
「参考書誌研究」　第1号～第5e

第1号一〔1970．11〕

「参考書誌研究」の発i・Jにあたって松下

健一　P1

毘撃と纏書秘画脚夫
国立国会図書館におけるレファレンスの

獄と問題点土井稔子P21－41・

全集叢書細目検索トゥール　沢西良子
p42　’一一　47

地方自治体刊行公害関係資料目録稿　佐
久間信子，鈴木・萌，山回好延’p49～72

日本関係欧文図書の書誌林三之介
・　p73　一一　82

レファレンス事例　p19720，48，82

帝国図書館甲立三会図書館蔵書9Sif一一一　’

覧　P41』

第2．号〔1971．1〕

合衆国はなぜ合州国と書かないのか　斎

藤毅・三一tr十三
虚構に賭けた男一P・alm・n・・a・g“An

historical　and　gebgraphical　descr」’ption’

of　Formosa…”吉田邦輔p1～20

明治初期に於ける官庁資料収集の系譜と

その利用　佐久間信子　p23～38，22

戦前期出版警察法制下の図書館一その閲

覧禁止本についての歴史的素描　大滝則

忠　－p39～53　一

“窓口”の機能はどうなっているか一国立

国会図書館における電話・ロ頭によるレ

’ファレンズ・ワーク　野村稔

p55一一64，76　’@’@・　．　：
　ヒファレンス・’サービスー東京の区立図

　　　　　　号　総目次

書館の目指す一方向．加藤弘，

p65　一一　68

全国の公共図書館を訪ねて一参考業務実

態調査中間報告　伊藤松彦　P69～76

『日本地方史誌目録書目編餌穿つき』の

刊行によせて　沢西良子p77～83
国立国会図書館を利用して一所見と要望

児玉久雄　p85～87・

レフ Aレン翻P脚忍・84

第3号〔1971．9〕

〈小特集：昭和45年度全国公共図書鮪参

考事務研究集会〉

全国公共図書館参考事務研究集会につい

て　北島武彦　p1～6

「参考書誌学」への期待　小林・宏
p6　一一　8

昭和45年度参考事務研究集会・所感　三

山慶一　p8～10

研究集会に参加して　藤丸昭
p10　一一一　1．2

昭和45年度全国公共図書館参考事務研究

集会を顧みて　中田吉信　p13～15

当館の文書レファレンス処理について一

公共図書館・大学図書館への期待　一般

参考課文書担当　’p17～20

戦前期における参考事務のあゆみと帝国

『図書館一資料紹介「読書相談ノ近況」（昭

和十年六月　三三図書館）『・稲村三元

三一ッ三三

購秘騨螺問題点［林
東京都公共図書館の書誌的活動　安藤菊
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二　頁二三～三十

中央官庁刊行公害関係資料自運稿　佐久

間信子，鈴木明，山田好延　p27～63

図書館界の出版物摘録　p64～66

幻『）LITEシステムー丸山昭；郎P26

第4号〔1972．3〕’

浅草文庫の創立と景況樋口秀雄！

p1～9，図巻頭2p

明治初期啓蒙的哲学思想の展開と変容

一「明治開化の本」展示会に寄せて・飯田
「賢一’

o11～30

児童書に関する欧文参考書北畑静，大

．村浩子，木下晃子　p31～48

国際連合の書誌活動（前編〉石川光二
p49　一一　58

〈書評〉参考業務め基礎指針のあり方

一『大阪府立図書館参考事務必携』に寄せ

て美山洋p63～69
参考事務の組織化の問題点一昭和46年度

全国研究集会に出席して三谷弘
p73　一一　77

公共図書館関東ブロック奉仕部門研究集

会に出席して一レファヒンスの相互協力

に関する一提案　伊藤松彦　p78　一y　80

国立国会図書館長と東海地区大学図書館

長との懇談会に出席して　佐久間信子
p80　一一　82

レフ・アレンス事例℃p10，58～59，62，

70　一一　72，82，90

古書古人（1）　当館架蔵の紀州藩校旧蔵一

本［他］・朝倉治彦p60～61

千葉県立中央図書館編「資料の広場」、馬

場感冒　p48　　　　　「’？

彙報（展示出品関係，貴重書委員会，出

張等，図書肉界の出版物摘録）p83～89

国立国会図書館刊行蔵書月録（1）
P91　一y　96

第5号〔1972．7〕

戦時下キリ．スト教迫害関係資料について

藤尾正人　p1～18

科学技術関係研究会議録のてびき　一

『国立国会図書館所蔵科学技術関係欧文

会議録目録』の刊行にあたっで田中隆

子〔他〕P19～50

文書レファレンスについて一一L大阪市立中

央図書鯨の事例を’ ?Sに　西田文雄
p51　一一　58　’

国際連合の書誌活動（後編）石川光二

p59N76
明治期のアンデルセンに？いて石1・1春

江　p77～91

千葉県下の特殊コレクション　森田保
p93　一一　97

私立大学図書館協会書誌作成分科会のあ

ゆみ　深井人詩　p92、、

古書古人（2）『ウィリ、アム・スタンIJ

一・ Wェヴォンスと明治の近代隼　石山・

洋　　p9．9～102

御府内備考続編目録（東京都公文書館）

p98　，
彙報（展示出品関係，業務統計，出張等，

見学，ハガキアンケートの中間報告，図

書館界の出版物摘録）P・・3－U3

レファレンス事例　p98

丁第6号〔1972．．10〕

〈「新聞のあゆみ」展示会にちなんで〉

新聞名辞考　斎藤　毅　隅一～一九

文書に見る帝国図書館の新聞収集一明

治・大正期の歩み．西村正守　頁二三

～三六

新聞雑誌の全国総合目録”）作成を望む

西田長寿　p1～4

新聞一記事索引の開発　高須主三
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p5　一一　12

『毎日新聞抄録索引』について　高原誠一

p12　一一　14

新聞一この木思議なもの楠忠尚
p15　一一　18

鈴木秀三郎氏旧蔵新聞関係資料目録　多

田俊五，西宮能敬　p19　ty　27

新聞史・社史目録　井門寛　p28～31

古書古人（3）　落葉社　桑原伸介　頁二

〇ん二二

文久年問の商用会話本とその編者
Euge孕e　M・Van　Reedについて福

田光子　p32～38

『海外新聞』の関与者本間三蔵（本間清雄）

伝覚え書稲村三元p39～44
フランス国立図書館の歴史（1、）一目町史

を中心に　松本慎二，木村素子
p45－54

世界主要各国の議会一一一r覧表（1972年1月

現在）　山口美代子，熊田淳美　p55770

埼玉県下の特殊コレクション　浅見利

二二，　森田雄一　　p71～75

山形県下の特殊コレクション、三春伊佐

夫p75㌘76．

第7号〔1973．5〕

東京裁判の記en　・・図書についてのおぼえ

がき　住谷雄幸　p1～18

パニッ、ツィとブリティシュ・ミュジアム

℃図書館一蔵書目録刊行中止とその背景を

めぐ？て’熊田淳美，安江明夫
p19　一一　42

’フランス国立図書館の歴史（2・完）一目野

史を中心に　松本慎二，福田素子
p43　一一　57　・

京阪神地区4館参考事務研究会の紹介一

相互協力の一例として：貴田春男
p63　一一　68

なぜ，どのようにして本を作るか一図書

館編集刊行の実際と理論俵元昭
p69　一一　78

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿二自由民

権運動研究の新史料　広瀬順皓，星健デ

p79　一一　88

古書古人（4）　小宮山楓軒叢書について・

丸山季夫　p58～59

レファレンス事例　p42，57，60～61，68．

彙報（展示出品関係，出張等）p89～90．

清福図録1（三日本紀）　見返し

第8号〔1973．11〕

〈座談会〉人物文献書誌をめぐって　森

睦彦，丸山信，石山三二p1～27
『北海道開拓功労者関係資料集録』のこと

松川莞爾　p31～38

古書古人（5）　人名録『諸家人名江戸方

角分』　朝倉治彦　p28～29

19世紀におけるヨーロッパ統合構想の展

開一過ーロ．ッパ統合運動をめぐる文献史

覚え書（1），山本武彦p39～54’

世界主要国の総合目録の事庸　編集委員

会p55～66．
石川県下の特殊コレクション．香村幸作

p67一一69，　，　，．
山口県下の特殊コレクション　渡辺秀忠

p70　一一　74

レファレンス事例　p27，30，74『

彙報（展示出品関係，出張等，統計）’

p76　一一　80

瀧図録2（髄きが記）見返t

第9号〔1974．5〕

〈江戸以前版本挿絵文化史犀にちなんで〉

近世小説とその挿絵一『西鶴諸国はなし』

の場合　宗政五十緒　頁一一丁六

当館所蔵の丹緑本，奈良絵本など　朝倉
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治彦馬場艮町頁七～二二．

『青本外題張込集』細目　朝倉治彦　頁二

三～二入

全米総合目録の成立どその背景一
National　’Union　Catalog，’　Pre－1956

1mprintsを中心に　土井稔子，枝松栄

pl一一29・’

総合目録と分担制目録作業rUniversal

Bibliographic　Contro1へのアプロー

チ　丸山／L三二郎．p31．一一　38　　　・

古書古人（6）、養生所史料・南和男

p50　一一　51

神奈川県下の特殊コレクション　石井敬

士，池田政弘　p39～42

滋賀県下の特殊コレクション　石川正知

p43　一一　46

レファレンス事例　p29～30
彙報（農示出品関係，出張等）p46～49

ド『クマンタシオン・フランセーズ　松本’

・」P真二　　P49

清福図録3（蒙求和歌）見返し

第10号〔1974・11〕’

参考業務の開始から資料速報の発行まで

毛利和弘　p1～12

各館の「所蔵参考図書目録」の現状一「所

蔵参考図書」目録　北川和彦　p13～27

ベンサム，・ミル，ースペンサー邦訳書目録

山下重一　p29～35

婦人問題にかんする文献目録の紹介・森

崎冨喜、p37～46

国立国会図書館所蔵　勝海舟文書につい

て　付・勝海舟文書仮目録　広瀬町皓

月一～十

国立国会図書館所蔵　禾活字本目録稿

朝倉治彦；田口栄一　三十一～一入

古書古人（7）　明治12年刊『伊呂波分西

洋人名字引』について’ ﾎ．山洋

p47750

レファレンス事例　p36、

彙蜘跡会出品関係，出張等l
p51ん52

〈図書館の館報・紀要〉「北の丸」「大阪府

立図書館紀要」　p28　．

清福図録4（連珠合壁集）’見返し

、第11号〔［1975．6〕

ドイツにおける総合目録を中心とした図

書館協力事業一その歴史と現状一三1

部第2次世界大戦まで　丸山昭二郎，平

野美恵子　p1～7

本草家阿部旧任とその著作『 ?c吉信
頁七～一七
国立国会図書館所蔵『恵美草』の善三者’．

について　深沢秋男　三二〇～二二

国立国会図書館にある緒方洪庵のてがみ『

緒方富雄頁r～六．
シーボルト曙簡齢三明P9一・71
一「名家自筆本展示会」出陳書一菟　頁一八

～一
レフアレンズ事例・特集P25～36

図書館の目録　富山県辛図書館の目録

p8

彙報（展示会出品関係，出張等）’
p18　・L　24

清福図録5（管蚕抄）　見返し

第12号〔1976．3〕

ドイツにおける総合目録を中心と、した図

書館協力事業「その歴史と現状一三II

準準2次世界大戦後　平野美恵子，丸山

日電二良K　p1～10

県立図書館たおける雑誌支献の利用一リ

クエス下・サービスを中心として　橋本

宗二　P11～17　『　　　　’t

刻む百年の歩み一上野図書館旧記村

一262一



正守　頁一～一三

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法

制の一側面　大滝則忠，土屋恵司　三一

四～三二

榊原芳野家蔵目録　頁三五～五二

古書古人く8）小宮山天香の蔵書処分

朝倉治彦　p33～34

彙報（展示会出品関係，‘出張等）

p18　一一　2Q

レファレンス事例P20

．清福図録6（榊原芳野家蔵目録）　見返し

第13号〔1976．8〕

肝殿王畑中畦酒壷一～：．・　・　・、
わが館におけるレフアレン，」く業as必携の

聾響（常滑市立図書館）原祐

内外主要図書館におけるP．F．v．
Si・b・1曙作の所在一覧稽沢西良｛F，

今英章　p16～33
両書院（建仁寺派）、の収蔵資料についで

五＋嵐金三郎．頁二二～三〇．

『榊原芳野家蔵目録』のこと　朝倉治彦

頁三一

図書館の本舗・紀要2（「早稲田大学図書

館紀要」）頁三二

彙報（展示会出品関係，・業務統計）

P34　一一　36

清福図録7（花の宿）見返し

第14号〔1977．3〕

『グループスカヤと図書館事業』一

1920～30年代におけるソビエト図書館運

動長島七穂（訳注）p1～16

図書館の相互協力を考える一レファ・レン，

スの側面から　池田政弘・p17ん24

i英国における政府機密一そ．op政治社会的

背景泉昌一p25～31

辻戸期の富士登山にかんする二つの写本

一『隔掻込』と『冨岳雪譜』』住谷雄幸　頁

東木寺図書館収蔵特殊コレクションにつ

いて五十嵐金三郎　頁二三ニー二七

Comprehensive　lndex　to　Engli＄h－Lan’一

guage　Little　Magazines，　’ P890－1970，

＄eries　I：一リトル・マガジン総：合索引

’千代由利　p32～34

彙報（展示会出品関係）p35～37

書誌・細目・索引①「浄瑠璃本」〈229－227＞

細目頁；入
全国公共図書館参考事務研究集会牽顧み

てぐ城田秀雄〉）城田秀雄　p38

レファレンス事例　p37

清福図録8（宴曲　外物）　見返しe

第15号〔1977．10〕

文献解題の功罪　市古宙三　p1～3

インドネシアとユネスコの図書館活動

松本慎二　p4㌘24

Lor6nz　von　Stein関係文献　星健一

p25　e一　31

畠山義成洋行日記（杉浦弘蔵西洋遊学日

誌）　西村正守　頁一～一六．

’主面新九郎・本多錦吉郎手沢の洋薗技法

書’尾埼尚文頁二七～三四

コレクション調査（三木文庫，1鼠害文庫）、

村山隆誰　頁三五ty四三

参考書誌研究総目次（第1～15号）
p34　一一　39　’

彙報（展示会出品関係）・p32～33

レファ．レンス事例　p31

清福図録9（伊京集）　見返し．

第16号〔1978．6〕

》・わゆる三月事件について一その概要と

文献の紹介』田中点滅一㌣マ入
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第二次大戦中の米国の情報活動一米戦略

情輯局（OSS）の活動を扱った旧著を手

懸りにして　山本武彦　p1～14　　　一

旧幕府引継書の内の「捕者帳」について

一丸橋忠弥召捕り記録を中心としてt．三

門栄一　頁一九～三三

旧奉経済統計文献センターにおける参考

業務の現状と問題点　高橋益代
p15　一一　22

オースト・ラリア国立図書館でのレファレ

ンス・ワーク　中野捷三　p23記40

書評（「地方出版物目録1∂77年版」）p44

彙報（展示会出品関係，業務統計）

p45747　一

レファレンス事例　p41～43

清福図録10（弘安礼節）見返し

第17号〔1979．2〕

初期アメリカ押書館員の検閲観〔1〕　大

滝貝rJ忠　、　P1～10　　　　　　　　　　　　　t

近代政治史料収集の歩み　一覧古記を
中心に明治初年の官撰修史事業　桑原伸

介　三一～十一

米国ゴレクションにおける日本古書およ

議欝膿碁・典11［著］膿

・中国における図書分類法一二劉より，『二

戸』まで井坂清信　頁一二～三四

ペルー国立図書館略史．付：同図書館の

組織ど政策三谷弘P11～19

沖縄県立図書館の沿革と現況一郷土資料

を中心に　富島壮英　頁三五～三九

彙報（展示会出品関係）P29・

清福図録11（さるげんじ）　見返レ

第18号〔1979．7〕

国立酷図書館における轍資緑⑳

概要と紹介　庄野新p1～381．

近代政治史料収集の歩み　二　重野安繹

と編年史編修の中止　桑原伸介頁一

心理学関係邦訳書目鐘　　明治篇（上）

田中邦夫p39ん47
’『中国版刻図録』と『韓国古印刷史』　土

屋紀義　画一四～一七

勲記岬原市立図書鋤雛明・

レファレンス余話　中林［隆明］p52

彙報（展示会出品関係等）p48～51

百年後の奇縁　三谷弘　p38

展示会（翻訳日本昔噺のこと一江戸・明．

治期の翻訳された子供の本）伊藤尚武

頁一八

清福図録12（足利尊氏願経）　見返し

第19号’〔1980r2〕

満鉄調査研究機関とその刊行物一米国議

会図書館所蔵資料を中心にみる　井村哲

郎　p1～8

中部南部太平洋諸島の言語に関する資料

について　西野照太郎　p18～30

昭和陸軍の鬼才・石原莞爾につらて一そ

の生涯・思想ζ文献の紹介　田中梓　頁

伊達吉村家集『隣松集」及び『三陸松集』

について　五十嵐金三郎　頁二二～六〇

心理学関係邦訳書目録・・1明治篇（下）

田中邦夫　p9～14

愛媛県立図書館におけるレファレンスの

実情一郷土資料を中心として　古茂田準

雄　　p15～17　　　　　　　　　　，

彙報（展示会出品関係）「p31～32

レファレンス余話　村山隆雄　p33～34

探訪記（ユダヤ・コ、レクション「三三堂

文庫」と杉田六一氏）　中林隆明　P34

記述目録落穂拾い・丸山昭二郎飴6tt
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バルブ牙ア著『印度事彙1余談　河嶋慎

