
参考書誌研究・・第30号（1985・9）’

参考書誌研究総目次

第1号～第30号

「第1号（1970年11月1日発行）

『「参考書誌研究」の発刊にあたって　・

　　・・………………・・∴・…一…・松下健一

〔研究ノート〕

田中稲城と帝国図書館の設立

　　・…・……………・……∵……有泉貞夫

国立国会図書館におけるレファレンスの

　現状と問題点・……・…………ご土井稔子

〔書　誌〕

全集叢書細目検索トゥール……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・……・r林三之介

レファレンス事例（1．村史編集のため，

　武蔵上野二国の織物糸綿貫目改所設置

　’にともなう天明元年六月の百姓一揆に

　関する文献　2解剖学者Cha乞our〈フ

　ランス人〉の伝記　3．上海事変に関す

　　る邦文図書文献目録）－　　　1

帝国図書館・国立国会図書館蔵書目録

　一覧

第2’号（1971年1月20日）

〔研究ノート〕

合衆国はなぜ合州国と三三㍗ないのか

　　・……・…」……∴・……………斎藤　毅

虚構に賭けた男一Psalmanazarの“An

　historical　and　geographical　descrip一　・

　tion　of　Fortnosa…”…・・…・吉田邦輔

明治初期た於ける官庁資料収集の系譜と

　その群雨………………・・…・佐久間信子

載前期出版警察法制下の図書館一その閲’

　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話・口頭によ

　為レブァレンス・ワーク“窓口”・の機

　能はどうなっているか………野村稔

レファレンス・サーじスー東京の区立図

　書館の目指す一方向　…？∴…加藤　弘

全国の公共図書館を訪ねて一参考業務実

　態調査中間報告・…・………∴・伊藤松彦

『日本地方史誌目録書目編解説つき』
　の刊行によせて・……；………三三良子

〔寄　稿〕

国立国会図書館を利用して一所見と要望

　　…∴…’…’・唖”…・r・∵…・∵児玉久雄

レプァレンス事例（1．電子計算機と法に

　関する邦文文献目録　2．T．E．，ローレ

　ンスに関する文献で入手可能なもの

　3．英和，和英経済甫語辞典について）

第3号（1971年9月10日）ttt一、一

〔小特集1昭和45年度全国公共図書館参
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　考事務研究集会〕

全国公共図書館参考事務研究集会につい

　て………層………・…・・…………北島武彦

「参考書誌学」への期待………小林　宏

昭和45年摩参考事務研究集会・所感、

　　・・………………・…∵………墾田慶一

研究集会に参加して………・r…藤丸　昭

昭和45年度全国公共図書館参考事務研究

　集会を顧みて……・・…．一………中田吉信

当館の文書レファレンス処理について

　一公共図書館・大学図書館への期待tt

　　・…………∴……一般参考課文書担当

〔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「資料紹介「読書相談ノ近況」

　（昭和10年6月層帝国図書館）

　　…・・……………・…・…■’　・・　；一…稲村三元

日本関係欧文図書の収集と問題点

　　………一一…∵∴・・………〔林三之介〕

東京都公共図書館の書誌的活動

　　・ゼ………………・……………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，山田好延

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（1972年3月10日差

〔研究ノLト〕

浅草文庫の創立と景況…・・…一一…樋口秀雄

明治初期啓蒙的哲学思想の展開と変容

　一「明治開化の本」展示会に寄せて

　　・・r…■’………∵・……………・飯田賢一

｛書　誌〕　　　、

児童書に関する欧文参考書

　　……一北畑静，大村浩子，木下晃子

国際連合の書誌活動（前編）

　　●t…………：一一…・……………石川光二

〔書　評〕

参考業務の基礎指針のあり方「『大阪府

　立図書館参考事務必携』に寄せて

　　………・・………・…・・∵…・・…石山　洋

！報告〕

参考事務の組織化の問題点二昭和46年度

　全国研究集会に出席して……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…∴………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，，

レファレンス事例（1．熱帯各国のイネの

　栽培法関係文献　2．経済学研究のため

　のガイド・ブック　3．荒木貞夫に関す・

　る文献・4．戦後支那を中国と呼ぶよう’

　になった理由）

〔資料紹介〕’

