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LINDEXPPBHCATI��ｨ1

（i） ’）nternational”BibZiogrmphg　of，

．Po　litical　Science．．　Chicago，　Aldine，

．1954一．　Annda1．’

@”　（Alr8）
　　採録誌は約1，600〈1978年糎〉。こ

の資料自体には抄録がないが②③
International’@Political　’ rcience　．，

　　配慮されてい乙。・

②　Interdaatl’onal　Po・litica・l　Science

　　A　bs　tractS．　　　Paris，　International

課鑑欝1’・Associ4tiOn，

　　　　　　　　　　　　（Z51－A78〈ユ952一〉「）

　　　　採録誌は約630〈1982年〉。英文あ

　　　るいは三三の抄録がっく。

　　　　　　し　　　ABC　PQL　SCI　）・Advance　B∫わ110一

　　・gmphy　of　C・三三こ、和1勉・1　s6歩

．伽 ｦ1脚ゆ岬



　　Barbara，　Calif．，　ABC　Clio，　1969一．　6

　　no．　per’・yr．　（Z51－J332）

　　　採録誌は約300〈1982年〉。そのほ．

　　とんどがアメリカの雑誌。

’＠　The　Universal　Reference　System：

　　Po　litical’Science，　Government　and

　　Pzablic・　Policy　Series．　A　nnual　SuP－

　　Plement．．　New　York，’Plenum，

　　．1967一．　An．nual．　（Al－9）

　　　The　Universal．　Reference　Sys－

　　tem〈19654969＞全10巻の年刊補遺

　　版。採録誌ほ約2，300〈中心的なもの

　　は約200＞。「最近Political　Science

　　Abstractsと同名が変更された。・

＠　United　States　・Po　litical　Stience

　　Documents．　Pittsburgh，　Urii

　　ver＄itY　of’Pittsburgh，　1975一．

　　Annual．　・　（Al－59），
　　　’アメリ’力政治学会の後援を得て出

　　版．される。採録誌は約150〈1977年

　　版〉。ほとんどがアメリカの雑誌6詳

　　　しい抄録がある。、

＠．．　Social．　Sciences　’Inaex．　，・New’

　　York，　H．　W．　Wilson，　1975一．

　　（Z51－K406　〈Quarterly＞’．，　El－117

　　　〈Anrtual＞　）’

　　　International　lndex　〈1907－1965＞

　　およ．びSocial　Sciences＆Hu耳nan－

　　ities　Index．＜1965・1974＞の後継誌。

　　．この2誌の請求記号は共通で，’年干IJ’

　　・版（UP54－2）季刊版（Z51－E250）6、

＠　Public　Affairs　lnformation　Service’

　　Bulletin．　New　York，　Public

　　Affairs　lnformation　Service，　1915一．

　　（Z55－B32　〈Semirrionthly，’　Quarter－

　　ly＞　，　UP54－40　〈Annual＞　’）・

　　　採録誌は約1，400〈1982年〉。抄録．

　　・はない。簡単な註のつく場合がある。’

・＠

＠

・Readers’　Gzaide　to　Periodical　Liter－

ature．　．　New　York，　H．　W．　Wil－

son，　1900一．　．

（Semi；nonthly，　Quarterly・　’Z59－A50

　〈1954．．　1一〉　，　Annual’051－R2864　〈Vol．

1・29＞．UP54一ユ7〈Vo1．30一〉，

Cumulative　lndex　UP54－43）L

　採録誌は約190・〈1982年〉。とくに

政治の記事索引’というのではない。

Time，　News　Week，　Fortune，　Busi－

ness　We’ek，’　NewhT　Yorker，　Nation　・

．どいった日本でも知られた雑誌が多

い。抄録はない。’

The　Combined　Re．tzosPective　lndex

Set　to　Journals　in　Po　litical　Science，

1886－1974．・・Washington，　Car－

rollton　Press，　1977－1978．　8　vols．

　　　　　　　　　　　　　　（Al－72）

　採録誌は約470。過去100年におよ

ぶ雑誌記事を主題と著者名とから検

索できる。、

II．　．　GUIDEBOOKS

研究案内’・一般書誌

＠　Holler，　F．　L．　lnformation　Souofces．

　　of　PO　Iitica　l　Science．　3rd’　ed．

　　Calif．，　ABC　Clio，　1981．　278p．

　　（Al－102　〈3rd　ed．〉　，　Al－31　〈lst　ed．〉　）

　　　約1，750点り基本参考図書を解題。

　　版が改まり大変使い易くなった。

＠　Brock，　C．　The　Literature・　of　Politi一

　　・　cal　Science・　：　A　Guide　for　Students，

　　一LibMrians　and　Teachers．　New

　’　York，　Bowker，　1969．　232p．’　（Al－24）

＠　Har’ma’n，　R．　B．　Political　Science：

　　A－BibliograPhic　Guide’渉9焼θL露6処

　　ature‘　New　York，　Scarecrow，
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　　1965．　388p．　一’．　’　．’　（Al－22）

　　　約2，000点る基本図書を紹介。一’部

　　をのぞいて解題されない。1st
　　　＜1968＞，2nd〈1972＞，3rd＜1974＞と辛甫』．

　　．遺版が出ている。’

＠　Harman；　R．　B．，　Politic’al　Science

　　βゴ伽9四割s．‘，　Vo　1．1．　New　⑲

　　Jersey，　Scarecrow，　1973．　181p，　．

　　　（A1－37，　Vol．’2　．〈1976＞が整理中）

　　　・政治に関する書誌約800点を紹介。

　　多くは解題されない。

＠　Wynar，　L．　R．　Gzaide　．　tO　Reference　＠

　　Materia．ls　in　Political　Science．

　　New’　York，　Libraries　Unlimited，

　　1967－1968．　2　v．ols，　．　（Al－16）　’”

