
参考書誌研究総目次

第1号～第15号

第　1号

「参考書誌研究」の発刊にあたって

　　　　　　　　　…………松下　健一

　　　　　　〔研究ノート〕

田中稲城と帝国図書館の墨引・・有泉唱貞失

文書によるレファレンスの現状と問題

　点…・……………・……・………土井稔子

　　　　　　〔書　　　誌〕

全集叢書細目検索ツール・……》沢西　良子

地方自治体刊行

　公害関係資料目録稿

　　……佐久間信子・鈴木　明・山田好延

日本関係欧文図書の書誌………林　三之介

’レファレンス事例　1，2，3、

帝国図書館・国立国会図書館蔵書目録一覧

　　　　　　第2号

　　　　　　研究ノート〕

合衆国はなぜ合州国と書かないか

　　　　　　　　　・…・1……斎藤一　i毅

虚構に賭けた男　一Psalmanazarの

　“An　historical　and　Geographical

　description　’of　Formosa”・・…ボ吉田　邦輔

．明治初期に於ける官庁資料収集の系譜

　’とその利用………………・・…佐久間信子・

戦前期出版警察法制下の図書館　「そ

　の閲覧禁止本についての歴史的素描

　　　　　　　　　…………大滝則忠‘

　　　　　　〔業務研究〕

国立国会図書館における電藷・口頭に一

　よるレファレンス・ワーク‘‘窓口の

　機能はどう奉っている々・”…野村　　稔

レファレンス・サービス　丁区立図書

　館の目指す一方向……………抑藤弘

全国公共図書館を訪ねて………伊藤松彦

r日本地方史誌目録書目編』の刊行

　によせで’■…………・…………沢西　良子

　　　　　　〔寄　　　稿〕

国立国会図書舘を利用して……児玉　久雄

セファレソス事例　1，　2，　3

第　3　号

　　〔小特集：昭和45年度全国公共図

　　　書館参考事務研究集会〕

全国公共図書鰭参考事務研究集会につ

　いて…．…………………・■…・…北島　武彦

「参考書誌学」へめ期待………小林　　宏

昭和45年度参考事務研究集会・所感

　　　　　　　　　…………祖山　ee一一

研穽集会に参加して…∴……！…藤丸　幽昭

全国公共図書館参考事務研究集会を顧・

　みて・………………・・※・………中田　吉信

当館の文書レファレンス処理について

　　　　　　　　　…………三三参考課

　　　　　　〔研究ノート〕

戦前期における参考事務のあゆみと帝

　国図書館
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　一資料紹介「読書相談ノ近況」

　　　　　　　　　…………稲村　時期

日本関係欧文図書の収集と問題点

東京都公共図書館の書誌的活動

　　　　　　　　　・……・…・・安藤　菊二

　　　　　　〔書　　　誌〕

中央官庁刊行公害関係資料目録稿、

　　　　　　　　　・・，∴…∵佐久間信子

　　　　　　　　　　　　　鈴木’　明

　　　　　　　　　　　　　申田、好延

　　　　　　〔雑　　　報〕

図書館界の出版物摘録・幻のLITE’

　システム（丸山昭二郎〉

　　　　　　第　4．号

　　　　　　〔研究ノート〕

浅草文庫の創立と景況…∵……tWP’ G雄
明治初期啓蒙的哲学思想の展開と変容

　一「萌治開化の本」展示会に寄せ

　て一………………・……・∵・飯田　賢一

　　　・…　　〔書　　　誌〕

児童書に関する欧文参考書……大村　浩子

　　　　　　　　　　　　　北畑　　静

　　　　　　　　　　　　　木下晃子
国際連合Q書誌活動（前編）…石弓　Sfe二

　　　　　一〔書、　「評〕

参考業務の基礎指針のあり方

　一r大阪府立図書館参考事務必携』

　に寄せて一………∴∵∵…石山　　洋

　　　　　　〔報，　、告〕

参考事務の組織化ゐ聞酒点

　鵡昭和46年度全国研究集会に出席

　して一………………・…・・…三谷　　弘

公共図書館関東ブロック奉仕部門研究

　集会に出席して　一レファレンス．

　の相互協力に関する一提案一1

　　　　　　　　　………㌔・・伊藤，松彦

国立国会図書館長と東海地区大学図書

　館長との懇談会に出席して…佐久間信子

　　　　　　〔事　　　例〕

レラデレN／．ス事例　1，　2，　3，’4

　　　　　　〔資料紹介〕

古書古人（1）・∵…………・……・…朝倉　治彦

　　　　　　〔彙　　　報〕

展示出品関係・貴重書委員会・出張等・

　図書館界の出版物摘録

第　5　号

　　　　　　〔研究ノvト〕

戦時下キリスト教迫害関係資料につい’

