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古書・貴重書 
                   

W   和古書・漢籍 Old Japanese and Chinese books 
  〔 ここには，慶応 4 年までに刊行または書写された和古書および，宣統 3 年ま

でに刊行または書写された漢籍の和装本を収める。朝鮮本，安南本等もこれに

準ずる。明治元年および民国元年以後刊行または書写された和漢書の和装本

で，形態上 A～U に収めることが不適当なものは，ここに収める。〕 
                   
   和古書 Japanese books before the Meiji period 
 1   宗教 
 2    神道 
     〔 祭祀，神社，神職，諸家神道，教派神道〕 
 8    仏教 
     〔 経典，寺院，僧職，仏会，儀軌，各宗派〕 
 17    キリスト教その他 
 19    卜占 
 21   哲学・教育 
 22    哲学 
     〔 倫理・教訓は，W32 を見よ。〕 
 23     日本思想 
      〔 国学，日本儒学その他〕 
 24     東洋思想 
 29     西洋思想 
 31    教育 
 32     道徳・教訓 
      〔 徳行録，家憲・家訓，人生訓，武家教訓，婦人教訓，児童

教訓，金言，格言，道歌〕 
 41     学校 
 43     往来物 
 44     教科書 
 51   言語・文学 
 52    日本語 
     〔 音韻，文字，語法，語義〕 
 57     辞書 
      〔 字典，辞典，名彙〕 
 58     事典・事彙 
 61    日本文学 
 62     古代 
 63      和歌・歌謡 
 67      物語 
 71      随筆・日記 
 72     中世 
 73      和歌・連歌 
 77      物語 
 82      随筆・日記 
 84      能・狂言 
 87      歌謡 
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 88     近世 
 89      和歌 
 91      連歌 
 92      俳諧・俳文 
 96      小説 
 97       仮名草子・浮世草子 
 98       読本 
 99       洒落本・人情本・滑稽本・噺本 
 114       草双紙 
 115      人形浄瑠璃・歌舞伎 
 119      日記・紀行・随筆 
 123      歌謡 
 125     近代 
 131     漢詩文 
 141     琉球文学 
 142    外国語・外国文学 
 151   芸術 
 152    建築 
     〔 建築史，建築意匠。建築術は，W373 を見よ。〕 
 153     各種建築 
      〔 寝殿造（内裏），書院造，数寄屋造，社寺建築〕 
 158     庭園 
      〔 作庭〕 
 161    彫刻 
 162    工芸 
     〔 漆工芸，木竹・牙角工芸，紙工芸，人形，玩具，金工芸，印章，