　　　．約4，000点の基本図書を紹介。’半数’T

　　ほどが簡単に解題される6

III．　DICTIONARIES
　　CLOPAEDIAS’

ENCY一

辞典・事典

＠’　DUnner，，J．’Dictionary　of　Political

　　Science．　’　・NeW，・York，　Philoso－

　　phi．cal　Library，　1964．　585p．　’／　（Al－7），．

⑯工aqueur，　W．　Z．　A．Dictiona7r17（ゾ

　　Politics．・　Rev．　ed．　New　York，

’　Free　Press，　1973，．　565p．

　　（A2－65．　〈Rev．・　ed＞　，　A2－45　〈lst　ed　；’

　　1971＞　）

＠　Plano，　J．　，C．　and　ML　Greenberg．　The

　　American　Politii　al　Dictionary．　6th　’

　　ed．・　．　New　York，　Holt，　Ririehaft

　　and　Wilson，　1982．　472p．

　　（A2－110　〈6th；　1982＞，　A2－73　〈4th；

　　1976＞，　A2L17，　〈2nd；　1967＞，’　・〈lst；

　　．1962は未所蔵〉）

＠　・Smith，　E．　C．　and’A．　J．　Zurcher．

　　Dictionary　of　・American　Po　litics．

　　2nd　ed．　New　York，　Barnes一＆

　　Noble，　1968．　434p．

　　（A2－118　〈1968ed．〉’，　973．03－S646d－

　　1955　〈1955ed．〉　．　’973．03－S646n
　　　　　　　　　　　’
　　　〈1949ed．〉　，　973．03－S646d．〈1947ed．〉　）

　　Safire，　W．　The　New’　Language　of

　　R競ゴos．13rd’l　ed三　　New．York，

　　Ballantine　Books，　1978．　846p．

　　（A2－108　〈3td；1978＞　，　A2－68　〈2nd；’

　　1972＞，〈1st；1968は未所蔵〉）．

　　SPdrber，　H．　and　T，　Trittschuh．

　　A7？zerican∫Political．｝』Terms，ダ、・A

　　Historical　Dic’tionary．　Detroit，

　　MI．，　Wayne　State　University

　　Press，　1962．　516p．　（A2－3）’

＠’　Whisker，　J．・B．　A・　Dictionary　of

　　’ConcePts’　of　”American’　Politics．

　　New’York，　Wiley，　1980．　285p．

　　　　　　　　　・　・．　・（A2：113）

＠　McLaughlin，　A．’C；　arid　A．　B．　Hart．

　　’CycloPe4ia（ゾ・4吻万岬Govern－1

　　．ment．．．　New　York，．　Appleton，

　　1914．　3　vols．　’　．　（353LC　995）

IV．　DIRECTORIES　、WHO，S
　　WHO　　BIOGRAPHI：ES
　　　　　　　職員録・人名録・伝記等．

　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　　　　　　　　　　

⑳‘7砂10γもEncyclOPedia　of　Goo6三一

　　mentα所。ゴ挑、’IFederal　ilnd　State．

　　、Dallas，　TX．，　Political　Research，

　　1967一．Biennial．

　　（A112－73〈Vol．ユ，　Vol．8＞，Vols．2－7

　　は未所蔵）　・．1、　　　』　　一

　　　正副大統領各省長官，上下両院

　　議員，最高裁判事，各州知事などは’

　　肖像写真付き。他に連邦各省の主要
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　　官吏；各州の州議会議貝まで。独立

　　宣言，憲法といった基本的資料も。．

　　写真ページが多い。．

⑳Brada。。眺　　Federal．State一五。。α1

　　Government　D吻6渉。堀　tt　Wash一

　　，ington，　Braddbck　Publications｝

　　1976一．　Annual．　・

　　　　　　　（A112－307　〈1981／1982＞．　）

　　　2巻本。第1巻は連邦組織。第2

　　巻は州以下の組織。コイルでとじた

　　・簡装本だが行政府，立法府と一わた

　　り触れている。連邦の上下両院議員

　　には肖像もある。

・㊧　Who’s　Who勿・4〃zθ万。碗IPb1鵜s／

　　A　BibliograPhical　Directory　of

　　Un　ited　States　Po　litical　’Leaders．

　　New　．York，　Bowker，　1967一．’

　　Biennial．

　　（A2r24　〈lst；1967／68，3rd；1971／72，・

　　，4th；　1・973／74，．9th　l　1981／82＞　）

　　　中央，地方の政治家約22，000人〈第

　　9版〉の略歴，現住所等。「この種の

　　．ものとしては定評のあるもめ。

＠　’　Morris，　D．　and　1．　Morris，　Who／　Was

　　Who　ii　Ame’rican　．　Politics．

　　New　York，・　Hawthbrn　Books，

　　’　1974．　637p．　，　’　．　’（A2－66）

　　　植民地時代からの政治家約4，000

　　人の略伝。現役の人は含まない。

＠　VVho’s－VVho　in’Government．

　　Chicago，　Marquis　Whb’s　Who，

　　1972一．　Biennial．

　　・’（A112：167　〈lst’；　1972，　2nd；’　1975，．

　　3rd　；　1977＞　’）’

　　　連邦，州，カウンテ．イ，市町村の

　　行政職旧約18，000人く第3版〉の略

　　歴，、現住所等。アルファベット順排

　　、列であるが機構別の索引もある1

＠’　IVo　table　Names　in　’A　m’erican　His－

　　to　ry．　’，g，t　A　．　Ta　bu　la　ted　．R　egis　te　r．

　・　Clifton，　NJ．，　James　T．　White　＆

　　Co．　1973．　725p．　（GH12－18）

　　　The　Conspectus　of　American．

　　Biography　〈1906＞，　White’s　Con－

　　s’p’ectus　of　．　Americ．an　一Biography

　　〈1937＞をひきつぐ形で出版されて

　　いる。連邦、州の機構別に年代をお

　　6て氏名が記される。一定の公職に，

　　いつ誰がついていたかすぐわか’る。

　　巻末に氏名の索引がある。全部で約

　　．50，000人。

aj　Cirker，　H．　Dictionapty　of　A　merican’

