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英来併記官庁出版物資料目録

富田美樹子

一はじめに、

　最近，日本情報に対する関心の高まり，’

しとともに，官庁資料についても英文で求’

められるケーズが増えてき七いる。英文

資料としては，もともと英文で発行され

、た英支藩の他に，日本語資料に英辛が併

記されたものも見落とせない’。

’官庁資料の英文誌に関しては，出版目

録と．して，外務省海外広報課監修「政府

及び政府関係機関等の海外広報資料リス

・ト」，販売目録どして・三二刊行物サービ

スセンタ汁発行「政府関係英文刊行物目

録」などがあり，当館の所蔵目録として、

も「欧文による官庁刊行物一覧＝List　of

Japanese　government　Publications　in

European　languages，　1945：一1958．

Revised　，and　enlarged　ed．」等がある。

　また，官庁国際機関資料室たおいては

当館所蔵の官庁出版物英文版を機構順に

ファイノレしたカード目録も維持されてい

る。ーデータベごスをは．じあとする各種目

録による検索も可能である。

　、しかし，英文併記の場合には検索が難

しい。図書については他言語標題からは

検索できないし，雑誌の場合，他言語標

題からの検索は可能であるが，内容が英

文併記であるかどうかは，現資料を見な

いとわからない。ところが特に官庁出版

物の基本的統計資料の場合「国勢三三報

告」をはじめとして，目次・項目などカ『

英文併記となっているものが多く，需要
　　　まも高まってい翫

　最：近，当館の官庁マイクロ業務（官庁

資料をマイクロ化し，国際交換資料とし

て海外図書館へ送付する業務）．において

’も，その対象資料を英文版および英文併

記に切換えるという作業を行った。本稿

は，そのような作業で調査したものを拡

充したものであり，まだ不十分なもので

あるが，今後とも機会があれば補ってい

きたい。（採録データは大体19三年冬～春’

現在のものである。）

採録範囲など

〈図書〉　’

○　和図書データベースのうち，官庁？

一ドがついているAO77（1977～）のデー

タに限った。採録基準を官庁コー健が付

与されているものに限定してあるので，

たとえば，通商産業調査会編・刊「日米

構造問題協議最終報告一日米新時代のシ

チりオ」は英文併記ではあっても採録し

1ていない。

○　注記に「英文併記」とあるものはそ

一18一



のまま採用した。しかし，どこまでを英

文併記とみなすかなど難iしい部分もあり

データベースによる検索だけでは必ずし

も十分ではない。そこで英文併記の統計

資料を多く発行している総務庁に限って

は，全デ・・一一・タについて現資料を確認した。

その際完全な併記でなくても，英文部分

で十分利用できるものについては採録し

た。ただし，この判断についてはかなり

バラつきが生じたことも否めない。

○　逐次的に刊行されるものについては

刊年等を略し，書名r編著者名・■発行所

の表記のみにとどめたものもある。また

「国勢調査報告」のように；多数の分編

の他にも速報版やいくつかのシリーズを

持ち，それぞれ個別の請求記号を持つも

のについては，繁雑になることを避け，．

本編だけをあげておいた。

〈雑誌〉

○　和雑誌データベースCOO1では英文

併記の注記が殆ど入っていないので，他’

言語標題のあるものについて，統計書を

中心に現資料にあたって確認した。ここ

で気づいたことは，官庁出版物には併記

にはなっていないまでも欧文タイトルを

持つものが多いというこどである。特に

大学の紀要類が多い文部省に関しては，

1384件のデータのうち，485件（休・廃刊

含む）35％のものが他言語標題を持って

いた。海外の図書館に送付された場合の

ことを考えると，せめて書名だけでも欧

文になっているとv”整理され，利用者の

目にふれる確率は高いであろう。海外に

情報を発信していくという視点からみた・

意義は大きいといえよう。’

〈請求記号〉

○　国立国会図書館では，1986年に逐次

刊行物の整理基準を変更し，それまで図

書扱いになっていた年報・年鑑類を，雑

誌として整理することになった。これら

の資料にはく表示巻号より前のものは，

図書扱い〉という注記と，図書請求記号

が付してある。通年は，函書時代からの

ものを表している。

O’ ｿ求記号が＜Z＞で始まるものは雑

誌を意味し，それ以外のアルファベット

で始まるものは図書を表している。
　x

　　　　　　　　　　　　　ノ戦前の官庁資料英文版のことなど

　当館所蔵のものについては，『いろいろ

な方法で検索できる。たとえば帝国図書

館欧文カード目録で著者のJapan．1をび

い℃みると，かなりの数の一文版が当時

から発行されてきたのだということがわ

かる。

　ここに一冊の書誌がある。“List　of　the

Serial　Publications　of　Foreign　Govern－

ments，1815－1931”　であるが，．これは

American　Council　of　Learned　Soci－

eties，　．　American　Library　Associations，

National　Research　Counci1の共同プロ、

ジェクドとして，1932年に発行されたも

のである。把握の困難な各国の官庁出版

物の，アメリカ・カナダ85機関の総合目

録である。この作成に当たってはアメリ

・力議会図書館やニューヨごク公共図書館

等の協力，および各国の国立図書館等に

も協力を依頼している。ζの中で日本に

ついては275タイトルがあげられており，

英（仏）文版または英（仏）文併記の言

語注記のあるものが37タイトルあ．つた。

　アメリカでGPO（政府印刷局）が活動

開始したのが1860年。アメリカ国内の官
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庁出版物の網羅的な目録“Checklist　of’

United　States　Public　DocumentS，　’1789－

1909、13ded．”・が発行されたのが1911年

　（1st　ed．は1892’年）。そして1932年に「は，

、既にこのような各国の官庁出版物の総合：

目録が刊行されていたのである。’．三内官

庁出版脚の総合的な目録炉未だに存在し

ない日本の状況に；、改めて思いを致した

次第であったゐ

国立国会図書館

、1．〔アジア・オセアニア地域国立図書館長会議〕、・第2回　東京　国立国会図書館

　〔1982〕　1冊．31cm．会期：1982年11月15日一一・　1g　H．ルーズリーフ

　The　second　lhternational　Conference　ef　Directors　of’National　Libraries　on　Resource

　Shar，ing　in　Asia　．and．　Oceafiia．　’　，　・・　．　〈UL211r．’1＞　．．

2．．アジア・オセアニア地域における図書館資源の相互利用に関する国立図書館三会

　議議事録　第2回・国立国会図書館連絡三編　東京一一国立国会図書館　1985；245帥

　26cm　　会期：1982年11月15日智19日

　Proceedings　・of　the　second　lnternational　Conference　of　Dir’ectors　of　National

　Libraries　Qn　ResQurce　Sharing　i，n’　Asia　and　Oceania．　・　’　〈UL211－3＞

3．図書館協力ネットワ亨クに関する国際シンポジウ4　国立国会図書館開設30周

　年記念　1978年11月28～30日目国立国会図書館連絡三編　東京’国立国会図書館．
11980．3　11ユ，14ユp　26cmt’‘

／・lnternatiopal　Symposium　on　Natippal　？lanning　fQr，　Library　ServiCg，　Net．Wl．9r．kn・

　　　　　一　・　　．　，，　一・1　〈UL533－1＞

4，日本三三技術関係逐次刊行物総覧　1988　国立国会図書館専門資料部編、東京t国

－立国令図書館　11989r41「2冊．26cm　『日本科学弓術関係三三刊行物目録』の改題　「本

　綿」「索引編」に分冊刊行

Direct6ry　of　Japanese　scientific　periodicals．　．．　一　〈Ml－34＞

会計検査院

．5，公的アカウ三三ビリティのガイドラインに関する東京宣言　最高会計検査機関ア

　ジア地域機構〔編〕　東京　会計検：査院　〔1985〕・28p　26c血　tt　1／最：高会計検：査機関アジ

　ア地域機構第3面総：会・第2回国際際セミナー’開催日・開催地：1985年5月15日～21日

　東京
　Tokyo　Declaration　of　Guidelines　ori　Public　Accountability．　’　．　〈A361－55＞

緯理府

（総理府統計局は、昭和59年7月1日以降総務庁統計局となったが、統計局刊行物は総務庁の方｝t一：一
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　括した。）

