

　　りはやく適切な資料を探す便宜をはか

　　る。一般参考図書2，i32タイ’トル。全体

　　の図書のもつ形態・役割上め類似によ

　’り，14項自に分類。さらにNDCにわけ・

　　る。和洋混合。索引なし。．

神奈川県立川崎図書館

　　参考図書目録　1968昭和44．245，3gP’

　．　（UP41－3）

　　　自然科学’e工学が中心。一般読書室宙

　　無敵の中から約3，800タイh’JL収銚、

　　NDC6A版　書名索引（訓令式）

．藤岡県立中央図書館

　　年艦・目録・名簿“一法令類目録湯昭和：

　　48’51P　（資料情報10号）、

　　・脇048年3腰在の臓目録磯名φ1

　あい殖纈捌9拳末賜黙り妨算，
鮒骸て職通常鯵われ繋る・1ゆ∴

　情報11号）

　　明治以降，昭和48年5月末現在，三所

　蔵のものを収録。NDC7版　和洋混晶幽

　　静岡県立図書館のように逐次刊行物の

　特集・専集の形で発行されるケースは今

　後ふえるも「のと思われる。

愛知図書館

　参考図書目録　1965－1974愛知県文

　化会館図書館、昭和40－4910冊　タイ

　「プオフセヅト　（UP41－1）

　　利用者め立脚らの利用の便と，ヒフ

　ァレンズサー一一一・ビろの面から昭和34，5年

　、璽なら企画し，．開館5周年を機会に発刊

　し牟もので，1年ごとに追録版を発行

し担鯛に追録版螺冠して発行して

・噸1（猿およ漱ページ帳参照）．。

．、♂現在まぞ定期的に刊行をつづけている唯’

　一≒⑱参考図書目録である。「参考図書の

’解題」（弥吉光長）序説の分類を基準とし，

　「資料整理要領一分類目録篇」（愛知図

　書館）によっ．て編集して∀・る．和洋別ジ

　書名索引。

挿極顯酬収録冊数 備　皇

継鮮卿即’2・・
憩鰍：卿6⑥昭41・2・　28：

÷綿鍬：2）19671　’昭42．1．15，

、追録⑥1968「昭43．2．ユ5

∫追録（4）1969　昭44．2．15

　　’　1970

（覇熱70）

1971’

1972

目召45．　3．　1

昭46．1．10

日召47．　1：10

’509

85

98

87

80

220

・76

．64

昭39．10．1
　N40．　9．　30

昭40．10．1
　・v41．　8．　31

日召41．9．　1　・

　tx・42．　9．30

昭42．10．1
　rs－43．　9．30

1965年版から追

録1～4と昭和
43．10．1～日召44．

．8・・31までを収録

平茸44．　9．　1

　一一45．　8．31

日召45．　9．　1

　一一46．　8．31

5，　410

1，　215，

1，　393

1，169

1，021

｛禾04，．753

洋　657

．！號

一
（

　　1，195

　　　198
（．　　1，　037

　　　132

｛懸

3，3is　（　2・gZ；

598．，．（　5gg

775　（　7s205．

一（1）

（2）

（3）．

一一@21　一一



蜂蜜目層「陣隊騨剛 『収’録冊数 備考

1973

1974

目召48．　1．10

目召49．　1．10

66

133

昭46．9．1
　tv47．　8；31
目召47．　9。　1・

　t“一48．　8．31

769

904

706．，

63
834
70

（3）

（3）

（1｝前年版までと異なる点は，継続図書につい1（は利用の便を図り・1965年版収録図書を含めて収録し．

　たが：一追録1～4のうち除いたものもある。灘続予定のものは「一→」を付し，郷土資料は「090」

　ペー括区分してある6

（2）継続受入図書433点（和389洋44）は巻末へまわして利用の便を図っている。　　　，
（3）継続受入図書を本版より除外した。

滋賀県立図書館

　参考図書目録　．第1～2集　昭和41一

．．・ S22冊（Y121）
　　増加するレファレ：ソスサービスに対処

・するため6館所蔵の参考図書は網羅され

　ている（版の重複は除外）。843点・

　（第2集は文学全集叢書篇）

富山県掌図書館

　富山県立図書館所蔵参考図書目録・

　昭和35　44　P・・タ「イブ孔版・NDC

　約1，500点3，・OOO冊

大阪府立図書館

　参考事務必携資料編昭和4g’．

　511p　’（UL731－6）．　．　’