古書古人（1）当館架蔵の紀州藩校旧蔵本

　　・……・…………・、……………朝倉治彦

千葉県立中央図書館編「資料の広場」

’、　…∵・……・…・…・…・∵………馬場萬夫

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）1

第5号’ i1972年7月31日），

〔研究ノート〕

戦時下キリスト教迫害関係資料について・

　　＿．．∴＿……∴………………藤尾正人

科学技術関係研究会議録のてびき二『国

　立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会

　議録目録』・の刊行にあたって

　tt……田中隆子，古谷雄一，山口義一

　　　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

　　…・…………・…・…1…・・……西田文雄
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〔書　誌〕

国際連合の書誌活動1後編）……右川光二

明治期のアンデルセンについて

　　………・……・…・……∴……石川春江

〔報　告〕’．

ギ葉県下の特殊コレクション…森田　保－

、私立大学図書館協会書誌作成分科会のあ

　ゆみ……・…………・・：・……・r・・深井人詩

　　　　　　　　　　　　1
〔資料紹介〕

．古書古人（2）ウィリアム・スタンリr・

　ジiヴ1ンスと明治の近代化

　　・………………・㌔……………石山　洋

御府内備考続編目録（東京都公文書館）

　彙報（展示出品関係，業務統計，出張

　等，見学，ハガキアンケLトの中間報’

　告，図書館界の出版物摘録）

レファレンス事例（石井垂穂の履歴）．

第6号（1972年10月2日）

〔「新聞のあゆみ」展示会にちなんで〕

’新聞名辞考………・…・…・………斎藤　毅

文書に見る帝国図書館の新聞収集一明

　治1大正期の歩み・‘…………・西村正守

新聞雑誌の全国総合目録の作成を望む・

　　∴…・………r…・・……………西田長寿

新聞記事索引の開発……………高須正郎

『毎日新聞抄録索引』について

　　・・……∴・………・……………高原誠一、

新聞一この不思議なもの………楠．忠尚

鈴木秀三郎氏三蔵新聞関係資料目録　．

　　・・………………：多田野五，西宮能敬

新聞史・社史目録・1・・ゼ・・、…・……・井門　寛

古書古人（3）．落葉社…i・・■………桑原伸介

’〔研究ノート〕

支久年間の商用会話本とその編者
　Eugene　M．．Van　Reedについて

　　・……・…………・・……・・……福田光子

『海外新聞』の関与者本間三蔵（本間清雄）

　伝覚え書……・………・……・…稲村両三

フラ、ンス国立図書館の歴史（1）一目旧史を

　中心に…・…・……松本三二，木村素子

世界主要各国の議会一覧表

　　………………山口美代子，熊田淳美

〔報　告〕

埼玉県下の特殊コレクション

　　……・・…………・浅見利二，森田雄一

山形県下の特殊コレクション，

　　・■ee・…1・…・……・…■．■…・…三春伊佐夫・

第7号’（1973年5月31日）

〔研究ノート）；

東京裁判の記録・図書についてのおぼえ

　がき・！……ざ……・・…・…………住谷雄幸

パニッッィとブリティシュ・ミュジアム

　図書館一蔵書目録刊行中止とその背景

　をめぐっ・て………熊田淳美，安注明夫

フランス国立図書館9歴史（2・完｝）一目

　録史を中心に・・…‘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………貴田春男』

なぜどのようにして本を作るか一図書

　館綿雪刊行の実際と理論……俵　元昭

〔資料紹介〕

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿一自由民

　権運動研究の新史料・・……∵・・広瀬順皓

　　　　　　　　　　　　　　星　健一

古書古人（4）小宮山楓軒叢書について，

　　．…’r，・・…………・……………丸山季夫

レファレンス事例（岡島冠山に関する文

　献，目本語訳されたマキアベリの著作

　目録，海舟日記抄）

彙報（展示出門関係，・出張等）

清福図録1』（曇日本紀）・

第8号（1973年11月30日）、

座談会・人物文献書誌をめぐって
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　　……；∵山森睦彦，丸山信，石山部首