6．学術関係国際会議一覧　日本学術会議回報国際課〔編〕　日本学術会議　〔19）一年

課藷諮議認翫誌慧灘月ト旧名の偲柵．、
、＜表示巻脚前のものは・鰭扱いr・（三三記号：UA51”1）＜Z4i”251“B＞

7・ C稼認1礼讃：大喪ρ礼委員会鰍喪の礼委員会〔1989〕，1冊（回付

　“Taiso－no－Rei”　the　funeral　ceremony　of　Emperor　Showa．　’　〈AZ－237－E8＞’

8．日本の勲章　総理府賞勲局　1989’．　323枚　43cm

Decorations　of　J，apan．　，’　，　i　一　．　〈ypl－s4＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁、

9・少年非行昭和37年一昭和39年〔棘〕，額庁保安局卿少年課〔1963〕L

　・〔1965〕　3冊（合本一冊）26cm

StatiStics’on　juvenile　delinquency．　．　’@，　．　〈AZ－757－E48＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　宮内庁’

10．伊豆大島および新島のヒドロ虫類　裕仁著　！東京）皇居内生物学研究所　1983．6

　83，47p　26cm　非売品
Hydrgids　from　lzu　Oshima　and　Niijima．　’，　’　〈RA517－9＞

11・平年集皇太后〔画〕宮内庁皇太后宮職編増補綿東京堅甲社・989・5
　16，21p　図版70枚’27×34cm　　著者の肖像あり

　ny〈linPosyu．　1．　．，・　〈YQII－720＞
12．相模湾産後鰍類図譜　生物学御研究所編　東京　岩波書店　1990．2211，13P・　’図版

　50枚31cm第2刷（第1刷：1949年）付：文献

　Opisthobranchia　of　＄agami　Bay．　’　〈RA525－E15＞

13．相模湾産援鯉類図譜’補遺　生物学御三究三編東京岩波書店1996．274P

　図版20枚　3icm　第2刷（第1刷：1955年）付：文献

　Opisthobranchia　of　Sagami　Bay．　〈RA525－E15＞

14．相模湾産ヒドロ虫類、裕仁著　〔東京〕皇居内生三三研究所1988．8179，110p

　27cm折り込図2枚非売品
The　H　ydroids　of　Sagaipi　B，ay．　一　，　，　’　．　〈　RA526LE4　＞

15．正倉院宝物1北倉・、中倉・南倉　正倉院事務所編増補改訂東京朝日新聞社

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　21　一’



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　’

　　ノ

　　1987．11－1989．11　3冊．37cm　填入’　　・・’、．　　‘

陶器S騨一ttt．．』．ttt　・・　・・t1　’t　’　t＜IY？11・290＞、

16．パナマ湾産の新ヒドロ虫：Hydractinia　’bayeri　n．sp．ベイギーウミヒドラ（ウミヒド・

ノラ科）囎儲〔棘〕隼物学研究所・・984．6　’8・，6・図版、8枚26・m早蒔品

　　A－N・w．・Hyd・・id　Hyd・a・ti・i・b・y・⑳・P・（F・mily　Hydfacti・iidq・）’f・・三三B・y　Of

l∴凱・1．∫廠，［ttt’t．∫∴

17．科学技術研究調査報告　昭和60年～　』総務庁統計局編，刊　1961「年刊．

　．R・p・・t・・n・th6・u・v・y・f・esea・ch・nd　d・v・1・pm・nt．

　　〈表示籾よ回忌のは・図書扱い〉’・t（図書請求記号・M42一・6）tt＜Z43－358＞

　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ロ
18．、家計調査年報　年三6b年～　総務庁統計局編章　1954一年刊「

　．Annua1　report　on　the　famlly’ihcome　and　expenditur6　sur寸ey．．一層

く表示r前の畔職聯求rl号1瑠「＜Z41“798＞
19・ Q謝訥査騨告書昭和22ir61年聴騨興野干iJ，’，1988・ii　’801P’

惣隅隅総i鯉翻騨庁統計聯干∵ll∵紅
＜＊示翻り前の桝脚≧．（甲羅1三号：’　PT792“11）441τ829＞

21．国勢調査報告　年　第tt巻』東京　総務庁続計局編，刊』’27crh

PρP二面gf脚1＜DT22レ26＞、　S平面2幣：DI’）2？1－E7e））

響の生醐・li会生活基騨ρ鰍年鯨繍統計騙．干∵6

　　・The　su「vey　on・tipae・ixse　and・leisμ「r　activities∵ma」o「「esults　and　analyses・

　　　　　　1・・、t　t、　tt・　tt　t「＿1・．、．＜騨39＞

23・ Q欝欝醗融融日1禾142年度～61年騨三面刊’9S8・・1　’

聯1騨t叩：t即i興・・r・trd　・nt・Tp「i・e　・u・v・y’1967－lgs6．　’ D＜DT722’E1＞

24・個人三三四三年報昭和60三一．三三統調旧刊tlgL］　一年刊、
　　Ann・al・ep・・t・・th鋤i・・や・・at・d・pt・・p・i・e‘・u・v・y・・



’i）lgfufyey．．o？iiilm．e・use．gnd　le．isurg．gctivities・，　’ 　．’ g’ 黶D．〈hEF．il；i．13｝〉

’28ﾊ諭面識面面藷庁統計局綿理1叶鰍
『＜表示三号より前のものは，、図書扱い〉 ﾋ記　騨）・卿粉tt

∫噸鞭　凝ll鴨脚悶　一一・
3・・‘ r統識碑告昭和63年’三春鯨繍庁統計旧刊・26…

H　gysipg・sury．　gy　g．f　Jap．an．　．’．　，　．　’　．　．　．　〈EF5’2’　一E168　〉

・32．住宅統計調査報告（非嚇統計表）、昭和S8年〔棘〕三三統計局2冊26

、cm英離御・’一』　』・一　　「・＜EF52’308＞・
33．住民基本台帳人口移動報告年報　昭和6Q年～　総i務庁統計局編1刊　1972一牟刊

鋤盤P卿t艶血t伽1三脚h血糊岬ゆt贈脚・
＜騨脚煎の1の！姻r恥（r書請求言己？：隅㌃54！《Z411824＞

3幽幽画幅鯉振盤騨ll　191櫛
r表示綿り脚は曲道〉．（図r績求記号iDT．　792－15）　・　．　〈IZ41－620＞．

轡翻黙黙平成2轡騨統計局刷遡’6．87P．　26、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一23一



ノ　’

幡欝欝避）∵　隷’綱1　騨’
　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉’（図書請求記号：Y111」85入3133）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Z鯉7・9ジ

38．全国消費実態’I坐主要耐久消費財，貯蓄・負債結果速報　統計表．宰成元年　〔東

京〕繍統計局199◎743穆・26×37cm　．二人以上の普通回忌讐徽7＞

39．全国消費実態調査報告　年　第　巻・東京　総務庁統計局編刊’26cm

　National　survey　of　family　income　and　expenditure．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜EF13－45＞　＜平成元年版～：EF13－E21＞

41。地域メッシュ統計地図　　’年国勢調査結果　東京　総務庁統計局編刊　30cm「

漁榔㎝蜘軸膨面 ﾈ1？騨唱一三
42．地域メッシュ統計地図　年～　年、国勢調査結果の蝉減　東京総三三統計局

　編，刊30cm付（地回ユ枚袋入）
　Statistical　maps　on　gfid　square　basis　（chang6　of　the　poptilation　census　results，　19一一

　一19一）．　・　〈DT221－260＞’
43．地域メッシュ銃白地図　昭和60年国勢調査昭和61年事業所統計調査のリンク結

、畳間人轡統計犀刷1910’8　47P　30cm、付（図1枚）：幽ッシユ統計地図

Sgatistigal　maps　pn　grid　square’basis．，，　，　，　．〈i（DT34LE．4＞

4㌔灘離郷昭和6・…鱒計局〔編〕・刊珊年刊

く山脚前のもの姻三三〉・（図書両三記号：E照12）＜Z11“700＞

犠繋、∴∵∵騨∵隅磁欝1

f表示翻り軽のは・、聯い〉回書請求置DT3レ7）孤78r＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　一24r



47．日本統計年鑑　36回（昭和61年）～　総務庁統計局編　日本統計協会〔ほか〕　［19一一］

　　一　年刊　『日本帝国統計年鑑』の改題　共同出版者：毎日新聞社

　Japan　statistical　yearbook．

　　〈表示三号より前のものは・図書扱い〉　（図書請零記号：DT31－34）　　〈Z41－371＞

・48・日本の住宅住宅軟綱査の解説昭不承5暁昭和63年錦繍庁三四編
　　刊1986．3，L　1991．3　2冊

　　Housing　of　Japan　：　summary　of　the　results　of　19一一　housing　survey　of　Japan．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜EF52二90＞＜昭和63年：EF52－E272＞・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

