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IV．文献・史資料目録

　本稿（1）で前述（『参考書誌研究』，No．「4．7，．・PP．1－2）したよ・うに，’また，「今日「移

民研究」にすぐに「役立つ日本語の文献・論文目録一たとえば解説三一は，．∴…・皆無

に等しい胡と言われるように，移民研究・調査における基礎的な環境の整備は，．必ず
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しも充分ではない1）。そこで，ここでは，先行諸論考を参考にし，不充分ながら「文献・

史資料目録の目録」たるこ．とを志尚して，これまでの各種「文献目録」を整理，収録

する。

，［1］．各機関所蔵目録

　1985年（昭和60）’のハワイ官地移民百周年を頂点に∫1970年代鋒半から80年代にか

けてり，晒おゆる「移昆ブーム」期には，多くの移民関係著作・研究が公刊，’発表さ

れ，また各自治体・大学等わが国諸機関によって，在外諸機関が所蔵する旧本人移民

関係旧慣料り収集がなされた。しかし現在においても，各機関が所蔵する「移動関係

史資料」の刊行目録は，それ程多くはない。三三三会図書館においても，『国立国会図

書館特別資料室所蔵移民関係資料目録』の刊行が近々予定され，ようやくダその一部

ではあるが，特別資料室所蔵「移民関係資料」利用の便がはかられることになった2）。

　以下，各機関「所蔵移民関係史資料」目録のみならず，．部分的に移民関係資料を収

録す乙所蔵目録，例えば「人口関係目録」や国立国会図書館の「蔵書目録」類等も含

め，（1）国内，！2）・・ワわアメリ’カ，③カ1ナ断路機関の所在地域別1・分けて紹介す

る。なお，’ハワイ’■北米所在諸機関所蔵目録につい1（は，その利用の有用性も考慮し，

主要なものた限り収録し，米国国立公文書三所旧史資料をはじめ，日本人移民・・日系

人関係史資料を所蔵する，諸機関の概要につ吟ては，別途後述する。

　（1）　国内諸機関所蔵目録

【国際協力事業団函書館（海外移住事業団）】

154・押本直正「移住関係文献解題自陣」『移住研究15：1969．8，pP・　67－97　〈Z3－854＞

　　　海外移住事業団所蔵（若干の私蔵本を含む）め移住関係資料に解題を付したも．

　，の。「移・植民葭剥製」「移・植民史および史料」「調査・研究」「現地事情」「伝記・

　　人物・回想」「紀行」「文学・記録」「支献目録・定期刊行物他」「海外移住事業高作

　　成資料」に分類される・「あとがき」に海外移住事業団（図書）資料室草創の経緯

　　が略述される。

155．梅外移住事業団調査室「移住関係文献解題目録（II）」『移住研究』．8・：1972．3，・pp．

　　80－97　・　．　　n　’　．　〈Z3－854＞
　　　上掲154「解題目録」の続篇をなすもの。

110．「移住関係参考文献」rわが国民の海外発展　移住百年の歩み（資料編）』外務省

　　大臣官房領事移住部，［1972］，pp．573－612・　　　　　　　　　〈DC812－18＞、

　　　海外移住事業団所蔵の移住関係資料に解説を付しlaもの。上掲1ら4「解題目録」【

　　と同内容。

156．国際協力事業団総務部情報管理課編『国際協力事業団図書資料室所蔵移住関係

　　．図書資料目録（旧移住事業団引継図書資料）』』国際協力事業団，1983＜YQ2－1155＞

　　　財団法人日本海外協会連合会，海外移住振興株式会社及び海外移住事業団が昭

　　　　　　　　　　　　　　　　一　19　一，



　　和49年7月までに収集し，国際協力事業団図書資料室に承継された図書資料の目

　　録。北米・アメリカ合衆国・カナダ等の地域区分の下に，主題分類「23，人口，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　移植民」として移民関係図書資料が収録される。書名索引付き。

157・国際協力事業団図書餌編『移住図書甲録』国際協力事業団図書館，19．90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

【和歌山市民図書館】

158．京都大学移民史研究会，和歌山市民図書館編『和歌山市民図書館所蔵移民資料目

　　録　和文篇1』和歌山市民図書館移民資料室；’1985　　’．．、　　　〈D1－421＞

　　・和歌山市民図書館移民資料室が，昭和59年10月までに収集した，整理済みの和

　　文資料・写真・絵画及びオ「ラル・ヒストリ’一を収録。形態により，「図書」「新

　　聞」「雑誌」「小冊子」「その他の資料」に区分。「図書上は，日本十進分類法（新

　　訂8版）に準拠しつつ；移民資料という特質を勘案，若干の変更を加え13に細分

　　される。「書名索引土「著者索引」を付す・

　　　移民資料特有の写真・絵画及びオ一一7．ル・ヒストリー等の非図書資料も収録し

　　た，「移民資料目録」の先駆的原型である3）。1’

【沖縄県立図書館史料編集室（沖縄史料編集所）】，

159．「移民関係文献資料目録」『沖縄史料編集所紀要』1：1976．3，pp，130－143（解説：

　　石川友紀）．　　　　　・’、　　’　　　　　．　　　　　　’＜Z8L1380＞

　　　　『沖縄県史7、各論編6移民』（前掲44）の編集に際し，沖縄史料編集所（現

　　沖縄県立図書館史料編集室）が，国内外で収集した資料229点を収録。

【東京大学アメリカ研究資料センター】・

160．新川健三郎編『移民研窄基本図書リスト』東京大学教養学部ア〆リカ研究資料ヤ

　　ンター）　1991　　　　　　　、　　　　、・　．　　’　　、　　　　　、　　　　〈D1－E103＞．

　　　同センター所蔵の移民関係和・洋図書を，アメリカ社会史研究の観点で収録。移

　　民研究一般・政策・理論，出身地聖別，・カテゴリー別に分類される4）。

　　　1　GENERAL
　　　　1．．1　General

　　　　l．’2　Policy　　、　　『『　’　　tt　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　1．3　Thgo士y、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　N2　ASIANS
　’2．1　Japanese

　2・．’1．i　General　’．

　2．1．2　Japanese　in　Hawaii

　2．1．3’　Japanese　in　Canada

　2．1．4

　2．1ら5㌦

　2．　2　一　Chines’e

．3　EUROPEANS

Japanese　out＄ide　the　U．　S．　．

EvacUation　and　Relocation
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　　　　3．1　Dutch’

　　　　　s’

　　　　3．10　，Other　Europeqns

　　　4　JEWS

　　　5　HISPANICS
　　　Author　lridex

【国立民族学博物館】

161．『国立民族学博物館所蔵日本人移民関係図書目録1986．2現在9ゴンピュー直打

【外藷繍館】，∫ト1・tt言．志糊資料欝用〉『

　1．外務省外交史料館編『外交史料館所蔵外務省記録総目録戦前期』全3巻，原書

　　房，1992－93　　　，　　　　・　　　’　　　　、　　　ゼ　　〈A1－E14＞

　　　外交史料館所蔵戦前期「外務省記録」め目録。（「外務省記録」については『参，

　　考書誌研究』No．47，　pp．4－5参願）

162．山田宙子「アLウィ、ン関係文書について」．『外交史料回報』2：1989．3，‘pp．80－

　　101（「文書リスト」pP．85－101）　　　　　　　　’　　　　　　・＜Z1－442＞

　　　外交史料館所蔵「アーウィジ関係文書」のリスト（前掲36参照）。

【総務庁統計図書館】

163，：国立国会図書館支部総理府統計局図書館編r邦文人口関係文献並資料解題

　　附＝人目関係論文目録』国立国会図書館支部総理府統計局図書館，1951（特殊資料

　　目録第3）　 ．’』 狽狽．一　
u㌦　’〈334－Sd653h＞

　　総理府統計局図書館所蔵資料’（昭和26年8月現在）の解題目録。「人口関係論文
　　　　　　　　　　　　　　　　エ　目録」を付す』．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　＊『「人口関係文献並資料解題」

　　　第3編　人口政策と対策／第2章tt移植民政策（pp．68－74）

、　　第6編　人口関係資料／第6章人口政策と対策’第1節移植民政策

　　　　　　　くpp．184－189）　’

　・’・「人口関係論文目録」

　　　第3編　人口政策／第1章人口政策一2引窓民政策（ppL　54－57），3．日本移

　　　　　　植民政策（pp．57－63）

　（本書は，図書館科学会監修『社会科学書誌書目集成』全60巻，・日本図書センタr，

　1996～　中の第55巻として復刻，・刊行が予定されている。）

国立国会図書館】

次に，・国立国会図書館の’「蔵書目録」類に収録される「移民関係資料（図書）」につ

て例示する。前述（r参考書講研究』No．47，　p．’2）したようにジ国立国会図書館が

蔵する「移民関係資料」は多岐にわたり，tt他の資料同様，単一の目録で網羅するこ

は困難である。資料の検索に際しては，．当該資料の種々の特質・発行時期・国立国

図書館での整理時期等々を基本的に認識することが必要である。国立国会図書館の
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　「蔵書目録」類の概要・利用法について詳しくは，宇津純，中村規子r国立国会図書

館目録・書誌の使い方』国立国会図書館図書館協力部図書館研究所編，国立国会図書・

館，1992（研修教材シリーズ．No．9）≦UL731－E16ほか〉を参照されたい6）。

、164．国立国会図書館整理部編『国立国会図書館所蔑明治期刊行図書目録』．国立国会

　　図書館1971－76　　　・　　　　’．　　　　　　　　t’　　－〈UPIIIr53＞’

　　　国立国会図書館蔵書のうち，明治年間に刊行された図書の目録。日本人及び日

　　本機関が外国で出版したものも含む。明治百年を記念して刊行。、

　　　・「第1巻　哲学・』宗教・歴史・地理の部」、

　　　・・r第2巻　政治・法律・、社会・経済産業・統計・教育・兵事の部」

　　　＊「第5巻　総記・児童図書・欧文図書・補遺の部」

　　　上記各巻中「歴史」「地理」「法律」「経済産業」「欧文図書」の分類を一覧する

　　か，’「書名索引」の巻により検索する。

165．国立函会図書館図書部綿『国立国会図書館蔵書目録明治期』『国立国会図書館，

　　1994－95　　』　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　〈UPlll－E123＞

　　　上掲目録刊行後に国立国会図書館が受け入れた，明治期刊行図書約3，500件を追

　　早し，新たに「著者名畔引」の巻を編成したもの。各巻末にも「書名索引・著者

　　名索引」を付す。またe．巻頭の「主題索引」は，幽キーワード検索に至便。移民関1

　　係資料は∴下記各編各牙類に収録されている7）。

　　　　＊「第2編．歴史・地理」／「地理・地誌紀行一南北アメリカ」（pp．483－487）

　　　　・’『「第3編社会科学」／「経済L人口．移植民」（pp．405－412）

166．国立国会図書館参考書誌部編，Catalog　of　materials　on　Japan　in　Westerh

　　languages　in’　the　National　Diet：Libraty　formerly　in　the　Collections　bf　the

　　Ueno　Libr町ry，1872－1960．　　　　　　　　、

　　　『国立国会！緊縛館所蔵日本関係欧文図書目録（支部上野図書館甲蔵分）』国立国’

　　会図書館，昭和41（1966）　　　、ノ’　　　　．　　　　’＜016．952－K7gcu＞

　　　国立国会図書館支部上野図書館甲蔵の日本関原駅文図書資料約5，000点牽収録。

　　移民関係は，てIII，　SOCIAL　SCIENCE／Foreign’Affairs　1，　Foreign　Relations／

　　Relations　with　u・　s，．　A・一Problems　of　the　Japanese　inμs・A］．（PP・90－92）

　　に収録。巻末に「主題索引」「著者索引」を付す。

167．’送ｧ国会図書館参考書誌部編，Catalog　of　paaterials　on　Japan　in　Western
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　1anguages　in　the　National　Diet　Ubrary，1ρタ8－1975．

　　　『国立国会図書館所蔵日本関係欧文図書目録（昭和23年「50年）』紀伊國屋書店，

　　1977　　　　　　　　　　’　・「　　　　　tt　　　　　　　　　　　　’　　　〈GB1－3Q＞

　　　国立国会図書館設立の1948年（昭和23）から197S年（昭50）まで収集した日本

　　関係欧文資料約7，800点を収録。移昂関係は，［III．、SOCIAL、＄CIENCE／SOCIAL

　　．・AFFAIRS／JAPANESE．IN　FOREIGN．　COUNTRIES’βibli・9・aphi…”’

　　JaPanese　in　U．S．A．一Japanese　in　Other　Countries］（pp．236－240）に収金冠。巻

　　末に「著者索引」を付す。　　　　　　　　．　　　　　　　　・　　　／
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168．国立国会函書館専門資料部編，Catalog　of　materials　on　Japan　ih　Western

　，　languages　in　the　Natiopal　Diet　Library，　1976－1986；

　　　『国立国会図書館所蔵日本関係欧文図書目録（昭和51年“61年）』紀伊國屋書店，

　　平成4！（1992）　　　　　　　　　　　　’　「　　　　　　　〈GB1－A40＞

　・1976年（昭51）から1986年（昭61）8月までに収集した日本関係欧文資料約4，700

　　点を収録。移民関係は，［Iv．，SOCIAL　AFFAIRS／JAPANESE　IN　FOREIGN

　　COUNTRIES－Japanese　in　United　States　of　Ainerica－Japanese　in　Canada］

　　（pp．73－78）tに収録。巻末に「著者名索引」「書名索引」を付す。

　　　本目録収録以降（1986年9月以降）整理分の欧文図書については・・国立国会図1，

　　書館内及び一部館外で，オンライン検索ができる。

169．国立国会図書館専門資料部編『世界のみた日本国立国会図書館所蔵日本関係翻

　．訳図書目録』国立国会図書鯖1989’　　‘　、・　　　　　，　＜GB1－E18＞

　　　戦後刊行され，1989年（平成元）6月末までに整理した，外国人が著した日本

　　関係邦文図書の三三日本語による著作も含むが，翻訳書が主体であり；原書の

　　所蔵状況も記され便利。．「書名索引」「著者名索引」「原書名索引」を付す。

　　　移民関係は，事項別爾類「歴史」中「太平洋戦争／捕虜」に，「経済」中，「移民」

　　に収録されている。

170．．国掌国会図書館図書館協力部編“Books　on　Japan　in　Western　languages

　　recently　acquired　by　the　National　Diet　Library．”　National　Diet　Library

　　Newsletter，　Sp6cial．issue，　1990．’7　’〈Z55－A358－TO＃＞

　　　1986年（昭61）から1989年（平成元）末までに整理，入力した，日本関係欧文

　　図書を収録。移民関係資料は，［Economics　and　Industries］等に収録。

　　　National　Diet　Library　Newsletterは，国立国会図書館の英文広報誌。“Books・

　　on　Japan　……”は，三軍のように，1994年12月より、，　NeWsletterから分離刊’

　　行されている。

171・国立国会図書館図書館協力部綿・Bg・ks・n　Japan　ip　Western・’・languages

　　recently　acquired　by　the　National　Diet　Library．　’　〈Z52－E381＞

　　　National　Diet　Library’Newsletterのサプルメントだった“Books　on　Japan

　　……’！．は，1994年12月より，Newsletterから分離・独立し，年2回の頻度で刊行・

　　されている。

　　　移民関係資料は，〔DEconomiρs　and　lndustries－DC　Economic　hi吊tqry　and

　　conditions〕等に収録されている。1

【県立図書館・大学等所蔵郷土資料】

「以上の他・、各県ジ特に下に例示するような「移民送出県」の県立図書館等の・いわ

やる丁郷土資料目録」にも’「移民関係資料」が収録されている。これらの目録ほ，．個

立国会図書館参考図書室の「地方史（誌）コーナー」’で一）概題開架利用できる。

172．広島県立図書館編『広島県立陛下館1蔵書卑録第5集第6巻（郷土資料）』（197g．

　　・年一4月ん1992年3月受入分）広島県立図書館，1993　　　　　　　・＜UP111－383＞
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　　　旧分類（1982年以前発行及びその継続資料）では』「33経済」に，’新群類（1983