一　p3s　，　’　’b’

清福図録エ3（隆達小歌）　見返し．

第20号〔1980．5〕

〈特集〉国立国会図書館所蔵江戸期以前紀

行写本・版本目録稿　田ロ柴」，小泉清

子pl～66，1～20

第21号〔198e・8〕

浅井了意『賞華吟』とその改題本　坂巻

甲太　三一～九

”United　Nations　Documents　lndex”の

創刊とその発展　相島宏　p18～28

「人民．日報」「光明日報」に見る1970年代

中国の図書館　付：中国図書館関係記事

．目録　中原ますゑ　p29～61

日本における『ふしぎの国のアリス』の

初期翻訳石川春江　P62～63

地方図書館における郷土資料について一

小田原市立図書館の場合を中心に　川添

猛　p1～17　　’

探訪言艮（国立民族学博物館）石井中子

p64

記述目録落穂拾い　野村文保　p65

レファレンス業務統計昭和54年度
p66
書評（ホ：プソン・ジョブソンーインド起

源英外来語辞典）　弓鳴慎一　p67～68

レファレンス余話・山口美代子　p61

レファレンス事例　p69’．

清福図録14（玉愈愈）見返し

第22号〔1　9’ W　1．6〕

新作「八丁堀組屋敷図1600分の1嘉永

6年」解説　中村静夫　p1～25，図3枚

シーボルト・コレクション（文献）の現状

一オランダ；イギリス・フランス　田邊

由太郎　p26～34
近代政治史料収集の歩み　三　井上巌と

修史事業の再建　桑原伸介　頁一～一四
探訪記（グーテンベルク博物館）尾崎Jil

一一@p35－v36
主題目録落穂拾い　平野美恵子　p37

書評（Sitwe11，　Sacheverell「Great・

flower　boqks，1700－1900」）　申三原綾子

p38　一一　39，41

レフデレンス余話　沢西良子　p39，41

レファレンズ事例　p40～41

彙報（展示会出品関係）P42

清福図録15（元亨謡扇）　見返レ

第23号〔1981．11〕，

X特集〉国際連合の諸活動を調査ナるため

に’石川光二　pl～95

清福図録16（武城絃歌集）　見返し

第24号〔1982．3〕

19世紀アメリカ公共図書館一の成立の一回

面一レファレンス・サービス前史　中林

隆明　p1～14

〈エスキス〉塩田三郎とく塩田文庫〉一幕

末期を中心に　伊藤尚武　p15～32

国連法務局の主要出版物について（訳）

Sim・ne－Marie　Kleckner［著］・浜村小夜

子［訳］　p33～p47’

いわゆるゾルゲ事件について一その概要

と参考文献の紹介　田中梓　三一～二

品

探訪言己（コロンビア区公共図書館内盲

人・身体障害者図書館）北川和彦　p48

記述目録落穂拾い　上河辺定利　p49

書評（Stanford　University：The　Library

Catalog　of　The’　Hoover　lnstitution　on

W．ar，　Revolution，　and　Peace．　Catalog

of　the　Japanese　Colleρtion．）山口広文
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p50　，　t

レファレンス余話　相馬民子　p51，47

レファレンス事例　p52～53

彙報（展示会出品関係）p54

清福図録17（白河本東寺百合古文書）．見

返し

第25号〔1982．9〕』’

ラテンアメリカの書籍業〔1〕（抄訳）三

谷弘p1～25
続・東京裁判の記録・図書についてのお

ぼえがき付：BC級戦争犯罪裁判資料

住谷雄幸　p26～49
初期アメリカ図書館員の検閲観〔II〕　大

滝則忠　p56～59

探訪記（韓国国立中央図書館）　土屋紀義

p60

新聞切撚穂拾い啄保甘子P61
書評（加藤三郎編著「愛知県図書館史年

表資料細説」）　鈴木尚子　p62

レファレンス余話安永道P63』

欝（三下ご緯の際の騨料）

‘清福図録18（蜻蛉日記）見返し

第26号〔1983．3〕

ラテンアメリカの書籍業〔II〕（抄訳）三

谷弘p1～2ア

メディア・技術・情報一情報化の進展の

なかでの図書館の存在根拠を考える　田

屋裕之　p28～62

Lib・a・y・f　C・ng・essのレフズレンろ・　ti

レクションーLC職員研修に参加して

千代由利　p63～71
日本国憲法制定過程と入江俊郎・佐藤達

夫文書鍍辺恭子　p72L74
鴎外の寄贈本’朝倉治彦　p27，71

探訪記（横浜開港資料館）中林隆明．

p75

書名と主題落穂拾い　千賀正之　P76

書評（箕輪成男著「学術情報としての出

版」）竹内寿　p77

レファレンス余話　山本幸子　p78

清福図録19（三國傳記）見返し

第27号〔1984．3〕

西ドイツにおける手書資料所蔵目録出版

事業と手書楽譜の整理における諸問題：

平尾行蔵　p1「31　　　驚、

国立国会図書館所蔵「東京大学」印記本

の背景西村正守　頁一～六

小図書館における郷土資料レファレンス、

の一形態一秩父市立図書館の場合千三

寿p32～41
国立国会図書館所蔵アメリカ政治関係参

考図書　富久俊一・p42～54

上野図書館の博士論辛一新元史の発掘

泉水巌　p55

探訪記（神戸市立博物館）．．鈴木純子

p56，61

主題目録落穂拾い（「雑」’g）効用）・和中

幹雄　P57
「国立国会図書館所蔵幾人文庫展一古典

籍探究の軌跡」出品リスト　P58～61

個人文庫展の周辺1．ある幸徳秋水旧蔵

本の命運　中林隆明’p62

個人文庫展の周辺2．『小野画壇字壷』解

題蛇足　山内育男　p63
レファレンス事例　P64～69　’

当館展示会回覧（昭和23～53年）p70

清福図録20（経籍訪古志）　見返し

第28号〔1984．10〕

明治監獄則下におけ為受刑者の図書閲読

（上！中根憲一　頁一～一七

アメリ々合衆国政府刊行物の寄託図書館

一’
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ll歴享1瞥吻ySylむem）・tt

国際機関の活動の情報源案内一国内一

石川光二　P12～26

7イルモン・レゴドの再割一SP時．

代の国産長時間レコ一下’伴野有市郎
p27　一一　28

NDL参考図書室アンケート調査結果’

尾崎広一，宮島安世，岡田三夫，沼田良

p29　一一　42　，　’
文書レツァレンス利用頻度に関する調査

一実態調査余滴「井手隆英　p44～45

永暦重修『寧洋県志』について　土屋紀

’義　頁一入～二二

探訪二三三三公文書館〈Kew＞）千

代正明　p46
探訪記（ビブリオテカ・ナショナル〈マ

カす＞1　中林隆明，p26，47

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

朝鮮関係資料目録1．日本文篇補遣版，

昭和58年3月現在）大ロ里子p43

レファレンス余話　村山隆雄　p48

清福図録21（夢中三三集）　見返し

第2’X号〔1985．3｝

明治監獄池下における受刑者の図書閲読

（下）　中根憲一　頁一～一四

図書館資料の保存対策一フランスとイギ

’リスにおける『黎明　堂前幸子、p1～18

英国図書館刊本部における文書レファレ

ンス　渡辺恭夫，p19　一r　23

情報源の案内業務一レフェラルサー・ビス・

National　Referral　Center，　Library　of

Congress千代由利　p24～30
畠山文庫目録　中林三管　p31　一y　49

政治関係参考図随一英文年鑑30選・雷久

俊一，沼田良　p50～54

探訪記（ソウル特別市立鍾路図書館）　宇

？台墨郎毅　’p55　’

’文献目録落穂拾い（婦人問題三献目録（第

2分冊）図書の部　II大正期・昭和前期

編）森崎冨喜P56’、

諦以余話住谷誌面正
個人文庫展一斗欧学術の追求一拾遺二題

五十嵐金三郎　p58

湾福脚1なぞの本［脚．賜

第30号〔1985．9〕　　　　　　tl

近代韓国公共図書館史の研究7開化期か

ら1920年代まで　宇治郷毅　pl～22’

毛利梅園考　中豊吉信　頁一～八

中国における梢案の整理と棺旧館　中原噛

ますゑ　琴唄～一四　t”・

国立融図書館三三会目録冠付・上

灘鱒余目雛（稿）脚韻

鮫島文庫目録稿　中林隆明．p36～49

畠山文庫目録補渾、と訂正中林隆明

p49

京都円光寺判蔵閑室三倍手沢三目録　宇

津純、頁一五ん二六

参考書誌研究総目次　第1’号～第30号・

　〔1970年；一　1985年置p50～59

まぼろしの南摩綱紀撰「泊翁西村先生新

興響聯金三郎頁二三

レフプレンス余話駒木晃p60
探訪記（7．イリッピン大学アジアセ≧ダ

ー）稲村徹元　p61

清福図録23（狩谷植斎手簡）見返し

第31号〔1986．3〕　　　　　　　　　、

「参糖諦究」創刊のころ鈴木平入1；！K・．

p1　一一　7

「愛国」という語山内育男三一～十一
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歩三三史’戦言己文献瞬越後刊
行一　西村正守　p9～70

録音資料一戦後まもない頃のアイヌ歌謡

のレコード　伴野有市郎　p71冨74

’もう一つの亀田文庫　村上清子　頁一二

洋書収集落穂拾い（「ダブス・プレス奉」

余話）庄野新．p8，

レファレンス余話封田はるみ　p75

探訪記（プラハ国立図書館）、宮代信子

p76

清福図録24（金草鮭）　見返し

第3．2号〔1986．10〕

『帝鑑図説』異植字版小考・五十嵐金三郎

頁一～三五

漱石文学に表われた中東　中林隆明層
p32’@一一　34

国立国会図書館所蔵　木活字本目録稿

（続）　朝倉治彦　一三六～四一

中井正一著作目録　新村徹，平川千宏

pl－17　f
明治期におけるミクロネシア関係文献

山口洋児　p18～31

議会史に関する文醐岩彦

探訪記（蘭西．大学図書館）．三木　勇

p46

々一ド目録落穂拾い　前田憲子　p47”

「落穂拾い」の余話　稲村三元　p48

レファレンス余話　土屋紀義　p35

清福図録25（古今和歌集．・假名序）・見

返し

第33号〔1987．11〕

〈特集〉国立国会図書館所蔵写；真帳；・写真．

集の内容細目総覧一明治・大正編一　村

上清子　pi～x，1～436

　第34号〔1叩8．7〕

　近代韓国図書館史の研究一植民地期を中，

　心に　宇治郷毅　p1～27　Ll、

　国立国会図書館所蔵聖書目録　岡村光章

　p29～76，表2枚

　、『続清朝秘事』について一寛政年間におけ

　る清国文物への関心　西田元子　三一

　～一九・

探訪記（メキシコ蝉院大学）．野村稔

　p28

　レファレンス余話　北川知子　p77

　レファレンス事例　P78～79

　清福図録26（草花帖）　見返し

　　　　　　　！
　第35号〔1989．2〕．

　「真理がわれらを自由にする」文献考　稲

　村徹元，・高木浩子　’p1～7

　ルボークーmシア民衆画の歴史　横田運

　代p21～34．　　、　・　．一t

　中井正一の戦後の活動に関する文献　平

　川千宏　bg～18

　奄美の民謡一地方出版のレコード　伴野

　有市郎　p35～36

！欝に謡謡匙三三
　全公図参考事務研究集会に参加して　鈴

　木尚子　p19～20，34・

　中国の故事・伝説に取材した大小暦　相

　島宏三一～入tt
　探訪記（東京ゲーテ記念館ジ伊佐香代子

　p8

　レファレンス事例　p37ん38・

　清福図録27（海舟戯墨）’．見返し

’第36号〔1989・．8〕

’文政期における水戸藩修史事業のr斑“

鞭繋田讐聖戦刻鰍
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旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐうて一

「雑誌」メディアと納本制度　田中久徳

pl　一一　21

r鴬宿雑記』略紹介と索引田疎一
p22　一一一　58

韓非子翼髭習弊国訳嘗試　土屋紀義　頁

三〇～三四

探訪記（総務庁統計図書館）堀純子

p60

レファレンス余話　富田美樹子　p59
『清福図録28（三三三宮親子書翰）　見返し

第37号〔1990．3〕

政治史料調査事務局沿革　二宮主郎

pl　一一　37，90

r噺真事謝り創干猪ジ。ン・レディ・

ブラック　浅岡邦雄　p38～64

国立国会図書館所蔵会社信用早目Sl：一一

明治・大正・昭和前期一　田中克彦，堀

純子　p65ん90・

・国立公文書館所蔵米国接収文書の概要

広瀬順皓p91～93
『全集・叢書細目総覧』の内容紹介　井上

陽子　p94～97

探訪記（教科書図書館）　井波輝子　p98

清福図録29（ベルサイユ会議記念サイン

帳）見返し

第38号〔1990．9〕

〈座談会〉蘭学資料研究会発足の思い出

大久保野冊［他］p1～21

新出資料による『図書館管理法』原型の

考察：ナ「学校書籍館管理一班」未定稿の成

立と東京図書館　三三三元　三一～二七

古本市をめぐる人々一1920年代のモスク

ワ　横田三代　p53～60，

NHK制作『録音資料・日奉民謡集』伴

野有市郎，菅野美代子　p39～49

政治史料課所蔵日本占領関係資料の概要

ノ」、Jil　ラili．　p22～38

森有礼平蔵の洋書について（仮リスト）

中林隆明　p50～52

探訪記（早稲田大学坪内博士記念演劇博

物館）　相島宏　p61

冊子目録落穂拾い（レコードの記述のむ

つかしさ）　高山直也1p62

留学情報専門機関案内　p63・

清福図録30（西村茂樹白粥）　見返し

第39号〔1991．3〕

国立国会図書館における漢籍収集の沿革．

どその構成　土屋紀義　頁一～十四

幕末期における海外情報の受容過程一蘭

書の輸入と受容形態をめぐって　宮地哉

恵子　p1～20

国会会議録から見た国立国会図書館一国

立国会図書館関係国会会議録索引　渡辺

幸秀　p21～83　・∫、

録音奪料’t　戦後間覧ない頃録音された

カラフト・アイヌの歌謡一LNHK制作の

準長時間SPレゴ憎ド伴野有市郎
p84　一一　86

探訪記（国享劇場図書室）宮島安世
p87
レファレンス余話　雷田美樹子　p88

レファレンス事例　p89

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

和刻本漢籍目録稿）　西田元子　p90

清福図録31（程氏墨苑）　見返し

第40号〔1991．11〕、

ドイツにおける日本研究及び日本関係書

誌．高木浩子．Pl～9

近代女性史料探訪一国立国会図書館所蔵

憲政資料の中から．三嘆代子
p10　一一一　18
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国並国会図書館所蔵　江戸期以前寺社縁