、49．日本の人口移動　昭和29年～58年　東京総務庁統計局編，刊　1984．12－250p　26

　　cm　住民基本台帳人口移動報告総合報告書

　　Internal　migration　in　Japan　1954T1983．　，　’　〈DT221－248’〉　，

50．日本標準産業分類　分類項目名及び説明　1984年1月改訂版　東京

　会連合会　1986．ユ1207p　21cm　監修：総務庁統計局統計基準部

　Stand，ard　industrial　classification　for　Japan．

全国統計協

〈D8－39＞

、51．日本標準商品分類　総務庁統計局統計基準部編平成2年－6月改訂東京総務庁
　　　　　　　ノ　　1990。10715p　30cm　昭和25年3月設定

　Standard　cQmmodity　classification　for　Japan．・　　　　　　　　　　　　＜D8－E13＞

52：b労働力調査特別調査報告　昭和60年2月L　総務庁統計局編，・刊　1962一年刊

　Report　on　the　special　survey　of　the　labour　force　survey．’

　〈表示巻号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求番号：EL19－70）　　＜Z41－699＞

53．労働力調査年報．日三和60年～　総務庁統計局編・刊　1977一年刊

　・Anpual　report　on　the　labour　force　survey．

　〈表示巻号より前のものは1図書扱い〉　（図書請求記号：EL19－11）・　〈Z41－823＞

　　　　　　　　　　　　　　　　北海道開発庁

54．概要　1986～　北海道開発庁北海道開発局開発土木研究所〔編〕，刊　〔19一一〕一年刊

　編者および出版者：1987まで　北海道開発局土木諒験所
　Outline　of　Civil　Engineering　Research　lnstitute．

　〈表示巻号よワ前のものは，．図書扱い〉　（図書請求記号：Y111－82A6996）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Z43－1574＞

55．日加ワークシヨヅプ「低温下におけるコンクリートの挙動」会議記録集　〔札

　幌〕北海道開発局開発土木研究所　〔1989〕183p　26cm会期：昭和63年9月5日

　・～9月9日

　Work＄hop　on　low　temperature　effects　ort　concrete．　〈NA56－E37＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　一25一



　　　　　　　　　　　　　　　　防衛施設庁

56．駐留軍従業員給与等実態調査結果報告書　昭和60年～　防衛三三庁労務部〔編〕，

　干IJ　〔19一一］一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　The　rePort　on　actual　status　of．wage　for　USFJ　employees．

　〈表示三号より前のものは，『図書扱い〉　（図書請求記号：EL19－15）　・　＜Z41一与4S＞

　　　　　　　　　　　　　　　　経済企画庁

57．国土綜合開発計画基礎資料昭和25年　〔東京〕．経済安定本部三三調査会事務局

　1950．910，12p　図版34枚『26cm

　Explanatory　notes　on　basic　data　on，multipurpose　land’development　program．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈AZ－452－E24＞

58　’D主要経済動向指標（速報）　昭和62年5月～弓経済企画庁景気統計調査課監修　経

　済企画協会　1987一月刊　『主要経済動向指標』の改題　折りたたみ（37×97cm）

Main　economic　indicators　（．quick　repott）．　1，，　．　f．　Z3r1459＞

59．日本経済指標　噌和26年ion’～1973年3月，256号（1973年4・5月）ん421号（1987

　年「3月），昭和62年度1号〔通号〕no．422（〔1987．6～〕）～　経済企画庁調査局編　経済

　企画庁　［19一一］一季刊　編者および出版者：変更あり　刊行頻度：421号まで　月刊’

　Japanese、economic　indicators　quarterly’（421号まで　Japan6se　economic．indica・

tors）．，’

D　，　，　，，　一@，，　，’@〈
?y3，一828＞

　　　　　　　　　　　　　　　　科学技術庁

60・．アジアモンスーン機構に関する研究球果報告書　平成元年度　〔東京〕科学技術’

　庁研究開発局1990，9110P　30・m海洋開発及地球科学旧記査研究促進費地球

　科学技術特定調査研究、

　Japanese　experiment　oh’Asian　m6nso．on．　一　’　〈ME125－E2＞

－61．科学技術要覧　昭和60年版～　科学技術庁計画局〔編〕，刊　［19一一］一年刊』

　Indicators　of　science　’and　technology．　i

　〈表示巻号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：M2二38＞．　　＜Z43－422＞

621群籍要覧昭和62年版～’科学技術庁科学技術政糠一大蔵省印刷局：［197

　．Indicators　of　science　and　technology．

〈表示r前の畔図書撫〉（図書遜記号：聯｝7≧＜Z43“2194＞

63・ ?諟奄ｭ回忌鼎三三三冠三三四一！サ》

　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　26　一



’　Rebort　of　the　Working　Group　on　Technology，　Growtb　and・Employment．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．　〈M41－66＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土庁

64．わが国の災害対策　東京　国土庁防災局防災調整課．〔1989〕『、23p　30cm

　Disaster　countermesqres　in　Japan．，　・　〈AZ－553－El＞

65．わが国の震災対策　東京　国土庁防災局震災対策課　〔1990〕23p　30cm

・EarthquaDke　disastgr　countermeasures　in　Japan．　，・　．　．　，〈AZ－553－E2＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務省

66．アメリ「 ﾍ合衆国連邦証拠規則　中村恵〔訳〕東京　法務大臣官房司法法制調査部司

　法法制課　1975．1048，37p　21cm　（法務資料　第425号）非売品

．騨sa脚慨d三三㎡融融翻訳（華文併記）　＜CU“782’3＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　外務省

　（条約集は和英対照のものが多く，英文併記の注もバラつきがあるので省いた。）

67．環境問題反論書簡集　〔東京〕〔外務省〕大臣官房海外広報課1991．791p　30

・m英講名なしr　　，．，　　．　＜EG28㌃E111＞・

68．政府旧び政府関係機三等の海外急調資料｝」，　kト　年版　東京　海外三三協会　26

　　cm　監修：外務省海外広報課
　List　of　foreign　language　publicati6ns　by　Ja’pan6se　’government　and　related　organiza－

　　tions．　・　〈UPII－47＞
69・．園田外務大臣のアフリカ訪問　〔東京〕外務省中近東アフリ．当局　〔1979〕68p

　　21・m昭和54年7月20日一30日’英語書名なし　　■　　「＜A99－Z－E36≧

70．日本の基準・認証制度　日本市場の開放措置　基準・認証制度の改善に関す為関係

　　省庁連絡会議編　東奈　大蔵省印刷局　1984．9442p　30cm

Stg．ndards　and　certi №モ≠狽奄盾氏@sys？ems　ip　Japgn．　，，．　’，　，．　〈tAZ－411－50＞

　　　　　　　　　　　　　’　、　大蔵省．

71．外国貿易概況，34～152号（昭30．4～40．3），昭和40年4月分～　日本関税協会　月

　　刊　 　　　　　　　　tt　　　　　　　　／

　The　summary　report　on　trade　’of　Japan．　・　〈Z3－681＞

72渓欄税転1991棘1日本関税協会4991・49・1041P・26cm賛●騨計

　　　　　　　　　　　　　　　　　m　27一



　：品目表

　Customs　tariff　schedules　of　Japan．　・　．．　’　’　〈CZ／一373－26＞

73．東京ラウン・F’関係’協定集　東京1日本関税協会　1980．3487p　26cm、英語書名な

し』’　’・x’・　・1

e、　▽沼r．．、ρ聯≧
74．日本貿易月表　144号’（1962　．　1）～　大蔵省関税局編　日本蘭税協会－月刊　r日本外．

　国貿易月表』の改題巻次を継承　各月「品別国別〔編〕」ζしそ刊行，三年12月OPみ「開別品

　別編」1もあD．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

畑9吝POIts酵’蝋∵』：．』…tt’．1、．〈1鋭807＞

’75．輸出統計品目表　年・〔大蔵省編〕三景、日本関税協会　26crti

Espo「t　stat’stical　’sc 撃?пhle”Japan’ピゼ．1一．〈CZ“373’27＞．

761輸入統計品目表　　年，〔大蔵省編〕．東京　日本関税協会　26cm、・附：統計符号表

　・Import　statistical　schedule－Jqpan．　．　．・’　’　・，　．　〈CZ－373－27＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部省