　　Po　rtraits　；，　4045　Pic　tu　res，　of

　．lmportant　A　m，　en’cans　from　Ear一

　．　liest　Times　to　the　Beginning　of　the

　　Twentieth　Centu2　y．　’　New　Yotk，

　　Dover　Publications，　1968．　756p．

　　　　　　　　　　　　　’〈（｝H：12－4）

　　　植民地時代からの人物4，045人の

　　肖像。政治家は500人くらい。アルフ

　．アベット順排列。分野〈職業〉別品

　　引がある。

〈Dt　’TaylQr，　T．　The　Boole　of　Presidents．

　’New　York，　Arno　’Pres．　s，　1972．

　　703p．　　　．tt「　．・　　（A116二7）

　　　ワシントンからニクソンまで。各

　　大統領の事績を年代をおっそ高説6

　　本人，家族の生年月日，学歴から，

　　副大統領，閣僚，任期中に任命した・

　　最高裁判事のことなど。

＠　MoritgopaerY－Massingberd，　H．

　　Bκ吻もPresidential翫〃zぎ♂げ6s　of’

　　the　United　States　’of　Am，erica．

　　London，’　Burke’s　Peerage，　1975．，

　　676p．

　　（A2－28，〈2nd　ed；1981＞1が未整理）
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　　　ワシントンからフォードまで6各’・　　American’　Congress，エ774－1961．

　　大統領の年祖と子孫を記す。非常に，　　　Washington，．U．　S．　G．　P．0．，1961．

　　詳しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　1，863p∴　（法律政治面事携用資料）

⑫　Kane，　J．　N．　Facts　abont　the　Presi一　　　　上下両院議員，三州の代議員を勤

　　dents　；ACompilqtion　Of　Biogra一　　　　め’t5約10，400入の略伝。かって一度』

　　Phlcal　and研s’o沈α1、助〆勿碑。η．　　　でも国会議員であった人ならその経、

　　4th　ed．　1New　York，　H：．　W．　Wil一　　　歴がわかる。’1774ii971年版く1971＞

　　soh，1981．456p，．　　　　　　　　　　　　は未所蔵6．
　’（A6－40　〈4th＞，　，923’．173－K16f・〈ISt；　＠　．Sob61，　R．　Biographical　Pi．recto7y　of

　　1960＞）　．　’　．　．　the　United　States　Execu．tive
　　　ワシ，ント、ンからレーガンまで。伝．　　　Branch，1　774－1977：　Westport，

　　＋：記的事項g侮に有名な演説，書簡な．．　　　Conn．，　Greenwood，　1977∫　503p．

　　ども収める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（A116－17）’

⑳　Congressional　Directory．　Wqsh一　　　　大統領，副大統領’．各省母官を緯

　　ington，　U．　S．　G．　P．0．，1857一．　　　験した政治家出550人の略伝。アルフ

　　Annual．　　　　　　　　　　　　　’アベット腰排列であるが役職か・らひ

　　（BU・1－1〈1899一ただし1930年代まで　　　　く索引もある。さきに1774－1971年版

　　は欠が多い〉）　　　　　　　　　　　　　〈1971＞が刊行されている〈A116－6＞

　　　連蔀の上下両院議員の略歴を州ご』「⑳　Friedman，　L．　and　F．　L．　Israe1．　The

　　とに紹介。’現職議員の軽愚・を知るの’　　・lustices　．　of　伽　Un　ited　States

　　に最適1他に議i会や行政府の組織に　　　・『　Smpreme　Court，1　789－1969　；銃θ〃

　．1も言友していて詳しい。・　　　　　　　　LiveS’and 　Maブor．．Opinions．

⑭C・ngtessi・膨翫’・勿1　pirect・ry・　『N・w　Y・・k・B・wk・・，1969－1978・5

　　washihgton，　u．　S．　G．　P．　o．，19一一？　　　vols．　（A116－3，　Vol．5が未整理）

　　Annual．　　　　　　　　　　　　　　　「歴代の最高裁判事97人く第4巻ま1

　　　　（BU－1－2〈1957一）少し欠がある）．　　　で〉．の略伝？各回事ごとに担当した

　　　連邦の上下両院議員の肖像写真。　　　　著名な事件でり「意見」を収録。ま

　　旧説6　　　　　　　　　　　　　　　　た各判事に詳しい書誌がDlく。

⑳C卿・・加・1’St・ff　D〃・ρ鱗、⑳B・・鵬C八面吻・Sゆ…
　　’Mt．　Vernon，　VA．，　Congressional　’・　’Court：　Profiles　of　the　Justices．

　　Staff・Di・6rtQrめ＝ユ959－i‘A・riual・、　　N醜Yq・k・Fa・t・・n　Fil・・　19．78・

　　　　　　（BU－1－4〈1959・d，．　1982・d＞）　．221P・．1．、　・・（A116－18）

　　、1．釣虻の上下両院議員，議員のス．タ　　　　　1945－1976年の時期にその職にあ

　　ッフ．，議会事務局職員まで含めたダ．　　　つた全ての最高裁判事26人の略伝。’

　　イレクトリr。主要な議員スタッフ，　　　　肖像。

　　事務局三三約3’，　200人の略歴が載っ「・⑳　Guide・to　U：S．　Smpreine　Court．’

　　ている。　　　　　　　　　　　　　　Washington・congr『ssiohal．　Quar一　’

＠　BiograPhical　Pirectory’　of　’the　terly，　1979．1，022p．　’（AU：773－90）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一