起関係目録　間島由美子　p19～78』

国立函会図書館所蔵　日本関係欧文併記

図書目録一入文・社会編一竹田幸弘
p79　一一　129．

探訪記（ジェトロ・ライブラリ「）山本

由美．P130
冊子目録落穂拾い（移民資料整理めひと

こま）鈴木満佐子　p131

清福図録32（江戸雀）’見返し

第41号〔1992．3〕

『梅園画譜』とその周辺磯野直秀
pl　一一　19

隠れたる書誌家藤田稽松森三三喜
p20　一一一　31

江戸期以前日本出版文化史年表一国立国

会図書館所蔵資料を中心に　周村光章，

児玉史子，土屋紀義，．戸澤幾子　P32～59

国立国会図書館所蔵ザビエル関係図書目

・蔑謂1年12月糊在坤鍋鶴

探訪記（三三文化研究所三三三三図書館）

石川武敏：p70

聖目金三三拾い（国立鴎図書館所蔵

「図書館関係洋図書目録）　坂本博　p71

レファレンス余話　村上清子　P72

清福?i蘭回書譜）見返』

第42号〔1992．11〕

世界の地図図書館一成立と概況　鈴木純

子　p1～14

‘機甲の農村教育者・野晒初一その事跡ど

資料　鎌i田文彦　p16～24

憲法調査会関係資料一内容と所蔵状況に

？いて　古川浩木犀　p26～54
戦前期日本入商業会議所（中国）及び国内

主要商業会議所中国関係出版物目録（稿）

飯島渉p55780
．レファ・レンス余話　長嶋孝行　p15

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

証本関係欧文図書目録昭和51年一61年）

相島宏　p25　　　　　’　tt．　一

レファt・rンス事例　p81～82，80

清福図録34（集千家註杜工部詩）見返し

第43号〔1993．9〕　、一、

国立国会図書館所蔵の和刻本漢籍概観

井坂清信plん17

英文併記官庁出版物資料目録　富田美樹

子　p18～49

欝料室前史（上階部

全国参考事務研究集会に参加して、伊藤

宏　p74～77

探訪詑（国際連合広報セシター）．加藤

浩　　p78　　　　　　．　・∴

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

野洲録1987719911澗ネL予

レフナレンス余話、椎根ノミネ　p80

清福図録35（琉球草木帖）　見返し、

第44号〔1994・．8〕．．

『千虫譜』諸写本g比較磯野直秀
p1　一一　20

憲政資料室前史（中）二宮三郎『
p22　一一　46

「マンテルツホン」のはなし　山内育男

．頁一～五　　一一、

国立国会図書館所蔵博覧会関係資料目録

綿甲克彦　p48r121・
探訪記（東京都美術館　美術図書室）．石

渡裕子　p21

肝閥落穂撫（国立国会図書館蔵

朝鮮関係地図資料目録〉・石川武敏
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p47　’

清福図録36（千虫譜ヅ　見返し

第45号〔1995．ID〕

華夷秩序と日本一18世紀～19世紀の東ア、

ジア海域世界　濱下武志　P1　’一　16

憲政資料室前史（下）　二宮三郎
p18　一一　47

『新板福徳大根合戦』「影印と翻刻　児玉

史子　四一～二四

政治関係英文参考図書一解題50選・塚田

洋，，中村規子　p48～60

甲子目鑛穂拾い（世界細の全国書誌

一主要国脅中心に三三増補版）上野和

子　p17

清福図録37（相模国大地震）見返し

第46号〔1996．11〕

〈特集〉国立国会図書館展示会の記鉦「一常

設展示を中心に国立国会図書館展示委

員会　p1～4，i～iv，1～131，図巻頭

2p
清福図録38（アウグスティヌスr袖の国』）

見返し

第47号〔1997．3〕

ハワイ・北米における日本人移民および

日系人に関する資料について（1）　神

．繁司　pl～49　i　　　　　’

「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（上）伊東文書を読む会　頁一～三

．国立国会図書館所蔵幕末・明治期錦

絵・摺物等の版元・印刷所一覧（稿）昏

冥哉恵子　p50～93

探訪記（大津と町田久成，ビゲVr，そ
してフ；ノロサ）　中林隆明　p94　・y　96

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

全集月報・付録類目録）石渡裕子P97

清福図録39（地本問屋越後屋長入の引札

［ちらし］）見返し

第48毎〔1997．10〕

旧帝国図書館時代の児童書一歴史と課題

田中久徳　p1～16，表3枚

ハワイ・北米における日本人移民および

日系人に関する資料について（2）神

繁司　p18～53・

『万福長者宝蔵入』一影印「と翻刻・解題

．（上）　白戸満喜子　頁一～三一

「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰・

翻刻（下）伊東文書を読む会頁三二

～六一
探訪記（国土地理院一地図と測量の科学』

館）小澤知子　p17

清福図録40（日本一誌明野團子）層 ｩ返し

第49号〔1998．3〕

．文久年間の小笠原島蘭拓事業と本草学者

たち一小野苓庵（職懇）・宮本元道・井口

栄春・栗田万次郎・阿部櫟齋　平野満

P1～46，図巻頭2Pl

日本の旧植民地と図書館一東南アジアの

図書館接収問題を中心に（未定稿）加藤

一夫　p50～70

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・解題

（下）　白戸満喜子　三一～四二

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館特別

資料室所蔵移民関係資料目録）　川名八

千代’p47～49

清福図eit41’（小笠原島所産鱗介図）　見返「

し　、

第50号〔1999．2〕

r参戦諦究悌5・号の刊行に際して

大滝則忠．pl
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〈特集〉　国立国会図書館所蔵戦前期美

術展覧会関係資料目録石渡裕子’
p2　一一　258

『参考書誌研究』第1号～第50号　総索引

p259　・一一　307

清福図録42（第二回内國勧業四魔會）　見

返し
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「参考書誌研究」　第1号～第50E

　　　　　　　Lあ行一

相島‘ G
i‘

tnited　Nations　Documents　lndex”の

’創刊どその発展第2i号〔1980．8〕

中国の故事・・伝説に取材した大小暦　第

35号〔1989．2〕’

探訪記（早稲田大学坪内博士記念演劇博

物館）　第38号〔1990．9〕

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

日本閏係欧文図書目録昭和51年一61年）

第42号〔1992．11〕

浅岡邦雄　　　　　　・　　　　、

『日新真事誌』の創刊者　ジョン・レデ、

イ・ブラック　第37号〔1990．3〕

朝倉治彦

古書古人（・）当館架蔵の紀州藩校1臓

本［他］　第4号〔1972．3〕

古書古人（5）　人名録『諸家人名江戸方

角分』　第8号・〔1973111〕

’当館所蔵の丹田本，奈良絵本など　第9

号〔1974．5〕

『青本外題張込集』細目　第9号〔1974．

5）

国立国会図書館所蔵木活字本目録稿
第10一号〔1974．11〕

古書古人（8）小宮山天香の蔵書処分

第12号〔1976．3〕

『榊原芳野家蔵目録』のこと1第13号
　（1976．　8　）

鴎外の寄贈奉　第26号〔1983．3〕

国立国会図書館所蔵　木活字本目録稿

（続）第32号〔1986．10〕

　　　　　E　著者索引

浅見利二

埼玉県下の特殊コレクション　第6号、

　（1972．10）

精木　勇
探訪記（関西三三図書館）　第32号〔1986．

10）

網野礼子

冊子目録落穂拾い1国立国会図書館所蔵

児童図書目録1987～1991）第43号
　（1993，　9　）

有泉貞夫

，田中稲城と帝国図書館の設立　第1号，

　（1970，11）

安藤菊二

東京都公共図書館の書誌的活動　第3号
，（1971．　9　）

飯島　渉

戦前期日本人商業会議所（中国）及び国

内主要商業会議所中国関係出版物目録

（稿）第42号’〔1992．11〕

飯田賢一「

明治初期啓蒙的哲学回想の展開と変容一

丁明治開化の本」展示会に寄せて　第4号

　（1972．3）

五十嵐金三郎

両足院（建仁寺派）の収蔵資料について

第i3号〔1976．8〕

東大寺図書館収蔵特殊コレクションにつ

いて　第14号〔1977．3）’

伊達吉村家集『隣i松集』及び『続隣松集』

について　第19号〔1980．2〕

個人文庫三一西欧学術の追求一拾遺二題

第29号〔1985．3〕
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まぼろしの南摩綱紀撰「三三西村先生碑

銘」を探る、第30号〔1985．9〕

『帝鑑図説』異植字販小考　第32号〔1986　．一

10）

池田政弘

神奈川県下嚇殊コレクシ・7第9号

　（1974．一5）

図書館の相互協力を考える・一レファレン

スの側面から　第14号〔1977．3〕

伊佐香代子

探訪記（東京ゲこテ記念館）　第35号

（1989．　2　）

井坂清信

中国における図書分類法一二劉より『階

志』まで　第17号〔1979．2〕

文政期における水戸藩修史事業の一斑一’

当館所蔵『藤田幽谷書簡』’の翻刻を終え．

て　第36号〔1989．8〕

国立国会図書館所蔵の和刻本漢籍概観

第43号〔1993．9〕

石井敬士

神奈川県下の特殊コレクジョン　第9号

（1974．　5　）

石井中子

探訪記（国立民族学博物館）第21号
（1980．　8　）

石川光二

国際連合の書誌活動（前編）第4号
（1972．　3　）

国際連合の書誌活動〈後編）第5号
（1972．　7　）

国論合廊下を調査するために第
23号．〔1981．11〕

国際機関の三三の情報源案内一三内一一

第28号（1984．10〕

石川武敏

探訪記（三跡文化研究所附属三康図書館〉

第41号〔1992．3〕

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

朝鮮関係地図資料目録）　第44号〔1994．
8
）
，

石川春江
明治期のアンデルセンに？いて第5号

（1972．7）

日本における『ふしぎの国のアリス』，の

初期翻訳　第21号〔1980．8〕

石川正知’

滋賀県下の特殊コレクション第9号
（1974．　5　）

石山　洋

〈書評〉参考業務の基礎指針のあり方一

『大阪府立図書館参考事務必携』に寄せ

て第4号〔1972．3〕

古書古人（2）　ウィリアム・スタンリ

ー・ Wェヴォンスと明治の近代化　第5・

号〔1972．7〕

〈座談会〉人物文献書誌をめぐって　第8

号〔1973．11〕

古書古人（7）’明治12年刊『伊呂波分西

洋人名字引』について　第10号〔1974．11〕

石渡裕子』

探訪記（東京都美術館　美術図書室）　第、

44号〔1994．．8〕

冊子目録落蓋拾い（国立国会図書館所蔵

全集月報・イ寸録三目鍔i）　第47一号〔1997．

，3）

国立国会図書館所蔵　戦前期美術展覧会

関係資料目録　第50号〔1999－．2〕

泉　昌一

姻における蔚灘一その政治社会白勺

背景　第14号〔1977．3〕

磯野直秀

『梅園画譜』とその周辺　第41号〔1992．

3）

精鋼』面素4の鰍鵜贈41
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市古宙三

文献腿の功罪第15号〔・977：・・〕

一般参考課文書担当

当館の文書レファレンス処理について一

公共図書館噛・大学図書館への期待　第3

号〔1971．9〕

井手隆英
文書レファレジス利用頻度に関する調査

一実態調査余滴　第28号〔1984．10〕

伊藤尚武

展示会（翻訳日本昔噺のこと一三戸・明

治期の翻訳された子供の本）第18号
　（1979．　7　）

〈エスキス〉塩田三郎と〈塩田文庫〉一幕

末期を中心に　第24号〔1982：3〕

伊藤尚武［訳］

米国ゴレクションにおける日本古書およ

び稀観書　第17号〔19791　2〕

伊藤　宏
全国参考事務研究集会に参加しで　第43

号〔1993・9．）

、伊藤松彦

全国の公共図書館を訪ねて一参考業務実’

態調査中間報告　第2号〔1971．1〕

公共図書館関東ブロック奉仕部門研究集

会に出席して一レファレンスの相互協力

に関する一提案第4号〔1972．3〕

伊東文書を読む会

「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（上）第47号〔1997．3〕

「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（下）　第48号’（1997．10〕

井波輝子

探訪記（教科書図書館）第37号〔1990。

3）

稲村徹劇

戦前期における参考事忌のあゆみと帝国

図書館7資料紹介「三目談イ近況」（昭

和十年六月帝自図書館）　第3号〔1971．t

9）　．，　，
r海外新聞』の関与者本間鯖（本間灘）「

伝覚え書第6号〔1972．10〕
国立国会図書館展示会目録集覧　付上野』

図書館展覧会目録年表（稿）　第30号
（1985．　9　）

彗欄融論轡アv（zンタ

「紛織拾い」の余話　第32号〔1986．10〕

「鯉がわれらを舳にする」蝿三三

35号〔1989．2〕

新出資料による『図書館管理法』原型の’

考察一「学校書籍三管埋一班」孝定稿の成

立と東京図書館　第38号〔1990．9〕

井上陽子

r全集・叢書細目総覧』、の内容紹介　第37

号〔1990・3〕

井村哲郎
満鉄調査三三機関とその刊行物一米国議

会図書館所蔵資料壷中心にみる　第19号

（1980．　2　）

井門　寛

新聞史・社史目録　第6tt〔1972．10〕

上野和子

肝目録締拾い（世界鯉の鋼書誌－

一主要国を中心に　改定増補版）第45

号〔1995．10〕

宇治郷　毅

探訪記（ソウル特別市立回路図書館）　第

29号〔ig85．3〕

近代韓国公共図書館史の研究一三イピ期か

ら1920年代まで　第30号〔1985．9〕

近代韓：国図書館史の研究一植民地期を中

心に　第34号〔1988．7〕

宇津．純
京都円：晃寺田蔵閑三元倍手沢本目録　第

30号〔1985．9〕』
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枝松　栄

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

1mprintsを中心に第9号〔1974．5〕

大節里子

冊子目録落穂拾い（国享国会図書館所蔵

朝鮮関係資料目録1．日本文篇補遺版

面和58年3月現在）　第28号〔1984．10〕’

大久保利回［他］

〈座談会〉蘭学資料研究会発足の思い出，

第38号〔1990．9〕’

大滝則忠

戦前期出版警察法制下の図書館一その閲

覧禁止奉についての歴史的素描　第2号
（1971．　1　）

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法

制の一画面　第12号〔1976．3〕

初期アメリカ図書館員の検閲観〔1〕　第

17号〔1979．2〕

初期アメリカ図書館貝の検閲観〔II〕　第

25号〔1982．9〕　　　　　　　　　〔

『参考書誌研究』第50号の刊行に際して

第50号〔1999．2〕

大村浩子

黙許る縞鯵考騨4号
緒方富雄

国立国会図書館にある緒方洪庵のてがみ

第11号〔［1975．6〕

岡田三夫』
NDL参考図謎ア海＿ト調査結果

第28号〔1984．10〕

岡村光章

国立国会図書館所蔵聖書目録、第34号
．（1988．　7）

江戸期以前日本出版文化史年表一国立国

会図書館所蔵資料を中心に　第41号
（1992．　3　）

小川　元．t

、政治史料課所蔵日本占領関係資料の概要

第38号〔1990．9〕

尾埼尚文

國澤新九郎・本多錦吉郎手沢の洋画技法

書第15号〔1977．10〕

尾崎広一
探訪記’iグーテンベルク博物館）　第22号

　（1981．　6　）

NDL参考図書室アンケート調査結果
第28号〔1984．10〕

小澤知子
探嗣（四三三一±ts図と測量の科学

館）第48号．（1997・10〕

　　　　　　　＿かii＿

甲斐康綾子

書評（Sitwell，　Sachevefell「Great

f欝野170傷1900」）第22号

加藤一夫

日本の甲植民地と図書館一東南アジアの

図書館接収問題を中心た（未定稿）　第49

号〔1998．3〕

加藤　弘

レファレンス・サービスー東京の区立図

書館の目指す一方向　第2号〔1971．1〕

加藤　浩

探訪記（国際連合広報センター）　第43号

　〔1993．9ゴ

鎌田文彦

中国の農村教育者・切回初一その事跡と

資料　第42号〔1992．11〕

上河辺定利　　　”
記述目録落穂拾い　第24号〔1982．3〕

河嶋慎一

バルフォ・ア著『印度事彙』余談　第19：号．
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（1980，　2　）

書評（ホブソン・ジョブソンーインド母

野攣辞典）第21号，〔1980．1〕

地方図書館における郷土資料について一

小田原市立図書館の場合を中心に　第21

号〔1980．8〕

川名八千代

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館特別

資料室所蔵移民関係資料目録）　第49号

（1998．　3　）

菅野美代子

NHK制作r録三三1日本三三』第

38号〔1990．9〕

木下晃子

児童書に関する欧文参考書第4号
（1972．　3　）

北川和彦

各館の「所蔵参考図書目録」の現状一「所

蔵参考図書」目録　第10号〔1’974．11〕

探訪記（コロンビア区公共図書館内盲

人’躰障害者図書館）第24号．〔1982・
3．）

＃ヒJ［［矢野子

レファレンス余話第34号〔1988・7〕

北島武彦

全国公共図書館参考事務研究集会につい

て第3号〔ig71．9〕

北畑　静　　　　　　　　　　　’

