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　国立国会図書館所蔵の英文参考図書のうち，政治とその周辺領域に、

関するもの50点を選び，解題を付した。特定の国や地域ではなく，世

界全般を対象とすることと，代表的で利用頻度も高いものであること

を選択の基華とし，・さらに最新晴朗に関するレファレンスカ沙なくな

いことから，年鑑類を中心にした。

　排列は，①総合年鑑②各国現勢③議会，．④政党・選挙，⑤政治

家，⑥行政，⑦外交・国際政治，⑧軍事，⑨軍縮・、平和問題，⑩国際

機関，⑪人権，⑫テロ・．反政府活動，⑬その梱り分類のもとに，書名

のアルファベット順。書誌事項の次に，当館ρ所蔵状況（カッコ内は

当館請求記号）も示した。　　　　　　　　　・　　　、・

　なお，本稿は富久俊一・沼田良「政治関係参考図三一英文年鑑30選

一」（本誌第29号（1985年3月刊））をもとに作成した。

①　総合年鑑

1．Annual　register：areco士d，of　world　events．　London：Longman，1758一．

Annual。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1758－1880，1894－1983　　　　　　　　（G2－1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1984－　　　　　　　　1・　　　』　（Z62－A70）

　英国を中心に，世界の全般的動向および各国の動向について記した総合年鑑。各国

については，一年間の動きとともに，元首・主要閣僚名，政治体制，政権三等の記載

がある・巻末峰言慌等のドキュメント二三の三三舗三三索引タ
付す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ2．Facts　on　File　w6rld　political　almanac／comp．　by　Chris　Cook・3rd　ed・N6w

　　　　　　　　　　　　　　　　－48一



　York：Facts　on　File，　1995L　536p．　（A2－A154）

＊ユst　ed．は1989年刊（A2－A46），・2nd　ed．．は1992年刊（A2－A154）

　第二次世界大戦後（1994年まで）の政治関連情報をコンパクトにまとめた便覧。国

際機関の概要，世界各国の概要（歴代元首・閣僚名，立法府と憲法，条約・伺盟・外

交協定，政党，選挙結果等），各種紛争，国連平和維持活動，主要テロ事件i核兵器お

よび軍縮協定に関する年表，政治用語辞典，人名録を内容とする。

②　各国現勢

3．　Countries　of　the　worid　and　their　leaders　yearbook．　Detroit，　MI．：Gale

　Research，　1974＝．　Annual．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1980．，　1983－85　．　（UR71－12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1988一，　（Z61－C332）
　米国国務省による世界各国に関する報告。・各国の閣僚名簿，’各国における米国外交

機関の住所，各国の全般的解説，国際機関の機構および活動についての解説を収める。

各国については，政治体制，主要政党，選挙権を認められる年齢，加盟国際機関，米

国との関係，米国大使館の主要スタッフ等の記載がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E4．　Europa　world　year　book．　London　：　Europa　Publications，　1959一．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1959－85　’　（GG8－1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1986一　’　，　（Z62－A65）

　国際機関および世界各国（ヨーロッパのみならず）の概要を記したもの。国際機関

については，加盟国，組織，・活動，刊行物等の記載がある。各国については，全般的

解説，各種統計，元首・閣僚名，さらに，政治団体，大使館，新聞社等のダイレクト

リー情報を収める。

5．　．1－pternational　yearbook　and　statesmen’s　who’s　who．　East　Grinstead，　West

　Suss6x　：　lnformation　Services，　1953一．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1956－85　・　（A2－7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1986一　（Z61－C12）
　国際機関と世界各国の概要，および政治家や外交官を中心とした世界の主要人名録

から成る年鑑。各国概要には，’元首・閣僚名，国旗，政治体制，地方行政，司法制度

等の記載がある。

6・’92ts！g1d－gg1IIRaulg！IL1g－12g！1！igs－g！一！1｝gmyzg4C1ford　companion　to　politics　of　the　world／ed．　by　Joel　Krieger．．．［et　al．］．

　New　York　：　Oxford　Univ．　Press，　1993．　1056p．　（A2－A127）

　第二次世界大戦後を中心とした；国際関係および世界各国の国政等，政治全般を扱

った辞典。650項目から成り，政治的指導者，有名知識人の伝記的記載も収める。・巻末
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’に索引を付す。