陶磁工芸，染織工芸〕 
 165    書画 
 166     絵画 
      〔 絵巻物は W971 を，錦絵（一枚物）は W972 を見よ。〕 
 171     書 
      〔 碑帖，拓本（帖装のものは，W984 を見よ。）〕 
 174    音楽 
     〔 節付のあるものは，YM511～YM599 を見よ。〕 
 175    舞踊 
 176    演劇 
 177     古代・中世芸能 
      〔 伎楽，雅楽，延年，田楽，猿楽，曲舞，幸若舞〕 
 178     能楽・狂言 
 179      能楽 
 182      狂言 
 183     人形浄瑠璃・歌舞伎 
 186    演芸 
 191   歴史・地理 
 193    日本 
 194     史料 
      〔 古文書，歴史図，考古図，花押，紋章〕 
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 197     通史 
      （ 主題別） 
 198       対外交渉史 
 199       災異史 
 211       その他 
      時代史 
 215      古代 
 217      中世 
 221      近世 
       〔 検地，知行，地方〕 
 225      近代 
      地方史・誌 
      〔 案内記，道中記〕 
 226      畿内 
 227       山城 
 228       大和 
 229       河内 
 231       和泉 
 232       摂津 
 233      東海道 
 234       伊賀 
 235       伊勢 
 236       志摩 
 237       尾張 
 238       三河 
 239       遠江 
 241       駿河 
 242       甲斐 
 243       伊豆 
 244       相模 
 245       武蔵 
 246       安房 
 247       上総 
 248       下総 
 249       常陸 
 251      東山道 
 252       近江 
 253       美濃 
 254       飛騨 
 255       信濃 
 256       上野 
 257       下野 
 258      奥羽 
 259       磐城 
 261       岩代 
 262       陸前 
 263       陸中 
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 264       陸奥 
 265       羽前 
 266       羽後 
 267      北陸道 
 268       若狭 
 269       越前 
 271       加賀 
 272       能登 
 273       越中 
 274       越後 
 275       佐渡 
 276      山陰道 
 277       丹波 
 278       丹後 
 279       但馬 
 281       因幡 
 282       伯耆 
 283       出雲 
 284       石見 
 285       隠岐 
 286      山陽道 
 287       播磨 
 288       美作 
 289       備前 
 291       備中 
 292       備後 
 293       安芸 
 294       周防 
 295       長門 
 296      南海道 
 297       紀伊 
 298       淡路 
 299       阿波 
 311       讃岐 
 312       伊予 
 313       土佐 
 314      西海道 付 琉球 
 315       筑前 
 316       筑後 
 317       豊前 
 318       豊後 
 319       肥前 
 321       肥後 
 322       日向 
 323       大隅 
 324       薩摩 
 325       壱岐 
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 326       対馬 
 327       琉球 
 328      蝦夷 付 樺太 
 331     民俗 
      〔 諸職，生業・労働，交通・交易，村制・族制，通過儀礼，

年中行事，信仰，祭礼，俗信，言語伝承，衣食住〕 
 333     遊里 
 335    外国 
     〔 万国史，万国地誌〕 
 338    漂流・漂着・見聞記 
 341    伝記 
 342     叢伝 
      〔 主題分野の叢伝は，それぞれの主題を見よ。〕 
 346     個人伝 
 351   政治・法制 
 352    政治 
     〔 政治経済論，海防論，公家政治，武家政治〕 
 357    詔命・宣命 
 358    法制 
     〔 古代法制，公家法制，武家法制，外国法制，条約。消防を含む。〕 
 362    官職・補任 
 365    典礼・儀式 
     〔 皇室・武家の典礼，儀式，諸礼，年中恒例，調度，装束，服飾〕 
 371   経済・産業 
    〔 経済論，財政論は，W352 を見よ。〕 
 372    貨幣 
     〔 紙幣，藩札，手形〕 
 373    産業 
     〔 物産，農業・園芸，蚕糸業，林業，畜産業，水産業，鉱業，工

業。付土木・建築業，商業〕 
 381   理学 
    〔 度量衡〕 
 382    天文・算法 
 383     天文 
      〔 暦〕 
 385     算法 
 386    測量 
 387    地学・物理・化学 
     〔 鉱物は，W398 を見よ。〕 
    博物学 
 391     本草 
 392    植物 
 395    動物 
 398    鉱物 
 411   医学 
    〔 本草は，W391 を見よ。〕 
 412    和漢医学 
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 415    西洋医学 
 418    獣医学 
 421   諸芸・家事 
 422    茶道 
 423    花道 
 424    盆栽・盆景 
 425    香道 
 426    遊技 
     〔 狩猟，放鷹，犬追物，流鏑馬，笠懸，蹴鞠，相撲，釣魚〕 
 431    遊戯 
     〔 囲碁，将棋，かるた，双六，物合，投扇，投壼，拳，独楽，手