児童書に関する欧文参考書第4号
（1972．　3　）

貴田春男

京阪神地区4館参考事務研究会の紹介一

相互協力の一例として　第7号〔1973．

5）

木村素子

フラン咽笹書館の歴史（1）一目録卑

を中心に第6号〔1972．10〕

楠’忠尚

謂7この不騰なもの第6号（．1972・
10）

久保田愛子

新聞切抜落穂拾い　第25号〔1982．9〕

熊田淳美

世界主要各国の議会一覧表（1972年1月

現在）　第6号〔1972．10〕

パニッツィとブリティン；・ミュジアム

図書館一蔵書目録刊行中止とその背景を

めぐって第7号亡1973．5〕
・桑原伸介

古書古人（3）　落葉社　第6与〔1972．

10）

近代政治史料収集の墜み　一　復古記を

中心に明治籾年の官撰修史事業　第17号
　（197g．　2　）

近代政治史料収集あ歩み　二　重野三三』

と編年史編修の中止　第18号〔1979．7〕

近代政治史料収集の歩み　三　井上毅ど

修史事業の再建　第22号〔1981．6〕

小胴清子

国立国会図書館所蔵江戸期以前紀行写、

本・版本目録稿　第20号〔1980・．5〕

香村幸作

石川県下の骸コレクシ・ン第8号

　（1973．11）

国立国会図書館展示委員会　．「〆

薗立周会図書館展示会の記録一常設展示

を中心に　第46号〔1996．11〕

児玉久雄

国立国会図書館を利用して一所見と要望

第2号〔1971．1〕．

児玉史子　　　　　　　　　　　～

江戸期以前日本出版文化史年表一国立国

会図書館所蔵資料を中心に第41号
　（1992．3）

『新板福徳大根合戦』一影印と翻刻　第4’5

一277一



　号〔1995．10〕

　小林　正

　レファ’レンス余話　第29号、〔1985．3〕

　小林　宏

　「参考書誌学」へあ期待　第3号〔1971．

　9）一

丁禾晃
　レファレンス余話　第30号〔1985．9’）

　古茂甲進士

　愛媛県立図書館におけるレファレンスの・

　実情一郷土章料を中心として　第19号
　（1980．　2　）

　今英章
　内外主要図書館におけるP．F．v．　Siebold

著作の所在一?謔P3号〔1976・8〕

　　　　　　　一さ行一

　斎藤　毅

　合衆国はなぜ合州国と書かないのか　第

　2号〔1971．1〕

　新聞名辞考　第6号〔1972．10〕

　坂巻甲太・
浅井了意償華吟』とその改題本第21』

　号〔1980．8〕

　坂本博
　冊子目録落穂拾い（国立国会図書館斎蔵

　図書館関係洋図書目録）　第41号・（1992．

　3）．

　佐久間信子

　地方自治体刊行公害関係資料目録稿　第

　1号〔1970．11〕

　明治初期た於ける官庁資料収集の系譜と

　その利用第2号〔1971．1〕

　中央官庁刊行公害関係資料目録稿’第3

　号〔1971．9〕

　国立国会図書館長と東海地区大学図書館

！長との懇談会に出席して第4号〔1972．

3）

沢西良子

全集叢書細目検索トゥール　第1号
（1970，11）

『日本地方史誌目録書目編解説bき』の

刊行によせで第2号〔1971．’1〕「

内外主要図書館におけるP．F．v．　Siebold

著作の所在一覧三三13号11976．8〕

レファレンス余話　第22号〔199i。6〕

椎根ノミネ

レファレンス余話　第43号〔1993．9〕

庄野　新

国立酷図書館におけ旛頬粍⑳
概要と紹介一天18号〔1979．7〕

洋書収集落穂拾い（「ダブス・プレス本」

余話）第31号〔1986．3〕

白岩一彦

東方教会史に関する文献　第32号〔1986．

10）

城田秀雄

全国公共図書館参考事務研究集会を顧み

て〈城田秀雄〉）　第14号〔1977．3〕

白戸満喜子

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・・解題

（上）第48号〔1997．16〕

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・解題
（下）’，・第49号〔1998．31』

神　繁司

ハワイ・北米における日本人移民および

具至錨る盗榊て（1騨7

ハワイ・北米における日本人移民および

日系人に関する資料について（2）　第48

号’ k1bg7．10〕

新村　徹

中井正一著作目録，第32号〔1986ユ0〕’

鈴木　明

中央官庁刊行公害関係資料目録稿 第3
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号〔1971．9〕

地方自治体刊行公害関係資料目録稿　第

1号〔1970．11〕

シ「ボルトの轡簡　第11号〔［1975．6〕

鈴木純子

探訪記（神戸市立博：物館）　第27号〔1984。

3）

世界の地図図書飴一成立と概況　第42号

（1992．11）

鈴木尚子’

全公図参考事務研究集会に参加して’

35号〔1989．2〕　．　　　、　，

書評（加藤三郎編著「愛知県図書館史年

表資料画面」）　第25号一〔1982．9〕

鈴木平八郎

「参考書誌研究」創刊のころ　第31号
（1986．　3　）

鈴木満佐子』

冊子目録落穂拾い（移民資料整理のひと

こま）第40号〔1991．11〕

住谷雄幸

東京裁判の記録・図書についてのおぼえ

がき　第7号〔1973：5〕

江戸期の富士登山にかんする二つの写本

一『隔長虫』と『旭岳雪譜』第14号〔19771

3）

続・東京裁判の記録・図書についてのお

ぼえがき，付：Bc級戦争犯罪裁判資料

第25一号〔1982．9〕

レフアレン O三第29号〔1985・3〕
千賀正之

書名と主題落穂拾い　第26号〔1983．3〕

泉水　巌

上野図書館の博士論文一新旧史の発掘

第27号〔1984．3〕

相馬民子

レファレンス余話　第24号〔1982．3〕

春山慶一

昭和45年度参考事務柵究集会・所感　第’

3号〔1971．9〕「

　　　　　　　＿た行一’

高木浩手

「真理がわれらを自由にする」文献考　第

「35号〔1989．2〕

ドイツにおける日本研究及び日本関係書

焦熱号〔斗191．11〕

新聞記事索引の開発　第6毎〔1972．10〕

高橋益代』

日本経済統計文献センターにおける参考

藷墾騒第11号11978’6〕．

『毎日新聞抄録索引』について　第6号

　（1972．10）

高山直也、

冊子目録落穂拾い（レコードの記述のむ

つかしさ）第38号〔ig90．9〕

田口栄一

国立国会図書館所蔵木活字本目録稿
第10号〔1974．11〕

旧幕府引鵜の内の「儲帳」にb・・て

一丸橋忠弥召捕り記録を中心として　第

16号〔1978．6〕

豊平農灘驚認三冠揮
『鴬宿雑記』内容綿介と索引　第36号

　（1989：　8　）

竹内、寿

書評（箕輪成男著「学術i回報としての出

版」）第26号・〔1983．3〕

竹田幸弘

国立国会図書館所蔵’日本関係欧文併記

図書目録一人1文」社会三一第40号
　（1991．11）　’
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多田俊五

鈴木秀三郎氏旧蔵新聞関係資料目録　第

6号〔1972．10〕

田中　梓

いわゆる三月事件について一その概要と

文献の紹介　第16号〔1978．6〕

昭和陸軍の鬼才・石原莞爾について一そ

の生涯・思想と文献の紹介第19号
　（1980．2）

いわ駁るゾルゲ事件について一その概要

と参考文献の紹介　第24号〔1982．3〕

田中克彦

．国立国会図書館所蔵会社信用録目録一

明治・大正・昭和前期一　第37号〔1990．

3）

国立国会図書館所蔵博覧会関係資料目録

第44号〔1994．8〕

口中邦夫

心理学関係邦訳書目録明治篇（上）　第

18号〔1979．7〕

心理学関係邦訳書目録明治篇（下）　第

19号　〔1980．2〕

田中隆子〔他〕

科学技術関係研究会議録のてびき一『国

立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会議

録目録』の刊行にあたって第5号
　（1972．　7　）

田中久徳

旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐっそ一

「雑i誌」メディアと納本制度　第36号

　（1989．　8　）

旧帝国図書館時代の児童二一歴史と課題

第48号〔1997．10〕

田邊由太郎
シーボルト・』

Rレクション（文献）の現状

一オランダ・イギリス・フランス　第22

号〔1981．6〕

田屋裕之

メディア・技術・情報一情報化の進展の

なかでの図書館の存在根拠を考える　第

，26号〔1983．3〕．

俵　元昭

なぜ，どのようにして本を作るか一図書

館編集刊行の実際と理論　第7号〔1973．

5）

千嶋　晶

晶図書館における郷土資料レファレンス

の一形態一秩父市立図書館の場合・第27

号〔1984．3〕

千代正明

搾訪記（英国国立公文書館〈Kew＞）　第『

28号〔1984．10〕

千代由利

Comprehensive　lndex　t6　English－Lan一，

guage　Little　Maga2ines，　1890－1970，

Series　I：一リトル・マガジン総合索引

第14号〔1977．3〕

Lib・a・y・f　c・ngressのレブアレンス・コ

レクションーLC職員研修に参加して・

第26号〔1983．3〕　　　　　　　　i・
情報源の案内業務一レワェラルサ＿ビス

National　Referral　Center，　Library　of

Congress　第29与〔1985．3〕

塚田、洋

輔驚参考図書『解題50齢5

土屋恵司
帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法’

制の一側面　第12号〔1976．3〕

土屋紀義

『中国版刻図録』と『韓国古印刷史』　第

18号〔1979．7〕

探訪記（韓国国立中央歯書館）　第25号

（1982．　9　）

禰翻他面県志』について瑠8塁
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レファレンス余話　第32号〔1986．10〕

韓非子翼三蹟文旧訳嘗試　第36号〔1989．

8）

国立国会図書館における漢籍収集の沿革

とその構成　第39号〔1991．3〕

江戸期以前日本出版文化史年表一国立国

会図書館所蔵資料を中心に　第41号
　（1992．　3　）

土井稔子

国立国会図書館におけるレ、ファレンスの

現状と問題点　ag　1号〔1970．11〕

全米総今目録の晟立とその背景一

National　Union　Catalog，　Pre一．1956

1mprintsを中心に　第9与〔1974．5〕

堂前き子

図書館資料の保存対策一フランスとイギ
リスにおける黎明　第29号』、〔1985．』3〕

戸澤幾子　　　　　・

江戸期以前日本出版文化史年表一国立国

’会図書館所蔵資料を中心に　第41号
　（1992．3）

富島壮英　　　　　　　　　　　　　〆

沖縄県立図書館の沿革と現況一郷土資料

を叫に両三〔1979・2〕
富田美樹子

レファレ7ス余話　第36号〔1989．8〕

レファレンス余話　第39号〔1991．3〕

英文併記官庁出版物資料目録　第43号
　（1993．　9　）

富久俊一

国立国会図書館所蔵アメリカ政治関係参

考図書　第27号〔1984．3〕

政治関係参考図面一英文年鑑30選　第29

号〔1985．3〕

　　　　　　　一な行一

中田吉信

昭和45年度全国公共図書館参考事務研究

集会を顧みて　第3号〔1971．．9〕

本草家阿部照任とその著作第11号
　（1975．．　6　）

岡千偲と王鱈第13号〔1976．8〕・
’毛利梅園考　第30号’〔1985．9〕

中根憲一

明治監獄昼下における受刑者の図書閲読

（上）第28号〔1984．10〕

明治監獄則下における受刑者の図書閲読

（下）第29号〔1985．3〕．

中野捷三

オーストラリア国立図書館でめレファレ

ンス・ワーク　第16号〔1978．・6〕
中三木隆明

探訪記（小田原市立図書館）第18号
　（1979．　7　）

レファレンス余話．第18号〔1979．7〕

探訪記（ユダヤ・コレクション「酔茶堂

文庫」と杉田六一氏）　第19号〔1980．2〕

19世紀アメリカ公共図書館の晟立の一側

面一レファレンス・サービス前史　第24

号〔1982．3〕．

探訪記（横浜開港資料館）　第26号〔1983．

3）

個人文庫展の周辺1．ある幸徳秋永旧蔵

本の命運　第27号〔1984．3〕

探訪記（ビブリオテカ・ナショナル〈マ

カオ〉）第28号〔1984．10〕

畠山文庫目録　第29号〔1985．3〕

鮫島文庫目録稿　第30号〔1985．9〕

畠山文庫目録補遺と訂正　第30号（1985．

9）

漱石文学に表ねれた中東　第32号〔1986．
loxj

森有礼旧蔵の洋書について（仮リスト）

、第38号〔1990．9〕

国立国会図書館所蔵ザビエル関係図書目
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録一1991年12月末現在一　第41号〔1992．

R）

探訪記（大津と町田久成，ビゲロ「，そ

してフェノロサ）　第47号〔1997．3〕

中原ますゑ

「人民日報」「光明日報」に見る1970年代

中国の図書館付：中国図書館関係記事
目録第21号〔1980．8〕

中国における三三の整理と棺三門　第30

号〔1985・．　．　9〕

中村静夫．

新作「入丁堀組屋敷図i600分の1嘉永

6年」解説　第22号〔1981．6〕

中村規子

政治関係英文参考図二一解題50選　第45’

号〔1995．10〕

長嶋孝行

レファレンス余話　第42号〔1992．11〕
長島七三（訳注）

rクループスカヤと歯書館事業』＿

1920～30年代におけるソビエト図書館運

動　第14号〔1977．3〕

西田長寿

新聞雑誌の全国総合目録の作成を望む

第6号1〔1972．10〕

西田文雄

文書レファレンスについて一大阪市立中

央図書館の事例を中心に　第5号〔1972．

7）

西田元子’　　　　澄

『続清朝無事』についそ一寛政年間におけ

る清国文物への関心　第34号〔1988．7〕

冊子目録落穂拾い（国立国会図書館所蔵

和刻本漢籍目録稿）　第39号〔1991．3〕

西野照太郎

中部南部太平洋諸島の言語に関する資料

について　第19号〔1980．2〕

西宮能敬

鈴木秀三郎氏三蔵新聞関係資料目録　第㌧

6号〔1972．10〕

西村正守

回書に見る帝国図書館の新聞収集一明
治・大正期の歩み　第61号〔1972．10〕

刻む百年の歩み一上野図書館文書　第12

号〔1976．3〕

畠山義成洋行日記（杉浦弘蔵西洋遊学日

誌）第15号〔1977．10〕

国立国会図書館所蔵「東京大学」印記本

の背景　第27号〔1984．3〕、

歩兵聯隊戦史・戦記文献目録一戦後刊行

十、第31号〔1986，3〕

二宮三郎』「

政治史料調査事務局沿革　第37号〔1990。・

唱3〕　　　　　1　　－・一

恵政資料室前史（上）第43号〔1993．9〕

憲政資料室前史（中）　第44号〔1994．8〕

憲政資料室前史（下）　第45号・〔1995．10〕

沼田　良

NDL参考図書室アンケート調査結果
第28号〔1984．10〕

政治関係参考図書一英文年鑑30選　第29

号〔1985．3〕・

野村文保

記述目録落穂拾い　第21号〔1980．8〕

野村　稔

“窓口”sc7）機能はどうなっているか一国立

国会図書館における電話・口頭によるレ

ファレンス・ワrク第2号〔1971．1．）’

探訪言己（メキシコ大学院大学）幽第34号

（1988．7）

　　　　　　　一は行一

橋本宗二　　　　　　・　t、　　　「

県立図書館における雑誌文献め利用＝．リ
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クエスト・サービスを中心どし七　第12

号〔1976．一3〕

馬場萬夫

千葉県立中央図書館編「資料の広揚」　第

4号〔1972．3〕

当館所蔵の丹緑本，奈良絵本など．第9

号〔1974．5〕

班田武志

華夷秩序と躰一18世紀L・9世紀の東ア

ジア海域世界　第45号〔1995．10〕

浜村小夜子［訳］

国連法粥の主要出版物につV｛て（訳），

第24号〔ig82．3〕

林　国璽介’

日本関係欧文図書の書誌、第1号〔1970．
1工〕．

日本関係欧文図書の収集と問題点　第3、

号〔1971．9〕

原　祐三

’わが館におけるレファレンス業務必携の
　と

作成について（常滑市立図書館）　第13号

　〔1976i　8〕

伴野有市郎

フィルモン・レコードの再録音一SP時

代の国産長時間レコード　第28号〔1984．

10〕

歯音資料一戦後弍もない頃のアイヌ歌謡

　　　　　　　　　　　　しのレコード　第31号〔1986．3〕

奄美の民謡一地方出版のレゴード　第35

号〔1989．2〕

NHK制作『録音資料・日本民謡集∫　第

38号〔1990．9〕『

録音資料　戦後間もない頃録音されたカ

ラフト・ティヌの歌謡一回忌K’ ｧ作の準
長時間SPレコード第39号〔1991．3〕

樋口秀雄

浅草文庫の創立と景況　第4号〔1g72．
3〕

平尾行蔵
西ドイツにおける手書資料所蔵目録出版

事業と手書楽譜の整理における諸問題

第27号〔1984．3〕層

平川千宏

中井正一著作目録　第32号〔1986．IO〕

中井正一の戦後の活動に関する文献　第

35号〔1989．2〕

平野美恵子　　　　　、　　　　’

ドイツにおける総’合目録を中心ζした図

書館協力事業一その歴史と現状一第1部

第2次世界大戦まで　第11号’〔1975．6〕

ドイツにおける総合目録を中心とした図
書館協力事業一その歴史と現状一管II嬉

嬉2次世界大戦後　第12号〔1976．．3〕

主題目録落穂拾い　第22号〔1981．6〕

平野　満

文久年間の小筆原島開拓事業と本草学者’

