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・政治関係参考図書

　　　　　　　　英文年鑑：30選

富久俊一・沼匿　良

　・国立国会図書館所蔵の欧文参考図書のうち，主に英米で刊行され

・た年鑑類30点を解題し．た。標題は「政治関係参考図書」としたが，

政治プロパーに限らず，情報量が葺富で，利用頻度も高く，事実調

査に役立つと思われる周辺資料をも採録してある6

　書誌事項の末尾に，当館の請求記号と所蔵状況を〈〉圃に入れて

示した。排列は書名めアルフナベット順。巻末に簡単なレファレン

ス・ガイドを付した。・

ノ

O　Amnesty　lnternationdl　Report

　1961／62ed：一．　London．，　Amnesty

　International　Publications，’1962：．

　Annual．

　〈整理中（1974／5・），マイクロフ「イッシ

　　ュ版YD5－64（1961／62一）〉

　　国際的な人権擁護団．体アムネステ

　ィ．・インターナショナルによる「良心

　の囚人」，ことに公正な手続や裁判を経

　ないで逮捕，投獄されたり，あるレ・’は

　行方不明になつ’ている政治犯に関する

　’リポート。国別に記載。

＠　Annual’of　Power　dnd　Con］7ict　：A

　Szarvey　of　Political・Instability　iznd

’Violence，　ltS　National　and　lnterna－

　tional　RePurcztssions．　London，　lnsti－

　tute　for　the　Study　of　Confiict，　1971一．

　Annual．　．

　〈A2－112（voL　10；　1980／81一）〉　’

　　．国別に，革命運動，反政府運動，テ

　ロ三三スパイ活動等の概況を掲載。

　治安おホび安全保障上の主票事件の日

　誌と解説とからなる。巻末に各国大使

　館占拠事例一：・一一覧といった記録もある。’

．＠　An．nual　Register　of　World

　・Events　；．A　Review　of　the　Year．’

　London，　Longman，　1758一．　Annual．．

　〈G2・1〈1758・）欠あ．り〉

　　イギリスを中心に；美術スポーツ

．．から自然科学の動向にまでふれる総合

　的な年鑑。一年間の政治・経済などの

　動きをも国別に概観している。統計，

　史料等も豊富で，文献類の紹介も多い。

　巻末の物故録，日誌，索引も簡便。

’＠　Chrbntcle　of　Pd’rliamenta7iy　Elec－

　tions．　Geneva，　lnteriParliamehta．ry
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Union，　1966一．　Annual．

〈A251－11（1966一）〉

　国別に，議会，選挙，政党活動の法

律や制度の変更のほか，国政レベルの

選挙結果も掲載。政党別の候補者数，

得票数，議席配分，議員の年齢構成，

・選挙に至る経：緯や争点を解説する。

e　Clement’s　EncycloPedia　of　V［（orld

　Governments．　DallaS，　TX．，’　Political

　Research，　1974一．　Biannual．　・’

　〈A112－3Q8（1980／81）〉

　　国別に，行政麻議会ヅ司法制度，．

　国土，人口，経済，外交等の概要を紹

　介する。記述は簡略であるが，国旗と

　元首の写真および版図の掲載ぽめずら

　しい。

＠　Countries　bf　the　IVorld　tznd　Their

　Leaders　Yeaofboofe（Year）．　MI．，　Gale，

　1974一．　Annual．’

・〈UR71－12（198Q，　1983一　）〉　1

　　国別に，現職閣僚名簿，民族，∫国土，

　政治体制，政党，防衛，外交，・経済，，

通商の現況を掲載。ほかに国際連合，

　OAU，　NATO，　ECなどの機構や事業
、活動についても解説している。．

・＠　Defense　（｛｝　Foreign　Affairs　Hand一，

，’@boole　（　Year）　．　Washington）　Copley　＆

　Associates，1977一．AnnUal二

　〈整理中（1984一）〉

　　国別に1陸海空三軍の組織，兵力，

　装備等を解説。簡単なダイレクトリー・

　もある。軍事産業については詳しく、，’

