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児童図書・簡易整理資料・教科書・専門資料室資料・特殊資料 
                   

Y   児童図書 Children’s books 
                   
 1  政治・経済・産業・社会 
   〔 社会科一般，法律，行政，人口，保険，運輸，通信（郵便切手），統計，

社会思想，世論，労働，家事・家政〕 
 2  歴史・地理・風俗 
   〔 紀行，探検記，民俗〕 
 3  伝記 
   〔 個人伝，叢伝，人名辞典〕 
 5  教育・文化・宗教・道徳 
   〔 学問，博物館，図書館，読書，出版，新聞，放送，哲学，思想，人生訓，

格言，礼儀，作法，占い〕 
 6  美術・音楽・映画 
   〔 文化財，建築美術，図画工作，人形，模型，写真，舞踊，演劇〕 
 7  文学・語学（新書・文庫形態） 
   〔 ここには，1997 年まで Y7，Y8，Y9 に収めていた文学・語学のうち新書・

文庫形態のものを収める。〕 
   〔 洋図書には適用しない。〕 
 8  文学・語学 
 9  文学・語学（翻訳書） 
   〔 ここには，1997 年まで Y7，Y8，Y9 に収めていた文学・語学のうち翻訳

書を収める。〕 
   〔 洋図書では，著者が日本人の場合にのみ適用。〕 
 11  科学・技術 
 12  スポーツ・遊戯 
   〔 体育，武術〕 
 13  辞典・年鑑・図鑑 
   〔 ここには，百科事典その他一般的なものを収める。特殊主題に関するもの

は，その主題を見よ。〕 
 14  叢書・全集 
   〔 ここには，一般的なものを収める。特殊主題に関するものは，その主題を

見よ。〕 
 15  その他 
 16  漫画本・漫画読物 
   〔 漫画の描き方は，Y6 を見よ。〕 
 17  絵本（低学年および幼児用） 
 18  絵本（翻訳書） 
   〔 ここには，1997 年まで Y17，Y18 に収めていた絵本のうち翻訳書を収め

る。〕 
   〔 洋図書では，著者が日本人の場合にのみ適用。〕 
                   
   簡易整理資料 Limited-cataloging materials 
                   
   学習および受験参考書・入学試験問題集 
   〔 主として，教科単元に準拠したもので，受験学校案内を含む。アチーブメ
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ント・テスト，ドリル，ワークブック等もここに収める。〕 
 31   一般 
 32   小学校参考書・中学校受験書・中学校入学案内 
 33   中学校参考書・高等学校受験書・高等学校入学案内 
    〔 中学生のための就職試験問題集・案内は，Y51 を見よ。〕 
    高等学校参考書・大学受験書・大学入学案内 
    〔 高校生のための就職試験問題集・案内は，Y51 を見よ。〕 
 34    一般 
     〔 学校案内を含む。〕 
 35    国語 
     〔 古典（国文，漢文）を含む。〕 
 36    社会 
     〔 倫理，社会，政治，経済，日本史，世界史，人文地理〕 
 37    数学 
 38    理科 
     〔 物理，化学，生物，地学〕 
 39    保健体育 
 41    芸術 
     〔 音楽，美術，工芸，書道〕 
 42    外国語 
     〔 英語，ドイツ語，フランス語〕 
 43    家庭・技術 
     〔 農業，水産，工業，電気，鉄道，商業，商船を含む。〕 
 44    その他 
     〔 情報はここに収める。〕 
                   
   語学学習用テキスト 
   〔 ここには，大学生または一般の人のための語学学習を主目的としたテキ

スト，対訳テキスト，対訳シナリオ集を収める。フィルムレコードを主と

したテキストは，YMG を見よ。〕 
 45   英語 
 46   ドイツ語 
 47   フランス語 
 48   中国語・朝鮮語 
 49   その他 
                   
   試験問題集・就職案内 
   〔 ここには，各種問題集および受験者を対象とした設問中心の参考書なら

びに就職案内を収める。各種学校の入学案内は，ここに収める。学習参考

書，一般学校の入学試験問題集は，Y32～Y44 を見よ。〕 
 51   一般採用試験・就職試験 
    〔 就職のための会社案内は，ここに収める。〕 
 52   公務員試験（国家・地方） 
    〔 警察官，消防官，外交官，自衛官，海上保安官，航空管制官，税務職

員，三公社職員の試験は，ここに収める。〕 
 53   司法試験 
    〔 司法書士〕 
 54   事務系統の資格試験 



－ Y-3 － 

    〔 公認会計士，税理士，海事代理士，土地家屋調査士，行政書士，通訳

案内業。簿記，珠算，英語，速記等の諸検定を含む。〕 
 55   教育系統の資格試験 
    〔 教職員，学芸員，社会教育主事，保育士，司書，児童福祉司，社会福

祉主事〕 
 56   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〕 
 57   技術系統の資格試験 
    〔 技術士，技能士（技能検定を含む。），弁理士，測量士，建築士，ボイ

ラー技士，熱管理士，電気主任技術者，無線通信士，映写技術者，原

子炉主任技術者，危険物取扱主任者，ガス主任技術者，鉱山保安技

術職員，海技従事者，潜水士，水先人，航空従事者，安全管理者，農

業改良普及員，獣医師，装蹄士〕 
 58    自動車関係 
 59   スポーツ系統その他の資格試験 
    〔 競輪・オートレース・モータボート選手，騎手，調教師〕 
                   
   学校要覧・卒業者名簿・同窓会名簿 
 61   日本 
 62   外国 
                   
   団体要覧・名簿 
   〔 執務便覧を含む。官公庁の要覧・名簿は，Y111～Y141 を見よ。〕 
    日本 
 64    学術団体 
 65    産業団体その他 
 66   アジア諸国 
 67   その他の外国 
                   
 69  電話番号簿 
                   
   家庭書・娯楽書 
 71   家庭（一般）・家庭経済 
    〔 投資，内職，法律知識〕 
 72   服飾・裁縫・手芸 
    〔 寝具，洗濯〕 
 73   食物・料理 
 74   住居・家具・調度 
    〔 家庭の科学を含む。〕 
 75   家庭医学 
    〔 保健，衛生，育児，美容〕 
 76   家庭教育・作法・言語生活 
 77   スポーツ・旅行 
 78   趣味・娯楽 
 81   小説類 
 82   小説類（同上） 
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 83   小説類（同上） 
 84   読物・漫画・雑著 
                   
