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1 形式細目

1 形式細目
細目

備考

例

文学,芸能を表す件名の細目として用いる
文学作品,芸能等のあらすじに使用
あらすじ

学術論文等の抄録には「抄録」を使用
書誌的事項が記載され,かつ内容紹介程

文学 -- あらすじ
日本小説 -- 歴史 -- 明治以後 -- あら
すじ
歌劇 -- あらすじ

度のごく短いあらすじしか掲載されていな
い資料には「書目 -- 解題」を使用
機関が開催する会議の正式記録として,発
会議録

表論文の全文,抄録,発表時の討論内容を 河川工学 -- 会議録
収録した資料に使用

＊歌集

和歌を表す件名の細目として用いる

画集

絵画を表す件名の細目として用いる

和歌 -- 歌集
連歌 -- 歌集
絵画△(日本) -- 画集
版画 -- シンガポール -- 画集

商品販売用の目録に使用
カタログ

商品販売用以外の目録には細目「目録」を

機械 -- カタログ

使用
楽曲解説

音楽を表す件名の細目として用いる

＊戯曲集

戯曲を表す件名の細目として用いる

＊記念論文集

2003 年 3 月以降,特定主題の記念論文集
には細目「論文集」を使用

＊句集

俳諧を表す件名の細目として用いる

索引

二つ目の形式細目としても使用

＊詩集

詩を表す件名の細目として用いる

音楽 -- 楽曲解説
ロック音楽 -- イギリス -- 楽曲解説
戯曲 -- 戯曲集
イギリス戯曲 -- 戯曲集
宗教民族学 -- 記念論文集
俳諧 -- 句集
川柳 -- 句集
原子力 -- 索引
女性 -- 人名辞典 -- 索引
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詩 -- 詩集
ロシア詩 -- 詩集
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1 形式細目

細目

備考

例

音順に配列されており,語義,語釈があるも
のに使用
辞書

都市再開発 -- 辞書
学術用語等の一覧,対応表には細目「用
語」を使用

写真集

フィギュアスケート -- 写真集

＊小説

御家騒動 -– 小説

＊小説集

肖像

小説を表す件名の細目として用いる
人物の総称を表す件名の細目として用い
る

小説 -- 小説集
ノルウェー小説 -- 小説集
音楽家 -- 肖像

WEB サイトやデータベースの URL を集め
情 報 サ ー ビ ス -名簿(URL)

た資料について使用
医学 -- 情報サービス -- 名簿△(URL)
情報サービスを提供する機関の名簿には
「情報サービス -- 名簿」を使用

抄録

学術論文の要点をまとめた資料,抜粋した
資料等に使用

血液 -- 抄録
書 -- 日本 -- 歴史 -- 江戸時代 --

書跡集

書跡集

書評集

情報理論 -- 書評集
二つ目の形式細目としても使用

書目

書物の目録に使用

金属材料 -- 書目
絵画 -- 画集 -- 書目

図書館等の所蔵する資料の目録には「蔵
書目録」を使用
天文学 -- 書目 -- 解題
書目 -- 解題

二つ目の形式細目としても使用

曹洞宗 -- 歴史 -- 史料 -- 書目 -解題

主標目がすでに「歴史」の意味を含んでい
史料

る場合,又は主標目が歴史的事件を表す
場合は,細目「歴史」を挟まずに使用

法制史 -- 日本 -- 史料
明治維新 -- 史料

人名辞典

食生活 -- 日本 -- 人名辞典

＊随筆

酒 –- 随筆

図集

トンボ -- 図集
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1 形式細目

細目

備考

例

＊叢書

地理学 –- 叢書

伝記

柔道 -- 伝記

統計

予測統計にも使用

公害防止産業 -- 統計

年鑑

電気工事 -- 年鑑
主標目がすでに「歴史」の意味を含んでい

年表

る場合,又は主標目が歴史的事件を表す
場合は,細目「歴史」を挟まずに使用

便覧

世界史 -- 20 世紀 -- 年表
太平洋戦争△(1941-1945) -- 年表
建築構造 -- 便覧

名彙集に使用
名彙集

名彙が主題の資料には主題細目「名彙」を 植物 -- 名彙集
使用

名簿

女性 -- 日本 -- 名簿
商品販売用の目録,書物の目録以外に使
用

目録

商品販売用の目録には「カタログ」を使用

石造美術 -- 目録

書物の目録には「書目」を使用
音順に配列された,学術用語等の一覧,対
用語

応表に使用

生物学 -- 用語

語義,語釈があるものには「辞書」を使用
主標目がすでに「歴史」の意味を含んでい
歴史 -- 史料

る場合,又は主標目が歴史的事件を表す 労働問題 -- 日本 -- 歴史 -- 史料

(歴史 -- ［時代細 場合は,細目「歴史」を挟まずに使用
目］ -- 史料）

カトリック教会 -- 日本 -- 歴史 -- 安土

(例:法制史 -- 日本 -- 史料;明治維新 - 桃山時代 -- 史料
- 史料)
主標目がすでに「歴史」の意味を含んでい

歴史 -- 年表

る場合,又は主標目が歴史的事件を表す 航空郵便 -- 歴史 -- 年表

（ 歴 史 -- ［ 時 代 場合は,細目「歴史」を挟まずに使用
細目］ -- 年表）

美術△(日本) -- 歴史 -- 昭和時代 --

(例:世界史 -- 20 世紀 -- 年表;太平洋戦 年表
争△(1941-1945) -- 年表)
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1 形式細目

細目

備考

例

学術論文集かつ単一の著者の論文集でな
いものに使用
論文集

2003 年 3 月以降,特定主題の記念論文集
のうち,学術論文集かつ単一の著者の論文
集でないものにも使用
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情報理論 -- 論文集
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2 地名のもとの細目

2 地名のもとの細目
細目

備考

例

交通機関,名所旧跡,名産,宿泊施設等を扱
った資料に使用
案内記

特定地域に限定されない旅行マニュアル 日本 -- 案内記
等には「旅行案内」を使用

熊野街道 -- 案内記

街道を表す件名の細目としても使用
遺跡・遺物

ハワイ州 -- 遺跡・遺物

遺跡地図

奈良県 -- 遺跡地図
国より狭い地名には使用しない
特定の地域を対象とした外国関係の場合
は,細目「外国関係」の後に当該地名を結
合する

外国関係

(例：「オーストラリア -- 外国関係 -- ア
ジア」はオーストラリアにおける対アジア外

シリア -- 外国関係
アルゼンチン -- 外国関係 -- 日本

交を表す)
外交関係一般もしくはそれに関する事務処
理技術一般については「外交」を使用
国以上のレベルの開発計画に関する資料
に使用
国未満のレベルの開発計画に関する資料
には「地方計画」を使用
開発計画

国土の適切な利用,開発,保全を進めるた

エクアドル -- 開発計画

めに管轄の官庁が作成した国家的,総合的
な計画には「国土計画」を使用
開発計画そのものには「開発△(経済) -(地名細目)」を使用
街道を表す件名の細目としても使用
紀行

ノルウェー -- 紀行
日光街道 -- 紀行

海洋を表す件名の細目としても使用
5

北太平洋 -- 紀行
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2 地名のもとの細目

細目

備考

例

教育

ヨーロッパ△(北部) -- 教育
個々の国・自治体の行政に使用
観点が都市行政であれば「都市行政」を併
せて使用

行政

呉市 -- 行政
地方行政一般,及び個々の自治体を超えた
レベルで行政を扱った資料には「地方行
政」を使用

行政区画
経済

鹿児島県 -- 行政区画
国際的経済関係には「国際経済」を使用

クロアチア -- 経済

国より狭い地名には使用しない
特定の地域を対象とした経済関係の場合
経済関係

は,細目「経済関係」の後に当該地名を結 台湾 -- 経済関係
合する

カナダ -- 経済関係 -- アジア

(例：「アメリカ合衆国 -- 経済関係 -- 欧
州連合」はアメリカ合衆国における欧州連
合との経済関係を表す)
芸術上

日本 -- 芸術上

工業

スロバキア -- 工業

交通

東京都新宿区 -- 交通

国防

国より狭い地名には使用しない

中国 -- 国防

古地図

おおむね 19 世紀以前の地図に使用

鹿児島県 -- 古地図

特定の国との間の国境の場合は,細目「国
境」の後に当該国名を結合する
国境

(例:「メキシコ -- 国境 -- アメリカ合衆
国」はメキシコにおけるアメリカ合衆国との

ロシア -- 国境
カンボジア -- 国境 -- ベトナム

間の国境を表す)
個々の国・自治体の財政に使用
観点が都市財政であれば「都市財政」を併
せて使用
財政

栃木県 -- 財政
地方財政一般,及び個々の自治体を超えた
レベルで財政を扱った資料には「地方財
政」を使用

産業

イタリア△(北部) -- 産業
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2 地名のもとの細目

細目

備考

例

史跡名勝
社会

トルコ -- 史跡名勝
日本については国より狭い地名には使用
しない(沖縄県を除く)