77．　Annual　report．pf　DePartment　of　Cultural　Fisheries　of　Kochi　University　No．，

　1（1964－1969）．～　高知大学農学部栽培漁業学科〔編〕，刊　1970一

燦標題：’高知大学融業学聯．！耀標題N¢1』離P＜Zll’3110＞．．

78．Kanazawa　University　’bulletin・1987・1988～’金沢大学〔編〕1刊・［19－1－　2

年1回刊 D日本酬ト ｩ　1、tt』「一「1∫r≦Z712517＞

79・宇宙エネルギーシンポジウム昭不自61年度7．四声科学研究所〔痢刊層［・982］L

穿刊　’　・　　　　tt　　　　　．t一・／t
　Abstracts　’of　’thq　ISA．S　Space　Energy　Symposium．　・．　．

僑巻号よワ鰍の姻書扱い∵図9請8言1号：NCll’T141）「＜Z13“2221＞

80・島根大学概要昭和6・年度一島根大学三三島根大学．［・97］」、年刊

　Shimane　University，　an　intrQduc．tion．

＜翻転の畔聯？1（図書三三Y6㌃串2A7111）S141’4233？’

81．． 坙{の教育1987文部省〔著〕東京ユネ．スゴ・アジア文化センター〔三編〕，刊

　1987．3　97，69p　26cm
　Outline　of　education　in　Japan，．1987． 　・・　．　’　〈FB14－E6＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁

82．飯田善国展　つながれた形の間に　〔津〕三重県立美術館〔ほか〕編馳刊．！g88　1

』冊（鮒なし）「24×26・T・｝共同干IJ行・三三三四ほか三思国三三あρ、会期・・

　　　　　　　　　　　　　　　　、’＿28二　　　、　　．



　　会場：1988年1月5日～1月31日三重県立美術館ほか付：年譜・文献

　　Yoshikuni　lida．　’　〈KB16－E113＞
83，．一ig行ずるイ〆一ジ1980年代の映像糊京都三三立近代美田編刊199・．

　　9　150p「306m　会期・会場：1990年9月23日～11月12日　京都国立近代美術館ほか

　　Im・99・i・t・an・iti・n・　　　　　”　 ＜KC726・E605＞

84．ヴァン・ド・’ 買Fルド展　図録東京国立近代美術館，三重県立美缶三編　〔東京〕

　　東京新聞　1990160p　31cm著者の肖像あり　会期・会場：1990年7月14日～8月19

晶h謹欝館ほか年譜蝉：P146’151．　《K＿82＞

85．エル・グレコ展　国並西洋美術館編　〔東京〕東京新聞　c1986217p　30cm会

　　期7会；場：1986年10月18日～12月14日　国享西洋美術館ほか　エル・グレコの生涯：p14

　　－15、参考文献：p214－217

v．　EI　Greco　exhibition．　．”　〈KC16－1953＞

86．大きな井上有7展東京生きている井上有一の会〔1989〕1冊（貢平なし）

　　24×25cm　著者の肖像あp、会期・会場：1988年2月28日～3月26日tt京都国立近代美

　　術館　付：年譜・文献

　　Y・“i・h’w・・k・　1955“85・t、　’t　．ttぐKC62卜E88＞、

87．加守田章二農　現代陶芸の美東京国立近代美術館編　〔東京ゴ日本経済新聞社

　　c198721gP・24cm　加守田章二の肖像あり　会期・会場：1987年9月29日～11月8日

　　東京国立近代美術館工芸館　年譜・参考文献：p204－219

　　Kamoda　Shoji．　”　　　　　　　　　　　　＜KB16－E59＞

88．国吉康雄展　ニューヨークの憂愁　京都国立近代美術館編　〔東京〕　日本テ’1／ビ放

　　送網c1989217P28・m著者硝像あり蜘’会場1989年・・月1日一12月24日’
　　東京都庭園美術館ほか　年譜・参考文献：p186－209

　　Yasuo　Kuniyoshi．　〈KC16－E805＞
89．・グラフ． Cックデザインの今日　〔東京〕東京国立近代美術館旧刊1990125p

　　31cm　会期：1990年9月26日～11月11日

　　Graphic　design　today．　・　’　．　’　〈KC521－E142＞

bO．現代イ判スの工芸〔京都〕京者tl国立近朕㈱旧刊・1988・3・・3・・m会

　　期・会場：1988年10月18日，～12月11日　京都国立近代美術館ほか

　　Contempgrary　British　cr4fts．　．　’　．〈KB16－E146＞

91．現代デザインの展望ポ父トモダンの地平から　〔京都〕京都国立近代美術館編，

　　刊　1985．lo　165p　30cm巡回展会期・会場：京都展1985年9月11日～10月20日

　　京都国立近代美術館　東京展　1985年12，月7日～1986年1月19日　東京国立近代美術館

　　　　　　　　　　　　　　　　　十29一・



　，Contemporary　・landscape．　・，　’　・．　〈KC521－272＞

92．ゴ「ギャン展　楽園を求めて　東京国立近代美術館編　〔東京〕東京新聞c1987

　　193p　27cm　会．n9　．　r会場：1987年3月6日～5月17日　東京国立近代美術館　1987年6

’　月12日　：一　6月28日　愛知県美術館　参考文献：p183－188　’

　Paul　Gauguin．　’　’　，　．　〈KC16－E132＞

93．国立西洋美術館三十年史　昭和34年度～63年度　国立西洋美術館編　東京．国立

　　西洋美術館　1989．6288p　27cm　・

　Thirty　years　of，　the　Natloqal　Museum　of　Western　Art　Tokyo．　〈K3－E39＞

94．今日のオ｝ストラリア美術　〔吹田〕国立国際美術館〔ほか〕編，刊、1988．588p

　25cln　共同刊行：原美術館ほか　会期・会場：1988年5月28日ん7月12日．国立国際美

　術館ほか　出品作家資料：p70L83

　Edge，to　edge：　Aust．r，　alian　cbntemporary　art　to　Japan．　〈K16－E92＞

95．色彩とモノークローム　現代美術への視点　〔東京〕東京国立近代美術館編，刊　〔東

　．京〕東京国掌近代美術館　c1989　109p　28cm　付（1枚）会期・会場：1989年9月30

　　日～11月26日　東京国立近代美術館ほか

Cglor　anq／or　nionochromg．　’・　，　〈1〈16－E199＞

96．写真の過去と三布　〔東京〕東京国立近代美術館編，刊』『i990192p　30cm会期・

　会場：1990年9月26日目11月11日　東京国立近代美術館ほか
The　past’ Da．　pd　the　present　of．　phbtogyaphy．　．　．　’　，　一．　〈KC726－E694　〉

・97．正倉院展　40回（昭和63年）～　奈良国立博物館〔編〕，刊　［19一一］一年刊

　Exhibition　of　Sh6s6－in　treasures．’

　〈表示巻網より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号・：：K16－102）・　＜Z42－434＞、

98・T竈鎌譜1譜1月鷲綿立近代美欄刊1988　17？P　24cm

－Design　in　transition．　，　’@〈KC521－E50＞
99．スウェーデンのテキスタイル・アート　京都国立近代美術館〔ほか〕編，1刊c1987

　　1冊（頁弱なし）26cm共同刊行：群馬東立近代美術館，世田谷美術館会期・会場二

　　1987年6月30日’r8月9日　、京都国立近代美術館ほか

　　Swedish　textile　art．　，　．　， 　／，．　・，　〈KB16－758））S

lbo．西洋の美術　その空間表現の流れ　欧州評議会特別展　国立西洋美術館編　〔東

・　京〕読売薪聞社．1987・301p　28cm　共同刊行：日本テレビ放送網　会期：1987年3

　　月28日～6月」4日

　　Sp．ace　in　EurQpean　art．”　；　・　．　’i　’．〈K16－E43＞．

；　3Q．一H一：



101．’ ^ーナー展　国立西洋美術館編　〔東京〕　日本経済新聞社　c1986　297b　26cm　会1

　　期・会場：1986年8月16日～10月ち日　国立西洋美術館　1986年10月14日～11月16日

　　京都市美術館　年譜：p40－42文敵目録：p293－297

　．Turner　exhibition．　．　・　’　〈KC16－1956＞

102．高橋秀展　エロス・極限の赤と黒　図録　〔京都〕京都国立近代美術館〔ほか〕編，

　　刊199096P　25×25cm著者の肖像あり　会期：1990年5月22　H　’一　6’月24日　年

　．譜：p78－83参考文献：p88－91

　　Exhibition　“Shu　Takahashi”　chtalogue．　，’　〈KC16－E992＞　．

103．手塚治虫展　東京国立近代美術館編　〔東京〕美術出版デザインセンター（製作）

　　c1990348P　356fn著考の肖像あり　会期・会場：1990年7月20日～9月2日　東京
　　「国立近代美術館ほか　年譜・作品データ，主要参考文献：p306－342

