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冷 徹 な 眼
中 野 捷 三

一ーところでND Lでは、収集から納架までに要する経費を平均いくらかけていますか。乙とに

図書の場合。

時は1979年11月、所は米国議会図書館の整理部、相手はセレクション・オフィサー。日出嵯の乙と

で、というよりは当館がそういう観点から業務を分析しているというはなしを、ついぞ聞いた覚え

がなかったために、返答に窮した。

一一ちなみに LCでは、 1問あたり平均 120ドノレかけていますD

120ドノレといえば、当時のレートで 27,600円、随分とかけているものだと思うと同時に、業務を

しっかりと分析しコスト計算を冷徹な眼を以って実施しているその事実に、新鮮な驚きを覚えたこ

とを今でも思い出す。

ところで、機械可読の全国書誌レコードの作成と配布とについては、多くの国立図書館の悩むと

ころとなっている乙とは、こ乙 5、 6年の国立図書館長会議（ CDNL）の報告をみるとよくわか

る。いわく、印刷資料はともかく非図書資料も入れなければならないのかという ＜収録範囲＞、ど

のように配布・頒布すべきかの＜流通＞、データ作成の規準・目録規則をど乙まで採用すべきかの

く標準＞、そして作成に要したコストをどうしたら回収できるのかのく経済性＞、の四つの問題に

その悩みは集約されるという。乙れを受けて CDN  Lでは、乙れらの諸問題に対処するための方策

を示すガイドラインの作成を随分前に決定しているが、どうやらまとめ切ることが難しいらしく、

乙の 8月デリーで聞かれた CDN Lでもその案は出されなか った。

すでに 3年前のとの会議（パリ）において、 Lc における書誌レコード作成業務に要するコスト

は、乙れに充てうる財源、のレベルをはるかに超えており、乙の基本的業務を維持し、他の国に提供

するためには、 LCはその努力に相応しい見返りを受ける必要がある、とビリントン館長はさらり

と述べている。

その背後に、ふたたび冷徹な眼の存在を覚えた。

（なかの しょうぞう 収集課長）
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著者標目（個人）の変更

本表は、平成 3年 9月に『国立国会図書館著者名典拠録 第 2版』を刊行後訂正した日本人著者

標目の一覧である。訂正した部分は下線で示す。

訂正件数

299件

排列

人名の読みの五十音順

典拠レ コード番号

『国立国会図書館著者名典拠録 第 2版』に収録してある標自については、その典拠レコ ー

ド番号を示し、典拠録刊行後新たに確立した標目については、日本全国書誌番号 CJp番号）

を「典拠・理由」欄に示 しである。

典拠 ・理由

著者標目の形式を定めるとき参考にした典拠、または訂正した理由

｜日 標 1 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

アイジマ， タケオ アイシマ，タケオ N0000854 「電気と光。原子力」

相島 武夫 相島 武夫 奥イ寸

アオキ，セツコ メイ エス アオキ N0002420 誤記訂正 N0046205 

青木 せつ子 メイ s.青木 と重複のため削除

アオキ， メイ エス N0181098 標目統ーのため、参照に

青木 メイ S きりかえわ

メイ エス アオキ

(N0046205）を見よ

アサヒナ， ショウジロウ アサヒナ， ショウジロウ N0003656 文化人名録 21版

朝日奈 正二郎 朝比 奈 正二郎

アズマ， ヒトシ ヒガシ， ヒトシ N0199926 「PageMaker 3. OJ/SE 

東均 東均 困った時に開く本」

奥付

ア夕、チ， トウコ アダチ， 卜ウコ N0181048 誤記訂正

安達 瞳子 安達 日童子

-2-



｜日 4事 目 新 標 目 典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

アビコ，セイスイ アピコ， シミズ N0000406 人事興信録第 33版

安孫子 清水 安孫子 清水

アベ， ノボノレ (1954生〕 アベ， ノボル N0194474 誤記訂正

阿部 昇 阿部 昇

アベ，モトオ アンベ，モトオ N0000191 誤記訂正 研究者研究課

安部 元雄 安部 元雄 題総覧 1990年版

アライ，オオスイ アライ，オウスイ N0002910 誤記訂正

新井 奥j塞 新井 奥遼

アラマキ，マサヤ アラマキ，セイヤ N0003228 研究者研究課題総覧

荒牧 正也 荒 牧 正 也 1984年版， 1990年版

アリイ，キミオ アリイ，キミオ N0003336 誤記訂正

有井 突己雄 有井笑巳雄

アワツ， ヒデユキ アワツ， ヒデユキ N0004389 誤記訂正

粟津英幸 粟津秀幸
一

イイ夕、＼ ヒサシ イイタ＼タカシ N0153307 勤務先回答

飯田 尚志 飯田 尚志

イグチ， ウシジ イノクチ， ウシジ N0212946 大人名事典（平凡社〕

井口 丑二 井口 丑二

イケダ， ヒサエ イケダ， トシエ N0179081 誤記訂正 N0127155と

池田 寿江 池田 寿枝 重複のため削除

イケベ，ムネシゲ イケベ，ムネシゲ N0018782 誤記訂正

池辺 宗薫 池部宗薫

イザワ，エイ イザワ，エイ N0025742 誤記訂正

伊沢 エイ 伊沢 ヱイ

イシウチ， ノタロウ イシウチ，ヤタロウ N0179170 「心の旅路」 奥付

石内 野太郎 石内 野太郎
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旧標目

イシカワ， シュンダイ

石川舜台

イシカワ，ヤスアキ

石川保昌

イシドウ， トシオ

石堂淑朗

イシドウ， トシロウ

石堂淑郎

イシノイシ， エータロウ

石橋 エータロー

イシヤマ， ヨゴエモン

石山与五栄門

イズミヤ，タツロウ

泉谷達郎

イソ， ヒョウスイ

犠芹水

イチカワ，サンキ

市川三喜

イチノセ，マサミ

一瀬正己

イトウ，カツヒコ

井頭勝彦

イトウ， クニオ

伊藤 邦生

イ卜ウ，タイジ

伊 東泰治

新標目

イシカワ， シュンタイ

石川舜台

イシカワ，ヤスマサ

石川保昌

イシドウ， トシロウ

石堂淑朗

イシドウ， トシロウ

石堂淑朗

イシノイシ， エータロ一

石橋 エータロー

イシヤマ， ヨゴエイモン

石山与五栄門

イズミヤ，タツオ

泉 谷 達 郎

イソ， ヒョウスイ

磯芹水

イチカワ，サンキ

市河三喜

イチノセ，マサミ

一 瀬 正 巳

イトウ，カツヒコ

井頭克彦

イトウ， クニオ

位 藤 邦 生

イトウ，ヤスハル

伊 東 泰 治
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典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