　　　Cli）Guide　to　Congresss　＠Guide　to

　　耳．S・Electi・nsの姉妹編．連邦最高

　　裁の二二，機構・機能などを概観す．

　　る。このなかのSupreme　Court：

　　Biographies　in　Briefが1979年まで

　　g）全判事101人の略伝・肖像を載せて．

　　．いる。．　　　　　　　　　⑮’
＠／’　Sobels　R．　and’　J．　Raimo．　Biogra－

　　Phica！　Diz，ecto2y　’of　the　Governors．

　　of　the　Uhited　StateS；　’1789－1978．

　　’　WestPbrt，．　Conn．，　Meckle’r，　1978．　4

　　vQls．　一　，　’　一’一　（A6－38）

　　　・歴代の各州知事約2，300人の略伝6

　　二三。そg）．なかを年代順。：

＠　Kallenbach，　J．　E．　Anaerican　State

　　Go　ve　rnors，　1　776一，1976　：　Electo　r．　r

　，’．　al’　’　（G　Pe　rsonal　一　Da　ta．　Dobbs

　　Ferry，　Ni・Y．，，　Oceana，　1977．　3

　　vols．’，　’．　．一　・　（AU－351－22），

　　　歴代の各州知事の略伝。・．州別，年　　．⑰．

　　代順。1あわせて州知事選挙の統計。．‘

，＠　Glashan，　R．　Ainerican　Governors

　　α畷．ρ吻〃ηα’o勿1．Ele．ctions」

　　1775－1978　：．A・St・ti・ti・al．¢吻血

　　tion．　’WeStport，　Conn．，　’Meck一

　　．leri　1980．一　440p．［．　　　．（整理中）

　　　歴代各州知事の略伝。．三三。二二．

　　事選挙の統計も。⑪を簡潔にした姉．．

　　妹編．：』’

⑭． ｨolli，．M．（｝．．　and　P．　d’A　Jo直esl

　　’　BiograPhleal　Dictionary　of　A　mer一　，

　　’ican，’Mayors，’1820－1980　，’　Big’　・City

　　Mayors．　Westport，　Conn．　＠
　　Greenwood，　1981．　451P．　（A2－109）

　　　全米の主．要．な15市の全市長679人．

　　の略伝。．個別的な解説の他，．政党別，

　　．人種別，民族別，．宗教別と多様仁奔

　　析す．る。15市は次の通り。．Boston，、

　　New’York，　Philadelphia，
　　Baltimore，　New．　Orleans，　Lo’s　An－

　　gelesi　’San　’Francisco，　・Chicago，’

　　Milwaukee，　Detroit，．　Clevelapd，，

　　Buffalo，　Pittsburgh，　St．　Louis，　Cin－

　　cinnati．

　　Dir｛ctory，　Qf　Registered　Lobbyists’

　　．and　．Lobbソist』L匁ゑs彪あ。勿．2nd　ed．

　　Chicago，　MarquiS　Academic，
　　Medi’a，’1981．　645p．．

　　　（A112－310〈1＄t；1973は未所蔵〉・）

　　　ロビイング活動．に関津する法律を

　　連邦，各州に分けて解説。四二に登

　　録されたロビイズトの現住所等。

CEI｝　Stineman，・．　E．　’American’　Politic’dl’

　　凧フmen’Conte三三z乃ノ．and．　His－

　　ton’cal’　Profi，les．　Ne，w’．Yotk，

　　Libra’ries　Unlimited，　198Q．　228p．

　　　　　　　　　　　　　　　　（整理中）

　　，Schonebaum，　E：　W．　Po　litical

　　Profiles　：　，The　Nixo　n／Fo’　’rd　一Years．

　　New　York，，　’F．ac．ts　on　’FiJe，　197g．’

　　787p．．　，　．　’　’・　．（A6－41）

　　　シリrズで出版されている．。本書

　　ほ5冊目。．特定の時代に活躍した政．

　　治怯め人物の経歴を記し．た一種の

　　Who’s　Who。、アルファベヅト順排

　　．列1組織別．の索引がある。シリーズ

　　は他にThe↑加man　Years，．The．

　　Eisenhower　Years，　The　Kerinedy

　　Years，．「The　Johnson　Ye’arsl〈いず

　　れも整理中〉　．1．．・’・．　　．！

　　Amctican　Po　litical　Sciedace’　Associ－

　　ation　Biographical　Directory‘　6th

　　．ed．　Washington，　’A．’P．　S．　A．，，

　　．1973L　682p．

．耀1跳鑑認騨5’16d・
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　　　初版〈1945＞，第2版〈1948＞，第∫

　　3版〈1953＞，・第4版〈1961＞，第5・

　　叛〈1968＞’と版を重ねた第6版。ア・

　　メ．リカ政治学今に臨みしている約

　　14，000人の研究者の簡単な経歴，主‘

　　．要著作，・現住所等。・アルファベット

　　順排列。研究分野別，地域別の索引

　　がある。

＠　Guide　lo，　Gra4uate　Study　in　Po　liti－

　　cal　’Science．　Washington’，・

　　American’　Political　Sgience　Assor

　　ciation，．　1972一．　Annual．

　　　　　　　　　　　（整理高く1982＞）

　　　全米の大学院で政治学を専攻する

　　者のための案内書。各大学め教官名

　　や専攻分野等。

⑳’防〃観qプ．the　〔no・一〕Coπ9名ρs＆

　　Washington，　U．　S．　Women’s
　　．　Bureau，’1957一．　Biennial．

　　（92．3．273－Uw87w　〈89th　Congress’；

　　1965＞，　Y131　〈90th　Cpngress；1967＞）

　　　．連邦上下両院の婦人議員の略歴と

　　肖像。小冊子。　　　．　『tt、

＠　National　Roster　of　Blacle，　Elected

　　Offii　ials．　Washingtbn；，Joint

　　，Center　for　Political　Studies，　1970一．

　　Annual．
　　　．，　’（A112－311’　〈Vp．　1．　ll・；　1981一〉　）

　　　選挙によって公職についた全ての

　　黒人を紹介する。連邦と各州別。氏

　　名と現住所。他に全体としての統計，’