ハイチ -- 社会

州を表す件名の細目として用いる
特定の州との間の州境の場合は,細目「州
州境

境」の後に当該州名を結合する
(例:「ニューヨーク州 -- 州境 -- ニュージ

ヴァージニア州 -- 州境
ユタ州 -- 州境 -- コロラド州

ャージー州」はニューヨーク州におけるニュ
ージャージー州との間の州境を表す)
商業

東京都渋谷区 -- 商業
国より狭い地名には使用しない

条約

特定の地域との間の条約については,細目
「条約」の後に当該地名を結合する
(例:「日本 -- 条約 -- 中国」は日本にお

中国 -- 条約
日本 -- 条約 -- イギリス -- 歴史 -江戸末期

ける中国との間の条約を表す)
条例

徳島県 -- 条例

人口

マレーシア連邦 -- 人口

水産業

香川県 -- 水産業

政治

探検

国より狭い地名には使用しない国より狭い
場合は「（地名） -- 行政」を使用
海洋を表す件名の細目としても使用

オーストラリア -- 政治
ボリビア -- 探検
インド洋 -- 探検

一国内の地域に関する総合的な学習研究
活動の理論・方法に使用
国際的視点に基づく地域に関する総合研
究の理論・方法には「地域研究」を使用
地域学

佐賀県 -- 地域学
郷土の人文科学的研究には「郷土研究」を
使用
研究結果には地名件名,「地域社会 -（地名細目）」等を使用

地誌

平泉町△(岩手県) -- 地誌
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2 地名のもとの細目

細目

備考

例

地図

鹿児島県 -- 地図

地名

ヨーロッパ -- 地名

登山

山岳,山脈,山地を表す件名の細目として用
いる

太白山脈 -- 登山

農業

チェコ -- 農業

美術上

日本 -- 美術上
民間伝承のうち,口承文学を扱っていない
資料に使用.

風俗・習慣

キリバス -- 風俗・習慣
風俗・習慣と口承文学を共に扱っている資
料には「民間伝承」を使用.

物産
文化

コーカサス -- 物産
日本については国より狭い地名には使用
しない(沖縄県を除く)

文学上

スコットランド -- 文化
アメリカ合衆国 -- 文学上

国より狭い地名には使用しない

貿易

特定の地域との間の貿易については,細目 ニュージーランド -- 貿易
「貿易」の後に当該地名を結合する

アジア -- 貿易 -- アメリカ合衆国

(例：「日本 -- 貿易 -- 中国」は日本にお
ける中国との間の貿易を表す)
法的地位

台湾 -- 法的地位
国より狭い地名には使用しない

法令

各国・地域の一般法令集に使用

イギリス -- 法令

各国・地域の法律事情一般には「法律 -（地名細目）」を使用
予算・決算

ロシア -- 予算・決算

林業

ドイツ -- 林業

歴史

東京都千代田区 -- 歴史

歴史地図

アフリカ -- 歴史地図

歴史地理

富山県 -- 歴史地理
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3.1 主題細目＞一般

3 主題細目
3.1 一般
細目

備考

例

二つ目の主題細目としても使用

ガス事業 -- PR -- 日本

PR

二酸化炭素 -- 排出抑制 -- PR -- 日
地理区分

本

業種を表す件名,施設を表す件名,事故や 自動車産業 -- 安全管理
危険を伴うもの・作業を表す件名の細目と 幼稚園 -- 安全管理
安全管理

して用いる

原子力 -- 安全管理 -- 茨城県 -- 東
海村△(茨城県)

地理区分

プレス加工 -- 安全管理

安全規準

地理区分

自動車 -- 安全規準 -- アメリカ合衆国

オートメーション

地理区分

機械工業 -- オートメーション -- 日本

会計主体を表す件名の細目として用いる
会計

農業協同組合 -- 会計 -- 日本
地理区分

外注管理

業種を表す件名, 施設を表す件名, 作業
を表す件名の細目として用いる

価格
学術団体

医薬品 -- 価格
地理区分

生物・医学工学 -- 学術団体 -- 日本
染色 -- 型紙 -- 目録

型紙

規格

教育

セールス△(外交販売) -- 外注管理

婦人服 -- 型紙
品質管理 -- 規格

二つ目の主題細目としても使用

空気 -- 分析 -- 規格

人物の総称を表す件名の細目として用い
る

芸術上

ユダヤ人 -- 教育
女性 -- 芸術上
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3.1 主題細目＞一般

細目

備考

例

指導,学習の具体的な方法を扱っている場
合に使用
(例:指導の手引書,論文作成法等)

研究・指導

制度,事情等を扱っている場合には「(対象 薬学 -- 研究・指導
となる件名)教育」「(対象となる件名)研究」 理科 ‐‐ 実験 ‐‐ 研究・指導
を使用
(例:科学技術教育;医学研究)
二つ目の主題細目としても使用
人物の総称を表す件名の細目として用い

雇用

る

身体障害者 -- 雇用 -- イギリス

地理区分
裁決

地理区分

海難審判 -- 裁決 -- 日本

雑誌

地理区分

映画 -- 雑誌 -- 仙台市

実用新案

地理区分

放送事業 -- 実用新案

シミュレーション

二つ目の主題細目としても使用

賞

地理区分

科学技術 -- 賞 -- 日本

省エネルギー

地理区分

家庭用電気製品 -- 省エネルギー

気候変化 -- シミュレーション
脳動脈瘤 -- 手術 -- シミュレーション

データ提供サービスについて使用
データ操作については「データ処理」を使
情報サービス

用

法律扶助 -- 情報サービス -- イギリス
環境問題 -- 法令 -- 情報サービス

二つ目の主題細目としても使用
地理区分
データ操作については「データ処理」を使
用
情報システム

データ提供サービスについては「情報サー
ビス」を使用
二つ目の主題細目としても使用
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病院管理 -- 情報システム
化学物質 ‐‐ 安全管理 ‐‐ 情報システム
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細目

備考

例
租税 -- 条約

条約

二つ目の主題細目としても使用

条例

地理区分

自然保護 -- 条例 -- 東京都

二つ目の主題細目としても使用

知的財産権 -- 書式 -- 日本

原子力 -- 安全管理 -- 条約

書式

住宅建築 -- 省エネルギー -- 書式 -地理区分

日本

事例研究法

事例研究の結果には使用しない

経営学 -- 事例研究法

審決

地理区分

特許 -- 審決 -- ヨーロッパ

特定の主題を扱う新聞について使用
限られた地域を対象として編集・発行され
る特定の主題を扱う新聞についても使用
新聞

限られた地域を対象として編集・発行され 教育 -- 新聞 -- 北海道
る一般新聞については「地方紙 -- (地名
細目)」を使用
(例:地方紙 -- 北海道)
地理区分