N0108657 I総合仏教大辞典

（法蔵館）

N0168561 I 「報道写真の青春時代」

奥付

N0184326 I文化人名録 21版

N0021861 I誤記訂正 N0184326 

と重複のため削除

N0021526 I誤記訂正

N0022986 I本人回答

N0025984 I 「ビノレマ独立秘史 その

名は南機関」奥付

N0023140 I誤記訂正

N0023668 I誤記訂正

N0023834 I誤記訂正

N0206120 I誤記訂正

N0024263 I誤記訂正

N0024586 I研究者研究課題総覧

1990年版



｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

イトウ， トシオ イ卜ウ， 卜シオ N0024696 誤記訂正

伊藤俊雄 伊東 俊 雄

イナオ，テンタロウ イノウ，テンタロウ N0020425 研究者研究課題総覧

稲生典太郎 稲生典太郎 1984年版

イノウエ，カズコ イノウエ，カズコ（栄養勃 N0155311 誤記訂正

井上 和子 井 上 和 子

イノウエ，テツヒデ イノウエ， テツエイ N0213038 「島田三郎と近代日本」

井上徹英 井 上 徹 英 奥付

イブキ， ヒロシ イブキ， ヒロム N0017836 本人回答

伊吹 弘 伊吹 弘

イムタ， トシミツ イムタ， ヨシミツ N0020078 勤務先回答，研究者研究

伊牟田 敏充 伊牟田 敏充 課題総覧 1990年版

イヤマ， ミヨ イヤマ， ミセ N0025713 「薄紅梅」奥付

井山 美世 井山 美世

イワオ，タ夕、、シ イワオ， トク N0025304 「岩男督先生追慕録」

岩男 督 岩男 督 奥付

イワムラ， トキヨ イワムラ， トヨキ N0025231 誤記訂正

岩村 ときよ 岩村 とよき

ウエムラ， ヒロシ カミムラ， ヒロシ N0094708 研究者研究課題総覧

上村 洗 上村洗 1990年版

ウスイ，ゲ、ンセイ ウスイ，ゲ、ンジョウ N0095915 研究者研究課題総覧

臼井 元成 白井元成 1990年版

ウスイ，ハルキ ウスイ， ハノレキ N0095916 誤記訂正

確井 春樹 碓井 春 樹

ウチコシ，ノリロウ ウチコシ， ヨシロウ 「基本簿記 ・仕訳のコツ」

打越教郎 打越教郎 奥付 日本全図書誌番号

JP92 26138を訂正
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！日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