 85  風俗本 
                   
 86  布教書，超心理学・心霊研究 
                   
 88  実務書，娯楽書 
                   
 89  娯楽的・風俗的写真集，画集 
                   
 91  全集月報・付録類 
   〔 ここには，全集，叢書，講座等一定期間継続出版されるものに，別刷で付

録として挿入されている小冊子（リーフレット）資料を合綴製本したもの

を収める。〕 
                   
 93  小冊子 
                   
 94  その他 
                   
 95  一時的利用価値のみを有すると認められる資料 
   〔 ここには，1989 年まで，「図書館資料の整理区分に関する件」により，E

整理に指定された資料を収める。〕 
                   
 97  大型本・横長本 
   〔 ここには，Y71～Y94 のうち，縦 34cm 以上または横 31cm 以上のものを

収める。〕 
                   
 99  豆本 
   〔 ここには，10cm 以下のもの，および豆本と判断できるものを収める。江

戸期以前，清代以前に刊行または書写されたものは，YR15 を見よ。〕 
                   
   官庁資料（簡易整理資料） 
   〔 発行官庁（編集・監修を含む。）によって区分する。〕 
    日本 
 111    中央官庁 
     〔 

 
地方支分部局，附属機関および政府関係機関（独立行政法人，

特殊法人等）および国立学校・国立大学法人を含む。〕 
 121    都道府県 
 131   外国 
    〔 1986 年 8 月以前整理の洋小冊子〕 
 133   外国（日本語の小冊子） 
 141   国際機関 
    補助金による研究成果報告書 
 151    文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書 
 153    文部科学省研究開発学校研究開発報告書 
 155    厚生労働科学研究費補助金研究・事業報告書 
 157    環境研究総合推進費補助金研究・事業報告書 
     〔 廃棄物処理等科学研究費補助金研究・事業報告書，循環型社会
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形成推進科学研究費補助金研究・事業報告書はここに収め

る。〕 
                   
 181  議員著作文庫（小冊子等） 
                   
   仮排架資料 
   〔 ここには，将来，合綴・製本し，A～U に主題区分する分冊刊行の辞典，

講座類，モノグラフシリーズ等を収める。ただし，官庁資料を除く。〕 
 211   和文 
 212   中国文・朝鮮文 
 213   欧文 
                   
 251  モノグラフシリーズ 
                   
   学校教科書・教師用指導書 Textbooks. Teacher’s Manuals 
  〔 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｡〕 
                   
   学校教科書 
    小学校 
 311    国語 
     〔 書写はここに収める。〕 
 312    社会 
     〔 地図はここに収める。〕 
 313    算数 
 314    理科 
 315    生活 
 316    音楽 
 317    図画工作 
 318    家庭 
 319    体育 
     〔 保健はここに収める。〕 
 321    外国語 
 322    特別の教科 道徳 
    中学校 
 331    国語 
     〔 書写はここに収める。〕 
 332    社会 
     〔 地理的分野，歴史的分野，公民的分野，地図〕 
 333    数学 
 334    理科 
     〔 第一分野，第二分野〕 
 335    音楽 
     〔 一般，器楽〕 
 336    美術 
 337    保健体育 
 338    技術・家庭 
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     〔 技術分野，家庭分野〕 
 339    外国語 
 341    特別の教科 道徳 
    高等学校 
 351    国語 
     〔 国語表現，現代文，現代語，古典〕 
 352    地理歴史 
     〔 世界史，日本史，地理，地図〕 
 353    公民 
     〔 公共，現代社会，倫理，政治・経済〕 
 354    数学 
 355    理科 
     〔 総合理科，物理，化学，生物，地学〕 
 356    保健体育 
 357    芸術 
     〔 音楽，美術，工芸，書道〕 
 358    外国語 
     〔 英語，オーラル・コミュニケーション，リーディング，ライテ

ィング〕 
 359    家庭 
 361    情報 
 363    理数 
 371    農業 
 372    工業 
 373    商業 
 374    水産 
 375    看護 
 376    福祉 
 381   特別支援学校 
    〔 盲学校・聾学校・養護学校はここに収める。〕 
                   
   教師用指導書 
    小学校 
 411    国語 
     〔 書写はここに収める。〕 
 412    社会 
     〔 地図はここに収める。〕 
 413    算数 
 414    理科 
 415    生活 
 416    音楽 
 417    図画工作 
 418    家庭 
 419    体育 
     〔 保健はここに収める。〕 
 421    外国語 
 422    特別の教科 道徳 
    中学校 
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 431    国語 
     〔 書写はここに収める。〕 
 432    社会 
     〔 地理的分野，歴史的分野，公民的分野，地図〕 
 433    数学 
 434    理科 
     〔 第一分野，第二分野〕 
 435    音楽 
     〔 一般，器楽〕 
 436    美術 
 437    保健体育 
 438    技術・家庭 
     〔 技術分野，家庭分野〕 
 439    外国語 
 441    特別の教科 道徳 
    高等学校 
 451    国語 
     〔 国語表現，現代文，現代語，古典〕 
 452    地理歴史 
     〔 世界史，日本史，地理，地図〕 
 453    公民 
     〔 公共，現代社会，倫理，政治・経済〕 
 454    数学 
 455    理科 
     〔 総合理科，物理，化学，生物，地学〕 
 456    保健体育 
 457    芸術 
     〔 音楽，美術，工芸，書道〕 
 458    外国語 
     〔 英語，オーラル・コミュニケーション，リーディング，ライテ

ィング〕 
 459    家庭 
 461    情報 
 463    理数 
 471    農業 
 472    工業 
 473    商業 
 474    水産 
 475    看護 
 476    福祉 
 481   特別支援学校 
    〔 盲学校・聾学校・養護学校はここに収める。〕 
                   
   外国の教科書，教師用指導書 
   〔 識字教材を含む。〕 
 491   アジア 
 493   アフリカ 
 495   ヨーロッパ 
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 497   アメリカ 
 499   オセアニア 
                   
   専門資料室資料 Collections of special reference rooms 
                   
   国際機関資料 Publications by intergovernmental organizations 
 511   国際連盟 League of Nations 
    国際連合 United Nations 
 515      出版物 
 516       出版物のうちドキュメント記号を持たないもの 
       〔 →Y515。2003 年 1 月以降は使用しない。〕 
 517      ドキュメント 
 518      公式記録 
 519     国連大学 United Nations University 
 520    国際労働機関 International Labour Organization 
 521    国連食糧農業機関 Food and Agriculture Organization of the 

United Nations 
     〔 世界食糧計画（World Food Programme）はここに収める。〕 
 522    国連教育科学文化機関 United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 
     世界銀行グループ The World Bank Group 
 523     国際復興開発銀行 International Bank for Reconstruction 

and Development 
      〔 国際開発協会（International Development Association），

投資紛争解決国際センター（International Centre for 
Settlement of Investment Disputes），多数国間投資保証

機関（Multilateral Investment Guarantee Agency）はこ

こに収める。〕 
 524     国際金融公社 International Finance Corporation 
 525    国際通貨基金 International Monetary Fund 
 526    世界保健機関 World Health Organization 
 527     国際がん研究機関 International Agency for Research on 

Cancer 
 528    国際民間航空機関 International Civil Aviation Organization 
 529    世界貿易機関 World Trade Organization 
     〔 関税と貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs 

and Trade）はここに収める。〕 
 530    国際原子力機関 International Atomic Energy Agency 
 531    世界知的所有権機関 World Intellectual Property Organization 
 532    国際電気通信連合 International Telecommunication Union 
 533    世界気象機関 World Meteorological Organization 
 534    万国郵便連合 Universal Postal Union 
 535    国連工業開発機関  United Nations Industrial Development 

Organization 
 536    国際海事機関 International Maritime Organization 
 537    国 際 農 業 開 発 基 金  International Fund for Agricultural 

Development 
 541   国際刑事裁判所 International Criminal Court 
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 560   欧州連合 European Union 
 561     欧州委員会 European Commission 
 562     閣僚理事会 Council of the European Union 
      〔 欧州理事会（European Council）はここに収める。〕 
 563     欧州議会 European Parliament 
 564     欧州連合司法裁判所 Court of Justice of the European 

Union 
 565     経済社会評議会 European Economic and Social Committee 
 566     欧州会計検査院 European Court of Auditors 
 567     地域評議会 Committee of the Regions 
 568     欧州投資銀行・欧州中央銀行 European Investment Bank. 