　　0samu　Teluka　exhibition．　’　，．　．　〈Y’P14－1378＞

104．東京国際版画ビエンナーレ展　第9回　〔東京〕・東京国立近代美術館編，『≠iJ

　　〔1974〕　1冊（頁付なし）24cm会朝・会場：1974年11月16日～1975年1月12日　東京

　　国立近代美術館ほか　主催：国際交流基金ほか

　　The　9th　lnternational　Biennial　Exhibition　of　Prints　in．Tokyo．　〈KC16－898＞

・05．東京国立近代美術館年報昭和59年一門国立近代美術館〔翻，刊ig6S一年刊

　　『甲立近代美術館年報』の改題　　　，『　　　　　　　　　　tt　　　　／ttt　　　’

　　Annual　repott　／　the　National　Museum　of　Modern　Art，　Tokyo．　．

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号＝K3－2）’　　　＜Z42－272＞『

106．東京国立博物館図版目録・中国陶磁篇幽 P；2　東京国立博物館編　東京　東京美

　　術1988．4，1990．52冊27cm　　　　　　　　　『　，
　　Illustrated　catalogue　of　Tokyo　National　Museum．　〈KB16－E97＞

107．陶芸石黒宗麿作品集　東京国立近代美術館編　東京毎日新聞社1982．3221p．

　　35cm　年譜＝P212－215参考資料：P221　1　・　　一一

，，　Ceramic　art：the　masterpieces　of　lshiguro　Munemaro．　〈YP13－405＞

108．難波田竜起展　’今日の作家　東京国立近代美術館旧刊　1987133p　28gm　難波

　　田竜起の肖像あり　会期：1987年11月17日～12月20日　略年譜・主要文献目録：P99－114

　　Tatuoki　Nambata．一　’　：　’．．．　〈KC16－E135＞

io9．日本美術名品展　ニューヨーク・バークコrレクジョン　東岡国立博物館編　〔名古

　　屋〕・中日新聞社　1985印刷『1冊（回付なし）30cm会期・、会場：1985年5月21日．

　　～6月30日　東京国立博物館ほか

A舘㎞ﾋ聯e碑鱒hl吻蹴㎞ワ恥1㎏噸臨E153＞
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11Q．文展ξ）名作「1907－1918⊥東京国立近代美術館編，刊　1990102P　28cm会期：

　　1990年5月18日～7月8日

Mas“e’p’eresゆthe　Bunt酵n　exh’b’tion’190771918”．「：一＜li116‘E316＞

111．「北欧クラフトの今日　西武美術館，京都国立近代美術館編・〔東京〕『西武美術館

　　1987　129p　29cm　会期・会場＝1987年10月23日～11月．10日　有楽町アート・フォーラ

　　ム，1987年11月25日一・12月20日・京都国立近代美術館

　　Scandinavian　craft　today．　・，　’　’　〈KB16－E37＞

112・?ﾕ平繍鑑錦2詣雑嚢欝調198？122P．24cm

　　Modern　woodcraft．　，　．　一　〈KB16－E58＞

113．・レンブラント・巨匠とその周辺　カタログ編集委員会編〔東京〕ア｝ト・一ライフ
　　61686174P　27cm監修：千足伸行会期・会場’：1986年10月31日～12月23．日　そこ

　　S，美術館ほか　年譜t■参考文献：・p170－174’

　　Rembrqndt　’and　the　Bible．　・　，　・　，　’　．　〈KC16－1959＞

114．若林三三　今日の作家　〔東京〕東京国立近代美術館編，刊　c1987．82p　27cm
　　会期1会場’：　1987年10月6日～11月8日　東京国立近代美術館，1987年12月15日’～斗98S年

　　1月24日　京都国立近代美術館　略年譜：P58－59若林奮文献目録：P64－69

　　1samu　Wakabayashi．　，　’　一　．〈KB16－E36＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．厚生省

115．看護関係統計資料集L昭和61年7　厚生省健康政策三三賦課監修・日本看護協会出、

　　版会　1979一　年刊　’　　　　　　tt　．一

　　Statistical　data　on　nursing　service　in　Japan．’

　　〈表示巻藁より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：EG234－187）　＜Z41－4261＞

116．患者調査による退院患者数　昭和5i年～55年　名古屋’厚生省特定疾患難病の疫

　　．学調査研究班　1984．12　108P　26qm　班長：青木国雄

　　Numbers　of　dischatged　patients　with　intractable　diseases　（one－month）　in　national

　　p．aVient　survey　in　Japan，　1976－1980．　．　．　／　〈EG213－457＞

117．人口動態統計　昭和59年目　厚生省大臣官房統計情報三編刊　1899一年刊　編
　　者：昭和18年まで内閣統計局

　　Vital　statisti6s　Japan．

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：DT221－64）　　＜Z41－538＞

118．世界の食品添加物の表示・FAO／WHO・EC　〔東京〕厚生省環境衛生局食品化学

　　課1984．2102p　26cm’（厚生省食品化学レポートシリt一ズ・no．36）一．．莱語書名な

　　し　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　、　　＜EG261－E16＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一32一



手19．世界め食品添加物の表示　米国　〔東京〕厚生省環境衛生局食品化学課1984．2

94P@2剛厚生榔化学レポートシリーズ岬繍なし＜EG26、．E、6＞

120．伝i染病統計　昭和60年～、厚生省大臣宮房統計情報三編　1983一年刊　『伝染病統

　　計・食中毒統計』から分離
　　Statistics　of　cornmunicable　diseaSes，　Japan．

〈表示翻揃のもの1綱翻い〉（図書四号：EG244－68 p・rZ41J4291＞

121．難病死亡統計　性・年齢階級三都道府県分布　昭和44年一一；　53年　名古屋厚生省、

　　特定疾患難病．の疫学調査研究班　1984．12229p　19×26cm　班長：青木国雄

　　Mortality　statistics　of．　intractable　diseases　：　prefeotural　distribution　by　sex　and　age

　　9・・up，・1969二1978・　　．、　　．’　．　』＜EG213L458＞

122．母子衛生の主なる統計　1986～　厚生省児童家庭局母子衛生課監修母子衛生研究
　　会．［19一一］一　年刊

　　Statistics　relating　to　matefnal　and　child　health　in　Japan．　’

　　〈表示巻号よ’り前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：EG251－8）．　＜Z41’一4797＞

123L目でみる児童福祉　1990　日本児童問題調査会1990．3133p　26cm監修：厚生

　　省児童家庭局

Graphs　and　charts　on　Japan’s　child　welfare　services． 〈EG57－251＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産省

124．家畜衛生統計　昭和60年～　農林水産省畜産三編　農林弘済会

　　Statistics　on　animal　hygiene．

　　〈表示三号より前のものは1図書扱v｝〉　（図書請求記号：RB561－8）

125．食肉関係資料　昭和61年2月1日版～　農林水産省畜産局食肉鶏卵課編
　　協議会　［19一一］一　年刊

　　The　meat　statistics　in　Japan．

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：DT421－51）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
126．総合農協統計表　昭和59事業年度～　農林水産三三三局農業協同組合三編

　　計協会　［19一一］一　年刊

　　Statlstics　on　agricultual　cooPeratives．

　　〈表示三号よ殉のものは，』図書撫〉（図書請求言三号・’DT421－158）

127・テクニカノヒニユース　1号（昭44．8）～

　　場

　　Technical　news．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一33一

1923一．年三IJ

　　　〈Z43－471＞

　　　　、日本食肉

〈Z41－630＞

　　農林統

〈Z41－843＞

〔農林水産省農業技術研究所〕、放射線育種

　　　　　　　　　　　　’〈Z18－1450＞



128濃州水酪統計表61次（昭和59・60年）＝麟水産省繍三三講辮β編騨
　　統計協会　1979一　年刊　『農林省統計表』の改題

　　Statistical　yearbook　of　Ministry　of　Agriculture，．　Forestry・and　Fisheries．

　　〈表示巻号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：DT421－63）　　〈Z41－275＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　林野庁

・129．Asun：｝mary　6f　hand－arm　vibration　syndrome　jμdg6ments　〔東京〕・〔林野庁管

　　、理部厚生訥1991．428，13P20・m
　　〔日本語書名：手腕振動障害裁判の概要〕　　　　　　　　　　　　　〈AZ－532－E15＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　水産庁