ウドウ， ヒロシ ユウドウ， ヒロシ N0144802 家族回答

有働寛 有働 寛

ウメボシノ，アキラ ホヤノ，アキラ N0122373 研究者研究課題総覧

梅干野 晃 梅干野 晃 1990年版

ウラウシノ、ラ，ノ＼ツゾウ ウラウシノイラ， ノ＼ツゾウ N0095680 誤記訂正

浦牛原 初蔵 浦牛原 初蔵

ウラグチ，マサ ウラグチ，マサ N0095615 誤記訂正

浦口 真佐 浦口 真左

エイラク，ゼ、ン ゴロウ エイラク，ゼ、ンゴロウ N0173259 誤記訂正

( 16代 1917生〉 ( 16代目 1917生）

永楽 善五郎 永楽 善五郎

エグチ，ノリオ エグチ， ノリオ N0189751 誤記訂正

江口 昇男 江口 昇勇

エチゼン，モモコ エチゼン，モモコ N0192479 誤記訂正

越前百々子 越膳 百々子

エンドウ， シュンジ エンドウ， トシッグ N0005844 「トレースの実技」奥付

遠 藤俊次 遠藤俊次

オオゴ，ゲンジ オオゴ，ゲンジ N0062519 誤記訂正

大湖 源治 大胡 源治

オオシマ，ユタカ オオシマ，ユタカ (1891生） N0067216 誤記訂正

大島 豆5主王主． 大島 丘5主主1． 

オオタ， 卜ウジュ オオタ，イナヌシ N0067590 神道人名辞典（神社新報

太田 稲主 太田 稲主 社）

オオニ、ン，セイエモン オオニシ，セイエモン N0160479 誤記訂正

(15代 1924生） (15代目 1924生〉

大西 清右衛門 大西 清右衛門
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｜日 標 目

オオハシ， ヒデトシ

大橋 英寿

オオハシ，ユタカ

大橋 裕

オオムロ， リョウコウ

大室 了自告

オオヤ，ヤスオ

大谷 禎男

オオワ夕、、， タケキ

大和田建樹

オカ，ナオミチ

岡 直 通

オカベ， コウタ

岡部耕大

オカベ， ミフジ

阿部美一一

オカモト，ブザン

岡本撫山

オガワ，スイロ

小川水路

オクノ， トシエ

奥野敏恵

オグラ，エエジ

小倉エージ

新 標 目

オオハシ， ヒデシ

大橋 英寿

オオハシ， ヒロム

大橋 裕

オオムロ， リョウコ ウ

大室 了日告

オオタニ， ヨシオ

大谷 禎男

オオワタ＼タテキ

大和田建樹

オカ，ナオミチ

丘直通

オカベ， コウ夕、、イ

阿部耕大

オカベ， ヨシフジ

岡部美一一

オカモト，ブザン

岡本撫山

オガワ， ミズジ

小 川 水 路

オクムラ， トシエ

奥村 敏 恵

オグラ，エージ

小倉エージ
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典拠レコード番号 典拠・理由

N0177288 I誤記訂正

N0062984 I研究者研究課題総覧

1984年版， 1990年版

N0158358 I家族回答

誤記訂正 N0224327 

と重複のため削除

日本全国書誌番号 JP

91-50626を訂正

N0068447 I誤記訂正

N0063385 I誤記訂正

N0113005 I家族回答， 「日輪」奥付

N0063512 I誤記訂正

N0169811 I誤記訂正

NO 19619 3 I 「メディアの戦場」奥付

N0065364 I誤記訂正 N0065301と

重複のため削除

N0062563 I誤記訂正



｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

オザワ， トクジ オザワ， トクジ N0068915 誤記訂正

小沢 徳治 尾沢徳治

オ卜コザ、ワ，イチロウ N0068000 作成ミスのため削除

男沢 一郎

オノウチ，ユキオ オノウチ，ユキオ N0066604 誤記訂正

尾之内 由起夫 尾之内 由紀夫

カキモト，ケンイチ カキモト，ケンジ N0026596 誤記訂正

柿本 兼ー 柿本 兼二

カスヤ，イサク カスヤ， イサク N0029107 誤記訂正

槽谷伊佐久 糟谷 伊佐久

カタギ、リ， リカ カタギ、リ， リカ N0168733 誤記訂正

片桐 理香 片桐 里香

カタヤマ， トシユキ カタヤマ， トモユキ N0029422 勤務先（大阪市立大学）

片山 矢日口イノ丁一 片山 智行 回答，研究者研究課題

川辛、公己、 堅写毛金" 1979年版

カツラ，ブンジ カツラ，ブンジ N0139584 誤記訂正

( 1924生 10代目） ( 10代目 1924生）

桂 文治 桂 文治

カトウ， トシオ（ 1922生） N0213374 N0171707と重複のため

加藤 敏夫 削除

カトウ，ユウタロウ カトウ，ユウタロウ N0030169 誤記訂正

加藤 雄太郎 加藤 勇太郎

カナザワ，ナオト カネサワ，ナオト N0027715 誤記訂正

金沢 直人 金沢 直人

カネコ，キンジ カネコ，キンジ N0028067 誤記訂正

金子欣次 金子 近次
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

カネコ， テ jレノ＼チロウ カネコ， ショウノ、チロウ N0028190 本人回答

金子照八郎 金子照八郎

カネ夕、、， フクイチ カナダ， フクイチ N0153480 「臨在のキリスト」奥付

金田 福一 金田

カノ，ノブ、コ シカノ，ノブコ N0210187 「ママとわたしのアイデ

鹿野伸子 鹿野伸子 ィア・パーティー」奥付

カノウ，タケシ カノ，タケシ N0028517 誤記訂正

狩野 武 狩野 武

カミヤマ， ゴコウ カミヤマ， ゴオウ N0027292 誤記訂正

神山 五黄 神山 五黄

カリタ，カンザ、ン カリタ，ケンザン N0028687 誤記訂正

狩田 巻山 狩田 巻山

カワカミ， コザ、ン カワカミ，コザ、ン N0031088 誤記訂正

河上 孤山 川上 孤山

カワナ，カネジロウ カワナ，カネシロウ N0031519 誤記訂正

川名 兼四郎 川名 兼四郎

カワノイタ， スエ卜 カワノイタ， マツンド N0030512 研究者研究課題総覧

川端末人 川端末人 1984年版

カワベ，マンペイ カワベ，マンペイ N0030546 誤記訂正

川辺 満護 河辺満護

キクオカ， ヒサトシ キクオカ，クリ N0032685 文化人名録 21版

菊岡 久利 菊岡 久利

キクチ， トヨコ キクチ， トヨコ N0032897 誤記訂正

菊地 豊子 菊池豊子

キジマ，カツミ キジマ，カツミ N0035153 誤記訂正

木島 克己 貴島 克己
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旧標目 典拠・理由新標目

キタザワ，キソオ