数学的モデル
数表

人口 -- 数学的モデル
計算値を目盛から読みとる図表には「計算
図表」を使用

積算・仕様

二つ目の主題細目としても使用

逐次刊行物

地理区分

数理統計学 -- 数表
高速道路 -- 積算・仕様
下水道 -- 維持管理 -- 積算・仕様
医学 -- 逐次刊行物 -- ドイツ

データ操作について使用

データ処理

データ提供サービスについては「情報サー
ビス」を使用

病院管理 -- データ処理
土木構造物 -- 維持管理 – データ処理

二つ目の主題細目としても使用
二つ目の主題細目としても使用

自動車 -- 特許 -- 日本

特許

生産管理 -- データ処理 -- 特許

地理区分
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.1 主題細目＞一般

細目

備考

例

個々の商品のトレーサビリティーに使用

トレーサビリティー

測定機器についてのトレーサビリティーに
は使用しない

牛肉 -- トレーサビリティー -- 日本

地理区分
ナノテクノロジー

工業材料 -- ナノテクノロジー
二つ目の主題細目としても使用

退職年金 -- 判例 -- アメリカ合衆国

判例

人権 -- 障害者 -- 判例 -- 日本

地理区分
美術上

動物 -- 美術上
文学作品等の注釈本に使用

評釈

俳諧 -- 評釈

訳注・語釈には使用しない

真言宗 -- 経典 -- 評釈

二つ目の主題細目としても使用
品質管理の手法， 工程に使用
品質管理

農産物 -- 品質管理 -- 埼玉県

二つ目の主題細目としても使用

航空機 -- 整備 -- 品質管理

地理区分
土木構造物,建築物,施設,事業名を表す件 土木構造物 -- 復旧 -- 日本
復旧

名の細目として用いる

漁港 -- 復旧 -- 法令 -- 日本
浄化槽 -- 復旧 -- 新潟県

地理区分

ガス事業 -- 復旧 -- 新潟県

文学上

愛 -- 文学上

分類

地中動物 -- 分類

包装

煙草 -- 包装
人物の総称を表す件名の細目として用い

法的地位

る

女性 -- 法的地位 -- アメリカ合衆国

地理区分
方法論

社会学 -- 方法論
二つ目の主題細目としても使用

環境問題 -- 法令 -- イタリア

法令

有害物質 -- 安全管理 -- 法令 -- ドイ
地理区分

ツ
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.1 主題細目＞一般

細目

備考

例

二つ目の主題細目としても使用

民家 -- 保存・修復 -- 大分県 -- 佐伯

保存・修復

市
地理区分

エジプト -- 遺跡・遺物 -- 保存・修復

名彙

植物 -- 名彙
商品販売用の目録,書物の目録以外に使
用

目録

商品販売用の目録には「カタログ」を使用

美術 -- 目録 -- 歴史

書物の目録には「書目」を使用
有料化

地理区分

図書館 -- 有料化 -- アメリカ合衆国

各主題の世論調査結果に用いる
世論

国語・国字問題 -- 世論 -- 日本

二つ目の主題細目としても使用

交通機関 -- 安全管理 -- 世論

地理区分
業種を表す件名,施設を表す件名,事故や
リスクアセスメント

危険を伴うもの・作業を表す件名の細目と
して用いる

建設業 -- リスクアセスメント
シアン化物 -- リスクアセスメント
廃炉△（原子炉) -- リスクアセスメント
化学工業 -- リスクコミュニケーション

リスクコミュニケー
ション

業種を表す件名,施設を表す件名,事故や
危険を伴うもの・作業を表す件名の細目と
して用いる

産業廃棄物処理施設 -- リスクコミュニケ
ーション
原子力 -- リスクコミュニケーション
放射性廃棄物処理 -- リスクコミュニケー
ション

略語
歴史

医学 -- 略語
個々の事象の来歴に使用

イギリス文学 -- 歴史
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.2 主題細目＞図書館・図書館学

3.2 図書館・図書館学
細目

備考

例

図書館を表す件名の細目として用いる

図書館 -- 閲覧･利用
学校図書館 -- 閲覧・利用 -- アメリカ合

閲覧･利用
地理区分

衆国

資料の形態を表す件名の細目として用い
る
分類

資料組織化における主題分類には「図書

逐次刊行物 -- 分類

分類〈主題区分〉」を使用
(例:図書分類 -- 林業)
目録法

資料の形態を表す件名の細目として用い
る

14

点字資料 -- 目録法

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.3 主題細目＞宗教

3.3 宗教
細目
戒律
感想・説教

備考

例

仏教,仏教宗派を表す件名の細目として用 仏教 -- 戒律
いる

密教 -- 戒律

宗教,宗派を表す件名の細目として用いる

イスラム -- 感想・説教

宗教,宗派を表す件名の細目として用いる
儀式

仏教における仏の教えを説き聞かせる会 イギリス国教会 -- 儀式
合,死者の追善供養については「仏会」を使
用

教義

宗教,宗派を表す件名の細目として用いる

律宗 -- 教義

経典

仏教宗派を表す件名の細目として用いる

真言宗 -- 経典

語録

仏教宗派を表す件名の細目として用いる

時宗 -- 語録

仏教宗派を表す件名の細目として用いる
曹洞宗 -- 寺院 -- 長野県

寺院
地理区分
宗教,宗派を表す件名の細目として用いる
社会事業

カトリック教会 -- 社会事業 -- 東ティモ
ール

地理区分
宗教を表す件名の細目として用いる

仏教 -- 宗派 -- 日本

宗派
地理区分
仏教宗派を表す件名の細目として用いる

曹洞宗 -- 僧侶

僧侶
地理区分
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.3 主題細目＞宗教

細目

備考

例

キリスト教,キリスト教宗派を表す件名の細
目として用いる
キリスト教以外については細目「布教」を
キリスト教 -- 伝道

使用
伝道

プロテスタント教会 -- 伝道 -- アメリカ
合衆国

地理区分
伝道が行われた場所による地理区分
(例:「キリスト教 -- 伝道 -- アメリカ合
衆国」はアメリカ合衆国におけるキリスト
教の伝道を意味し,アメリカ人による他国
への伝道には使用しない)
キリスト教を除く宗教,宗派を表す件名の細
目として用いる

真宗 -- 布教
布教

キリスト教については細目「伝道」を使用

天理教 -- 布教 -- ブラジル -- 歴史
-- 20 世紀

地理区分
布教が行われた場所による地理区分
仏教宗派を表す件名の細目として用いる
仏教における仏の教えを説き聞かせる会
仏会

合,死者の追善供養について使用
仏教における 儀式一般については細目
「儀式」を使用
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法相宗 -- 仏会

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.4 主題細目＞歴史・戦争

3.4 戦争・事件
細目
医学・衛生

外交

備考

例

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
個々の戦争を表す件名の細目として用い
る

太平洋戦争△(1941-1945) -- 医学・衛生

太平洋戦争△(1941-1945) -- 外交

個々の戦争を表す件名の細目として用い
会戦

太 平 洋 戦 争 △ (1941-1945) -- 会 戦 --

る

硫黄島
地理区分
個々の戦争を表す件名の細目として用い
る

海戦

地名が限定される場合は「会戦」を使用

太平洋戦争△(1941-1945) -- 海戦

(例：太平洋戦争△(1941-1945) -- 会戦 - レイテ島)
個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
空戦

地名が限定される場合は「会戦」を使用

太平洋戦争△(1941-1945) -- 空戦

(例：太平洋戦争△(1941-1945) -- 会戦 - ラバウル)
個々の戦争を表す件名の細目として用い
経済

る

世界戦争△(1939-1945) -- 経済

戦時経済統制には「戦時経済」を使用
原因

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る

朝鮮戦争△(1950-1953) -- 原因

個々の戦争を表す件名の細目として用い
再建

世界戦争△(1939-1945) -- 再建 -- ドイ

る

ツ
地理区分

残虐行為

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
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世界戦争△(1939-1945) -- 残虐行為

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.4 主題細目＞歴史・戦争

細目

備考

例

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る

太平洋戦争△(1941-1945) -- 戦没者 --

戦没者

北海道 -- 帯広市

地理区分
出身地による地理区分
個々の戦争を表す件名の細目として用い
地下運動

世界戦争△(1939-1945) -- 地下運動 --

る

フランス
地理区分

賠償

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る

太平洋戦争△(1941-1945) -- 賠償

個々の戦争,事件を表す件名の細目として
用いる

被害

太平洋戦争△(1941-1945) -- 被害

地理区分

地域が特定される主標目の元に使用す 日航機墜落事故△（1985） -- 被害
る場合,その地域では地理区分しない
(例:原子爆弾投下△(1945△広島市) -被害)
災害, 戦争, 事故を表す件名の細目として

被災者支援

福島第一原発事故△(2011) -- 被災者支

用いる

援 -- 福島県 -- 会津美里市
地理区分
個々の戦争を表す件名の細目として用い

プロパガンダ

世界戦争△（1939-1945) -- プロパガンダ

る

-- ドイツ
地理区分

報道

捕虜

輸送

個々の戦争,事件を表す件名の細目として
用いる
個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
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福島第一原発事故△(2011) -- 報道

太平洋戦争△(1941-1945) -- 捕虜

太平洋戦争△(1941-1945) -- 輸送

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.4 主題細目＞歴史・戦争

細目

備考

例

個々の戦争を表す件名の細目として用い
る
陸戦

地名が限定される場合は「会戦」を使用

太平洋戦争△(1941-1945) -- 陸戦

(例：世界戦争△(1939-1945) -- 会戦 -クルスク)
個々の戦争を表す件名の細目として用い
領土問題

世界戦争△(1939-1945) -- 領土問題 --

る

ルーマニア
地理区分

歴史観

歴史的事件, 個々の戦争を表す件名の細 南京事件△（1937） -- 歴史観
目として用いる

太平洋戦争△（1941-1945） -- 歴史観
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.5 主題細目＞社会科学

3.5 社会科学
細目

備考

例

個々の災害, 事故を表す件名の細目とし
救助

て用いる

東日本大震災△(2011) -- 救助 -- 東北
地方

地理区分
国や地方公共団体が法律の規定に基づき
強制的に取り立てる租税,手数料等を表す
徴収

地方税 -- 徴収 -- 日本

件名の細目として用いる
地理区分
個々の災害を表す件名の細目として用い
る

被害

地理区分

新潟県中越沖地震△(2007) -- 被害

地域が特定される主標目の元に使用す
る場合,その地域では地理区分しない
(例:鳥取県西部地震△（2000） -- 被害)

災害, 戦争, 事故を表す件名の細目として
被災者支援

東日本大震災△(2011) -- 被災者支援 -

用いる

- 東北地方
地理区分

災害を表す件名の細目として用いる

復興

東日本大震災△(2011) -- 復興 -- 東北

地理区分

地方
土木構造物, 建築物, 施設, 事業には, 主
題細目「復旧」を使用
災害を表す件名の細目として用いる
原子力災害 -- 防災 -- 大阪府

防災
地理区分
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.5 主題細目＞社会科学

細目
報道

琉球

備考

例

個々の災害を表す件名の細目として用い
る
アメリカ統治時代の法律に関する件名の
細目として用いる
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東日本大震災△(2011) -- 報道