品〕 
 435    家事 
     〔 衣服，手芸，料理，美容，育児〕 
 441   武学・武術 
 442    兵法 
     〔 築城を含む。海防論は，W352 を見よ。〕 
 444    武具 
     〔 甲冑，刀剣，弓，鉄砲，馬具，馬印〕 
 451    武術 
     〔 剣術，槍術，棒術，弓術，馬術，柔術，水術，火術，忍術〕 
    書誌学・叢書・随筆 
 461    図書 
     〔 事典・事彙は，W58 を見よ。〕 
 462     書誌学 
 463     書肆 
 464     文庫 
 465     書目 
      〔 一般書目（主題別書目，著述書目，書肆書目），蔵書目〕 
 471    叢書・全集 
 473    随筆・雑著 
                   
    準漢籍 
    〔 ここには，日本人の編纂になる中国人の著作（ただし漢文）および，

日本人による漢文で書かれた漢籍の注釈書（訓点を付したものおよ

び原文の校訂にとどまるものを含む。）を収める。国文で書かれた注

釈書は，W1～W473 を見よ。仏書は，W8 を見よ。〕 
 481    経部 
 487    史部 
 488    子部 
 489    集部 
 497    叢部 
 498    其他 
                   
   漢籍 Chinese books before the Republic 
    経部 
 511    易経 
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 514    書経 
 517    詩経 
 521    礼 
 536    楽 
 541    春秋 
 551    四書 
 567    孝経 
 571    群経総義 
 581    小学 
    史部 
 611    正史 
 621    編年 
 624    紀事本末 
 626    古史 
 627    別史 
 631    載記 
 632    雑史 
 636    外国史 
 637    史鈔 
 638    史表 
 639    史評 
 641    伝記 
 646    職官 
 651    政書 
 667    詔令 
 668    奏議 
 669    時令 
 671    地理 
 691    書目 
     〔 書目はすべてここに収める。〕 
 696    金石 
    子部 
 711    儒家 
 721    兵家 
 723    法家 
 725    農家 
 731    医家 
 741    天文・算法 
 745    術数 
 751    芸術 
 756    譜録 
 761    雑家 
 771    小説家 
 775    類書 
 781    釈家 
 786    道家 
 791    回教・耶教其他宗教 
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 795    西学 
 797    諸氏合刻 
    集部 
 811    楚辞 
 812    別集 
 825    総集 
 841    尺牘 
 845    詩文評 
 851    詞曲 
 861    戯曲 
 866    小説 
    叢部 
    〔 叢書・叢刻（書目を除く）は，すべてここに収める。〕 
 871    経叢 
 881    史叢 
 891    子叢 
 911    集叢 
 921    雑叢 
 925     影仿 
 926     輯佚 
 927     郡邑 
 928     一姓 
 929     一人 
    其他 
 931    其他（近人雑著） 
 941    朝鮮本 
 949    朝鮮文図書 
 951    安南本 
 953    満文図書 
 954    西夏文図書 
 957    蒙文図書 
 959    其他（言語文字図書） 
                   
   特殊形態本・その他 Books notable for format. Others 
 (971 ) （ 巻軸類） 
    〔 →YR1～2〕 
   （ 一枚物） 
 (972 )  （ 芸術） 
     〔 →YR5〕 
 (974 )  （ 暦） 
     〔 →YR6〕 
 (976 )  （ 統計類） 
     〔 →YR7〕 
 (978 )  （ その他） 
     〔 →YR8〕 
   （ 帖装本） 
 (984 )  （ 法帖） 
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     〔 →YR11〕 
 (985 )  （ その他） 
     〔 →YR12〕 
 991   大型本 
    〔 ここには，縦 30cm 以上のものを収める。〕 
 992   横長本 
    〔 ここには，縦 29cm 以下で，横 25cm 以上のものを収める。〕 
 (993 ) （ 袖珍本） 
    〔 →YR15〕 
      