『北海道開拓功労者関係資料集録』あごと

　　・・一■……………∵・……………松川莞爾

古書古人（5）人名録『諸家人名江戸方角

　分』………∵…・…・・……・……朝倉治彦

〔研究ノート．〕1

19世紀におけるヨーロッパ統合構想の展

　開一ヨ一斗ッ．バ統合運動をめぐる文献

　史覚え書（1）……∴……・・…・…山本武彦

〔資料〕

世界主要国の総合目録の事庸

　　∵…………∴…・…………編集委員会『

〔報　告〕

石川県下の特殊コレクション…香村幸作

山口県下の特殊コレクション…渡辺秀忠

レファレンス事例（本山荻舟の著書とプ，．

　ロフィル，片岡源次郎に関する情報，

　石田英一郎の追悼号，塙保己一の伝記，

　田中年造についての文献）

彙報（展示出品閂係・出張等ett三三）

清福図録2（竹むきが記）

第9号（1974年5月’1日）

〔江戸以前版本挿絵文化史展にちなんで〕

近世小説とその挿絵一『西鶴諸国はなし』

　の場合…………1……・…・…宗政五十緒

当館所蔵の丹緑本，奈良絵本など

　　…・∴……………朝倉治彦，馬場萬夫

r青本瀬張込剰糸鴫……・・三三彦

〔研究ノート〕

全米総合目録の成立とその背景一
　Natiorial　UniQn　Catalog，　Pre－1956

　1mprintsを中心に

　　…・：……………一t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…∵…・……■t，・・・・…………丸山昭二郎

古書古人（6）養生所史料……∴南　和男

1（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）

彙報（展示出品関係，出張等，・ドクマン

　タシオン・フランセ」ズ〈松本慎二〉）

清福図録3（蒙求和歌）

第io号（1974年11月30日）

〔参考業務研究〕

参考業務の開始から資料速報の唐行まで

　　…………：・一・…・…t■・∵……・・1毛利和弘

各館の「所蔵参考図書目録」の現状一「所

　蔵参考図書」目録……………北川和彦

〔書誌〕

づンサム，ミル，スペンサー邦訳書目録

　　’……………・…・・………∴…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………広瀬北皓

国立国会図書館所蔵木活字本目録稿

　　・・………………・・朝倉治彦，窮月栄一

古書古人（7）明治・2年刊r羅西洋A名

　字引』について1・………・……石山　洋

　　　　くレファレンス事例（チベット語・ヒンデ

　ィ語・ベンガリ語・ヘブライ語・アラ

　ゼア語の辞書’■’テキスト等）

彙報（展示会出品関係，出張等，図書館

　の館報・紀要〈「大阪府立図書館紀要」〉）

，清福図録4・（連珠合壁集）

第11号（1975年6・月30日）

〔研究ノート〕

ドイツにおける総：合周回を中心とした三
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書館協力事業Tその歴史と環状一指1

　部　第2次世界大戦まで

　　・・∴……・・一丸山昭二郎，平野美恵子

本草家阿部照任とその著作……中田吉信

国立国会図書館所蔵『恵美草』・の書写者

　について……・…………・・……深沢秋男

〔資料紹介〕

甲立国会図書館にある緒方洪庵のてがみ

　　』……一ご・・……………………緒方富雄

シーボルトの書簡…・∵…・…・…鈴木　明

「名家自筆奉展示会」出陳書一覧，

レファレンス事例・特集（「静じょう歩」

　あ歩き方，外国人のたあの日本語教育

　　　　つ　に関する本・雑誌ポ目録等について，

　ほか7件）

彙報（展示会出品関係，出張等；図書館

　の目録く富山県立図書館の目録Σ）

清福図録5　（三三抄）

第12号・（1976年3月31日）．

〔研究ノート〕
．』

hイヅにおける総合目録を中直とした図

　書館協力事業一その歴史と現状一第II

　・部　第2次世界大戦後

　　……∴・……平野美恵子，丸山昭二郎

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

　　’……………’…’………・……橋本宗二、

刻む百年の歩み一上野図書館文書

　　’．’……………・…∴…・…・・；・・西村正守’

