
印刷カ ド通信
No. 2 8 

1974 .12 .25 

編集・発行 国立国会図書館。
標目（個人著者名）の形式の変更

姓名 i日 →新

（典〉個人著者名の形式を定めるとき参考にした典拠（必要に応じて職業等を記載〉

1. 著者名のよみの形をあらためたもの

Hirano;Zinkei 

平野仁啓 (1914- ) 
Hirano ,Kirnihiro ーーョ，

本名：平野保 CHi r a no, Tamo tu) 

（典）文化人名録第 15版（明治大学教授〉

Horii,Reiti 

堀井令以知 (1925ー 〉
→ Horii,Reiiti 

（典）大学研究者研究題目総覧 人文科学編 1971年版（愛知女子大学教授〉

Huzi i ,Sigeru 

藤井繁

一~惨 Huzii,Sigesi 

く典） 『ディナスツ研究』 （千城 昭和 49年刊〉の標題紙

Kamiyama,Siy6 

神山紫陽（1900ー ） 
→ K6yama,Siy6 

（典〉 『わだち』（私家版昭和48年刊）の本文より

Kazi ,Masao 

加地正郎（1924ー ） 
→ Kaz i ,Mas a r 6 

く典）大学研究者研究題目総覧 自然科学編 1971年版（九州大学助教授〉

Masazumi ,Sigeru 
Sy6zyakti,Sigeru ーー争

将積茂 (1926- ) 

旧姓：高柳茂（Takayanagi,Sigeru)

（典〉大学研究者研究題目総覧 人文科学編 1971年版（愛知教育大学助教授）
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（注〉本誌必 5「標目の形成の変更」欄参照。

-Ono,Kagenori 

大野景範（ 1926ー 〉

〈典〉本人の回答による

Sagae,Yosiaki 

寒河江善秋（ 1920ー ） 

／＼ 

→ Ono ,Keihan 

一争 Sagae,Zensyu 

（典〉 『半遁世J （日新報道 昭和 49年刊〉のカバー

Ya ma g u t i , Ka t u n a r i 
ーーー Yamagu ti ,Kat uya 

山口勝也 0934- ) 

〈典）大学研究者研究題目総覧 自然科学編 1971年版（大分工業大学助教授〉

Yukawa ,Naohumi 

湯川尚文 (1904-1968)

（典〉文化人名録第 15版

一 争 Yukawa ,Naobumi 

2. 筆名から本名または筆名の他の形へあらためたもの

Aka ma tu , To s i k o 

赤松俊子 (1912ー ） 

（旧姓名〉

Maruki ,Tosi 

丸木俊 (1912ー 〉

（筆名〉

ーー争
Maruki ,Tosiko 

丸木俊子 (1912ー ） 

〈改姓名）

旧姓名および筆名より改姓名にあらためたもの。

（典〉人事興信録第26版（画家〉

Ak imo to ,Yuko 

秋元有子

Yamanaka, Ikuko 
ー~・

山中いく子（ 1932ー 〉

筆名より筆名の他の形にあらためたもの。

本名：山中郁子参議院議員

（典〉参議院要覧昭和49年版

〈注〉秋元有子名義の著書：海へー小説千代田丸事件ー（日本青年出版社 1971年刊〉

Matuda,Sohu Ma tuda, Ta tuz i 
自~・

松田素風 (1904ー 〉 松田辰司 (1904- ) 

筆名より本名にあらためたもの

〈典〉 『電気製図の見方と書き方J（電気書院刊〉の奥付

3. 著者名に使用されている文字を訂正したもの
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Sasaki ,Mosaku 

佐々木茂索（ 1894-1966)

〈典〉人事興信録第 23版

Sasaki , Ti yuk i 

佐々木千之 (1902ー 〉

→ 佐佐木茂索

ーーー 佐佐木千之

（典〉 『和井内貞行』 （三省堂昭和 17年刊〉等の著作に使われている形をそのまま

使います。

（注〉文化人名録第15版には「佐々木千之」とあり。

4. 同姓同名のため生年および職業を補記したもの

Hara,Kazuo 

原一雄（ 1912ー 〉

歌人

（典〉現代歌壇総覧（短歌研究社刊）

.:..-lar a ,Ka zuo 

原一雄 (1929ー ） 

国際基督教大学準教授

〈典〉 「人格と社会との出会い』（G.W.オルポート著 誠信書房 1972年刊〉の

奥付o生年は出版者の回答による。

Kimura, Takeo 

木村武雄（ 1898- ) 