　　年以降発行の資料）では「334移民ゴ、に，移民関係資料が収録されてい、る。

173．沖縄図書館協会編『沖縄県郷土資料総合目録』（昭和47年3月1日現在）薪星図

　　書，1973　　、　tt　　tt　　”』　　』　　　∫　　　　　〈GB2－89＞

　　　琉球大学図書館・県立図書館・県議会図書館馳・沖縄史料編集所・那覇市史編集

　　室等の沖縄県内諸機関及び国立国会図書館所蔵の資料を併せた総合目録・分類’

　　「K334’人口・移民」で収録6

174．琉球大学附属図書館整理係編『琉球大学沖縄関係資料目録増加版』（昭和40年8

　　月～昭和53年12月末現在）琉球大学附属図書館，1980　　　　，　　・〈GB2－276＞

　　　日本＋進纐法（新訂6－A版）に準拠した輝℃移昂関係岬。騨⊥に界

　　録。’

175．琉球大学附属図書館編『琉球大享沖縄関係資料目録・増加版第2集∫』（1984年8

　　月末現在）琉球大学附属図書館，1985　　　　1・　唱　　　「　　　くGB2－276！

　　　上掲『目録増加版』刊行後1984年8i．月までに収集・整理したものを収録する追

　　補版。移民関係は同じく．「330経済」に収録。

176．財団法人沖縄協会編『沖縄協会資料室図書目録第2版』沖縄協会・1993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜GB2－E243＞

　　　移民関係資料は，分類・「移民」に収録。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／’

　（2）パワイ・アメリカ諸機関所蔵目録．

一（ハワイ三三機関】

177．M。t、ud。，　Mit、ugu．．・Th。」・pan6・e　in　H・w・ii，1868－1967二A・Bibli・9・aphy・f

　　the　First　Hundred　Years．　Hawaii，　Series　IU．　Honolulu：Soeial　Science

　　R。、6。，ch　In，t，，、・Univ．。f、　H’。waii，1968．　、　〈三一729＞＜移（四）一Y10＞

　　　「ハワイ大学」の各コレクション，「ハワイ州立公文書館」「バワイ野業協会図醤

　　室Hawaii　Sugar　Planter’s、Association　Libra7　y　jや日系新聞社，寺社及び個人蔵』

　　まで含め，その所蔵機関を明記した解題総合目録。’邦語文献378タイトル，英語文

　　献505ダイトルを収録。「ハワイにおける日本人移民・「日系人」に関する最も基本’

　　的な書誌である。

178．　Matsuda，　Mitsugv．　The　Japanese　ih　H’awaii　：　An　An．notated　Bibliography

　　of　Japanese　Americans，　Reti．　．Dennis’M．　Ogawa　with　Jerry　Y．’Fujioka．

　　Haw’aii　Series　5　．　’Honolulu　：　Social　ScienGe　and　Linguistics　lnst．　Univ．　of

　　H。w。ii，1975．　．　　　，　．；’〈岸一730＞〈移（四）’Lyll＞

　　　上掲ユ77を「英語を常用とする学生のため」及び「資料の利吊可能i生」という基

　　準で改訂したもの。英語文献764タイトルを収録し，付録どして，英文新聞・雑誌

　　33タイトルを収録，邦語文献は，原書の；378タイトルそのままを付録どして残した。

　　Matもuda原書ゑら引用した解題は［M543］，同様に，．．後学孕23’Rubζno文離二四か

　　』ら引用した解題は［R17］のように原書のエントリー・ナンバLを付記する。

一24一



179；・　・　Hori，・・　Joan“・The，　JaPahese’　in　HaWaii　：　，A／’，Bibliog’raPhy．　of　’ptiblieatidn＄，一

　　　’i　AUdioVisUal　Media’，　and　’Archival　COIIections　SuPplbmenti’ng　，th，e　Bibliogra一・

．・1磯課す岬岬岬’即rlg岬1岬．a欝贈21瑠1．．

　　　　　上掲177，”．：178に未収録の．．もの，．母¢1987年末ま．でφ新刊を：増補す．や・・．未定稿の

　　　事務用レ．ツナ．レシス・ト．ウニル∴ただし英語業献のみ収録・オ㌣ラル．・．ヒ．冬．トリ’

　　　一“を餉AV資料並びに・．．ハワイ・少納．ρ図書館（．」．，至）傅物館’ハワイ大学ρ鰍コ．．

　　　．レク9ヨ．ン等で所蔵する主要文書類及びその極要もデ．新鮮に収録する・・

　i80．‘．Ethhic．Studi6s　Oral　HistorY　Project，6d．、Catalo疹6f毛he．ESOHp　CQ皿ectign，

　　　　1976－84．，　，　’Honolyiu　・：．Ethnic’　＄tUdies’　．　OTal　’　HiS．tor，y　・　／？rojec，ti　．Sgela！，’　．S．　ci．e－ng，e

　　　36s♀a・chlln・t・，℃ni称・．・f’　H・w参ii，1984・．．‘．．t．．．・．一1．．．一《移（鴎Y12＞．

　　　　　ハ．ワイ大学の．‘Ethnic　Sttldi’es　Oral．　Hist・劉PrOjectlが1976年創設以来19．84年

　　　　まで。：晦なろた．オ曽ラ．ル・　1．ヒス砂脳㍗ジ≠外11本のリスト．．（pt・j・Ct’

　　　．d6・r・iPti・h・e・．　int・・vi・w’d・・c・ipti・n．カ1らな’る）．・．・983年ま⑳プ・．汽ク．ト0．’．

　　　　完全な索引「は，Masteic．　Index，　tol　E串QHP．：ln七ervi，eWs・1976”83・〈未所蔵〉・一z．　．．

　　　　　1．2｝70／u’ジェ外のタ．イト囎以下のとお．り．6多くの日本入移民・ ．・日系人の・述．

　　　　が囎猷そいる・．．個鋼会図書館では1．．本プ・ジ回外。ζ伴う畔かテ．ヅ

　　　　を収集ジ．堅雪する・．詳細につい（lv，ま鋒漏すや6）．

　　　　　．1糠t識1昏翻：謙㍗111Tlllrl鯵

　　　　　　＊　Remembering　Kakaakd　：　1919，t／・195．Q．

　　　　　　＊waiPi”o　：　Mand　Wqi　・（Sburbe　bf　’Life）．： ．　，

　　　　　　＊，The’一1924’FiliPinQ’Strike，on’Kauai，’　．

　　　　　　＊’　W．omen．’Workers　in・，Hawaii？s　？irieappie　ln’　，　duStry．

　　　　　　・＊　StoreS　arid’　，Sltorekeepets　of　，Paia　and”Pyunene，　，Maui’．

　　　　　．，．＊．Uchihanchu．：AHistQry．of．Okinawans．in耳awaii．．「．・1．

　　　　　　・＊・A－social・Histoty　of・Kona．　・　一

　　　　　・　 ＊　FiVe’　Life．，，Histories．

　　　　　　＊／Kalihi　i：・　Place　of．1　TranSitiori：

　　　　　力舛グには，．．とれら．の「言己述講．t・dnSb・iptsll　’の’z・．ワ．例㊥所劇寄託）．

　　　　翻．も記す’．1　gれらプ＃ジエク．・トφ中砿：p・hihan’・hu・A．Hirt・・y．．．・f．　Okin一．

　　　　．．a脚，∫in．　H・W’aii・．・〈pq912－A　2＞：．酵母）一Y46＞．及び耳・「t・hana．：．An・Q「・1

　　　　HiStory．Ahtho1φgy・df・Haw4ii’s　wQrking　Peopld．＜移（四）ぎ47＞．．が公刊・されて．

　　　　・いる．lo．

18’ P’：’@J　Hawaii　Business　atnd，　’lndustrY　：　H．　istpriea，　”1’，R6sQUrceS’・’Guides．’　Honplulu　：

’　’　”@The　Hurrianities，PrQgraM　of・the　State／Foup．　datio’n，　bn　Cultute　arid・the　Artp　in

　　　・i・c’ooper’a．　tion　with　The　Haw’aii4n’Higtorical・’So．ciety，　1986fr，・一’　’／’，　’　1／　一・，’　，

　　　　　　．ノー〉ワィの産業ぼ関する．．史料．1．文献等あガイ．tド・1シ．リ’．旨鴇、特に農業関係でば日．
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”　　，

　　　本人移昆・’日系人の関与・一．貢献が大であ：bた経緯から，貴重な関係Ti・÷カィレ資料

　　　が多．く已まれる．．文献．目録・図書・雑誌・置酒・政府刊行物．’e、学位論文．e文書熱’

　　　年報當業記録．魎・写真・Av資料・オーラルヒスト．リr・史蹟に：関する情報

　　　．等を収録，ハワイ州における所蔵機関を記す・（＃1L3は・当初Hawaii「BUsiness　and

　　　．．Agricqlture：．　Histori¢al．Resources　Guidesシリ，一ごとして刊行。）．

　　　　　＃1　Coffee，・in’Hawaii　：　A　Guide　lt．　o－Historical　Resources．　1986．　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．〈移（四）一Y5＞

　　　　　12趣1岬畔岬etr・P’ltOl’cl’脚cr昏㌦四）．Y6＞．．

　　　　　＃忠．Ri・6　in耳・w・ii・A・’Guid・t・Hi・t・・i・al・R…urce・・1987・＜軽（四）一Y7＞．

　　　　　＃4．　’Maritime　JnduStries　Qf　’HaWali　：　A　Guide　to　Historical　ReSQurce’s．／　，

　　　　　　　　．1987．∫、’「，　．　1、．　．　　．』　1　．．．．．、、．．・■．＜未所蔵＞1

　　　　　＃5　Ranching　in　．Hawaii　：，A　Guide　to，Historical　Resources．　，1988．　’　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈移（．四）TY8＞

　　　　　＃6’　・．P’n．eapP’岬aWa”：．A・　Gd’de・　Po　”Histo「’cal恥？u「“e囎画二yg＞

【LC】米国議今図書館：・Libra7zy　of．0δ㎎勿ss．

182．　Library　6f・Congress，　General　Reterence　and・　Bibli’Qgraphy　Divisi’on，　Jones，

x　Helen　D．，　comP．，japandse’in　the United／sthtes　・ii　一rA　SelectedlL．i＄t　of’　Refer－

　　　　enbes．　Washington：GPQ，’1946．’　，・・　．．・．　・’　・．　，’　．　〈016．’32573－UL616j＞’

　　　　　LCの4図書館（室）（1）他に，．Stqnfd・d，・H・・v・・d・両大報びN・w　Y・rk　Pゆ1i・：

　　　　Libtary．所蔵糞料も二二。1940年以降発行のもめ，文献目録・図書及び小母子・』’，

　　　　．旧刊物・雑誌記事・学位論文；．文書等非刊行資料からなる．・著者名灰び件名を併

　　　　せた．索引を付す8ン。’．．．「　．』「’．、　　　　、

【UCLA】カリフォル4大学・サンゼ・レス校：三三伽げC・1・f・rnia一at．　L・s

　　　　Angeles
’183．　・　’ 撃モ?奄盾汲＝C・　Yu）’is　et’　al．，　comp．　A　Btiried　Past　’：1Ari　AnnOtated　Bibliography．of

　　　　’the　Japaneseムmeτic碑：Research　Project　Co皿eρtion・．’　Berkeley．碑d、　LQs

　　　．．Ap9・1…uniV．・f　c・lif・・nia・P・．・・974・．1．．・　11〈D1・207＞．〈岸・7Q2＞

φ男唖蝉讐欝麟綴窄，㍗ジ干クト・．IJARP）

　　　　　‘Japanee，．e．　Gove’rri’lrienf－Archival・bocurrients’・　‘Backgroupd　to，　Emigratidn’

　　　　‘J6P・n・・e　Ex・lu・i・h．M・v・甲・ntl‘General・Hi・㌻・・i・al．W・・k・’‘E・・n・血ic・’‘R・li・

　　　　gipn’　‘Sebond　’Generation’　‘SocioTCultur’a．　1　M4terials’　‘JaPa，pese　AssociatiOnS’

　　　　，‘Literature・　and，　Poetry’　’f｝〈［ewspapes，　＄，　？eriQdicals，．．／Ye4rbooks，・　and’，Who｛s

　　　　Whos’　’fAUtobiographies・and　Biographie＄’一‘Persorial　Pap’erSi　‘Wor．，ld，War　II

　　　　qnd’lnt・・n麟・‘Ptibii・h・d∫Ph・t・9・aphi・Alb旗mざつ・al耳i・t。・y・T｛　pe．rl　fPis一

　　　　．＄・・t・ti6n・qnd・Th・・eS’，’‘Mi・cell・n・・u・’測‘1鱒’か．らなる・．瞭で研究卑を’
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　　．即し，’JARP、コ、レクシ・ンめ沿革と，本腸の凡例を記す6　aヒ糧大の昧関係「1

　　　コセクシヨンである1．JARPゴレク．ションの．目録であ．るにとどまらずll前掲177

謬瓢響1塞鎌認限．1綱究髄嚇警部1．ま
184．　Sakata，　，Yasqo’ Ci@．comp．・　Fading　Footsteps・　of　．thel　lssei　：’　An　Apnotated　Check

　　　List　of　the　Manti，sctipt　l　Holdings．　of　the　’Japa，4ese’　American　ReseatCh・

，　Proj　ect　Collection．　’Los　Angel’ ?刀@：　UCLA’A＄ian，　AmericaP　Studies　Centeri

，U¢LA・’Cent6r　for　．Japanese，Sfudies，・，and．Japanese　・Amerigan　’National’

　　．M。、eum，i992．’．．．．・・．’　．．．‘．．．．t　tt，．「髄．．．．．　i　’f移．（四）一Y2＞

　　　　上掲183の続編1となる，IUCLA，　U．　niversity　Research　Libtqry．t？　me・日系人爵窄．

　　　プロジ舌クト（JARP）コレ’ク．ジョン1〈後述）の邦語資料，，特に個・入文害を詳細に．

　　　解題した目録6．．

　　　　・pet・6nal．P母b・士・’・IJ・p・n・・e　G・yerpm・nゆ・cgment・and．Rec・・d・’‘Org・P一．

　　　iZational，’Re60rds　and　Papersi’　‘Japanese　Language　Schools　and　Education　，of

　　　the　Second　Generation’s’　‘Paciflic　War，　and　lriternment’　‘Published・’Materials’

　　，‘Publish6d　Photbgraphic　AlbqmS’・　‘Documents3，．．Records，　．an’d　Office　Files　relag：’

　　lingゆthe賛ation－wide　Issei．survey　bf　the．　JARP，．　uCLA・’及びflhdices’から

　　　なや。ボックスご．≠ンバー友びファイル・ナ．ンベーが付され・閲覧用あ検索トゥ’

　　　一ルともな？でいる。．SakataによるTading　Footsteps　of　the．lssei’と悪された

一一　Introduction（pp．．1－17）．g）野馬卑及び資料・．研究史整理もまla有用である。

185．　Niiya，・Brian，　’comp．　．　Japanese　Americaris　during　World　War　II’：A

　　　／Selected，’AnnQtat’ed　・・Bibliography　of　Matetials，　Available　at　UCLA．　Los　’

　　　’Arigeles　：　’UCLA　Asian　American　Studies　Center　Reading　Room，　1992．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉・

　　　　ucLA，　Asian・American　stqdieli（1さnter・Readihg　Room及びucLAの他の9’

