
1975.2.25 

最近の印刷カードにおけるNDC分

類記号に関する質疑応答（抜奉）

質問 NDC7版によると、 「210.02日本考古学Jには「個々の遺物 ・遺跡は、発掘

の地域に関係なく、ここに収めるO 但し、特定地域の考古研究は、その地方の歴史に収め

る」と注記されている。との場合の特定地域とはかなり広範囲、例えば県とか郡とかを

指すのでしょうか。

回答 個々の遺跡がその国のどの地方か、考えて探すよりもーヶ所に集まっていたほうが

探しやすいという考えと遺跡調査の記録が、その国全体の考古学のほうに密接な関係を持

つという見方から、このように定められたものと思われます。しかし、小島俊次著『奈良

県の考古学』 Cl97 2刊く郷土考古学叢書 1＞）のように一地域の先史時代や古代史を

紹介する役割を主とする図書は地方史に分類します。

質問 分類法の解説書では、個人伝は一人または二人の伝記、双伝は三人以上となってい

るが、 NDC6版、 7版いずれもそのことを明記していなし1。双伝は二人以上と考えても

よいでしょうか。

回答 ND Cの序説の分類コードでは「一冊で二つの主題を持つ図書は、機械的に始の主

題によって分類する」 (6版 p. 22) とあり、二人までの伝記は個人伝として扱うの

が適当です。分類をより包括的な概念にまとめることは、個々の特殊主題を探す人には不

便となるので、通常、二主題の図書は、たとえ、その図書の後半部を無視することになっ

ても、始めの主題に収めるほうがよい、という考え方にもとづくものと思われます（目

録上、第二の主題からも検索できるように工夫するのは別として）。 NDC7版では、三

主題まで最初の主題に分類し、四主題以上を包括的概念のもとに分類するように説いてい

ますが（p.20）、この考え方はW.C.B.セイヤーズの理論にもとづくもので、デューイ

の『十進分類法』序説やw.s.メリルのコードでは、二主題と三主題の間で区切っていま

す。伝記の場合、後者の考え方によって説かれているのが普通ですO
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質問 NDC7版の「911詩歌」には、歌人伝、歌人研究、俳人伝、俳人研究、近代詩

史、伝記などの分類規定があるのに、戯曲、小説、評論、日記 ・紀行、書簡などには、相

当する記号が載っていなし＇ o詩歌以外の近代作家の伝記は皆「910.268」 に分類して

よいでしょうか。

回答 近世までの作家の場合、劇作家は 912，小説家は 913としており、近代について

も詩歌、戯曲の場合、同様ですが、小説家は 910 (6版では 910.28,7版では

910.268）へ分類することにしております。ただし、指定されている詩歌の場合を除

いて 910へ集中するのも一法ですし、逆に小説家も 913.6へ分類する方法も許されま

す。後者は論理的に首尾一貫しますが、作家研究が大量の作品のなかに埋没する恐れがあ

ります。

質問 NDC7版上「920.2J ，「930.2」等は 「文学史および批評、文学者研究」

であるが、文学者と作家の相違はどうか。文学者とは学者や批評家を指し、作家（詩人、

戯曲家、小説家など〉と区別していますか。

回答 たしかに 「文学者研究Jは意味があいまいですから、 NDCB版では、この語を削

除すると聞いています。ここは「作家Jに限定し、文学の研究者・学者の伝記は一般の伝

記と同様に 289に分類します。

質問 シェクスピアの伝記は「930.28Jと「932」と何れに分類すべきか、また、D.

H. ローレンスの伝記の分類は「930.28」と 「933」といずれがよろしいでしょうか。

回答 外国文学では、詩人は「9ム lJ ，劇作家は「9ム 2J ，小説家は「9ム 0.28J

に分類しておりますO したがって Shake spear eは「932」 ，La wr enc eは

「930.28Jです。

質問 NDC7版、英文学史の時代区分「930.23/27」はドイツ文学その他の西欧

文学の時代区分に適用すべきでしょうか。

回答 厳密にいえば、そのまま適用することは、各国の文学史の時代区分に差があるので

できませんが、準用することは可．能ですO しかし、量的に多くなければ、 「9ム 0.2」

に分類するだけで充分でしょう。

以上は新潟大学附属図書館からの質疑とその回答を抜奉したものである。

印刷カ ドの訂正

0標目：書名 ・著者表示／出版者 ・出版年／叢書名 ・注記事項 ・内容細目（ただし、訂正に

関係のあるときのみ〉／分類番号／印刷カード番号

（訂〉 訂正事項名誤→正
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（注〉 分類番号は、国立国会図書館分類表および日本十進分類法（NDC.）の番号を記載