130．沖縄舟状海盆及び周辺海域の魚類　大陸棚斜面未利用資源精密調査　1，2東京

　　日本水産資源保護協会　1984．3，1985．3．2冊　27cm　水産庁の委託に‡る　非売品

　　Fishes　of　the　Okinawa　Trough　ahd’the　adj　acent　waters．’　，　．　〈RB821－99＞

131．九州一パラオ海嶺ならびに土佐湾の魚類　大陸棚斜面未利用資源精密調査　東

　　京　日本水産資源保護協会　1982．3435p　27cm　水産庁の委託による　編集：岡村

　　収ほか　非売品
．　’Fishes　of　the　Kyushu一 Ha1au　ridge　and　Tosa　bay．’　一，　lr〈RB821－81＞

132．漁船統計表　38号（昭和60年12月31日現在〉～　水産庁〔編〕水産庁　1949－

　　Statistic　tables　of　fisbing　vesse1s．　’

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号lNC64－35）　　＜Z43－458＞

’　133．東北海域・北海道オホーツク海域の魚類　大陸棚斜面未利用資源精密調査tt東京

　　日本水産資源保護協会1983．3371P．27cm，昭和57年度水産庁の委託事業による

　　非売品　参考文献：p350－361

、・F蜘m蜥t旧臣洗湯三三0回忌儲聡

134．日本陸棚周辺の貝一大陸棚斜面未利用資源精密調査’二枚貝三三凍京『日

　　本水産資源保護協会　1989．3190p　27cm　甲和63年度水産庁委託事業：による　非売

　　品　参考文献：p181－182

聯岡m　三冠照照㌣．．〈8A52畔〉・
．135．月本陸棚周辺の貝類　大陸棚斜面未利用資源精密調査　腹足押篇　東京．日本水

　　嚢難難塗、91988’3’　203P　27cm昭和62野晒船脚剃る⇒脚

　　G・・t・g加d・fr・m・・nモi・・nt・1・h・1f・and・．・1・pe　a・・und　Jap・n・「＜只岬5τE4＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　二34＿　一



136．日本陸棚厨辺の棘皮動物　大陸棚斜面未利用資源精密調査・上・東京　日本水産

　　資源保護協会　1990．3159p　27cm　平成元年度水産庁の委託事業による　非売品
　　Echinoderms　from　continental　shelf　and　slope　around　Japan．　’　〈RA543－El＞

137．日本陸棚周辺の十脚甲殻類　大陸棚斜面未利用資源精密調査　東京　日本動産資

　　源保護協会　1986．3．336p　27cm　昭和60年度水産庁委託事業による・執筆：馬場敬

　』次ほか　非売品　参考文献：p317－325

　　Decapod　crustaceans　from　continental　shelf　and　slope　around　Japan．　〈RB831－34＞

138．日本陸棚周辺の頭足類　大陸棚斜面未利用資源精密調査　東京　日本水産資源保

　　護協会　斗987．3194p　27cm　昭和61年度水産庁の委託事業による・非売品

　　Cephalopods　from　continental　shelf　and　slope，　around　Japan．　〈RA525－El＞

　　　　　　　　　　　　　　　　通商産業省

139．通商産業省工業技術院中国工業技術試験所1984～　中国工業技術試験所〔細

　　中国工業技術試験所　1984一、隔年刊　『要覧』（中国工業技術試験三編）の改題

　　Government　lndustrial　Research　lnstitute，　Chugoku．　〈Z43－2250＞

　　　　1　　，　餌エネルギー庁

140．コvル・フロンティア懇談会報告書世界的視野に立ったコール・フロンティア
　　の新展開　〔東京〕　コール・フロンティア懇談会　1989．527，1gP　30cm

　　Report　of　the　coal　frontier　discussion　group．　’　〈DL81－E2＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省　一

141．IMO海洋環境保護委員会報告書　第20回、運輸省海上技術安全局安全基準管理官一

　　編　東京　日本造船i振興財団造船資料センター　1987．3223P　26cm
　　R・p・・t・fth・M・・i・・Envi・・nm・ht　P・・tecti・nρ・Pamittee　・・it・聯ti・th　sessi・n・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈A561－38＞　’

142・IMO防火関係決議集　運輸省船舶局検査測度課〔訳〕綿　東京　日本造船振興財団情

　　報管理部　1984．2271p　26cm　　英語圏名なし　　　　　　　　　　〈A471－E11＞

143．IMCO冷水中における生存のためのガイドライン　運輸省船舶局検査測度課〔訳〕

　　編　〔東京〕　日本造船振興財団　1981．356P　26cm　英語書名なし　．＜DK181－E4＞

144・IMCOタンカ，一規制関係決議集　2東京　運輸省船舶局棟査測度課〔訳編〕，刊

　　1981・3235P　26cm・（IMCO文庫　第2号）　英語書名なし　　　’　＜A471－39＞：

145．IMDGコード　国際危険物海上運送規約　運輸省船舶局検i査測度課〔訳〕編　東京

　　日本造船振興財団情報管理部’1984．3，4冊・26cm露語書名なし　・　＜A471－E8＞
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　　　　　　　t

146．IMDOコード　国際危険物海上運送規約　運輸省海上技術安全局検査測度課編
　　〔訳〕　東京　日本造船振興財団情報管理部　1984．7　659p、26cm　　英語書名なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈A47．1－38＞

147．アルミ製：貨物コンテナ修理マニュアルISO／TC104関係技術資料　〔東京〕運

　　輸欄聯課1982・3　117？　．30cm－三舞名なし　『〈NB141rE5＞

’148．ISO一造船関係資料　運輸省海E技術安全局技術課編　東京　日本造船振興財団造船

　　資料セrター1917・li　i3Qp　i39clin耀名なし　・．’〈M36「E13＞

149．ISO／TCき蘭係国際規格運輸省船舶局技術課編・．91東京〕　白帯造船振興財団

　　1981．12’1冊　30cm　　英語書名なし　　　　　『　　　　　　　　＜M361－E16＞

150、’ hSO／TC104関係技術資料（仮訳）運輸省海上技術安全門門術三編　東京　日本造船

　　振興財団造船資料センター　1984．1230P　26cm　　英語書名なし　　＜M36ユrE17＞

151．オーストラリア連邦議i会下院海洋構造物法案　1987運輸省海上技術安全局技術

152．イナ紹トガス装置ガイドライン（旧訳）　政府間海事協議機関〔著〕運輸省船舶局検

　　i査測度課編　〔東京〕　日本造船振興財団　1980．12　133p　26cm

　　Guideli4es　for　ineft　gas　systems．　’　．　．　〈NC64E3＞・

153　．．海上輸送の現況　昭和59年度～・運輸省国際運輸・観光局外三三〔編〕，刊　［19一一］一

　　年刊　・別標題二外航輸送実績年報
　　Annual　statistical　report　of　Japanese　ocean－going　transport．

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　、（図書請求記号：DT692－105）　〈Z41－255＞

154．既存液化ガスばら満船規則　第1回～錆4回改正　運輸省海上技術安全：局安全基

盤罫〕編東∵騨騨造船三一一撃鷲．
’　155・_鎌嚇幣霜三三の二幅・醐欄岡東京）　H・J49

　　同国ty㎜m働t㎞ont斡二四yn些㎞㎜㎞t帆A47LE5＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．lt　一

156・コンテナ装備の検査手引書　IS6／TclO4関係技術資料　〔東京〕　学界造船振興財

　　団　ユ982．3’i29p　30cM　　英語書名なし　　　　　　　　、　　　＜：NBI41－E6＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一36一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛



157．GMDSS解説文書　運輸省海上技術安全局安全基準管理三編　東京　日本造船振興

　　財団造船資料センター　1988．1212P　26crh　・英語書名なし　　　．＜A471－E14＞

158．船用電気設備IEC・m・ndm・nt運輸省海上技術安全局技術課〔三三東京日

　　本造船振興財団造船資料センター　1984。1217P　30cm　　英語書名なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈M361－E23＞