　い．図書館．（室）が所蔵ナる．，第二次大戦期の日系ん．特に強制収容に関する資料324

　　　タイトルを収録．．，解題する。非公刊の会議資料’■t文書類1新聞及びt三三．誌の記

　　　馬匹は省く。

186．」・y・nti，　Vim・1・’Cヒ蜘．　Th・．UCLA．　Ot・田i・t・・y　Pr・9・ani・Cat・1・9・f　th・

　　　．C・lle・ti・n・．2nd・d二L・・．．　Ang・1・S・UgLA．・r・1．・Hirt・・y　P士・9・am・P6pt・Qf

　　　Speci・1．C・liecti・ri§，　lg921－1＿．．．．…∴．’一t　t＜移（西）一Y3＞

　　　　　1959璃・設立さ．れたσα且∵伽1研・勿．P・・gram，（D・p七・6f　Sp・ci’ql　C・ll・ρ一、．

　　　．ti・n・）の腸．．南力・1！「フ．オルニアの歴史と吋視点から・日系人は少なY’が・日

　　　系・入め強制収容に反対したACLU，　American　O卿11五あθγ’然．　Union．．の指導者・の．

　　　L口述等　白系人，．特た強制収容との関わりで貴重ケも9）が倉まれる．・．・．．

【UCB】’ J「リフォ．ル三ア大学バrクリ・「棟：・．碗・・柳ヴC・1⑳・吻1・≠Bg吻勿

187．　’ DBarnhart，　・Edwar’d　N．，　cQmp．　Japanese　American　EVqcutition・and，ReSettle一．

　　　ment　：．　CatalQg・ofMateti．a’1　in　the　’Genetal　Library．　Berkeley　：　UCB　General
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　　　．Libr・ty，．1958．・．tt．・．一．．．．．1．1’「．「1：・．・．．・．一．．、’・．r　l〈岸・7Q3＞1

　　　　・UCB，・Gener．・1　Libra・y’カk　D・cqm・nt．D・p・加6nt．母び．Ban・r．・ft．．Lib・4・yで所

　　　蔵す．る，日系二二収律関する膨大三三の腸・主な資料馳1943午・．UCB’

　　　に創殼されたJERs，　laPanese　4　merican　・EeactZation’　a解d　Rqsett（ement　Stuめy及

　　　び「戦時再定．無二（wRA）．t．．．War　1～elbcation　A　uthorily」．が刊行，・・収集しtgもめで’

　　　ある9）。、

．188．．Nakamura，　N6ナ血an．　N．，．　e七．al．，． ｳ血か．The　Bahcr6ft．LibrqrY．　C611ectio’　n　・bf

　　　W恥Ph・t・9・aphS・h’．th・．IJ・脚・・e．Am・ri・an．．』lht・畑・nt．，and．R・・et㌻le國、

　　　．m・nt・J・p・n・・e・Anierican・citi・’en・Le．agu・，　Vi・uqi　C・血municaゆ・ρ・Pamit一．

　　　ti　e，　UCLA・ASi・n．Ame・iC・n・Studi・S「・¢・pte・，，1971・i・　・・．．1”「■』．．．・：〈岸・699＞．

　　　　　、UCB，　Bancfoft　Libra総々斬蔵する，．wRAが撮影した約51・oo6株の寧真のコレ．

　　　　クション・リ．スト。’冒頭でコ．レクシ．．ヨンの概要，利用．．・．複写規則等が記さ・れr

【そ灘驚徽㍗lll鱒卿1∵ll
・189、．L・nt．Willi・mWl．with．ASi・n　Am・ti・an・ReS・a・’・h・PtQject・：：Univ・「6f：¢・llf・r一．

』難鮮1噸∵ll｝lrlpl∵∵野騰1

・9・．．Nim・・a，・IF・gnk・T．，・φ加．J3蜘・・ei準．th6　Unit・d晦・・1．・A．Bi均li・含rゆyl．・

謝ol「a呼，rrllρll．弁．ll顕la甲ll喚crl讐nl．llr岬！er響鴇・

191．Cla，em。nt．Coll。9。＄、Libr・ry，．・6Mp．．．晦t6姻S．　Qn　th・、　Paeifi・．A・e・・C14r一．

【ウ3兜編e鱒㊥畔1剛13∵1．11．1、．1．1，　一一・．．．・∵鱒

．192，’．、Univ、．．bf．W・Shipgt6ri．1．Lib・a・ie・，’Pri・・七1・y，．M・tilyri・bq血P・C6m画eゆ・iy・

　　　　Guidb／　’to．　・the　’Mqnds，er’ipts：　ICollectibh・　．ia’nd　the　’，Personal／一’Paper’s，・　in・　th，e’　／

　　　　Unive・・ity．Ar・hiv・・；S・at臨U卵1・f．W・・hingtgn；・・98Q・　・’．＜移〈四）・，一Y4≧

　　　　　ワ．シントン大学図．書liE　Marius6tiptS／．and　UniVetsi，ty　ArρhiYes．が1979年．．まで．に

　　　　収集；所蔵する‡書類の解題目録。．』1955年以降・・．．「日系市民協会．（JACL＞Jappmese

　　　　舳・伽ηα伽羅・僻」．シアトル支部四二得で収集した．・．汀柳町

・論叢r聚僻弊騨皐章榊α岬岬即1．
’　193’

P・　’　’　lhveritoryJ・　，JaPhpese　／　’A＄i’　oeiation．一　of　，　．Ndr’th　／．Ametie．a’　；　’．　MamiscriptS’　，and

　　　　、▽rill「slt典hlv←ll葺替ヅ1▽IS’？『1叫ilflllSl．．1隅輔1蜘課服用〉

　　　　　．Edw。td，帝．　Bu・k・．寄贈t’zなる．「北米日本人会ldpdn2・e　A’…町勢．tOf、1煙吻．

　　　　．AMerica」．．．「シ．アトル日本人商工会議所．Sea’ttle　laPan’ese・Chamber　of．　Com’mefceJ
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「等関係記録の検索用目録。．

　（3）　カナダ諸機関所蔵目録10）

【UBC】ブリティヅシュ・．コロンビア大学：17％勿θ内勿1げBritish　・Co　lumbia

194．．Hives，　ChristOphet，and．　Mary　Oh，　comp．　Sources　for　Researching一　the

　　History　of　Japanese　Canadians　in　British　Columbia　in　the　Special　Collec－

　　tions　and　University　Archives　Division．，Special　ColleCtioris’and　University

　　Archives　Division，　Univ．　of　British　C61umbia　Library，　1991．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特別資料課事務用＞

　　　UBC図書館，　Special　Collections　and　University　Archives　Divisionで所蔵す

　　る，日系カナダ人に関する史資料の目録。図書（和・洋）・政府刊行物・小冊子・

　　学位論文・新聞’・雑誌・文献目録・文書類等に分類される。

195．権並恒治「日系カナダ人史料コレクションーブリティッシュ・コpンビア大学中

　　央図書館特殊資料室所蔵一」『移住研究』28二1991．3，pp．55－68　　　’〈Z3－854＞

　　　ブリティシュ“・コロンビア大学特殊資料室所蔵、「日系カナダ人コ・レクション

　　JdPanese　Canndian　Co11θo海。殉のうち邦語図書の目録（pp．60－65）。他に，本コ

　　レクションの経緯・概要を記す。ブリティッシュ，・コロンビア大学特殊資料室では，

　　’この他に多くの日系カナダ人関係史資料を所蔵するが，史資料の概要について詳

　　しくは後述する。

［2］’邦語文献目録

　ここでは，単行及び雑誌掲載の主要「移民関係主題目録」「移民関係を含む主題目

，録⊥を収録し，概説書等に含まれる文献目録・参考文献の類については，そのつど，

書誌事項及び解題で明記する11）。

【全般】

196．木村健二「戦前期移民関係邦語文献目録」（「戦前期幽 坙{移民学の軌跡」所収）『移

　　住研究』26：1989．3，pp．19－28　　　　　　．　　　　　　　　　〈Z3－854＞’

　　　後述VI．概説書［1］研究外注1）収載の文献目録や雑誌より抽出したダ戦前期

　　の邦語単行書及び雑誌論文を発行年次順に収録。

197．198．「文献目録」（粂井輝子，飯野正子「日本におけるアメリカ研究っ発達と現

　　状一　1．．日本における日本人移民・．日系アメリカ人研究」・所収）『東京大学アメリ

　　カ研究資料センター年報』13（1990年）：1991．3；pp．31－42　　ぐZ41－1712－B＞

　　　同セシタL主催のアメリカ研究研究会「日本における日本人移民・日系アメリ

　　カ人研究」（1990年（平成2）10月20’日）における，粂井・飯野両報告（後述VI．・

　　概説書［1］研究史197，198）に伴う文献目録。戦後以降1990年までの文献：を収録。

199：移民研究会編『日本の移民研究動向と目録』日外アソシエーッ，1994

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・〈DC812－E190＞
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　　　「第2部文筆目録」（pp．167－243）は，一部戦争の文献も含み，1992年前半まで「

　　・に日本で刊行された「研究文献」．を収録。’現時点で最も網羅的な文献目録である。

　　・これ以降の文献については，・次回200廣部「文献日録」でフォローできる。本書に

　　ついては，V’．レファレ’ンス・ワーク［2］参考図書一199で詳述する。

200．「文献目録」（廣層泉「日本におけるアメリカ研究の発達ど現状一II．目本におけ

　　るアメリカあエスニシティ研究（2）アジア系移民に関する歴史研究を中心に」

　　所収）『東京大学アメリ功研究資料センター年報』17（1995年）：1996．3，PP．86－

　　94　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Z41L1712－B＞

　　　同ヤンタ白主催のアメ，リカ研究研究今「日本におけるアメリ々のエスニシティ

　　研究」〈・995年（平成7）12耳23日）における三三旧く灘VL概説書［・］研

　　究史一2QO）に伴う文献目録。1991年～95年前半の文献を収録。

201r，金中利和「本と本　移住・日系人関係図書の紹介」海外日系新聞協会編・『季刊海

　　三日三人』海外日系人協会，19：1986．10～（連載中）　　　　　　　　〈Z3・1360＞

　　　文献目録ではないが，収録写糊に懇切な解説が付され，，移民（移住）・海外日系

　　人関係新刊図書のダ悉ジェストとして便利である’・「「般」r｛北米」「南米」「アヅ

　　ア」に分かつ。、　　　．　∵
【人口問題】

202．仁木学術会議ユネスコ委員会一本iネスコ国内委員会共編『人口問題関係文献

　　目録昭和20年一回和26年』日本ユ率スコ甲内委員会，1952（同英訳Literature　on

　　p6pulation㌧problems’　in　Japan　1945－1951を附す）　　　　　　〈334．3－N684z＞

　　　目本学術会議ユネスコ委員会，日本ユネスコ国内委員会共編『人ロ問題蘭係文

　　献目録昭和20年一昭和26年』日本ユネスコ国内委員会，1952　〈334．3－N69．lz＞

　　　終戦以降昭和26年末まuでに，わが国で公刊された人ロ問題に関する，学術論文

　　と単行書を収録。　一　　　　　、ゴ

　　　・C人ロ問遮の社会経揖的分析　、、，　　　　．　　、　　　　　，．・、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IV．移民問題（pp．24－25）．

　　（本書は，図書館科学会監修『社会科学書誌書目集成』全60巻，日本図書センタ

　　一一・一，’1996「　中ρ第56巻として復刻，干IJ行が予定されている。）’

【国際協力事業団（海外移住事業団）］一　’　　　　　　　＼

203．国際協力事業団移住事業部編『作成資料目録（移住関係）』国際協力事業団移住

　　事業部，1993，（業務資料N6．867）’　　　　　　　・一’　　　　〈D1－E36＞’

　　　前身の海外移住事業団を含轡型協力事業団移住部門押召和38年以降平成’5　．

　　年2月までに作成した資料の竃馬

【ハワイ・アメリカ・・カナダ】

204・船外アソシi一ツ編『アメリカ関係図書目録』日華アソ・シエーツ，1995（地域別

　　図書騰1）．’　tt　’1　　．、　、・・＜GH1－El＞
　　　1945年から1993年までに日本国内で刊行された図書14・6．18点を収録する・．地域

　　別，・国別に「見出し」を立て，必要に応じ、、「中見出し・小見出し」で細分化する。．
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　　「地名網引」「著者名索引」「書名索引」を付す。「社会・労働・教育／移民」「太平

　　洋地域／ワシントン州……ハワイ州一真珠湾」「カナダ／……」等の見出しのもと

　　に移民関係図書が収録される。　　　　　　’

205．『カナダ関係邦語文献目録』カナダ大使館広報部，1979，、　　　　．＜GH3Tl＞

　　　カナダ大使館が日本カナダ学会に収集を依頼した文献カードを編纂したもの。’

　　新聞を除く，1978年までに刊行された約1，300点を収録。「カナダ関係の纏った邦

　』語文献目録としては⊥初めてのもの。「単行本」「論文」記事」に分かれ，それぞ

　　れ「日系移民」の項目をもつ。

206．『カナダ関係邦語文献目録II』1979～1982，日本カナダ学会，1983　’〈GH3－1＞　’

　　　上掲目録の続編。1979－82年12月の問に出版・発表された単行書・雑i誌論文等を

　　収録。前編とは異なり，「白系移民」の項目中に単行書・三三・記事を，編著旧名

　　順に配列する。

207・『カナダ関係邦語Sii献目録1・『カナダ関係邦語文献目録補遺』日本力tダ学会・

　　1988－89　　　　 　　　　　　　　，　　　　　　　’　　　　　　〈未所蔵〉

【沖縄】12）

208．天久斉編『奄美・沖縄学文献資料目録　新版』沖縄古書センターロマン書房本

　　店，1991（沖縄古書センターロマン書房本店古書目録’第6号）　＜GB2－E176＞，

　　　古書店の「販売目録」であるが，解説及び『沖縄大首科事典』（全4巻，沖縄タ

　　イムス社，1983・〈GB8－121＞，後瀬239）へのレファレンス（例えば，『北米沖縄人

　　史』’については，『沖縄大百科事典』に石川友紀が執筆している。）を付したこと

　　で，「生きた目録」とならでいる。

　　　確説関係は，「総記」「郷土史誌」「歴史」等の項目にも関連書が収録されている

　　が，「人文地理」の下位項目「移民・移住」に収録される。

209．・「沖縄歴史関係主要論文目録」『沖縄史料編集所回覧』1：1976．3－11：1986．3，『史

　　料編集室紀要』12：1987．3～　，　　　　　　　　　　　　　　　　、〈Z8「1380＞

　　　「論文（雑誌・紀要・その他）」一は掲載誌の五十音順，「歴史関係論文記事（新聞）」

　　は掲載紙の発行月順に収録び「単行本」では，［総記・新聞］［考古・歴史］，［地域

　〆史］に関連書が収録される他，［移民］の項目に収録。

210．石川友紀「沖縄県移民に関する文献紹介」『新沖縄文学』45：1980．6，pp．292－

　　305（「沖縄移民く総特集〉」）　　．　　　　　　　　‘　』1　　　’〈Z13－1198＞

　　　沖縄県移民に関する主要文献を，第二次世界大戦前と大戦後に大別し，それを

　　「移民送出下県母村」走「移民受入国」に分け，解題を付す。「沖縄移民」研究史

　　というべきものげ
ダ

【日系新聞】

211．山田晴通「北米日系新聞関係日本語文献表（第1稿）」r松商短大論叢』42：1994．

　　3，「pp．255－295　　　　’　　　　　、　　　　tt　　　層：　　・　．　　　　　　　　’　　　　〈Z3－287＞

　　　ハワイ・北米における日系薪聞に関する邦語文献に，1簡単な説明を付したもの。

　　1993年までの「日系新聞研究会」（後述）の成果が網羅される。
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．［3］、欧文文献目録 N’・