 996   別置措置資料 
    〔 ここには，資料整理上別置を要するものを収める。〕 
      

WA   貴重書 Rare books 
  〔 ここには，国立国会図書館貴重書指定基準により指定された図書等を収め

る。〕 
                   
 1  国宝・重要文化財 
 2  写経 
 3  刊経 
 4  仏画 
                   
 6  鎌倉～室町時代刊本 
 7  文祿，慶長年間刊本，元和，寛永年間古活字版 
 8  元和以後江戸時代刊本 
 9  元和以後江戸時代小説，狂言本等 
                   
 15  平安～南北朝時代写本 
 16  室町時代～慶長末写本 
 17  元和以後江戸時代漢学者の手稿本，写本，書入本等 
 18  元和以後江戸時代国学者の手稿本，写本，書入本等 
 19  元和以後江戸時代戯作者，文人の手稿本，写本，書入本等 
 21  元和以後江戸時代医家，本草家その他の手稿本，写本，書入本等 
 22  明治以後名家の手稿本，写本，書入本等 
                   
 25  文書 
 27  記録 
                   
 31  絵巻物 
 32  絵本 
   〔 稿本，奈良絵本等を含む。〕 
 33  錦絵 
   〔 絵暦を含む。〕 
                   
 35  中国刊本 
 36  朝鮮その他の刊本 
 37  中国人，朝鮮人その他の名家の手稿本，写本，書入本等 
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 41  日本および東洋関係洋書 
 42  日本および東洋関係以外の洋書 
 44  大型洋書 
   〔 ここには，縦 34cm 以上のものを収める。〕 
                   
 46  古地図 
   〔 洋地図を含む。〕 
 47  屏風，大型軸物等 
 48  その他 
   〔 千社札，手鑑，短冊等〕 
                   

WB   準貴重書等 Rare books (Second class) 
  〔 ここには，国立国会図書館準貴重書等指定基準により指定された図書等を収

める。〕 
                   
 1  元和以後江戸時代刊本 
 2  元和以後江戸時代小説，狂言本等 
 4  明治以後の刊本 
                   
 6  元和以後江戸時代漢学者の手稿本，写本，書入本等 
 7  元和以後江戸時代国学者の手稿本，写本，書入本等 
 8  元和以後江戸時代戯作者，文人の手稿本，写本，書入本等 
 9  元和以後江戸時代医家，本草家その他の手稿本，写本，書入本等 
 12  明治以後名家の手稿本，写本，書入本等 
                   
 15  文書 
 17  記録 
                   
 21  中国明代刊本 
 22  中国清代刊本 
 23  朝鮮その他の刊本 
 24  中国人，朝鮮人その他の名家の手稿本，写本，書入本等 
                   
 26  日本および東洋関係洋書 
 29  日本および東洋関係以外の洋書 
                   
 31  大型本 
   〔 ここには，縦 34cm 以上のものを収める。〕 
 32  集書として扱うことによって価値あるもの 
 35  巻子本 
 36  絵本 
   〔 写本，奈良絵本等を含む。〕 
 37  錦絵，版画，双六その他一枚もの 
 38  拓本その他帖装もの 
 39  古地図 
   〔 洋地図を含む。〕 
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 41  その他保存上特別取扱いを要するもの 
   〔 複製本，特殊な装釘，印刷によるもの等〕 
 42  雑誌 
 43  新聞 
 45  板木，活字その他の器物等 
                   

WF   西洋古典籍 Old Western books before 1830 
  〔 ここには，1830 年までに刊行された欧文図書のうち，貴重書または準貴重書

に該当しないものを収める。貴重書または準貴重書に指定された西洋古典籍

は，WA または WB を見よ。〕 
                   
 1  小型本 
   〔 ここには，縦 19cm 以下のものを収める。〕 
 3  中型本 
   〔 ここには，縦 20cm 以上で 33cm 以下のものを収める。〕 
 5  大型本 
   〔 ここには，縦 34cm 以上のものを収める。〕 
 7  横長本 
   〔 ここには，縦 33cm 以下で横 31cm 以上のものを収める。〕 
 9  一枚物 
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