　　昭和46年に刊行された参考事務必携を

　『補うものとして資料編が発行された。同

、、．館所蔵資料のうちからレフアレγスマ般

　に必要な参考図書類を必要に応じてかん』，

・たんな説明を加えつづ収録したもの。図

　書のほか？図書の一部に記載された事項

　セとついても収録されているのが特長。招

　和48年3月末までの受入分から約8，80Q

　件収録。総記，入文科学，社会科学，自

　然科学，人物・』団体（施設）の5部から

　構成され，その中をさらに資料の共通の・

　型式に区分している。

吹田市y図書館

　吹田市立図書館所蔵参考図書目録

　昭和4486，21p　（Y121）　，

　　利用者への案内，今後の収集の基礎と

　して，自館業務の手引として昭和42年3

　月め新築移転を契機一に多方面の要求に即；「

　応ずるため刊行。参考図書の範囲を広げrt

　部分的に参考図書として役立っ全集・双：

　書等の特定の巻や別冊付録であっても，

　参考図書どして活用できるもの1、テ般書

　でも巻末に必要な参考図書の紹介・統計

　・年表などのあるものは収録。蔵書目録

類を割愛しているがその理由不明g

　NDC新訂7版』「和洋混合　書名索引。’

山口県立山口図書館

　参考図書目録　1総：記編　■書誌索引辞・

　書事典編、皿報告・統計。年鑑・年表・．

講話昭和45τ49珊（UP4・一6），，

　　県内利用者のため来館せずとも所在が・

　わかるよう冊子にまとめたもの。当然必

　備の書が欠けているめでこれを発見補充：

　ずるため6所蔵参考図書のうち総記編（除

　全集）（第1集），総記編以外の書誌・索引1

　等（第2集），報告・統計・年鑑等（第3ヒ

　集）にわけ，5年をかけて刊行した。第1

　1集　和洋別NDC6版　書名（和洋〉・

、著老名（和）索引r第2，3集，和洋舜合ゴ1

　’NDC6回忌形式別と分類目録6で　　　：、

　書名索引（和洋別）。

高松市立図書館　．・

饗毒下灘目録昭和3・32好し版．，

1郷土資料約320点，参考図書約450点
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福岡県文化会館

　福岡県文化会館所蔵参考図書目録（稿）

　昭和4645p　（Y121）

　　常に参考図書の整備に心がけており，

　レファセソスコーナーと付属書庫内に別

　置された参考図書を，自然科学・工学・

　産業部門を除いて刊行したもの。従来商

　工資料室，産業資料室として自然科学，

　工学・産業部門の参考図書がその部屋で

　扱われていたものを昭和45年7月から公

　開図書を一括し，大部屋制をとり，参考

　業務をレファレンスコーナー一・一に一本化し’

’ためを機会に刊行したもの℃，自然科学

　部門の目録が望まれる。NDC7版　和洋

　混合　索引なし

大学図書館

北海道大学附属図書館

　北海道大学附属図書館所蔵参考図書目録

　和書編　昭和38．171p　（028－H616　s）

　　・レファレンスサービスめ能率促進，文

　献探索の指針，文献収集のため。中央館

　所蔵分のみで将来北大全体の参考図書目

　録刊行ゐ基盤。総記・人文科学・社会科

　学・科学技術に分類。索引はないが，

　「この目録の活用については特に巻頭目

　次に留意し利用してほしい」　（凡例）と

　述べている。

Hokkaid6　Daigaku　Huzoku　Toshokan

　Catalog　of　reference　books　in　foreign

　language・（北海道大学附属図書館所蔵参

　考図書目録），昭和38　61P．

　（016－H721　c洋）

　　中央館の所蔵分のみ収録。将来全学の

　総合参考図書目録刊行の基盤とするた

　め6北海道に関するものは割愛，総記・’

　人文科学・，社会科学・科学技術に分類。

　索引なし。

東北夫学附属図書館

　本館所蔵人名辞書類総目録（予備版）1

　一和漢書一、矢島玄亮編　昭和41155p

　孔版　（参考資料第69号）

　（280．　3－Y642　z　）

宮城島育大学附属図書館

　参考図書目録　附属図書館蔵　昭和48

　61p　（Y95（73）一675）

　NDC新訂7版　和洋別、，　　　　’

茨城大学附属図書館

　参考図書目録　昭和48　210p

　（UP41－14）

　　昭和48年2月現在で本館，工・農両分’

　館所蔵参考図書6，055点（教室備付の分

　は図書館で所蔵レないものに限って収

　録〉。原則として所蔵のすべてを収録。’、

　NDC。本館，・工・農分館別。和洋別。’