　　分析を載せているg’

＠　Washington　lnformatioha　Directo7zy．　’

　　Washington，　Gongressional’　Quar－

　　terly，　1975一．　Anrtual．

　　　　　　（A112－312・〈7th；　1981／82＞　）

　　　初版は1975／76年版。’議会から行

　　政官庁，裁判所：；国際機関，・民間団

　　体まで網羅したダイレクトリー。

⑳　Kruzas，　A．　T．　and　K　G叫Govern－

　　ment．　Research　Center　Directory．

　　2nd　ed．　Detroit，・　MI．，　Gale

　　Research，　1982．　450p．

　　〈UA41－i14＜2nd；1982，1st；1980＞）

　　　連邦政府が管掌する全米の研究

　所，球験所，宰験場など1，642機関の・

　　ダイレク、トリー。機関ごとに創立年，t1．

　　責任者名・．組織9）規檎所在地・出，

　　版物など。、アルファベット順排列。’

V．’　，CONGRESS

　　MENT
GOVERN一

＠

＠

＠
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議会6政府』

Goehlert，　R．　Y．　and．　J．　R．　Sayre．，

The　．United　StateS　Congress：　A

BibliograPhy．　・　N　ew　Y　Qrk，　Free

Press，　1982．　376p．　．．　（Alll－342）．

　合衆国議会に関する書誌。雑誌記

事を含む5，620項目。解題はされな

い。件名索引，著者名索引。

McCarrick，　E．　M．・U．　S．　Constitu一

．tion　；　一．A　GUtde　to　l㈱γ勉観碗

Source，　，・．　Detroit，　MI．i　G．ale

Resear6h，　1980．　390p．　 ．（Alll－340）

　American　Government　and　His－

to士y　lnformation　Guide　Series．の第

4巻。若干め項目力解題される．著

者名，． 走ｼ，・件名の索引’。一

Guide’ 狽潤@Congress；　3rd　ed．

Washington，　Congressional　Quar一

．terly，　1982．　1，　320p．

（A112－329　〈3rd；　1982＞　，　A112－233

．〈2nd；”　1976＞　，．　AU－241－79　〈ISt’；

1971＞）　　　で

　連邦議会の歴史ヂ組織一活動の多



　　様な側面を詳述する。三章末に挿入

　　された書誌も有益。

Clil）　Congressional　．Qharterly　Alntdnac．

　Washington，　Congressional　’Quar一

　　．terly，　1945一．　Annual．

　’（A2－92　〈Vol．’34；　1979，　Vol．　37；

　，・1981一〉　）

　　　その1年間の連邦議会の活動を紹’

　　介し，分析する。

⑲　Cbng；ress

　　　　　ノ　　Reviθw』’

　　Po　liticS．一

　　sional
　　Quadrennial．

　　　⑰のAlmanacを大統領の任期の

　　4年毎にまとめて編集したもの。

⑲　Congr2ssional．Roll　Call・．　Wash一、

　　ington，　Congressional　Quarterly，

　　1970一’．　Anriqal．

　　　　　　　　（AUr241’118　〈1981’〉　）

　　　その会期における上下両院（7）全表

　　決を網緯。特矩の議誌面この味案に

　　賛成し，二皮対したか，あるいはあ・

　　る法案がどの議員．に支持されたかを

　　調べるこどができる。大統領と議会，

　　政党と所属議員の関係も分析ざれ

　　る。．　　　　v

＠　Ame　n’i　an　En　te　izp　rdse　・　lnstitu　te　for

　　Pqblic　Poliay　Resealch　Review：

　　α勿り’Sθss勿of　the’Co　itgress．・

　　Washingtoh，　A．　E．エP，　P，　R．，1973一．

　　・AnnUal．　．‘（整理中．〈1980一〉）

　　　その年の連邦議会の活動および論

　　議された主要な法案に関して記す小

　　冊子。tt

＠　United　States　Government
　　Manua　1．　．　Washington，　U．　S．　G．’

　　P．　O．，　1935一．　Annual．　．’

and　’the　ハlation’　A

of　Government　and
Washington，　Congtes－

QUarterly，　『1965一．』

　　　　　　（AU－241－25）

　　（AU．311：16〈1936一〉，1937－195Qには’

　　欠が多い〉　’へ’・

　　　連邦の行政機関に関するハンドブ

　　ック。各省庁，1独立機関，国際機関．

　　等の構成，．所管事項，主要な官吏の‘

　　‘名。・人名別，・機構別，’件名の索引が

　　ある。

＠，　U．S．　Bureau　of　Census．　Censzcs　of．

　　Gobernments．　Washington，　U．

　　S．　G．　P；　O．，　i85Q一．　Quinquennial．

　　（AU－391－89　＆　Y131　〈1972＞　，　AU391－

　　26＆：Y131（1967）；AU－391－2〈1962＞7’

　　352．　073－Uc39n　〈1957＞　〉

　　　連邦政府から州，あるレ≦は更に地

　　方め行政単位まで含めた合衆国の行’

　　政全般にわたる統計6センサスの結

　　果をまとめて5年毎に刊行される。

’㊥、P…伽の伽ゆ、W・・hi「igt・n・

　　Congressional　Quarterly，　1974一．

　　’　Annual．　（整理中〈13th；1981一〉）’

　　　大統領の活動に焦点を合わせてそ

　　の年の政治状況を回顧。シり一ズで

　　・あるが毎年異うたタイトルをもつ。

　　1981町版はReagah’s　First　Year。

　　主要な演説，記者会見なども収録す

　　る。．

⑭ぞ凹型Rψ6鴬．・f御P劣θsノ伽⑱げ・’

　　the　United　States．　WashingtQn，

　　U．　S．　G．　P．　O．，’1957一．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　（AU“311r15）