技術士〈機械部門〉

（典〉人事興信録第 26版

Kimura, Takeo 

木村武雄（1902- ) 

衆議院議員

（典〉人事興信録第 26版

Kimura ,Takeo 

木村武雄 (1907ー バーテンダー〉

バー経営者

（典〉『洋酒帝王学』（今昔社 昭和 44年刊〉の奥付

Kimura, Take o 

木村武雄 (1907一 教員）

東京都立小山台高等学校教員

（典〉人事興信録第 22版
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Kobayasi ,Tetuo 

小林哲夫

回教徒改宗．回教名：オマル・ファイサノレ。小林オマルとして知られる。

〈典〉 『インドネシアの回教j （愛国新聞社出版部 昭和 17年干のの序文等による

Kobayasi ,Tetuo 

小林哲夫〈詩人〉

典拠なし。著書：詩集始祖たちの森〈ユリイカ 196 0年干の

（注〉当館では、生年不明者が2人以上いるときは、職業等を補記します。

Kobayas i, Te tuo 

小林哲夫（1924ー 〉

日本基督教団桜台教会牧師

（典〉 『キリストのユーモア』 （トループラット著 創元社 昭和44年刊〉の奥付

Kobayas i , Te tuo 

小林哲夫 (1927ー 画家〉

〈典〉 『小林哲夫滞欧作展』 （自動画廊 1973年干のの略歴による

Kobayasi,Tetuo 

小林哲夫 (1927- 教員〉

群馬県佐波郡玉村町立上陽小学校教員〈昭和32年現在〉

〈典〉 『むらびとの学校』 （麦書房 昭和 32年刊〉の奥付

Kobayasi ,Tetuo 

小林哲夫 Cl935ー 〉

神戸大学助教授

〈典〉 『原価理論J（千倉書房昭和 47年干のの奥付

Mizuno,Tetuo 

水野哲夫 (1924一 公衆衛生学〉

中央大学教授

（典〉大学研究者研究題目総覧 自然科学編 1971年版

Mizuno,Tetuo 

水野哲夫 (1924ー 商学）

「銀行マーケティング問題」の研究指導に従事

（典〉 「大衆市場のマーケティング』 〈日本経済評論社 昭和49年干のの著者紹介

Suzuki ,Hi r os i 

鈴木博 (1901ー 〉

日本放送協会ラジオ局教養部学校課長（昭和32年現在〉

〈典〉文化人名録昭和 33年版
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Suzuki , Hi r o s i 

鈴木博 (1922一 公務員〉

近畿管区行政監察局長（昭和 49年7月現在〉

（典〉職員録 昭和50年版。生年は大分県人事課長時代、勤務先の回答による。

Suzuki ,Hi ros i 

鈴木博（1922一 国語学〉

滋賀大学助教授

（典〉大学研究者研究題目総覧 人文科学編 1971年版

Suzuki ,Hi ros i 

鈴木博（1925ー ） 

帝国ホテル副支配人

（典〉 『近代ホテル経営論』 （柴田書店 昭和39年刊〉の奥付

Suzuki,Hirosi 

鈴木博 (1932- ) 

農林中央金庫調査部勤務

（典〉 『農協金融の新方向J（佐伯尚美，永田正造，鈴木博共著 家の光協会昭和

48年干のの奥付

Suzuki ,Hi ros i 

鈴木博 (1934 - 経営学）

東海大学専任講師（人事管理 ・経営組織論）

く典） 『マンパワーの経営学』 〈フィリップ ・マーヴィン著 鈴木博訳 早川書房

昭和45年刊〉のカバー

Suzuki ,Hi ros i 

鈴木博 (1934- 写真家〉

日本放送協会アフリカ特別報道班員（カメラマン〉

著書 ：アフリカ 石井林寧 ，鈴木博，鈴木利男著（日本放送出版協会 昭和 39年干の

（典〉勤務先の回答による

Suzuki ,Hirosi 

鈴木博 (1935- ) 

東京都立工芸高等学校教員

（典〉 『立体製図の基礎』 （三木亀三郎，鈴木博，瀬戸光夫著建設綜合資料社昭和

48年刊〉の奥付

新設件名標目 (1974年3月～5月分〉

記載方法：件名標目をローマ字表記のAB C順に排列し、できれば国立国会図書館分類表
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およびNDC6版の分類記号を併記し1たします。