濃野「璽IQ≒．三品B㎞ghゆ＝1『岬’bations，　19171二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1928－82／83一・・’　’　．　1’　．　（A2－19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984／85一　 　（Z61－B128）
　世界各国の政治凝よび国際機関，政」府間組織について解回したもの・各回につ玲で』

1は1元首・閣僚名，政治全me，．政党，立法府・ニュース・メディア；主要な国際機関

ぺの代表品名等め記載がある。

8．　Statesrhan’s　year一一book．　London　：　Macmillan　Pressl　1864一．　・　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　1，　1867－1985／86一　（UR71－2）

　　　　　，・’　 　’

@”
C　1986／87一　・　’i・　・　’　，　・　（Z6．5－A142）・

　国際機関および世界各面についての総谷年鑑。各国については，全般的概要を記す・

政治に関しては，・憲法と行政府，1 t僚名，国旗，国歌，僧門状況，陸海空軍；加盟国1

隣熱雲欝押二項◎て騨鍋響騨各騨

∫③　議会

9．World　directory　of．　parlia’ments．　Gene寸a：hternational　Cehtr6　fdr　Parliamen－

t・・yD・cgPa・nt・t軌工・1・t－P・・1i・m・nt・ry』Uni・nl・979“・Annual・．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1983一、　　　tt　’　．　　　．　（Z61－D315）

　世界各国の議会の正式名称，議員定数・任期，、最近の選挙施行臼，議長名，所在地

・等を簡潔に記したダイレクトリ「。・、、

　＊議会については，下記あ文献も参照のこと、　　　　∴

　⑥行政・
　　　　　　　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　う
20・W・・ldwide　g・Ye「n　ment　qi「ecpo「y・．wit垣nternatlonal　o「99nizatigns・．

　④幽政党・選挙　　
1’

10：pmtronicle　of　parliamentary　elections　and　development．　Geneva：lntgrnational

　Cen’tre　for　Parliamentary　Documeritation，　1966一．　Annual．．

　　・・　’　．’　・　1966／67－81／82．　．　 　．．　．　（A251－11）

　　　　　　　　　　　　　　，．’　一　’1982／83一 　・　’@・　（Z61－B43）
　世界各国の議会選挙デ政党活動たついて，法律・制度の改正点おぶび国政レづル

の群三二いずれも．前年瑚み）をまとめたもの選靴ついては・政党別の舗、
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者数，得票数，議席配分，「 c員の年齢構成，澤挙1ご至る経緯：や争点の解説がある。！

11．patlnu］gnls1一qgd－15〈1aggis！一年目1！gmmunist　and　MarXist　parties　of　the　world一／David　Bell．．．［et　al．］．’2hd　ed．

　Harlow，　ESsex：Longman，・1990．　596p：　（A2－A76）

　＊．1sted．1は1986年刊（A2－A14）　　　　1、　　tt、「、　　．・

　世界各国の共産主義政党・マルクス主義政党のダイレクトiJ一。』国別に7・、各政党の

指導者，党景数1政治的志向，刊行物を記韓するぽか，党の歴史，’綱楓外国政党と，

の関係等についても解説。・巻末に，主要な共産主義関係文書の抜粋，参考文献および

索引を付す。

．12．1！lt！gu1a11gl｝aj－ajglgl！gggg－eleternational　alman’ac　of　ele．c”torall　history／Thomas　T．．　Mackie＆Richard

　Rose，　3rd　ed．　Washingtons　D．C．　1　Copgressional　Quqrterly，　1991．　511P．

　（A251－A54）

　＊ist　ed．は1974年刊（A251－25），、2nd　ed．は1982年刊（A251－42）

　先進諸国25力国（うち18力国は西欧諸国）にづいて，．総選挙の開始時からの歴史的

解説，選挙結果を収めたもの。政党名一（英語および母国語表記）の二連もあり。参考

文献を付すd

13．IEIgtl111gaLRaptlgsg1L一！11｝g－ygglil！11itical　parties　of．the　wor’ld／ed．．，by　Alan　J．　Day．3rd　ed．　Har！ow，　Essex：