VI．　’POLITICAL　PARTIES’．
　　ELECTIONS　．

政党r選挙

　　　　　　　　　　　　　　　x
⑮．．Wy照r，．L．　R．んη碗。αηP∂1耽α1、

　　・Partiesヂ∠4　Selective　Gzaide、’o

　　PartieS　aitd　Mbvements’　of・the　20th
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　・Century．　Littleton，，　Colo．，’

　　Libraries　Unlimited，　1969．　427p．

　　　　　　　　　　・　（Al－28）

　　20世紀アメリカの政党とその活動に’

　　関す．る書誌。’単行書，、小冊子を中心

　　に約3．，000タイトル。著者・．件名索引6

＠’Schapsmeier，　E．　L．　and　F．　H．

　　SchaPsmeier．　Po　litical　Parties　and

　　Civic　Action　GrouPs．　WestPoyt，

　　Conn．，　Greenwood，　1981．　554p．

　　　　　　　　1　　　、　（A2－107）tt

　　　全米の政党，謡曲団体約650組織を

　　解説。

＠　’　Sbhlesiriger，　A．　M．　History　of　U．　S．

　　Po　liti〈al　Parties．　’　N　ew　Y　ork，

　　Bowker，1973．4Vols．　（A56－U－79）

　　．第1巻1789T1860，第2巻・1860－t’

　　．1910；第3巻1910－1945，1第4巻1945’．

　　L1972。各巻ともそれぞれの年代を概

　　観する解説に加えて奉本的な文書等

　　を収め，殆ど資料集といってもよい

　　図書である。

＠　1　Gzaide　to　U．　S．　11i．：，　lections．　Wash－

　　ingtbn，　Congressional　Quarterly，

　　1975．1，103p．　．　・　・（A112－210）

　　　大統領三三とその予備選挙・上下：

　　両院議員選挙，州知事澤船頭の解説幽

　　と三国旧来の選挙結果。「候補者名の

　　索引もある。

＠．’　Scammon，　R．’M．　A　merica　’Votes　；

　　A　Handbook　of　．　ConteinPorary

　　American　Election　Statistics．

　　Washipgton，　CongreSsional　Quar－

　　terly，　1956一．　Biennial．

　　．（324．73－A512〈VolS．1－2，4＞，整理中

　　　〈Vol．　13；　1978一〉　），

　　　隔年刊。最近年の大統領選挙，上

　　下両院議員選挙，州知事選挙の選挙

　　統計。「州別にカウンティ単位の得票

　　数まで示す詳しいもの。

＠　U．　S．　Bureau　of　the　Census．　Con－

　　gz6s合卿α1三三’ノ4’伽．　Wash－

　　ington，’　U．　S．　G．’　Pi　O．，　1960一．

　　BienniaL　　（AU－251－40，欠が多い）

　　　下院飾職選挙の選挙区9！範囲や有

　　権者数など。⑳も同じ。

．＠，　U．　S．　Bureau　of　the”Census．　Con－

　　gressional．　District　Data　Boofe．

　　Washington，・U　S．　G．　．　P．　O．，　1961一．

　　1！reg．　（AU－251－86　＆　Y131）

’＠　Martis，’　K．　C．　and　R．　A．　Rowles．

　　The　Historical’Atlas　of’United

　　States　’Congressional　・Districts，．

　”　1789－1983．’　N．ew　York，　’Free

　　PreSs，　1982．　302p．　’　（YPI－39）

　　　選挙区の変遷を網羅した地図帳。

　　大変詳しい。

＠　Miles，　W．　The　lmage　Maleers：A

　　BibliograPhy・’of，　Americada

　　Presid・漁1　c卿4ign　Bi・9抑燃・

　　Metuchen，　N．’　J．，　Scarecrow｝　・1979．　．

　　．254p．　’・　．　．　’．　（Alll－374）

　　　「大統領選挙に関「する書誌。1824－

　　1976年を年度別に，1，’281タイトル。．

　　単行本と小冊子で，ほとんどが解題

　　されない。著者・候補玉名索引と書

　　名索引。

＠　Office　of，the　Sectetary　of　the

　　State．　Nomination　and　Election　of

　　the’PreSident　and　Vice　President

　　of　the　United　StateS．．　Washing一’

　　ton，　U．　S．　G．　P．　O．，　1980，　407p．・一

　　　　　　　　　　　　（AU－251－154）

　　　‘州別に大統領選出に関連する州法

　　の規定，政党め手続を解説する。

＠　Presidential　Elections　Sin’　be’i’1789．
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　　・2rid　’ed．　’Washington，　Congres－

　　sional　Quarterly，　1979．，　192p．

　　　　　　　　　　　　．　（AU－251－155）

　　　大統領選出に至るまでの各種選挙

　　の統計。・大統領選挙人の投票

　　Electoral、　Vote，国民φ直接投票

　　Popular　Returns，政党の大統領候

　　補を．決める各州の予備選挙Pri－

　　maries，の結果などを収める。⑯，

　　⑰，⑱も同じ。

＠　Robinson，　E．　E．　The　Presidential

　　Vote，’1896－1932．　．　New’York，

　　Qctagon，　1970．　403p．　（AU－251－67）

．＠　Peterson，　S．　A’Statistical　History

　　of　the　A　merican　Pres’identia　l　Elec：

　　’ゴ。窩，with　S吻）伽zθ％放η：Tables

　　Covering　1968－1980．　’　Westport，’

　　Conn．，　Greenwood，　1981．　250p．

　　　　　　　　　　　　　（AUr251－156）

＠　SCammon，　R．　M．　America　at　the

　　Polls　；　A　Handbook　of　A　men’cah

　　Pres’idential　Electii　ns　Statistics，

　　1920－1964．　Pittsburgh，　’　Penn．，’