北沢競

キタハタ， シゲナオ

北 畠重直

キムラ，アキラ

木村哲人

キムラ，キイチロ

木村喜一郎

キムラ， トモヤ

木 村智哉

キン， トゲン

金 斗鉱

クドウ，タダシ

工藤忠

クニザキ， ヒロシ

国崎 弘

クヌギ，ヤスオ

功万靖雄

クボ，スエシゲ

久保季滋

クラタ，アヤオ

倉田 j富士

コウノ， ヨリミチ

河野頼道

コウムテイ，オオザ、ン

香夢亭桜山

キタザワ，キソウ

北沢競

キタパタケ， シゲナオ

北畠重直

キムラ，ノリト

木 村 哲 人

キムラ，キイチロウ

木 村 喜 一 郎

キムラ， トシヤ

木村 智 哉

キム， トウゲ、ン

N0034828 I 「中学校技術教育法」

奥付

N0187729 I NT T電話番号案内

N0195396 I家族回答

N0033143 I誤記訂正

N0208637 I 知人回答

N0136228 I 「ヌリマースペンキ店」

奥付

N0039708 I 家族回答

N0040272 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0040320 I誤記訂正

N0169051 I誤記訂正

N0040468 I誤記訂正

N0038124 I誤記訂正

N0037430 I誤記訂正

金斗鉱

クドウ，チュウ

工藤忠

クニサキ， ヒロム

国崎弘

クヌギ，ヤスオ

功力 靖 雄

クボ，スエシゲ

久保季弦

クラタ，アヤオ

倉田 ~~士

コウノ， ミチヨリ

河野通頼

コウムテイ，オウザン

香夢亭桜山

ハU



｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

コウモト，セイイチ カワモト，セイイチ N0110231 本人回答

河本 勢一 河本 勢一

コタケ，ヤスト コタケ，ヤヒト N0038529 誤記訂正

古武 弥人 古 武 弥 人

コノイヤシ， シュウサク コノイヤシ， ソウサク N0035847 勤務先回答

小林宗作 小 林 宗 作

コノイヤシ， ヒロト コノイヤシ， ヒロヒト N0035420 研究者研究課題総覧

小林 弘人 小林 弘人 1990年版

コノてヤシ， ヨシノ＂ ）レ コノイヤシ， ヨシノ＂） レ N0036029 誤記訂正

小林喜春 小 林 善 春

コノイヤシ， ワイチロウ コノイヤシ， ワイチロウ N0036004 誤記訂正

小林和一郎 古林和一郎

ゴマズノレ， ゴホウ ゴマズノレ， ゴホウ N0006287 誤記訂正

胡麻鶴 五峰 胡麻鶴五峯

コマツ，カズオ コマツ，カズオ N0037094 誤記訂正

小松一男 小松一雄

コンドウ， ミツグ コンドウ， ミツギ N0037643 誤記訂正

近藤 貝 近藤 貝

サイトウ， イクオ サイトウ，ユウオ N0069716 勤務先回答

斎藤宥雄 斎 藤 宥 雄

サイトウ，カズミ サイトウ，カズミ N0174671 誤記訂正

斎藤和美 斉藤和美

サイトウ，キンイチロウ サイトウ，キンイチロウ N0069786 誤記訂正

斉藤金一郎 斎藤金一郎

サイトウ， シズコ サイトウ， シズコ N0149445 誤記訂正

斎藤静子 斉藤 静子

噌
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

サカイ，サブロウ（1935生〕 N0144332 N0070557と重複のため

坂井 三郎 削除

サカイ，アキラ（ 1953生） サカイ，アキラ N0140343 誤記訂正

坂井 昭 坂井 昭

サカノウエ， イツオ サカノウエ， イツオ N0071115 誤記訂正

坂上 厳雄 阪上 厳雄

サカモト，シュウサク サカモト， 、ン ュウサク N0070995 誤記訂正

坂本 秀策 阪本 秀策

サカモト， ヒデオ サカモト， ヒデオ N0070841 誤記訂正

坂本秀雄 阪本 秀雄

サカモト，ヒロシ(1907生） N0204467 N0070850と重複のため

坂本 i 止i::I 削除

サカモ卜， ミドリ サカモト， ミドリ N0070932 誤記訂正

坂本 みどり 阪本 みどり

サカモト，ユキエ サカモト，ユキエ N0071066 誤記訂正

坂本靭衛 坂本 靭衛

ササキ，セキヤ ササキ，セキヤ N0072389 誤記訂正

佐々木積哉 佐々木碩哉

サジキ，セイロク サジキ，セイロク N0074311 誤記訂正

佐治木 清六 左治木 清六

サトウ，エツコ（ 1934生） N0152236 N0149546と重複のため

佐藤 悦子 削除

サトウ，サブロウ（1912生） サトウ，サブロウ N0149569 誤記訂正 N0073379と

佐藤 三郎 佐藤 三 郎 重複のため削除

サトウ，タツオ サトウ，タツイ N0073616 誤記訂正 N0073611と

佐 藤竜猪 佐藤竜猪 重複のため削除

円
ノ
臼



｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

サ卜ウ， リョウイチ サトウ，リョウイチ（1907生〕 N0073361 誤記訂正

佐藤亮一 佐藤 亮 一

サワ，ソウ サワ，アキラ N0074003 本人回答

沢聡 沢 聡

シキモリ，イノスケ シキモリ，イノスケ N0191614 誤記訂正

( 25代 1928生） ( 25代目 1928生）

式守 伊之 助 式守伊之助

シゲヤマ， トシオ シゲヤマ， トシオ N0075960 誤記訂正

重山 俊夫 重山 俊男

シダラ， 卜クユキ シタラ， トクユキ N0134654 家族回答

設楽 徳行 設楽 徳行

シマザキ， シン シマザキ，マコト N0076576 「世界のインテリア」

島崎 島崎信 奥付

シマムラ， 卜ラオ シマムラ， トライ N0076466 誤記訂正

島村虎猪 島村虎猪

シモムラ，ケンジ シモムラ ， カネジ N0077236 誤記訂正

下村 兼二 下村兼二

シャ， ソウアン シャ，ムネヤス N0114999 研究者研究課題総覧

謝宗安 謝宗安 1990年版

シライ，アキラ N0078192 目録変更のため削除

白井 明

シラキ，マサユキ シラキ，マサユキ N0078388 誤記訂正

白木 政之 白木正之

スギタ，マサト スギタ，マサンド N0080048 誤記訂正

杉田 正人 杉田 正人

スズキ，ケイスケ (1933生） スズキ，ケイスケ（ 1934生） N0081060 本人回答

鈴木啓介 鈴木啓介

円ぺ
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｜日 標 目 来庁 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