・LQ’　ngman，　1988．・　776p．　（A2－A39）

＊1st　ed．は1980年刊（A2riO6），2nd　ed．は1984年刊（A2－142）・

世界各国の活動中の主要政党について概要を示したもあ。2，130政党を収録。各国別

に，まず政体，選挙権を認められる年齢，選挙制度，最：近の選挙結果を解説するd次

に，主票政党を英語名順に排列し1’政党の母国語名，住所，．政党幹部の氏名，目標，

結党年月・、党史，・覚組織，：党回数．機関紙および発行部数「加翠国際政党組織を記載

する。付録として∴国際政党組織の歴史，住所，’指導者名，加盟政党二覧を載せ；巻

末に索引を付す。

⑤　政治家

14．S21tialp！2g！sm［！ls211igpgrymglLRgli！igajL！2！gg！qp！｝〉！ambers　dictionary　of　political　biography／ed．，by・John　RansleY．　Edinbur－

　gh：Chambers，　1991．　436p．　（A2rrA84）

　世界の古代かち現代までの政治家外交耳軍入，．ろベイ，学者等政治に影響を．

与えた人物についての人名辞典。1，150人を収録。ttさらた，約650人の入物の手紙・演

説等からの引用文集，政治関係用語辞典を収める。「tt　’　tt．」、

／

15・Mac血ill・n　di・ti・na・y・f　p・litical　qd・！・ti・n・／．L・wi・D．　Eig・n．and　J6・・than．

　P．　Siegel．　New　York　：　Macmillan，　1993．　L　785p．　．（A2－A128）
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　政治に関する引用支（英文に統一）め辞典。99の主題項目脅ら成る。巻末に著考証　　’

索引，．逐語索引を付す．なお，「ニックネーム」という主三三回り・政治家のニ

ックネー．ムー覧を収めるg．

16．PpLEI！tyEty，，ev，，．．．，．．，一．，．，．．．．一．．．．．．一＝一．“itical　scandals　and　causes　celebres　Since’1945’：an’international　reference

｛2g．lupggdjg1umpendium　！一　LoUis　Allen．．．［et　al．］．　’　HarlOw，　Essex　：　1990）　478p．　（Ai6－A251）

．第t次世界大鵬．1’（1990年ま．での）め酩な政治スキ．ヤンダル・．．事件の概要を記し

たS．残．アンリカ．，／判ズ・ララ1ンスを中心に3・カ．脚76事件たつい響説諭

に人名索引を付す1　　忌　　　．　　．　　　　・tt．　　　　　・．．

17 ｯ野hbol平6me塾讐蝉pol’t’cs斗on湾頭串au葛111∵11P．

主要な姓政治家の人傑．i・3鯉φ約・，5・・人を脇・さち1・世界にお1ナる？　Jlth’

回報．・首相の割合J一内閣・議会に占める女性の割合（地域別・1991年7月現在）・女性

閣僚9）割合（国別，1991年．7月現在），女性国会議屓の割合（婦人参政権獲得時49751

1987，1991年現在）「．とレ｝つた関連統計を収δりる・巻末に率引を付す・．・

⑥　行政

／181Federal　systems　Q．Ct　the－yllg11d－1－a一±lajld12gglLg1　lthe　world・ahandbook，of－federal，　confederal，　and　auton

　omy　arrerige．tstnts　i／　cQmp．　ahd　ed．　by’Daniel　J．’Elazat　and，the／staff・・gf　the

謙繍斑言ub畔1’「s・　・｝1’a「’ow，　ESSIx二L騨Cl士畔f？il亀

　世界各国の連邦制度∫（あるY｝は地方分権制度）、につ喚て面談した．もの・・まブ『・．

部隅畔．・岬膨聯に呼ρ言聯㌔．．．．’・．・1　，1　e．

19．ReLgtgg1｝s－g1一na11pt｝s－ILsys！g1uajlg－g1｝lpng19g＞Lgll．s！gggs－and一！；4e1zpg！i11gaLlmp：ents　of　nations・systematic　chronology　of　states　and　their　political　repre

tLetu！a11ygs－IILpasLapd－p1esgn11：1．a一！21gg！ntatives　m　past　and　present・abiographical　reference　book／Peter　Truhart．

Mqnchen．．　Saurs　1984－88．　4v’．’（A112－A261）　’ @・・．　’・　’@，　’ C　’，　・．　，

　世界各国について，元首・閣僚の氏名と．在位寸心・任期を記したもの。採録年代は

古糊198・年代半ば純近代国家成立騨脚台者にマレ畔詳糸細論聴聯・

独語併記。
　　　　　　　，　　’　　　　　　　　　　　L

20．ltiSlg1［1djyt［igggyerluligg1Ldl！：gg！g1y．yyi111LIIi！erua129naLglgaplga！lggg÷orldwide　government　directory，　with　international　organizations．　Bgthesda，