しています。

訂正事項中、アンダーラインは訂正箇所を示し、 「・・・」は省略を意味していま

す。

0阿毘達磨倶舎論索引 第1部：平川彰〔等〕共著／大蔵出版 19 7 3 /HM 4 3 -2 

183.92/74-9501 

（訂〉 標目のよみ Abidaruma・ ・ ・ → Abidatuma ・ 

0青野寿郎 (1901ー 〉： 現代地図帳青野蕎郎、尾留川正平共著／二宮書店昭和

49/G72-8 290.38/74-8445 

（訂〉 共著者のよみ I. Bi r u k aw a, Sy 6 he i (18 9 9ー ） → 

Bi rugaw a，・．．

0朝倉化学講座 21 ／朝倉書店 昭和49／内容：化学における数学（鐸木哲三）／

PA23-14 430.8/74-10478 

（訂） 内容の著者（誤字〉 鐸木哲三 → ・・啓三

OBrunnstrom. Signe. ：片麻痔の運動療法シグネ・ブ、ルンストローム著佐久間

穣爾，村松秩訳／医歯薬出版 昭和49/SC367-43 493.7/74-9726 

（訂〉 訳者 村松秩 → 松村秩

0イ弗教大解案第2巻龍谷大事編 2版／富山房昭和 48/HM2-6

73-12584 

（訂） 頁数 1464p 

180.33/ 

ーーョ・

o~弗教大酔嚢第 4巻龍谷大事編 2版／富山房昭和49/HM2-6 180.33/ 

74-7255 

（訂〉 頁数 3044p ー~
pa 

』品
E

A品
ZAυ q

J
 

山一

OC onn, Eric E.：生化学 E.E.コーン， P.K.スタンプ著第3版 田宮信雄，

八木達彦訳／ 東京化学同人 1974/RA71-88 464/74-7352 

（訂〉 訳者のよみ Il. Tami ya, Noboru → ・・・， Nobuo 

0江戸東京名敷集誌第3冊磯部鎮雄編／江戸町名僅俗研究会昭和48/W233-l

291. 36/74-7563 
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（訂〉 編者（誤字） 磯部鎮雄 → 磁部・・・

OF r eund, John E. ：経済・経営系のための統計学入門 上 J. E.フロイント， F.

J. ウィリアムス共著 福場庸，大沢豊共訳／培風館 昭和49/DT3-22

350.1/74-9348 

（訂〉 訳者のよみ II. Hukud a，・・・ → Hukuba, 

0現代公益事業講座 第I巻：現代公益事業編集委員会編／電力新報社 昭和49/DH

151-5 335.7/74-7857 

（訂〉 編者（脱字〉 ・・・公益事業講座編集・・

OGreen, Maurice R，：小児科診断学 グリ ーン，リッチモンド〔著〕 小林登，鈴

木昌樹監訳／広川書店昭和48 / s c 4 11 -5 4 4 9 3 . 9 2 / 7 3-20018 

（訂〉 標目 Green, Maurice R. → ・・・， Morris.

0群馬県：産業廃棄物実態調査報告書 1972／群馬県衛生部 昭和47/EG274-12

519. 3/74-3865 

（訂〉 書名のよみ（脱字〉 ・・・ haikibutu zittai • 

。萩野源一：心野学萩野源一編著／福村出版 1974/SB21-58 

-9201 

（訂） 書名（誤字〉 心野学 → 心理学

0反応速度：康田鋼蔵等著／共立出版 昭和 49 (1973) /PA51-25 

/74-10101 

（訂） 出版年（西暦〉 昭和 49(1973) → 1974 

140.1/74 

431.32 

0平家物語：平家物語文様体第 3－第4／日本古典文学刊行会昭和48/W77-2

913.45/74-9568 

（訂〉 書名 （誤字） 平家物語文様本

0肥後藩国事史料：細川家編纂所編改訂／国書刊行会 昭和48／細川家編纂所（態本〉

・／GC278-10 219.4/74-10317 

（訂） 注記（誤字〉 細川家編纂所 （熊本）
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0北郷薫：機構学および機械力学北郷薫，玉置恭共著／工学図書 昭和49./NB31-