なお、和漢書にたいして新設した件名標目には、その標目を最初に付与した図書の著者名、

書名、出版者名、出版年を付記いたしますo

あなぐま RA571;489.5 

Neal ,E.G. アナグ、マの森（思索社 1974) 

アルメニア人（トルコ在留〉 GE 725 

バスク語 KP351;890.9 

ベゴニア RB194;627.5 

御園勇ベゴニア（文化出版局 1974) 

弁済 A821; 324. 45 

← 代物弁済

上杉晴一郎 代物弁済とその予約に関する判例の研究 （司法研修所 1974) 

貿易外収支 DE161;338.93 

武漢政付（ 1927)

分化（生物学〉

GE326;222.07 

RA111;463.6 

← 細胞分化

分級 ・分級機 PA157;PA161;571.2 

工場操作シリーズ必 17 粉粒体の分級・選別（化学工業社 1972) 

泥炭地 ME511;455.7 

阪口 豊泥炭地の地学（東京大学出版会 1974) 

、電気工事業 DL 844; 544 

これからの電気工事業の経営（日本電設工業協会 1974) 

電子分光法 PA 128 

← E SCA 

幻覚剤 SD 74 

原子核爆発

← 核爆発；地下核爆発

下水道一法令 A569;519.2 

建設省下水道部編下水道六法 昭和49年版（全国加除法令出版 1974) 

NG 141 

群馬事件 (1884) GB431;210.63;213.3 

福田薫蚕民騒擾録（青雲書房 1974) 

行列力学 MC53 

← マトリックス力学

葉 RA221;RA233;471. 3 
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ハミルトニアン MC53 

← ハミルトン〔Hamilton〕演算子；ハミルトン〔Hami1 ton〕作用素

汎イスラム主義 GE 781; 167; 228 

ハウスドルフ〔Hausdorff）測度 MA115 

費用便益分析 DA 1; DG63;344.9 

← コスト・ベネフィット・アナリシス

ホトクロミズム PR57;431.5 

点ミじ RA347;RB197;479.6;627 .7 

花材別いけばな芸術全集 6 （主婦の友社 1974) 

イギリスー歴史ーエドワード〔Edwar d〕1世 (1272-1307)

042 

イク族 Gl41;389.45 

Turnbull ,C.M. プリンジ ・ヌガク（筑摩書房 1974) 

インドー歴史－ 1500-1765

インド－歴史－ 19世紀

インド文学（英語〉

インドネシア料理

←料理（インドネシア〉

位相空間

かぶとがに

西井弘之 カプトガニ事典

GE 623; 225 

GE 625; 225 

KS263;930 

EF27;596.2 

MA  8 1 ;MA 15 2 ; 4 1 3 . 9 7 

RA526; 485. 3 

（西井弘之 19 7 3) 

・かいどう RA347; RB 197;479.6 ;627 .7 

花材別いけばな芸術全集 4 （主婦の友社 197 4) 

絵画（西洋〉ー歴史ー 20世紀 KC66;723.02 

坂崎乙郎終末と幻想（平凡社 1974) 

関数空間 MA  152 

敬語 KE81;801.5 

争各国語の細目、敬語（例：日本語一敬語）

敬語講座 第8巻（明治書院 1974) 

刑事補償法〈地理区分〉 A781;327.71 

血清グロプリン s c 151 
血尿 SC611;494.91 

近藤厚血尿の臨床（金原出版 1974) 

金石・金石文（ベノレシャ語〉 GA44 

伊藤義政古代ベルシャ（岩波書店 197 4) 

きじらみ RA531;RB81;486.5 
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古文書一保存・修復

コンパクト群 MA67 

こおろぎ RA531;486.3 

正木進三 昆虫の生活史と進化〈中央公論社 1974) 

広州コンミューン（ 1927) GE326;222。07

← 広東暴動

鈎頭虫類 RA522;483.7 

光受容器 RA 421; RA 433 

← 視覚器

グレチン病 SC 297 

協同組合一法令（地理区分） A421;611.6 

教育工学 FC51;375 

狂句ー句集 KG276;911.39 

日本史伝川柳狂句 1 （古典文庫 1972) 

給仕 DH475;673.99 

← ウェイトレス

マジャパヒット朝 GE528;224.2 

ミオグロビン s c 281 
日本一風俗・習慣－歴史一安土桃山時代 GB315;382.l 

日本生活文化史 5 （河出書房新社 1974) 