．「移民こそがアメ・リカ史である」と言われるように；、ア〆リカのあらゆる歴史をひも

とくうえで，、移民史ぽ，避けて通ることあできないも②の一つである。．そり中で比軌，

白回し・・移民集団であるアジ孫アメ・・励入に？いても，．b述［1］．（2）におけるよ

うな，太平洋沿岸諸州の大学に設置された・Asi即Americah　Studies・Center等を細心

に，・近年，個々の民族集臼の柵海進を超えたヂアギア系アメリカ人と喚う枠緯みでの

研究が一つの大ぎな潮流となっている｝3）。

　ここに収録した文献目録は，そのよ’うな歴史的所産及び知的営為の記憶装置であり．，

未来のアジア系アメリ・敵人ぺ遺す球き財産目録でもある∴ごζでもアンソ、pジーの一

章をなす文献目鍔を除き・棚追書●通史等の巻末文献目録は省絡レた・・，

【文献騰】　一・・■1／．・．　』「「■一　t－t、忌＼
212．、Endo，　Russe11，．．．co，mp．　，“Asian　A卑erican　Bibliographi¢RさS6匂rqes：1968L

　　1988．”N6m億al　Gail・M．．et．　a1．　ed．　Frontiers．Qf　Asian　Am♀rican』Studi6s二tt

　　・・w・itingi　R・・ea・¢h・・nd　cpmni・pt・・y・Pullm・n．：w・・hi・gtQn　st・t・u・i肌pぢ

　　1989，pp．＼317－338．1、’　　　　、，．・　tt．　：1・一・・t、．・　：・tttt！　’1．　・tl〈未所蔵〉，

　　　1968年汐・ら1988年までの20年間に編纂されtg，アジア系アメリ三人に関すQ「文．

　・篇目’録の目録」，ERIC（Edzacationa．1　R．esozarces　lnformatio％・C6吻7＞ドキユ～～ン

@トも含む14）・’同じ編者による…“Bibliogtaphic．Mater1als・on／，Asian・　and　Pタcifi．c

　　Am・誓can・，　t7’E伽i。　F・・um・3：t1983，　pp・94・107の虫薬琢となる⑩であり・．「ア

　　ジア系ア籾下人一鶴め他r・日系人関係21タ朴ルの文献騰を収鉱、‘・

【全般・、アジ切系アメリ、力詠】1’5）．

2・3．伽・蜘willi・m　R，・cb・・）P．　，　Bibli・9・aphy　gf　lmmig，rati・n・in・th・united

　　StateS　190Q－1930．　C61umbuS　：．耳．’L．　Hedrick，11934．、　RePrint．1972．『・〈面一718＞1

　　　　　　う　　　・・アメリがめ移民問題が広汎聯議を醸した・1　lgO9年から1933年までの・ヨー、

　　七ッバ系移民も含んだ，文献を収鐸61♂・1・．

214．Fuj　imoto，　f6ao，let　al．，60mp．　Asians　ih　Amefica：ASelected　Annotated

　　Bibliography．．Workin9　Publicatign　No．　5，　ASian　AMerican　Re寧earch　projeCt．’

　　D・yi・1　ASi・n・Am・・ica準St・di・S・Divi・i・n・　P・ptl・i　ApPli・d　B・h・viq・al　S・i・』

　　・　enCes’，　Univ’．　lof　California，1971．．　1．　．’　．．　　・　．1、・・〈岸一712≧

　　　・鵬・89ρ3爆心掃2・8学位論口回・及ゲf‘Bib1エ・9・aphy・f・’Law　J・um・！r

　　Articles　on　．the　Legal．Aspe¢tS　of　the／　Asiq，n　Experience　in，AmeriCa：”所収文献

　　約2，006タイ．トルから約800タ～fトルを厳選し，解題したもの。各民族別；年代別

　　・収録文献難は次位の表（同書，P・4より引用）めとおり．でみや。

　　　A・ian・in・Ameri・a・：’AS・lect・d今nn・t・t・d・Bibli・9・ゆhy二An　E耳P細・n∫

　　and　Revision．．1983．　一・　　　　．　｝　　　　　　　　／t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　1971年刊の改訂増補版であるが、・〈未所蔵〉，未見である。・

’一　32　一

　r



P・e二1sgO： 80一 90一‘ D． 1900一 110一． 20十． ．30二．． 140一． 56一 60L 70一『

C上陛in（i学se　　　　　12 ．5 8
9． o． 1

与

．2σ・． 「43．’
，491 94． 9．

Japahese　　　11 0．． ・1・
．：7．1．

’16．． 52． ．36「 ．100、
56．・ 80 8

Filipinφs．・ ．5．． 26． 8 ・3i
γ
．

1
．

KoreanS． 1・ 3

East　Ihdians．
i
．

2．』「 ．1・ 、1、 、6．．．
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Bibliograp恥i年s’「 ’

’

2 ．．1’』1 ．14． 、S、

’215．　／　Chqn，’ C　Sgchetg，’　’goinP．’，　‘iA’　．sian’　一　America’ns　1，A．　Sel（cted　，BibliograPhy　，of

　　　Writihgs　Pub！－ished’　SinCe　，1960s．”．　O．kihiro，．　GarYl　Y．）・　’et’　a！．，・ed．　’Refle．cti，on，　s　一gn－

　　　Shatt・t・d　Wind・W・．：lp蜘i・e・　’　・nd’　P・QSpe・tr・，fQ’・．A・i・ヰ．顛eゆn　Stu母i・＄i．

　　　．Pull血・nl・W・・hingt・n・St・t・U・iv・馬玲88，IPPI：214－237・．・，，．．・．’．．’．．・．妹臓〉’

　　　下篇艦霧鍵飴畿諜叢欝野・遡黙騨智略㌻1その．

216．　’ @Kitan6iHatrY　H，　L’　．，　et’，al．」　60mp．　Asian　4Lmerican．s．　・：　AnlAnnQtat．e’C　，BibliT，　，

．騨、鱒e16∵lian岬’cρn鈎d岬1∵1岡1嘉72・〉

　　　　　斉民1族別（Chih63e；FiliPih6s，JJapapese）に分け・、　Gener．ql・？sycholQgy・S6ciolT

　　　、69yl‘・．∵・・Evdcqati6h二Relo⑱tionと項目毎に小う〉類する・1・50Qの辛敵情報から約．

　　　300タイトルを精選し・．．解題し．た初学者向けの目録・因みに・Gene・qlrJapane・e、

　　　ihl　the　Uhited．．Statles．にO，ま・・18タ．イ．．ト．ルの概説書を収録・．

．217：Kitanb，耳arry：耳l　L・，．conip・．　Asian『in．李mρricq：ASelected・Biblio窪raphy

．’

ﾕ謡ご岬6十二畔’1野．．帥∵「lounご’1．．噸懸．

　　　　　前掲216と．同体球である．が，・1．ソ高シャル・．ウ一々一を意識したと・前書きに述1樽P1’

　　　　る・K6rean・及び学位論文（下掲220．よワ．精選したものは解煙なし・三聖しブ『2タ．

　　　　イ．1ト．ルのみ解題・）が・．．新たに収録されだ7）・　　・　1，’　　tt．．1．・レ．．∫．i’　、

218：　，’ j，／pt，　・Hytipgrghari，　ed：．A＄iah　Amertcah　’St“diesl　i’　A，　n　Annotqted，　，BibliOgr．a一．

　　　　Phy・　，qnq　Rese’arch　Guide ，　Bibliographiesi　arid，　lndexes　・inlAmericah　．Histo，ty，

　　　　N・iil・・N・K・・　・YQyk’・W66tp・tt・・L・nd・n・．¢・eehw・・d・pr・1ユ989・．1．．＜El”A1041＞

　　　　　．’（yL．レフア暁ス’：ワーク．』［．2］’麟図晋218・を葬の’こ．e．．・．！．lf’　・t、．．．

219．．　‘fA’　nn’u’al’Sele6ted　Bibliography”　i・in　Aip．etasiq’Jodrnal．’　・’．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．〈14（1）∵198串～・Z527耳7孚〉．

　　　　　UCLA；　Asian　AMerican　Studie’s．Cent6r吟行。1．．アジア．系．アメ．・リカ人を研究対象

r33、．一

、



　　．にする唯「ゐ学術雑詩◎、．VOI・4・・No・2（1978）ll串ザ1‘憤nnμal　Selecむed　Bibliogra一．

　　phy”を掲載。現在は年三雨滴，1画面No。．3に年間文献目録が掲載される。．、研究領

．．域の広汎化璽映しr〈　J．コ．ンue　’一1’「タ’・’データ㌻ズ三郷引回・1　C三三

　　卿B擁解吻勿q99σ年末で約22・000件三三）¢年間新収鍬コ藁ド働3割．

　　程度しか掲載され：ない．魁、この分野における最も網羅的な文献目録｝さあ乱国立．

　　国会図書館では・Vol・14，．Ng・．1よ．．り所蔵．詳細については鋒涌する9．

【学位論文】空　．　．．1．．．

22 X・．L晦・Willia「「｝，　W・・．　comp・　Asiqltsin・Ame「ica・・：　A・Biblidg・aPhy．．．・f珂・・t・・’・s：．

　　Th・・e・a4q　D・・t・・母Dissert乱tign・・．Wq・king．　／PUblicati・n　N6・．2・．Davi・’：、．

　　．A・i・n・Amrican・Re・eat・h　Pr・j’ect，・A・i・P「Am・・i¢・n　st・di・・DiV’i・i’・n，　Dept・　9f

　　APPIied　Behavigral　ScienceS・Uniy・・f（？．31if・rnia・Davis，1970r．．．11．　f岸7727＞、

　　　且8卿吻爾伽ω’in‘∠4〃mePtica　’に関連す．る学位論文750タそトルを取録する文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　七癖（予撒）・全体の75％を中国系・懸が占肱油綿雨脚り及鯵tt一
　　レた各大学の「学位論支目録」等を付す，

221・・0・9・．P・hl　M・and　Willi・ni．W・hg　L・m・・gmp・・Th・・e・　and　DiSs・rt・ti・P・・n

　　．．A・i・P・i・1．th・．Unit・d．St・t…wit皐S・1ected．R・f・r・n．e・・．tg・Oth・r　Q・ρ脚・’

　、．Asiqns・．1）avis．：Asiab．America粋：studiφs・．pept・of．　ApPlied　BehaYiofal　sρi－

　　ences，　Uni，v．　of　California，　Davis，1974，．．．’・　　．、．．、．．．・　．〈岸r743＞

　　　．、上掲220の増補改訂版。．約800タ．イト．ルを新ただ収録し，．「件名索引（Key　WQ’・d

　　．lndex）」も付し．た，．．197Q年始と違い，民族別の構成をとる炉，．・やはりアジ’7系一．

　．・般制約6白系のテーマが多く・つ割合を助る・號ian・in・th・αh・・Am・ticaS’

　　‘oth¢r　Qv6rseas　Asians’の項目を新設したのも，．研究の広がりを示すもめセあろ

　　　　　　　　　ロ　　ヘザ　　う』．・　．．一　　．（・　　．　　．　．．　．．　「

【日．系ア〆リカ人］：．
s．．、

　日系アメリカ人た関する全般的な文献目録は，想像以上に多ぐはなぐ，．・三三国会図

書館で所蔵するもq）迎ま．とんどない6ア．ジア系一般た含まれるもの及び諸機関所蔵資．

回腸は・前述レだとおりであう・．概詳書等の燃目録類は・．．藩中録の場合溶鉱．

そのっ・◎書誌事項及び解題瑚記する．181・』一　　tt＿tt　r．…．■．
・22？・．』M・t・q・it・・．Kar1　K：），．・・r・ip…　B・Qks－ih・？rint，：J・p・n・・e・in　th・Am¢ri・a．・．in

　　Engli・h一．　with　1．ndex・餅年nd　Gl曲y・S・n　Ft・n¢i・cg・J・p・n・S・．A血・・i．・’・n

　　Library，1986．．．．　　／tt「、　．「．．　．．．．　　．‘．．　『．画面資料課事務用〉’

　　　ユ986年刊行時において・’入手じうる図書の解題目録。収録48与タイトルのうち日．

　　系ア・刈法人に関するものは3494イト…　．1．瞳面諭むb　’‘Jqpa…e・　AMetican’

　　Verna6ular　New『paperz‘Subj号ct　and．ρeographi『al　Ind⇔xp吊’．℃los『弓ry’等を獄

　　す・年刊の予定だが・．刊行状況不明r・・　tt

【ノ＼ワイ】・／tt　．・tt一．幽
D．

E．”’ @”，　・
C、．． D．．．

D．． Et’

223・R蜘・1　Judith・’CultU・e　’・nd　B・havig・in　H・幅ii・An　Anh6⑳“Bibli・9・

噛H鯉li’Se「irs　3i．Hono’u’ul：．Socia1’Sc’epce　geseq「ch　Inst弓む噸．

　　　　　　　　　・　　　．　　　　．t．　．　t．、一、．34一　　・　．　　　
．．

煤A　　　　．．　　、　　　　　・’一　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　f　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　1

r



　　　H・w・ii，1971．■・．tt＿■・．、　．「一．．．1．．1〈岸一739＞．

　　　　1914年から1970年までの，パウ・イに関するtt「行動科学ろehav．ioMl　science」．的視．

．脚騨岬脚＼7岬寄る四聯即掌倉ぎ
224．．　Young，．　N4ricy　，Foon．　Asian－AmericanS　in’　Hawaii　l：　Selg，cteq　Readings，

　　　’Chinese，　一　Jtipqnese，　’　Kgrean．s，　．　Qkinawan＄．　．　Hondlulu　：・Geheral’　AsSistance・

　　　瀦翻至需ζdfi∵rurlt’opa’Fgu畔’叫rilllr　r∵岬｝’顎器．

225．　Hiura，　AMold　T．，　and　Stephen　H．　Sumida．　Asian　American　LiteratU・re　bf

　　　Hawaii二・An・AnhQt．ated．Bibliogr年phy．　Hqnol厚lu；HaWaif　EthniC　Re30urce

　　　C晦IT・lk　・St．・・y；・979・．．　tt．一．．．．■∵1一・．〆未所蔵〉．1

2261・、“宜awaiiana・in　Z991．L．：ABibliography　of．Titi6S　Qf耳istQtical　Interestl’in

　　　’Th・’H・W・ii・h　J・u幽1・f　Hi・t・ry・．．・■・・．・．〈25・．　i99ト・．移（四〉一Y15＞

　　　　「ハワイ歴史協会Hawaiian　llisto，rica’イs66あ砂」．の機関誌，．年刊。図書・一学位

　　　．論文及びパワイ轡型で発行されtg・．若干の渾三物掲載論文を収録する・．．目系関係・

　　　文献．．．二噸に比べ減少傾向矯る・岬町今畔鮒別資料室で1ま・第25巻

　　　　（1991年）より所蔵雑誌記事の箇所で詳述する。・’

【三野別・エスニシティ】．・一、一’

227．　Kolrr｝，　Richard，　comp：　and　’ed‘，　BibliogtaPhy　of　EthnicitY　and　’Eth，　nic

　　　Groups．．　Rgckville’　：　Center　．for　Stgdies　of・　Metrgpolitan’　Prob．JemS，　National

　　　lInst．　of　Mental’Health，．・1973．’　　・．一　　一’　　　1　．・．＜岸r732＞・

．228．／　．・　Weinberg；　Meyer，．　eomp，　RaciSm　in　the　United　States　：　A．　Comprehensive

　　　’　Classified　BibliograPhy．　BiPliographies　and　lnde．xes　in　Ethnic／　Studies，　No．　，2，，

　　　New，・York：Greehwood　Pr．，　1990．．　．　，，　’　．　’1．，　．　〈El－A135＞

　　　　‘AffirMative　Action’以下アルファベッ．ト順にsw．omen，　Minority’まで857）件

　　　名を設け，．．？：の後に℃eheral，及びiBibliographies，　Genera1’の項目を置く，　rz＄t

　　　も包括的な」．人樽差別に．関する文献肩録・．内容が．タイトルから自明でなv｝場合の

　　　み解題．を付す。’日本人移民・日．三人関係は，‘Concentration　CampS’に集中する・

　　　、他‘lmrdigration’等．｝こ散見される19）。

【文学】．．

，’