租税法 -- 琉球

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.6 主題細目＞自然科学

3.6 自然科学
細目

備考

例

自然科学分野の件名の細目として用いる
観察

植物 -- 観察 -- 長野県
地理区分

公式

自然科学分野の件名の細目として用いる

化学 -- 公式

実験

自然科学分野の件名の細目として用いる

物理学 -- 実験

測定
定数

自然科学分野の物質を表す件名の細目と
して用いる
自然科学分野の件名の細目として用いる

ダイオキシン -- 測定
物理学 -- 定数

自然科学分野の物質を表す件名の細目と
して用いる
マグネシウム -- 分析

分析
抽象的な概念(例:無機化学)の細目として
は使用しない
命名法

自然科学分野の件名の細目として用いる
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細菌 -- 命名法

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.6.1 主題細目＞自然科学＞生物学

3.6.1 生物学
細目

備考

例

動物を表す件名の細目として用いる

移住

魚類については「回遊」を使用

動物 -- 移住
アサギマダラ -- 移住

人間の移住については「移民・植民」を使
用
生物を表す件名の細目として用いる
化石

鹿 -- 化石 -- 青森県 -- 下田町△(青
地理区分

森県)

出土場所による地理区分
寄生虫

動物を表す件名の細目として用いる

魚 -- 寄生虫

駆除・防除

生物を表す件名の細目として用いる

ブラックバス -- 駆除・防除

骨格

生物を表す件名の細目として用いる

鯨 -- 骨格

採集

生物を表す件名の細目として用いる

昆虫 -- 採集

飼育

動物を表す件名の細目として用いる

疾患

動物を表す件名の細目として用いる

牛 -- 疾患

習性

動物を表す件名の細目として用いる

猫 -- 習性

標本

生物を表す件名の細目として用いる
二つ目の主題細目としても使用

動物 -- 飼育
ホタル -- 飼育

貝 -- 標本動物 -- 骨格 -- 標本

生物を表す件名の細目として用いる
保護

鹿 -- 保護 -- 北海道
地理区分
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.6.2 主題細目＞自然科学＞医学・薬学

3.6.2 医学・薬学
細目

備考

例

体の器官,部位を表す件名,疾病を表す件
名,心身の状態を表す件名の細目として用
いる
アセスメント

下肢 -- アセスメント

治療計画につなげる患者の病態,満足感,
治療効果などの評価に使用

嚥下障害 -- アセスメント
姿勢 -- アセスメント

疾病・病勢・予後などに関する医学的結論
には細目「診断」を使用
患者教育

疾病を表す件名の細目として用いる

糖尿病 -- 患者教育

患者登録

疾病を表す件名の細目として用いる

癌 -- 患者登録

骨折

疾患

人体の器官,部位を表す件名の細目として
用いる
人体の器官,部位を表す件名の細目として
用いる
人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す

手術

件名の細目として用いる

関節 -- 骨折

動脈 -- 疾患

骨盤 -- 手術
白内障 -- 手術

疾病を表す件名の細目として用いる
食餌療法

糖尿病 -- 食餌療法
胃 -- 疾患 -- 食餌療法

二つ目の主題細目としても使用
人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す
件名の細目として用いる
疾病・病勢・予後などに関する医学的結論

感覚器官 -- 診断

に使用

胃癌 -- 診断

診断

治療計画につなげる患者の病態,満足感, 小腸 -- 疾患 -- 診断
治療効果などの評価には細目「アセスメン
ト」を使用
二つ目の主題細目としても使用
内視鏡検査

人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す 消化器 -- 内視鏡検査
件名の細目として用いる

大腸癌 -- 内視鏡検査
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.6.2 主題細目＞自然科学＞医学・薬学

細目

備考

例

体の器官,部位を表す件名,疾病を表す件
名,心身の状態を表す件名の細目として用
いる
アセスメント

下肢 -- アセスメント

治療計画につなげる患者の病態,満足感,
治療効果などの評価に使用

嚥下障害 -- アセスメント
姿勢 -- アセスメント

疾病・病勢・予後などに関する医学的結論
には細目「診断」を使用
患者教育

疾病を表す件名の細目として用いる

糖尿病 -- 患者教育

患者登録

疾病を表す件名の細目として用いる

癌 -- 患者登録

骨折

内視鏡手術

腹腔鏡検査

腹腔鏡手術

副作用

人体の器官,部位を表す件名の細目として
用いる

関節 -- 骨折

人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す 消化器 -- 内視鏡手術
件名の細目として用いる

大腸癌 -- 内視鏡手術

人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す 肝臓 -- 腹腔鏡検査
件名の細目として用いる

肝臓癌 -- 腹腔鏡検査

人体の器官,部位を表す件名,疾病を表す 胆嚢 -- 腹腔鏡手術
件名の細目として用いる

胃癌 -- 腹腔鏡手術

医薬品を表す件名の細目として用いる

医薬品 -- 副作用
注射剤 -- 副作用

疾病,障害名を表す件名の細目として用い
リハビリテーション

嚥下障害 -- リハビリテーション

る

脊椎 -- 疾患 -- リハビリテーション
二つ目の主題細目としても使用
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.7 主題細目＞技術

3.7 技術
細目

備考

例

構造物,各種建築物,機械を表す件名の細 橋梁 -- 維持管理
維持管理

目として用いる

官庁建築 -- 維持管理
揚水機 -- 維持管理

地理区分

公共施設 -- 維持管理 -- 名古屋市

陸上の乗物を表す件名の細目として用い
運転

る

オートバイ -- 運転

航空機,船舶については細目「操縦」を使用
環境試験
検査

物質を表す件名,システムを表す件名の細 コンクリート -- 環境試験
目として用いる

電子部品 -- 環境試験

工業製品を表す件名の細目として用いる

医療器械 -- 検査

鉱物を表す件名の細目として用いる
鉱山

金 -- 鉱山 -- 宮城県
地理区分
土木構造物,建築物,施設を表す件名の細

工事

目として用いる

空港 -- 工事

工事技術に使用
鉱物を表す件名の細目として用いる
鉱床

黒鉱 -- 鉱床 -- 秋田県
地理区分

コージェネレーショ 燃料, 電源装置を表す件名の細目として 天然ガス -- コージェネレーション
ン

用いる

燃料電池 -- コージェネレーション

天然資源を表す件名の細目として用いる
採掘

天然ガス -- 採掘 -- 新潟県

個々の天然資源の採掘に使用

石炭 -- 採掘

地理区分
実験

技術分野の件名の細目として用いる

食品化学 -- 実験

自動制御

機械を表す件名の細目として用いる

内燃機関△（自動車） -- 自動制御

整備

乗物を表す件名の細目として用いる

オートバイ -- 整備

設計

工学分野の件名の細目として用いる

航空機 -- 設計
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3.7 主題細目＞技術

細目

備考

例

航空機,船舶を表す件名の細目として用い
操縦

る

ヘリコプタ -- 操縦

陸上の乗物については細目「運転」を使用
測定

技術分野の物質を表す件名の細目として
用いる

排気ガス -- 測定

土木構造物,建築物を表す件名の細目とし
て用いる

耐震構造

耐震設計による土木構造物・建築物の構 橋台・橋脚 -- 耐震構造
木造住宅 -- 耐震構造

造に使用
耐震設計による建築物そのものには「耐
震建築」を使用
主題細目 (土木構造物, 各種建築物を表

建替

す件名の細目として用いる

集合住宅 -- 建替
官庁建築 -- 建替
公共施設 -- 建替 --名古屋市

地理区分
エネルギー資源を表す件名の細目として
貯蔵

エネルギー資源 -- 貯蔵

用いる

石油 -- 貯蔵 -- 沖縄県
地理区分

毒性試験

化学物質を表す件名の細目として用いる

カドミウム -- 毒性試験

物質を表す件名の細目として用いる
生ごみ -- 排出抑制 -- 日本

排出抑制
地理区分
各種建築物,構造物,施設を表す件名の細
バリアフリー

目として用いる

住宅建築 -- バリアフリー -- 日本

地理区分
鉱物を表す件名の細目として用いる
標本

鉱物 -- 標本
珪酸塩鉱物 -- 標本

二つ目の主題細目としても使用
化学物質を表す件名の細目として用いる
分解

水 -- 分解
残留農薬 -- 分解

化学反応としての分解に使用
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.7 主題細目＞技術

細目

備考

例

技術分野の物質を表す件名の細目として
用いる
分析

排気ガス -- 分析
抽象的な概念(例:技術革新)の細目として
は使用しない

貿易

貿易品を表す件名の細目として用いる

写真フィルム -- 貿易

冶金

金属を表す件名の細目として用いる

鉄 -- 冶金

商品を表す件名の細目として用いる
容器

内容物が販売の対象となる商品のいれも

化粧品 -- 容器

の,及びその附属品について使用
輸送
溶接

輸送品を表す件名の細目として用いる

石炭 -- 輸送

金属,工業材料を表す件名の細目として用 鋼 -- 溶接
いる

プラスチック -- 溶接

物質を表す件名の細目として用いる
リサイクル

プラスチック -- リサイクル -- 日本
地理区分
物質を表す件名の細目として用いる

リユース

機械 -- リユース -- 日本
地理区分

劣化

工学分野の件名の細目として用いる
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金属材料 -- 劣化
防波堤 -- 劣化