日本一社会一歴史一安土桃山時代 GB315;302.1 

日本生活文化史 5 （河出書房新社 1974) 

日本一宗教ー歴史一江戸時代 HK33;160.21 

小館衷三 津軽藩政時代に於ける生活と宗教〈津軽書房 1973) 

ニコチン酸 SC91;491.45 

← ナイアシン

西ゴート族 GG 121 

尾戸焼 KB372;751.3 

伊東正統 能茶山と土佐の陶工たち（高知工業高等専門学校 197 3) 

オーストリアー歴史－ 1945- GG467;234.6 

ピリ夕、、ジン PA 325 

ポリネシア料理 EF27;596.3 

← 料理（タヒチ〉 ；料理（ポリネシア〉

Steinberg,R. 太平洋／東南アジア料理（タイムライフブックス 1974) 

ポルノグラフィー A 718; E F 91; UC 71; 0 2 3. 8; 326. 22; 36 7. 6 

らっきょう RA 34 7 ; RB 18 4 ; 6 2 6 . 5 4 

川上一郎 ラッキョウ（農山漁村文化協会 197 3) 

ラクトン RA325 
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L 

ラッシュ船 DK155;NC64;556。6;683.6

加藤信光 ラッシュ船の研究（成山堂書店 197 3) 

ラジオイムノアッセイ SC771;492.482 

← 放射免疫分析

ラジオイムノアッセイ 入江実編（講談社 1974) 

冷蔵倉庫 DK 241; 526. 68; 677 

レコード一分類法

レプチャ語 KL32 

← ロン語

リケッチャ症 SCI41;493.86 

リニアーモータ ND218;542.42 

リニアーモータ ・カ－ NC 37 

ロシア一社会ー歴史－ 1917- GG829;238.07 

露土戦争 GE725;227 

老人医学 SC251;491.358;493.18 

← 老年医学

和田豊 老人麻酔の実際〈金原出版 1974) 

ロジ族

セファロスポリン

政治思想－歴史ー古代

G141;389.481;469.9481 

SD84;499.1 

A26;311.2 

Mi che I .A ローマの政治思想（白水社 1974) 

諮問機関 A 331 

← 政府諮問機関

振動素子 ND541;547.1 

振動子とその応用 永井健三 ・近野正共編（コロナ社 1974) 

心像 SB 88 ; 141 • 4 

七月革命 (1830) GG 331; 235. 065 

←フランスー歴史一七月革命

解機能検査 SC331;493.4 

日本醇臓病研究会勝機能検査法（医学図書出版 1973) 

睡眠病 SC141;493.88 

← トリパノソーマ病

水素添加 PA 51 

Augstine,R.L. ファインケミカノレにおける水素化反応（日刊工業新聞社

1974) 

スペイン人（メキシコ在留） DC 821; 334. 456 
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ストーリーテリング UL411;016.25 

Sawyer,R. ストーリーテラーへの道（日本図書館協会 1973) 

消防車 A 354; NC 23; 317. 79; 539 

魚谷増男 消防職・団員のための交通実務ハンドブック（全国加除法令出版 1974) 

衝動 SB115;141。7

晶出・晶出器 PA157;PA161;571.6 

← 晶析・晶析装置

工場操作シリーズ必 14c化学工業社 1974) 

炭素星 MB55 

置換（化学〉 PA51 

東南アジア料理 EF27;596.2 

← 料理（東南アジア〉

Steinberg,R. 太平洋／東南アジア料理（タイムライフブックス 1974) 

土地税制一法令 A366;345.1 

土地対策・税制ハンドブック（帝国地方行政学会 1974) 

調湿 ・調湿機 PA157; PA161;571.6 

←調温・調温機；湿度調整（化学工学〉；温度調節（化学工学）

工場操作シリーズ必 20 c化学工業社 1973) 

抽象積分 MA152 

埋めこみの問題 MA81 

ワルシャワ〔Warszawa〕条約機構 Al62;329.293 

翼竜類 ME 587 

烏爾禾翼竜動物群（北京科学出版社 1973) 

有限要素法 M236 

唯名論 H24;111.7 

郵政大臣 A491;317.26;693.l 

歴代郵政大臣回顧録第 1巻（逓信研究会 1973) 

ザカー A146;A366 

住居祉 G51; GB141;202.5;210.02 

山形県鶴岡市岡山遺跡調査報告柏倉亮吉〔等〕著（山形県教育委員会 19 7 2) 