12 531.3/74-9683 

（訂〉 著者（脱字） ・・・，玉置正恭共著

0古川市：古川市史資料別巻／岡市昭和48/GC24-1

12090 

212.3/73-

（訂〉 標目・書名・発行地・件名 古川市（Huruka was i) → 古河市

(Kogasi) 

0兵庫県同和教育関係資料集第 3巻 兵庫県部落史研究委員会〔編）／兵庫県教育委員会

昭和49/EF96-84 368. 6/74-7169 

（訂〉 標目 （誤字〉 ・・・資料集 → 史料集

0平他字類抄：京都大事文事部国語事国文事研究室編／臨川書店 昭和48/KF4-14 

813. 2/74-8107 

（訂〉 編者のよみ（脱字） I. Ky6 to da i gaku. bungakubu kokugo-

gaku ・ ・ ・ 

0茨城の文化財第 12集／茨城県教育委員会 昭和 49/K121-60

-8558 

（訂） 標目・出版者のよみ I baragi → Ibaraki 

0イギリス政治思想史：飯坂良明〔等〕著／木鐸社 1974/A27-18 

74-7766 

（訂） 標目のよみ（脱字） lgirisu seizi sisosi 

709.2/74 

311.23/ 

0今泉敏迫 (1922ー ）：建設工事の酸素欠乏 問題と対策東京労働基準局編／集文社

昭和48/NA116-86 513.3/74-1288 

（訂〉 標目のよみ Imsizumi • • • → Imaizumi • ・ • 

0入間郡東部宝僅印塔集録 富士見市・大井町・三芳町・上福岡市 加藤和徳編／加藤和徳

昭和48/（石仏ゾリーズ第4集） /HM114-28 186. 7 /74-7260 

（訂〉 標目のよみ、叢書名 Irumagen • • • Irumagun ・ ・・，

石仏ゾリーズ → 石仏シリーズ
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。石井一 (1934ー 〉：自民党よどこへ行く／日本生産性本部 昭和 49/A56-Z-

147 315.1/74-7077 

（訂〉 書名のよみ I. ・・・ doko e iku → ・・・ yuku• ・ • 

0伊藤春夫 (1910- ）：マレイン酸ヒドラジッ ド（CH）処理によるタマネギの貯蔵

に関する研究／伊藤春夫 19 7 3 /RB 18 4 -13 626. 54 / 7 4 -10 4 9 2 

（訂〉 書名（誤字〉 ・・・ヒ ドラジッド CCH） ・・・ → CMH) 

0伊藤和衛 (1911- 〉：教師の専門職性と行政参加／明治図書出版 1974/ （行

政参加の理論 1)/FB8-2 373/74-9394 

（訂） 叢書の巻数 行政参加の理論 1 → 2 

0岩永博 (1915ー 〉：アラビア湾岸首長諸国をめぐる国際関係／外務省中近東アフリ

カ局中近東課 昭和45 0970) /A81-17 319.28/74-20952 

（訂） 件名 1.近中東一外国関係 2.近中東問題 → 1.中近東一外国関係 2.中

近東問題

0海外技術協力事業団：エルサルパドル新国際空港建設計画調査報告書／昭和48/NC

134-9 518.9/74 7005 

（訂） 頁数（誤字〉 175p → 109p 

0開高健 (1930- 〉：開高健全作品小説9／新潮社 1974/KH233-8 

918.6/74-5852 

（訂） 内容 夏の背後5 → 頁の背後

0春日井史：春日井市史資料編 4／昭和48 / 2 1 5 . 5 -Ka 5 5 8 k / 7 4 -3 0 5 0 

（訂〉 標目（誤字） 春日井史 → 春日井市

0川端直正 (1908- ）：大阪の行政／毎日放送 昭和48/（毎日放送双書 2) / 

AZ-1311-132 318.263/74-7803 

（訂〉 双書名（脱字） 毎日放送文化双書

0警察官ユーモア入門 編集：霞が関出版会編集室編集協力：警察庁教養課／霞が関出版

会昭和46/AZ-351-25 317.7/74-9250 

（訂〉 編者のよみ α見字〉 I. Kasumi gaseki syuppankai 
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0建築設備の施工概論 ：徳岡実〔等〕著／山海道 昭和 49/NA261-17. 528/ 

