
F 　 F 　

（略） （略）

FC 71 FC 71

（略） （略）

87 87

〔

（以下略） （以下略）

K K

（略） （略）

KJ KJ

（略） （略）

KL KL

1 1

2 2

3 3

4 4

6 6

〔 〔

（略） （略）

KN 1 KN 1

（略） （略）

（略） （略）

61 61

〔 〔

科学教育　Science

教育　Education

科学教育　Science

理数を含む。〕

マラーティー語　Marathi

カシミーリー語　Kashimiri

マラーティー語　Marathi

ラフンダー語　Lahnda

シンディー語　Sindhi

カーフィル諸語　Kafir

コーワール語　Khowar

グジャラーティー語　Gujarati

パハーリー語　Pahari

ネパール語　Nepali

印欧語　Indo-European languages

ヒンディー語・ウルドゥ語　Hindi. Urdu

べトナム文学　Vietnamese literature

漢詩文を含む。〕

パンジャービー語　Panjabi

東洋の諸言語・東洋文学 Oriental languages and

literature

ラージャスターニー語　Rajastani

 芸術一般　The arts in general

改正後

芸術・言語・文学

改正前

教育

各科別教育　Specific subjects

改正後

教育

各科別教育　Specific subjects

教育　Education

漢詩文を含む。〕

印欧語　Indo-European languages

ヒンディー語・ウルドゥ語　Hindi. Urdu

コーワール語　Khowar

シンディー語　Sindhi

カーフィル諸語　Kafir

ダルド諸語　Dard

カシミーリー語　Kashimiri

その他のインド・アリアン諸語 Other Indo-Aryan

languages

パンジャービー語　Panjabi

ラージャスターニー語　Rajastani

グジャラーティー語　Gujarati

パハーリー語　Pahari

ネパーリー語　Nepali

ラフンダー語　Lahnda

 芸術一般　The arts in general

改正前

芸術・言語・文学

国立国会図書館分類表の一部改正について

「国立国会図書館分類表」を次のように改める。

東洋の諸言語・東洋文学 Oriental languages and

literature

ヴェトナム語　Vietnamese language

ダルド諸語　Dard

ベトナム語　Vietnamese language

書誌　Bibliography

辞典類　Dictionaries

ベトナム語　Vietnamese language

チューノム（字喃）

その他のインド・アリアン諸語 Other Indo-Aryan

languages

書誌　Bibliography

辞典類　Dictionaries

ヴェトナム語　Vietnamese language

チューノム（字喃）

ヴェトナム文学　Vietnamese literature
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（略） （略）

KP KP

（略） （略）

（略） （略）

83 83

〔

（略） （略）

117 117

118 118

128 128

（略） （略）

261 261

266 266

271 271

（略） （略）

KS 1 KS 1

〔 〔

（略） （略）

259 259

（以下略） （以下略）

X X

（略） （略）

XA XA

〔 〔

XB XB

〔 〔

XC XC

〔 〔

（以下略） （以下略）

ウクライナ語　Ukrainian

ここには，縦20cm以上で26cm以下のものを収め
る。〕

大ロシア語 Great Russian〕

関西館配置資料

改正後

B5判

シンハリーズ語 Sinhalese。梵語はKN33を，パーリ

語はKN43を見よ。〕

A4判

B5版

ここには，縦20cm以上で26cm以下のものを収め
る。〕

関西館配置資料

オリヤー語　Oriya

ビハーリー語　Bihārī

ベンガーリー語　Bengali

アッサム語　Assamese

オリヤー語　Oriya

ビハーリー語　Bihārī

ベンガーリー語　Bengali

アッサム語　Assamese

ここには，縦27cm以上で30cm以下のものを収め
る。〕

ロシア語　Russian language

ロシア語　Russian language

ロシア語・ロシア文学 Russian language and literature

方言　Local dialects

スロバキア語　Slovak

チェコ語　Czech

チェコ文学　Czech literature

ゲルマン諸語　Germanic languages

ベラルーシ語　Belarusian

シンハリーズ語 Sinhalese。梵語はKN33を，パー

リ語はKN43を見よ。〕

ここには，縦27cm以上で30cm以下のものを収め
る。〕

A4版

ヨーロッパの諸言語・ヨーロッパ文学 Languages of

Europe and European literature

ロシア語・ロシア文学 Russian language and literature

ロシア語　Russian language

ロシア語　Russian language

チェック語　Czech

チェック文学　Czech literature

スロヴァキア語　Slovak

ゴート語 Gothicは，ここに収める。〕

英語・英文学・アメリカ文学 English language and
literature. American literature

ニュージーランド文学　New Zealand literature

ゲルマン諸語　Germanic languages

ゴート語 Gothicは，ここに収める。〕

方言　Local dialects

小ロシア語（ウクライナ語）　Little Russian

(Ukrainian)

白ロシア語　White Russian

関西館配置資料

関西館配置資料

改正前

新書判 新書版

ここには，縦19cm以下のものを収める。〕 ここには，縦19cm以下のものを収める。〕

ヨーロッパの諸言語・ヨーロッパ文学 Languages of

Europe and European literature

英語・英文学・アメリカ文学 English language and
literature. American literature

ニュー・ジーランド文学　New Zealand literature
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Y Y