Q29．　Cheung，　Ki4g－KQk　anq，　Stan，　YOgi．　Asiqn．　Amgrican　Litetature　：　Ap－An－

1． ﾓ臨糠gla叫．．’meW　Yg「1：Tle珂qde叫alr胆琴e岬。脳鏡

　　　　　テメリカ合衆国及びヵナ．ダにおける；アジア系作家による文．学作品の1：基本的

　　　目録。・民族別’9）散文・誇・劇作O？十次糞料・とデ評論・学倖論文等の二次三三に大

　　　験し・非ア？．ア系による著作も付す1．和3ゴ400タイ．．ト．ルを収録し・笛明な解熱を付

　　　す・‘Bibli・9・，・phlcal細R・f今r・ng・W・・k・’‘Backgr・ynd　S・y・ceS：＄・1・rt・d

　　　W6rks’1と，アジア三三．民の．背景等の理解に有用な文献目録・概説三等を収録す

＿35二． ／

’

k．tt．．乱、



　　る。

【農業】

2NR0．　Hennefrund；　Helen　E；　and　Cumrpings，・　OrPha，・comp．　Bibliography　oh　the

　　Japanese　in　American　Agriculture．　Bibliographical　Bulletin　No．　3，　United

　　States　Dept・　of　Agricult．ure，，　Washihgton，　DC：US．　GPO，1943．　〈岸「717＞

　　　1890年代から約50年間の，米本≠及びカナダにおける日系農業についてのJ．解

　　題及び内容詳細を付した目録。土地所有・農作物・農業労働者としての特質・外，

　　国人土地法制・強制収容問題等に関する文献を収録する。・

【強制収容】　　　　　．、　’　tt　　　　　　　　　、　　　、tt・、

23エ　アラン・T・モリヤマ著，金子幸子訳「アメリ’力日系人強制収容に関する文献　研

　　究動向と課題」r汎』12：1989．4，PP．．　206－222（共向碕究　日系人強制収容の全体

　　像を追う②）、　　　　　　　「　　　　　　　　　　．〈Z23．548＞

　　　日系人強制収容に関する研究を，第一期〈1944－54），第二期（1955－70），「第三

　　期（エ971－82），第四期（igS3一〉の四時期に分け整理する6文献目録ではないので

　　収録数は多くないが；強制収容関係の英語文献について，日本語で解説した貴重

　　な論考である20）。

【文書等目録】、　　　『’

232．　DeWitt，　Donald　L．，　，comp．　Guide　to　Archives　and　M．anuscript　CollectionS’in

　　the　United　States　：　An　Annotated　Bibliography．　Bibliographies　and　lndexes

　　in　Library　and　lnformation　Science，　’No．一　8，一　Westport，　Loridon　：　Greenwood

　　PrL，　1994．’　・　一・　〈ULI－A90＞・
　　　全米の図書liE　・．、文書館，・博物館等で所蔵する，原則として非刊行の文書三等史

　　奪料の丁検索トゥール．finding　aids」〈6alendars，　directories，　inventQrieS，　check－

　　1ists，　registers）の解題目録。（例えば例外的に，、文書類とともに，刊行された資料

　　も多数収録する；前掲183．Yuji　Ichioka．　Buried　Past．等も収録されている。）

　　‘Geru’eral　CollectiQns’f‘Ethnic　Min．orities’　and　Women’　‘Federal　Arehives－

　　Genera．1；一LiHb．rary　of　Congress，　’National，Archivgs，　Smithsonian　lnstitution’

　　‘Region母Collecti6ns’等の容一トに，本稿関係諸機関のトゥール類が収録されて

　　いる。

IV．注’　　　　．　、　『〉∴・

1）阪田安雄「移民研究の歴史的考察とその課題」『日系移民資料集北米編第18巻解説・資

　三編』pp．7－8。阪田は，一一同書，註（pp．41－42）において，本稿収録197，198の導坑．■飯野「文

醐録」の他た・噛め（邦文）隷・廊廟累に「御？目録」と、しf・以下の閥を掲

　げている。参考までに（）内に複製本あ書誌事項を略記した。

　　○神戸高等商業：学校商業：研究所編『経済法律文献目録』召文館，1927

　　0神戸高等商業学校商業研究所編『経済法律文献目録第二輯』宝文館，1931

　　　（神戸高等商業学校商業研穽三編『経済法律文献目録12凪・ゆまに害房i　19851・宝文

一36一



　　館昭和2一・6年（1927～1931）刊の複製＜E1－124＞）

　○天野敬太郎編『法政経済社会論文総覧』畑江書院，・1927

　　（石山洋［ほか］編『明治・大正・．昭和前期雑誌記事索引集成、第7巻』（大正15年）．皓

　　星社，1994『法政経済社会論文維覧』正編　第．1分冊の複製＜UP54－E16＞，『明治・大

　　正・昭和前期雑誌記事索引集成　第8巻』〈大正15年）寒星社，・1994　『法政経済社会論

　　文総覧』正編第2分冊の複製くUP54－E16＞）

　○天野敬太郎編『法政経済社会論文総覧　逐電』刀江書院，1928

　　（石山洋［ほか］編『明治・論義■t昭和前期雑誌記事索引集成　第9巻』（大正15年r昭

　　和2年）皓星社，・1994　『法政経済社会論文総覧』追申の複製〈UPS4－E16＞）

　○本庄栄治郎『日本経済文献』全：6巻，日本評論社，1953－1969

　0黒正巌・菊田太郎編『経済地理学文献総覧』転籍閣，1937（『経済地理学講座別巻』）

　　（本書は，・図書館科学会監修『社会科学書誌書目集成』全60巻，日本図書センター？1996

　　～　中の第12巻として復刻，刊行されている。〈未所蔵〉）

　○上田貞次郎編「人口「問題文献〈続）」『日本人ロ問題研究』第3輯，協調会，1937『・

　○総理府統計局図書館編『邦文人口関係文献並資料解題　附：人口関係論文目録』総理府

　　統計局図書館，1951

　　（本書は，図書館科学会監修『社会科学書誌書目集成』全60巻，日本図書センター，1996・

　　～　中の第55巻として復刻，刊行が予定されている。）

　○英修道編『日本外交史関係文献目録』慶鷹義塾大学法学研究会，1961

　　（本書は1図書分科学会監修『社会科学書誌書目集成』全60巻，日本図書センター，1996『

　　～　中の第28巻として，1969年発行の同『目録（追補版）』とともに復刻，刊行されて

　　いる。〈未所蔵〉）

　○角山栄・高嶋雅明監修『マイクpフ／ルム版領事報告資料収録目録』雄松堂フィルム出

　　版，1983

　0『「殖民協会報告」解説し総目次・索引』不二出版，1987
2）tt 送ｧ国会図書館特別資料室所蔵の「移民関係資料」は，「岸コレクション」「三木コレク

ション⊥及び「山本コレ：クション」の三大コレクショツと「派遣職員収集資料」で選るが

『国立国会図書館特別資料室所蔵移民関係資料目録』（平成9年内刊行予定）は，昭和59年度

より開始された「派遣職員による収集」資料を収録する。その内容は，図書・逐次刊行物・

文書類・マイクウ資料・録音テープ等であるが，派遣期間の関係から，ハワイ・北米関係は

それ程多くない。なお，ハワイ・・北米については，現在も資料収集が続けられており，『ハ

ワイ報知』（1912年10月創刊号一1961年12月，ホノルル，ビシeップ博物館所蔵）や“Japanese

Canadian　research．collectioロ”“Pitt　Meadows　Japanese　Farmer’s　Association”及び

　『山家安太郎文書』（いつれもカナダ，ブリティッシュ・コロンビデ大学所蔵）をマイクロ

フィルムで収集した。tt

3）和歌山市民図書館では，’その建設計画段階より，有数の「移民送出県」という歴史を背

景に，移民資料の収集が計画され，京都大学移民史研究会の協力を得て，・昭和59年12月「移

民資料室」を開室，翌60年3月に本目録が刊行された。「移民資料室」の詳細については後

述する。

4）　「東京大学アメリカ研究資料センター」の淵源は，第二次大戦後にuックフェラー財団

の援助によっ急東京大学とスタンフォード大学が共催した「アメリカ研究夏期セミナー」
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（1950一！956）に遡る。この間に蓄積されたアメリカ研究図書を核に，1957年暫定的に発足；

1967年教養学部附属施設として正式に設立ざれた。この間の事情‘現状に：ついては，本四長

世「東京大学アメリカ研究資料センタL」・『東京大学アメリカ研究資料センター年報』1，　PP．

46－47，西堀わか子「東京大学アメリカ研究資料老ンター」『東京大学アメ．リカ研究資料セン

汐一年報』8，pp．98－102，新川健三郎「アメり力研究資料センタrゐ30年一回顧と展望一」

　『東京大学アメリ，力研究資料センター年報』17，Pp．118－125を参照。

　「センター」の活動状況・研究成果は，『東京木原アメ旦力研究資料センター年報』（No．1

’T7〈GH：81－24＞，　No．8－17〈Z41－1712－B＞）『東京大学アメリカン・スタディーズ』（『年報』

の改題，Vo1．1：19964～〈Z　8－B527＞）に掲載。また，新川の論考には，「東京大学アメリ

カ研究資料センター活動リスト」があり，これまでのセンターでの研究会が一覧できる他，

日本におけるアメリカ研究の状況も転轍でき，記事掲載『年報』の号数も付され便利である。

　『移民研究基本図書リスト』の他に，センター所蔵資料の目録類には深のようなものがあ

る。rt

　O『東京大学アメり力研究資料センター蔵書目録1』（文学・地域文化論r伝記・歴史）』

　　1980〈GH2－4＞

　○『東京大学アメリカ研究資料セ≧ター蔵書目録2』（繰記・哲学・宗教・単軌・政治・

　　法律・経済・教育・芸術）1981＜GH2－4＞

　○『東京大学アメリカ研究資料センター所蔵来献資料リ・スト』（蔵書目録補遺）7：［1985］

　　一16：1994〈GH2－6＞（本リヌ、トは『東京大学アメリカ研究資料センター年報』にも掲

　　載されている。）　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、tt
　O『東京大学デメリカ研究資料センター所蔵逐次刊行物リ．スト』［1986］’（（｝H2－8＞

　○新川健三郎編『アメリカ外交史研究基本図書リスト』1991＜A1－E9＞・　＼

トなお，日本におけるアメリカ研究につ吟て，国際文化会館のプロジェクト「日本における

アメリカ研究の抹況に関する総合調査」が進行中であ為が日本の大学におけるアメリカ研

穽の教育プログラムについてはジ『日本におけるアメリカ研究教育プログラム，一現状と課

題一』（アメリカ研究ワークショップOv　1994年9月9日・10日開偶汐留書）（財）アメ・リ’力

研究振興会，1996〈GH：81－G2＞が現状と問題点を纒めているので参照されたい。tu

5）　国立民族学博物館では，．平成9年4月現在，図書445，888点を所蔵し，そのうち日本語図

書は169，620点，データベLス件数は186，851件である。『国立民族学博物館要覧』1977，pp．

15－17参照。　　　　・一t

6）「 �ｨ簡易にゲ国立国会図書館蔵書（和・洋図書）を検索・利用するには，『国立国会図書

館　図書利用のてびき』〈広報パンフレット〉を参照されたい。最新刊行の冊子目録まで含

み，アップ・トゥ・デイトである。
　　　　　　　　　　　　　ピ7）明糊刊行図書約・1万タイト・V・16珊は・lg89年（平成元）・より約3年蟹やしマイ

伽化された（『国立国会図講幕明値鞘図書マイク噸集成』丸善）・現在駐
国会図書館での，明治期刊行図書の利用は原則目して，マイクロフィッシュに限られてお

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノり阪本蔵書目録に収録される資料の請求記号も，’一部を除きマイクロフィッシュ番号

　〈YDM＞が付されている。（原書請求記号も，書誌事項中に（’）内表示）したがって本稿

でも，明治期刊行図書の請求記号については，・オリジナル資料（原書）ではなく，マイクロ

フィッシュ資料番号で統一した。』　　　　　’　パ

　1995年9月に，本蔵書目録のCD－ROM版が刊行された。この概要及び特徴たついては，『
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吉武敬子「明治期刊行図書のCD－RQM版一『NDL　CD－ROM　Line　国立国会図書館蔵書1

1濃紅』L」麟引展望』』20（2）：119砿PP即くZ3脚＃1鯵照のこ

』8）LCでは，本目録に先行してLC，　Division　of　Bibliography・Baden Florence　S・comp・

Immigration　in　the　United　States　：’A　Selected　List　of　Recent　Ref，erences．　Waship－

gton二’GPO，’1943〈016．32573二U1697i＞を刊行している。．こ一di目録の場合は，’LCの5’図書

　館（室）所蔵資料に限っており，日『系関係一般は，．’Nationalities－Orientals－Japaneseに29

t1 ^イトル所収されている’。因みにイジド系は，4タイ・トル・韓甲系は雑誌の論文が1タイドル

　所収されてい、るに過．ぎない。

9）．JERS及びWRA・蘭係資料の経緯については・本目録1・t・・d・・ti・n，　PP・iTik，及び1・hi・一

ka，　Yuji，　．ed．　Views　from　Within　：・’The　J’apanese　American　Evacuafion　and　Resettle一’

　’ment　study．　Los　Angeles：Asian　Am．erican　studies・center，　ucLA，1989・〈移（四）一Y61＞・

　所収のYuji，　Ichioka．　f‘JERS　Revisited：Introdu’ctiqn．”pp念「晶晶あ論文を参照のこと。

　また，・日系人強制収容に関する文献整理について，アラン・T、・モリヤマ著，懸子幸子訳「ア’

メリ加系人強制収割・関する文献・融動向と課題」r汎』・2・・989・4，PP・2・6－222（共

　同研究　日系入強制収容の全体像を追う②）（IV一［3’］231）が有用で南．る・

IQ）　i，　．　Gonnami，　Tsuneharu，　“Japanese　Collections’　ln　Canadian　Librarl’es．”　（Presented　’by　．

Tsunefiary　Gohnarhi，．　Japanesie　Librarian，　Asian．Studies　Library　of　the　Univ．　of　British

Colum’biito’　th6　1989　Annual　Meeting　of　．＊AAS－ASPAC　LibtarY　Panel　on　East　Asian’

・Libraries　held　on　July　2．，　1989，　at　the　Prince　Kghi6　HQtel，　Honolglu，．　HaxVaii．＊AAS一’

　Association’for　Asian　Studies／ASPAC－Asian銑udies　on　the　Pacific　Coast）’は，日系

　カナ：ダ人関係のみならず，’、カナダにおける日本関係コレクション全般についての纏めであ

　る．本ペニパーは，’C。mmitt。e・n　E・・t　A・ian　Lib・a・i・・B・11・ti・．89：1990・2，　PP・24－32

　＜Z55－B307＞　’に再録され白い．る。』

11）、移民関イ系の通史・概説書のみならず，アメリカ史・アメリカ研究の分野においても有用’

　、な「文献目録⊥を含むもあが少なくない。例えば，斎藤真，嘉治元郎編rアメリカ研究入門』

　東京大学出版会，1969〈GH81－1＞，．本間長世，有賀貞編rアメり々研究入門第2版』東京大1

　学出三会，1980＜GH81－2．7＞！ま，今だにアメリカ研究の古典であり・文献解題に1ヰ必須の基

　本文献を収録し，数多くはないが移民関係文献も含まれる6日本語による文献については，

　　『アメリカ研究邦語文献目録』・東京大学頭面会ほか，耳973T〈GH2T1＞等が有用である。ま

た旧本におけるアメリ耀確の動向を知るためには・・r蝉雑誌』＜Z呂一311＞の騨月

　号に掲載される’「回顧と展望」が有用である・、

i2）’沖縄については，．例えば，．：次．のよ、うな書誌や目録も参照のこど。

　　cj新城安善編著『沖縄書誌総覧　沖縄書誌の書誌』沖縄県図書館筋会，1991＜GB2－E160＞

　　　（本書について詳しくは，新城安善‘’「『沖縄書誌総豊一沖縄書誌の書痴』ノLト」’『書誌

　　　索引展望』16（2）：1992．5，PP．41－47〈Z21－864－TO＃｝を参照のとと・「沖縄書誌の歴

　　　・史的動向」も記さ紅る6）本書誌に収録される移民関係書誌は以下のと・おりである。

　　　・名護国史編・さん肇編．『移果・出稼関係新聞記事目録』・名護市史編さん室，・、1985く名護

　　　　古史研究資料　回船集）

　　　・「移民関係文献資料目録」『沖縄史料編果所紀要』工：1976・・3’（前tslsg）．

　　　．＊「移民関係文献資料目録　備考欄訂正表」『沖縄史料編集所紀要』4：1979．3’