印刷カ ドの訂正

0甑馬島誌：対馬教育会編／名著出版昭和48/GC27ト 9

16378 
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（訂〉 請求番号 GC276-9 → GC274-14 

0牛山栄治 (1899- ）：山岡鉄舟／新人物往来社昭和 49/GK13-302 

281.04/74-6491 

（訂〉 刊年の西暦 1973 → 1974 

0和菓子のふる里京菓子の美：京菓子協同組合編／製菓実験社 昭和48/EF27-227

596 .6/74-2513 

（訂〉 標目のよみ ・・・ hurusato kyδgasi no bi 

。ワールド・ボルテージ 1970年度改訂版：日本輸出新聞社 昭和47/ND 51-3 

541.56/73-16843 

（訂〉 件名 電圧 → 電圧計

0渡辺宏 (1930ー 〉：／六稜の青春／中央企業社 1972/FB 22-249 

377 .4/74-8432 

〈訂〉 件名 1.山形師範学校 → 1.山形県師範学校

0山本茂（ 1908- 〉：広島県解放のいしずえ／山新 広島県社会運動史研究協議会

（発売〉 1973/EB25-62 363.02/74-5701 

（訂〉 標目くよみとも〉 山本茂 → 山木茂（Yamaki,Si ge r u) 

0山本修之助 c190 3 - 〉：佐渡の百年／佐渡の百年刊行会 昭和47/GC87-35

214.1/73-2323 

（訂〉 請求記号 GC87-35 → GC85-28 

0山下文男 (1924ー ）：七0年代の文化運動／光和堂 19 7 2 /K  2 71 -1 

704/72-4821 

〈訂〉 分類変更 704 → 701.9 

。柳原政俊：建築構造計算書の作り方改訂／学献社 1 9 7 4 /NA 8 8 -3 2 5 2 4 . 

7/74-6226 

（訂） 書名のよみ ・・・ k6z6keikakusy0 ・・・ → ・・・ keisansyo 

Or象楽院公茶杓箪笥 陽明文庫蔵解説：芳賀幸四郎，高原杓庵，水谷川紫山／淡交社

昭和48/KD924 -19 7 9 1. 5/74-1738 

’Z
A
 

－
－
 



（訂〉 著者表示〈誤字） 1918 → 1908 

0児童活動事典：国土社 1974/FC2ー 2 375 .26/74-4980 

（訂〉 分類 FC-2 → F 2-85 

0人事院．事務総局任用局：昭和47年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告

／昭和48(1973)/AZ-341-25 317.32/74-2400 

（訂〉 書名のよみ α見落〉 ・・• okeru ippansyoku no kokka・

0自治省．大臣官房情報管理室：地方自治コンビュータ総覧 昭和48年度版／昭和48/

AZ-311-64 318/74-5966 

（訂〉 標目のよみ（脱字〉 ・・・ kanb6 zy6h6 kanrisitu 

。実地医家のための会：急性腹症／医学書院 1968/ 492 .1-Z 32k /68 -1831 

（訂〉 件名 1.腹痛 → 1.急性腹症

。造船溶接施工法ハンドブック：日本溶接協会造船部会溶接施工委員会編／産報 昭和 48

/N C 5 4 -1 4 5 5 2 . 8 / 7 3 -1 6 5 1 9 

（訂〉 標目．編者のよみ〈脱字〉 Z6sen • • • 1 .・・・ z6sen・．．

0図説水海道市史：水海道史編さん委員会 1973/GC5-44 213.1/74-

5016 

（訂〉 分類・件名 GC5-44 北海道一歴史 → GC45-21 水海道市

0浄土 宗 全書続第 1'4' 10' 18' 19巻：浄土宗開宗八百年記念慶讃準備局山喜

房仏書林（発売） 昭和48/HM151-1 188.6/73-17972, 

17974,17975,17976,17977 

（訂） 一般注記 浄土宗典刊行会明治40一大正 3年刊の複製

務所大正 4一昭和3年刊の複製

→ 宗書保存会事

0女流文芸研究：南窓社昭和 48/KG311-88 910.26 /73-19921 

〈訂〉 件名 婦人像 → 婦人作家

整理技術上の質疑応答欄を掲載します。質問の方は整理部へお寄せくだ、さい。なお m印刷

カード通信”上の記載に関しての質問の際も、整理部へお問い合わせくだ、さい。
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