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.8 主題細目＞家政

3.8 家政
細目
図案

備考

例

衣服を表す件名の細目として用いる

29

和服 -- 図案

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.9 主題細目＞産業

3.9 産業
細目

備考

例

産業を表す件名の細目として用いる
会計

不動産業 -- 会計 -- 日本
地理区分
産業を表す件名の細目として用いる

環境管理

建設業 -- 環境管理 -- 日本
地理区分
産業を表す件名の細目として用いる

企業買収

電気事業 -- 企業買収 -- アメリカ合衆

地理区分
買収される企業がある地域による地理

国

区分
産業・事業所を表す件名の細目として用い
規制緩和

る

人材派遣業 -- 規制緩和 -- 日本
保育所 -- 規制緩和 -- 日本

地理区分
産業・事業所を表す件名の細目として用い
経営管理

る

運送業 --経営管理 -- 日本
社会福祉施設 -- 経営管理 -- 日本

地理区分
産業を表す件名の細目として用いる
従業員

自動車産業 -- 従業員 -- アメリカ合衆
国

地理区分
産業を表す件名の細目として用いる
設備投資

自動車産業 -- 設備投資
地理区分
各種交通機関を表す件名の細目として用

バリアフリー

いる

鉄道 -- バリアフリー -- 東京都

地理区分
貿易

貿易品を表す件名の細目として用いる

乳製品 -- 貿易

輸送

輸送品を表す件名の細目として用いる

農産物 -- 輸送
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3.9 主題細目＞産業

細目

備考

例

商品を表す件名の細目として用いる
容器

内容物が販売の対象となる商品のいれも
の,及びその附属品について使用
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化粧品 -- 容器

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.9.1 主題細目＞産業＞農林水産業

3.9.1 農林水産業
細目

備考

例

病虫害を表す件名の細目として用いる
駆除・防除

稲 -- 病虫害 -- 駆除・防除

二つ目の主題細目としても使用
検査

作物病虫害 -- 駆除・防除

農林水産物を表す件名の細目として用い
る

農産物 -- 検査

栽培植物を表す件名の細目として用いる
稲 -- 栽培 -- 岩手県

栽培
地理区分
飼育

家畜を表す件名の細目として用いる

乳牛 -- 飼育

樹木を表す件名の細目として用いる
ヒノキ -- 収穫表 -- 関東地方

収穫表
地理区分
飼料

家畜を表す件名の細目として用いる

ニワトリ -- 飼料

農林水産物を表す件名の細目として用い
貯蔵

る

蔬菜 -- 貯蔵 -- 日本

地理区分
病虫害
品種
放牧

作物,樹木を表す件名の細目として用いる
農林水産物を表す件名の細目として用い
る
家畜を表す件名の細目として用いる

稲 -- 病虫害
キノコ -- 品種
牛 -- 放牧

水産物を表す件名の細目として用いる
マグロ -- 養殖 -- 日本

養殖
地理区分
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.10 主題細目＞芸術・スポーツ

3.10 芸術・スポーツ
細目
型

鑑賞法

備考

例

古典芸能,武道を表す件名の細目として用
いる
文学をのぞく芸術のジャンルを表す件名の
細目として用いる

歌舞伎 -- 型

絵画 -- 鑑定

美術品,宝石・貴金属等を表す件名の細目
鑑定

美術品 -- 鑑定

として用いる

宝石 -- 鑑定
法律上の鑑定には用いない

技法

美術を表す件名の細目として用いる
芸術を表す件名の細目として用いる

原画

収集

絵本 -- 原画
アニメーション -- 原画 -- 日本

地理区分
コード

陶磁器 -- 技法

楽器を表す件名の細目として用いる
芸術作品,文化財を表す件名の細目として
用いる

ギター -- コード
レコード -- 収集

図案

美術を表す件名の細目として用いる

織物 -- 図案

製作・演出

芸能を表す件名の細目として用いる

映画 -- 製作・演出

即興演奏

音楽のジャンルを表す件名及び楽器名の ジャズ -- 即興演奏
細目として用いる

ピアノ -- 即興演奏

調律

楽器を表す件名の細目として用いる

ピアノ -- 調律

弾き語り

楽器を表す件名の細目として用いる

ピアノ –- 弾き語り
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国立国会図書館件名標目表 細目一覧
3.11 主題細目＞言語

3.11 言語
細目

備考

例

アクセント

言語を表す件名の細目として用いる

ロシア語 -- アクセント

位相

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 位相

意味論

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 意味論

隠語

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 隠語

韻律

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 韻律

押韻

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 押韻

音韻

言語を表す件名の細目として用いる

シャン語 -- 音韻

音声学

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 音声学

言語を表す件名の細目として用いる
音韻論のうち,音素のみに関する資料に使
音素論

用

英語 -- 音素論

アクセントなども含む広義の音韻論につい
ては「音韻論」を使用
言語を表す件名の細目として用いる
外来語を受け入れる母体の言語の細目と
外来語

して使用
(例：「日本語 -- 外来語」は,他の言語から

スペイン語 -- 外来語

借り入れられ日本語と同様に日常的に使
われるようになった語を意味し,他の言語に
取り込まれた日本語のことは意味しない)
言語を表す件名の細目として用いる
会話

マラーティー語 -- 会話
個々の言語の会話書に使用

格

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 格

活用

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 活用

冠詞

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 冠詞

感動詞

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 感動詞

慣用語

言語を表す件名の細目として用いる

インドネシア語 -- 慣用語

句読法

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 句読法

敬語

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 敬語

形態論

言語を表す件名の細目として用いる

パラオ語 -- 形態論
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3.11 主題細目＞言語

細目
形容詞

備考

例

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 形容詞

指導,学習の具体的な方法を扱っている場
合に使用
(例:指導の手引書,論文作成法等)
制度, 事情等を扱っている場合には「(対象
研究・指導

となる件名)教育」「(対象となる件名)研究」
を使用

英語 -- 研究・指導
英語 -- 和訳 -- 研究・指導

(例:科学技術教育;医学研究)
個々の言語の一般学習書に使用
二つ目の主題細目としても使用
語彙

言語を表す件名の細目として用いる

セブ語 -- 語彙

口語

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 口語

構文論

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 構文論

語形成

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 語形成

語源

言語を表す件名の細目として用いる

朝鮮語 -- 語源

古語

言語を表す件名の細目として用いる

アイヌ語 -- 古語

語根

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 語根

語順

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 語順

語用論

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 語用論

作文

言語を表す件名の細目として用いる

ルーマニア語 -- 作文

指示詞

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 指示詞

辞書

言語を表す件名の細目として用いる

ソルブ語 -- 辞書

時制

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 時制

修辞法

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 修辞法

熟語

言語を表す件名の細目として用いる

朝鮮語 -- 熟語

準動詞

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 準動詞

書簡文

言語を表す件名の細目として用いる

ペルシャ語 -- 書簡文

助詞

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 助詞

助数詞

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 助数詞

助動詞

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 助動詞

新語

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 新語

数詞

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 数詞

接続詞

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 接続詞
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3.11 主題細目＞言語

細目

備考

例

接尾語・接頭語

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 接尾語・接頭語

前置詞

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 前置詞

専門語

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 専門語

俗語

言語を表す件名の細目として用いる

ポルトガル語 -- 俗語

代名詞

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 代名詞

多義語

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 多義語

談話分析

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 談話分析

綴字

言語を表す件名の細目として用いる

アラビア語 -- 綴字

同音異義語

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 同音異義語

動詞

言語を表す件名の細目として用いる

アイヌ語 -- 動詞

言語を表す件名の細目として用いる

読本〔トクホン〕

江戸時代小説の一形式としての読本(ヨミ
ホン)については「読本」〔ヨミホン〕を使用

低地ドイツ語 -- 読本

国語教科書については「教科書」を使用.
読解

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 読解

発音

言語を表す件名の細目として用いる

ロシア語 -- 発音

反義語

言語を表す件名の細目として用いる

英語 -- 反義語

表記法

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 表記法

標準語

言語を表す件名の細目として用いる

朝鮮語 -- 標準語

副詞

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 副詞

言語を表す件名の細目として用いる

文型

文型の例示・使用法に使用

英語 – 文型

文型の理論については細目「構文論」を使
用
分節法

言語を表す件名の細目として用いる

ロシア語 -- 分節法

文体

言語を表す件名の細目として用いる

ドイツ語 -- 文体

文法

言語を表す件名の細目として用いる

スワヒリ語 -- 文法

法

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 法
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3.11 主題細目＞言語