　主要企業の所在地も併載す・る。、

＠　EzaroPa　Year　Boofe．　London，　Eu－

　roPa　PublicatiQns；　1959一．　Annuai．’

　〈GG8－1（1959・）〉

　国別に，行政，議会，．司法制度を解

説するほか，財政，産業，通商等の簡

単な統計も掲載。政党や労働組合につ

、・ ｢て詳しい。財界，宗教界，言論出版

界にいたる詳細なダイレクトリーもあ

る。ヨー戸ッパ以外の［母・・国際機関（索

引あり）にも言及6

（ED　’Facts一　on　File　Yearboole，　the　lndex

　’of　PVorld　・Events．　New　York，　Facts

　on　File，’　194Q一．　AnnUal．

　〈909．82－F142（1946－53），G2－10（1967一

　　）〉

　　各国の政治・経済の動向を速報した

’週刊誌の年刊累積版。日付が分ってい

　ればそ．の週の号を，・不明の場合は索引

　を使用。’巻末に世界地図を付載。

＠　Freedom－in　the　World　；　Political

　Righ　ts　azid　Civil　Liberties　（　Year）　．

Westport，　．’CT．，　GreenSitood，　1’978一．

　Annual．（Ed．　by　Gastil，　R．　D．）

　〈A225－136（1979，1981一）〉

　　世界中の国々が，、実際にどの程度政

　治的自由，市民的権利を享受している

　かを分析し，「自由」の度合を計量化し

　たユ』一クな図書。

⑪　Index　to　動勿πα渉∫0襯1、　Public

　OPinto　ns（Year）．　．1978／79・　ed．一

WestpQrt，　CT．i　Greenwood，　．・1980一．’

　Annual．

　〈EC245－25（1978／79一）ン

　　約40ヶ国（1981－s82年版）で実施され

　た世論調査の概要を，・主題別に紹介す

　るe．一国を対象にした調査と，数ヶ国

　にまたがって行ったものとがある。事

　素点，・国（地域）別の索引を付載。』

・　＠’　lnternational　GalluP　Polls　：　Public
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・0伽伽（y2αの．　Wilmington，　DE．，

Sch61arly　Resources，　1978一：　Annual．

〈EC245－29（1978一）〉

　ギャラップとその系列機関による．世

1論調査。対象は約20ヶ国，・数ヶ国にま

たがるも．のもある。主題別に，76項目

（197S年版）を紹介。事項索引を付載。

＠・　ln　te　rn　a’tional・　Yearbook　’and

　Sta　tesmen　’s　VVho　’s　’　Who．’　London，

　Burke’s　Peerage，　1953一．・Annual．　．

　〈A2－7（1956一）’〉・　・

　　国別に，・その行政機構，議会，財政，・

　工業，商業，通信，’交通，マスコミ等

　を概観する。・国連や各国際機関にもふ

　れている。後半は各国の政治家約7，000

　人’（1983年版）の人名録。

⑭　Keesing’s　’ContemPorary、A　rchives　；　’

　Weekly・　Reco’rd　of　VVorld　EventS

　　　を　Index’ed．　Essex，　K¢esing’sl　Public3・

　t三〇ns，1931一．　Annual．

　〈Z55－B170（1931一）〉

　　政治・経済のニューズを速報する週

　刊誌の年刊累積版。・解説も詳しく，資

』料の内容も豊富。『事項索引と人名索引

　を付載。’