スズキ，タダカズ スズキ，タダイチ N0081622 誤記訂正

鈴木 唯一 鈴木 唯一

スズキ， ヨウノスケ スズキ， ヨウノスケ N0081894 誤記訂正

鈴木耀之助 鈴木耀之介

スナガワ，ケイスケ サガワ，ケイスケ N0186048 本人回答

砂川 啓介 砂川 啓介

スミタ， リキヤ ツノタ＼ リキヤ N0080472 研究者研究課題総覧

角田 力弥 角田 力弥 1984年版， 1990年版

スミトモ，ユキ スミトモ，ユキ N0080507 誤記訂正

住友 友紀 住友 由紀

セキグチ， ヒサシ セキグチ， ヨシユキ N0138525 勤務先回答研究者研究

関口 尚志 関口 尚志 課題総覧 1990年版

セキヤ，マサヒコ セキヤ，マサヒコ N0074856 誤記訂正

関谷 正彦 関屋 正彦

セラ， ワキタ セラ，ワキタ N0075089 誤記訂正

世良 倭喜 太 瀬良倭喜太

センゴク， 卜モツグ センゴク， トモツグ N0142311 本人回答

千石 智嗣 仙石 智嗣

タカギ，ケイコ タカギ、， ヨシコ N0199736 「借地借家の法律相談

高木 佳子 高木佳子 142」奥付

タカギ、， ヒロシ タカシロ， ヒロシ N0082995 勤務先回答

高城 寛 高城寛

タカギ，ユウイチロウ タカギ，ユウイチロウ N0083224 誤記訂正

高木 祐一郎 高木 佑一郎

タカムラ，テツ タカムラ，サトシ N0189067 家族回答

高村 哲 高村 哲
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｜日 標 目 事庁 標 目 典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