細目

備考

例

言語を表す件名の細目として用いる
地理区分
方言

日本語 -- 方言のみ,日本国内の地方
名,都市名による地理区分

スペイン語 -- 方言
日本語 -- 方言 -- 青森県

沖縄県の方言については「琉球語」を使用
翻字

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 翻字

名詞

言語を表す件名の細目として用いる

フランス語 -- 名詞

文字

言語を表す件名の細目として用いる

マヤ語 -- 文字

用言

言語を表す件名の細目として用いる

日本語 -- 用言

量詞

言語を表す件名の細目として用いる

中国語 -- 量詞

類語・同義語

言語を表す件名の細目として用いる

エスペラント -- 類語・同義語

和文の各言語訳については,同様の形式
和文英訳

で細目付件名を作成
(例:フランス語 -- 和文仏訳;ロシア語 --

英語 -- 和文英訳

和文露訳)
和訳

言語を表す件名の細目として用いる
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3.12 主題細目＞文学

3.12 文学
細目

備考

例

押韻

詩を表す件名の細目として用いる

歌論・歌話

和歌を表す件名の細目として用いる

作法

文学のジャンルを表す件名の細目として用
いる

和歌 -- 歌論・歌話
連歌 -- 歌論・歌話
詩 -- 作法
和歌 -- 作法
川柳 -- 作法

詩論・詩話

詩を表す件名の細目として用いる

俳論・俳話

俳諧を表す件名の細目として用いる

用書

イギリス詩 -- 押韻

詩 -- 詩論・詩話
イギリス詩 -- 詩論・詩話
俳諧 -- 俳論・俳話
川柳 -- 俳論・俳話

文学のジャンルを表す件名の細目として用 俳諧 -- 用書
いる

日本詩 -- 用書
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3.13 主題細目＞統一タイトル件名

3.13 統一タイトル件名
細目

備考

例

歌人※

統一タイトル件名の細目として用いる

万葉集 -- 歌人

植物※

統一タイトル件名の細目として用いる

万葉集 -- 植物

地誌

統一タイトル件名の細目として用いる

万葉集 -- 地誌

動物※

統一タイトル件名の細目として用いる

万葉集 -- 動物

※ 統一タイトル件名独自の細目
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3.14 主題区分

3.14 主題区分
主題区分が可能な
件名標目
学習指導

備考

例

教育の種類による主題区分

学習指導 -- 初等教育

給与

給与 -- 教員

教育課程

教育機関名による主題区分

教育課程 -- 大学 -- 日本

教員

教育機関名による主題区分

教員 -- 大学

件名標目

件名標目 -- 医学

工芸美術

民族名による主題区分

工芸美術 -- アイヌ -- 図集

校則

教育機関名による主題区分

校則 -- 中学校

国際軍事裁判

戦争名による主題区分

刺繍

民族名による主題区分

刺繍 -- アイヌ

シャマニズム

民族名による主題区分

シャマニズム -- ブリヤート族

商業通信

言語名による主題区分

商業通信 -- 英語

*処世法

読者対象による主題区分

処世法 -- サラリーマン

国 際 軍 事 裁 判 -- 太 平 洋 戦 争 (19411945)

人権

人権 -- 児童

人生訓

読者対象による主題区分

人生訓 -- 経営者

生活設計

対象者による主題区分

生活設計 -- 高齢者

*成功法

読者対象による主題区分

成功法 -- 女性

賃金格差

賃金格差 -- 電気機械・器具工業
言語名による主題区分
点字 -- 朝鮮語

点字
日本語については主題区分しない
読書調査

調査対象による主題区分

読書調査 -- 学生 ‐‐ 日本

図書分類

図書分類 -- 医学

入学試験

教育機関名による主題区分

入学試験 -- 大学

非常勤教員

教育機関名による主題区分

非常勤教員 -- 大学

民間信仰

民族名による主題区分

民間信仰 -- アイヌ

民具

民族名による主題区分

民具 -- アイヌ
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3.141 主題区分＞学校教科名

3.14.1 学校教科名
細目

備考

例

英語教育

教育機関名による主題区分

英語教育 -- 小学校

音楽科

教育機関名による主題区分

音楽科 -- 中学校

化学教育

教育機関名による主題区分

化学教育 -- 高等学校

学校健康教育

教育機関名による主題区分

学校健康教育 -- 中学校

家庭科

教育機関名による主題区分

家庭科 -- 小学校

芸術教育

教育機関名による主題区分

芸術教育 -- 高等学校

公民教育

教育機関名による主題区分

公民教育 -- 高等学校

国語科

教育機関名による主題区分

国語科 --小学校

社会科

教育機関名による主題区分

社会科 -- 中学校

数学科

教育機関名による主題区分

数学科 -- 高等学校

生物教育

教育機関名による主題区分

生物教育 -- 高等学校

総合学習

教育機関名による主題区分

総合学習 -- 小学校

体育

教育機関名による主題区分

体育 -- 小学校

地学教育

教育機関名による主題区分

地学教育 -- 高等学校

地理教育

教育機関名による主題区分

地理教育 -- 高等学校

道徳教育

教育機関名による主題区分

道徳教育 -- 小学校

美術教育

教育機関名による主題区分

美術教育 -- 中学校

物理教育

教育機関名による主題区分

物理教育 -- 高等学校

理科

教育機関名による主題区分

理科 -- 小学校

歴史教育

教育機関名による主題区分

歴史教育 -- 高等学校
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4.1 時代細目＞一般

4 時代細目
4.1 一般
細目

備考

例

-- 古代

物理学 -- 歴史 -- 古代

-- 中世

犯罪 -- ドイツ -- 歴史 -- 中世

-- 近代

フランス -- 社会 -- 歴史 -- 近代

-- 14 世紀

技術 -- 歴史 -- 14 世紀

-- 15 世紀

同盟 -- 歴史 -- 15 世紀

-- 16 世紀

船舶 -- 歴史 -- 16 世紀

-- 17 世紀

イギリス -- 社会 -- 歴史 -- 17 世紀

-- 18 世紀

ロシア -- 外国関係 -- 歴史 -- 18 世紀

-- 19 世紀

検閲 -- ヨーロッパ -- 歴史 -- 19 世紀

-- 20 世紀

政治思想 -- 歴史 -- 20 世紀
イタリア -- 政治 -- 歴史 -- 1914-

-- 1914-1945

1945

-- 1945-

経済政策 -- イギリス -- 歴史 -- 1945ジャーナリズム -- アメリカ合衆国 -- 歴

-- 21 世紀

史 -- 21 世紀

※ 日本、朝鮮、中国については、それぞれの国の独自の時代細目のみを使用し、時代細目（一般）は
使用しない。
※ 台湾、インド、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、アメリカ合衆国については、時代細目（一般）の他
に、それぞれの国及び地域の独自の時代細目も使用できる。
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4.2 時代細目＞日本