たち一小野苓庵（職懇）・宮本元道・井口

栄春・栗田万次郎・阿部藻齋第49号
（1998．　3　）

広瀬三思

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿一図由民

権運動研究の新史料　第7号〔1973．5〕

国立国会図書館所蔵　勝海舟文書につい

て付・勝海舟文書仮目録第10号
（1974．11）　．

国立公文書館所蔵米国接収文書の研要
第37号（1990．3〕

深井人詩

私立大学図書館協会書誌作成分科会のあ

ゆみ第5号〔1972．7〕

国立国会図書館所蔵『恵美草』の書写者

について　第11号〔［1975．6〕

福田光子

文久年間の商用会話本とその編者，
Eugene　M。Van　Reedについて　第6号

（1972．．　10）
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福田素子
フランス国立図書館の歴史（2・完）二自

録史を中心に第7号〔1973．5〕　・

藤尾正人　　　　　　　　　1

戦時下キ・り』スト教迫害関係資料について

第5号〔1972．7〕

藤丸　昭

研究集会に参加して　第3号〔1971．9〕

古川浩太郎

憲法調査会関係資料一内容と所蔵状況に

ついて第42号〔1992・11〕

編集委員会

世界主要国の総合目録の事情　第8号
（1973．11）

星’健一

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿一口由民

権運動研究の新史料　第7号〔1973．5〕

Lorenz　von　Stein関係文献第15立
て1977．10〕

堀　純子

探訪記（総務庁統計図書館）　第36号

（1989．8）

国立国会図書館所蔵　会社信用録目録一’

明治・大正・昭和前期一　第37号〔1990．

3）

　　　　　　一ま行一

前田憲子

カード目録落穂拾い　第32号〔1986．10〕

間島由美子
国立国会図書館所蔵　江三期以前三三縁

起関係目録　第40号〔1991．11〕

松川莞爾

『北海道開拓功労者関係資料集録』のこと

第8号〔1973．’11〕

松下健一
F’

Q考書誌研究」の発刊にあ．たって　第1

号〔1970111〕

松本慎ニ

フランス国立図書館の細江（1）一目録史

を中心に第6号〔1972．10〕

フランス国立図書館の歴史（2・完）一目

録史を1 ?Sに第7号〔1973．5〕

ドクマンタシオン・フランセーズ第9

号〔1974．5〕

インドネシアとユネスコの図書館活動

第15号〔1977．10〕

丸山昭二郎　’

幻のLITEシステム錦3号q971．9〕

総合目録と分担制目録作業一Universa1・
Bibliographic　Contro1へのアブti　＿チ

第9号〔1974．．5〕

ドイツにおける総合目録を中心とした’ }
書館協力事業一その歴史と現状一霞1部

第2次世界大戦まで　第11号〔1975．6〕

ドイツにおける総合目録を中心とした図

書館協力事業一その歴史と現状一合II部

第2次世界大戦後　第12号〔1976．3〕

雛攣騨第19号〔’9SO・2〕’．

古書古人（4）　小宮山三軒叢書に？いて

第7号〔1973．5〕

丸山　信

〈座談会〉人物文献書誌をめぐって　第8

号〔1973．11〕

三谷　弘

参考事務の組織化の問題点一昭和46年度

全国研究集会に出席して　第4号（1972．

3）

ペルL国立図書館略史付：同図書館の

組織と政策第17号〔1979．2〕

百年後の奇縁第18号〔1979．7〕
ラテンアメリカの書籍業〔Ii〕’ ﾄ抄訳）第
25号　〔1982．9〕

ラテンアメリカの書籍業〔II〕（抄訳ジ第
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26与〔1983．3〕

南・和男

寵嵩払（6）養生旧史榊1号

三春伊佐夫

山形県下の特殊コレクション　第6回
忌1972．10）　・

宮島安世

NDL参考図書室アンケート調査結果
第28号〔1984．10〕

鰐口己（国端図書室）tt第39号〔1991・

宮代信子

探訪記（プラハ国立図書館）第31号
（1986．　3　）

宮地哉恵子　　　　1

幕末期における海外情報の受容過程一蘭

書の輸入と受容形態をめぐって　第39号

（1991．3）

国立国会図書館所蔵幕末・明治如錦絵・

摺物等の版元・印刷所一覧（稿）　第47号

（1997．3）

皐政五＋緒

近世小説とその挿絵一『西鶴諸国はなし』

の場合第9号〔1974．5〕

村上清子
もう一つの亀田文庫　第31号〔ig86．3〕

国立国会図書館所蔵写真帳・写真集の内

容細目総覧一明治・大正三一　第33号
（1987．11）

レファレンス余話　第41号〔1992．3〕

村田はるみ

レファレンス余話　第31号〔1986．3〕’

村山隆雍

コレクシごン調査く三木文庫，凌香文庫）

第15号〔1977．10〕

レファレンス余話　第19号〔1980．2〕

レファレンス余話　第28号〔1984．10〕．

毛利和弘
参考業務の開始から資料速報め発行まで

第10号〔1974．i1〕

森崎冨喜

婦燗題にかんす礁閾憾言
10号〔1974．11〕

文献目録落穂拾い（婦人問題文献目録（第

2分冊）図書の部1　II大正期・昭和前期

編）、第29号〔1985．3〕

認る書灘田町第賜1912●

森田　保

千葉県下の特殊コレクション　第5号
　（1972．　7　）

森田雄一

埼玉県下の特殊コレクション　第6号
　（1972．10）

森睦彦
・〈座談会〉人物文献書誌をめぐって　第忠

号〔1973．11〕

　　　　　　　一や行一

安江明夫
パニッツ社ブリテイジュ．ミュジアム

図書館一蔵書目録刊行中止とその背景を

めぐって第7号〔1973．5〕

安永　道

レファレンス余話　第25号〔1982．9〕

山内育男

鰻驚駅、瀬野字劃解㌃
「愛国」という語　第31・号〔1986．3〕

「マンテルツホン」のはなし　第44号
　（1994．　8　）

山口広文

書評（Stanford　University：The　Library

Catalog　of　The　Hoover　lnstitution　on
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War，　Revolution，　and　Peace．　Catalog

・fthe－J・P4…eC・11ecti・h．）第24号

（1982．　3　），

山口美代子

世界主要各国の議会一覧表（1972年1月

現在）第6号〔1972．10〕

レファレンス余話’
謔Q、号〔ig8。．8〕

近代女性史料探訪一国立国会図書館所蔵

憲政資料の中から　第40号〔1991．11〕

山口洋児

明治期におけるミクロネシア関係文献

第32号〔1986．10〕
明治期におけるミク。ネシア麟文献

（追録）第35号〔1989．2〕

山下重一
ベンサム，ミ，V，スペンサー邦訳書目録

第IO号〔1974．11i

山田好延
地方自治体刊行公害関係資料目録稿』

1号〔1970．11〕

中央官庁刊行公害関係資料目録稿　第3

号〔1971．9〕

山本幸子

レファレンス余話　第26号〔1983．3〕

山本武彦

．19世紀におけるヨー’ロッパ統合構想の展『

開一ヨーロッパ統合運動をめぐる文献史

覚え書（1）第8号〔1973．11〕

第二次大戦中の米国の情報活動一米戦略

情報局（OSS）の活動を探った前著を手

懸りにして　第16号〔1978．噛6｝

春本由美

難論トロ’ライブラリや第40

湯川正子

アメリカ合衆国政府刊行物の寄託図書館

制度（D・p・Sit・・y恥・a・y　Sy・t・rFt）第

28号〔1984．10〕

三三三代

ルボークニvシア良論調の歴史　第35号

　（1989．　2　）　・

古本市をめぐる人々一・9．2・年代のモ幼

．ワ　第38号〔1990．9〕

吉田邦輔
虚構に賭けた男＿P、alm。n鋤，の・An

，historical　and　geographical　description

df　Formosa…”・第2『 ?k1971．1〕

　　　　　園
　　　　　　　一わ行「

渡辺恭子

日本国憲法制定過程と入江俊郎・佐藤達

夫文書第26号〔198『β〕

渡辺秀忠

山口県下の特殊コレクション第8号
　（1973．11）

渡辺恭夫

響翻輔騨る四三
渡辺幸秀

国会会議録から見た国立国会図書館一国

立国会図書館関係国会会議録索引　第39

号〔1991．3〕

和中幹雄
主題目贈拾い（「雑」噸）第27

号〔1P84・3〕

　　　　　　一一AtNfZ一一一

Kleckner，　Simone－Marie

国連法務局の主要出版物につV）て（訳）

第24号〔1982．3〕』

S’ewell，　Robert　G．

米国コレクシ。ンにおけ写本古書およ

び稀観心　第17号〔1979．2〕、
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「参考書誌研窄」・ 第書舗～第50目

　　　　　　　一あ行一

愛画

「愛国」とi1986．　3〕噸旧記三号

アイヌ歌謡

録音資料一戦後まもない頃のアイヌ歌謡

のレコード　伴野有市郎　第31号〔1986．

　3）

録音資料一戦後間もない頃録音されたカ

ラフト・アイヌの歌謡」NHK制作の準

長時間SPレコード　伴野有市郎　第39

号〔1991．3〕

青本外題張込集

r青本樋張込集』三輪諺第9

号〔1974．5〕　　　　　　◎「
浅井了意

浅井了意『賞華吟』とその改題本坂巻
甲太第21号〔1980．8〕

浅草文庫

浅草文庫の創立と景況　樋口秀雄　第4

号〔1972．3〕

阿部転任
本草家阿部照在とそめ著作　中田吉信

第11号’〔［1975．6〕

奄美民謡

、翻三冠袖齢コ7ド轡
アメリカ今回国．

鐸感謝購抄の崎
アメリカ公共図書館
・9蹄アメリ松姻壽館城立の一側

　　　　　丁事縣引

面一レファレンス・サービス前史　中林

隆明『第三〔1982・1〕

アンデルセン
明治期のアンデルセジについて馴春

江第5号〔1972・．・・7〕

　　　　　　　　　　　　　　　i曼・陽初

中国の農村教育者・曇陽初一その事跡と

資料　鎌田文彦　第42号〔1992．11〕

石原莞爾

昭和陸軍の鬼才・石原莞爾について一そ

の生涯想想と文献の紹介甲中梓第
19号〔1980．2〕

伊藤博文
「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（上）伊東文書を読む会　第47号
（1997．　3　）　・

「伊東巳代治1係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（下）伊東文書を読む会　第48号
＝（1997．［LO）

伊東巳代治

「伊東巳代治関係文書」所収伊藤博文書翰

翻刻（上）伊東文書を読む会　第47号
（1997．　3　）

「伊東巳代治関係文毒」所収伊藤博文善翰

翻刻（下）伊東文書を読む会　第48号
（1997．Id）

井上毅

近代政治史料収集の歩み　三　井上毅と

修史事業の再建桑原伸介第22号
（1981．　6　）

移民資料

ハワイ●北米における日本人移民および

日系人に関する資料についてω神・
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繁司　第47号〔1997．3〕

ハワイ・北米における日本人移民および

日系人に関する資料について（2）神

繁司　第48号〔1997．10〕

入江俊郎文書

日本国憲法制定過程と入江俊郎・佐藤達

夫文書　渡辺恭子　第26号〔1983．3〕

伊呂波分西洋人名字引

古書古人（7）　明治12年刊『伊呂波分西

洋人名字引』について　石山洋　第10号
（1974．Il一）

印度事彙

バルフォア著．『印度事彙』余談　河嶋慎

一　第19号〔1980．2〕、

インドネシア

インドネシアとユネスコの図書館活動

松本慎二　第15号〔1977．10〕

上野図書館

刻む百年の歩み一上野図書館文書　西村，

正守　第12号〔1976．3〕

英国国立公文書館〈Kew＞　　　／t

探訪記（英国国立公文書館くKew＞）千

代正明　第28号〔1984．10〕

英国図書館

パニッツィとブリティシュ・ミュジアム

図書館一蔵書目録刊行中止とその背景を

めぐって　熊田淳美，安江明夫F第7号
　（1973．　5　）

英国函書単眼本部に引ける文書レファレ

ンス　渡辺恭夫　第29号〔1985．3〕

愛媛県立図書飽

愛媛県立図書館におけるレファレンスの

実情一郷土資料を中心として　古茂田進

雄　第19号〔1980．2〕

恵美草　　　　　　　　　L

国立国会図書館所蔵『恵美草』の書写者

について　深沢秋男　第11号〔［1975．6〕

演劇博物館

探訪記（早稲田大学坪内博士記念演劇博

物館）　相島宏’第38号〔1990．9〕

円光寺

京都円光寺旧蔵別室三倍手沢本目録　宇

津純　第30号〔1985．9〕　．　　　　ノ

オーストラリア国立図書館

オーストラリア国立図書館でのレファレ

ンス・ワーク　中野捷三　第16号〔1978．

6）

鴬宿雑記　　、　　　　　　　　　　　一

『鴬宿雑記』内容紹介と索引　田口栄一

第36号〔1989．8〕

王鱈

岡千例と王鱈　中田吉信　第13号〔1976．

8）

大阪市立中央図書館

文書レファレンスについて一大阪市立中

央図書館の事例を中心に　西田文雄　策

5号〔1972：　7〕

大阪府立図書館

〈書評〉参考業務め基礎指針のあり方一

『大阪府立図書館参考事務必携』に寄せて

石山洋　第4号〔1972．3〕

太田全齋

韓非子翼義蹟文国訳嘗試．土屋紀義　第

36号〔1989．8〕

大津　・　　　　　　　　　　　　Il

探訪記（大津と町田久成，ビゲロー，そ

してフェノロサ）　中林隆明　第47号』

　（1997．　3　）

小笠原島開拓

文久年間の小笠原島開拓事業と本草学者

たち一小野苓庵（職慧）・宮本元道・井口

栄春・栗田万次郎・阿部三三’平野三

悪49号・〔1998．3〕

岡千佃

岡千三と王輻　中田吉信　第13号〔1976．

8）
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緒方洪庵’

国立国余図書館にある緒方洪庵91）てがみ

緒方富雄　第11号（［1975．6〕

沖縄県立図書館

沖縄県立図書館の沿・革と現況一郷土資料

を中心に　富島壮英　第17号（1979．2〕

小田原市立図書館

探訪記（小田原市立図書館）　中林隆明

第18号〔1979．7〕

地方図書館における郷土資料について一

小田原市立図書館の場合を中心1『　川添

猛第21号〔1980。8〕

小野篁寄字書’

個人文庫展の周辺　2．『小野三三三審』

解騨蛇足　山内育男’第27号〔1984．、3〕

　　　　　　　一か行一’

海外新聞　　　．　　　　　　　’　i

『海外新聞』の関与者本間三蔵（本間清雄）

伝覚え書　稲村三元　第6号〔1972．10〕

会社信用録
国立国会図書館所蔵「

?ﾐ信用三目録二

明治・大正・昭和前期一　田中克彦，堀

純子　第37号〔1990．3〕

．華夷秩序

華夷秩序と日本一18世紀～19世紀あ東ア

ジア醐世界漸武志第45号〔1995・
10）

科学技術関係欧文会議録

科学技術部係研究会議録のてびき一『国

立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会議

録目録∫の刊行にあたって　田申隆子

〔他〕第5号〔1972．7〕

楽譜

西ドイツにおける手書資料所蔵目録出版

事業と手書楽譜の整理における諸問題
平坐行蔵　第27与〔1984．3〕

勝海舟文書

国立国会図書館所蔵　勝海舟文書にろい

て　付・勝海舟文書仮目録広瀬順旧
藩10号〔1974．11〕

加藤弘之
「加藤弘之へ答フル書」英文：草稿一自由民

権運動研究の新史料　広瀬順皓，星健一

第7号（1973．5〕

亀田文庫（亀田候吉）

もう一つの亀田文庫　村上清子　第31号

　（1986．　3　）

カラフト。アイ身歌謡

馳録音資料戦後間もない頃録音されたカ

ラフト・アイヌの歌謡一NHK制作の準

長時間SPレコード　伴野有市郎　第39

号〔193L3〕
韓国古印刷更

『中甲版刻図録』と、『韓国古印刷史⊥　土

屋紀義　第18号〔1979．7〕

韓国国立中央図書館

．探訪記（韓国国立中央図書館）　土屋紀義

第25号〔1982．9〕

監獄則

明治監獄則下における受刑者の図書閲読

（上）　中根憲一　第28号〔1984．10〕

明治監獄則下における受刑者の図書閲読

（下）　中根憲一　第29号〔1985．3〕

韓国図書館史

近代韓国公共図書館史の研究一開化期が

ら1920年代まで宇治郷毅第30号
　（1985．　．9　）

近代鯛図書館史の研究一植民地駐中

心に　宇治郷毅，第34号〔1988．7〕

関西大学図書館

探訪記（関酉夫学図書館）三木三　第
32一号二　〔1986，’　10〕

唐衣元信

脚円光寺三三三元倍手沢本二三宇
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蕪’30号〔1185●9・〕、