159’D船町気設備騰および可視信号IECg2－1983三三海上技術安全三三三

跡東京、日本造船団団三三センターlg84’12・、三碧36、馨

・6・．船鷹気設備糊槻定一移動式海洋石油掘削装置IEC92・505一・98・三省，

，．奮離灘灘東京嘩岬財N造船鰍急6潔

161．船用電気設備　特別三一電気推進護備　IEC92－501－1981　運輸省海上技術安全局

　　技術課〔訳〕編　東京　日本造船振興財団造船資料センター　1984．1231p　30cm

　　英語書名ヶし　　　　　　　　　・　　　　　　　　　1　　　　　’＜M3617E24＞

162．船用電気設備システム設計一一般（旧訳）IEC92－201－1980運輸省海上技術安全
　　局（訳〕縞　東京　日本造船振興財団情報管理部　1984．8　59p　30cm　　英語書名なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈M361Ell＞

163．船用電気設備装備基準及び完成試験（仮訳）IEC92－401－1980運輸省海上技術

　　安全局〔訳〕編東京弓造撒興財団騨三二β．1984・847P3・・m嬬翻
・なし

@tt・　v　　、、、＜M361’Elr＞
164．’船用電気設備定義及び一般要求事項（旧訳）IEC92－101－1980運輸省海上技術

　　安全局〔訳〕綿　東京　日本造船｛興財団回報管理部・1984．8・33p　30cm　　英語書名

　　なし　　　　　　　　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜M361－E14＞

165・船用電気設備低電圧軍力系統用ケープtLレの選択及び布設（旧訳）IEC92－352－

　　1979　運輸省海上技術安全局〔訳〕編　東京　日本造踏振興財団情報管理部　1984．845

　　p　30cm　　英語書名なし　　　　　　　　　　　　　　　　．　　＜M361－Ei3＞

166．船用電気設備特別項目一制御及び計装・追加内容特殊の制卸及び計装装置飯訳）

　　IEC92－504A－1977　運輸省海上技術安全局〔訳〕編　東京　日本造船振興財団情報管理

　　部　1984．8『27P・30cm　　英語書名なし　　　　・　　　　　　　　＜M361－E12＞

・67歯琳ディ一三・磯回の概念設計等に関す鋼三三同上三下全局三三

　　業課編　東京　日本造船振興財団造船資料センター　1986．676p　26cm

　　Study　on　conc，eptual・　design　of　eldiabatic　diesel　engine．　一　〈NC57－El＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　一37一



　　　　168．登録ホテル・旅館宿泊統計年報　昭和58・59年～　運輸省国際運輸・観光局観光部

　　　　　　編，刊　1985一．年刊’『外客統計年報』の改題　改題前回「外客統計年報」は図書扱い

　　　　　　　（図書請求記号：DT692－47）

　　　　　　Statistical　annual　report　on　use　of　accommodation．’一　，，　〈Z41－5409＞

　　　　169．70年代の東京とニューヨーク　和本良車〔著〕1東京運輸経済研究センター

　　　　S・　1973．1，　68p　26Cm　’
　　　　　　Tokyo　anq　New　York　ln　1970s．　’1　“一’，，　”　．．　，’　〈DK23－103＞

、　．17・・ソルウー野鴨法第・2編（救命設備）運難船鰯検二半鍮東京
　　　　　　畔饗振興財団測温邸1981・3・　2冊26rm嬬書名なし．＜CN8“471“1＞

　　　　171．無線設備関係同等物サーキュラL集　運輸省海上技術安全局安全基準管埋三編　東

　　　　　　　京　日本造船振興財団造船資料センター　1987．3125p　26cm　　英語書名なし・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈A471，一E3＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁

　　　　　　蕪熱望甥轡郷幽幽祀るも叩
　　　　172．海洋汚染鐙報告12号（昭和59三三果）一三保安庁水路部〔編〕，刊・974

　　　　　　　一年初

　　　　　　一　Repbrt　of　marine　pollution　surveys．　’

・　嚇巻脚前の桝図書撫〉噛（図芦脚号・NA189－23）・＜謝082＞

　　　　三斜三品騨繍シ櫛〕鯨海上論議
　　　　　　S・・i・1・t・ti・n　d・ta　cat・1・gue・tt　　　　　l．〈M耳311－E？1＞

　　／・74・蝿糊三論醒醜綿・号（昭和63年1月）一海主保安庁永路纈海
　　　　　　　上保安庁　1988一年刊・

　　　　　　Data　report　of　hydrographic　observations．　Series’　of　satellite　geodesy．　〈Z15－564＞

　　　　　175．水路部観測報告　海洋編　22号（昭和60年3月）～　海上保安庁水路部編　海上保

　　　　　　1安庁　1965一　年刊・

　　　　　　Data　report　of　hy，　qrographl’c　observations．　Series　of　bceanography．

　　　　　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：ME311－55）　　＜Z43－348＞

　　　　’176．水路部観測報告全国磁気測量編・幽5号（昭和63年3月）～　海上保安庁水路部編

　　　　　　　海上保安庁　〔19一一］一年刊　地図（認×32cm）

　　　　　　Data　report　of　hydrographic　observations．　Series　ol　magnetic　surKxey．・　一　．　．

　　　　　　〈表示拳骨より前のもの1回書扱い〉（図書請求言陽ME8鋭5）、〈Z43’2473＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　38　一一



’77・蝟裲J野幌、20号（昭禾060年3月）7．海上聯水路部編概保

　　D。e。，ep。，t。f　hyd，。9，aphi。6b，e，V。ti。n，．　S。，i。、。f・tid，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
〈騨号より騨の1臨書撫〉（図書芦審言己ラ：ME32卜11）＜Z43“349＞

178細細幽幽記号（隔年3・月）～海上脚醐締上保
　　Data　report　of　hydgographic　observations．　Series　of七idal　stream．’　　〈Z15ご567＞、

179．・水蹄翻報告天文測地編・9号（昭和6・ft　3月）一．海上保安庁水路編悔

　　上保安庁　1966一：年刊

　　D・t・・ep・・t・f海yd・・9・aphi・・b・e・v・ti・n・・S・・i…fa・t・6・・my　and　g・・d・・y．

　　〈表示四号より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：ME51－5）　．　＜Z43－1826＞；

180．水路部勧測報告　西太平洋海域共同調査編　2号（昭和61年）～　海上保安庁水路

　　部編　海上保安庁　1986一年刊　　別標題：海洋観測成果
　　D・…ep・・t⑩ζ・・9・aphi・・b・rrv・・i・n…R・・ul…f・cean・9・aphi・・b・e・V・・i・n・f・・

　　WESTPAC．　　　　　　　　一
≦表示門門よ吻もの1耀撫〉（図書請求記ラ：MEr1「136）＜Z43“2406＞　・

181．水路蔀観測報告　入門水路観測所地磁気観測年報　1号（昭和58年）～　海上保

　　安庁水路部編、海上保安庁　1985一年刊

　　Data　report　of　hYdrograPhic　observations．　Geomagnetic　observations　at　the　Hatizyo

　　HydrOgraphic　Observatory．　　　．　　　　　　　　　　　　’　　　　　＜Z15－553＞

182・中日黒潮合作調査研究海洋水文正野・vol・2（1987）・Yol・4（1989）　〔東京〕　日本

　　海洋資料中心　1989．3，ユ991．3・2冊　26×37cm　　書名・出版者は簡化文字　本文は、

纂翻翫YgL1・3の書名：日欄共同調査髄三図共同刊行：中關

　　Ocean・9・aphi・at1・・f・・JRK．　　　　　　、　　＜yQ19．372＞

183．潮汐表第2巻半平洋及びインド洋．昭和62年～海上保安庁水路部編・海上

　　保安庁　・［19一一］一　年刊

　』Tide、　tables．　Vo1．2：Pacific　and　Indian　Oceans，

〈表季巻号より脇のは図書扱い〉（図諦求記号・ME32S－3）・＜Z43－863＞

184．天測暦　昭和61年～　海上保安庁水路部編　海上保安庁　［ig一一］一年刊

　　Nautical　almanac．

〈表示巻r前あ桝図書励（図書二三記号i　MlgS’4）2＜Z43‘354＞

185．日中黒潮共同調査1研究海洋環境図　voL　1（1986），　voL　3（1988）　〔東京〕　日本海

　　洋データマ≧タ「（海上保安庁水路部）1988．3，1990．3　2冊　26〆37cm　　共同刊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39一



行：中国国家海洋データセンター
，OceanQg’ 窒≠垂?奄メD　at1qs　for’ @JRK．　． 〈YQ19L372＞一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　気象庁、