　MD　：　Natibnal　Standards　Association，　一1981一．　Annual．一

／一
狽煤

A　r，■．一1器謬lr．．想∫．’1’・．．．．1乏継当1；．

　世界各国の行政府，　tt三法府，最：高裁判所，中央銀行等に．ついて記しtgダイレクト．．リ

　　　　　　　　　　　　　　　　　，一＝　52　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，｝



二。，各機関の大臣・次官級の氏名，住所，　電話番号等の記載がある。他に，各国の加

盟国際機関，犬使館の住所，庵話番号，さらに国際機関についてのダイレグトリー情

．報も収める。

⑦外交・国際政治

21．　Border　and　territorial　disputes．　／　John　B．　Allcock．．．［et　al．］．　3rd　ed．　Harlow，・

　Essex　：　Longman　Group，．1992．　630p．　（A74－A207）

＊1st　ed．は1982年刊（A74－373），2nd　ed．は1987年刊（A74－A54）

　世界の約80におよぶ領土紛争について，その歴史的背景と現状を解説したもの。境

界の変遷，民族・宗教の分布がわかりやすいよう地図を多く掲載。巻末に人名索引と

地名索引を付す。

22．　Dictionary　of　world　politics　：　a　reference　guide　to　concepts，　ideas，　and　institu一

11tgusons　／　Gr’ahani　Evans　and　Jeffrey　Newnham．　N，ew　York　．：　Harvester’　Wheat－

　sheaf，．1990．　499p．　（A2－A65）

　国際政治に関する専門用語，概念，機関等，約600項目を解説した辞曳索引はない

が，解説文中に他の独立項目がある場合には，大文字で表記している。巻末に参考文

献を付す。．　　　　”　　　　　・L

23．Who’s　who　in　international　affairs．　London二Europa　Publications，1990一．、

　Annual．

　　．　t・　i　　・　．　1990一　一　（Z62－A449）
　　国際機蘭g）職員を中心に，各種国際会蟻に関わる外交官，政治家政府高官，国際

闘題を専門とする研究者等約7，000人を収録した人名録。記載内容は，学歴，職歴，主

要な著作等。巻末に機関別および国籍別の人名索引を付す。

・24．World　directory　of　diplomatic　representation．　London．：耳uropa　Publications，

　1992．　671p．　（A112－A252）・

　世界各国の大使館・領事館および主要国際機関約7，000を収録したダイレ、グトリー。

各機関の住所，電話・「テレックス，ファクシミリ番号および大使，二等事務官，その、

他外交スタッフ約33，000の人名も記載する。巻末に，国別の人名索引を付す。

　＊外交・個際政治に？いては，下言己の文献も参照のこと。

．②各国現勢

6．　Oxford　companion　to　politics　of　the　world．
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．①　軍事

25奄X貯『等等；釜『ig皐早ffahs　ha亘db♀♀k卑『xandr鳳．VA●・i　lnternational　Media’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　．　．一　’　（Al　12－38’8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　．1989一　，　’　，’　’一　．　（Z61－E17）’

「世界各国の概要（歴史，r ｭ治，経済，・4ユース〉～ディア等）’を記し，国防について

解説したもの。三三は年間国防支出，同盟国および加盟国際機関，、陸海軍の組織兵

力，兵役期間，装備について記載，巻末に主要人名録各国のミサイル装備および武

器輸出の一覧表，・主要な軍需関連企業のダィレクトリーを収める。

26．，pttrper　encyclopedia　of　military　biography／Tr’evor　N．　Dupyy．．．［ct　all］．．

　New　YQrk．，　HarperCQIIjns　Publishers，　i992．　834p．・（A112．一A253）

、収鷲1旨灘叢四季鷲讐：全耀天明騨3・000名を

27．　lnternatiQgqtLdeiel｝1　defense　directory．　Geneva　：　lnterayia，　1985一．　・　Annual．．　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1990一　．　’・　（Z61－E289）’