＠　Lambert’s　Worldwide　Directory　of

　Defense　A　uthorities　with　inteina－

　tional　Defense　Organizations　and

　Treaties．　Washington，　’Lambert　・Pub－

　lications，　1984一；　Annual．　・

一　〈A112－358　（1984一）〉

　　各国の軍事ダイレクトリー。機構の

・所在地，職名ごとの氏名・電話番与を

　掲載。2国間条約，多国間同盟とその

　加盟国の一覧。』巻末に，国別の主要な

　軍事基地の配置図を掲げるq一冊約20

　万円くらいとやや高価（1984年版）。

，＠　Lambert’s　Worldwide　Go　ve’rnMent

　Directory，　with　lnter－governmental

　．　Orgn’nizations．　Washingtori，　Lambert

　Publications，11981一’．　Annual．

　〈A且2－297（1981：一）〉

　　国別に，’行政機関，議会，最高裁判

　所の所在地・電話番号などを記したダ

　イレクトリー。記述は各省ごとに大臣，

　次官の氏名が分る程度。・国際機関にも

　ふれる。、

＠　Milim7　y　Balance．　London，　lnterna一

　．ti　onal　lnstitute　for　Sttateg・ic　Studie＄，

　1959一．　Annual．　’

　〈A651－238，　A651－50，（1964／65一）〉

　』各国の保有する核兵器，通常兵器，

　肺衛費の概要。．ほ脅にNATQやワル

　シャワ機構の保有兵力に関する分析を

　掲載。

＠　Political　Handbook’　of・the　’VVolld．．

　New　York，　MCGtaw－Hill，　’1927一．

　Anhual．　．　．”・
　〈A2－19　（1928一〉　〉

　、国別に，国土，人口，政体，議会，

　行政府，政党，経済，マスメディア等

　を概観する。国際機関や政府間組織に

　も言及。

＠　RUSI　and　Brtzss．　ey’s　Defence．　Year－

　boofe．　LQndon，　BrasseY’s　’Publica－

　tions，　1887一．　Annual．　：　・’

　〈A651－187（1911一）〉

　　軍事問題に関する論文集。戦略兵器，

　戦術兵器の性能諸元やその改良点の解

　説などが詳しい。簡単な文献案内を付

　載。

・＠　Statesman’s　Yedr－Boofe．　London，

　Maemillan，　1864一．　Ahnual，　．
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　〈UR71－2（1870一）欠あり〉

　　国別に，歴史，領土，人口，政体，
tt

尠@，議会，．行政；国防，外交，経済，

　金融，資源，産業，貿易，．労働，商業，

　運輸，通信，宗教を概観する。文献案

　内が詳しい。国際機関にも簡単に言及。

⑳Strategic　S4rvey．　LQnd叫lnterna一・

　，　tional　lrtstitqte　for　Strategic　Studies，

　1967一．’　Annual．

　〈A651－202（1973一）〉

　　各国の安全保障，国防戦略上の問題

　を地域別に考察する。政治・経済との

　かかわりから巨視的に分析した定評あ

　る年鑑。巻末に，・r年間り主要事件を

　地域別に掲載。　　　　　’　ttt

1＠’　Times　Yearbook　of　World　Affairs

　．（Year）．　1978／79　ed．一．　Loridpri，’

　．Times　Books，　1978一．　Ann．ual．

　〈A2－105　（1979／80一）　〉　．

　　国別に，政治上の事件を概観する。

　個政レベルの選挙，内閣の交替，軍事

　衝突やテロ活動，あらたに締結された

　．国際条約などについては’e別個に章を

　殺1ずて解ttしている。

．＠．　UNESCO　Yearboole　on　Peace　and

　Conflict　Stzadies．　1980ed一．　Westport，

　CT．，　Greenwood，　・1981一．　Annual．　’

　．　〈A75－78　（1980一）　〉

　　．平和問題に関する論文集。あわせて，

　UNESCOや世界各地の平和研究団体
　tttの活動も紹介する。書誌が詳しい。

’”堰浴D　United　Nations　Yearbook．　1946／

　’47ed．一．　New　Yotk，　United　Nat・ions　一

　’　Publicationsl　1947一．　Annual．　，

　〈A159－39　（1946／47一）　〉

　　国際連合の一年間の活動をいくつか・

　の主題に分けて解説する。’資料が豊富

　で，索引も詳しく，国連のドキュメン

　ト検索の手掛りとしても利用でぎる。

＠　World　Arinameitts　’and　Disarma一　’　’

　mlent　；・　SIPRI　Yearboole．　’1968／69’

　ed．’一　Stockholm，　Stockholm　lnterna－

　tional　Peace　Research　lnstitute，

　1970一．　Annual．　’