European Central Bank 
 569    欧州経済共同体 European Economic Community 
 570    欧州石炭鉄鋼共同体 European Coal and Steel Community 
 571    欧州原子力共同体 European Atomic Energy Community 
 572    欧州連合統計局 Statistical Office of the European Union 
 573    欧州生活・労働条件改善財団 European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions 
 574    欧 州 職 業 訓 練 開 発 セ ン タ ー  European Centre for the 

Development of Vocational Training 
 575    欧州環境庁 European Environment Agency 
 576    欧州連合刊行科学技術レポート EUR report 
 579    欧州連合のその他の機関 Other organizations under the EU 
 580   経済協力開発機構  Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
 582    原子力機関 Nuclear Energy Agency 
 583    国際エネルギー機関 International Energy Agency 
 584    欧 州 運 輸 大 臣 会 議  European Conference of Ministers of 

Transport 
 585   欧州評議会 Council of Europe 
 586   欧州安全保障協力機構 Organization for Security and Co-operation in 

Europe 
 590   アジア開発銀行 Asian Development Bank 
                   

611～699  官庁資料 Foreign government publications 
   〔 1986 年 9 月以降整理の外国官庁発行小冊子（日本語を除く）。2002 年 4

月以降は Y611～Y699 は使用しない。〕 
                   

711～799  アジア諸言語資料 Materials in Asian languages 
   〔 中国・朝鮮語資料は除く。〕 
                   
    東アジア Eastern Asia 
     シナ・チベット諸語 Sino-Tibetan languages 

 711     チベット語 Tibetan 
 712     ロロ語（彝語） Lolo (Yi) 
      〔 ハニ語 Hani 

モソ語（ナシ語） Mosso (Naxi) 〕 
 713     ミヤオ語・ヤオ語 Miao. Yao 
 714     その他のシナ・チベット諸語 Other Sino-Tibetan 
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languages 
      〔 西夏語 Si-hia〕 

     ツングース諸語 Tungusic languages 
 716     満州語・女真語 Manchu. Jurchi 
      〔 シベ語 Sibo〕 
 717     その他のツングース諸語 Other Tungusic languages 
      〔 エウェンキ語 (Evenki) 

ウイルタ語（オロッコ語） Uilta (Orok) 
ナナイ語 (Nanai)〕 

 718    ウラル諸語 Uralian languages 
     〔 サモエード語 Samoyed〕 

 721    ウイグル語 Uighur 
 722    モンゴル語 Mongolian 
 723    台湾諸語 Taiwan languages 
                   
    東南アジア Southeastern Asia 

     フィリピン諸語 Philippine languages 
 725     タガログ語 Tagalog 
 726     セブ語 Cebuano 
 727     イロカノ語 Iloko 
 728     ヒリガイノン語 Hiligaynon 
 729     ビコル語 Bikol 
 731     その他のフィリピン諸語 Other Philippine languages 
     インドネシア諸語 Indonesian languages 
 735     マライ語（インドネシア語） Malay (Indonesian) 
 736     ジャワ語 Javanese 
 737     スンダ語 Sundanese 
 738     バリ語 Balinese 
 739     その他のインドネシア諸語 Other Indonesian languages 
      〔 マドゥラ語 Madurese〕 
 741    ベトナム語 Vietnamese 
 742    クメール語（カンボジア語） Khmer (Cambodian) 
 743    ラオ語 Lao 
 745    タイ語 Thai 
 746    ビルマ語 Burmese 
 747    東南アジア大陸部の諸語 Languages of mainland Southeastern 

Asia 
     〔 カレン語 Karen 

シャン語 Shān 
モン語 Mon〕 

                   
    南アジア South Asia 
     インド・アリアン諸語 Indo-Aryan languages 
 751     ヒンディー語 Hindi 
      〔 プラークリット語 Prakrit 

サンスクリット語 Sanskrit 
パーリ語  Pali〕 

 752     ウルドゥー語 Urdu 
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 753     ベンガル語 Bengali 
 754     ネパール語 Nepali 
 755     マラーティー語 Marathi 
 756     グジャラート語 Gujarati 
 757     パンジャブ語 Punjabi 
 758     アッサム語 Assamese 
 759     シンディー語 Sindhi 
 761     シンハラ語 Sinhalese 
 762     その他のインド・アリアン諸語  Other Indo-Aryan 

languages 
      〔 ビハーリー語 Bihārī 

ラージャスターニー語 Rajastani 
マールヴィー語 Malvi 
ジャイプリー語  Jaipurī 
カシミーリー語 Kashimiri 
コーンカニー語  Konkani 
サゥラーシュトラ語 Saurashtra 
ディベヒ語（モルディブ語） Divehi (Maldivian)〕 

     ドラヴィダ諸語 Dravidian languages 
 764     タミル語 Tamil 
 765     テルグ語 Telugu 
 766     その他のドラヴィダ諸語 Other Dravidian languages 
      〔 マラヤーラム語 Malayalam 

カナラ語（カンナダ語） Kanarese (Kannada)〕 
     チベット・ビルマ諸語 Tibeto-Burman languages 
 767     ゾンカ語 Dzongkha 
 768     その他のチベット・ビルマ諸語 Other Tibeto-Burman 

languages 
      〔 マニプル語 Manipuri〕 
 769    ムンダー諸語・ニコバル諸語 Munda languages. Nicobarese 

languages 
     〔 サンターリー語 Santali 

ムンダーリー語  Mundari 
ホー語 Ho 
ブミジュ語 Bhumij 
クールクー語 Kūrkū 
ソーラー語 Sora 
ガダバー語  Gadaba 
ニコバル語 Nicobarese〕 

                   
    西南アジア・北アフリカ Southwestern Asia. North Africa 
     イラン諸語 Iranian languages 
 771     ペルシア語 Persian 
 772     クルド語 Kurdish 
 773     その他のイラン諸語 Other Iranian languages 
      〔 バルーチー語 Baluchi。アフガン語（パシュトゥ語）は

Y785 を，ダリー語は Y786 を見よ。〕 
 775    アラビア語 Arabic 
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     〔 サバ語 Sabaic 
ミナ語 Minaic 
シュハウリ語 Shawri 
ソコトリ語 Soqotri〕 

 776    マルタ語 Maltese 
 777    シュメール語，アッカド語（アッシリア・バビロニア語） 

Sumerian, Akkadian (Assyro-Babylonian)  
 779    イディッシュ語 Yiddish 
 781    ヘブライ語 Hebrew 
     〔 カナン語 Canaanite 

アラム語 Aramaic 
シリア語 Syriac 
マンダ語 Mandaic〕 

 782    トルコ語・オスマン語 Turkish language. Osmanic 
 783    エジプト語・コプト語 Egyptian. Coptic 
 784    ベルベル諸語 Berber languages 