　て………1………・…・∴……・・藤尾　正人

科学技術関係研究会議録のてびき

　rr国立国会図書館所蔵　科学技
　術関係欧文会議録自録』の刊行にあ．

　たって＿
　　　　　　　田中　隆子　　古谷　雄「

　　　　　　　山ロ　義一　　小山香津’

　　　　　　　菅原　蔦子　　三上蒼生子

文書レファレンスについて

　一大阪市立中央図書館の事例を中

　心に一…………∴…・………西田　文男

　　　　　　〔書　　　誌〕

国際連合の書誌活動（後編）…石川　光二

明治期のアンデルセンについて

　　　　　　　　　・…………石川　春江

　　　　　　’〔報・　告〕

千葉県下め特舞コレタション…森田　　保．

私立大学図書館協会書誌作成分科会り

　あゆみ………1…・……・………深井　人詩’

　　　　　　〔事　　　例〕

レファレンス；事例

　　　　　　〔資料紹介〕，

古書古人（2｝……・……∴・……・…石山　　洋

　　　　　　〔彙　　　報〕1
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展示出品関係　出張等　見学　統計

　ハガキアンケ・一一トの中間報告

　図書館界の出版物摘録

第．6号

　　　「新聞のあゆみ」展示会にち㌃んで

ゴ新聞名辞考…・……∴……・・……・斎藤　、毅

、文書に見る帝国図書館の新聞収集

　　卜一明治・大正期あ歩みT一一

　　　　　　　　　　　…………西村　畢守

　　　　　　　×　・×　×
　新聞雑誌の全国総合目録の作成を望む

　　　　　　　　　　　…………西田　長寿．．

　新聞記事索引の開発…・……・…t高須　正郎

　晦日新聞抄録索引』に？いて’，

　　　　　　　　　　　…………高原　誠一’

　新聞一この不思議なもの一

　　　　　　　　　　　…’………楠　　忠尚

　　　　　　　×　×　一×
　鈴木秀三郎氏旧蔵新聞蘭係資料目録’

　　　　　　　……多田　三五・西宮　能敬

　新聞史・社史目録・∴…・………・井門　　寛

　　　　　　　×’　．×　×．1

　『古書古人　（3）一落三社………桑原伸介

　　　　　　　〔研究ノート〕　　　’

　文久年間㊧商用会話本とその編者

　　Eugene　M・yan　Rbedについて

　　　　　　　　　　　…………福田　光子、

　　『海外新聞』の関与者本間訓解（本間’

　　清雄i）伝覚え書…・∴・・1…1・・…項濱村　徹元

　フラ、ンス国立図書館の歴史　（1｝

　　一目旧史を中心ltrと一

　　’　『　　　……松本　慎二・木村　素子

・世界三三各国の議会一覧表

　　　　　　　……山口美代子・熊田　淳美

　　　　　　　　〔報．　告〕

　　　　　　　　　　　ノ
埼玉泉下の特殊コレクション’