国立国会図書館における漢籍収集の沿革

1総濠土屋紀義鵜〔1991・

官撰修史事楽

近代政治史料収集の歩み　一遍古記を

中心に明治初年の官撰修史事業　桑原伸

介第17号．〔1979・2〕

官庁資粋
明治初期に於ける官庁資料収集の系譜と

その利用　佐久間信子　第．2号〔1971．

1）

アメリカ合衆国政府刊行物の寄託図書館

制度（D・p・・it・・y　Lib・a・y§y・ζ・ni）・湯

川正子　第28号〔1984．10〕

英文併記官庁出版物資料目録　富田美樹

子第43号〔1993．9〕

韓非子払出
韓非子難四文国訳喜試土屋紀義第

36号〔1989．8〕

議会
世界主要綱の議会＿覧表（、972年碗

現在）　山口美代子，熊田淳美　第6号

　（1972．10）

稀観書
米国コレクションにおける日本舌書およ

び旧観書　Robert　G．　Sewe11［著］伊藤

，尚武［訳］　第17号〔1979．2〕

紀行文献

国立国会図書餌所蔵江戸期以前紀行写

本・版本目録稿　田口栄一，r小泉清子　第

20号〔1980．5〕

紀州藩校

古書古人（1）　当館架蔵の紀州藩校旧蔵

本［他］　朝倉治彦　第4号〔1972．3〕

偽書
虚構に賭けた男＿P、alm。naza，の‘iAn

historic．al　and　geographical　description

艦野…苧嚇鵜
寄託図書館制度

アメリカ合衆国政府刊行物の寄託図書館

制度（Depository　Library　System）湯

川正子　第28号〔1984．10〕

教科書図書館
探訪言己（教科書図書館）井船子第37L

号〔1990．3〕

郷土資料

沖縄県立図書館の沿革と現況一郷土資料1

を中心に　富島壮英　第17号〔1979．2〕

地方図書館における郷土資料について一

小田原市立図書館の場合を中心に　川添

猛　第21号〔1980．8〕

小図書館における郷土資料レファレンス

の一形態一秩父市立図書館の場合「千嶋

寿　第27号・〔1984．3〕

キリスト教

戦時下キリスト教迫害関係資料について

藤尾正人　第5号’〔1972．7〕

グーテンベルク博物館’

探訪記（グーテンベルク博物館）尾崎広

一　第22号〔1981．6〕

草双紙
r新幽幽献根合戦』一影印と翻塊玉

史子　第45号〔1995．10〕ト
r万福長者宝蔵入』＿影印と翻刻．鷹』

（上）　白戸満喜子　第48号〔1997．10〕

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・解題

（下）　白戸満喜子　第49号〔1998．3〕

国沢新九郎

雷丸新九郎・本多錦吉郎手沢の洋画技法

書尾埼尚辛第15号〔1977．10〕

栗本丹洲

黙黙本嚇纏秀卿
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クループスカヤ

『クループスカヤと図書館事業』一

1920～30年代におけるソビエト図書館運

動　長島七穂一（訳注）　第14号〔1977．3〕

検閲

初期アメリカ図書館員の検閲観〔1〕　大

滝則忠　第17号〔1979．2〕

初期アメリカ図書館員の検閲観〔II〕大

滝則忠　第25号〔1982．9〕「

憲政資料

近代女性史料探訪一国立国会図書館所蔵

憲政資料の中から’山口美代子　第40号

（1991．11）

憲政資料室

憲政資料室前史（上）二宮三郎　第43号
（1993．　9　）

憲政資料室前史（中）　二宮三郎　第44号
．（i994．8）

憲政資料室前史（下）　二宮三郎　第45号

（1995．10）

憲法調査会

憲珠調査会関係資料一内容と所蔵状況に

ついて　古川浩太郎　第42号〔1992．11〕

公害関係資料
地方自治体刊行公害関係資料目録檎　佐

久間信子，鈴木明，山田好延　第1号
（1970．11）

中央官庁刊行公害関係資料目録稿　佐久

商信子，鈴木明，山田好延　集3号

（1971．　9　）

公共図書館

レファレンス・サービスー東京の区立図

書館の目指す一方向　加藤弘　第2号
’（1971．　1　）

全国の公共図書館を訪ねて一参考業務実

態調査中間報告伊藤松彦　第2号
（1971．1）

東京都公共図書館の書誌的活動　安藤菊’

二塁3号〔1971．9〕’

公共図書館関東ブロック奉仕部門研究集

会に出席して一レファレンスの相互協力

に関する一提案伊藤松彦　第4号
　（1972．　3　）

県立図書館における雑誌文献あ利用一リ

ヲエスト・サービスを中心として　橋本

宗二　第12号〔1976．3〕　　1

幸徳秋水旧蔵本

個人文庫判の周辺　1．ある幸徳秋水旧
蔵本の命運　中林隆明　第27号〔1984．

3）

神戸市立博物館

探訪記（神戸市立博物館）鈴木純子　第’

27号〔1984．3〕

国際機関資料

国際機関の活動の情報源案内一国内一

石川光二　第28号ノ〔1984．10〕

国際連合

国際連合の書誌活動（前編）石川光二

第4号〔1972．3〕’

国際連合の書誌活動（後編）石川光二

第5号〔1972．7〕

”United　Nation＄Documents　Index”の

創刊とその発展　相島宏　第21号
　（1980．　8　）

国際連合の諸活動を調査するために　石

川光二　第23号〔1981．11〕

国連法務局の主要出版物について（訳）

Simone－Marie　Kleckner［著］，浜村小夜

子［訳］　第24号〔1982．3〕

探訪記（国際連合広報センター）加藤
浩第43号〔・993．9〕

国土地理院

探訪記（国土地理三一地図と測量の科学

館）小澤知子　第48号〔1997．10〕

国立劇場図書室
探訪記（国立劇場ゴ }書室）　宮島安世　第
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　　　　　　　ノ

39号〔1991．3〕∬

国立公文書館

国立公文書館所蔵米国接収文書t7）概要

広瀬順皓．第37号〔1990．3〕

国立国会図書館
国立出会図書館を利用して丁所見と要望『

児玉久雄　第2号〔1971．1〕・

国立国会図書館における露文資料一その

概要と紹介　庄野新　第18号〔1979．7〕～

NDL参考図書室アンケート調査結果
尾崎広一，宮島安世，岡田三夫，沼田斜
面28号〔1984．16〕

「真理がわれらを自由にする」文献考　稲

村南元，高木浩子　第35号』〔1989．2〕

扇島正しの戦後の活動に関する文献　平

川千宏　第35号〔1989．2〕

国会会議録から見た国立国会図書館一国

立国会図書館関係国会会議録索引　渡辺

幸秀　第39号〔1991．3〕

国立民族学博物館

探訪記（国立民族学博物館）石井中子
第21号〔1980．8〕

国会会議録

国会会議録から見た国立国会図書館一国

立国会図書館関係国会会議録索引　渡辺

幸秀　第39号〔1991．3〕

御府内備考

御府内備考続編目録（東京都公文書館）

第5号〔1972．7〕

駒井堂幅

『鴬宿雑記』内容紹介と索引　田口栄一

第36号〔1989．8〕

小宮山天香

古書古人（8）小宮山天香の蔵書処分

朝倉治彦　第12号〔1976．3〕

小宮山楓軒

古書古人（4）小宮山三軒叢書について

丸山季春　第7号〔1973．5〕

暦

中国の故事・伝説に取材した大小暦　相

島宏　第35号〔1989．2〕

コレクショ．V
米国コレクションにおける日本古書およ

び稀観書　Robert　G．　Sewell［著］伊藤

尚武［訳］　第17号〔1979．2〕

コロンビア区公共図書館内盲人・身体障

害者図書館1

操左記（コロンビア区公共図書館内盲

人・身体障害者図書館）北川和彦第24

号〔1982．’3〕

　　　　　　　一・・一，・さ行二’

西鶴諸国はなし

近世小説とその挿絵一『西鶴諸国はなし』

の場合　宗政五十緒’第9号’〔1974．5〕

榊原芳野

榊原芳野家蔵目録　第12号〔1976．3〕

『榊原芳野家蔵目録』のこと・朝倉治彦

第13号〔1976．8〕

雑誌

県立図書館における雑誌文献の利用一り

クエズト・サこビスを中心として　橋本

宗二　第12号〔1976．3〕

佐藤達夫支書

日本国憲法制定過程と入江俊郎・佐藤達

夫文書　渡辺恭子．第26号〔1983．3〕1

ザビエル

国立国会図書館所蔵ザビエル関係図書目

録一1991年12月末現在一　中林隆明　第

41号〔1992二3〕

鮫島文庫（鮫島尚信）

鮫島文庫目録稿　中林隆明　第30号
　〔1985．9〕　　　　　　　　　　　　　レ

三月事件

いわゆる三月事件について一その三三と
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文献の細民、田中梓　第16号〔1978．6〕

参考書誌研究

「参考書誌研究」の発刊にあた．って　松下

’健一第1号、〔1970．11〕

「参考書誌研究」創刊のころ　鈴木平入郎

子3場〔1986・3〕－　・
『参考書誌研究』第50号の刊行に際して
’大滝則忠第50号〔・999．，2〕

参考書誌研究（総索引）

『参考書誌研究』第1号～第50号　総索引

幽第50号〔1999．2〕

参考書誌研究（目次）

参考書誌研究総目次（第1～15号）第15

号〔1977．10〕

参考書誌研究総目三三1号～第30号
　〔1970年～1985年〕　第30号〔1985．9〕

参考図書』

各館の「所蔵参考図書目録」の現状T「所

蔵参考図書」目録　北川和彦　第10号

一（1974．11）

Library　pf　Congressのレファレンス・コ

レクショ『ンーLC職員研修に参加セて

千代由利　第26号〔1983．3〕

三康図書館

探訪記（三輪文化研究所附属三三図書館）

石川武敏　第41号〔1992．3〕

参考図書室

NDL参考図書室アンケート調査結果
尾崎広＝’一，宮島安世，岡田三夫，沼田　良

第28号〔1984．10〕

シーボルト

シーボルトの書簡鈴木明　第11号
　（［1975．　6　）

内外主要図書館におけるP．F．v．　Siebold

著作の所在一覧稿　沢西良子，今英章

第13号〔1976．8〕

シーボルト・コレクション（文酬の現

状一オランダ・イギリス・フランス　田

邊由太郎，第22号〔1981．’6〕

ジェヴォシス，W．S．

古書古人砲）　ウィリアム・スタンリ

ー・ Wェヴォンスと明治の近代化　石山

洋第5号〔1972．7〕

ジェトロ・ライブラリー

探訪記（ジェトロ・ライブラリr）山本

由美　第40号C．1991．11〕

塩田文庫、（塩田三郎）

〈エスキス〉塩田三郎と〈三三文庫〉二幕

末期を中id・に　伊藤尚武　第24号〔198？．

3）

重野安繹

近代政治史料収集の歩み二『重野賊塞

・と編年史編修の中止　桑原伸介　第18号

　（1979．　7　）

寺社縁起
国立国会図書館所：蔵．江戸期以前寺社縁

脇目鋪島蝉第40号〔19．91’

児童書

児童書に関する欧文参考書　北畑静，大

村浩子，木下晃子　第4号〔1972．3〕

屡示会（翻訳日本昔噺のこと一江戸・明．

治期の翻訳された子供の本）・伊藤尚武
第18号it1979．　7〕

旧帝国図書館時代の児童三一三三と課題

．田中久徳　第48号〔1997．10〕

写真集

国立国会図書館所蔵写真帳・写真集の内

容細目総：面一明治・大正三一　村上清子

第33号〔1987．11〕

収集

日本関係欧文図書の収集と問題点　三門

之同士3号〔1971．9〕
自由民権運動

「加藤弘之へ答フル書」英文草稿一三由民

権運動研究の新史料　広瀬順皓，星　健
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一第7号〔・973淘

受刑者の図書閲読

明治監獄直下における受刑者の図書閲読

（上）　中根憲一　第28号〔1984．10〕

明治監獄則下における受刑者の図書閲読
（下）’ ?ｪ憲一　第29号〔1985．3〕

シュタイン，L・．vo皿

Lorenz　von　Stein関係文献星re　一「

第15号〔1977．10〕

出版文化史

江戸三無前日本出版文化史年表一国立国

会図書館所蔵資料を中心に　岡村光章，

論調｛F・土屋紀義戸鰻子猿4・号
一（1992．　3　）

出版法制・

戦前期出版警察法制下の図書館一その閲

覧禁止本についての歴史的素描　大滝則

忠第2号．〔1971．1〕

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法

制の一側面　大滝則忠，土屋恵弔　第12

号〔1976．3〕

賞華吟

灘了意臨調とその醜本坂巻
甲太　第21号〔1980．8〕

商業会議所

戦前期日本人商業会議所（中国）及び国

内主要商業会議所中国関係出版物目録

（稿）　飯島渉「第42号〔1992．11〕

情報化，　＼

メディア・技術・情報一情報化の進展の

なかでの図書館の存在根拠を考える　田

屋裕之　第26号〔1983．3〕

商用会話本

文久年間の商用会謡本とその編者

Eugene　M．Van　Reedについて　福田光

子第6号〔1972．10〕

浄瑠璃本

書誌・細目・索引①「浄瑠璃本」〈229－227＞

細目　第14号〔1977．3〕

諸家人名江戸方角分

古書古人（5）　人名録『諸家人名江戸三

豊朝創r乱離〔1973’11〕

近代韓国公共図書館史の研究一三三期か

ら1920年代まで宇治郷毅第30号
（1985．　9　）

近代韓国図書館史の研究一植民地期を中

心に　宇治山毅　第34号t．〔1988．7〕

日本の旧植民地と図書館一東南アジアの

図書館接収問題を中心に（未定稿）　加藤

一夫　第49号〔1998．3〕

書誌作成

私立大学図書館協会書誌作成分科会のあ

ゆみ　深井人詩　第5号〔1972・7〕

女性史　　　　・

婦人問題にかんする文献目録の紹介　森

崎冨喜　第10号〔1974．11〕　’・

近代女性史料探訪一国立国会図書館所蔵

曲面料の勅ら山畑代子第4・号
（1991．11）

隠れたる書誌家藤田徳松　森崎冨喜　第

41号〔1gg2．3〕　　　，

書籍業
ラテンアメリカの書籍業〔1〕（抄訳）ゴ

谷弘　第25号〔1982．9〕

ラテンアメリカの書籍業〔II〕（抄訳）三

谷弘　第26号〔1983．，3〕

資料保存

図書館資料の保存対ee一一tランスとイギ

リスにおける黎明堂前幸子　第29号
（i985．3）

続史
上野図書館の博士論文心元史啖掘
泉水巌　第27号〔1984．3．〕

清俗紀聞
『続清朝探事』について一寛政年商たおけ
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る清国文物への関心　西田元子　第34号

　（1988．7）

清朝探事

『続清朝探事』について」寛政年間におけ

，る清国文物への関心　西田元子　第34号
’　（1988．　7　）

人物文献書誌

〈座談会〉人物文献書誌をめぐって　森

睦彦，丸山信，石山洋・他第8号
　it　1973．11）

新聞

新聞名辞考．斎藤毅　第6号〔1972110〕

文書に見る帝国図書館の新聞収集一明

治・大正期OP歩み　西村正守　第6号

　（1972．10）・　F

・暫転需楽なもの梱尚第

鈴木秀三郎氏三蔵新聞関係資料目録　多

田恵雨，西宮能敬第6号〔1972。10〕

黒総誰勝押蘇1骨
新聞記事索引

新聞記事索引の開発　高須正郎　第6号

　（1972．10）

心理学

心理学関係邦訳書目録　萌幽幽（上）、田

中邦夫　第18号〔1979．7〕、

心理学関係邦訳書目録　明治篇（下）　田

中邦夫　第19号〔1980．2〕

真理がわれらを自由にする

「真理がわれらを自由にする」文献考　稲

村徹元，高木浩子　第35号〔1989．・2〕

階志

中国における図書分類法一二劉より『階’

志』まで　井坂清信　第17号〔1979．2〕

酔茶堂文庫　　　　　　　　　、

探訪記（・・z・’ダヤ・コレクション「三三三

章圃と杉田六一氏仲林醐第・9号

（i980．　2　）

鈴木秀三郎

鈴木秀三郎氏三蔵新聞関係資料目録　多・

田俊五，西宮能敬　第6号〔1972．10〕’