                   
    中央アジア Central Asia 
 785    アフガン語（パシュトゥ語） Afghan (Pashto) 
 786    ダリー語 Dari 
 787    タジク語 Tajik 
     チュルク諸語 Turkic languages 
 791     カザフ語 Kazakh 
 792     キルギス語 Kyrgyz 
 793     ウズベク語 Uzbek 
 794     トゥルクメン語 Turkmen 
 795     アゼルバイジャン語 Azerbaijani 
 796     その他のチュルク諸語 Other Turkic languages 
      〔 カラカルパク語 Kara-Kalpak〕 
     コーカサス諸語 Caucasian languages 
 797     ジョージア語 Georgian 
 798     その他のコーカサス諸語 Other Caucasian languages 
 799    アルメニア語 Armenian 

                   
811～849  特別資料室資料 

                   
 851  脚本 

   〔 ここには，日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムから寄贈された脚

本等を収める。〕 
                   
 871  手稿譜 
   〔 ここには，日本人作曲家の手稿譜および関連資料を収める。〕 
                   
   その他 Others 
  （ 特別扱い資料） 
 991   原子炉設置（変更）許可申請書 
    〔 原子炉，核燃料の加工・再処理・廃棄施設等の原子力施設の設置お

よび変更に関わる許可申請書，その審査に関するものは，ここに収
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める。〕 
 994   別置措置和資料 
    〔 ここには，特に資料保存上別置を要するものを収める。〕 
 995   別置措置洋資料 
    〔 ここには，特に資料保存上別置を要するものを収める。〕 
                   
                   

特殊資料 
                   

YA～YF  マイクロ資料 Microreproductions 
  〔 原資料によって区分し，ロールフィルム（35mm）以外のものは，さらに下表

によって細分する。 
例：United States government publications 

(non-depository) 〔Microprint〕YE21 
洋雑誌・新聞のマイクロ資料の図書記号は，到着順序を示す数字の前に F を

付す。 
例：YA-F1，YA5-F1，YB-F1 

学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
 1  ロールフィルム（16mm） 
   シート状（横長型） 
 2   縦  ～80mm 
 3     ～90mm 
 4     ～100mm 
 5     ～110mm 
 6     ～120mm 
 7      121mm～ 
 21  シート状（縦長型） 
                   

YA   雑誌 
YAZ   児童用資料 

                   
YB   新聞 

YBZ   児童用資料 
                   

YC   議会・法令資料 
YCA   アメリカ政府刊行資料 

                   
YD   図書 

YDZ   児童用資料 
                   

YE   文書・その他 
YEZ   児童用資料 

YF   日本近代政治史料 
   〔 ここには，日本近代政治史関係の文書類を収める。〕 
                   

YG   地図 Maps 
  〔 ここには，地図そのもの（主として一枚もの）を収める。地図学は ME61
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を，一般の地図帳は G66～G73 を，歴史地図帳は G4 を，路線価図（冊子）

は DG131 を見よ。 
YG1～YG41；YG71 は対象地域により細区分する。細区分には附表第 1 を用

いる。例：国土地理院 5 万分 1 地形図 YG1-Z。ただし，表中に別様の指

示があるものは，その指示に従う。また，国家単位による附表第 1 では，地

図の対象地域を適切に表現できない場合，地域単位の記号を優先して細区分

することができる。例：関東州全図 關東局昭和 11 年 9 月調製の複製 

YG41-M13。附表第 1 により細区分できない場合は，細区分しない。 
地図の内容と形態が競合するときは，形態に分類する。例：日本地図の大型

複製折り図 YG47。学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～
Y499 を見よ。〕 

                   
 1  地形図 
   〔 ここには一般図・基本図を収める。国際図・地方図・地勢図・国土基本図

等。都市計画図（白図）・森林基本図はここに収める。火山基本図は YG2
を見よ。〕 

   主題図 
 2   地質図 
    〔 ここには地球物理・化学図を収める。土壌図・土地条件図もここに

収める。海底地質図は YG4 を見よ。〕 
 3   環境地図 
    〔 気象図・植生図等。土壌図・空中磁気図は YG2 を見よ。〕 
 4   海図 
    〔 細区分は発行国による。海の基本図はここに収める。〕 
 5   航空図 
    〔 細区分は発行国による。〕 
 6   土地利用図 
    〔 土地利用現況図等。土地利用規制図は YG8 を見よ。〕 
 7   市街図・分県地図・観光地図・交通地図 
    〔 連邦における州・邦はここに収める。道路地図はここに収める。〕 
 8   都市計画図（規制図） 
    〔 土地利用規制図・復興計画図等。〕 
 11   各国図・大州図・世界地図 
    〔 各国図のうち，各国測量機関が作成した一般図は YG1 を見よ。外邦

図は YG810～YG837 を見よ。〕 
 12   産業経済図 
 13   その他 
 15  簡易整理地図 
   〔 細区分は行わない。〕 
 17  複製図 
   〔 古地図の複製はここに収める。〕 
   大きさ別排架 
   〔 ここには YG1～YG17 のうち，形態上別置を要するものを収める。〕 
 18   日本 
    〔 対象地域による細区分は行わない。図の長辺によって以下のとおり

細区分する。 
     A    ～30cm   G 81cm～90cm 
     B 31cm～40cm   H 91cm～100cm 
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     C 41cm～50cm   K 101cm～110cm 
     D 51cm～60cm   M 111cm～120cm 
     E 61cm～70cm   N 121cm～〕 
     F 71cm～80cm    
 19   外国 
    〔 対象地域による細区分は行わない。図の長辺によって YG18 と同様

に細区分する。〕 
   折り図 
 20   地形図 
    〔 ここには一般図・基本図を収める。国際図・地方図・地勢図・国土

基本図等。都市計画図（白図）・森林基本図はここに収める。火山

基本図は YG25 を見よ。〕 
    主題図 
 21    市街図 
     〔 基礎自治体ごとの一枚もの。町村を含む。〕 
 22    分県地図 
     〔 広域自治体ごとの一枚もの。連邦における州・邦はここに収め

る。〕 
 23    各国図・大州図・世界地図 
     〔 外邦図は YG810～YG837 を見よ。〕 
 24    環境地図 
     〔 気象図・植生図等。土壌図・空中磁気図は YG25 を見よ。〕 
 25    地質図 
     〔 ここには地球物理・化学図を収める。土壌図・土地条件図もこ

こに収める。海底地質図は YG26 を見よ。〕 
 26    海図 
     〔 細区分は発行国による。海の基本図はここに収める。〕 
 27    航空図 
     〔 細区分は発行国による。〕 
 28    土地利用図 
     〔 土地利用現況図等。土地利用規制図は YG32 を見よ。〕 
 29    観光地図・交通地図 
     〔 道路地図はここに収める。〕 
 32    都市計画図（規制図） 
     〔 土地利用規制図・復興計画図等。〕 
 34    産業経済図 
 35    その他 
 37   簡易整理地図 
    〔 細区分は行わない。〕 
 41   複製図 
    〔 古地図の複製はここに収める。〕 
 47   大型 
    〔 折りたたみ，縦 40cm 以上のものはここに収める。〕 
   特殊形態図 
 51   空中写真 
 61   衛星写真図 
 71   セパレートタイプアトラス 
 91   掛図 
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 93   立体地図 
 95    地球儀 
 97    天球儀 
    住宅地図（日本） 
    〔 ここには地図帳を収める。〕 
 111    標準版（縦 34cm～39cm） 
 112    大型（縦 40cm～） 
 113    普及版（縦 27cm～33cm） 
 114    中型（縦 20cm～26cm） 
 115    文庫・新書版（縦 ～19cm） 
 121   住宅地図（外国） 
    〔 ここには地図帳を収める。〕 
   A.M.S. (Army Map Service) 
   〔 ここには旧米国陸軍地図局が作成した主に地形図を収める。対象地域が