．世界各国あ国防関係機関と軍需関連企業めダイレクトリr。特に軍需関連傘業につ

いては，業務内容，．支店等，・詳細な認載があり，製品から干犯企業を検索するたやの

索引も付す。

28．　111t11erpa11guternational．military　and　defgnse　encyclopedia　／　ed．　by　Trevor　N．　Dupuy．．．

［ed　al．］．　Washing．ton　：．　Brassey’s，　1993；．　6v．．IAI12－A288）

　軍事・国防の百科事典。全6巻からなる’。記載内脊は第二次世界大輯後を中心に古

代か「迢ｫ代に診よぶ。i7の主題のもとに，786の大項目から成り；各項目はアルファベ

ット順に排列。各項目の末屍に参考文駄，第6巻の巻末1こは，．25，000語か’ら成る索引

を付す，

29．　lty！！／11！q！yt2a1gl｝s｝g，litary　balance，　London　，：　i　lntern，ational　ln＄tituee　for　，Strategic　Studies，　1959’

　一．　Annual．　・　’一一）　’．

　　　　　　　　”　．　 　1964／65－86／87．　．’　（A651－50）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1988／89一．・　ドー・’t／　・1．・．｛zg1－D300）

　世界の軍事情勢を記しだ年可塑1部各国編と第2部論文編（諸表を付す）から成

’る・綱につレ・琳国防予算●支出・．三三の三九．畢難の数量等に？いて

記載がある。

　　　　　　　　　　（’　；　’一一．　54　一一7　．・　”　・　“



30．Strategic　survey・London＝Internatiorlal．lnstitute　fQr　Strategic　Studies，1967一・．

　AnnμaL　　’　　　．、・　　　．　　　　・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ973－84／85・　　　　　　、　　　（A651－202）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985／86一』　’　　　　　．1　　　’．　　　（Z61－B44）

　世界国損の安全保障、国防戦略上の問題壷地域別に解説した年鑑物質マ経済ζの

関わりから軍事を巨視的に分析する。巻末に，．一年間の主要事件を地域別に掲載。1

　　　　　ノ31．World　ar血aments　and　disarmament：SIPRI　yearbook．』1968／69　ed．一．／‘

Stockholm　lnternational．　Pea’ce　Rese．arch　lnstitute．　LQndon　：　Oxford　Upiversi．ty

　．Press，　1970一．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968／69－85　．　（A112－126）

　　　　　　　　　　　．，　1985一　・　・（Z61－A407）
　世界各国の軍事支出，武器生産，敢器輸出入，武力紛争，安全保障，軍縮問題等を

解説した年鑑。図表が多ぐ，多国間の条約や協定等も収める。索引を付す。1968－79年

の累積索引も刊行されている。　　　　，　　　　　　　　　’

　＊．なお，各種兵器類の性能，開発史，取引先等については，「ジェーン年鑑」シリー

　　ズがある。このうち代表的なものは，Tジェーン海軍年鑑」と「ジェ．．一ン世界航空

　　機年間」で・書誌事項と当館の所蔵状況は・．下記のとおD．・

pmtne　s　fighting　ships．　London：Jane’s・Publication，！897一．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1898－1938一　’　，’　（55－49）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1941－1985／86　・　・．　（NC64－2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986／87一　，，　（Z63－A391）
」！tglels－ajL1be－wgl［！｛lls－aj！g！a！！，ne・sall　the　world　s　aircraft．　London’．：Jane’s　Publication，1909一．　Annuql．

t／． @　　　‘　』『　　　．　　．　　1916－1984／85戦前は欠割し　　（NC125－1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985／86一　’　．・　・’．’　，　（Z63－A97）

⑨　軍縮・平和問題

32．pmtcyclopedia　of　arms　control　and　disarmament／ed．　by　Richard　Dean　Burns．．．

．［et　al．］．　New　York　：　C．　Scribpe；’s　Sohs，，　1993．　3v．　（A74＝A178）　．

　軍縮問題の百科事典。．全3巻。76の大項目から成る1．第1巻は，各回・地域別，’テ

ーマ別，軍縮機関別の項目，第2巻はゴ第二次世界大戦末までの軍縮史と戦後の軍縮

活動にづいての項目を収め，1各項目に参考文献を付すb．第．3巻は，古代から現代まで

の軍縮条約を収め，，巻末1ピ索引を付す。

33．　lnternational　affairs　directory・of．・organizations　l　the　ACCESS　resource

guide　／　ed．　by　Bruce　Seymore　II．　Santa　Barbara，　CA．　：　ABC－CLIO，　1992．　326
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　p．　（A112－A308）