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法

　制のr側面…∴…大滝則忠，土屋恵司　・

－〔資料紹介〕

榊原芳野家蔵目録

古書古入（8）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〉

・レファレンス事例（タイ国語の辞典・学

　習参考図書等，伊藤銀月の著作リスト）

清福図録6　（榊原芳野家蔵目録）

第13号（1976年8月31日）

〔研究ノート〕

岡上繭と王鱈・………………・・…中心吉信

わが館におけるレ・ファレンス業務必携の

　作成についてく常滑市立図書館）

　　…一．一∵・…………・……………原　祐三

〔書　誌〕’

内外主要図書館におけるP．F．　v．

　Siebold著作の所在一覧稿…沢西良子

　　　　　　　ぐ　　　　　今　英章

〔資料紹介〕

両足院（建仁寺派）の収蔵資料にPいて

　　……・…・………・…∵…五ナ嵐金三郎

1榊原芳野家蔵自認』のこど『

　　……∴一………・・………・…・朝倉治彦

図書館の館報・紀要2（「早稲田大学図書

　館紀要」）

彙報（展示会出品関係，・業務統計）

清福図録7（花の宿）

第14号（1977年3月31日）

〔研究ノート〕

『クループスカヤと図書館事業』一、
　1920～30年代におけるソビエ’ト図書館

　運動　・…，・…………長島七穂（訳注）

図書館の相互協力を考える一レフアレン

　スの側面から…・………・∫r・…・池田政弘tt

英国たおける政府機密一その政治社会的

　，背景………・……・・……………泉　昌一』

江戸期の富士登山にかんする二つの写本

　一『隔掻録』と『三岳雪譜』

　　…・…………∴……一・………；住谷雄幸

〔資料紹介〕

東大寺図書館収蔵特殊コレクショ．ンにつ

　いて…………・……・…：…五十嵐金三郎
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Comprehensive　lndex　to　English－