旧東欧諸国のものは YG1 を見よ。一部，英国陸軍省 GSGS（Geographical 
Survey, General Staff）作成図を含む。〕 

 711   100 万分の 1 
 713   25 万分の 1  
 715   5 万分の 1 
 717   その他の縮尺 
 810  外邦図 
   〔 民間作成の地図もここに収める。〕 
 811   千島 
    〔 北方四島は YG1-Z を見よ。〕 
 813   台湾・南樺太・南洋群島 
 815   朝鮮 
 817   ソヴィエト連邦・北樺太 
 819   満州・関東州・モンゴル 
 821   中国・香港 
 823   インド・セイロン 
 825   ビルマ 
 827   タイ・フランス領インドシナ・マレー 
 829   フィリピン 
 831   オランダ領東インド・サラワク 
 833   オセアニア・メラネシア・ポリネシア・アリューシャン列島 
    〔 ミクロネシアは YG813 を見よ。〕 
 835   その他の地域 
    〔 アメリカ・ヨーロッパ・アフリカ・中近東等。世界図・東亜図等を含

む。〕 
 837   小縮尺図（広域図） 
    〔 ここには YG811～YG833 の複数の地域にまたがる小縮尺図を収め

る。〕 
 911  渡辺文庫 
   〔 ここには渡辺泰三氏が収集した明治から昭和の地形図を収める。〕 
 913  旧帝国図書館所蔵地図 
 915   別置資料 
    〔 ここには YG913 のうち，形態上別置を要するものを収める。〕 
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YH   電子資料・機械可読資料 Electronic resources. Machine-readable 
materials 

  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
 1  パンチカード 
 11  磁気テープ 
 21  磁気ディスク・その他の資料（単行資料） 
   〔 →YH111～YH825。2000 年 10 月以降は YH21 は使用しない。〕 
 31  磁気ディスク・その他の資料（逐次刊行資料） 
   〔 →YH111～YH827。2000 年 10 月以降は YH31 は使用しない。〕 
 111  議会・法令資料 
   〔 媒体によらず議会･法令電子資料はすべてここに収める。ただし，視覚障

害者用資料でもある場合は YH131～YH141 に収める。〕 
   視覚障害者用資料 
   〔 媒体によらず視覚障害者用電子資料はすべてここに収める。ただし，児

童用電子資料でもある場合は YHZ131～YHZ135 に収める。〕 
 131   単行資料 
 135   逐次刊行資料 
 141   国立国会図書館製作音声 DAISY 
 142   国立国会図書館製作テキスト DAISY 
 (151 ) （ 児童用電子資料） 
   〔 →YHZ131～YHZ161〕 
   磁気ディスク 
    フレキシブルディスク 
     単行和資料 
 211     一般資料 
 213     簡易資料 
 215     試験問題集 
 217     成人向け資料 
 219     ゲーム 
 221     アプリケーション・ソフト 
 225    単行洋資料 
 227    逐次刊行資料 
   光ディスク 
    コンパクトディスク 
    〔 CD-ROM はここに収める。〕 
     単行和資料 
 231     一般資料 
 233     簡易資料 
 235     試験問題集 
 237     成人向け資料 
 239     ゲーム 
 241     アプリケーション・ソフト 
 245    単行洋資料 
 247    逐次刊行資料 
    ディジタルヴァーサタイルディスク 
    〔 DVD はここに収める。〕 
     単行和資料 
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 251     一般資料 
 253     簡易資料 
 255     試験問題集 
 257     成人向け資料 
 259     ゲーム 
 261     アプリケーション・ソフト 
 265    単行洋資料 
 267    逐次刊行資料 
    その他の光ディスク 
    〔 MO，UMD はここに収める。〕 
     単行和資料 
 271     一般資料 
 273     簡易資料 
 275     試験問題集 
 277     成人向け資料 
 279     ゲーム 
      〔 2008 年 12 月以前整理の UMD は，YH519 を見よ。〕 
 281     アプリケーション・ソフト 
 285    単行洋資料 
 287    逐次刊行資料 
   半導体メモリー 
   〔 IC カード，ROM カートリッジ，USB メモリーはここに収める。〕 
     単行和資料 
 511     一般資料 
 513     簡易資料 
 515     試験問題集 
 517     成人向け資料 
 519     ゲーム 
      〔 2008 年 12 月以前整理の UMD はここに収める。〕 
 521     アプリケーション・ソフト 
 525    単行洋資料 
 527    逐次刊行資料 
   その他の媒体 
     単行和資料 
 811     一般資料 
 813     簡易資料 
 815     試験問題集 
 817     成人向け資料 
 819     ゲーム 
 821     アプリケーション・ソフト 
 825    単行洋資料 
 827    逐次刊行資料 
                   

YHZ   児童用資料 
 21   磁気ディスク・その他の資料 
    〔 →YHZ131～YHZ161。2003 年 1 月以降は YHZ21 は使用しない。〕 
    電子資料 
    〔 媒体によらず児童用電子資料はすべてここに収める｡〕 
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     視覚障害者用資料 
 131     単行資料 
 135     逐次刊行資料 
 151    単行資料 
     〔 視覚障害者用資料は除く。〕 
 161    逐次刊行資料 
     〔 視覚障害者用資料は除く。〕 
                   

YK   フィルム資料 Films 
  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
 1  映画フィルム 
 11  スライド 
 21  シートフィルム 
 31  フィルムストリップ 
 41  トランスペアレンシー 
 51  児童用資料 
                   
   静止画像資料 Graphic materials 
  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   

YKA  写真 
 1   写真（1 枚もの） 
 11   写真帳 

YKB  絵画 
YKC  ポスター 
YKD  絵葉書 
YKE  設計図（1 枚もの） 
YKF  その他 
YKG  児童用資料 

 1   紙芝居 
 11   その他 
                   

YL   録音テープ・映像資料 Sound tapes. Video tapes. Videodiscs 
  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
   録音テープ 

    単行資料 
 1    日本近代政治史料 
 11    音楽 
 21    語学 
 31    その他 
 41   逐次刊行資料 
 51   受験参考用資料・試験問題集 
   視覚障害者用録音テープ 

    単行資料 
   〔 排架用〕 
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 111                  
   〔 分類目録用〕 
 (121 )   政治・法律・行政 
 (122 )   経済 
 (123 )   社会・労働・教育 
 (124 )   歴史・地理 
 (125 )   哲学・宗教 
 (126 )   芸術 
 (127 )   建築・彫刻・工芸 
 (128 )   絵画・書・写真 
 (129 )   音楽・舞踊・演劇・娯楽 
 (130 )   言語・文学 
 (131 )   科学技術 
 (132 )   医学・薬学 
 (133 )   学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌 
 (134 )   児童図書 
 141   国立国会図書館製作録音テープ 
 151   逐次刊行資料 
                   