　国際平和，’安全保障を対象とする研究機関や国際交流団体等のダイレクトリー。米

国を中・ひに865機関壷収め，．この分野における調査に有用タ出版物のガイド及ゲ詳細な

索引を付す。索引編は，主題機関名，人名による索引，・主要出版物の索引等で構成

されている。．

34．mpto　ld　directory　of　peace　research　and　trainin．rmtnstitutions／Prep．4t　UNES－

CO　bY　th6　Social　一artd　Human　Sciences　Documentatioh　Centre・　and　the　Division

tt。f恥m・n・Right・・and　Peace．6th　6d．　N・w　Y・・k：UNESCO・．1988・271P二（Z61一・

　C336），

＊1st　ed．から5th　edrまでは，　RePorts　and　papers　in　the　social　scienqes．のno．23

（1966年刊），n。．28（1973年刊），n・．43（1979年忌）ln・．49（1981年刊），n・・55（・19S4、

年刊）．・として刊行された・当舗三三e号は・1・t・d・が306”U583・・2nd・dlか6　5th　ed・

までがEAI－29，6㌻h　ed．（1988年刊）以降がZ61－C336。’

　世界各国の平和研究・宰和教育機関のダイレク．トリー。418機関を収録。記載内容は，

創立年，嚇，機関帳識貝数上面員名，組織，活勃・刊行物・研究分野・目1

的．索引は，機関名旧称索引のO手か，研究分野別索引・上繍員名四弓1課業科目

別索引，奨学金授与機関名四三等を付す。類書として，Int6rnationai　peace　directory／

ed．　by　T．　Wo6dhouse．　Plymouth，　U．K．　：　Northc’ote　House，　1988．　189p．　（A2－A97）

がある。

35．United　N　ations　dis．nvtmament　yearbook．1976ed．T．　New　York：Dgpt．　for，

　Disarmament　Affairs，　Upited　Nat・ionsj　1976一，　Annual．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・976－8？t－t－tt　tt「「（A187一叫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985一　’　（Z61－C22）
　国連の一年間の軍縮活動をテーマ別に解説したもの。各テーマについての経緯も記

す．巻末に国連臓等の戯ユメ、牡と索引を付す・

⑩国際機関　　・　　　　　’1

36’ Dlnternational　organizatiQptt・a　dictionary　and　directory．／Gius．eppe，

Scli｛i／5ftIavofie．　3rd　ed．　London　：　MacFnillan　Pr’ess，　1．992．　337tt．　（A112－A292）　一

＊lst　e．d．は1983年刊（当館未所蔵）2nd・ed・・は1986年刊（A112－A21）・・

主要な国魂関約100たついて解説したs”（・目的駆動内容漆部住所磯関の長

の長名，刊行物，参考文献を記載する。巻末に，その他の国際機関約90のダイレクト

リ精報，按機関の加囎境国の分類一幅．（例瀾発誌面速急アジア等）1’
機関設立牟表を掲載し，主題別索引，機関名索引を付す。’，　．　　t　’．t　・t．t一．一一．．、一∵
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37．Who’s　who　in　international　organizations：abibli，ograpbi／silaj－encyg1gpgdla－g！cal　encyclopedia　of’

　more　than　12，000　leading　per’sonalities　／　ed．　by　Jbn　C．　Jenkibsi　MUnchen　：　K．・G．　’

Saur，　1992．3v．　（A112－A263）　，　］・　．　’　’　’・　．，
　主に39．Yearb60k　of　internationql　orga喚izations．’に収録された国際組織の主要職

員名簿。記載内容は，国籍，．生年月日，1家族構成，住所，．役職から業績著減受賞

歴まで多岐にわたる。国籍別，・専門分野別，機関別の索引を付す。

・38．World　development　directory／comp．’and、ed．　by’　Roger　East．．、［et　al：］．　、

H，arlow，　Essex：Longman，　199Q．　568p．　（D4－A59）．．

　開発援助機関のダイレクトリー。政府間の開発二三機関の概要，先進各国の援助状

’況および主要なNGOの概要，被援助各国の政治・経済状況およびNGOの概要につい

ての記載がある。． ｪ末に，NGOについての種類別索引；一一般索引を付す。先進各国の

援助状況には，統計，ODAの地域別配分，1所管大臣・官庁および関係機関についての’