スペンサー

ベンサム，ミル，スペンサー邦訳書目録

山下重一　第10号・〔1974．11〕

政治関係参考図書

国立国会図書館所蔵アメリカ政治関係参

考図書　富久俊一　第27号〔1984．3〕

政治関係参考図面一英文年鑑30選　富久、

俊一，沼田良　第29号〔1985．3〕
政治関係英文参考図三二解題50選　塚田

洋，中村規子　第45号〔1995．10〕

政治史料・

近代政治聖料収集の歩み　二　復古記を

中心に明治初年の官撰修史事業　桑原伸

介　第17号〔工979．2〕

近代政治史料収集の歩み　二　重野安繹

と編年史編修の中止　桑原伸介　第18号

　（1979．7）

近代政治史料収集の歩み　三　井上毅と

修史事業の再建期伸介第22易
　（1981．　6　）

政治史料調査事務局沿革　；宮三郎　第

37号〔1990．3〕

政治談話録音

鰹驚鰐革二宮r郎第

聖書

国立国会図書鈷所蔵聖書周回　岡村光章

第34号！1988．7〕

政府機密

』英国における政府機密一その政治社会的

背景泉昌一第14号〔1977．3〕
清福図録

清福図録1（続日本紀）第7号〔1973．

5）
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清福図録2（竹むきが記）　第8号〔1973．』

11）

清福図録3（下潮和歌）第9号〔1974．
’5）

清福図録4（連珠合壁集）．第10号〔1974。

11）

清福図録5（管益抄）　第11号（lg7S・6〕

清福図録6（榊原芳野家蔵目録）　第12号

．（lg76．3）

清福図録7（花の宿）第13号〔1976．8〕

清福図録，8（宴曲　外物）　第14号〔1977．

3）

清福図録9（伊特集）　第15号〔1977．10〕

清福図enlo（弘安礼節）第16号〔1978．
6），

清福図録11（さるげんじ）第17号〔1979．

2）

清福図録12（足利尊氏願経）「第18号
（1979．　7　）

開聞・3（腱小歌）第・9与〔・98・・

2）

清福図録14（玉塵抄）第21号〔1980．8〕’

清福図録15（元亨回書）　第2？号〔1981・

6）

清福図録16（武城絃歌集）第23号〔1981．

11）

清福図録17（白河本東寺百合古文書プ第

24号〔1982．3〕

清福図録18（蜻蛉日記）第25号〔1982．’

9）

清福図録19（三國傳記）第26号〔1983．

3）

清福図録20（経i勢望古志）　第27号〔1984．

3）

清福図録21（夢中問答集）．第28号〔1984．

10）・

清福図録22（なぞ「の本［ゑ入］）第29号

（1985．　3　）

清福図録23〈狩谷液斎手簡）第30一号
　（1985．’9）’　・

清福図録24（金草鮭）　第31号〔1986．3〕

清福図録25（古今和歌集假名序）　第32

号〔1986．」10〕

清福図録26（草花帖）　第34号〔1988．7〕

、清福図録27（海舟戯墨）第35号〔1989．
幽2〕

清翻28蹴鮪親子書翰）丁丁‘
　（1989．8）

清福図録29（飛ルサイユ今議記念サイン

帳）第37号〔1990．3〕

清福図録30（西村茂樹日記）舞38号

　（1990．　9　）

清福図録3・（程氏墨苑）第bg号〔・99・．

3）　，
清福図録32（江戸雀）　第40：号〔1991．ユ1〕

清福図録33（蘭誓書譜）第41号．〔1992．

，3）

清福図録34（集千家註杜工部詩）第42号・

El．992．11）

清福図録35（琉球草木帖）　第43号〔1993．

9）

清福図録36（回虫譜）　第44号〔1994．8〕

清福図録37（相模国大地震）第45号
（1995．10）

清福図録38（アウグズテiiヌス『神の国1）

第46号〔1996．1i〕

清福図録39（地本問屋越後屋長入の引札
［ちらし］）’第47号〔1997．3〕’

清福図録40（日本一誌駿尾丁子）　第48号
（1997．10）

清福図録41（小笠原島所産鱗介図）　第49

号〔199S．3〕

清福図録42（第二回内國勧業博覧會）　第1

50号〔19991　2〕

世界の中の三ッポン

小門二四と日本一18世紀～19二項己あ東アー

一296一



孟r離愁下塵第45号〔1ggr’

戦史・戦記　　　　　　　　1

歩兵聯隊戦史・戦記文献目録　一戦後刊

行一　西村正守　第31号〔1986．3〕

全集叢書

全集叢書細目検索トゥール．沢西良子

第1号〔1970．11〕

全集叢書細目総覧

『全集・叢書細目総覧』の内容紹介　井上幽

陽子　第37号〔1ggO．3〕

戦争犯罪

東京裁判の記ex　‘・図書についてのおぼえ

がき　住谷雄幸　第7号〔1973．5〕

．続・東京球判の記録・図書についてのお

ぼえがぎ付：BC級戦争犯罪裁判資料

住谷雄幸　第25号〔1982．9〕

千虫譜
『千二二』諸写本の比較　磯野直秀　第44

号〔1994．8〕

総合目録

新聞雑誌の全国総合目録の作成を望む・

西田長寿第6号〔1972．10〕

世界主要国の総合目録の事情　編隼委員

会第8号〔1973．11〕

全米総合目録の成立とその背景一

難を鞭三冠三
二9号〔1974．5〕

総合目録と分担制目録作業一Upiversal

Bibliographic℃ontrolへゐアプローチ

丸山昭二郎　第9号〔1974．5〕

下イツにおける総：合目録：を中心とした図

書館協力事業一その歴史と現状一第1部

第2次世界大戦まで　丸山昭二郎，平野

美恵子　第11号〔1975．6〕
　ドイツにおける総’合目録を中心とした回

書館協力事業一その歴史と現状一第II部

墾鼎讐76鷲美蘇丸山昭

蔵書目録

帝国図書館・国立国会図書館蔵書目録r

覧第1号〔1970．11〕

国立国会図書館刊行蔵書目録（1）　第4

号〔1972．3〕

総務庁統計図書館

探訪記（総務庁統計図書館）堀純子

・第36号〔1989．8〕

ソウル特別市立回路図書館

探訪記（ソウル特別市立回路図書飾　宇

7台多郎毅　　第29号　〔1985．3〕

ソビエト図書飾運動

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

動　長島七穂（訳注）、第14号〔1977．3〕、

ゾルゲ事件

いわゆるゾルゲ事件について一その概要

　と参考；文献の紹介　田中梓第24号
　（1982．　3　）

　　　　　　　一た行一

辞洋諸島

『中部南部太平洋諸島の言語に関する資料

計晒野照太郎第19号rglq’

伊達吉村

伊達吉村家集『隣松集』友ぴ『続二三集』

について　五十嵐金三郎’第ig号〔1980．

　2）’

　田中稲城

田中稲城と帝国図書館の設立有泉貞夫
第1号〔1970．’ P1〕

　ダブス・プレス本

洋書収集落穂拾い（「ダブス・プレス本」

余話）庄野新第31号〔1986・3〕
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探訪記

探訪記（小田原市立図書館）　中林隆明

第18号〔1979．7〕－

探訪記（ユダヤ・コレクション「酔茶堂

文庫」と杉田六一氏）　中林隆明　第19号．
’（1980．　2　）

探訪記（国立民族学博物館）石井中子

第21号〔1980、8〕

探訪記（グーテンベルク博物館）’尾崎広

一第22号．〔1981・　6〕

探訪記（コロンビア区公共図書館内盲

人・身体障害者図書館〉北川和彦　第24

号〔1982．3〕

探訪記（韓国国立中央図書館〉　土屋紀義

第25号〔1982．9〕

揉訪記（横浜開港資料館）’ ?ﾑ隆明　第

26号〔1983．3〕

探訪記（神戸市立博物館）鈴木純子　第

27号〔1984．3．〕

探訪記（英国国立公文書館〈Kew＞＞　千

代正明　第28号〔1984．10〕

探訪記（ビブリオテカ・ナジョナル〈マ

カオ〉）中林隆明〆第28号〔1984．10〕

探訪記（ソウル特別市立鍾路図書館）　宇

治郷毅　第29号〔1985．3〕

探訪記（フィリッピン六学アジアセンタ

ー）稲村徹元　第30号〔1985．9〕

探訪記（プラハ国立図書館）　宮代信子

第31号〔1986．3〕

探訪記（関西大学図書館）三木三　第

32号〔1986．10〕

探訪記（メキシコ大学院大学）　野村、稔

第34号〔1988．7〕

探訪記（東京ゲーテ記念館）伊佐香代≠

第35号〔1989．2〕

雛紬織図書館圏轡
探訪記（教科書図書館）井波輝子　第37

号〔1990．3〕

探訪記（早稲田大学坪内博士記念演劇博

物館）相島宏　第38号〔1990．9〕

探訪記（国立劇場図書室）　宮島安世　第

39号〔1991．』’3〕

探訪記（ジェトロ・ラ．イブラリー）山本

　由美　第40号〔1991．11〕

探訪記（三康文化研究所附属三三図書館）

石川武敏　第41号〔1992：3〕

探訪記（薗際連合広報センター）加藤

浩　第43号〔1993．9〕

探訪記（東京都美術館美術図書室）　石渡

裕子　第44号〔1994　．・　8〕．

探訪記（大津と町田久成，ビゲロー，そ

してフェノロサ）　中林隆．明　第47号

　（1997．　3　）

n探訪記（国土地理三一地図と測量の科学

，館）小澤知子　第48号．〔1997．10〕

四緑本

当館所蔵の丹緑本，奈良絵本など　朝倉

治彦，馬場二夫第9号〔1974．5〕

地図図書館

一世界の地図図書館一成立と概況　鈴木純

子　第42号〔1992．11〕

秩父市立図書館

小図書館における郷土資料レファレンス

の一形態一二父市立図書館の場合　午嶋

寿　第27号〔1984．3〕

千葉県立中央図書館

千葉県立中央図書館編「資料の広場」　馬

場二夫　第4号〔1972．3〕－

中国関係出版物

．戦前期日本人商業会議所（中国）及び国

内主要商業会議所中国関係出版物目録

（稿）　飯島　渉　第42号〔1992．11〕

中国地方志

還暦秦欝翻に寒響
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中国の故事・伝説

中国の故事・伝説に取材した大小ts　一相

島宏第35号〔1989．2〕

中国の図書館

「人民日報」’「光明日報」に見る1970年代

中国の図書館　付「：中国図書館関係記事

目録　中原ますゑ　第21号〔1980．8〕

中国版刻図録

『中国版刻図録』と『韓国古印刷史』　土

屋紀義　第18号〔1979．7〕

帝鑑図説

『帝鑑図説』異植字版小考　査十嵐金三郎

第32号〔1986。10〕’

帝国図書館

田中稲城と帝国図書隼の設立　有泉貞夫

第1号〔1970．11〕

帝国図書館三国立国会図書館蔵善目録一

覧第1号〔1970．11〕’

戦前期における参考事務のあゆみと帝国

図書館一資料紹介「読書相談ノ近況」（昭

和十年六月　帝国図書館）稲村三元

第3号〔197L9〕

文書に見る帝国図書館の新聞収集一明

治・大正期の歩み西村正守第・6号
　（1972．10）

旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐって一

「雑誌」メディアと納本制度　田中久徳

第36号．〔1989．8〕

旧帝国図書館時代の児童書一歴史と課題
田中久徳　第48号（1997．10〕

展示会
「名家自筆本展示会」出陳書一覧　第11号

　（［1975．　6　）

「国立国会図書館所蔵個人文庫展一山典

籍探究の軌跡」出品リスト　第27号
　（1984．3）

当館展示会一覧（昭和23～53年）第27号

　（1984．　3・）

・個人文庫面一西欧学術の追求T拾遺二題

五十嵐金三郎　第29号〔1985．3〕

国立国会図書館展示会目録回覧付：上

野図書館展覧会目録年表（稿）、稲村三元

第30号〔1985．9〕

国立国会図書館展示会の記録一常設展示

を中心に倒立国会図書館展示委員会
第46号〔1996．11〕

玉案
中国における棺案の整理と棺旧館　中原

ますゑ　第30号〔1985．9〕

東京ゲーテ記念館
探訪記（東京ゲーテ記念館）伊佐香代子

第35号〔1989．2〕

東京裁判

東京裁判の記録・図書についてのおぼえ

がき　住谷雄幸　第7号〔1973．5〕

続・東京裁判の記録・図書についてのお

ぼえがき付：BC級戦争犯罪裁判資料

住谷雄幸　第25号〔1982．9．〕

東京大馬印記本

国立国会図書館所蔵「東京大学」印記本

の背景　西村正守　第27与〔1984．3〕

東京隅書館　　　　　　　　　一
新出資料による『図書館管理法』原型の

考察一「学校書籍館管理一班」未定稿の

成立と東京図書館稲村徹元　第38号
　（1990．　9　）

　東京都美術館美術図書室
　探訪記（東京都美術館　美術図書室）　石

渡裕子　第44号〔1994．8〕

　東南アジアの図書館

　日本の旧植民地と図書館一東南アジアの

．図書館接収問題を中心に（未定稿）加藤

　一夫　第49号〔1998．3〕

　東方教会

東方教会史に関する痴話岩彦第
　32号〔1986．10〕
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特殊コレクション・

千韓下曙殊コレクシ。シ三保
町5号〔1972．7〕

埼玉県下の特殊コレクション浅見利

二，森田雄一第6号〔1972．10〕

山形県下の特殊コレクション、三春伊佐

夫第6号〔1972．10〕

石川県下の特殊コレクション　香村幸作

第8号q973・11〕

山口県下の特殊コレクション　渡辺秀忠

第8号〔1973．11〕

神奈川県下の特殊コレクション　石井敬’

士，池田政弘　第9号〔1974．5〕・．

滋賀県下の特殊コレクション　石川正知

第9号〔1974．5〕

東大寺図書館収蔵特殊コレクシ』ンにつ

いて　E十嵐金三郎　第14号〔1977．3〕

常滑市立図書館　　　　1

わが館におけるレファレ・ンス業務必携の

作成について（常滑市立図書館）　原祐

三　第13号、〔1976．8〕

図書館管理法　　一

新出資料による『図書館智理法』原型の

考察一「学校書籍館管理一班」未定稿の

成立と東京図書館　稲村三元　第381号
　（1990．　9　）

図書館協力

国立国会図書館長と東海地区大学図書館

長との懇談会に出席して佐久間信子、

第4号〔1972．3〕

ドイツにおける総合目録を中心とした図

書館協力事業一その歴史と現状一丁1部

第2次世界大戦まで　丸山昭二郎平野

美恵子　第11号〔1975．6〕

ドイツにおける総合目録を中心どした三層

書館協力事業一その歴史と現状一第II部

g第2次世界大戦後　平野美恵子，丸山昭

；二郎　第12号．〔1976．3〕

図書館の相互協力を考える一レファレン

スの側面力・ら　池田政弘　第i4号〔1977．

　3〕

図書館史’
戦前期出版警察法制下の図書館一老の閲

覧禁止本についてり歴史的素描　大滝則

忠第2号〔1971．1〕

帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法

制の一回忌　大滝則忠，土屋恵司　第12

号〔1976　’．3〕

初期アメリカ図書館員の検閲観〔II〕、大

’滝則忠　第25号〔1982．9〕

図書館の存在根拠

メディア・技術・情報一情報化の進展の

なかでの図書館の存在根拠を考える　田

屋裕之　第26号〔1983．3〕

図書分類法（中国）

中国における図書分類法一二劉より『階

志』まで　井坂清信　第17号〔1979．2〕

捕者帳

旧幕府引継書の内の「捕者帳」について

一丸橋忠弥召捕り記録を中心として　田

口栄一二16号〔19．78・・　6〕

　　　　　　　」な行一

中井正一

中井正一著作目録　新村徹，平川千宏幽

第32号〔1986．10〕

中井正一の戦後の活動に関する文献　平

　　　　ズjil千宏　第35号〔1989．2〕

夏目漱石

漱石文学に表われた中東‘ ?ﾑ隆明　第

32号〔1986．10〕

奈良絵本

当館所蔵の四緑本，奈良絵本など　朝倉

轟醜夫第9号〔1974可．．一
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まぼろしの南摩綱紀撰「三三西村先生碑

銘」を探る　五十嵐金三郎第30号
　（1985．　9　）

錦絵・摺物

国立国会図書館所蔵　幕末・明治期錦

絵・摺物等の版元・印刷所一覧（稿）　宮

地哉恵子　第47号〔1997．3｝

　（1985．　9　）

旧新真事誌tt

『日新真事誌』の創刊者　ジョン・レデ

ィ・ブラック　浅岡邦；雄　第37号〔1990．

3）’