   映像資料 

    ビデオテープ 
    〔 ビデオカセットはここに収める。〕 
     VHS 
 211     一般資料 
 217     成人向け資料 
 251     逐次刊行資料 
     その他のビデオテープ 
 281     一般資料 
 287     成人向け資料 
 288     逐次刊行資料 
 291    ビデオソフト目録 
    ビデオディスク 
     レーザービジョンディスク 
     〔 LD はここに収める。〕 
 311     一般資料（直径 30cm） 
 313     一般資料（直径 20cm） 
 315     一般資料（直径 12cm） 
      〔 CDG，CDV，VSD はここに収める。〕 
 317     成人向け資料 
 318     逐次刊行資料 
 (319 )   （ ビデオソフト目録） 
      〔 →YL291〕 
     ディジタルヴァーサタイルディスク 
     〔 DVD，HD DVD はここに収める。〕 
 321      一般資料 
 327      成人向け資料 
 328      逐次刊行資料 
 (329 )    （ ビデオソフト目録） 
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 321      〔 →YL291〕 
      Blu-ray Disc 
 331      一般資料 
 337      成人向け資料 
 338      逐次刊行資料 
 (339 )    （ ビデオソフト目録） 
       〔 →YL291〕 
     その他のビデオディスク 
     〔 UMD，VCD，VHD はここに収める。〕 
 341     一般資料 
 347     成人向け資料 
 351     逐次刊行資料 
 (391 )   （ ビデオソフト目録） 
      〔 →YL291〕 
    その他の映像資料 
 811    一般資料 
 817    成人向け資料 
 851    逐次刊行資料 
 (891 )  （ ビデオソフト目録） 
     〔 →YL291〕 
                   

YLZ   児童用資料 
    映像資料 
    〔 媒体によらず児童用映像資料はすべてここに収める｡〕 
 11    単行資料 
 51    逐次刊行資料 
                   

YM   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。〕 
                   
   楽譜 
 1   書誌 
    〔 ここには，楽譜に関する書誌のみを収める。音楽に関する書誌は，

KD1 を見よ。〕 
 2   レコード目録 
 6   合集 
    〔 器楽，声楽の双方を含むもの〕 
 7   個人作品集 
    〔 一個人の作品集であり，かつ器楽，声楽の双方を含むもの〕 
 8   小型総譜 
                   
 11   器楽 
 (12 )   独奏，二重奏 
     〔 教則本を含む。オルガン，ピアノと他の楽器のための楽曲は，

他の楽器のもとに分類する。例：ピアノとヴァイオリンのため

の二重奏曲 YM22 
オルガン，ピアノを除く他の二つの楽器のための楽曲は，より

高い音域をもつ楽器のもとに分類する。例：ヴァイオリンとチ
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ェロのための二重奏曲 YM22 
二つの楽器の音域が同じときは，より一般的でない楽器のも

とに分類する。例：ヴァイオリンとフルートのための二重奏曲 

YM32〕 
 (13 )    オルガン（パイプ・オルガン） 
      〔 リードオルガン，ハルモニウムを含む。〕 
 (15 )    ピアノ（ピアノフォルテ） 
      〔 ハープシコード（クラブサン，チェンバロ），クラヴィコー

ドを含む。〕 
 (16 )     ピアノ独奏 
 (17 )     ピアノ連弾 
 (18 )     ピアノ二重奏 
 (21 )    弦楽器 
 (22 )     ヴァイオリン 
 (23 )      ヴァイオリン独奏 
 (24 )      ヴァイオリン二重奏（二つのヴァイオリン） 
 (26 )     ヴィオラ 
 (27 )     チェロ 
 (28 )     コントラバス 
 (31 )    管楽器 
 (32 )     フルート，ピッコロ 
 (33 )     オーボエ，イングリッシュ・ホルン 
 (34 )     クラリネット 
 (35 )     ファゴット（バスーン） 
 (36 )     ホルン 
 (37 )     トランペット，コルネット 
 (38 )     トロンボーン 
 (39 )     テューバ 
 (41 )     サクソルン（サックスホルン） 
 (42 )     サクソフォーン（サックス） 
 (43 )     その他  
 (51 )    撥弦楽器 
 (52 )     ハープ 
 (53 )     バンジョー 
 (54 )     ギター 
 (55 )     マンドリン 
 (56 )     ツィター 
 (57 )     リュート 
 (58 )     バラライカ 
 (59 )     ウクレレ 
 (61 )     ハワイアン・ギター（スティール・ギター） 
 (62 )     その他 
 (71 )    打楽器 
 (72 )     ティンパニ 
 (73 )     ドラム 
 (74 )     ベル 
 (76 )     木琴（シロフォン） 
 (77 )     鉄琴（グロッケンシュピール） 
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 (78 )     その他 
 (81 )    その他の楽器 
 (82 )     アコーディオン 
 (83 )     バンドネオン 
 (84 )     ハーモニカ 
 (85 )     その他 
 (111 )   合奏 
 (112 )    室内楽 
 (113 )     三重奏 
 (114 )      ピアノ三重奏 
 (115 )      弦楽三重奏 
 (116 )      その他 
 (121 )     四重奏 
 (122 )      ピアノ四重奏 
 (123 )      弦楽四重奏 
 (124 )      その他 
 (131 )     五重奏 
 (132 )      ピアノ五重奏 
 (133 )      弦楽五重奏 
 (134 )      管楽五重奏 
 (135 )      その他 
 (141 )     六重奏，七重奏，八重奏，九重奏等 
 (211 )    管弦楽（オーケストラ） 
 (212 )     交響曲 
 (213 )     組曲，変奏曲 
 (214 )     序曲，前奏曲，間奏曲 
 (221 )     協奏曲 
 (222 )      オルガン 
 (223 )      ピアノ 
 (224 )      ヴァイオリン 
 (225 )      ヴィオラ 
 (226 )      チェロ 
 (227 )      コントラバス 
 (231 )      フルート 
 (232 )      オーボエ 
 (233 )      クラリネット 
 (234 )      ファゴット 
 (235 )      ホルン 
 (236 )      トランペット，コルネット 
 (237 )      その他の独奏楽器 
 (238 )      コンチェルト・グロッソ 
 (241 )     行進曲 
 (242 )     舞曲 
 (243 )     ポプリ（メドレー），ファンタジー 
 (251 )    弦楽合奏 
 (261 )    吹奏楽（バンド） 
 (263 )     組曲 
 (264 )     序曲 
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 (265 )     行進曲 
 (266 )     舞曲 
 (267 )     ポプリ（メドレー），ファンタジー 
 (269 )    鼓笛隊用音楽，野外音楽 
 (271 )    マンドリン・オーケストラ，その他 
 (281 )    軽音楽 
 (282 )     ダンス音楽 
 (283 )     ジャズ 
 (284 )     ウェスタン・ミュージック 
 (285 )     ラテン・アメリカ音楽 
 (286 )     ハワイ音楽 
 (291 )    民俗音楽 
 (295 )   電子音楽・ミュージック・コンクレートのグラフ 
 311   声楽 
 (312 )   合唱 
 (313 )    重唱 
 (314 )    混声合唱 
 (315 )    男声合唱 
 (316 )    女声合唱 
 (317 )    児童合唱 
 (321 )   独唱 
     民謡集，国民音楽 
 (331 )    世界 
 (333 )    日本 
 (334 )     北海道 
 (335 )     東北地方 
 (336 )     関東地方 
 (337 )     中部地方 
 (338 )     近畿地方 
 (339 )     中国地方 
 (341 )     四国地方 
 (342 )     九州地方 
 (343 )     沖繩 
 (344 )    アジア 
 (351 )    アフリカ 
 (353 )    ヨーロッパ 
 (361 )    アメリカ 
 (368 )    オセアニア 
 (371 )    国歌，祝祭歌 
 (372 )    学生歌，校歌，寮歌 
 (373 )    団体歌 
 (374 )    労働歌 
      〔 民謡を除く。〕 
 (375 )    その他特殊主題に関する歌 
 (379 )    唱歌，童謡 
 (381 )    歌謡曲，流行歌，シャンソン，ジャズソング 
 (391 )   劇音楽 
 (392 )    オペラ 
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      〔 グランドオペラ，オペラコミック，オペレッタ，楽劇等〕 
 (394 )    バレエ，パントマイム，仮面劇 
 (395 )    ミュージカル 
 (396 )    レビュー 
 (411 )   聖楽 
     〔 ここには，声楽を収め，器楽を除く。〕 
 (412 )    キリスト教 
 (413 )     オラトリオ 
 (421 )     ミサ，レクイエム 
 (431 )     合唱，重唱 
 (441 )     独唱 
 (451 )     讃美歌 
 (471 )    仏教 
      〔 邦楽をも見よ。声明は，ここに収める。〕 
 (481 )    神道 
      〔 邦楽をも見よ。〕 
 (491 )    その他の宗教 
 511   邦楽 
 (512 )   雅楽 
 (513 )   古謡 
 (514 )   能楽，謡曲，謡本 
 (521 )   箏曲 
 (531 )   琵琶楽 
 (541 )   琴楽 
 (551 )   三味線楽 
 (552 )    古浄瑠璃 
 (553 )    義太夫節 
 (554 )    河東節，一中節，宮薗（薗八）節，荻江節 
 (561 )    常盤津節，富本節，清元節 
 (563 )    新内節 
 (564 )    地唄 
 (565 )    長唄 
 (566 )    端唄，うた沢，小唄，俗曲 
 (571 )   尺八 
 (573 )   笛 
 (576 )   太鼓，つづみ 
 (577 )   その他の楽器 
 (581 )   合奏 
     〔 一楽器を中心とする合奏曲は，その楽器のもとに分類する。〕 
 (599 )   詩吟，朗詠 
                   