74-2298 

（訂〉 出版者（誤字） 山海道 → 山海堂

0近世文事資料類従仮名草子編 14 近世文学書誌研究会編／勉誠堂 昭和 49/KH

5-1 918.5/74-9108 

（訂〉 出版者（誤字〉 勉誠堂 → 勉誠社

0近世文撃資料類従 古俳諮編 16：近世文学書誌研究会編／勉誠社 昭和49／内容 ：

新績犬筑波集上／KH5-1 918.5/74-10022 

（訂〉 内容の編者（脱落〉 新績犬筑波集 上北村季吟編

。岸上大作 (1939-1960）：青春以前の記／大和書房 1974/GK74-44 

289.1/74-9477 

（訂〉 ND C及びND L分類．件名及び分類重出削除 289. l/GK 74-44／① 

GK30-K※／ 1.岸上大作（ 1839-1960）米 → 915 . 6 / K H 271 

-176／削除／ 1.岸上大作 (1939-1960)

0木i崎国嘉 (1907- 〉：人間ドック 第2版／創元社昭和49/SC251-7 

493.18/74-8264 

（訂） 書名のよみ I. Ningen doggu → ・・・ dokku 

0国会 ：自転車競技法国会審議録／日本自動車振興会 昭和 48/AZ-414-4

328.788 (788.6) /74-9256 

（訂〉 出版者（誤字〉 日本自動車振興会 → ・・・自転車・・・

0今昔物語集文節索引／笠間書院 昭和49/KG91-4 913. 37 /74-10390 

（訂） 巻数（脱落〉 ・・・集文節索引 巻30

0衣川舜子 (1913- ）：妖光とその尾／衣川舜子 昭和 48/EG74-17

915.9/74-4963 

（訂〉 標目のよみ Kromogawa, ・・・ → Kor omogawa, 

OKruger, Rayne. ：タイ国王暗殺事件著：レイン・クルーガー訳 ：徳間孝夫／エ

ール出版社昭和49/GE561-6 935.9/74-9468 
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（訂〉 訳者（誤字〉 徳間孝夫 → 徳岡孝夫

0空気調和と換気設備の施工：小原淳平〔等〕著／山海堂 昭和 49/c建築設備施行シリ

ーズ 6 監修：建築設備施工刊行委員会） /NA266-33 

-6642 

（訂〉 叢書名 建築設備施行シリーズ → ・・・施工シリーズ

528.3/74 

0倉場富三郎 (1870-1945) ：グラパー図譜第 2巻編集：長崎大学水産部／長崎

大学水産部昭和48/YQ19-64 487.5/74-3621 

（訂〉 編者．発行者（脱字〉 長崎大学水産学部

0京都府：昭和48年の織物と陶磁器・機械のうごき／京都府総務部統計課 1974/DL 

615-10 586 .12/74-8874 

（訂） 書名のよみ（削除） I. Syowa sitizyuhatinen・ ・ ・ → 

・・ sizyuhatinen 

0九州経済調査協会：研究報告 Il O・ 1 6 2 / 1 9 7 3 ／内容：・・・レクリェーション・ス

ポーツの・・・／DC125-8 332 .19/74-7836 

（訂） 内容のよみ（脱字〉 ・・・ rekuriesyon ・ ・ ・ 

0九州経済調査協会：研究報告 no・163/1973／内容： ・・・ 国際的都市機能の・・

・／DC125-8 332 .19/74ー 7837

（訂〉 内容のよみ（脱字〉 ・・ ・Kokusaiteki ・ ・ • 

OLee, Yuk Wing (1904- 〉：不規則信号論下 Y.M. リー著 宮川洋，

今井秀樹訳／東京大学出版会 197 4 /ND 5 11 -3 7 5 4 7 .1/ 7 4 -8 2 3 3 

（訂） 著者表示 Y. M. リー著 → Y.W. リー著

0 L e n i n, N i k o I a 1 Cl 8 7 0 -1 9 2 4)：経済学評注 レーニン〔著〕 木原正雄訳

／大月書店 197 4／・・・ローザ・ルクセンブルグの著書『資本著積論J... 