　　UniverSity　of　Pittsburgh，　1965．

　　521p．　．　（AU－251－25）
＠　Schlesinger，　A．　M．　History・　of

　　American／　Presidentinl　Elections，

　　1789－1968．　New　”．York，
　　MeGraw－Hill，　1972．　4　vols．

　　　　　　　　　　　　　（AU－251－74）

　　　第1巻1789L1844，第2巻1848－

　　1896，第3巻1900－1936，第4巻1940

　　－1968。⑰の姉妹編。各大統領選挙の

　　統計の他に各党の選挙綱領Plat－

　　form，大統領候補者の指名受諾演説

　　など。

＠1）　JohnsQn，．D．　B；　IVational・　Party

　　Plaoforms．　Rev．　ed．　Urbana，

　　Ill．，　・University　of　lllinois　Press，

　　．1978．　2　vols．

　　（A56－U－105＜1840－1976＞，A56・U－89．

　　〈1840－1972＞　，　A56－U－80　’〈1840，’

　　1968＞　，A56－U－31　〈1840－1960＞　，329一　一

　　P846n　〈1840－1956＞　）

　　　各政党の大統領候補者を決めるた

　　めの全国大会で発表された選挙綱領’

　　を集あたもの。⑳はこれの補遺。’

⑳Johnson，、　D．　B．1＞ational　l試煉

　、Platforms（ゾ1980，　SuPP　le　m’ent　to

　　National　Party・Platforms
　　1840－1976．　Urbana，　lll．，　．Un’i一　’

　　versity　of　lllinois　Press．　1982．

　　234p．　・　’（A56－U－105）

＠　Natiodaal　Party　Conventlons，

　　1831－1976．．　Washington，　Con一’

　　gressional　Quarterly，　1979．　227p．

　　　　　　　　　　　　　（A56－U－U5）．

　　　各大統領選挙年ごとに政党の全国

　　大会の争点や綱領を解説。予備選挙

　　等の結果も。

＠　Bain，　R．　C．　and　J．’H．　Parris．，Con－

　　vention　Decisions　and　Vo　tin．’g

　　RecordS．　2nd・ed．　Washingtop，

　　Brookings　lnstitution，　1973．．　350p．

　　（A56－U－83　〈2rid＞　，329－B162c　〈lst；・

　　ユ960）

＠．．The　Almanac　’of．’American

　　「乃1耽s’The　Senato　rs，伽Re一．

　　Presentatives－Their　Records，　States

　　and　Districts．　New　York，　E．　P．

　　Dutton．　，1972一．　Biennial．．

　　　　（A112－145　〈1972，　1974，．1978一〉　）

　　　連邦の上下両院議貝，州知事をそ
し

　　の選出州，選挙区の特徴などの分析

　　をまbえて紹介する。最近年の選挙

　　結果を付す。
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⑳．・P・litics勿御・漁　W・・hi・9一

”　．　ton，　CongressiQnal’ puartely，’・1979．．

　　314p．　・

　i’@（GHI18－197）　’

　　　1960年以降のアメリカ政治を概⑳
　　観。会期毎に，審議された主要な法

　　案や政治，外交上の重要問題。近年、

　　の選挙結果等。　　　　・　　”・

＠　Mitofsky，　Wi　J．　Cdmpaign　178　：’A

　　ComParative　Political　Handboole．　’

　　Ngw　，York，．　Arno．・Press，一．．1980．’

　　一539p．　”　（AU－251－157）

　　　1978年におこなわれた．上下両院議

　　員選挙，州知事選挙の統計。中間選

　　挙の年であるが近年分の大統領選挙．

　　結果統計も倉な。州別にヵウンティ，

　　・時に市町村までの得票数を示し，詳

　　　しい。CBS　News　Referehce　Books

　　の一つ。．1976年版は未所蔵。’

＠　．Federal　Election　Commission．　’

　　　細面πDii　ectoly（Yedr）．　Wash－

　　ington，　U．　S．　G．　P．　O．，　Annual．　・　’＠

　　　　　　’ド1　（AU－251－153’〈1980一〉，）．．’

　　　各州の選挙事務を管掌する官庁に

　　関するダイレクトリ．忌。’あわせそ各

　　州の選挙事務の概要を連邦法，州法

　　　との関連から解説する。’　「　．＼・

VII．　STATE　AND　LOCAL
．・@．；GOVERNMENTS

地方政治

＠　・The　Bobk　of　the　States．　．　Lexing－

　　ton，’　KY．，　The　Cbuncil’　of　State

　　Governments，　’1935一．　Biennial．

　　　　　（A112“149　〈Vols．　7，　8，　18一〉　i

　　　立法，行政，司法，財政，教育な

　　ど多様な観点から・州政治を分析す

　　る。統計資料も豊富。三州の三ヅク

　　ネーム，州花，州歌，州木，州鳥な

　　ども一覧できて参考図書としても好

　　適。

　　State　・Elective　Officials　and　’the

　　LegislaturesL　Lexington，　KY．，

　　The　Council　of　State’　Govern－

　　ments，　Biennial．

　　　（A112－149　〈1972／73，　1981／82一〉　）

　　、⑳の補遺版としてやはり隔年刊6

　　公選によって職についた州知事以下

　　の州政府職員，州議会議員等のダイ

　　レクトリー。

pd　State　Administintive　OiOicials

　　Classz；tied　by　Functions．．　Lexirig一

　・ton，　KY．，　Tipe　Codrrpcil’　of　State　’．

　　Governments，　B血痂α乙

　　　　　　（AU2－149　〈1981／82一〉　）

　　　これも㊥つ補遺糎。隔年刊b各州

　　の官公署とその所管事項を簡潔に示’