一　39　一7一・



　　　・石川友紀，上村晶司編「沖縄移民関係資料」『新沖縄文学』『45：1980．6

　　　「＊一石川友紀編「沖縄県移民に関する文献紹介」『新沖縄文学』45：1980．6（前掲210）

　　　＊「『雄飛』総目次」『雄飛』44：1989．2

　　　．＊琉球大学海外心頭註題研究会編『在沖移住関係文献目録解題』琉球大学海外移住問題

　　　研究会，1970’
　　○新城安善「沖縄県関係の二次資料」『書誌索引展望』17（3）’：1993．8，やpβ3」38（地域文

　　　献案内32）

　　○「沖縄関係図書目録」（「沖縄関係新刊図書分類目録」「沖縄関傑新刊図書目録」の号も

　　　あり）’『新沖縄文学』51：1982．3－95：1993．5．

13）’「アジア系アメリカ人・4ε溢泌〃z碗6厩」というN乎称は，1968年，「アジア系アンリ才人

　政治同盟（AAPA）Asian、47％碗。侃Political　A　lliance」結成時に，現UCLA教授のi一

　ジ・イチオカ．｝励・左勿。肋の命名による，ど言われる（下掲村上，『アジア系アメリカ人』

p．．　’18）。i991年に『地理』36（5）：1991．5が，「アジア系アメリカ人」を特集したが，それ以

外の雑誌論士を国立国会図書館の雑誌記事索引データベース（POO1／1984．1～）で検索して

　も・、「アジア系アメリカ人」をタイトルとするものは・本稿執筆時，以下の3三三桑ル4件

　であった。ただし「アジア系アメリカ女性」「アジア系アメリカ文学」等は考慮していない。

　　○横山穣「アメリカにおける地域精神衛生サービスーアジア系アメリカ人り抱えるもの」

　　　『社会福祉研究』431ユ988．10，pp．69一．74，　　　　、　　　・　　　　’　、

　　○ジョージ・R・ハラダ「アメリカ法におけるアジア系アメリカ人（上）正義への闘い」『広

　　　島経済大学研究論集』17（4）：1995．3，PP．13－49’　　　tt　＼

　　○ジョージ・R・ハラダ、「アメリカ法におけるアジア系アメリカ人一正義への戦い一下一」

　　　『広島経済大学研究論集』’18（1）：1995．6，pp．1－22

　　0武田興欣「アジア系アメリ、訴人学生のアイぞンティティの多様性一プリンストン大学

　　　における調査」『アメリカ研究』31：1997，pp。193－206　　　　　　　－　．　b

単行書所収論文の主なものは，次のとおりである。　　．・　　　　，　　　　　’

　　○飯野正子「『日本たたき』と日系およびアジア系アメリカ人⊥有賀貞編『米国のエスニ

　　　ック・グループの心内と日本』，日本国際問題研究所，1993」　pp．’56－64

　　0飯野正子「『日本たたき』’と白系およびアジア系アメリカ人」有賀貞編『日米関係にお

　　けるエスニシティーの要素』総合研究醗機構，．1995，PP．’・85－98

　0飯野正子「アジア系アメリカ人＝『汎アジア系』のアイデンディ，ティ㍗」有賀貞編『エ

　　スニック状況の現在』日本国際問題研究所，1995，pp．131－1照　　’

　○ゲイル・M・ノムラ「アジア系アメ．リカ人の日本観」有賀負編濯日琴関係におけるエス

　　ニシティ、一の要素』総合研究開発機構，1995，pp．67－84’「　　　・
しかし，一IV．［2］邦語文献騰及び後掲VI．［・］研究史一2・・幽論考は，「アジ孫移民」

研究が，わが国でもようやく認知され始めたことを明らかにしてい凱，

　　このような状況のなかで，眉ナルド・タカキ『も’う二つのアメリカン・ドリームーアジア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く系アメリカ人の挑戦』岩波書店，1996〈GH82－G7＞（StrangerS　from　A　Different　Shore：

A’H：istory　of　Asian　Americans．　B6ston：Little，　BrQwnl　198a〈DC821－A99＞の抄訳）が

刊行され，村上由見子『アジア系アメリカ人一アメリカめ新しい葭』中央公論社，1997（中

公新書1368）が刊行された。上掲，飯野「アジア系アメリカ人・・∴州もその歴史，現在及

び問題点をコンパクトに纏めた優れた論文であるが，．村上『アジア系アメリカ入』一はジ「ア
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1ジア系アメリカ人の全体像を平泳しかし内容濃く撫たj　・H・本語で回れ脚あての書

　物である（『アジア系アメリが人』書評：石川好，『日本経碕新聞』1997・＆17付）・以下も

　参照のこと。・前eq153；　Japanese　AMerican　History：An，A－to－Z　Refere早ce　fromユ868・to

，the　Present．　（‘Asian　American”’　‘ASiari．American　mov，ementl’‘Asiap　Americdn　Politic41　，

AIIiance・　PP．　107・・109）Mび，後Va　Th・A・ia・Am・・icah・E・・y・1・P・．di・・，．Dieti・n碑・f

　Asian　American　Historyi等の謙当項目。　』　　t一　／』 　．ttt．　・「「　』∴、　∴・

－14）「文献目録の目録」につい℃，t．同時期に刊行された，．本文後高2i8．’Asian　American　Stu一．

　dies：「An　Annotated．．Biblibgraphy　and　Research　Gulide．1989の‘Bibliographies’（pp．

469－473）・及び．229、A・i’・n　Am・ti・an’・Lit・・at・f・：A・Ann・t・t・d　Bibli・9・aphy・1988の・

　‘Bibliogra’phical　arid　ReferenOe　Works’（pp．1－5）も季魚のこと。tt『．

　　国立国会図書館におけるERICド』キュメシト（マイク・フィ、・・シュ資料・擁乗誌・・索引等）・

の所蔵状況は複雑でh6カ》イク・フィ・シュ資籾ま，大肌て，・1966－77年は糊無料

室所齢D5一・3＞，　i984年以降は，．脚部でぽあるゐ・，’．官庁・国心配資料室で所薩ぐEDI・3・0／、

　2：〉しているもの．もある。

i5）・・ますます混沌の度合いを深める現代アメリ、力社会における，ア身ア系アメリ々人の・多

　様なアイデシティ1ティーと歴史的経験の検証に資する最新の文献目録として，』Rppp，・
　Steven　MasaMi，・et　al．，　eomp．，　Lee，　Marjorie，　’ed．　Prism　LiveS／Epaerging　Voices　Qf

　Multiracial　Asians’　：　A　Selecti’ve，　PartiallY　Annotated．　Bibliography．　Los　Angeles．：’

　UCLA，　Asian‘　Am’erican　Studies　Ceriter，　Reading　ROo毎／Librar：y，1995．がある。‘Race’．

and’　Ethnicity’　‘lntetraci．al．Marriage　and　Relations’　‘Multlracial　Asi4p　and　．Asi’an．

．Am。，ican　E。pe，ience＄，・Aniera・ian・・lld・htify　D・v・1・pm・ntl・’T・ansra・i・I　Ad・pti・n’か・

　らな『り，約600件の文献をエントリーするが，未見である・これとともにi　Amerasia　Journal・

　最：新号（vol．23，　No．．1）〈特集“No’　Passing　zone：The　Artistic　and　Discursiv：e　voices

　of　Asian－descent　Multiracials”〉』に収録された，　StβvenMasami　Ropp他の論文はl　Asia年

　Ame士ican　Studiesが，現実問題どしても，今まさに，・　MUItiethnic，　Multiracial，　Mixed－

　Race…∵Asiari，の方向に進み始めていることを，’明示するも、のであろう。’：．

16）　この時期の，・日奉人移民に関する重要事件は，以下のζおりである。’．

　　1900一’サ．ンフランシスbの労働者大会排日決議’01iカリフォルニア州及びネヴァダ州

　「議会排日決議’02Lハワイから米本土転偉勲ん’6S一カリラォ．ルニア州謙会排日法案イ黄禍

　論流布，06一サンフランシスコ市目土入学童隔離教育決議／司法省’日本人の帰化甲請拒否

　指令　・07一ハワ1イから来本土転航禁止　．’08一紳士協約締結／ハワイへの新規移民渡航禁止

　509一オアフ島大ストラ’イキ’13一カリフォルニデ州外国人土地法’14一小沢孝雄帰イU権三三

　1提起’．17一日本八移民能力試験実施’19一カリフ1ルニア州東洋木排斥協会／写真婚廃止宣

　言’20一カリフォルニア州排日土地法1　’721一ワ1シン・トン州、」テキサズ州・rネブうろ力州排日、

　土地法’22一米最：高裁白本人の帰化権否認・（小沢事件）’24一排日移民法127一外国語学校恥

　締法脈再試訴日本語学校側勝訴（ハワイ．7・米最高裁）’31r満州事変’33一アメり’カ．経1済恐慌　　　、

17）、因みた，♀16ではGeneralLJapane’＄e’　in　the　United　Stat6s収録文献は18タイ’トルであっ「

ttたが，217では17タ・hトルと11タイ・・ト．ル減融つ’ている・肖縣されたのは・・M・Willi・血…

　’Carey．　Factories　i郎he　Fiφld．　B6ston・：Little　Brown　’．＆．Co．4939．である。しかし同書

は，ユ86q年一9・年の；カリフ身・・モア麟における中国盛期に言及したものであρ．・単

　に216におけるミス・レイアウ．トだ・と思われる。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．41　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

　　　　　　18）前掲212，Endo，“Asian　American　BibliOgraphic　ResourCes’：・i968二1998．”の．本文及び

’　注q960年代以前φ主要な．もの）1・は，計24タ．イト’ル．（25タイト・レ細論そ’・・るが，ユタ．

　　　　　　　　イトルは重複）の日系アメヅカ八に．関する支点目録．〈噌部中国系と併録，．「所蔵目鐘特殊テ

　　　　　　　　ーマ・目録を含む〉が収録されている・それを刊行（収録）形態別．に分類する．と，．次のように．

　　　　　　　　なる・．これ．をみて．も・目彩メリ々人1・関する全般的な文献鵬の少なさカ・例証されるがゲ

　　　　　　　　このことは・単一民族り研究も．さることなカ・ら；．当時既に，ア蘭灯た．おレ｝では；「アジア

　　　　　　　　系アメリカ人と．v）う枠組みJ：のなかでの単「民族（日系人）研究．或いは比較研．究が主流だ．

　　　　　　　　つたことの証左．なのではなかろうカ1、　　　　　’

・　　　　①単行のもの．r．．．　　．．．．‘　’

　　　　　　　　　　＊Barnhart，　Edward　N．（前掲187）　．　　　「』．』「　　．．■、　if．

　　　、　＊c・h・…」・h・：・・J・p・n・・e・cqlt・・e．i・th・u血it“d　st・t6・・f　Am6fi・a・：A。　A。h6t。t。d．

’　　Bibli・9・a’phyl．Sac・a血・nt・・C…§C・1t・・a1．Res・urce　Ce・t・ir，・’・．C・lif・t・i・．St・t・

　　　　　　　　　　・　univr’，1977，　ERIc　Do6umeht　，＃ED－175二〇58．　、　、

　　　　　　　　　　＊Hennefrundl　Helen　E，　et　al．（品品230）’　　．．、，．　’．　t　t』、．　・　　．』．　t

　　　　　　　　　　＊Hild・b・and・・L・・rain’…lssei・　Nisei・s・h昌・i・　Y・n・ei」：’A．Bi可1・9・aphy・・f・JqP4…e

　　　　　　　　　　　H・ldi・g・．耳・・ludi・g・Sh・・t　Li・…f．Mat・τi・1・6・．　th・J・p・h・§61・t・m阻・蜘d　th・

　　　　　　　　　　　U・S・．1・t・・n・1　SecV・ity・Agt・T…m・・．　F・i・nd・・f　T・ρ・m・．C・mmunity．「C611・g・．

　　　　　　　　、．、＊盈瓢纏la騰8誹「a「y・，　anq　ll・　st「呼i四1　Relgu「cゆte葛．1972・・

　　　　　　　　　　・JQnes，　Helen．（前掲182）　・．．．・．　．　　．・・、　tt．　．．．．■N’．

　　　　　　　　　．＊Kitan・・Harry・・Ja・・nese　i・．　N6・・h．Am・ナicaβ・ldh　lp・・itg・e・．H”i・t6・ical　i’Reaain・

　　　　　　　　　　　Li・ti’．　N・・i5，．・Phi14d・lphir・B41¢h　I・・t。1975・一．　・，

　　　　　　　　．．・Matsudal．1輝t§ugu．（前掲177，178）

　　　　　．fM…u・hit・・K4・1・．（後掲222）．．．　』．．：’■、・．・・．「i　’b

　　　　　　　　　．＊Rock士n即，11ene．　Japanese．今merican　Identity　in　the　Unit俘d．States，1945－Pres6nt．：：

　　　　　　　　　　　今S・1．ect・d　Ann・七・t・d・Bibli・脚hy・・rip・bli・h・d．・P・per，1975，、ERゆ・C・m・n，t・＃ED

　　　　　　　　　　　－102－091．　　　・　　　　　．　　．、．　・　∫　　　　　，1　　　　　「　　　．幽　．　　．　．．　　　　　　　．　‘　　tt．　　　．・．．

　　　　　　　　　＊whit・i．　A・th・ny・A・．u・b・醐i…ity・J・p・n・・e　Am・蜘・．　Cρunci1・f戸1a・nihg

．，

@　Lib・a’ti・n・．』E・・ha・g・Bibli・9r・phY，”No．．478・M・pti6・il・・ρ⑳・i1・6f．Pi・n・ing

　　　　　　　　　　　LibrarianS，　lg73；’　ERIC・　Document・　＃ED－143－719‘．1、、．’

　　　　　　　　　②概謹書・研究書所収のも．の「　「「　、　・1　　’．：1．1’”1’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん

　　　　　　　　　・Da卑ielsl　Roger・The．Politics　Qf　prejudige．＝．1価61、　Ariti－Japah6s6．M6yehient・．in

　　　　　　　　　　C・lif・r・i・　・nd　S，tr・ggle　f6f　J・pa…eE・・fu・i・n・，蹴・ley・rid・L・・A・9el．…U・i・・

・　．’Qf．C・lif・・nia・P…1962，・・P…53－16・・（Pap・rback・晦A・b・ri］・晦，．1967・‘rrP蜘・d

　　　　　　　　　　with．a　new　supPle．　mentary　bibliogr3phy　by　the　Univ．．　of　’CalifQrr｝ia．Pr．，1977）

　　　　　　　　　・．D・ni・！s・R・9・r・・A・i・n』America・chi・e・e　and，∫・pa…ei・’th・U・it・d　s・・…＄ince

　　　　　．’　　、1850・Seattle：UniYL　of　WashingtQn　Pr．，1988，　PP．345－372．．一．

　　　　　　　　・．・＊・D・ni・1・・皐・9・…t・L　J・p・n・・e・Ame・i・anli・F・・m　R・1・・atl・nlto　R・d・ess．・S・lt　L・ke

　　　　　　　　　　City．．：U・i・・gf　gt・h　P…1986r　PP・14，24－26，・77，132・133、・．’1gQ．，　1／一　．．　tt－tt．■．．tt

　　　　　　　　　＊H・tm・n・』M・＄・k・・　Tll・J・pan・・e　i・’Am・tica，1843－1973．・A・Cht・nQl・gy・nd　F4・t’