記載がある。　，

39．1！lgtad2gg1Lg1Llg11e1na！lggaj－g“laplarbook　of　international　organizations．　Union　of　Interna’tional’Associa一．

　tions．　Mitnchen　：　K．　G．　Sainr，　1948一・．　Annual．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1949／50－85／86　’　（A112－50）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986／87一．　・　．　．　．．（Z61－BllO）

　国際機関約24，000（1994／95年版）について0）概要を記レた年鑑第1巻は機関名の

アルファベット順に排列し，概要とともに参照を数多く記し7．巻末に国際機関の刊行

二等あ索引を付す。第2巻は各国別に加盟機関を排列レ，巻末た加盟している国際機

、閑の数等，’三国の国際機関との関わり方を表す統計を付す。第3巻は種類別に機関を

排列し，、巻末に国際機関を種類別に集計した統計を付す。　　　　1

40．　Yearbook　bf　the　United　Nations，．　1946／47　ed．一．　New　York　’：　DeptL　of　P．u’　blica－

tiori　lhformation，　United　Nations，　1947一．　．Annual．，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946／47－81　，．　，・　一　（A159－39）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1982一　・　・一　J（Z61－B215）

　国連の活動（主題別．に記載），組織運営（財政，人事等），・および国連専門機関の活

動と運営について記した年鑑’巻末1ピ国連加璽国一覧、（承謬年月日の記載あり），国連

憲章，国際司法裁判所規程，国連の組織と主要職員名，活動自誌国連1回報セγタT

、境さらに主題別索引訣議暫定索引を付す・国連のドヤメオ撚の手推トか．
り［’としても利用できる。

＊国際機関については，下記の文献も参照あごど。「

②各国現勢

3．　Countries　of　the　w6rld’　and　their　leaders　yearboQk．
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4・恥gP・w・・ld’・Yea・bq・k・’

5．　lnternational　yearbook　and　statesmen’＄　who’s　who．

7．．　Politicql　haridbook　of　the’ 翌nrld．

．8．　Statesman’s　Year－book．

⑥行政

18．　Federal　systems　Qf　the　world．．’

　⑦外交・国際政治　　ttI
24．　World　directory’of　diplomatic　repr．esentation．’

⑪tt人権
一
七

41：pmtnesty　international　report．1961／62　edi　London．：．Amnesty　lnternatl．6nal．

　Publications，　1962一．　Annual．　．．

　　　　　　　　　　　”：　’　1966／67．一’83，　．．　’一（A716’26）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984一　（Z61－B130）　’
　　　　　　　　　　　mictofisches　1961／62－84．　’　’　j・　．　，　／（YD5－64）

　世界各国における反人権的行為およびそれに対するアムネ■ティ・・イン三一ナシヲ

ナ吻対応を霊峰罐ほかに・死刑制度即興護人欄題を扱う国三関
との協力についても，それぞれ1章を設けて解説する。’巻末には，アムネスティ・． C

ンターナショナルめ年間活動状況（世界各甲への職員派遣辣況・‘AmneSty．interna－

tionai　neWS’誌の内容一重等）や主な人権関係条約の卯盟国一覧を付軌』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c
42．1i11tlgyg！gpg｛llarg！一1u11ualulgl｝1｝scyclopedia　of　human　ri・ghts・／’gomp．　by”Edward　LawsOn．．Neyv　York：／

　Taylor＆Francis，’1991．　（A2－A79）．　．　’

　．人権に関する包括的な辞典。国連人権センターの聯力により刊行したもの・巻末に・

、人権関係の主要三献自録（各国別・問題別），三三解説条紳の三二状況・国連ドキュ

メ’ 塔g（時系列に排列）・国連の報告「覧，国連人権センター組織図，政府間機関・周

「家機関一覧および車回別索引を付す。なお，tt人権関係の教育機関ダイ・レクトリーとし

てはWorld　directory　of　hufhan　fights　teaching　and　research　institutions．（UNES一・

@CO刊行）がある。

43．　Freed6m　in　the　World．　Westport，　CT．　：　Greenwood　Pre．ss，　1978一．　’　Annual，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1979，，　81，　84／85　・］t　・．　．．　（A225－136）．