　〈A112－126　（1968／69一）　〉

　　世界各国め軍事支出，武器生産，武

　器輸出入1核兵器配備，軍縮問題を分　　．

　析。資料が豊富で，多国間の条約や協

　、定等も収録。索引．も便利。1968－79年

　の累積索引もある。

＠　World’Directory　of　ParliaMents

　（Year）．　Geneva，　lnter一．
　Parliarr｝entary　Unipn）　19一　一？　Annual．

　〈整i理中（1981一＞〉、

　　母国議会op正式呼称，議員定数・任・

　期，最近の選挙施行日などを記載。簡

　にして要を得た各国議会要覧。

＠　Wbrld　Press　A　rchives（Year）

　Index，　：　A　ComPrehensive　Selection　of

　Ite．ms　on．　VVorld・．Politics　from　Lead－

　ing　NewspizPers　of　the　World．　Stock－

　holm，　Swedish　lnstitute，of　lnterha－

　tional　Affairs，’　19一　一　？　Annual．

　』〈UP58・4（1978一）〉

　　政治・経済に関する新聞記事索引。

　UDC分類で排列。・Pravda，　IzVestija，

　Times，　’Guardian，　Frankfurter　All一

”　gemeine，　Le　MQnde，　New　York

　Times，　Japan　Times．　Weekly，　Japan

　Economic　Journalなど25紙を採録。

＠　．Yearbook　of　lnternational　Organi－

　zations．　Mttnchen，　K．　G．　Saur，　1948：．
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　Annual．

　〈A112－50（1948一）〉

　　各国に本部をもつさまざまな国際的

　団体約2万組織（1983／84年版）につ

　いて，組織の目的，創立年，構成メン

　バー，財政状況，事務局スタッフ，主

　催する会議や発行する機関誌紙などを

　詳述。主題別．国（本部所在地）別索引

　を付載。

＠　．Yearboole　of　World　Affal‘rs．　Lon－

　don，　Stevens，　1947一．　Annual．

　〈A74－59　（1947一）〉

　　重要な国際問題に関しての歴史的検

　討やデータ分析を掲載。参考図書とい

　うよりは論文集に近いが，一年間の国

　際状況の変動やその背景を知るのには

　好適の資料。

’＠　Yearbook　on　lnternational　Com－

　munist　Affairs．　Stanford，　CA．，

一Hoover　lnstitution　Press，　1966一．

　Annual．

　〈E2：9　（1966一）　〉

　　国別に，その共産党の歴史，党員数，

　指導者，機関誌紙，国内外⑱活動状況，

　国際的な位置づけなどを掲載。文献紹

　介，主題索引，人名索引がある6

’レファレンス・ガイド

（○三内の数字eさ採録図書の番号）

閣僚の氏名　⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭⑱⑳⑫．

議会　④⑤⑥⑧⑯⑱⑳⑳

議会関係ダイレクトリー　⑯⑳
　　　　　　（
行政機構ダイレクトリー⑯

行政制度　⑤⑥⑧⑬⑯⑱⑳

軍事産業ダイレクトリ「　⑦

軍事支出，国防費　⑦⑰⑳

軍事力，兵器，装備　②⑦⑰⑲⑳⑳

国際機関，国際的な組織　③⑥⑧⑬⑯⑱

　＠＠＠

国防関係ダイレクトリー　⑦⑮

新聞記事索引　⑳

スパイ活動　②

政治犯　①

政党　④⑤⑥⑧⑱⑳

’（国政）選挙結果　④⑤⑧⑨⑭⑱⑳

テロ活動，ゲリラ活動　②

世論調査　⑪⑫

．とみひさ・し、ゆんいち三三び立＼

　法考査局庶務課

ぬまた・まこと　参考書誌部法律政

治課、　　　　　ノ
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