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

56 56

〔 〔

（略） （略）

〔 〔

（略） （略）

351 351

〔 〔

（略） （略）

353 353

〔 〔

（略） （略）

361 361

363

371 371

（略） （略）

（略） （略）

451 451

〔 〔

（略） （略）

453 453

〔 〔

（略） （略）

461 461

463

学校教科書 学校教科書

簡易整理資料　Limited-cataloging materials 簡易整理資料　Limited-cataloging materials

試験問題集・就職案内

学校教科書・教師用指導書　Textbooks. Teacher’s

Manuals

試験問題集・就職案内

医学・衛生系統の資格試験 医学・衛生系統の資格試験

医師，歯科医師，歯科技工士，薬剤師，診療放射線
技師，看護師，助産師，保健師，栄養士，調理師，
あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師，柔道
整復師，理容師，美容師，クリーニング師〕

医師，歯科医師，歯科技工士，薬剤師，診療X線技
師，看護師，助産師，保健師，栄養士，調理士，あん
ま・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師，柔道整
復師，理容師，美容師，クリーニング師〕

情報

媒体によらず学校教科書・教師用指導書はすべてここに収
める。YA～YF，YG，YH，YK，YKA～YKG，YL，

YM，YN，YR，YTに該当するものと組み合わせた場合も
すべてここに収める｡〕

媒体によらず学校教科書・教師用指導書はすべてここに収
める。YA～YF，YG，YH，YK，YKA～YKG，YL，YM，

YN，YR，YTに該当するものと組み合わせた場合もすべて
ここに収める｡〕

高等学校 高等学校

情報

学校教科書・教師用指導書　Textbooks. Teacher’s

Manuals

改正前

農業

理数

教師用指導書 教師用指導書

農業

高等学校 高等学校

情報 情報

理数

児童図書・簡易整理資料・教科書・専門資料室資料・
特殊資料

児童図書　Children’s books

改正後

児童図書・簡易整理資料・教科書・専門資料室資料・
特殊資料

児童図書　Children’s books

国語

国語表現，現代文，現代語，古典〕

国語

国語表現，現代文，現代語，古典，古典講読〕

国語 国語

国語表現，現代文，現代語，古典〕 国語表現，現代文，現代語，古典，古典講読〕

公民 公民

公共, 現代社会，倫理，政治・経済〕 現代社会，倫理，政治・経済〕

公民 公民

公共, 現代社会，倫理，政治・経済〕 現代社会，倫理，政治・経済〕
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471 471

（略） （略）

（略） （略）

560 560

（略） （略）

564 564

（略） （略）

566 566

（略） （略）

572 572

（略） （略）

（略） （略）

YM YM

〔 〔

（略） （略）

〔 〔

〔 〔

（略） （略）

YMA YMA

YMAS YMAS

YMB YMB

YMBS YMBS

（以下略） （以下略）

Z Z

（略） （略）

〔 〔

71 71

72 72

73

74 74

（以下略） （以下略）

SPレコード（直径　25～30cm）

専門資料室資料　Collections of special reference

rooms

専門資料室資料　Collections of special reference

rooms

国 際 機 関 資 料 Publications by intergovernmental

organizations

LP レコード等（直径　25～31cm） LP レコード等（直径　25～30cm）

欧州連合　European Union

欧州共同体統計局　Statistical Office of the European

Communities

 逐次刊行物　Serial publications

社会科学・人文科学・一般 社会科学・人文科学・一般

Z1～24，Z41～47をも見よ。〕 Z1～24，Z41～47をも見よ。〕

農業 農業

録音テープはYLを見よ。〕 録音テープはYLを見よ。〕

音盤 音盤

レコード レコード

2003年1月までは，音盤の大きさにより区分
し，これに収納キャビネットの函架番号を組み
合わせる。〕

2003年1月までは，音盤の大きさにより区分
し，これに収納キャビネットの函架番号を組み
合わせる。〕

SPレコード（直径　～18cm） SPレコード（直径　17cm）

欧州連合　European Union

社会科学・人文科学・一般 社会科学・人文科学・一般

社会科学・人文科学・一般

科学技術 科学技術

国 際 機 関 資 料 Publications by intergovernmental

organizations

欧州連合司法裁判所　Court of Justice of the

European Union

欧州裁判所　Court of Justice of the European

Communities

欧州会計検査院　European Court of Auditors 会計検査院　European Court of Auditors

和雑誌　Periodicals in Japanese 和雑誌　Periodicals in Japanese

逐次刊行物

楽譜・録音資料　Music. Recordings 楽譜・録音資料　Music. Recordings

学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～

Y499を見よ。〕

学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499

を見よ。〕

録音資料 録音資料

 逐次刊行物　Serial publications

逐次刊行物
改正後 改正前

EP レコード等（直径　17～18cm） EP レコード等（直径　17cm）

SPレコード（直径　20～31cm）

特殊資料 特殊資料

欧州連合統計局　Statistical Office of the European

Union
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