
－ F-1 － 

教育 
                   

F  教育 Education 
 〔 F1～F9 のうち，体育のみを扱ったものは，FS1～FS9 を見よ。〕 
                   
 1  書誌 Bibliography 
   〔 教育各部門の書誌を含む。〕 
 2  辞典・便覧類 Dictionaries 
   〔 教育各部門の辞典・便覧類を含む。〕 
 4  学術団体・研究機関 Organizations 
   〔 教職員団体は，FC27；FD33 を見よ。〕 
 5  合集 Collections 
   〔 ここには，講座，体系，叢書の類を収める。〕 
 6  叢伝 Collective biography 
   〔 教育各部門の叢伝を含む。個人伝は，伝記 GK を見よ。〕 
 9  雑 Miscellaneous 
                   

FA   教育理論 Theory of education 
                   
 1  教育原理，教育科学 Principles of education. Science of education 
 3   教育哲学 Philosophy of education 
 5  教育学説・教育思想史 History of educational theory 
 11  教育研究法 Educational research 
   〔 教育調査法，教育統計法を含む。〕 
 14  教育政策 Educational policy 
   〔 ここには，教育政策理論を収める。各国の教育政策は FB を見よ。〕 
 16  比較教育・教育制度 Comparative education. Educational system 
   〔 ここには，比較教育・教育制度理論を収める。各国の教育制度は FB を見

よ。〕 
 18  教育行政・財政 Educational administration and finance 
   〔 ここには，教育行政・財政理論を収める。各国の教育行政・財政は FB を

見よ。〕 
 (21 ) （ 教育法規 Educational laws） 
   〔 →A613〕 
 25  教育論 Critical essays on education 
                   
 31  教育心理学 Educational psychology 
                   
 33  学習心理学 Psychology of learning 
 35  児童心理学 Child psychology 
 38   問題行動 Behavioural problems 
 41  青年心理学 Adolescent psychology 
                   
 51  教育と社会 Education and society 
  〔 教育社会学は，ここに収める。〕 
                   
 53  地域社会と学校 Community and school 
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 54  都市と教育 City and education 
 55  農山漁村の教育 Rural education 
 57  僻地教育 Education in isolated areas 
 61  家族と教育 Family and education 
 63  マス・コミュニケーションと教育 Mass communication and education 
 65  経済と教育 Economy and education 
 71  学校・学級社会 School and class society 
 75  エリートと教育 Elite education 
 77  社会的弱者と教育 Socially handicapped and education 
                   

FB   各国の教育・教育史 Education in specific countries 
  〔 在外子弟教育は，その母国の教育史・事情に収める。〕 
                   
 1  世界 World 
 2   教育史・事情 History of education 
 4   教育政策・制度 Educational policy and system 
 5    科学技術教育 Scientific and technical education 
 8   教育行政・財政 Educational administration and finance 
                   
 11  日本 Japan 
 12   教育史・事情 History of education 
 13    幕末まで 
 14    明治以降 
 16    各地の教育史・事情 
 21    同和教育 
 22    学校誌 
     〔 ここには，個々の学校・大学の校誌，要覧を収める。ただし，

各種学校，文部科学省所轄外学校の校誌，要覧は，それぞれの

主題を見よ。〕 
 24    寮誌 
 25   教育政策 Educational policy 
 31   教育制度 Educational system 
 32    義務教育制度 Compulsory education 
     〔 不就学，長期欠席を含む。〕 
 34    学区制 School district 
 35    進学制度 School-choosing 
     〔 私塾は，ここに収める。〕 
 36    私立学校 Private schools 
 37    各種学校 
     〔 ここには，各種学校一般を収める。個々の各種学校は，それぞ

れの主題を見よ。〕 
 38    文部科学省所轄外学校施設 
     〔 ここには，文部科学省以外の他の行政機関が所轄する学校施設

一般を収める。個々の学校施設は，それぞれの主題を見よ。〕 
 41   教育行政 Educational administration 
 42    中央教育行政 Central 
 43    地方教育行政 Local 
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 45   教育財政，教育費 Educational finance. Educational expenditure 
 46    国の教育費 National 
 47    地方教育費 Local 
 48    父兄負担教育費 Private 
                   