　　　　　　　　　　Book・旦ゆゆogol？gy事r「’es・No・1r・pobbr　F・1・y：．0・e・岬・b細革・147．

『　　　　　　　　　　　　　　　’．　　　　　　　一42■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r



一148．

si　lchioka，　Yuji．　“A’　Buried　Past　：　A　Su．rvey　of　English　Language　Wgrks．　ori　Jqpanese

American　Hist6ry．”　in　Emma　Gee．・ed．　’CQunferPoint’：　Perspectives　’on　Asian

A±nerica工os　Angeles：Asian　American．　Studies　Centeri．　Uniマ．6f　California，1976，

pp．　14－19，　ERIC　Docuinent　＃ED－1．47－378．’ @，，’　，，1　・i’・・　’．一　’1’　，’．．’ ^
，

・K・d・血・，．Mi・hikQ　’ C（・d・）．　U・hiロan・h・：AHi・t・ry　gf　Oki・・脚9

宜onolulq：Ethnic　Studies　Ora1．HiStqry・．pr’盾鰍?モ煤C　Univ・of　Haw　aii

・kinaw・n　AssQ・i・・iQ・qf「宜，・w・ii・・981：・　pp・．s77Ls89i・’（前掲・80参照）

＊　Okamura，’@Raymond．　 “The　Concentr’ati’ori　Calhp　Experienge　frop．　i

American　Perspeetive，　：．A　BibliQgraPhical　Essay，　and　Review

Year，　s　df　lnfamy”　in　Emma　Gee．　ed．　Couriterpoint　：

in・　HaWaii．

and　Unit’ ?пE一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　Japanese

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Michi　Weglyn’S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Perspe¢ti＞es　on　Asian　A士nerica．．

　　　　　Los　Angele’si，1i　AsianiAmef’iean　Studies’Centerl　Univ．’　of　California，　1976，　pP．　27－30；　，　・

　　　　　ERIC　D6cument　＃ED‘147－378．

　　　＊　Spiceri　Edward　and’　Janet　Mborie．　“A　BibliogyaPhy　of’　Life　in　the　Wq．r　Relgcaton

　　　　　Centers”　in　Edwatd　Spicer　ct　al．　lmppunded．Pegple　：，J，apariese“Americaps　in　tke

　　　　’Relocati6．n　Centers．　Tu＄con’1　Univ，　．of．　Ari2bna　Pr．，　1969，’ppr一　317－331，

　　　f’Sugipaoto，　HovVard．　．“A　Biblibgraphical　Essay．s’　on　the　Wartirr｝e　Evaeuatipn／，of

　　　　　J・pan・s・f・Q血th6　W・s㌻C・a・t　A・ea・”．　i・Hil・ty．C・n・・Y　and　T・’S・gtt　Miy・k・war’

　　　　　ed：　East’　A6r6ss　the　Pacifi6　：．　Historical　4pd’　Sociolggic．ali’ttt，udies　of，．Japan．ese

糟糠獺鵯lhβ叫a玲a「りa「a・：・A’he「lca戸冠1’9graphigal・　Center・、

　　　③雑誌所収のもの　・　レ

繍1△1ic6、筆ρhile161a吻a畔’pl’ollrlhギ；．騨．二．1971●．S豚隅P玲

　　　　＊　tchioka，　Yuj　i．　“Regent　Japanese　SchOlafship　on　the’Origin＄　and．Cau＄es’of　Japanese

　　　　　I．migtatiq・；・Immig・ati・nよ宜i・t・・姻・w・1・tte・，．15．二1983・．11，　PPL　2⊥7・

　　　　F．Nishi，1　Sef＄uko，　et　al．・“Bibli6graphy　dn’Redress　：’Wartime　Relbcatign　and　lntern－

　　　　　paent　of　Japanese　Afnericans，”　P／AAMH，RC　Re．se，，arch・　Review，　2　：　1983：’．1，　pp．　6r，

　　　　，　8．・

　　　　＊’Okamura，・R’aYmond．1．“Records　of　lnfalnoUs　Past；’　Bridge，　・4　：　1976．’　11，　43－45．

　　　　　repub，lished．　qs）’　“，Re．visions，　・in　JapaneseLAIrl，erigap．，iH．il＄tgr￥．：’，A　Bgyielvypof　B’O．　OkS’，

　　　　　’Publi6h6d．・in　l976，”Journεll　6f．耳thnic　Studies，．3：197て．．　Fall違）p．ユ12－11与．

・19）　アジア系アメ．リ．知人，・．特に中国系，．日系，に対する人種差別・排斥運卸に関．レては・次

の文献のiS・lect．Bibli69・aphy’（PP．303‘307）も白駒こと・F・ngr・　philip　Sl・　R・・enb・・g・’

Daniel，　ed．”Ragism，　Dissent，　’and’Asian　．Ame’ricahs　’froTn　1850t’　to　the．　Presept，：’A

　　DocUmentary　History．　C6ntributions　iri　Americah　Hist6rY，　No’．　1481　Westport・　：　Green一　’

　　wood　Pr．，1993．．＜A68－U－A13＞本書については，後述する．。，．．　　・．．　1　．．1

20）　日・系人強制収容に関する「次資料は・．近時・例え1ざ『．．日系人強制収容白書Waf　Re！gca一’

　　tion　Authority　Quartetly　and　Serriiqnnual．Repqrts！．全2巻・復刻版・．t．』日本図書ヤンタ：一・

1991（日系人強制収容所鮒穏和．1期）＜GA82－A209＞．，・Re…d・・f　th・W・・R・1・catiρh

lAuthority，1942－1946：、Chad宙yck－Healey，マイクロフィルみ’〈未所蔵〉及び；．Papers　Qf

　　　y　 　．　’，　’　 L　43　；　．　　’　．　．　・．　・



the　U．　S．　Commission　on　Wattime　Relocatipn　arid　lnternment　of　Civilians．　University

PubIications　of　America，・マイクロツィルム＜YE－57＞等が復刻及びマイクp化され，利

吊し易くなった。また前者に．は，林春男「『日系人強制収容白書』解説」（WRAの沿革・組

織・国立公文書館のWRA文書・本書収録『定例報告書』．の構成，第2巻巻末pp．3－15）及

び鈴木廣司「『日、二人強制収容白書』．解題」（同Pp．17－24）が付され有用である。

V・’V．ファ、レンス・；ワーク

　ここには，．移民及びその歴史的背景の理解に有用だと思われる辞典・事典類，その

他の参考図書類を，周辺領域のものも含め，収録する。「

［1］　辞典・事典

【歴史一般】　　　，　　　　　　9　　　　「　F1　・　，ノ，

233．甲史大辞典編集委貝回編．『国史大辞典』全15巻（ユ7冊），吉川弘文館；1979－199’
V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈GB8＝60＞

【郷土史】

238．

239：沖sQ刊騰局編『ラ三縄大百牒』蝿幣坐雛＝器

　　　　　　　　　　　　　　　　　丁44一

　　　緯項目数54，00ρ余，歴史用語から隣i撞分野まで：，日本歴史の全領底を網羅する，

　　わが国最大の歴史大百科。項目末尾に基本的参考文献を付す。’

234・躰歴史旧辞典織委員会編r日本歴史大回則新版・全16巻別巻2，向出書

　　房新社，1985－1986、『　　　　　　　　　　　　，　　　　、　　＜GB8－142＞

235．『日本史大事典』全7巻，平凡社，ユ992－1994　・　　　B　〈GB8－E67≧

236．地方史研究協議会編、『地方史事典』弘文堂，ユ997　』　”　．　　〈未所蔵〉

　　　既存の辞（事）回忌で周知されて回る事項を網羅する．ことなく，地方の視点に

　　そぐわないものは除外する，という「三芳の立場」，に基づいた編集。特定の視点’

　　から項目をランク付け興ずに・1テーマ1ページで構成し，参考支献を付凱「海

　　外移民（広島県）」「海外着癖（和歌山県）」等φ吊目がある。

237・K・d・n・h・　Ency・1・P・di・φf　J・脚．9v．　K。d。n，h。，［1983］． @〈GB8．17＞・

　　　日奉に関する英文百科では最大のもの。執筆陣も｝；R6ger　Daniels，　Doh　Nakani－

　　shiらを起用し・内容的にも中身の濃い解詳となっている。・emigration・・Japanese

　　America，n　Citizens　League’　‘Japanese．　Americqns’　‘Japanese　Americans　in

　　Hawaii’　‘wartinie　relocation　of　Japanese　Americans’　‘Japah”ese　lmmigrants　in

　．Canada’……等の項：目がある。

　　中国新聞社編・『広島県大百科事典』全2巻，中国新聞社，1982　　ぐGB8－165＞



240．沖縄県教育委照会編『沖縄県吏・別巻沖縄近代史辞典』国書刊行会，1989（沖

　　縄県教育委貝会1977年刊〈219．9－0559＞の複製）　　　　　　　〈GC3111－E65＞

　　原則として，異国船渡来及び牧志・畢河事件の時期（19世紀中葉）から沖縄戦

　　終結（ig45年）までの約百年間の重要項目を収録する。収録項目数742件，関連『沖

　　縄県史』の巻数，他主要参考文献を付す。「アメリカ移民土「アル翠ンチと移民」

　　「移民」丁移民会社」「移民周旋人⊥「『移民之友』」……と，浮民関係項目が並36

【外交史】

241．外務省外交史料館日本外交史辞典編纂委員会編『日本外交史辞典』大蔵省印刷

　　局，1979　　唱‘　・、『　，『　　、「　　　　　　　　　・　　　＜A2－32＞

　　　外務省外交史料館日本外交史辞典編纂委員会編『日本外交史辞典』『新版，山川

　　・出版社，1992　　　’　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　＜A2－E18＞

　　　外交関係における「移民問題」ぽ，最：重要な課題りひとつとしく，多くの優れ

　　た論考がある・）。『日本外交史辞典』新版では，、多くの移民研究者によってう日本．

　　移民史上重要な42項目が解説されている。

【民族問題・マイノリティ】

242．松原正毅［ほか］編『世界民族問題三三』平凡社；1995　　　　　　＜A2－G1＞

　　　各民族の歴史性と地域的固有性を視野に入れながら，’近現代を中心とした，多

　．：角的な情報に焦点をあてた，わ力掴では類書のな吟「問題発見の事典」・「アメリ

　　カ移民法」tアメリカ化」「アメリカ合衆国／移民の流入」「アメリカ帰化法／中国

　　人・日本人の帰化制限ゴ「黄禍論」「サラダ・ボウル論」「日系アメリカ人」「日系

　・アメリカ人強制収容」「日系カナダ人」「日系カナダ人強制収容」「日系コロニア」

　　「メ’ルティング・ポット論」等を収録参考文献，巻末に「地域別項目ガイド」を

　　付す。

243．マイノリティ・ライヅ・グループ編マイノリティ事典翻訳委員会訳r世界の々

　　イノリティ事典』明石書店，1996’（WorldDirect6ry　of　Minoritie『．〈A57－A7＞．

　　の翻訳）　　・、　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　．　〈A57－G6＞

　　　上病242と同様，「これまで無視されてきた分野のユニークな」事典。・pンドン

　　に本部のある，’マイノ．リティの権利擁護団体である「マイイリティ・ライツ・グ

　　ループMinority　Rig’hts　Group」が，1970年以来出版してきた現数十冊に及ぶ「マ

　　イノリティ・グループ・レポTト」をもとに編纂したもの・「アジア系アメリカ人」

　　「日系アメリカ人」「日系カナダ人」について解説。．

【アメリカ（移民）】

244．常松正雄．［ほか］編『アメリカ文学研究資料事典　アメリカ研究図書解題』南雲

　　堂，11994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・　〈KS181－E3＞

　　　Harold　H．　Kolb，　Jr．，　A　Field　Guide　to　the　Study　of　American　Literature．

　’　Charlottesville：The　University　Press　Qf　Virginia，1976に増補改訂を加えたも

　　の（未刊）の全訳に編者による増補を加え（第1部　アメリカ文学研究資料）・併

　　せて，日本国内で刊行されたアメリカ文学とアメリカ研究に関する資料（第II部

　　　　　　　　　　　　　　　　　一45一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　日本で出版され々研．究資料）．を収録，解題する。．・・．一’．．

　　　　「第II部／VIIアメリカ研究関係基本図書一E’人種，民族5・女性」等に移民関係‘

　　　章料を収録する他・’「文献目録」「学術雑誌と定期刊行物」「学術雑誘と定期刊行物

1辮翻禦謡議㍗．リ磐9舟嚇糟糠騨礎、
．．245・・．角間．隆『アメリ．カを読む事典3社会篇』PHP研究所，．・1982（PHPBusihe合s　Lib．

　　，ta・y）．ン　．．’「1．・・．一・”．．．．〈φ耳8－5＞．

1．@「第3章燃えたぎるルツボr人種問題の歴史と展望上！こ．おいで，アン．り．オ社会

　　　を樽成する移民・手ズニック削剥犀ゲ関連事項を解説簡便な．レフナレンズ・ブ

1　．ック≒．．し．て役に立つσ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

246・． `・b・bach・S・・an・・d・EnCycl・b・di：ぴ・f　MUiti・ult噂1画、6v，・NeW　Y・・k・

　　M・rSh・ll　C・v・ndi・h・lg94・．．．．　’／t．　．．一．．tt　tt　ttt　．一．〈G耳8－A3；〉

　　　．アメリカ社会におけ．る・．児童・老人．．・障害者1同性愛者等のマージナル・．．グル

　　’「プをも対象とし，アメリカ社会あ多様性を検証す・る1重要誉歴史的事実におけ’

　　　る・マイノリティの役割に力点を置・・た解説となって．・・る．・Tim・Line7K6y．l

　　Ev・nlsri・th・Hi・t・・y．・f　Am・・ic・h．Mqlti6・1t・・qli・ni・・’・s・1ect・d　Multi・ult・・al，

　　Resour¢es’．‘Filmggraphy∵‘BibliφgraphyrG6neral．．・’SoufceS　’on　l　America11

　　．Multiculturalis血’等有用な付録ヵ壽あり；．，‘Sμbj．ect　List’‘Irtdex，を付す。本稿に関

　　係のある項目蝋えきれなv・が・．．‘J・p・n－b・・hi・gl．．以下「　・J・p・n七bwn6，まで，1

1：．♂iapan’関華語だけでも，9項自16頁に及ぶ解説がなされており，．写真も随所に取

　　り入れ．られ一といる。．、

247・Th・r’E・t・・m；St・ph・n・・d・H融・“．Eney・1・P・di・・f・A血eri・an…Ethni・

ρlouρ1＝Ca㌍1「’dl叫lhloh：．即k帥qf物「va「d．Uni噸翫44＞．

　　　．‘G・・ups・’・nd　p・finitiQh・’・・‘Them・ti6　Essay・’・‘M・pS・．．・T・b1…からな、る．「日

　　本」．の項は・剰∴来航から説き起こし，・〉．ワイ．・カリツォルニア・蝿IJ収容．

　　戦後の状況，』と11頁に及ぶ6HarrY・．　Hl　L．．王（it即。が執筆。「‘Americah　Ideritity．．

　　ρ・dAm・・i・⑳zati・n’・1（PP・3・も8）τ‘A＄・i・iilati・蜘d　Plq・ali・m・．（PP．．．15・L16・）．

　　・・…・・＄　‘Th6；natiC　Essays’た属する’旧説は，．ひとつの論文に匹敵す．る内容である。．

　　各囎にそれぞれ・．盤された・1‘Bibll。含・aPhy’聾す・1＿・・．・．ll・．・

248．Cordasgo，．’Franc6sco，　edl　Dietionary’of　・AMerican　Immigtatio準・History．1

　　．Metμbhen，　Llondon：The　Scarecr6W　Pr．，1996．，　’．’．・．．．■．　「〈D2－A83＞’‘．．

　　　：冒頭でジ・8s・年代から1986年（‘lmniig・’・ti・nRef・・血・ndcb・七・・1　A・t　6f‘・9861）．

　　までの・米国移離を略述する’・　‘’Am・・icanizati・n　M6y・細f∵Ja戸・n・・e・（PP．．

　　437一445）‘J・pan・・e－Am・・i・an・in・H・w・ii∵Jap・n・・e，’・xp・ri・ne・s．・in・C・P・d・．

　　and　United　States・‘ReloCati6n．Ceht♀rs’等の他，「‘IMmigrqnt　Histo「ical　Soei”