タカヤナギ， トクホウ タカヤナギ， トクホウ N0085295 誤記訂正

高柳 得宝 高柳 得賓

タカヤマ， シゲイチ タカヤマ， シゲカズ N0180567 「つくるハム実用アクセ

高山 繁一 高山 繁一 サリー」奥付

タグチ，タカシ タグチ，カタシ N0121777 研究者研究課題総覧

田口 賢士 田口 賢士 1979年版， 1984年版

タクワ，コウイチ タクワ， ヒロカズ N0204943 本人回答

多久和 弘一 多久和 弘一

タケイ，マサイ タケイ，マサシ N0162836 誤記訂正

武井，仁 武井，仁

タケウチ，ケン タケウチ，ケン N0086190 誤記訂正

竹内 釘 竹内 銀

タケウチ， トシミ タケウチ， トシミ N0086320 誤記訂正

武内 利美 竹内 利美

タケウチ， ヨシタダ タケノウチ， ヨシタ夕、、 N0137089 誤記訂正

竹内 能忠 竹内 ム目h5 ，~ 

タケダツ， トムツグ タケダツ， トミツグ N0085621 誤記訂正

竹田津 富次 竹田津 富次

タケノウチ，ユキ タケノウチ，ユキ N0085989 誤記訂正

竹内 ユキ 竹ノ内 ユキ

タナカ，ギ、レン タナカ， ヨシカド N0170523 図説教育人物事典（ぎょ

田中 義廉 田中 義廉 うせい〉， 日本語教育

事典（大修館書店〉

タナカ，ケンジ (1947生〉 タナカ，ケンジ N0211197 誤記訂正

田中 建二 田中 建二

タナカ，タテヒコ タナカ，タケヒコ N0189157 研究者研究課題総覧

田中 建彦 田中 建彦 1990年版

F
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

タナキ，カズヨシ タナキ，イチロウ N0126253 「＝味線文献」奥付

棚 木一良 棚木 一良

タマムシ， シゲヨシ N0086891 和図書著者名典拠（江戸

玉虫 茂誼 期以前）で作成のため

削除

タムラ， ショウジロウ タムラ， ショウジロウ N0115578 誤記訂正

田村 鐘次郎 田村鍾次郎

ツキヤマ， ジュンジ ツキヤマ， ジュンジ N0092921 誤記訂正

築山 潤二 築山 閏二

ツチダ， トモオ ツチダ，チカオ N0093427 文化人名録 21版，研究

土田 知雄 土田 知雄 者研究課題総覧 1990

年版

ツチヤ，マサノリ ツチヤ，マサノリ N0093519 誤記訂正

土屋 正規 土谷正規

ツネミ，チサト ツネミ，センリ N0093083 誤記訂正

常見 千里 常深千里

ツノレイ， ミチマサ ツノレイ， ミチマサ N0093232 誤記訂正

露井 通真 震井 通真

ドイ， ヨシカズ ドイ， ヨシタケ N0199951 本人回答

土居 義岳 土居 義岳

トガリ， ハノレヒコ 卜ガリ， ハノレヒコ N0090692 誤記訂正

外苅 晴彦 戸苅 晴彦

トシマ， ガクユウ トヨシマ，ガ クユウ N0092009 家族回答

豊島 学由 豊島 学由

f夕、、，サブロ ト夕、、，サブロウ N0090602 誤記訂正

戸田 三郎 戸田 三郎

po 
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

トミタ，ヤスヒコ トミダ，ヤスヒコ N0189255 研究者研究課題総覧

富田 恭彦 富田 恭彦 1990年版

トヨシマ， ナオミチ トヨシマ，ナオミチ N0092356 誤記訂正

豊島 直道 豊島 直通

オオハラ， フナエ ジキノ、ラ， シュウコウ N0141980 本人回答

直原 舟江 直原 舟江

ナカイ，キヨシ ナカイ，キヨシ N0055089 誤記訂正

中井 汐lj 中井 1列

ナカガワ， ヒロオ ナカガワ，ユウロウ N0155942 「キ ャンパス殺人事件」

中川 裕朗 中川 裕朗 「ホームズは女だった」

奥付

ナカガワ，マサヒ卜 ナカガワ，マサト N0177040 本人回答

中川 雅仁 中川 雅仁

ナガサキ，モリテル ナガサキ，セイキ N0053784 本人回答

長崎盛輝 長崎 盛輝

ナカジマ， ヒデコ ナカジマ， ヒデコ N0211611 誤記訂正 N0112319と

中嶋 秀子 中島 秀子 重複のため削除

ナガ、タ，セイショウ ナガタ，マサアキ N0120354 研究者研究課題総覧

永田 政章 永田 政章 1979年版

ナカボリ，ヤスカズ ナカホリ， ヨシカズ N0054553 本人回答

中堀泰和 中堀 泰和

ニイミ，アヤ ニイミ，アヤ N0112463 誤記訂正

新見 彰 新美彰

ニキ， フミコ ニキ， フミコ N0058554 誤記訂正

二木 ふみ子 仁木 ふみ子

ニシゴリ，タケカ ニシコオリ，チ ッコウ N0058893 図説教育人物事典（ぎょ

錦織 竹香 錦織竹香 うせい〕

月
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

ニ シジマ，ヤタロ ニシジマ，ヤタロウ N0059822 誤記訂正

西島 弥太郎 西島 弥太郎

ニシベ， ユ ウタロウ ニシベ，ユタロウ N0058731 誤記訂正

西部 由太郎 西部 由太郎

ニノミヤ，サトキ ニノミヤ，サトキ N0058617 誤記訂正

二宮 理喜 二宮 理意

ニワ，ユキオ ニワ，ユキエ N0169670 現代日本人名録 1987 

丹羽 靭負 丹羽 靭負

ノノヤマ，サブロ ノノヤマ，サブロウ N0060805 誤記訂正

野々山 三郎 野々山 三郎

ノリモト，ジュン ノリモト，ジュン N0060820 誤記訂正

則本 画事 則元 醇

ハザマ， シゲノレ ハザマ， シゲノレ N0010600 誤記訂正

挟間 茂 挟間 茂

ハシモト，セッサイ ハシモト，セ ッサイ N0008994 誤記訂正

橋 本節斉 橋 本 節 斎

ハシモト，ヤスユキ ハシモト， ヒロユキ N0173336 誤記訂正

橋 本泰幸 橋本泰幸

ハセガ、ワ，ヒロカズ〔 1920生） N0137532 N0008421と重複のため

長谷川 博一 削除

ハセガ、ワ， ヒロカズ(1920生） ノ、セガ、ワ，ヒロカズ N0008421 誤記訂正

長谷川 博一 長谷川 博一

ハタノ， リョウジ ハタノ， リョウジ N0009448 誤記訂正

羽多 野良 二 羽 田 野 良二

ハデ，ニワキョウ ハデニワ，キョウ N0006728 誤記訂正

羽出 庭東 羽出庭 東

口
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

／、マ，タ夕、、 オ ハマ，タダオ N0007020 誤記訂正

波麿 忠雄 波磨 忠雄

ハマダ， シゲヨシ ハマダ，シゲヨシ N0007095 誤記訂正

浜田 成美 浜田 成義

ノ、ヤシ， シュンイチロウ ／＼ヤシ，シュンイチロウ N0010343 誤記訂正 研究者研究課

( 1905生〕 ( 1930生） 題総覧 1990年版

林 峻一郎 林 峻一郎

／＼ヤシ， シュンイチロウ N0168194 N0010343と重複のため

( 1930生） 削除

林 峻一郎

ハ ンダ， トシハノレ ノ、、ンダ， 卜シノ＇ ）レ N0007542 誤記訂正

半田 敏春 半田 敏晴

パンダイ， ジン ノインナイ， ヒトシ N0004731 「危機の時代と転向の意

坂内 坂内 識」奥付

ノてンドウ， コウジ ノインドウ， コウジ N0004736 誤記訂正

坂東 公次 板東 公次

ヒグチ，サチコ ヒグチ，ユキコ N0212692 「悪魔の告白J奥付

樋口 幸子 樋口 幸子

ヒライ，カツミ ヒライ，カツミ N0011390 誤記訂正

平井 克己 平井 克巳

ヒラサワ， サ夕、、ハノレ ヒラザワ，サ夕、、ハル N0011895 誤記訂正

平沢 定治 平 沢定治

フクオカ，マサミ フクオカ，マサミ N0015077 誤記訂正

福岡 正己 福岡 正巳

フジナガ，ヤスオ フジナガ，アキ N0147619 「ことばを知らなかった

藤永 安生 藤永 安生 少女ジーニー」奥付
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l日 標 目 事庁 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

フジワラ， ヨシタケ フジワラ， ヨシマサ N0017719 研究者研究課題総覧

藤原 義剛 藤原 義剛 1979年版， 1981年版

フノレカワ， エツコ フノレカワ， ヨシコ N0143220 本人回答

古川 悦子 古川 悦子

フノレズカ， タカアキ フノレツカ， タカオ N0015947 誤記訂正

古塚 隆朗 古塚 隆朗

ホウシハマ，オオハク ホウシノ、マ，オウノ、ク N0013806 誤記訂正

法師浜桜白 法師浜桜白

ホソイ，サダオ N0014015 和図書著者名典拠（江戸

細井 貞雄 期以前）で作成のため

削除

ホソカワ，ススム ホソカワ，ススム N0181420 誤記訂正

細川｜ 進 細川｜ 達

ホッカイ，サンシ ホッカイ サンシ N0012833 誤記訂正

北 海散士 北海散士

ホンゴ、ウ，タダ、タカ ホンゴウ，タダヨシ N0013043 研究者研究課題総覧

本郷 忠敬 本 郷 忠 敬 1984年版， 1990年版

ホンダ， シンイチ ホン夕、、， シンイチ N0012965 誤記訂正

本田 本多

マスタニ， ソトヨシ マスタニ，ソ卜ヨシ N0043843 誤記訂正

桝谷 外世嗣 増谷 外世嗣

マツエタ＼ レイ マツエダ，ユタカ N0162064 「テニス lζ愛をこめて」

松枝 礼 松枝 礼 奥付

マツダイラ，ヤスヒデ N0044347 標目統ーのため、参照に

松平康英
きりかえ。オノマ，リッケ
ン（N0066588）を見よ

マツバラ，マサミ マツバラ，マサミ N0044037 誤記訂正

松原 正己 松原 正巳
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旧標目 典拠レコード番号 典拠・理由新標目