 51  アジア・太平洋地域 Asia and Pacific areas 
 52   朝鮮 
 54   中国 
 56   東南アジア地域 
    〔 南アジアを含む。〕 
 59   オセアニア地域 
                   
 61  中近東・アフリカ Middle East and Africa 
                   
 63  欧米 Europe and America 
 64   イギリス 
 65   フランス 
 67   ドイツ 
 71   イタリア 
 73   その他の西欧・南欧諸国 
 75   北欧 
 76   東欧 
 77   ソヴィエト連邦 
 81   アメリカ合衆国 
 82    教育史・事情 
 83     アフリカ系アメリカ人教育 
 86    教育政策・制度 
 87    教育行政・財政 
 91   カナダ 
 92   中南米 
                   

FC 1  学校の管理・運営 School administration and management 
  〔 大学の管理・運営は，FD31 を見よ。〕 
                   
 3  学校長の職務・権限 Functions and duties of principal 
 5  学級経営 Class management 
 7  指導要録 Cumulative guidance records 
 8  学校施設 School facilities 
 (9 ) （ 学校図書館 School libraries） 
    〔 →UL371〕 
 11  学校行事 Customary observances in school 
 12   修学旅行，遠足 School journey. School excursion 
 13   学芸会，運動会 Exhibitions. Athletic meetings 
 14  学校保健 School health 
   〔 学校事故は，ここに収める。〕 
 15  家庭と学校との関係 Relations to parents 
 16   PTA 
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    〔 父母会は，ここに収める。〕 
 17  学校給食 School lunch program 
 18  共学問題 Coeducation 
                   
 21  教職員 Educational personnel 
  〔 大学の教職員は，FD33 を見よ。〕 
                   
 23  養成 Teachers’ education 
   〔 現職教育を含む。〕 
 25  人事 Personnel management 
   〔 給与，勤務条件を含む。〕 
 27  教職員団体 Teachers’ unions 
 28  社会的地位 Social status 
                   
 31  学校教育 School education 
  〔 個々の国の学校教育一般は，FB11～FB92 を見よ。大学教育は FD1 を見よ。

個々の学校の校誌は FB22，FB37，FB38，FB51～FB92 を，また個々の大学

の校誌は FD11～FD25 を見よ。〕 
                   
 32  就学前教育 Preschool education 
 33  初等教育 Elementary education 
 34  中等教育 Secondary education 
 35   中学校 Lower secondary schools 
 36   高等学校 Upper secondary schools 
                   
 41  教育課程 Curriculum 
  〔 学習指導要領のテキストは，C613 を見よ。〕 
                   
 42  小学校における教育課程 For elementary schools 
 43  中学校における教育課程 For lower secondary schools 
 44  高等学校における教育課程 For upper secondary schools 
                   
 49  教科書 Text-books 
  〔 教科書そのものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
 51  教育方法 Methods of teaching 
                   
 52  学習指導 Guidance of learning activities 
 53   読書指導 Reading guidance 
    〔 学校図書館の活用を含む。〕 
 54  生活指導 Guidance 
 55   カウンセリング Counseling 
 56   進学指導 Guidance of school-choosing 
 57   職業指導 Vocational guidance 
 58   レクリエーション Recreation 
 61  特別教育活動，教科外活動 Extracurricular activities 
 63  教育測定・評価 Educational measurements and evaluation 
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   〔 学力診断，学力調査，学習評価，テスト〕 
 65  教材・教具 Teaching materials 
 66   視聴覚教育 Audio-visual teaching aids and methods 
 67    放送教育 Auditory aids 
 68    映画，幻燈，紙芝居 Visual aids 
                   
 71  各科別教育 Specific subjects 
                   
 72  社会科教育 Social studies 
 73   一般社会 
    〔 倫理，社会，政治，経済〕 
 74   地理 
 75   歴史 
 76  国語教育 Mother tongue 
 77   読み方 
 78   話し方 
 79   書き方 
    〔 漢字教育，ローマ字教育を含む。〕 
 81   作文 
 82   文法 
 83  芸能教育 Fine arts 
 84   図工 
 85   音楽 
 86   習字 
 87  科学教育 Science 
   〔 理数を含む。〕 
 88   数学 
 89   理科 
 91  職業・技術教育 Vocational subjects 
   〔 産業教育を含む。〕 
 92   家庭科 
 93  保健・体育 Health and physical education 
   〔 安全教育，純潔教育を含む。〕 
 95  外国語教育 Foreign language 
 97  道徳教育，宗教教育 Moral and religious education 
                   