　Language　Little　’Magazines，　1890－

　1970，Series　l：一リトル・マガジン総

　合索引…・…・…………・………千代由利

彙報、（展示会出品関係，書誌・細目・索

　引①「浄瑠璃本」tt〈229－227＞細目，全

　国公共図書館参考事務研究集会を顧み

　て〈城田秀雄〉）

レフデレンス事例（藤田嗣治の絵画集・

　著書）

清福図録8（宴曲　外物）

第15号（1977年10月20日）

文献解題の功罪・…∵・…・i一一一’……市古宙三

〔研究ノート〕

インドネシア、とユネ・スコの図書館活動

　　……………一’・　・’■・・’一・…・L…轡・・松本慎；

〔書・誌〕

Lorenz　Von　Stein関係文献…星　健一

〔資料紹介〕

畠山義成洋行日記（杉浦弘蔵西洋遊学日

　誌）………………・・…・………西村正守

国沢新九郎・本多錦吉郎手沢の洋舞技法

　書・………………・…・…………尾埼尚文

コレクション調査（三木文庫，凌轡支庫）

　　・……L………門・…………‘…村山隆雄

参考書誌研究総目次（第1㌻15号）

彙報（展示会出品関係）

レファレンス事例（Averroes〈Ibn
　Rushd＞に関する所蔵資料，中国から伝

　わ？た導引術，〈健康法〉に関する文献）

清福図録9（油壷集）

第16号（1978年6月20日）

〔研究ノート〕

いわゆる三月事件について一その概要と

　文献の紹介…・・…：………・・…・田中　梓

第二次大戦中の米国の情報活動一米戦略

　情報局（OSS）の活動を扱った旧著を

　手懸りにして・t一一・1………∵…・・山本武彦

、旧幕府引継書の内の「捕者帳」について

　一丸橋忠弥召捕り記録を中心として

　　……………’…’．……………田口栄一

〔参考業務〕

日本経済統計文献センタ‘一ltおける参考

　業務の現状と問題点……t…∴、・高橋益代

オー・ストラリア国立図書館でのレファレ

　）／ス・・ワーク．一…∵……………中野捷三

書評（「地芳出版物目録1977年版」）

彙報（展示会出品関係，業務統計）．

レファレンス事例（川上貞奴・伊藤道郎

　の関係文献，明治6年以前の新旧暦対

　照表に関する図書）

清福図録10（弘安礼節）

第17号（1979年2月1日）

．〔研究ノート〕

初期アメリカ図書館員の検閲観〔1〕

　　・…・…………・・………………大滝則忠

近代政治史料収集の歩み　一　復古記を

　中心に明治初年の官撰修史事業．

　　……・・…………・……………桑原伸介

米国コレクションにおける日本古書およ

　び稀卜書　ロバートG．スーウェル著

　　……・……・……・…………伊藤尚武訳

中国における図書分類法一二劉より『階

　志』まで∴……・…，………・…井坂清信

1〔図書館研究〕

ペルー国立図書館略史付：同図書館の

　組織と政策……・∵∵………∴・三谷　弘

’沖縄県立図書館の沿革と現況一郷土資料

　を中心に・……；…………・……富島壮英

彙報（展示会出品関係）

清福図録11（さるげんじ）『’
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第18号．（1979年7月16日）

〔研究・ノー下〕

，国立国会図書館における露文資料一その

　概要と紹介…∴…………・・…庄野新．ヒ

近代政治史料収集の歩み’二　重野安繹

　と編年史編修の中止…・一・…・・’・　t桑原伸介，

〔香誌〕

心理学関係邦訳書目録　明治篇（上）

　　・・∵…………・∵・・…・……∵…田中邦夫

〔資料紹介〕

『中国版刻図録』と『韓国古印刷史』

　　で．・．…………∴・・……………土屋紀i義

探訪記（少田原市立図書館　中林隆明）

レファレンス余話（中林〔隆明〕）

彙報（展示会出門録百年後の奇縁く与．

　慣習〉）　　、層　一

展示会（江戸・明治期の翻訳された子供
　あ本　　〈伊藤尚武〉）

清福図録12（足利尊環三三〉

第19号、（1980年2月25日）

〔研究ノート〕

満鉄調査研究機関とその刊行物一米国議，

　会図書館所蔵資料を中心にみる

　　…………・・……・………・ご…井村哲郎

中手南部太平洋諸島の言語に関する資料

　について…∴…・1………・・…西野照太郎

昭和陸軍の鬼才・石原莞爾について一そ

’の生涯・思想と文献の紹介

　　・・………e’…・∴………………田中梓

伊達吉村家集『隣i松集』及び『皆野松集』

　についで…・……………・・五十嵐金三郎

〔書　誌〕

心理学関係邦訳書目録　明治篇（下）

　　………………L・・…■■S………田中邦夫

〔図書館研究〕

愛媛県立図書館におけるレファレンスの’

　実情一郷土資料を中心として

　　…，一…一1…・・…∵・∴・地細進雄

・彙報（暴示会出品関係）

レファレンス余話（村山隆雄）’

探訪記（ユダヤ・コレクション「酔：半群

　文庫」と杉田六一氏・中林隆明）、

記述目録落穂拾い（丸山昭二郎）

バルフォア著「印度事彙」余談（河嶋慎

　一）

清福図録13（隆達小歌）

第20号（1980年5月30日）

〔特　集〕

国立国会図書館所蔵江戸期以前紀行写

　本・資本目録稿………・…・・…田口栄一

　　　　　　　　　　　　　　小泉清子

・第21号（1980年8月30日〉

〔研究ノート〕

浅井三三『賞丁丁』とその改題本

　　・…一；■………・＝・・……………・坂巻甲太、

“Uhited　Nations　bocuments　Jndex”の

　創刊とその発展……・…・……・相島宏

「人民曜」「光明嚥」tr見る1970年代

　中国の図書館　付1中国図書館関係記

　事目録………∴……………中原ますゑ

日本における『ふしぎの国のアリス』の

　初期翻訳………………・…・・…石川春江

〔図書館研究〕

地方図書館における郷土資料についてr

　小田原市立図書館の場合を中心に
　　・…………・∴∴・・…ボ…・∴∵…川添猛

探訪記（国立民族学博物館　石井中子〉

記述目録落穂拾い’（野村文保）

レファレンス業務統計　昭和54年度

書評．（ホブソン・ジ自ブソシーインド起『

　源英外来語辞典、河嶋慎一）

レフアレ．ンス余話（山口美代子Σ．．

レファレンス事例（惜春鳥どけどんな鳥
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　か，“ザ・サウンド・オブ・ミュージッ