日本関係欧文図書1

日本関係欧文図書の旧藩林，冷媒介

音1号〔1970，11〕

日本関係欧文図書の収集と商題点　林三

之介第3号〔1971．9〕

日本関係欧文併記図書

国立国会図書館所蔵　日本関係欧文併記

鼎㍍儒四一畑幸弘
日本経済統計文献センター』

日本経済統計文献センターにおける参考

業務の現状と問題点　高橋益代　第16与

（1978．　6　）

日本研究

ドイツにおける日本研究及び日本関係書
誌　高木浩子　第40与〔1991　．．11〕

日本国憲法

日本国憲法制定過程と入江俊郎■．佐藤達

夫来書　渡辺恭子　第26号〔1983．3〕

日本占領関係資料

政治史料課所蔵日本占領関係資料の概要
小）i「元第38号〔1990．9〕

日本地方史誌目引「

　『日本地方史誌目録書自編解説つき』

　の刊行によせて　沢西良子第2号
　　（1971．　1　）

　日．本民謡集

NHK制作r録音登料！三民諜』伴
　朝煙市郎，菅野美代子　第38号〔1990．9〕

　寧洋弓三

　‘中国の農村教育者・融解初一その事跡と

資料鎌敵彦第42与〔1992．11〕

　納本制度

　旧帝国図書館の和雑i誌収集をめぐって一

　「雑誌」メディアと納本制度　田中久徳

・第36号〔1989．8〕

　　　　　　　　Lは行一

　三三西村先生碑銘

　まぼろしの南摩綱紀撰「泊翁西村先生碑，

　銘」を探る五十三三三郎第30号

厚謝〕

　上野図書館の博士論文一碧元史の発掘

　泉水巌　第27号〔1984．3〕

　博覧会　　　　X

国立国会図書館臓博覧会関係資棚録

　田中克彦　第44号〔1994．8〕、

　畠山文庫（畠山義残）

　畠山文庫目録　中林隆明　第29号〔1985．

　3）

畠山文庫醐補難平正幡隆明第1

　30号〔1985．9〕

　畠山義成

　畠山義成洋宥日記（杉浦弘蔵西洋遊学白

　誌）　西村正守　第i三号〔1977．10〕

　八丁堀組屋敷図
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新作「拙戦堀組屋敷図1600分の1嘉永
6年」解説　中村静夫　第22号〔1981．6〕’

パニッツイ

パニッツィとブリティシュ・ミュジアム

図書館一蔵書目録刊行中止とその背景を

めぐって・熊田淳美，安江明夫　第7号
　（1973．　5　）

バルフオア

バルフォア著『印度事彙』余談　河嶋慎

一　第19号〔1980．2〕

ハワイ

ハワイ・北米における日本入移民および

日系人に関する資料について（1）神

繁司　第47号〔1997．3〕

ハワイ・北米における日本人移民および

日系人に関する資料につV｝て（2）神

繁司　第48号〔1997．io〕

藩校1目蔵本

古書古人（1）　当館架蔵の紀州藩校旧蔵

本［他］　朝倉治彦　第4号1〔1972．3〕

『梅園画譜』とその周辺　磯野直秀　第41

号・〔1992．3｝

美術展覧会

国立国会図書館所蔵　戦前期美術展覧会

関係資料目録　石渡裕子　第50号〔1999．

2）

ビブリオテカ・ナショナル〈マカオ〉

探訪記（ビブリオテカ・ナショナル〈マ

カオ〉）中林隆明　第28号〔1984．10〕

フィリッピン大学アジアセンター

探訪記（フィリッピン大学アジアセンタ

ー）　稲村徹元　第30号〔1985．9〕

フィルモン・レコード

フィルモン・レコ「ドの再録音一SP時
代の国産長時間レコード　伴野右市郎

第28号〔1984．10〕

福徳大根合戦

『新板福徳大根合戦』一影印と翻刻　児玉

史子　第45号〔1995．10〕

ふしぎの国のアリ文

日本における『ふしぎの国のアリス』の

初期翻訳　石川春江一第21号〔1980．8〕

藤田徳松

隠れたる書誌家藤田徳松　森崎冨喜　第

41号〔1992．3〕

藤田幽谷書簡

文政期における水戸藩修史事業の一斑一

当館所蔵『藤甲幽谷書簡』の翻刻を終え

て　井坂清信　第36号，〔1989．8〕

富士登山

江戸畑の富士登山にかんする二つの写本

一r隔掻録』とr冨岳雪譜』　住谷雄幸

第14号〔1977．3〕

ブラック，ジョン・レディ

『日新真事誌』の創刊＝者　ジョン・レデ

ィ・ブラック　浅岡邦雄　第37号〔1990．

3）

プラハ国立図書館

探訪記’qプラハ国立図書館）　宮代信子

第31号〔1986．3〕

フランス国立図書館

フランス国立図書館の歴史（1）一目録史

を中心に　松本慎二，木村素子　第6号
（1972．10）

フランス国立図書鯨の歴史（2・完）一目旧

史を中心に　松本慎二，福田素子　第7

号〔1973．5〕

古本市

古本市をめぐる人々『一1920年代のモスク

ワ　横田運代　第38号〔1990．9〕

フロックコーート

「？ンテルツホン」のはなし　山内育男

第44号〔1994．8〕　　tt

文献解題

文献解題の功罪市古宙三第15号
（1977．10）　：　　’　　．　．　’J
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　　　　　　　　　　　，

文書レジァレンス

当館の文書レフデレンス処理について一

公共図書館・大学図書館ぺの期待　一般

参考課文書担当　第3号〔1971．9〕

文書レファレンスについて一大阪市立中、

央図書館の事例を中心に　西田文雄　第

5号〔1972．7〕
文書レファレンス利用頻度に関す6調査

一実態調査余滴，井手隆英第28号
　（1984．10）

英国図書館刊本部における文書レファレ

ンス灘恭夫第2暢〔1985・3〕
米国議会図書館

Library　of　Congressのレファレンス・コ

レクシ・ンーLC職員研修に参加して

、千代由利　第26号〔1983．3〕

情報源のi案内業務一レフェラルサービス

Nationat　Referral　Center，　Library　of

Congress千代由利　第29号〔1985．3〕

米国接収文書

国立公文書館所蔵米国接収文書の概琴

広瀬順皓　第37号〔1990．3〕

米国戦略情報局

第二次大戦中の米国の情報活動一米戦略

情報局くOSS）の活動ξ扱った二心を手

懸りにして山本武彦第16号〔1978・
6）

ペルー国立図書館

ペルー国立図書館略史付：同図書館の

組織と政策　三谷弘　第17号〔1979．2〕

ベンサム
ベンサム，ミ＞v，スペンサ＿回書膳

山下重一　第10号〔1974．11〕

北海道開拓功労者

、『北海道開拓功労者関係資料集録』のこと

松川莞爾　第8号〔1973．11〕

本

なぜ，どのようにして本を作るか一図書

館編集刊行の実際と理論俵元昭　第
7号〔1973．5〕

本草

本章家阿部照任とその著作　中田吉信

第11号〔［1975．6〕

．毛利梅園考　中田吉信　第30号〔1985．

9）

『梅園画譜』とその周辺　磯野直秀　第41

号〔1992．3〕

『千虫譜』諸写本の比較磯野直秀　第44

号〔1994．8〕

文久年間の小笠原島開拓三業と本草学者

たち一小野旧庵（職懇）・宮本元道・井口

栄春・栗田万次郎・阿部三三　平野　三

揃49号〔199813〕

本多錦吉郎

國澤新九郎・本多錦吉郎手沢の洋画技法

羅嬢尚蝉15号〔197740〕

・『海外新聞』の関与者本間三蔵（本間清雄）

伝覚え書　稲村徹元　第6号〔1972．10〕一

翻訳書

日本における『ふしぎの国のアリス』の

初期翻訳　石川春江　第21号〔1980．8〕

　　　　　　　一ま行＿

毎日新聞・

r擁壁抄鎌引』に6いて高臓÷

第6号〔1972．10〕

卑橋忠弥

旧幕府引継書の内の「捕者帳」について

一丸橋忠弥召捕り記録を中心として　田

口栄一　第16号〔1978．6〕

マンテルツホン

「マンテルツホン」のはなし　山内育男

第44号〔1994．8〕「

万棉長者宝蔵入
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嘆

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・解題

（上）　白戸満喜子　第48号〔1997．10〕

『万福長者宝蔵入』一影印と翻刻・解題：

（下）　白戸満喜子　第49号〔1998．3〕

三木文庫

コレクション調査（三木文庫，三三文庫）

村山隆雄　第15号〔1977．10〕

　ミクロネシア

明治期におけるミクロネシア関係文献

山口洋児　第32号〔1986．10〕

明治期におけるミクロネシア関係文献

．（追録）　山口洋児　第35号〔1989．’2〕

水戸藩修史事業
文政期における水戸藩修史誌面の一斑一

1当館所蔵『藤田幽斧書簡』’の翻刻を終え

て　井坂清信・第36号〔1989．8〕

南満州鉄道株式会社

満鉄調査研究機関とその刊行物一米国議

会図書館所蔵資料を中心にみる．井村哲

郎　第19号〔1980．2〕

’ミル

ベンサム，ミル，琴ペンサー邦訳書目録

山下Pt一泊10？〔1974111〕、

明治開イt

明治初期啓蒙的哲学思想の展開と変容一

「明治開化の本」展示会に寄せて　飯田賢

一第4号〔1972．’3〕

メキシコ大学院大学
探訪記（メキシコ大学院大学）’

?ｺ三
論34号〔1988一．7〕

毛利梅園（元三）　　　　　　　＾

・書IU鵬中業吉信第糊1985・、

『梅園画譜』とその周辺　磯野直秀　第41

号〔1992．3〕

木活字本

、国立国会図書館所蔵　木活字本目録稿

朝倉治彦，・田島栄一　第10号〔1974．11〕

国立国会図書館所蔵木活字本目録稿
（続）朝倉治彦　第32号0986．10〕

目録史

フランス国立図書館の歴史（1）一目録走

を中心た　松本慎二，木村素子　第6号’

　（1972．10）

フランス国立図書館の歴史（2・完）一目録

史を中心に1松本1真二，福田累子　第7『

号〔1973．5〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’‘’
目録出版事業

西ドイツにおける手書資料所蔵目録出版

事業と手書楽譜の整理における諸問題

瓢騨7号〔lg84・1〕一

森有礼平蔵の洋書について（仮リスト）

中林隆明　第38号〔1990．9〕

森回外

鴎外の寄贈本　朝倉治彦　第26号〔1983．

3）

　　　　　　　一や行一

ユダヤ・コレクション

探訪記（ユダヤ・コレクション「酔茶堂

文庫」と杉田六一氏）　中林隆明　第19号’

　（1980．2）

ユネスコ

：インドネシアとユネスコの図書館活動

松本慎二’第15号〔1977．10〕

ヨーロッパ統合

19世紀におけるヨーロッパ統合構想の展

開一ヨーロッパ統合運動をめぐる文献史

覚え書（1）　山本武彦　第8号〔1973．
11）

養生所

古書古人（61養生所史料南和男

第9号，〔1974．5〕

洋書収集
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洋書収集落穂拾い（「ダブス・プレス本」

余話）庄野新　第31号〔1986．3〕

横浜開港資料館

探訪記（横浜開港資料館）　中林隆明　第

26号〔1983．3〕

　　　　　　　一ら行一

落葉社

古書古人（3）　落葉社　桑原伸介　第6

号〔1972．10〕，

蘭書

く座談会〉蘭学資料研究会発足一
ﾌ思い出

門久保利謙［他］　第38号〔1990．9〕

幕末期における海外情報の受容過程一蘭

書の輸入と受容形態をめぐって　宮地哉

恵子　第39号〔1991．3〕

リトル・マガジン

Comprehensive　lndex　to．　English－LanL

guage　Little　Magazines，　1890－1970，

Series　I：一リトル・マガジン総：合索引

千代由利　第14号〔1977．3〕

留学情報

留学僻血膿二二内気38号〔1990・
9）

利用者

国立国会図書館を利用して一所見と要望

児玉久雄’第2号〔1971．1〕

凌奢文庫　　　　　　　　ノ

・コレクション調査（三木文庫，凌宵文庫）

村山隆雄　第15号〔1977．10〕

雨足院

両足院（建仁寺派）の収蔵資料について’
五十嵐金三郎　第13号〔1976．8〕’

隣松集

伊達吉村家集『隣松集』及び『続隣i松集』

について　五十嵐金三郎　第19号〔1980．

2）

ルボーク

ルボークLロシア民衆画の歴史　横田運

代第35号〔1989．2〕

レコード

フィルモン・レコードの再録音一SP時

代の国産長時間レコード　伴野有市郎

第28号〔1984．10〕

録音資料一戦後まもない頃のア1ヌ歌謡

のレコード　伴野有市郎　第31号〔1986．

3）

奄美の民謡一地方出版のレコード　伴野

有市郎・第35号〔1989．2〕

NHK制作『録音資料・日本民謡集』　伴

野有市郎，菅野美代子　第38号〔1990．9〕

録音資料　戦後間も女い頃録音されたカ

ラフト・アイヌの歌謡一NHK制作の準’

長時間SPレコード　伴野有市郎　第39

号〔1991．3〕

レファレンス

国立国会図書館におけるレファレンス9）

現状と問題点．土井三子　第1号〔1970．

11）

・窓口・の機能はどうなってV｛るか＿国立

国会図書館における電話・口頭によるレ

ファレンス∵ Aーク野村稔第2号
　（1971．　1　）　’
レファヒンス・サービスr東京の区立図

書館の目指す一方向　加藤弘　第2号
　（1971．　1　）

全国公共図書館参考事務研究集会につい

て　北島武彦　第3号〔1971．9〕

惨考書誌豪」への期待小林三下3

号〔1971．9〕

昭和45鞭参考二二究集会所感祖「

山慶一第3号〔1971．9〕

昭和45年度全国公共図書館参考事務研究

集会を顧みて　中田吉信　第3号〔1971．

9，）　，
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載前期における参考事務のあゆみと帝国

図書館二資料紹介「読書相談ノ近況」（昭

和十年六月　帝国図書館）稲村徹元

勲3号〔1971・9〕

〈書評〉参考業務の基礎指針のあり方＝

「『夫阪府立図書館参考事務必携』に寄せ

で石山洋第4号〔1972・3〕
参考事務の組織化の問題点一昭和46年度
全国研究集会に出席して『三谷弘　第

．4号〔1972．3〕

公共図書館関東ブロック奉仕部門研究集

会に出席して一レファレンスの相互協力

　　　　　　　　　　　　ピに関する一提案伊藤松彦第4号
　〔1972．3〕

京阪神地区4館参考事務研究会の紹介一、

相互協力め一例として一貴田春男　第7

号’〔1973．5〕

参考業務の開始から登料速報の発行まで

毛利和弘　第10号〔1974．11〕

わが館におけるレファレンス業務必携の

作成について（常滑市立図書館）．源祐

三第13号〔1976．8〕

図書館の相互協力を考える一レフアレン

』スの側面から　池田政弘　第14号〔1977．

3〕

全国公共函書館参考事務研究集会を顧み

てく城田秀雄〉）城田秀雄第14号
　〔1977．3〕

、日本経済統計文獣センターにおける参考

業務の現状と問題：点　三三益代　第16号

　〔1978．6〕

オーストラリア国立図善館でのレファレ

ンス・ワーク　中野捷三　第16号〔1978．

6〕

愛媛県立図書館におけるレラァレンスの

実情一郷土資料を中心として　古茂田進

雄i第19号〔1980．2〕

19世紀アメリカ公共図書館の成立の一側

面一レファレンス・サービス前史　中林

隆明第24号〔1982．3〕

Library　of　CongresSのレファレンス・コ

レクションーLC職員研修に参加して

千代由利　第26号〔1983．3）

小図書館における郷土資料レファレンス

の一形態一三父市立図書館の場合　千三

寿町27号〔1984．3〕

全公図参考事務研究集会に参加して・鈴

木尚子　第35号〔1989．2〕

全国参考事務研究集会に参加して　伊藤
宏　第43号’〔1993．9〕

レフェラルサービス

情報源の案内業務一レフェラルサービス

National　Referra1　・　Center，　Library　of

Congress千代由利　第29号〔1985．3〕
　　ヒ
ロシァ語資料　，　　　　〆

国立国会図書館における露文資料一その

概要と紹介　庄野新　第18号〔1979．7〕

ロシア民衆画

ルボー．クーロシア民衆画の歴史　横田運

代目35号〔1989．2〕

　　　　　　　一わ行一

和刻本漢籍

国立国会図書館所蔵の和刻本漢籍概観

井坂清信　第43号〔1993．9〕

和雑誌収集

旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐって一

「雑誌」メディアと僻制度田畝徳
第36号〔’g8118〕

　　　　　　一A（9Z－

G・HQ／SCAP文書，

政治史料課所蔵日本占領関係資料の概要

小川元第38号〔1990．9〕
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@oss

第二凍大戦中の米国の情報活動一米戦略

情報局（OSS）の活動を扱った二三を手

懸りにして　山本武彦　第16与，〔1978．．

6）’

’　Psalmanazar，　George

虚構に賭けた男一Psalmahazarの「“An

historical’and　geographical　descriptiori

of　Formosa……”吉田邦輔第2号
　’（1971．　1　）

、

一307一