　　　　　　　　　　　　　　　　J・　’　19ss／86L　．　，　・　，　．　（Z61－B136），

　世界各国で，実際にどの程度政治的自由や市民的権利が認め∫られ｝ζいるかを，国別

に解説し，あわせて各甲の「自由度」を数値化したもの。巻末には，1三界各国g＞回申’‘

度一覧や国韓挙国賭査の腰（前門二分）等の関回報も記詰れて喝・
　　　　　　　一J
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44．ymtrld　human　rights　guide／corhp．　by　Charles　HuMana．3rd　ed．　New　York：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奉’　Oxford　Univ．　Press，　1992；　393p．　（A225－A141），

，＊1st　ed．ぽ1983年刊（当館未所蔵），’　2nd　ed．は1986年刊．（A225－A22）

　世界人権宣言と国際人権規約をもとに，世界104力国の人権指数を示し牟ハンドブ・ッ

・ク。各国に．ついそ，．民主選挙と秘密投票の権利，出版の自律性，女性あ社会的平等を

はじめ，．40の指標について，4段階評価を下し，その理由も記載する。．

⑫　テ回・反政府活動

45L．　Almanac　of　modern　terrorism　／　Jay　M．　Shafritz．．．［et　al．］．　New　York　：　Facts・

　．on　File，　1991．　（A16－A323）

　テロ活動全般に．ついて記した煙塵。第二次世界大戦後のテロ事件年表，テロ活動関

係用語辞典等を収める。巻末に文献目録と詳細な索引を付す。

46．　RevolutionarY　and　dissident　movements　：　an’international　guide　／　Guy　Ar一

　nold．．．［et．al．］．　3rd　ed．　Harlow，　Essex　：，　Longman，’1991．　（A2－A92）　’　t　．

＊1st　6d．？glitic母Dissenfは1983年刊（A2「141），2nd　ed．は1988年刊（A2－A37）

世界各国の革命・反政府団体を記したダイレクトリー。、約800組織を収録。各組織に

っV＞て，・名称の頭文字，母国語名，英訳名のほか，運動の目的，』歴史，指導者につい

ての記載がある。各国の政治的背景についても解説。

⑬・老の他

47．　DictiOnary　of　modern　politics　／　David　Robertson．　2rid　ed．　London　1　Europa

　Publications，’　1993．　．495p．　’　（A2－A124）

・現代政治に関する用語約400項目を解説した辞典。、政治思想関係の概念人物，機関

についての項目が多いのを特徴とする．．

48．’Facts　on　File　yearbQ6k　l　th6　indexed　rec碇d　of　world　events．　N⑱w　York二

　Facts　on　File，　1940一．　Annual．　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946－53，　59－66　（909．827F142）

・．，．
C．　．，　・ C／．．／’．．／，　lgggi8‘．．．　・．i，・’　．・，，i，92A：・：i

．世界各国の政治・経済の動向を速報した週刊誌‘Facts　on　File’．の年間累積版。巻

末に事項索引を付す6

49，．．11tldejs一！glu11eg！1ajllgga1一pyb1idex　to　international　public　bPinions．1978／79’ed．一．　Westport，　CT．：Green一

’　wood　Press，・1980一．　Annual．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　1978／79－83／84’・　’　（EC245－25）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1984／85一　（Z61－A442）
　65三国．（1992－93年版）で実施された世論調査の概要を，主題別に四四したもの・r

国を対象にした調査と数三国を対象に行ったものとがある。出典と事項別，国（地域）

別の索引を付す。

50．Mehsuring　global　vv．aj／ggs－L！1｝g一1au11iug．ggLlues．the　ranking　of　162　countries／Michael　J．　Sullivan

　III．　New　York　：　Greenwood　Press，’1991．　423P．　（EC37－A14）　・

　平和，社会正義，政治参加等の各主題に関し，100を越える指標で，世界各国のラン

キングを示したもの。162力国を5地域（ヨーロッパおよびアングロごアメリカ，イス

ラム，アフリカ，アジア，ラテンアメリカ）に分け，世界全体および各地域における

ランキングを示す。三章末に参考三献，また，巻末に地名索引および一般索引を付す。

　本稿は，表記の2名を中心に，参考課法律政治班（高橋貞子，飛田由美，岡村美保

子）で作成したものである。
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