　　す。

　　Nα’加α1D〃魔。η　．of．s綴6　r

　　Agencies．’　．　Washington，　lnfor－

　　mation’Resources．Press，　1974一；・

　　Biennial．　（A112－298ぐ1978／79一〉）

　　　各州の行政機構と所管事項を解説

　　・する。この種のダイレクトリーとし

　．ては最も詳しい。

op　Luk，owski，　S．　and　C．　T．　Grayson．・

　　’State　lnformation　Boole．1・　Wash－

　　ington，　Potomac　Books，’ 1973一．

　　Irreg二．　　、「　（A112－298〈1980一〉）

　　　ほぼ隔年に出版されている。州の

　　行政機構のダイレ．クトリー。連邦関

　　係の出先機関の各州における所在地

　　も収録する。

＠　The　County　Year　Boole．　Wash－

　　ington，　N　atiorial．　Association　of

　　Counties，　’1975一．　Annual：．　’”　’
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　　　　　　　　（A112－309　〈1978一〉　．）

　　　1972年のCensus　of　Governments

　　によれば全米に3，044のカウンティ

　　がある。行財政面を中心にカウンテ

　　ィ政治を分析，解説する本書は統計

　　類も豊富で書誌も充実している。簡

　　単なダイレクトリーもある。

＠　’The　Municipal　Year　Boofe．

　　Washington，　lnternational　City

　　Manqgement　AE　sociation，　1934一．，

　　Annual．

　　（A112－198　〈1940，　46．　48－49，　63－64，

　　67－70，76，　82一〉　）　’

　　　1972年のCensus　of　Governments

　　によれば全米に18，000をこえる市町

　　村municipalitiesがある。本書は人

　　口2’，　50Q人以上の約6．500市町村の資

　　料を使ってアメリカの地方自治体の

　　行財政を分析，解説する。統計類が

　　豊富で，簡単なダイレクトリーもあ

　　る。

＠　Suggested　一State　Legislation．

　　Lexington，　KY．，　The　Cotin6il　of

　　State　Governments，　1941一．
　　Annu’al．

　　（AU－121－51〈1982一〉，L－C855s〈1958＞）

　　　州政府相互の連絡組織であみ
　　The　Council　of　State　Governments

　　が，・町議会レベルで立法化の予想さ

　　れる問題に関して法案の雛型をつく

　　つたもの。　x’

レフ7’ 激塔Xガイド

大統領の

　　　略伝⑳⑫⑰

’肖像写真⑬⑳⑳⑳⑫

先祖，子孫⑳

著作⑳

文書⑫⑭

演説⑳⑭⑲

記者会見⑬

政策，行政一般働㊥

選出方法⑭

大統領選挙結果⑱㊥⑮⑯⑰⑱⑳⑳

層副大統領の

　　　略伝⑳⑳

　　　肖像写真㊧⑳　　、　　　　一

　　　選出方法⑭

議会の

　　　歴史⑯

　　　建造物⑱⑯

　　　事務局⑱⑳

　　　Directory⑳⑳

　　　立法活動一般⑯⑰魯⑳⑳

　　　’書誌⑭
　　　　ノ
　　　Congressional　Districts⑳⑳⑳⑫

　　　　　⑭

議員

　連邦の上下両院三軍の

　　　略伝⑳⑯

　　　肖像写真㊧⑳⑭⑭

　　　所属する委貴会⑳⑳

　　　選出手続㊥

　　　選挙統計㊥㊥⑭⑳⑳

　　　スタッフ⑳

　　　議場での表決⑲

　　　女性議貝⑩・

　　　Congressional　Districts　＠＠＠＠

　　　　　＠

　　　黒人議員⑪
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準州の代議員の

　　，略伝⑳

　　　肖像写輿⑬

連邦最高裁の

　　　機構と機能⑩

　　　新事の略伝⑬⑳⑳

　　　　　　肖像写真⑳⑳⑳

連邦の行政府の「

　　　機構⑳⑪

　　　各省長官め

　．　　、氏名＠㊥

　　　　　　肖像写真⑬

　　　　　　略伝⑰

州の政治，行政

r　一般曾
　　　行政機購⑳⑪⑱

　　　州知事9

　　　　　　　略伝⑪⑫⑬

　　　　　　　肖像写真⑳⑭

　　　　　　　選挙統計⑫⑬㊥⑲

　　　回議会議貝の

　　　　　　氏名㊧⑳．

　　　　　．黒人議員㊥

　　　州旗，州歌，州鳥，⑬⑳

Countyの政治，行政

　　　一般⑱

　　　Countyの長・飾㊥

市の政治，行政

　　　一般⑭

　　　市長の

　　　　　　氏名⑭『

　　　　　　略伝⑭

政党の

　　　歴史⑰㊥

　　　全国大会⑳⑳

　　　綱領⑲⑳⑳

　　　様々な政党，市民団体⑯

　　　書誌㊥

選挙統計

　　　大統領選挙㊥⑲⑯⑯⑰⑱⑲⑳

　　　上下両院議員選挙⑱⑲⑭⑳⑳

　　　州知事選挙⑫⑬⑱⑲

　資料の選択にあたっては次の資料を参考にし

た。

fu　Sheehy，　E．　P．　ed．　Guide　’一to　Reference　Books．

　9th　ed．　Chicago，　American　Library　Associq一

．　tion，　1976．

x　・・一・・・・・・・・・…．　・・・・・・・…：・・…r・．　Supplement　to　the

　gth　ed．　Chicago，　American　Library　ASsoc’ia－

　tion，　1980．

ll　Marshall，　J。　K．．．ed．　Serialsプfor　Libra？　y．　Santa

　Barbara，　Calif．，．　ABC－Clio，．197．9．

米耳T・e－Chung・Sg磁1　S・i・nce　Reference

　Sources；　A　Practical　Gqide．　Westport，

　Conn．，’　Greenwood．　1980．，

xAmerican　Reference　Booles　Annual　1980，

　1981，　1982．　Littleton，　Colo．，　Libraries　Un－

　limit’ed，　1980－1982．

（’とみひさ． 艪�｢ち法律政治課）
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