 611   東洋音楽 
    〔 YM291；YM344 をも見よ。〕 
 615    アジア言語による楽譜 
                   
   録音資料 
   〔 録音テープは YL を見よ。〕 
    音盤 
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     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。〕 
                   

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

YMAS     SP レコード（直径 20～31cm） 
                   

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

YMBS     SP レコード（直径 ～18cm） 
                   
     ディジタルオーディオディスク 
                   

YMC     コンパクトディスク（直径 12cm） 
      〔 →YMC11。2003 年 1 月以降は YMC と収納キャビネット

の函架番号との組み合わせは使用しない。〕 
 11     コンパクトディスク（直径 12cm） 
 13     コンパクトディスク（直径 8cm） 
 21     ディジタルヴァーサタイルディスク 
      〔 DVD はここに収める。〕 
 31     ミニディスク 
 91     その他のディジタルオーディオディスク 
 111     逐次刊行資料 
                   

YMCB     コンパクトディスク（直径 8cm） 
      〔 →YMC13。2003 年 1 月以降は YMCB は使用しない。〕 
                   
     フィルムレコード 
                   

YMF     音楽 
                   

YMG     語学 
                   

YMH     その他 
                   

YMJ   その他の録音資料 
    〔 フィルモンはここに収める。〕 
                   

YMK  視覚障害者用録音資料 

   〔 ここには，視覚障害者用のディジタルオーディオディスクを収める。視覚

障害者用録音テープは YL111～YL151 を見よ。〕 
                   
 11   コンパクトディスク（直径 12cm） 
 111    逐次刊行資料 
                   

YMZ  児童用資料 
    楽譜 
 11    器楽 
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 311    声楽 
 511    邦楽 
 611    東洋音楽 
 615     アジア言語による楽譜 
                   

YN   カード式資料 Card-form materials  
  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
                   
 1  カード 
 11   カルタ 
 21  逐次刊行資料 
                 

YNZ  児童用資料 
 1   カード 
 11    カルタ 
 21   逐次刊行資料 
                   

YP   大型本 Oversize books 
  〔 ここには，A，D～U で，縦 34cm 以上のものを収める。和装の大型本は W991

を見よ。巻軸類は YR1～YR2 を，一枚物は YR5～YR8 を見よ。〕 
 1   政治・法律・行政 
 2   経済 
 3   社会・労働 
 4   教育 
 5   歴史・地理 
     地図帳 
 6     日本 
 7     外国 
 8    歴史地図帳 
 9   哲学・宗教 
 11   芸術 
 12    建築 
 13    彫刻・工芸 
 14    絵画 
 15    書 
 16    写真 
 17    音楽・舞踊・演劇・娯楽 
 18   言語・文学 
 19   科学技術 
 21   学術一般・ジャーナリズム・書誌 
    〔 2002 年 3 月以前整理の図書館・情報センターに関するものは UL に

収める。〕 
 51   洋書 
    〔 ここには，1989 年以降整理の洋書大型本を収める。〕 
                   

YQ   横長本 Oblong format 
  〔 ここには，A，D～U で，縦 33cm 以下で，横 31cm 以上のものを収める。和

装の横長本は W992 を見よ。巻軸類は YR1～YR2 を，一枚物は YR5～YR8 を
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見よ。〕  
 1   政治・法律・行政 
 2   経済 
 3   社会・労働 
 4   教育 
 5   歴史・地理 
 9   哲学・宗教 
 11   芸術 
 18   言語・文学 
 19   科学技術 
 21   学術一般・ジャーナリズム・書誌 
    〔 2002 年 3 月以前整理の図書館・情報センターに関するものは UL に

収める。〕 
 51   洋書 
    〔 ここには，1989 年以降整理の洋書横長本を収める。〕 
                   

YR   巻軸類・一枚物・帖装本・袖珍本 Scrolls. Sheets. Folded books. 
Pocket editions  

  〔 学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見よ。〕 
    巻軸類 
 1    料紙の高さ 45cm まで 
 2          46cm 以上 
    一枚物 
    〔 疊物，多数の一枚物からなる著作を含む。帙等の形状が大型本また

は横長本に相当するものは YP または YQ を見よ。大型本，横長本

の区別は外装の外題の文字の向きによって判断する。なお，ここに

は原則として，江戸期以前，清代以前に刊行または書写された一枚

物およびその複製刊行物を収める。それ以外の図を主体とした一枚

物は静止画資料（YKA～YKE）として扱う。〕 
 5    芸術 
 6    暦 
 7    統計類 
 8    その他 
    帖装本 
 11    法帖 
 12    その他 
 15   袖珍本 
    〔 ここには原則として，江戸期以前，清代以前に刊行または書写され