/DA24-76 331.34/74-7821 

（訂） 注記事項（誤字〉 資本蓄積論

0マルクス＝エンゲルス 8巻選集第5巻：マルクス＝エンゲルス 8巻選書翻訳委員会訳／

大月書店 1974/EB51-118 308/74-7914 
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（訂） 訳者 （誤字〉 • 8巻選書・・・ → 8巻選集

0増田五良 (1895- 〉： 「文事界」記停／国書刊行会 昭和49/KG314-24 

910.26/74-9101 

（訂） 書名のよみ I. Bungakukai kidan → ・・・ kiden 

0増田知哉：清水次郎長とその周辺／新人物往来社 昭和49/GK128-17

289 .1/74-3965 

（訂） 書名のよみ Simizu no Ziroty6・

0松木明知：北海道の医史／引前津軽書房昭和48/SC28-24

74-8734 

（訂） 出版地（誤字〉 引前 → 弘前

490.211/ 

0松村光麿先生業績録：田部谷忠春編／都市計画協会 昭和48/GKSl-23

289.1/74-7584 

（訂） 標目のよみ ・．。 gy6sekisyu → gy6sekiroku 

OM es a r or i c, Mi ha j 1 o D.：階層システム論 M. D. Mes a r or it, D. 

Macko, Y. Takahar a共著研野和人監訳木村靖夫，中村達也，小島俊雄

共訳／共立出版昭和49/M271-51 509.6/74-5894 

（訂〉 共訳者のよみ N. Kimura, Yasuko → ・・・， Yasuo 

0三木新 (1928- 〉：法哲学の体系的契機／恒星社厚生閣 昭和49/Al23-24

321.1/74-7774 

（訂〉 書名のよみ（脱字〉 H6tetugaku no taikeiteki keiki 

0宮城県：宮城の雇用。賃金 昭和47年／宮城県企画部統計課昭和49/EL19-4 

336 .059/74-8930 

（訂〉 書名のよみ （削除〉 I. Miyagiken n 0 ・ －ーさ惨 Miyagi 

n 0 ・・・

0文部省：日本帝国文部省年報 第61年報（昭和8年4月一昭和9年 3月）／宣文堂

昭和49 / 3 7 O • 5 9 -M 7 5 3 m CS) / 7 4 -7 7 9 7 

（訂） 書名のよみ（脱字〉 Nihon teikoku monbusyo nenpδ 
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0森亮一：非線形電子回路／昭晃堂昭和49/ND 386-100 549 .1/7 4-5909 

（訂〉 書名のよみ Hisenkei denki kairo → ・・・ dens i ・ ・ • 

0森田明 (1926- ）：清代水利史研究／亜紀書房 1974/DM4 9-13 

612.22/74-9336 

（訂〉 標目のよみ（脱字） Mori ta, Aki r a 

0紫式部日記緒巻第 3段詞 ・繕伝藤原実画 後京極良経筆／日本古典文学刊行会

昭和48/YQll-108 721.2/74-9539 

（訂〉 著者標示（脱字〉 伝藤原信実画

0長野県：長野県史近世史料編第5巻 12／長野県史刊行会昭和49/GC117-

29 215.2/74-7222 

（訂〉巻数 第5巻 12 → 第5巻 2

0仲町謙吉：田能村竹田 仲町謙吉帆足寓里帆足図南次著／大分県教育委員会昭和

49/ c郷土の失覚者シリーズ第 4集） /KC 154-11 

7285 

（訂〉 叢書名（誤字〉

721.7/74-

・・・ 失覚者 ・・・ → ・・・先覚者・・・

0中村浩三 (1917- 〉：入門講座たのしいドイツ語 中村浩三 ，中村英雄著／大学書

林昭和49 (1974) /KS 273-4 840. 7 /74-21423 

（訂） 件名 1.ドイツ語一研究・資導 → 1.ドイツ語一研究・指導

ONapier, Prue H.：猿と類人猿 ブルー ・ネイピア著岩本光雄訳／主婦と生活社

昭和49/RA571-58 489.9/74-10111 

（訂〉 訳者 I. I wano to, ・・・ → Iwamoto, 

ONeruda, Pablo (1904-1973）：ネルーダ最後の詩集大島博光訳／新日本出

版社 1974/KR 485-1 961/74-10058 

（訂〉
八

訳者のよみ I. Osima, Hiromitu ー一歩 ・， Hakk6 

ONH K放送人生読本 第2巻／NHK放送人生読本同好会 国民思想社（発売〉 昭和47

（訂）

/US51-206 

出版年（西暦〉

159/74-7756 

昭和47(1973) → (1972) 