　　　　　　……浅見　利二・森田　雄づ

山形県下の特殊ヲレクション…三春伊佐夫

第　7　号

　　　　　　〔研究ノート〕

東京裁判の記録・図書についてのおぼ

　えがき……・………・………・…住谷　雄幸

パニヅツィとブリティシュ・ミュジア

　ム図書館　一蔵書目録刊行中止と

　その背景をめぐ’Dて一……熊田　淳美

　　　　　　　　　　　　　安江　明夫

フランス国立図書餌の歴史（2・完）

　一目録史を中心に一……松本　慎二

　　　　　　　　　　　　　福田　素子

京阪神地区4館参考事務研究会の紹介

　一相互協力の一例として一
　　　　　　　　　　……・…∵貴田’春男

なぜ，どのようにして本を作るか

　一図書館編集刊行め実際と理論一
　　　　　　　　　　………；・俵　　元昭

　　　　　　　〔資料紹介〕

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿

　一自由民権運動研究の新史四一

　　　　　　……広瀬　順皓・星　　健一

古書古人（4）小宮山楓軒叢書について，

　　　　　　　　　　…………丸山丁丁

　　　　　〔レス。レンス事例〕幽

岡島冠山に関する文醸

日本語訳されたマキャベリの著作目録

海舟日記抄

　　　　　　　〔彙．報〕

展示出品関係・出張等

清福図録ω三日木紀
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第　8　号

座談会

．人物文献書誌をめぐって……森　　睦彦

　　　　　　　　　　　’：丸山　．信

　　　　　　　　　　　　石山　　洋弓

『北海道開拓功労者関係資料集録』の

　こと・………………・・…………松川　莞爾

古書古人　㈲　人名録r諸家人名江戸

　方角分』……・…………・・……朝倉　治彦

　　　　　　〔研究ノート）’

：・9世紀におけるr一・。・掛合構想の．

　展開　一ヨーロッパ統合運動をめ

　ぐる文獣史覚え書（1）…………山本　武彦

　　　　　　　〔資　　料〕

『世界主要国の総合目録の事情

　　　　　　　〔報　　告〕

石川県下の特殊コレクシゴン…香村　幸作

…山口県下の特殊コi・rクション・・渡辺　秀忠

　　　　　〔レファレンス事例〕

：本山三舟の著書とプロフィル

’片岡源次郎に関する情報－・石田英一郎

　の追悼号・三保己一の伝記書

田中正造についての文献

　　　　　　　〔彙　　報〕

展示出品関係・出張等・統計

清福図録（2｝竹むきが記．

　　　　　　第　9号

　　露版本挿絵文化史展にちなんで

近世小説とその挿，re一一一r－r西鶴諸国は

　なし』の場合’一一一丁一……………宗政五十緒

当館所蔵の野冊本，奈良絵本など

，　　　　　　　　　…………朝倉　治彦

　　　　　　　　　　　　　馬場　万夫

『青本外題張込集』、細目

　　　　　　・〔研究ノート〕

全米総合目録の成立とその背景

　一National　Union　Catalog，

　．Pre－19561mPrintsを中心に一

　　　　　　　　　’一……・・…土井　稔子

　　　　　　　　　　　　　枝松　　栄

総合目録と分担制目録作業’

　一Universal　Bibliographic　Control

　へのアプローチー…・り……丸山昭二郎

古書古人　（6｝養生所史料・∵・・南　　和男

　　　　　　〔報，告〕

神奈川県下の特殊コレクション　　　　・

　　　　　　　　　…………石井　敬士

　　　　　　　　　　　　　池田　政弘

滋賀県下の特殊コレクション…石川　正知

　　　　　〔レファレンス事例〕

夏目漱石の友人佐藤友熊の経歴についで

　　　　　　〔彙　　報〕

展示出品関係・出張等

清福図録　㈲　甲羅和歌

　　　　　　第　10．号

　　　　　〔参考業務研究〕

参考業務の開始から資料三韓の発行ま

　で・・……………・……1…………毛利　禾口弘

各館の「所蔵参考図書目録」の現状

　一「所蔵参考奥書」弓三一

　　　　　　　　　’……一…北川　和彦

　　　　　　〔書　1誌〕

ベンサム，ミル，スペンサー邦訳書目1

　録………………・’■……………山下重一

婦人問題にかんする文献目録の紹介

　　　　　　　　　…………森崎　冨喜

　　　　　　、〔目　　録〕．

国立国会図書館所蔵勝海舟文書について

　付・勝海舟文書仮目録・・……広瀬　順皓

国立国会図書館所蔵木活字本目録稿
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　　　　　　　　　　……∴・…朝倉　治彦