　ク”の邦訳書）

清福図録14（玉塵抄）

第22号（1981年6月20日）

〔研究ノrト〕

新作「八丁堀組屋敷図　1600分の1　嘉

　永6年」解説……………・…・・中村静夫

シrボルト・コレクション（文献）の現

　状一オランダ・イギリス・フランス「

　　・…・………∴…・・…………田邊由太郎

近代政治史料収集の歩み　三　井上毅と

　修史事業の再L9・’・……………・桑原伸介

探訪記（グーテンベルク博物館　尾崎広

　一）

主題目録落穂拾い（平野美恵子）

書評（Sitwell，　Sache寸erell「Great’fioWer　・

　books，1700－1900」『　甲斐原綾子）

レファレンス余話（沢西良子）

レァァレンス事例（預言者モハメッドに

　関する邦文図書）

彙報（展示会出品関係）

清福図録15（元亨添書）

第23号（1981年11月18日）

〔特　集〕

国際連合の諸活動を調査する、ために

　　……・・…∵∫・…・・……………・石川光二

清福図録16（武城絃歌集）

第24号（1982年3月25日）

〔研究ノート〕

19世紀アメリカ公共図書館の成立の一側

　面一レラァレンス・サービス前史一

　　・・……∴…・……一一…・……∴…中林隆明

く三スキス〉塩田三郎と〈塩田文庫〉一幕

　末期を中心に…・…・…∵・……・三三尚武

国運法務局の主要出版物について（訳）

　　・……∵・∵……・・…………・浜村小夜子

いわゆるゾルゲ事件について；その概要

　と参考文献の紹介∴…・∴・・…田中梓

搾訪記（戸ロンビア区公共図書館回盲

　人・身体障害者図書館　北川和彦）

記述目録落穂拾い（上洵辺定利）

書評（Stanford　UniversitY：The　Library

　Catalog　of　The　Hoover　lnstitution

　on　War，　Re’volution，　and　Peace．　Cat－

　alog　of　The　Japanese　Collection．　山

　口広文）

レファレンス余話（相馬民子）

レラァレンス事例（Encyclopaedia
　Britannica・め所蔵状況）

彙報（展示会出品関係）

清福図録17（白河本東寺百合古文書）

第25号、（1982年9月25日）

〔研究ノート〕

ラテンアメリカa．書籍業，〔1〕（抄訳）

　　………・・………・・…………T」三谷　弘

続・東京裁判の記録・図書についてのお

　ぼえがき・付：BC級戦争犯罪裁判資

　料・…・…………・・…’……・・……住谷雄幸

初期アメリカ図書館員の検閲観〔II〕　　・

　　……………・・∵・・…∵………・大滝則忠

探訪記（韓国国立中央図書館　土屋紀義）

新聞切抜落穂拾恥（久保田愛子）・

書評（加藤三郎編著「愛知県図書館史年

　表資料考説」　鈴木尚子）

レファレンス余話（安永　道）

彙報（浩宮殿下ご来館の際の出陳資料）

清福図e・91S’ i蜻蛉日記）

第26号（1983年3月31日）

〔研究ノート〕

ラテンプメリカの書籍業〔II〕（抄訳）・

　．＿．．……………・…・・…一’・t・…三谷　弘
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メディア・技術・情報一情報化め進展の’

　なかでの図書館の存在根拠を考える

　　・…∵・…………・……………田屋裕之

〔図書館研究〕

Library　of　Congressの？ファレンス」コ

　レクションーLC職員研修に参加して

　　……・…1………・………・∵…千代由利

〔資料紹介〕

日本国憲法制定過程と入江俊郎・佐藤達

　夫文書∵…∵……・∵…・・∵…瞳辺恭子・

鴎外の寄贈本……・」・・……・……朝倉治彦

探訪記（横浜開港資料館　中林隆明）

書名と主題落穂拾い／千賀正之）

書評（箕輪成男著「学術情報としての出

　版」，竹内寿）

レファレンス余話（山本幸子）

清福図録19（三国伝記）

第27号（1984年3月21日），

〔研究ノート〕

西ドイツにおける手書資料所蔵目録出版

　事業と手書楽譜の整理における諸問題，

　　・…一……■1……・……………平尾行蔵

国立国会図書館所蔵「東京大学」旧記本

　の背景…・∴……・……・……∴・西村正守

〔図書館研究〕

小図書館における郷土資料レファレンス

　のT‘形態マ秩父市立図書館の場合．

　　…；・……………・……………千嶋’寿

〔書　誌〕

国立国会国書館所蔵アメリカ政治関係参

　考図書1…・∵…………・………一一富久俊一

〔資料紹介〕

上野図書館の博士論文一新元三の発堀

　　……・……・……・…・・……∵・・泉水巌

探訪記｛神戸市立博物館　鈴木純子）

主題目録落穂拾い（「雑」の効用　和中幹

雄〉

「国立国会図書館所蔵個人文庫三一古典

　籍探究の軌跡」出品リスト

個人文庫展の周辺　’