マツムラ，キチロウ

松村吉郎

マツムラ，テル

松村照

マツモト，タケジ

松本竹二

ミウラ，ケンスケ

三浦兼資

ミカミ，オトキチ

三上於菟吉

ミキ， ツネマサ

三木常正

ミチモト，キチタロウ

道本吉太郎

ミツキ，マサジ

三ツ木正次

ミナミ， シュンゴ

南俊吾

ミナミ， トウサク

美南 束策

ミノダ，キョウキ

蓑田 胸喜

ミヤムラ，セツゾウ

宮村揖三

ムコウ夕、＼テイスケ

向田悌介

マツムラ， ヨシロウ

松 村 吉 郎

マツムラ，アキラ

松村照

マツモト，タケジ

松元竹二

ミウラ，カネスケ

三 浦 兼 資

ミカミ，オトキチ

三上於菟吉

ミキ， ツネヨシ

三木常正

ミチモト， ヨシタロウ

道本吉太郎

ミツキ，マサジ

三ツ木正次

ミナミ， シュンゴ

南俊悟

ミナミ， トウサク

美 並 束 策

ミノタ＼ ムネキ

蓑田胸喜

ミヤムラ，セツミ

宮 村構三

ムカイダ，テイスケ

向田悌介

N0138070 I「小学校の地理教育」

奥付

N0129872 I 「80年の道標」奥付

N0045036 I誤記訂正

N0047703 I誤記訂正

N0046377 I誤記訂正

N0046562 I 「日本之四季」奥付

N0133565 I 「越えゆく峠」奥付

N0047545 I誤記訂正

N0046801 I誤記訂正

N0046812 I誤記訂正

N0046999 I家族回答

N0048548 I研究者研究課題総覧

1971年版

N0051823 I誤記訂正 N0111802と

重複のため削除

内
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

ムトウ，カッフミ ムトウ，カツチカ N0201073 勤務先回答

武藤勝史 武藤勝史

ムラカミ， ヒロシ ムラカミ， ヒロム N0052017 誤記訂正 人事興信録

村上 弘 村上 弘 33版

ムラヤマ， リュウジ ムラヤマ， リュウジ N0052801 誤記訂正

村山 隆次 村山 隆治

ムロウジ，ツヨシ ムロオジ，ツヨシ N0052929 誤記訂正

室生寺 剛 室生寺 間リ

メイ エス アオキ N0046205 参照から標目へきりかえ

メイ s. 青木

モギ，クラノスケ モテキ， クラノスケ N0049856 誤記訂正

茂木蔵之助 茂木蔵之助

モチズキ，セイシ モチズキ，キヨシ N0051566 家族回答

望月 清示 望月 清示

モリ，キヨシ（ 1893生〕 N0190897 N0050168と重複のため

削除

モリタニ，カツミ モリタニ，カツミ N0051203 誤記訂正

森谷 克己 森谷 克巳

モリヤ，エツロウ モリヤ，エツロウ N0051250 誤記訂正

守屋 悦郎 守屋 悦朗

モリヤ，セイドウ モリヤ，セイ卜ウ N0130066 俳人協会会員名鑑

守屋 青桐 守屋 青桐 1989年版

ヤギ＼ ヨウドウ ヤギ、， ヨウドウ N0098544 誤記訂正

八木 助堂 八木助堂

ヤナギサワ，ブンジ ヤナギサワ， ブウンゾウ N0102218 誤記訂正

柳沢 武運二 柳沢 武運三
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！日 標 目 宗万 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理 由

ヤブ，ケイゾウ ヤブ，ケイゾウ N0161078 誤記訂正

薮 主／"R主一二一二 簸景三

ヤブ，チカコ ヤブ，チカコ N0199270 誤記訂正

薮 チカ子 薮 チカ子

ヤブウチ，アキラ ヤブウチ，アキラ N0098395 誤記訂正

薮内 ニ早£己 薮内 ニ早tι 

ヤブタ， 卜ウタロウ ヤブタ， トウタロウ N0126602 誤記訂正

薮田 藤太郎 薮田 藤太郎

ヤブノウチ， ジョウチ ヤブノウチ， ジョウチ N0098402 誤記訂正

( 12代 1904生） (12代目 1904生）

薮内 立it刀口矢日口 薮内 紹智

ヤブノウチ， ジョウチ ヤブノウチ， ジョウチ N0194295 誤記訂正

( 13代 1936生） ( 13代 目 1936生）

薮内 立｝刀口矢Eヨ口 薮内 紹智

ヤマガタ，マサオ ヤマガタ，マサオ N0099383 誤記訂正

山形正雄 山県正雄

ヤマシタ，ケイコウ ヤマシタ，エコウ N0159117 出版者回答

山下 恵光 山下 恵光

ヤマシタ， ミツグ ヤマシタ， ミツギ N0101391 本人回答

山下 員 山下 貝

ヤマノウチ，イクジ ヤマノウチ，イクジ N0101119 誤記訂正

山内 以久士 山内 以九士

ヤマノウチ， ヨウセン ヤマノウチ， ヨウセン N0101172 誤記訂正

山内 庸選 山内 庸傍

ヤマムラ，キミ ヤマムラ，キミ N0100811 誤記訂正

山村 喜美 山村 貴美
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｜日 標 目 事庁 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