たもののうち，10cm 以下のもの，および袖珍本と判断できるものを

収める。〕 
                   

YS   写本・自筆稿本 Manuscripts. Autographs 
  〔 ここには，洋装の写本および自筆稿本を収める。和装の写本および自筆稿本は

W を見よ。〕 
 1   日本人によるもの 
 11   外国人によるもの 
                   

YT   点字資料・大活字資料 Braille materials. Large type materials 
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  〔 ここには，点字資料および大活字資料そのものを収める。主題としての点字図

書および大活字図書は，FG3，書誌は UP83 に収める。A～U の分類重出はお

こなわない。学校教科書・教師用指導書に該当するものは，Y311～Y499 を見

よ。〕 
                   
   点字図書 
  〔 排架用〕 
 1   和書 
 8   洋書 
  〔 分類目録用〕 
 (11 )  政治・法律・行政 
 (12 )  経済 
 (13 )  社会・労働・教育 
 (14 )  歴史・地理 
 (15 )  哲学・宗教 
 (16 )  芸術 
 (17 )  建築・彫刻・工芸 
 (18 )  絵画・書・写真 
 (19 )  音楽・舞踊・演劇・娯楽 
 (20 )  言語・文学 
 (21 )  科学技術 
 (22 )  医学・薬学 
 (23 )  学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌 
 (24 )  児童図書 
                   
   点字楽譜 
 28   国内 
 29   外国 
                   
   大活字図書 
  〔 排架用〕 
 31   和書 
 38   洋書 
  〔 分類目録用〕 
 (41 )  政治・法律・行政 
 (42 )  経済 
 (43 )  社会・労働・教育 
 (44 )  歴史・地理 
 (45 )  哲学・宗教 
 (46 )  芸術 
 (47 )  建築・彫刻・工芸 
 (48 )  絵画・書・写真 
 (49 )  音楽・舞踊・演劇・娯楽 
 (50 )  言語・文学 
 (51 )  科学技術 
 (52 )  医学・薬学 
 (53 )  学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌 
 (54 )  児童図書 
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   拡大写本 
  〔 排架用〕 
 61   和書 
 63   洋書 
                   
   逐次刊行物 
 111   点字誌 
    〔 点字新聞を含む。〕 
 131   大活字誌 
    〔 大活字新聞を含む。〕 
                   

YTZ   児童用資料 
1   点字図書 

28   点字楽譜 
31   大活字図書 

   逐次刊行物 
111    点字誌 

    〔 点字新聞を含む。〕 
131    大活字誌 

    〔 大活字新聞を含む。〕 
                   

YU   組み合わせ資料 Mixed material items 
  〔 ここには，図書と YD，YE，YH，YK（YKA～YKG は除く），YL，YMA～

YMH，YN に該当する資料とを組み合わせたもののうち，図書が主体である

ものを収める。異なる種別の非図書（YA～YN，YT）どうしの組み合わせ資

料については，主体である資料のもとに収める。ただし，Y311～Y499 に該

当するものと組み合わせたものは，Y311～Y499 に収める。〕 
                   
 1  和書 
   〔 →YU3～YU61，YU81。2000 年 4 月以降は YU1 は使用しない。〕 
    一般資料 
    （ 付属資料別） 
     電子資料・機械可読資料 
 3     マイクロ資料 
 5     フレキシブルディスク 
 7     コンパクトディスク 
      〔 CD-ROM はここに収める。〕 
 9     ディジタルヴァーサタイルディスク 
      〔 DVD-ROM はここに収める。2008 年 12 月までは，映像

資料，録音資料の DVD もここに収める。〕 
 11     その他の電子資料・機械可読資料 
      〔 MO，USB メモリーはここに収める。〕 
     録音テープ・映像資料 
 13     録音テープ 
 15     ビデオテープ 
 17     ビデオディスク 
      〔 DVD-Video，HD DVD，Blu-ray Disc はここに収める。
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2008 年 12 月以前整理の DVD-Video は YU9 を見よ。〕 
 18     その他の映像資料 
     録音資料 
     〔 録音テープは YU13 を見よ。〕 
 19     レコード 
 21     コンパクトディスク 
 23     ディジタルヴァーサタイルディスク 
      〔 DVD-Audio はここに収める。2008 年 12 月以前整理の

DVD-Audio は YU9 を見よ。〕 
 27     その他の録音資料 
 29    読み取り機不要資料 
      〔 ここには，読み取り機が不要な資料（カード形態等）を収め

る。〕 
    簡易整理資料 
 31    風俗本 
     〔 2011 年 11 月以前整理の風俗本は YU33～YU59 を見よ。〕 
      ＊付属資料別には区分しない。 
    （ 付属資料別） 
     電子資料・機械可読資料 
 33     マイクロ資料 
 35     フレキシブルディスク 
 37     コンパクトディスク 
      〔 CD-ROM はここに収める。〕 
 39     ディジタルヴァーサタイルディスク 
      〔 DVD-ROM はここに収める。2008 年 12 月までは，映像

資料，録音資料の DVD もここに収める。〕 
 41     その他の電子資料・機械可読資料 
      〔 MO，USB メモリーはここに収める。〕 
     録音テープ・映像資料 
 43     録音テープ 
 45     ビデオテープ 
 47     ビデオディスク 
      〔 DVD-Video，HD DVD，Blu-ray Disc はここに収める。

2008 年 12 月以前整理の DVD-Video は YU39 を見よ。〕 
 48     その他の映像資料 
     録音資料 
     〔 録音テープは YU43 を見よ。〕 
 49     レコード 
 51     コンパクトディスク 
 53     ディジタルヴァーサタイルディスク 
      〔 DVD-Audio はここに収める。2008 年 12 月以前整理の

DVD-Audio は YU39 を見よ。〕 
 57     その他の録音資料 
 59    読み取り機不要資料 
     〔 ここには，読み取り機が不要な資料（カード形態等）を収め

る。〕 
                   
 61  議会・法令組み合わせ資料 
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   〔 ここには，和洋の区分にかかわらず，本体が B および C に該当する資料

を収める。〕 
    ＊付属資料別には区分しない。 
                   
 71  簡易整理資料 
   〔 →YU31～YU59。2000 年 4 月以降は YU71 は使用しない。〕 
                   
 81  児童書・国際子ども図書館用組み合わせ資料 
   〔 和洋の区分にかかわらず，ここに収める。また，児童書でなくとも国際子

ども図書館用の組み合わせ資料はここに収める。〕 
    ＊付属資料別には区分しない。 
                   
 111  洋書 
   〔 風俗本は YU31，議会・法令組み合わせ資料は YU61，児童書・国際子

ども図書館用組み合わせ資料は YU81 に収める。〕 
    ＊付属資料別には区分しない。 
                   

YXP 上海新華書店旧蔵児童書 
  〔 ここには，上海新華書店旧蔵の中国語図書のうち，児童書を収める。児童書以

外のものは，XP を見よ。〕 
                   
                   

YZ   児童書関連資料 
  〔 排架用〕 
  〔 YZ～YZ999 は，国際子ども図書館で運用する。〕 
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