　1・ある幸徳秋水旧蔵本の命運

　　・…………；……・・……・……・中林隆明

　2．r小野篁寄字壼』解題蛇足

　　…・………・……・…………・∵山内育男

レファレンス事例（海外のことわざ・格

　言辞典について）

清福図録20（経籍訪古志）

第28号（1984年10月22日）

〔研究ノー’ト〕

明治監獄三下における受刑者の図書閲読

　（上）…∴……1…・・……………中根憲一

一アメリカ合衆国政府刊行物の寄託図書館

　制度・……………・……一…・…湯珊正子

国際機関の活動の情報源案内一国内一

　　．一……………・…・……………石川光二

〔参考業務〕

フィルモン・レコードの再録音一SP時
　代の国産長時間レニコード…伴野有市郎・

〔報’ 吹l

NDL参考図書室アンケ「、ト調査結果

　　………・…・∵…・尾崎広一i宮島安世

　　　　　　　　　岡田三三，沼田良
文書レファレンス利用頻度に関する調査．

　’一実態調査余滴………・・……・井手隆英

〔資料紹介〕

永暦重修『寧洋県志』についで

　　………………．・　■・……………土屋紀義

探訪記（英国国立公文書館〈Kew＞　千『

　代主点，ビブリ・オテガ・ナショナル〈マ

　カオ〉　中林隆明）

’冊子目録落穂拾い（大口里子）畠

レファレンス余話’（村山隆雄）　’

清福図録21（夢中問答集）
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第29号（1985年3月25日・）’

〔研究ノート〕

明治監獄三下における受刑者の図書回読

　（下）…．一……■’……・……………中根憲一

図書館資料の保存対策一フランスとイギ

　リスにおける黎明…・…・，∵…・堂前幸子

華国図書館刊奉部におけQ文書レファレ

　ンス……………㌘…・…………・漢辺恭夫

情報源の案内業務一レフェラルサービg
，N．ational，　Referral　Center，　，Library　of

　Congress一…‘・…‘…・…・…千代由利

〔書・誌〕

畠山文庫三三・∵…∵・1……・・…・中林隆明

政治関係参考図三一英文年鑑30選

　　…∴……………・富久俊二；沼田　良

探訪記（ソウル特別市立回路図書館　宇
　9台i郷毅）』幽、

文献目録落穂拾い（森崎冨喜）

レラアレンス余話（住谷雄幸，小林正）

個人文庫展一西欧学術の追零一拾遺二題

　（五十嵐金三郎）

清福図録22（なぞの本）

第30号（198．5年9月2S日）

〔研究ノート〕

近代韓国公共図書館史の研究一三三期か

　ら1920年代まで…・・………・宇治郷　毅

毛利梅園考……・’一…・・……・∴・…中田吉信

中国における三三の整理と三三館

　　・…………・……・…………中原ますゑ’

〔書誌〕

国立国会図書館展示会目録回覧　付上野

　図書館展覧会目録年表（稿）L，

　　……………・・…・……………稲村三元

鮫島文庫目録稿…………………中林隆明．

畠山三三目録補遺と訂正………中林隆明

「京都円光寺三蔵三三三倍手沢本目録

　　…・…・…………・∴・…∴り回…・宇津　純

参考書誌研究総泪次　第1号丁第30号

〔資料紹介）’

まぼろU．di南摩綱紀撰，「三三西村先生碑

　銘」．を探る………………五十嵐金三郎

レ：ファレンス余話（駒木　晃）

探訪記（フィリッピン大学アジアセンタ

　一　稲村丁丁）

清福図録23（狩谷械斎手簡〉
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