ヤマムロ，マサオ ヤマムロ，マサオ N0100857 誤記訂正

山室 真佐生 山室 真左生

ヤマモト，ケイコ ヤマモト，ノリコ N0100262 研究者研究課題総覧

山本 敬子 山本敬子 1979年版

ヤマワキ，テツオミ ヤマワキ，テッシン N0101657 家族回答

山脇 哲臣 山脇 哲臣

ユウキ， トモヤス ユウキ， トモヤス N0105762 誤記訂正

結城 朝泰 結城 朝恭

ユヤマ，カイへイ ユヤマ，キへイ N0105885 誤記訂正

湯山 惚平 湯山 惚平

ヨコタ， ミツグ ヨコタ， ミツギ、 N0183611 本人回答

横田 貢 横田 員

ヨコヤマ， コウイチ ヨコヤマ， コウイツ N0103555 勤務先（立教大学〕回答

横山 紘一 横山 紘一

ヨシカワ，キヨシ ヨシカワ，キヨシ N0104776 誤記訂正

吉川 清 吉河 清

ヨシ夕、＼ ジュンコ ヨシ夕、、， ジンコ N0171067 現代日本人名録 1990 

吉田 仁子 吉田 仁子

ヨシ夕、、， ナラマノレジョウ ヨシダ， ナラマノレ N0104255 誤記訂正

吉田 奈良丸嬢 吉田 奈良丸

ヨシ夕、、， ハ jレジ ヨシ夕、＼ ノ、 jレジ N0126822 誤記訂正

吉田 浩司 吉田 治司

ヨシタケ，ケイイチ ヨシタケ，エイチ N0105404 人事興信録 33版

吉武 恵市 吉武恵市

ヨシミ， ヨシアキ ヨシミ， ヨシアキ N0178611 誤記訂正

吉見 義昭 吉見 義明
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旧標目

ラク，キチザエモン

( 15代 1949生〕

楽吉 左衛 門

リ，カイセイ

李恢成

リュウ， タイキ

劉大器

ロウゲ、ツサンシ

朗月散史

ワ夕、＼ ゴロウ

和田悟郎

ワタナベ，カズヒデ

渡辺一英

新標目

ラク，キチザエモン

( 15代目 1949生）

楽吉左衛門

イ，フェソン

李恢成

リュウ， 夕、、イキ

劉大器

ロウゲツ サンシ

朗月散史

ワ夕、， ゴロウ

和田 悟 朗

ワタナベ，カズヒデ

渡部一英

典拠レコード番号 典 拠 ・ 理 由

N0193701 I誤記訂正

N0069061 I 「『アリランの歌』

覚書」奥付

N0166963 Iアジア資料課で典拠作成

のため削除

N0069108 I誤記訂正

N0096632 I誤記訂正

N0097571 I誤記訂正

ワタナベ，タケシ（1923生）｜ワタナベタケシ（1923生）I N0116715 I誤記訂正 N0098022と

渡辺武 ｜ 渡部武 ｜ ｜ 重複のため削除

ワタナベ， ツギオ

渡辺次雄

ワタナベ， ツ卜ム

渡辺至

ワタナベ， ツトム(1930生〕

渡 部 力

ワタナベ，テツヤ

渡辺哲也

ワタナベ，ヒロシ (1924生）

渡辺宏

ワラベ，ギミカ

わらべ きみか

ワタナベ， ツグオ

渡 辺 次 雄

ワタナベ， ツトム

渡部歪

ワタナベ， ツトム

渡部力

ワタナベ，テツヤ

渡部 哲 也
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N0098123 I誤記訂正

N0194288 I誤記訂正

N0142736 I誤記訂正

N0098060 I誤記訂正

NO 19 9 2 5 0 I N0097 454と重複のため

削除

N0211851 I標目統ーのため、参照に
きりかえ。ワラベ，キミカ
CN0128259）を見よ



「国立国会図書館所蔵児童図書目録 1987～1991」

刊行のお知らせ

「国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1987～1991」を刊行いたしました。本書の収録範囲は

1987年 1月以降1991年12月末までに整理された邦文児童図書 16962件、および欧文児童図書 317件

です。

邦文児童図書の部は「同 1986」と同様に全体を一般、文学、絵本および漫画に分けてその中を

五十音順に排列してあります。著者索引を付しました。書名索引は全体が四部構成なので今回も見

合わせました。

今回、新たな試みとして設けた欧文児童図書の部は国立国会図書館分類表の記号順にし、同一分

類の中は、基本記入の標目のアノレファベット順に排列してあります。乙ちらには、著者索引、書名

索引を付しました。

書誌的事項は下記の通りで、 9月30日より日本図書館協会から発売しております口

記

「国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1987～ 1991」

発 行 ： 国立国会図書館

発 売 ： 日本図書館協会

I S BN : 4 -87582 335 -5 

定価 ： 15,000 円

（消費税込）

（収集部国内資料課）
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JAPAN/MARC遡及版頒布のお知らせ

JAPAN/MAR C遡及版（ 1956年～ 1968年）の頒布を開始いたしました。

収録件数

収録範囲

167, 246件

1956年～ 1968年（昭和 31年～ 43年）に当館が受入れ整理したもの

（継続出版物や多巻物を除く）

1992年（平成 4年） 10月頒布開始

頒布価格及び発売 カレント版及び既に頒布中の遡及版に同じ

オンライン提供 接続館に対し、データ提供の範囲を拡大

データの基本部分はこれまでと同様ですが、多少異なる点もあります口詳細は本誌の「和図書遡

及入力の近況」 No.75 (1990年 5月刊）と「和図書遡及入力データ昭和 31年～ 43年分頒布について」

No. 82 ( 1992年 6月刊〉をど覧くださし」

1948年～ 1955年（昭和 23年～ 30年）分の入力作業は 1993年（平成 5年） 6月終了の予定です。

入力完了後、データの全体的な調整、今回提供分の訂正を行った上、1956年～ 1968年（昭和 31年

～ 43年）分の継続出版物 ・多巻物を含めて提供する乙とになります。 CD-ROM、蔵書目録による

データの提供は、入力終了後に検討いたします口

円，

i
n／
“
 



問合せ先一 国 立 国 会 図 書 館 03(3581)2331 （代表）

日本全国書誌（図書）………………凶書部図書整理課

日本全国書誌（逐次刊行物）………収集部圏内資料課

ジャパン ・マーク……………………総務部情報処理課

印刷カード・・・…………………………図書部図書整理課全国書誌係

国立国会図書館蔵書目録－．．．．．．．．．．・・・・図書部書誌課

書誌データの内容について

記述－－－－－－－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－収集部国内資料課

標目（著者 ・書名）………………図書部図書整理課著者書名係

標目（分類 ・件名）………………図書部図書整理課分類件名係

出版社の住所の照会について

図書館から……………………図書館協力部圏内協力課図書館サービス係

民聞から………………………収集部収集課納本調査係
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