　索引なし。

群馬大学附属図書館

tt Q大所蔵参考図書総合目録　和文編

　日露禾035　84p

　　本館，分館，研究室で所蔵しでいる全

’参考図書を収SX． 1，386点。．NDC6版

　（100区分）

千葉大学附属図書館

tt Q考図書目録．附属図書館蔵　1972年越

　昭和47　280，55p　（UP41－8）．

　　研究，教育のたあめ参考資料（レファ

　レ．ソスツール）。特に文献資料の検索1，こ未

　熟な学生嗜対して教官がその利用を指導；

　するためと，昭和45年度から共通基本図

”r書の予算が配分されているので，今後の・

　収書計画を立てる上に参考資料とす「る。

　昭和46．6現在。本館と医学部・三三学部

　r腐敗研究所各分館備付げ参考図書を収’．

　録9NDC新訂6A版
千葉曲学附属図書館

　図書館で学ぶために『．昭和49年度昭49
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　135回忌（Y95（74）758）

　　学生のために大学図書館の利用のしか

　たを解説した案内書。図書の利用法，レ

　・ファレソス・ブヅク，、レファレンス事

　例，文献目録作成法，．学外図書館の利用

　方法からなっているが，そのほとんどを

　レファレンスブックの体系的解説目録に

　費している点が特長である。利用案内と

　参考図書目録とを組タ合わせた意慾的な

　、ガイドブック。

日本私立大学協会

　日本参考文献所在目録第1－2回　昭

　和38－39　’2冊、（図司団研資）

　（028．N688　n　）

　　日本私立大学協会の大学図書館司書研

　修会討議資料として昭和38年に25大学図

　書館所蔵参考図書を収録，翌39年に第2

　回目を刊行。89大学図書館が参加した。

日本私立大学協会

　参考図書所在目録　1968和文編　参考

　図書所在目録編纂委員会　昭和43

　460，81p　（UP41－4）

　　1．965年7月現在で137の私立大学図書

　館に所蔵する和文参考図書の総合目録。

　旧館が適当な参考図書がない場合，ど覧

　の館がどのような参考質問に答えうるか

　を知り，敏速な奉仕活動を可能にする各

　館ゐ相互協力体制促進のため。国立大学

およ醜献学の大きなところ鯵力・し

．てy・な》・。書名索引。

東京学芸大学附属図書館

　参考図書の手引き　1一一6号　昭和39－

　42　タイプ孔版・，

　第1号参考図書の利用法’

　第2号．世界の百科事典・

第3号辞典その1（国語関係）層

第4号　辞典　そのH（英語関係）

第5号辞典その皿（ドイ’ツ語関係）

　第6号辞典そのIV（ヨTロッパ諸国
　　語）

　第7号「専門事典そのゴ

　第8号　専門事典　その■

　第9号専門事典その皿（人名）

　　それぞれの参考図書について解題し，

　第2号，第3号では大学図書館所蔵一覧

　表を付けている。

日本女子大学図書館

　・日本女子大学図書館所蔵参考図書目録

　和書篇　昭和48　110p　、（UP41L12）

　　レファレンスコーナー一　7，000冊のうち

・約5，000冊収録。研究室図書’C通信教育

　用図書は除外。一般参考図書，書誌の二

　部にわかれている。

独協大学図書館

参考書目1971－1973昭和46－48

　3冊年刊（Y95（71）1185）

　　「参考図書室」備付図書，「書誌コーナ

　一」備付図書，継続受入雑誌新聞目録，

　叢書全集講座弔覧。毎年改訂。NDC。
索引なし。

三沢大学図書館

　参考図書解題シリーズ　1　一般書誌・

索引昭和4867P（uP41－11）

　　麗沢大学図書館所蔵の主要な一般書誌

　類を中心として，学生が図書館を利硝す

　る上に資料の選択，判断の手がかりとな

　るよう，参考図書群の中から主なものを、

　選び，かんたんな解題を付して利用上の

　参考資料またはガイドブックと一して役立

　てるよう企画された。続刊予定：②人名

　辞典，③百科事典・年鑑・『地図・地名辞

　典，④日本語辞書；⑤二二・英文学，・

　⑥ドイツ語・ドイツ文学，⑦中国語・中

　国文学。収録は図書，二二で1972年12月

　1日までに出版された44タイトル。和洋

　旧刊別・融訂頻度3’～5年た1回。
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名古屋大学教養部図書館