4.2 日本
細目

備考

例

旧石器時代 (先土器時代), 縄文時代 (新
-- 原始時代

石器時代), 弥生時代を総体的に扱った資 美術△(日本) -- 歴史 -- 原始時代
料に使用

-- 古代

鎌倉幕府成立までについて使用

日本語 -- 歴史 -- 古代

文献史学上の時代区分として使用
-- 大和時代

遺跡・遺物など考古学的観点の資料には

仏教 -- 日本 -- 歴史 -- 大和時代

「古墳時代」を使用
-- 飛鳥時代

仏教 -- 日本 -- 歴史 -- 飛鳥時代

-- 大化改新時

貴族 -- 日本 -- 歴史 -- 大化改新時

代

代

-- 奈良時代

日本 -- 経済 -- 歴史 -- 奈良時代
日本 -- 風俗・習慣 -- 歴史 -- 平安時

-- 平安時代

代

-- 中世

日本語 -- 歴史 -- 中世 -- 論文集

-- 鎌倉時代

日本 -- 教育 -- 歴史 -- 鎌倉時代

-- 南北朝時代

日本 -- 文化 -- 歴史 -- 南北朝時代
日本 -- 外国関係 -- 朝鮮 -- 歴史 --

-- 室町時代

室町時代

-- 安土桃山時

カトリック教会 -- 日本 -- 歴史 -- 安土

代

桃山時代 -- 史料
日本料理 -- 歴史 -- 江戸時代 -- 史

-- 江戸時代

料

-- 江戸初期

日本 -- 社会 -- 歴史 -- 江戸初期

-- 江戸中期

出版 -- 日本 -- 歴史 -- 江戸中期

-- 江戸末期

幕政末期を含む明治維新史については
「明治維新」を使用

日本思想 -- 歴史 -- 江戸末期

-- 明治以後

日本 -- 国防 -- 歴史 -- 明治以後

-- 1868-1945

軍制 -- 日本 -- 歴史 -- 1868-1945

-- 明治時代

貨幣 -- 日本 -- 歴史 -- 明治時代
医療制度 -- 日本 -- 歴史 -- 大正時

-- 大正時代

代
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4.2 時代細目＞日本

細目

備考

例
住宅政策 -- 日本 -- 歴史 -- 昭和時

-- 昭和時代

代

-- 昭和前期

太平洋戦争以前の昭和時代に使用

日本 -- 財政 -- 歴史 -- 昭和前期

-- 昭和後期

太平洋戦争後の昭和時代に使用

検察 -- 日本 -- 歴史 -- 昭和後期

-- 1945-

金融 -- 日本 -- 歴史 -- 1945-

-- 1945-1952

雑誌 -- 日本 -- 歴史 -- 1945-1952

-- 平成時代

内閣 -- 日本 -- 歴史 -- 平成時代

44

国立国会図書館件名標目表 細目一覧
4.3 時代細目＞朝鮮

4.3 朝鮮
細目

備考

例

-- 古代

絹織物 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 古代

-- 古朝鮮時代

朝鮮 -- 歴史 -- 古朝鮮時代

-- 楽浪郡時代

楽浪郡以外の漢設置諸郡 （玄莵郡・真番 朝鮮 -- 歴史 -- 楽浪郡時代 -- 史
郡・臨屯郡・帯方郡) についても使用

-- 加羅諸国
-- 三国時代
-- 新羅

料
朝鮮 -- 歴史 -- 加羅諸国

三韓時代 (馬韓, 辰韓, 弁韓) 及び三国
時代 (新羅, 百済, 高句麗) について使用
統一後の新羅についても使用

城 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 三国時代
仏教美術 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 新羅

-- 百済

寺院 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 百済

-- 高句麗

壁画 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 高句麗
官僚制 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 高麗時

-- 高麗時代

代
絵画 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 李朝時代

-- 李朝時代

-- 画集
朝鮮 -- 外国関係 -- 日本 -- 歴史 --

-- 近代

近代
鉄道 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 日本統治

-- 日本統治時代

時代

-- 1945-

女性問題 -- 朝鮮 -- 歴史 -- 1945-
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4.4 時代細目＞中国

4.4 中国
細目

備考

例

-- 古代

都市 -- 中国 -- 歴史 -- 古代

-- 夏時代

中国 -- 歴史 -- 夏時代

-- 殷時代

青銅器 -- 中国 -- 歴史 -- 殷時代

-- 周時代

美術 -- 中国 -- 歴史 -- 周時代

-- 春秋時代

貨幣 -- 中国 -- 歴史 -- 春秋時代

-- 戦国時代

貨幣 -- 中国 -- 歴史 -- 戦国時代

-- 秦時代

刑法 -- 中国 --歴史 -- 秦時代
家族制度 -- 中国 -- 歴史 -- 漢時

-- 漢時代

代

-- 漢時代 --

中国 -- 歴史 -- 漢時代 -- 前漢

前漢
-- 漢時代 --

中国文学 -- 歴史 -- 漢時代 -- 後

後漢

漢

-- 三国時代

詩人 -- 中国 -- 歴史 -- 三国時代

-- 三国時代 --

陵墓 -- 中国 -- 歴史 -- 三国時代

魏

-- 魏

-- 三国時代 --

木簡・竹簡 -- 中国 -- 歴史 -- 三国

呉

時代 – 呉

-- 晋時代

中国思想 -- 歴史 -- 晋時代

-- 晋時代 --

儒学 -- 中国 --歴史 -- 晋時代 --

西晋

西晋

-- 晋時代 --

中国 -- 歴史 -- 晋時代 -- 東晋

東晋
-- 五胡十六国時

中国 -- 歴史 -- 五胡十六国時代 --

代

書目
仏教 -- 中国 -- 歴史 -- 南北朝時

-- 南北朝時代

代

-- 南北朝時代 -

中国 -- 歴史 -- 南北朝時代 -- 北

- 北朝

朝

-- 南北朝時代 -

彫刻 -- 中国 -- 歴史 -- 南北朝時

- 北魏

代 -- 北魏

-- 南北朝時代 -

中国 -- 歴史 -- 南北朝時代 -- 西

- 西魏

魏
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4.4 時代細目＞中国

細目

備考

例

-- 南北朝時代 -

中国 -- 歴史 -- 南北朝時代 -- 北

- 北周

周

-- 南北朝時代 -

中国 -- 歴史 -- 南北朝時代 -- 南

- 南朝

朝

-- 南北朝時代 -

中国 -- 歴史 -- 南北朝時代 -- 陳

- 陳
-- 隋時代

美術 -- 中国 -- 歴史 -- 隋時代

-- 唐時代

音楽 -- 中国 -- 歴史 -- 唐時代

-- 五代時代

中国 -- 歴史 -- 五代時代 -- 書目
都市計画 -- 中国 -- 歴史 -- 宋時

-- 宋時代

代

-- 宋時代 --

出版目録 -- 中国 -- 歴史 -- 宋時

北宋

代 -- 北宋

-- 宋時代 --

農村 -- 中国 -- 歴史 -- 宋時代 --

南宋

南宋

-- 遼

陶磁器 -- 中国 -- 歴史 -- 遼

-- 西夏

中国 -- 歴史 -- 西夏 -- 書目

-- 金

絵画 -- 中国 -- 歴史 -- 金
科学技術 -- 中国 -- 歴史 -- 元時

-- 元時代

代

-- 明時代

衣服 -- 中国 -- 歴史 -- 明時代

-- 清時代

金融 -- 中国 -- 歴史 -- 清時代

-- 近代

中国 -- 貿易 -- 歴史 -- 近代
音楽教育 -- 中国 -- 歴史 -- 民国

-- 民国時代

時代
プロパガンダ -- 中国 -- 歴史 -- 国共

-- 国共内戦期

内戦期
ポスター -- 中国 -- 歴史 -- 1949-

-- 1949-

-- 図集
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4.5 時代細目＞台湾

4.5 台湾
細目

備考

例

-- 清時代

台湾 --

政治 -- 歴史 -- 清時代

青年団 -- 台湾 -- 歴史 -- 日本統

-- 日本統治時代

治時代

-- 1945-

言語政策 -- 台湾 -- 歴史 -- 1945-
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4.6 時代細目＞インド

4.6 インド
細目

備考

例

-- 古代

祭祀 -- インド -- 歴史 -- 古代

-- 中世

インド -- 歴史 -- 中世

-- デリー・イスラ

インド -- 歴史 -- デリー・イスラム諸王

ム諸王朝

朝

-- ムガル朝

インド -- 外国関係 -- ヨーロッパ --

(1526-1857)

歴史 -- ムガル朝 (1526-1857)

-- 1500-1765

インド -- 歴史 -- 1500-1765

-- 17 世紀

インド -- 文化

-- 18 世紀

インド -- 文化 -- 歴史 -- 18 世紀

-- 近代

蚕業 -- インド -- 歴史 -- 近代

-- イギリス統治

-- 歴史 --

17 世紀

インド -- 政治 -- 歴史 -- イギリス統

時代△（1765-

治時代△（1765-1947）

1947）

インド思想 -- 歴史 -- 19 世紀 -- 伝

-- 19 世紀

記

-- 20 世紀

インド -- 産業 -- 歴史 -- 20 世紀

-- 1919-1947

インド -- 歴史 -- 1919-1947

-- 1947-

インド -- 社会 -- 歴史 -- 1947-
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4.7 時代細目＞イギリス

4.7 イギリス
細目

備考

例
キリスト教 -- イギリス -- 歴史 -- 古

-- 古代

代
奴隷 -- イギリス -- 歴史 -- 449-

-- 449-1066

1066

-- 中世

農村 -- イギリス -- 歴史 - 中世

-- ノルマン王朝

イギリス -- 歴史 -- ノルマン王朝時代

時代
-- ヘンリー3 世△

イギリス -- 歴史 -- ヘンリー3 世△

（1216-1272）

（1216-1272）

-- リチャード 2 世

イギリス -- 歴史 --

△（1377-1399）

△（1377-1399）

-- 1399-1485

イギリス -- 歴史 -- 1399-1485

-- 近代

都市 -- イギリス -- 歴史 -- 近代

-- 1485-1642

イギリス -- 歴史 -- 1485-1642

-- チュードル王

リチャード 2 世

議会 -- イギリス -- 歴史 -- チュード

朝時代△（1485-

ル王朝時代△（1485-1603）

1603）

イギリス -- 社会 -- 歴史 -- 1500-

-- 1500-1800

1800

-- ヘンリー8 世△

イギリス -- 歴史 -- ヘンリー8 世△

（1509-1547）

（1509-1547）

-- エリザベス 1

演劇 -- イギリス -- 歴史 -- エリザ

世 △（1558-

ベス 1 世△（1558-1603）

1603）
-- 17 世紀

詩人 -- イギリス -- 歴史 -- 17 世紀
議会政治 -- イギリス -- 歴史 --

-- 1603-1714

1603-1714

-- チャールズ 1

租税制度 -- イギリス -- 歴史 -- チ

世△（1625-1649）

ャールズ 1 世△（1625-1649）

-- 王政復古時代

演劇 -- イギリス -- 歴史 -- 王政復

△（1660-1688）

古時代△（1680-1688）
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4.7 時代細目＞イギリス