FD 1  高等教育 Higher education 
                   
   各国の高等教育 Higher education in specific countries 
   〔 個々の大学の校誌は，ここに収める。ただし，日本の大学の校誌は FB22

を見よ。〕 
 3   世界 
 4   日本 
 11   アジア・太平洋地域 
 16   中近東・アフリカ 
 21   欧米 
 22    ヨーロッパ 
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 25    アメリカ 
 31  管理・運営 Administration and management 
 33  教職員 Educational personnel 
 35  教育課程 Curriculum 
 37  学生 Students 
   〔 学生生活，学生運動を含む。〕 
 39   就職問題 
 41  学位 Degrees 
 43  海外留学 Study abroad 
                   
 51  育英奨学制度 Student aid systems 
                   
 55  通信教育制度 Correspondence education 
                   

FG 1  特別教育 Special education 
  〔 ここには，学校教育における特別教育を収める。〕 
                   
 3  視覚障害 Blind and partially sighted 
 4  聴覚障害，言語障害 Deaf and hearing impaired. Speech and language  

          disabilities 
 5  肢体不自由，病弱・身体虚弱 Physical disabilities. Health impairments 
 6  知的障害，発達障害 Intellectual disabilities. Developmental disabilities 
 7  英才，天才 Gifted children 
 8  問題行動 Behavioural problems 
   〔 情緒障害はここに収める。〕 
                   

FH 1  社会教育 Social education 
                   
 5  社会教育施設 Social education facilities 
 (6 ) （ 図書館 Libraries） 
    〔 →図書館 UL〕 
 7   公民館 Community centers 
 8   博物館 Museums 
    〔 特殊分野の博物館は，その主題を見よ。〕 
 (11 ) （ 美術館 Art museums） 
    〔 →K3〕 
 21  青少年教育 Youth education 
   〔 勤労青少年教育を含む。〕 
 24  青少年団体 Youth organizations 
   〔 社会集団としての青少年は，EC153 を見よ。〕 
 27  成人教育 Adult education 
 (31 ) （ 通信教育 Correspondence education） 
   〔 →FD55〕 
 (34 ) （ 視聴覚教育 Audio-visual education） 
   〔 →FC66〕 
 (37 ) （ 家庭教育 Home education） 
   〔 →EF34〕 
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FS   体育・スポーツ Physical education. Sports 

                   
 1   書誌 Bibliography 
    〔 体育・スポーツ各部門の書誌を含む。〕 
 2   辞典・便覧類・年鑑 Dictionaries. Yearbooks 
    〔 体育・スポーツ各部門の辞典・便覧類・年鑑を含む。〕 
 4   体育団体・研究機関 Organizations 
 5   合集 Collections 
    〔 ここには，講座・体系・叢書の類を収める。〕 
 6   叢伝 Collective biography 
    〔 体系・スポーツ各部門の叢伝を含む。個人伝は，伝記 GK を見よ。〕 
 9   雑 Miscellaneous 
                   
 11  体育理論 Theory of physical education 
 13  体育医学 Sports medicine 
 15  体育心理学 Psychology of physical education 
 21  体育史・事情 History of physical education 
 22   日本 
 25   外国 
 27   国際的スポーツ大会 International games 
 28  体育施設 Physical education facilities 
 (29 ) （ 学校体育 Physical education in schools） 
   〔 →FC93〕 
                   
   各種競技 Athletic and outdoor sports 
 31   体操・体育遊戯 Gymnastics 
 33   陸上競技・水上競技 Track and field athletics. Aquatic sports 
    〔 競走，競歩，跳躍，投擲，水泳，水球等〕 
 35   球技 Ball games 
    〔 バスケットボール，バレーボール，サッカー，ラグビー，野球，テ

ニス，ゴルフ，卓球等〕 
 37   武道，闘技 Combat sports 
    〔 柔道，空手，護身術，劔道，フェンシング，相撲，レスリング，ボク

シング，弓道，射撃等〕 
 41   登山 Mountain climbing, etc. 
    〔 ハイキング，キャンピング，スキー，スケートを含む。〕 
 43   その他 Others 
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