　参考図書目録（開架）　　昭禾046

　103，72p　，

　　書藷目はできるだけはぶき、参考酊

　書的機能を有する図書を含めそいる。

　「日本の参考図書　昭42年版」匠より分“

　類。1，152点

i関西大学図書館

　関西大学所蔵参考図書目録　欧文三三1

　版昭和35222回忌関西大学図書館シ
　リーズNo．5），（016．　025－K16　c）

　・（Catalogue　of’　Reference　Books　in　Eu－

　ropean　Languages’　in　Kamsai　Univer－

　sity）

　　昭和34年3月現在関西大学図書館（千

　里山本館）所蔵の約2600点を収録。Gene・

ralia，　Human　＆　Cultur’≠戟@Sciences，　’

　Social　Sciences，　Natural　Sciencesに分

　類。著老・書名・件名索引。’

鳥取大学附属図書館

　参考図書目録初版　昭和48151p

　タイプオフセヅト　（UP111－141）

　　昭和48年9月現在の本館，医学部分館

　所蔵本。抄録誌は研究室所蔵のものも加

　えていう。第14回中国四国地区大学図書

　館研究集会の研究資料として作成。200

　部発行。NDC7版。和洋励。，索引なし。

：専門図書館

β本放送協会総合放送文化研究所’

．世論図書室

　　参考図書目録昭和47145P一タイプ

　オフkット、（UP41－7）

　　放送関係文献分類表匠よ．って収録（∴

　般書はNPC新訂7版）。解題目録。昭

　和47年1月現在所蔵参考図書1，067タイ

　ト．ル（和串12点，洋225点〉を収録。書名

　索引。

電力一躍研究所

　電力中央研究所所蔵参考図書目録1959，

　1961，1964年版昭和34～393冊
　（028一　D　53　s）

　　各所の資料担当者をもbて情報活動を

　より活発にする打合せ会をもち，目録の

　作成，文献利用の高度化，業務の能率化

　などについて意見・情報を交換する一一

　方，これを具体化するよう努力してお

　り・その活動の一所産としてこの目録が

　生れた。電力中央研究所技術研究所資料

　課，配電研究所図書室，電気事業研究会

　資料室に所蔵されている参考図書和1193

点洋369点（1964年版）を収録。形態別

　索引。和洋相互に編成。NDC新訂6A

　版・電気事業，原子力工業部門は各事業

　所独自の分類。

日本国有鉄道鉄道図書室

参考図書華麗和書の部昭和3955p

　　全般にわたり必要と思われるもの約．

　1，gOO点b　NDC新訂7肢。ただし交通・

　鉄道は独自め分類

日本国有鉄道鉄道図書室

　鉄道図書室蔵参考函書目録てその1）

　昭和40，100p

　必要と思われるもの約1，580点。NDC

‘新訂7版。ただし交通・鉄道は独自の分

　類。

東京商工会議所商工図書館

　統計及び年鑑類目録　昭和34～47年度

’・昭和35～4814冊　（Y95）

　　昭和34～39年度のタイトルは「統計書『

　目録」であるが，年鑑類も含まれてい

　る。

東京ゲーテイソスティトウート’

　〔東京ゲーテイソスティトウート・東京

．ドイツ文化研究所ユ参考図書目録tt昭和

48　95P　（No：，16’Nachschlade’werke）’
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（KS33　1・一1　），

　東京ゲーテイソズテイトウート所蔵の

惨考図書約7蝋を収鍮A・T－Yまで’2・

項目に専門別に分類。事典・辞書・住所

．録・入名録および書誌各論の項も索

引・豊富な文献を備えているかぎり収録

，レてある。年間2冊ずつ項目別二二を発・

況しているが，ig73年第1号・‘‘文芸”に

つづいて第16号として刊行された。・

’付、

　参考図書目録を作成するうえに参考となる参

考図書選定目録・基本目録類，レフナレソスコ

　レクショ「ンを構成するうえに参考となる基本参

考図書目録類と，潜門作成上参考となった参考

図書目類等の一部を参考までに掲げておきま
・す6

国立大学図書館協議会．・

参考図考選細録’・967甲立大学図

　書館協議会参考図書の基準調査研究班．

　昭禾p45’、、107p

　　世界主要国において，1967年中に出版

　’された参考図書を日本の大学図書館を念

　頭において選択収録したもの。32　352点

　収録。分類は4三門19項目，，和洋別。価

　格が入っており購入予算を立てるうえに

　便利であるb1966年版も刊行された。

』日本私立大学協会、

　大学図書館に必要な基本参考図書目録・

　昭和3863P　孔版「（図薗研資料第38．・

　9・25－5）　（Q28－N688d）

　　和洋の解題目録。一般書誌・逐次刊行

　物』（北島武彦）自然科学系文献（立川昭

　二）社会科学系‡献（細谷新治）入文科

　学系文献く三谷栄一）語学関係文献（小・

tt ﾑ英雄）

．東京都公立図書館参考事務連絡会

中小図舗のためる基鯵考引綿本
　図書館協会昭和43「94P・．

　（028－To458　t　）

　　　「区（市）立図書館」の立場から，最低

　必要な参考図書を現場の状況を勘案して’