細目

備考

例
歯科学 -- イギリス -- 歴史 -- 18 世

-- 18 世紀

紀

-- 1714-1837

イギリス文学 -- 歴史 -- 1714-1837

-- ジョージ 3 世

イギリス -- 政治 -- 歴史 -- ジョージ

△（1760-1820）

3 世△（1760-1820）

-- 19 世紀

鉄道 -- イギリス -- 歴史 -- 19 世紀

-- ヴィクトリア女

鉄鋼業 -- イギリス -- 歴史 -- ヴィク

王△（1837-1901）

トリア女王△（1837-1901）
社会政策 -- イギリス -- 歴史 -- 20

-- 20 世紀

世紀

-- エドワード 7 世

イギリス -- 歴史 -- エドワード 7 世△

△（1901-1910）

（1901-1910）
陸軍 -- イギリス -- 歴史 -- 1936-

-- 1936-1945

1945

-- 1945-

王室 -- イギリス -- 歴史 -- 1945-
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4.8 時代細目＞ドイツ

4.8 ドイツ
細目

備考

例

-- 中世

職人 -- ドイツ -- 歴史 -- 中世

-- 近代

電気事業 -- ドイツ -- 歴史 -- 近代
キリスト教 -- ドイツ -- 歴史 --

-- 1517-1648

1517-1648

-- 17 世紀

新聞 -- ドイツ -- 歴史 -- 17 世紀
音楽 -- ドイツ -- 歴史 -- 1648-

-- 1648-1789

1789

-- 18 世紀

演劇 -- ドイツ

-- 歴史 -- 18 世紀

-- 1789-1815

ドイツ -- 歴史 -- 1789-1815

-- 19 世紀

芸術 -- ドイツ -- 歴史 -- 19 世紀
ドイツ -- 政治 -- 歴史 -- 1815-

-- 1815-1871

1871

-- 1871-

出版

-- ドイツ -- 歴史 -- 1871-

キリスト教と政治 -- ドイツ -- 歴史 --

-- 1871-1918

1871-1918
都市計画 -- ドイツ -- 歴史 -- 20 世

-- 20 世紀

紀
軍隊 -- ドイツ -- 歴史 -- 1914-

-- 1914-1934

1934
映画 -- ドイツ -- 歴史 -- 1918-

-- 1918-1933

1933
軍人 -- ドイツ -- 歴史 -- 1933-

-- 1933-1945

1945
農業政策 -- ドイツ -- 歴史 --

-- 1945-

1945-

-- 1990-

ドイツ -- 経済 -- 歴史 -- 1990-
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4.9 時代細目＞フランス

4.9 フランス
細目

備考

例
土地制度 -- フランス -- 歴史 -- 古

-- 古代

代

-- 中世

食生活 -- フランス -- 歴史 -- 中世

-- 987-1328

フランス -- 歴史 -- 987-1328

-- 14 世紀

フランス -- 歴史 -- 14 世紀

-- 15 世紀

フランス -- 社会 -- 歴史 -- 15 世紀

-- 近代

都市 -- フランス -- 歴史 -- 近代
歴史家 -- フランス -- 歴史 -- 16 世

-- 16 世紀

紀
フランス -- 政治 -- 歴史 -- 1589-

-- 1589-1789

1789

-- 17 世紀

演劇 -- フランス -- 歴史 -- 17 世紀

-- ルイ 14 世△

フランス -- 歴史 -- ルイ 14 世△

（1643-1715）

（1643-1715）

-- 18 世紀

絵画 -- フランス -- 歴史 -- 18 世紀

-- ルイ 15 世△

フランス -- 歴史 -- ルイ 15 世△

（1715-1774）

（1715-1774）

-- 1789-

美術 -- フランス -- 歴史 -- 1789-

-- 1789-1900

フランス -- 歴史 -- 1789-1900
科学者 -- フランス -- 歴史 --

-- 1799-1815

1799-1815
選挙制度 -- フランス -- 歴史 -- 19

-- 19 世紀

世紀

-- 1848-1870

フランス -- 歴史 -- 1848-1870
歴史学 -- フランス -- 歴史 --

-- 1870-1940

1870-1940
農業政策 -- フランス -- 歴史 -- 20

-- 20 世紀

世紀

-- 1914-1945

フランス -- 経済 -- 歴史 -- 1914-1945
軍隊 -- フランス -- 歴史 -- 1914-

-- 1914-1940

1940
社会思想 -- フランス -- 歴史 --

-- 1940-1945

1940-1945

-- 1945-

映画 -- フランス -- 歴史 -- 194553
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4.9 時代細目＞フランス
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4.10 時代細目＞ロシア

4.10 ロシア
細目

備考

例

-- 古代

13 世紀初めまでのロシア史に使用

ロシア

-- 文化 -- 歴史 -- 古代

-- 1237-1480

ロシア -- 歴史 -- 1237-1480

-- 1480-1613

ロシア -- 歴史 -- 1480-1613

-- 近代

農民 -- ロシア -- 歴史 -- 近代

-- 1613-1689

ロシア -- 歴史 -- 1613-1689

-- 1689-1796

ロシア -- 歴史 --

1689-1796

-- ピョートル 1 世

ロシア -- 歴史 --

ピョートル 1 世△

△（1689-1725）

（1689-1725）

-- 18 世紀

ロシア文学 -- 歴史 -- 18 世紀
ロシア -- 外国関係 -- 歴史 --

-- 1796-1855

1796-1855

-- 19 世紀

農村 -- ロシア -- 歴史 -- 19 世紀

-- アレクサンドル

ロシア -- 歴史 -- アレクサンドル 2 世

2 世△（1855-

△（1855-1881）

1881）
-- アレクサンドル

ロシア -- 歴史 -- アレクサンドル 3 世

3 世△（1881-

△（1881-1894）

1894）
-- ニコライ 2 世

兵器 -- ロシア -- 歴史 -- ニコライ 2

△（1894-1917）

世△（1894-1917）
芸術家 -- ロシア -- 歴史 -- 20 世

-- 20 世紀

紀

-- 1917-

科学者 -- ロシア -- 歴史 -- 1917

-- ソビエト連邦時

ロシア文学 -- 歴史 -- ソビエト連邦時

代

代
農民 -- ロシア -- 歴史 -- 1917-

-- 1917-1936

1936
陸軍 -- ロシア -- 歴史 -- 1925-

-- 1925-1953

1953

-- 1953-

ロシア -- 政治 -- 歴史 -- 1953-

-- 1985-

ロシア -- 社会 -- 歴史 -- 1985経済政策 -- ロシア -- 歴史 --

-- 1991-

1991-
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4.11 時代細目＞アメリカ合衆国

4.11 アメリカ合衆国
細目

備考

例
アメリカ合衆国 -- 文化 -- 歴史 --

-- 植民地時代

植民地時代
政治思想 -- アメリカ合衆国 -- 歴史

-- 18 世紀

--18 世紀

-- 1783-1865

アメリカ合衆国 -- 歴史 -- 1783-1865
財政政策 -- アメリカ合衆国 -- 歴史

-- 1783-1809

-- 1783-1809
開拓 -- アメリカ合衆国

-- 19 世紀

-- 歴史 --

19 世紀
高層建築 -- アメリカ合衆国 -- 歴史

-- 1865-1900

-- 1865-1900
音楽家 -- アメリカ合衆国 -- 歴史 --

-- 20 世紀

20 世紀
石油産業 -- アメリカ合衆国 -- 歴史

-- 1901-1945

-- 1901-1945

-- 1913-1921

アメリカ合衆国 -- 歴史 -- 1913-1921
金融 -- アメリカ合衆国 -- 歴史 --

-- 1918-1933

1918-1933
陸軍 -- アメリカ合衆国 -- 歴史 --

-- 1933-1945

1933-1945
雑誌広告 -- アメリカ合衆国 -- 歴史

-- 1945-

-- 1945絵画 -- アメリカ合衆国 -- 歴史 --

-- 21 世紀

21 世紀 -- 画集
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5 特殊細目

5 特殊細目
細目

備考

アメリカ合衆国 -- 属領
＊漢文 -- 文集
議会 -- 委員会
議会 -- 解散
議会 -- 特権と免除
議会 -- 補助機関
金属 -- 光学的性質
近代建築 -- 19 世紀
近代建築 -- 20 世紀
空気 -- 浄化
国際組織 -- 特権と免除
国際連合 -- 特権と免除
黒人 -- 宗教
＊シナリオ -- シナリオ集
情報サービス -- 名簿△(URL)
＊書目 -- 18 世紀以前
書目 -- 解題
聖書 -- 旧約
聖書 -- 旧約 -- 外典
聖書 -- 新約
聖書 -- 新約 -- 外典
世界戦争△(1939-1945) -- 対独協力
太平洋戦争△(1941-1945) -- 特攻隊
逐次刊行物 -- 簡略標題
図書 -- 標題
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