　　　　　　　　一一、　』　　　（ここセもデTタ資料が多い）

186．気面諭用鉄塔観測資料3号（1984一・986）一気象研究所編キIJ・982－

　　Report　of　observatiop．　．at　the　rneteorol．ogical　．observation　tgwer．　・

　　〈表示三号よ‘哺のものは，「三二い〉（嗣書請求言己号・ME2131－32＞＜Z43”1102＞

・87�｣職轟講1肺1年4脚）～謝〔編〕’刊1986一旬刊

　’The　tenLday　marine　report．　．・　’．．　・　〈Z15－478＞

・88．簿庁幽晦ブ和ポット騨唖資料9号（・984・・985）一気三編・刊1977

　　L年刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　1　Data　ffom　ocean　data　buoy　stations．　・

　　〈表示空回よ．り前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号「：ME263－5）、　　〈Z43－429＞

189．気象庁月報　全国気象表　昭和31年5月分（昭31．8）～　気象庁　月刊　「中央気

　　象台月報」の改題、
　，Monthly　report　of．thg　Japan　Meteo’rologica1　4Lgg．ricyt．　．　．　〈115Tlll＞　，一

tgO．気象庁年報昭和60年7　気象庁旧刊　1959一年刊　『中央気象台年報』の改題‘

　　別標題：全国気象表
　　Annual　report　of　the　Japan　Meteorological　Agency．

　　〈表示三号より前のも、0）は，図書扱vtl）〉　（図書請求記号1：ME213「11）　＜Z43－1773＞・

191．北太平洋海洋気候表1「ig79年～・気象庁海洋気象部〔編〕気象庁・［19一］7’年刊

　　Marine　climatological　’t’ables　of　the　North　Pacifi6　Ocean．’

　　〈表示巻与より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：’ME263L2）　　〈Z43－423＞

・921膿翻酷S・r．．2’1巻1号（・973．・一3）一気象庁膿画所季刊’．

　　S。i、m。1。gi、al　b・11・ti・．・S・r．・2．　　　　　　　　　＜Z15－341＞、

・93．大気♂・ツクグラウンド汚染翻年報昭和6・年一三三！編〕・刊．［19・一｝年

　　干IJ　　　　　　　　　　　．　「　　　tt　　l

　　Annual　report　’（）f　backg士。叫d　air　Pollution　bbservation．

　　〈表示三号よづ前のものは；図書旧い〉　（図書請求記号：NA217－644）　＜Z43－1164＞

194．潮位表　昭和62年～　気象庁綿．刊　［1gL一］一年刊

　　Tide　tables．．　，

　　　，．　．．　．　．．．」’一’4Q－T



’一〈表示拳号より前卿は・、図書恥〉（図門門記号1　ME325－4）’＜Z4ひ与26＞

195．天気図’ ｺ和58年1．月～　気象庁・月．刊

　　Daily　weather　maps．　’　’　．　，　”　〈Z15＝437＞．

ig6、ドブソン分光光度計等によるオゾン観測デLタ特性検討調査報告書、東京　気「

　　象庁　1989．3188p　130cm　文献目録：p147L162、
　’　A　report　on　the　i’nvestigation　of　the　atmospheric　’020rie　data．　〈ME155－E9＞

197．日1本気候表　1961～1990年　その1，その．2　東京・気象庁旧刊　1991．3，82冊

　　30cm
’℃liM・ti・t・b1・・fJ・p・n二　　　t　t／　　．　　．＜ME213－E12＞

198　・．二百太平洋・全聴海面水温平年分布図　g1991〕〔東京〕気象庁海洋気象部　ig91．

　　3　51p　26×37cm’
　　Climatic　charts　of　sea．　surfa6e　temperatures　of　the　Western　North　Pacific　and　the

　　global．ocean．一・　．　’　・　／，　，　〈YQ19－385＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵政省

199．．．通信総合研究所季報　34巻〔通号〕171号（昭和63年6月〉～36巻181号（平成2年12

　　、月），37巻1号通巻182号（1991年2月）～　郵政省通信総合研究所清報管理部情報管理

　1課編　電知通信振興会　1988一季刊　『電波研究所季報』の改題

　　Review　’of　the　Communications　Research　Laboratory．　〈Z16－201＞

200．電離層観測衛星（ISS－b）によるイオン密度世界分布図　昭和53年10月「昭和54’

　　年8月　東京郵政省電波研究所旧刊・1982・390P　30cm・非売品
　　Atlas　of　proton，’・helium　ion　ahd　oxygen　’ion　densities　obtained　from　lonosphere

　　Sounding　Satelite－b　ih　situ　6bservations．　．　 　・　．〈ME83－13＞

20ｫ雛所肉細隅棚）～郵三省三三三瀬監
・1・・ti・・te　f・・’P・・t・and　T・lec・mm晦ti・n・P61i・y・蜘a1・ep・rt・　＜Zsr465＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働省

202．日本の労働事’1青Q＆A　中村正編著‘〔東京〕日本労務研究会．1988．7208P　30

　　αh　・発売：労働基準調査会

　　Labour　in　Japan．　一　’　．　．　〈EL34－E23＞

193・（即興灘ズ引際轟町回A少年聯輝2’190典・

・灘t脚畔i岬t血9噛　ewg興ゴゴ燗05餅R64h＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一　・



2Q4．労働関係法規隼

　　27cm
　　Labor　legislations．

労働省大臣官房渉外課編　東京　雇用「問題研究会　1950i2673p

205．’ J働統計年報．、37回（昭和59年）～　労働大臣官房政策調査部旧刊

　　Year　book　of　labour　statistics．

　　〈表示面号より前9）ものは，図書扱い〉　（図書請求記号’：EL19－124）

，〈CZ－512－23＞

［19－7］一．年刊

〈Z41－666＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　建同省

・2・6。繍調昭和6・年建設省国土三三刊［・9－L］　一一年刊（甲キ地理院技術

　　資料）　　　　　　／　　　　　　　　　　、

　　Tidal　record．

　　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉、（図書請求記号：ME325－10）　＜Z43－1937＞

207．耐風耐震構造専門部会合同部会　19回（1987）～、i建設省土木研究所企画部企画評

　　一（Wt〕　建設省土木研究所企画部　［19一一］一　年刊　　三年2分冊刊行・ルーズリーフ

　　th6　Joint　Meeting’of　u．　s．　一Ja’pan　Panel　on　wind　ahd　seismic　Effects．

　　〈表示七号より前のものは，〆図書扱い〉　（回書請求記号：NA93T76）　．＜Z43L1186）1

208四球磁気観測報告水沢・麟山N・・5（昭和60年度）一建設mn土地理院

　　〔編〕，　干lj　1982一　年干ij

　　’Geomagnetic　observ’ations　at　Milusawa　and　Kanozan．

　　〈表示溢出より前のものは，図書扱い〉　（図書請求記号：ME83－12）　　〈Z43－1140＞

　　　　　　　　　　　　　　　　日本国有鉄道

209．国鉄中央保健管理所報　17集（1980）7・国鉄中央保健管理所〔編〕，刊　i980－r中

　　央保健三三所報』の改題　　t／　　l　　　　　　　　t’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Z19－1043＞　　Health　control　report．

　　　　　　　　　　　　　　　　N

　　　　　　　　　　　　　　　日本電信電話公社

210．待ち行列数表　武蔵野　日本電信電話傘社武蔵野電気通信研究所　1980．4649P

　　19　×．　26cm　　参考文献：p647

　　Queueing　tables．　．　一　・，　〈MA5－4＞

　　　　　　　　　　　　　　　　公　・・団

211．瀬戸大橋・上部工工事写真集1本州四国連絡橋公団編　東京

　　1988．8284p　31cm折り込図2枚
　　Seto　Ohashi　Bridge．

本州四国連絡橋公団

〈NA158：EIO＞

嗣42一
t



212．一阪神外回埠頭公団　〔1981年〕　阪神外回埠頭公団編神戸．〔阪神外回埠頭公団〕

　　1981．221P　18×26cm　おもに図．公団のあゆみ：’　P20

　　The　Hanshin　（Osaka　Bay）　Port　Development　Authority．’　”　〈Ylll－81A5904＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　事業団．

213．0耳P等視聴覚メディアの活用技法　指導員研修た向けそ　相模原　雇用促進事

　　業団職業訓練大学校職業訓練研修研究センター．1990．3　32p　26c！n・（調査研究資料

　　第91号）

　　（How　tp　use　the　audio－Visual　media　：．　OHP　and　slide．）　〈EL121－E208＞

214・ A購欝騰欝囎及効果雌調査報告書・〔東京線画事業団’

　　So’cio－economic　impact　of　technoldi　y　diffusion　by　the　APC　on　project　villages．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈DM53－E7＞
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