　　　　　　　　　　　　　　田口　栄一

槽古人（7朗治・2年干lr露西洋

　人名字引』について・∵・■．■・’■…石山　　洋

　　　　　　　〔彙　　報〕

展示会出品関係・出張等

レファレンス事例

図書館の館報・紀要

清福図録i ．（4）連珠合壁集

　　　　　　第　11号，、

　　　　　　〔研究ノート〕

ドイツにおける総合目録を中心とした

　図書館協力事業．

一’一噤E一・・その歴史面訴一第1部

　第2次世界大戦まで…∵・・…・丸山昭二郎

　　　　　　　　　　　　　平野美恵子

本草家阿部法皇とその著作…・∴中田　吉信

甲立酷躍漸蔵
r鹸草』曙写四ついで・探沢秋男

　　　　　　　〔資料紹介〕

国立国会図書館にある緒方洪庵のてが

　み………・………・一・…；・・……・緒方．富雄

シーボルトの書簡・一……∴・…・鈴木

「名家自筆三農示会」出陳書一“ee』

　　　一t’〔彙　　報〕

展示会出品関係・出張等

レファレンス事例。特集

図書館の自録’

清福図録　㈲　管姦抄

　　　　　　第12号

　　　　　　〔研穽ノごト〕

ドイツセとおける総合目録を中心とした

図書館協力事業　“

一・一一E一その歴史と現状「第■幽

明

　第2次大戦後………………・∴平蒔美恵子

　　　　　　　　　　　　　　：丸山源二郎

県立図書館における雑誌文献の利用

　一リクエスト・サービスを中心と
　して二・・………∴…・…∵…・橋本　宗二

刻む百年の歩み

　．一一上野図書館文書ニ…∵酉村　正守

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察

　法制の一側面…………………大滝　則忠幽

　　　　　　　　　　　　　　土屋恵司

　　　　　　　〔資料紹介〕

榊原芳野家蔵目録

古書古人（81

　小宮山天香の蔵書処分………朝倉　治彦

　　　　　　　’〔彙　　報〕

展示会出品関係・出張等1

レファレンス事例

清福図録（6）・榊原芳野家蔵目録

　　　　　　第お号

　　　　　　　〔研究ソート〕．

幽岡昏昏と王国…………………∵中田　吉信

おが館におけるレファレンス業務必携

　の作成について（常滑市；立図書館）

　　　　　　　　　　・∵……・・原㌦祐三

　　　　　　　』〔書　　誌〕

内外主要図書館における

　P．F．，V．　Siebold著作め所在一覧稿

WO

@　　　　　　　　∴…・……沢西　良子

　　　　　　　　　　　　　　今　　英章

　　　　　　　〔資料紹介〕

薗二院（建仁寺派）．の収蔵資料について

　　　　　　　　　…………五十嵐金三郎

、岬榊原芳野家蔵目録』のこと…朝倉　治彦

図書館4）館報・紀要　（2）阜稲田大学図書

　不図琴

彙　　三
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清福図録』（7）花の回

忌　脇　号’

　　　　　　〔研究ノートゴ

クループスカヤと図書館事業

　一一一一一一一1920～30年代におけるソビエト．

　図書館運動一（訳注）……長島　七三

図書館の相互協力を考える　’

　’一レファレンスの側面から一

　　　　　　　　　…………池田　政弘

英国における政府機密

r，7その政治社会的背景一一T一

　　　　　　　　　・…∴……泉　　昌一

江戸期の富鐙山にかんするiつ鍔本

　一・r隔出汁』，了冨岳雪譜』一

　　　　　　　　　…………年谷　雄幸

　　　　　　〔資料紹介〕

東大寺図書館収蔵特殊コレグションに

　ついて…・……………・……・五十嵐金三郎

Corhprehensive．index　to　’English－

langu4ge　，little　magazines，．　1890T

　1970，Series　l一リ「トル。受ガジン総、

　合索引一（紹介）……………千代　由利－

彙　’報「．

レファレンス事例

清福三三　（8）髄宴曲　外物

第．15　号

文献解題の功罪………・…・……三三宙三

　　　　　　〔研究ノート〕

インドネシアとユネスコの図書館活動

　　　　　　　　　』・1…ニ……松本　慎二

　　　　　　　〔書「誌〕

L・・en・v・・S・・i＃関係文献・・星・健プ・

　　　　　　〔資料紹介〕

』畠山義成洋行旧記

　（杉浦弘蔵西洋三三日誌）…西村　正守

國澤新九郎・本多錦吉郎手沢

の洋画技法書……一…；一思埼尚文

コレクシ・ン調査…∵……・・…・三三隆雄

参考書誌研究総目次（第1号～第15号）f

彙　報
レファレンズ事例

清福図録　（9）伊京集
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