。U



0日本万国博覧会世界民族資料調査収集団： EEM 日本万国博覧会世界民族資料調査収集

団 (1968-1969）記録梅樟忠夫編／日本万国博覧会記念協会 昭和48/ 

Gl21-39 383/74ー7550

（訂〉 編者のよみ I. Umezao, Tadao → Umesao, 

。日本．法令：広告関係法規集全日本広告連盟昭和45年度版／全日本広告連盟昭和

45/AZ-411-5 328.674 (674.9) /71-14086 

（訂〉 件名の訂正 1.広告一法令 → 1.広告法

0日本の民俗 40／第一法規出版 昭和49／内容：福岡（筑紫豊） /GB641-14 

382 .1/74-7213 

（訂） 分出の著者のよみ ①Tikusi, Yutaka (1904- ) → 

Tukus i, 

0西岡一 Cl934ー 〉：分子生物学の世界 西岡一編著／三和書房 1974/RA71 

-90 464/74-8717 

（訂〉 標目のよみ Ni s i nka, Ha z ime → Ni s i oka, 

0日米下水処理技術委員会（第2回 Washi n gt on, D. C. 1 9 7 2）：日米下水道処理

技術委員会会議録第2回／建設省都市局下水道部昭和 48/NA224-20

519.24/74-2296 

（訂） 書名 Cl字削除〉 日米下水道処理・・・ → 日米下水処理・・ ・

よみ ・ ・ ・ gesui syor i ・ 

0野原威男 ：航海造船学／海文堂出版 昭和49/NC54-16

（訂〉 標目のよみ Nobara, Takeo → N ohar a, 

552/74-8704 

。農林漁業金融公庫：農林漁業金融公庫と二十年史／昭和49/DM335-13 611.5 

/74-8885 

（訂） 書名 （削除〉・ ・・金融公庫と二十年史 → ・・・金融公庫二十年史

0農林省．農林経済局統計情報部：工芸農作物統計年報 昭和 47年／昭和48/c農林水

産統計年報 48-58) /DT421-166 617/74-4597 

（訂） 叢書注記 農林水産統計年報 → . . .統計報告

唱－



0沼田嘉穂 (1905- 〉：会計教科書 5訂版／同文館出版 昭和49/DH512 -

83 679/74-8865 

（訂） 標目のよみ Numasa, Yos iho → Numa ta, 

0岡山県史蹟名勝天然紀念物調査会：岡山鯨史蹟名勝天然記念物調査報告／名著出版 昭和

49/GC216-22 291.75/74-9946 

（訂） 書名（誤字） ・・・天然記念物・・・ → 紀念物

0沖原豊 (1924- 〉：教育法規概説三中原豊編著／第一法規出版 昭和 49/AZ

-613-64 328.373 (373.2) 

（訂〉 著者表示（誤字〉 三中原豊編著 → 沖原・・・

0大阪商工会議所．調査部：企業内福利厚生の現状／大阪商工会議所 昭和48/DH339

-13 366.38/74-9313 

（訂） 書名のよみ（脱字〉 I. Kigy6nai hukuri ・ ・ • 

OPsstalozzi. Johann Heinric h：ベスタロッチー全集 9 長田新編／平凡

社昭和49/FA5-3'1 370. 8/74-7958 

（訂〉 標目（脱字〉 Pesstalozzi, 

0労働省．大臣官房労働統計情報部：雇用管理調査報告 昭和47年／労働大臣官房労働

統計情報部雇用統計課 昭和49/EL19-8 335.95/74-5726 

（訂〉 標目，出版者（2字削除〉 ・・・労働統計情報部 → ・・・統計情報部

。西行 (1124-1196）：山家集抄平野宣紀校註／笠間書院昭和49/KG135-

23 911.148/74-10392 

（訂〉 標目の生没年 1124-1196 → 1118-1190 

0向坂逸郎 (1897- ）：わが生涯の闘い／文芸春秋 昭和 49/GK124-11

289.1/74-9960 

（訂） 標目のよみ Sakizaka, Itur6 → Saki s aka, 

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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