　約1，300点を選択収録。NDCb書名索．

　引。巻末に本版将来の増補改訂などのた、

　・めに「ビジブル・カード簿の利用につい

　て」がある。

東京都高等学校図書館研究会

　高等学校における参考図書目録．tt昭和47’　’

児童図書館研究会

　児童参考図書解題目録（1）一児童百科辞

　典一　　日本図書館’協会、Ptp和40　36p

　（028．　5一　Z　252　z）

　　昭和37年度からの児童図書研究会の継

、続事業としての第i編として刊行6’ �閨E

　目録。．

．大阪市立中央図書館児童図書選定委員会

　　小中学生向き事典と辞典の目録一参考

　図書選定目録　その1一’昭和42　12b

　（Y121）

　　選定のねらいとして，家庭の参考図’

　書として生活や学習の参考に充分使用で

　き，こどもが生成してもなお使用に耐え

　るもの点を解説。

専門図書館協議会　　　・　P　　一

　基本図書目録1972『昭和47「1’55p

　「（専門図書館協議会20周年記念出版’

　No．　3）

　　地方議会図書室に備付けておくべき：図

　書で基準になると思われる図書を収録ρ

　辞典・年鑑・統計書（485点）等の項があるa．

　昭36～46刊行図書を対象。索引なし。，

波多野賢一

　参考書の栞

　　「図書館研究」（芸艸会）’3巻2号，4号t．

　、4巻1～2号（大正13－14）　参考図書．

　・約100点を収録。

’笹岡民次郎
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　．．参考図書目録並に定期刊行物索引

　大正14　！（図書館三三≦叢書≧号外）

田中敬・毛利宮彦一

　　内外参考図書の知識　図書館事業研究会

　昭和4　・325P　（028－Ta745　s）

神波武夫

　基本的参考図書目録　青年函書館員連盟

　目召禾04　　42P　　（553－70）

，・ g多野賢一・弥吉光長

　研究調査・参考文献総覧　朝目書房

　昭和9　（RO28－H42ウ）

　　日比谷図書館，帝国図書館蔵書のほか

　駿河台図書館その他を加えている。．書名

　著者名索引。

H本図書館硯究会

　　レファレンス手引一参考係員のための実，

　務便覧一木寺清一・・植岡信夫共著　昭和

　29（図書館界シリーズ⇒

　（015．　2－Ki331丁目

　　　「主要参考図書書目」（70二117P）’

弥吉光長

　参考図書の解題　　‘昭和30　259p

　（図書館実務叢i書8）　（Q28－Y637s）『

．日本の参考図書

’初版　昭和37年（第1刷）．（028－N6872）

　　　　昭和38年（第3刷）

　改訂版　昭和40年　．　（Q28－N6872（s））

　　　　　昭和44年（第3刷）

　追補リスト（昭和，39・9～昭年41・3）

　　　　　　　　　　　　’（028－N6872）　．

　四季版　No．1～

　補遺版　昭和47　tt　・（UP41－9）

「日本の参考図書」に現われた年鑑類細目．

　田本図書館協会　昭和4273p

　（027－Ko5482．　n　）

　　「日本の参考図書」改訂版に収められ

　た年鑑類個々の民団を調査したもの6

佃　実夫

　文献探索学入門　思想の科学社　昭44

　　161，137P（付共）付参考図書評価k覧：

　　（UL731－2）

佃　実夫　　　　　　．　　、　び

　：文献探索学入門第2版思想の科学社

　　昭46　161」67p　（UL731－7）

天野敬太郎

　本邦書誌ノ書誌

　　間宮商店　昭和8　370p

　　〈025．　1－A4345s）

夫野敬太郎

　「日本書誌の書誌
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，1{二成噛たって郷の鍛幽讐
に通信で問合せましたところ，ご懇切なご

教示をいただきました。誌上をかりてお湯

中し上露ます。乏ぐに岡山県総合文化マン

ターゐ村上氏から「岡山県立図書館参考書

目録」（昭3）について「戦災で消失し，所蔵

し．ていませλ｛がダ県内個人所蔵を探したど

ころ一人判明しました。現在病床にあり健

康が回復次第倉の中を探してみるから暫く

待って下きい」．≧いうご返事をいただきま’

した。厚く御礼申し幽げ零す。
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