　　Cti・・∵‘lmmigrant・　lm・9・・‘i・．A・p・tie・n　Film・nd　Tel・Vi・i・n・．、・1噸言・ati・耳，

．Legis！at’on～’1∴・のよ’1一な鞭騨項の綿釧脚1；．i4一・ri・a・lmhig・a・．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一・



　　tiori：AHandlist．of　Selected　Bibliographies　and　Reference　Work＄～を付す。

【アジア系アメリ々人】　、一　　ttt

249．　Kim，　HyungLChan，　ed．　Dic’tionary　’of　Asian　American，Hist．ory．　New

　　．Yotk　：，　Gyeehwopd　Pr．，・1986．　，　’　’　・　．　．’．　一　．・　・・’　’　．　d　一〈P2－A78＞　’．

　　　．．‘Ess4Y・’・（2｝民族集団｝・ついてρ騨．‘JqP・n・・e』．inゆ痂t・d　St・t・・’．等7論・

　　文，・及び‘Asian　AmeriCariS　qpd　American　lmmigtation．Law’等分野別三文8

　　篇からな’る。．）‘Di6tionatY’．平体ヂ友び‘A⇔pendix二A：．Seieqt・Bibliographyl弔：．

難lol∵手As’a噸lllanH’lto「∵llgll（岬磐4飛騨．

25・演琴，Fr・nklin，．‘・d，，　Wil・・n，　J・hh　D・，　M・「i・gip9．・d・Thr・4≒i・n　Ameri・an

，　・　．　Ehcyclopedia．　6v，，　New　York　：　Marshall　Caveqd．　ish，，’／　1995　・　’　／　，　SE2TA122＞　’’”

　　　アジア系アヌ．．リカ人の歴史及が文化に関する・　tt．初めての木百科・　2・OOO強の干）1．

　　　ト．リ・「と約1　，’100の図版を収録するb‘lndex．（Vol：’　6，　pp・M－XIX）’。．‘IntroductiQn’

　　において．，’‘A・i・n・A・perican・and　Am・ti・孕h．s。・i・ty’‘Th・．Hi・t・・y・f．A・i・n・in．

　　the　United　Statesl‘Asian　Atneri6an　Studiesiを概観す．る。1‘Japan’tt以下‘JapantL

　　own　Art　and　Media　WQrksh命’まで‘Japan’．‘Japanese・1…2関連語だけでも，48．

　　三三（VoB，　pp．704－787）．に及ぶ。，算．6巻三三φ各付録（下掲）・も有用。

　　　　・Time　Lihe．（i521：　1994年までのア．ジア系アンリ’力人関連解説年表）．．：．

　　　　・α9・阜i蜘n・（デジア系アメiJ力欄係団体のディレ外1）→’

　　　　＊’　Mqseuhis（アジア系アメリカ人関係博物館・1．肇術館のディレクト1）一）．．・．

」＊．Q麟脚リ聖3「’es（全糊のAsil？．岬。爾1所騨．

．v’

堰D嘱A・il・n　Am・・ican　Sttidi・・p・・9・qMs（全絡大学に回る樋n　A卑←「i’can

　　　　　Stμdiesの講座・・研究プログラムー覧）

　　　　・New・p・p・・s，．N・W＄・・tt・t・，　M・g・・in・・，・nd　Jg．・・n・ir（四脚ア刃白人

　　　　　関連附田ニヅク．・メディアφディレクトリー）

　　　　．・Film・and．Vide・・（アジア系ア刈．力人騨映画．・放送翻．ビデオの一・ee）

　　　　・BibliograPhy．（pP．．11746－i788，．・’各民族別のSggrces　by　Popdlation　Grogpsと

　　1・「芸術・関町珊珊別のS・u・c・・by．S・bj・6t　A・ea・々》砂る1付録ζ．し1

　　　　　’ては圧倒的な鼻の文献．目録。）’．

　　　　・S亡bjさct，　List（本百科収録のエントリニを．，民族別にリストアップするEntries

　　　　　群鶴。蹴篇勤畑民謡分野Silにリス．脱する．．

．【日系アメリカ人】　■．1．．■　ll．・　　tt．．．．．、・　　．・t．、・　・　　　二．

153　’　Niiya’）　Brian，　edl　JapaheSe　Arrieri｛　an．　History　’：’　Ari　．ALtoLZ　Re．feren’ce　frQm

　　．1868bt専・．P・eS・nt・’N・w　Y6rk・昧t・qn　File・・993・《特別資料盛事卿〉．

　　　　1白．系アメリカ人に関する唯一の事典・．GarY　．Y・Okihiroによる．‘The卑panese．・

　　　ln　America’．、ζい．う概説がある．（PPI　1723）・事典エントリーの他に・・‘Chronol．99y．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・　・47　．L



　　of　Japanese　American　History’‘Complete　Citations　for　・Chronology’（年表・

　　年表典桝）‘On・Hund・6d　Titl…AB・・i・Lib・a・y．・n　J・Pan・，・e　Am・・i・an短文

　　献目録）ttからなる。・

【人口】　　　　　　、　　　、　　　　　　　　　　・　”　　　　　1

251．『人口大事典』平凡社，1957　　　　　　－　　　『’　　　〈334．036－H418z＞

　　　「人口理論」「入F］学説史」「人口と社会」（経済学），・「人口三三」（統計学），「人

　　ロと社会」（社会学），「人口め生物学」（生物学・医学），「家族計画」（医学？政策

　学）・「三三倒「掌記策」脚台学’繍学際世界にも類例のな・V人・・
　　問題に関する学際的事典。「XI海外移住」．（pp．681－731）において；海外移住の・

　　概念・・形態・理論・歴史・政策・国際関係等が纏めちれるが，「出移民」に関する．

　　研究史整理の最も先駆的業績だと言われている3）。

【各種人名・人物辞（事）典】

79．『在米日本人人名辞典』桑港，日米薪聞社，大11　　L・．’，　　・　〈519－15＞

　　．前掲75『日系移民人名辞典　北米編』全3巻〈D4－E422＞も見よ6

252．・富田峻岳『海を越えた日本人名事典』日外アソシエーツ，1985　　〈GBI2－66＞

　　　移民と直接は関係ないが，漂流民・遣米使節t，留学生等，同時代における「海

　　を越えた」日本人②活動ま，・移民と比較すべき諸点も多い。幽付録に「年別渡航者

　　名一覧！「国別渡盛者名一覧」を付す・同種りものとして，・下掃255がある。

253．近代日本領会運動史人物大事典編集委員会編『近代日本社会運動史人物大事典』

　　全5巻，泪外アソシエーツ，1997　　．　、　　　　　．　tt　〈未所蔵＞

　　　1868年（明治維新）から1945年（第二凍大戦終結）まで，．労働運動・農民運動・・

　　寸感運動等，近代日本の社会運動に関わっtE八史蹟15，000人を収録，参考文献も

　　付す。’この事典成立の耀緯については，第1巻に，いいだももの「［自画自賛］近

　　代日本を創り出し・近代日本を超え出ようとした1万5千人を’記憶する全5巻の

　　山繭一病にかえて」、という序に詳しいが，女性・沖縄・アイヌ等マイノリティー

　　の活動についても，重点を置いている。その観点から，カール・ヨネダ等「海外

　　における活動家」59名が収録されている（執筆：田村紀雄）4）。．　　　　s一

［2］　参考図書　　’　　　　　　．　’！～

　　　　　　　　　　　　　　　　　叉・

【移民】

199．移民研究会編・『日本の移民研究　動向と目録』日外アソシ手一ツ，1994・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　’　’　〈DC812－E190＞

　　　これ津で多岐にわたってなされてきた，日本の「移民研究」の到達水準を，各

　　項目別に纏めたもの5）。第1部「研究史整理」で，「1・出移民一送り出し国に関す

　　る諸問題」「II日系人一受け入れと定着に関する家守題⊥「III国際関係の中の移

　　民」の大項目に分け，以下「地域的背景」「移民思想・教育］一「母国・母村への影

　　響」「アメリカ合衆国本土」「ハワイ」「日蝕関係d「日加関係」’・L・・乏いろた具体
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　　的テーマめ小項目のもと，諸論考を整理し，問題点・課題を提示する。第2部「文

　　献目録」は，筆者名め五十音順・出版年順で配列。明治期以降1992年9月までに，

　，日本国内で出版された，植民地・勢力圏への移民研究を除いた，四獣を収録する。

　　現時点で，量も網羅的な文献目録であり．，研究史整理である。

254．吉田光邦編『明治大■図誌　第16巻海外』筑摩書房，1979（海外移住年表：pP．

　　148－150）・，　・　．　 一；　’@〈GB641－50＞
　　　この時期における，日本（人）の「海外準出」（遣外使節・遊芸人・博覧会・留

　　学・植民・移民等）を捉える一巻。移民関係は「第三章　移民の哀歌」（pp．87－112）

1　及び押本直正「日本人海外移住抄史」（pp．144－147）が本文及び解説。タイトルの

　　示すとおりv・何よりふんだんな図版が理解を助けてくれる。．

【海外渡航者】’

255．手塚晃，国立教育会館編『幕末明治海外渡航者総覧』全3巻，、柏書房，1992

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜GB13－E58＞

　　　国立教育会館の「海外渡航者データベTス」に登録されている，文久元年（1861）

　　から明治45年（1912）までに，留学・視察等で海外へ渡航した人物約4，200名のり

　　ズト。第1巻・第2巻は「人物情報編」で姓名・生年月日・出身教育機関等り個

　　人情報及び渡航に関する謝青報が収録される1第3巻「索引編」には，，次の7種『

　　数の索引が収録される。「渡航三所属機関別索引⊥「渡航先回索引⊥「渡航時期三三

　　引」「渡航目的別索引」「渡航形態別索引」「留学先別索引」「出身地別索引」。前掲

　’252と同種のもの6）。

【マイノリティ】

256．秋山愛子（作成）「米国マイノ．潟eィ団体リスト」反差別国際運動，日本太平洋

　、資料ネットワーク編『みんながマイノリティ　アメリカに見る民族複合事情』現

　　代企画室，1992，巻末pp．　i－xxiii・　　、　1　　　　　　　〈Ec131－E6＞

　　　「第一部　米国マイノリティ運動の現況」「第二部　米国マイノリティと日本」

　　「第三部　多様なマイノリティの運動一望九章アジア太平洋系社会」「第四蔀　日「、

　　米マイノリ÷・イ会議報告」が奉文の構成であるカ㍉資料として「米国マインリテ

　　・イ団体リス・ト」と「米国マイノリティ統計」を付す。「米国？イノリティ団体リス

　　ト」（マイノリティの権利，福祉，公民権を擁護している米国内団体のリスト）は・

　　「団体名」「所在地」「電話番号」「創立年・目的・会員1団体の規模・主な活動内「，・

　　容」．を記載する。Tインディアン・IIアフリカ系アメリカ人・IIIアジア釆・IV

　　中南米系・V移民，難民・VI公民権擁護団体に分類され，アジア系のう、ち，純

　　「日系関係」は8’団体がエントリーされている。「米国マイノリティ統計」は，1990

　　年米国国勢調査（1990’Census　lnformation，　CENDA：TA）をもとに、「人種別人

　　ロ：全米，主な地域」「人種別人口：州別」「人種別人口：200万以上め都市圏」「ア

　　ジア太平洋系人口内訳：州別」を纏めたもの。

25’7．・・　Miller，　Wayne　C．　A　Handbook　of　American．Minorities．　New　Ybrk　：　New

　　York　Univ．　Pr．　1976．　．　’　’・　〈EC131－46＞
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　　　．ア．メリカにおけ．御イ四．ティ．グィ・》プ1≒ついて・．．・そρ職的概騨び主要

　　・な資料整琿を纏めだ解）・”アジア系アメしり’白木｝ヒついてはi．．中国系・．日系、・．フィ

　　ツ、ピ≧系・．その他アジア系アメi）一力人賞鍛が取Di．上げられ・∴日．系アメリ．山人に？．

　　1いて．は・‘The　Japane，se』Am6rigan．Experience’．．（PPユ63－169）が7，開国からマuji．．．

　　Ichioka．．t‘Buri6d　Past”までを概観す、るδ，．．．．．tt

【アジ孫ア刈力た脚韻】．・■』・■一．‘． ･．［，、

258．　Ebih．a．　ra，’．Watqru；’．，　coil，　iP．，　／’ed．　An’　Asian・　A’me．，rican　lnte’rri．eti　’Gqide．：　Lo＄

　　Angeles　：．，Amerasia　Jtturn’alf　Asian　Ametican　Studies’　C．　ent’er，　UCLA，　APNet，・

　　1．1995．’．一　』．．．．．、．「．…．．　．．．1．．・』．　．　．．，．．’．：．．1．．．t．．・．．：■：：．『．．．．∴・．．．．〈未所蔵〉

　　　　アジア系アメリカ人｝『関する・・様々：な情報ア．ド．レスを解詳付さでリストアップ．．

　　．する6　iElegt・Qni・D吻卑さnt・1．‘Ele・t・・ni・M・ilihg・LiSt・’‘N6W呼QゆS℃・g・hi・．
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．25gi．　A血・・i蜘抑h・y：．Th・IA61町一Am6・i・ap．Exper碑・・．Lp・・A阜9d・＄．：・

．．P儲繋留翻鱒1門Stld’畔n畔ゆ鈎1喋罵．1
　　　　アジア系及び太平洋系アメリカ人の歴史に関す．るヤルチメ．デ1アCDr耳OMgア．

　　．．ジア系，木平洋系アメi！」．力人の摩史e・’文化及ゲ現布の諸問題に関する・．．ヰ9簡の論．

　　文と・1それに．リ．シク・した約100点の一次資粁及び画像晴輯を収録するb．学生向け・．
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　　．別・■排斥の歴史」．をたど．る資料集。．．本書には，強烈なエスノセン』トリ．ズム・ethnb一
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一． P・聖。矯聡慧1「鰍轡叢濃噸鷺轡．
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　　÷Canadian　Archives’やUCLAのコレクション等につし・ての1アウトラインが得

　　’られる・コ1vクショ』ン略ととも’｝・・「オンライン目録」の欄や「刊行目録」た、

　　ついても記述される。．・　’　　　．　　’、、．1－

264．　Conrad．　，，　Agries　C．，　Durin，一　Barbara　E．，　colnP．　Hawai‘i　Mqseums　’and　Related．

　　Otganizations．　3td　ed．　Honolulu　：　Hawai‘i　Museums　Association，’　1992．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　』　　　　．〈未所蔵〉

　　’二野公開されているうパワイの67の博物館等類縁機関のディレクトリー6一所蔵

　’．卑資料の概要双ゲ刊行物等1こついての，1簡単な説明がある。各島別に分類。プラ

　　ンテーション関係やビジネ客関係等・ハワ：イにおけるn‘一旗ルな日系関係資料に
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　1997．1／上・中，pp．54T57を参照のこと。」

5＞　「移民研究会」の発足及び活動経過等についでは，．多少古い情輯になるカ㍉．龍野呼子「正

課婁犠鱗；蚕撚総㌣ぞ7年輯』5119鞭9卜96（ア三四究関1t

6）・本総覧にづき詳しくはゾ手塚晃「『幕末明治海外渡航者総覧』．0）編集意図≧実態の廻国」

　『書誌索引展望』17（2）：1993．5，ppi　48－53〈Z21－864－TO＃〉を参照のこと。

7）因みにミ三三・丑・三七三三・・S融・§α吻のサイト、（http・！／www・・sscn・t’・・1・・
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