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C07 ジャーナリズム．新聞

C00 総　記 C08 叢書．全集

.2 学問一般

.27 調査法一般

.7 情報処理

C01 図書館 C10 哲学

.1 図書館行政および財政 .1 概論

.2 図書館建築と設備 .2 哲学史

.3 図書館管理 .3 参考図書（書誌，辞書，便覧，など）

.4 図書の整理と保管．ドキュメンテーション .4 論集．評論．随筆．雑書

.5 図書運用法．図書館活動 .5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑)

.6 一般図書館 .6 学会．団体．会議

.7 学校図書館．大学図書館 .7 研究，指導法

.8 専門図書館 .8 双書．講座

.9 図書館利用法．読書

C11 哲学各論

C02 図書．書誌学 .1 形而上学．存在論

.1 著作．編集 .2 自然哲学．存在論

.2 写本．刊本．装幀．製本 .3 人生観．世界観

.3 出版および販売 .4 人間学

.4 図書の収集と取扱い .5 認識論

.5 一般図書目録．全国書誌 .6 論理学．方法論．弁証法

.6 稀書目録．善本書目 .7 価値哲学

.7 各種の目録 .8 文化哲学

.8 選定書目．専門書誌

.9 蔵書目録．総合目録 C12 東洋思想

.1 日本思想

C03 百科事典 .2 中国思想

.9 用語索引(一般) .3 　経書

.4 　先秦思想．諸子哲学

C04 一般論文・講演集・作文集('83．4追加) .5 　中世および近世思想

.9 雑書 .9 インド哲学．バラモン教

C05 逐次刊行物 C13 西洋哲学

.1 学術紀要・報告 .1 古代哲学

.2 調査資料．研究資料 .2 中世哲学

.3 総合雑誌．評論雑誌 .3 近世哲学．英米哲学

.4 情報雑誌

.5 大衆・娯楽・読物雑誌 C14 心理学

.6 婦人・家庭雑誌 .1 心理各論

.7 青少年・学生雑誌 .3 発達心理学

.8 幼年・児童雑誌 .5 異常心理学．精神分析学

.9 一般年鑑 .6 臨床心理学

.7 心霊研究（超心理学)

C06 学会．団体．研究調査機関 .8 相法．運命判断

.9 博物館

Ｃ０　総　　　記
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C15 倫理学．道徳 .5 教会．教職

.1 倫理各論 .6 儀式．礼典．信心行

.2 家庭および性道徳 .7 布教．伝道

.3 職業道徳 .8 各教派．教会史

.4 社会道徳 .9 ユダヤ教

.5 国体論．天皇制道徳

.6 武士道

.7 報徳教．石門心学

.8 その他の道徳問題 C20 千葉県史（全般）

.9 教訓．人生訓 .02 　金石文．年号．花押．古文書学

.03 　書誌．辞典．便覧．年表．歴史図

C16 宗　教 .04 　論文．講演集．歴史評論．雑著

.1 宗教学．宗教思想 .05 　逐次刊行物．年鑑

.2 神話 .06 　学会．団体．会議

.3 原始宗教 .07 　研究．指導法．歴史教育

.5 信仰．礼拝．社寺教団 .08 　双書．全集．合集．史料．日記．古文書

.6 道教 .09 　有職故実．儀式典例

.7 イスラム教 .1 通史．文化史

.8 ゾロアスター教 .2 原始時代．考古学（埋蔵文化財）

.9 その他の小宗教．類似宗教 .3 古代（　　　～平安時代）

〔平将門伝は特にここに収める〕

C17 神　道 .4 中世（鎌倉～安土桃山時代）

.1 神道思想 .5 近世（江戸時代）

.2 神祇．神器 .6 近代（明治，大正）

.3 神典 .7 現代（昭和，平成）

.4 神異．神託 地域

.5 神社．神職 C21 安房地方（旧安房国） 記号

.6 祭祀 .1 安房郡．鴨川市．館山市．南房総市． A0_

.7 布教．伝道 鋸南町．(旧白浜町)．(旧千倉町)．(旧富浦町)．(旧富山町)．

.8 各教派（教派神道） (旧丸山町)．(旧和田町)．(旧三芳村)．(旧天津小湊町)．

C18 仏　教 C22 上総地方（旧上総国）

.1 仏教教理 .1 君津郡．木更津市．君津市．富津市． B0_

.2 釈迦．仏弟子 袖ヶ浦市

.3 経典 .2 市原市 C01

.4 法話．説教集 .3 夷隅郡．勝浦市．いすみ市．(旧夷隅町)． D0_

.5 寺院．僧職 大多喜町．(旧大原町)．御宿町．(旧岬町)

.6 仏会 .4 長生郡．茂原市．一宮町．白子町． E0_

.7 布教．伝道 長南町．長柄町．長生村．睦沢町

.8 各宗派　 .5 山武郡．東金市．山武市．大網白里町． F0_

.81 　律宗 九十九里町．(旧山武町)．芝山町．(旧成東町)．

.82 　法相宗．倶舎宗．三論宗．成実宗 (旧松尾町)．(旧横芝町)．(旧蓮沼村)．

.83 　華厳宗

.84 　天台宗 C23 下総地方（旧下総国）

.85 　真言宗．修験道．山伏 .1 千葉市．習志野市．八千代市 G0_

.86 　浄土教.浄土宗.融通念仏宗.時宗(遊行宗) .2 東葛飾郡．我孫子市．市川市．柏市． H0_

.87 　真宗(浄土真宗) 鎌ケ谷市．流山市．野田市．船橋市．

.88 　禅宗：臨済宗，曹洞宗，黄檗宗 松戸市．浦安市．(旧沼南町)．(旧関宿町)

.89 　日蓮宗．創価学会．中山妙宗．立正佼成会 .3 印旛郡．佐倉市．成田市．印西市． I0_

白井市．四街道市．八街市．富里市．

C19 キリスト教 栄町．酒々井町．印旛村．本埜村

.1 教義（キリスト教神学） .4 香取郡.香取市.(旧佐原市).(旧小見川町). J0_

.2 キリスト．使徒 (旧栗源町).(旧山田町)神崎町.多古町.東庄町.

.3 聖書 (旧下総町).(旧大栄町).(旧干潟町).

.4 信仰録．説教集 .5 海上郡.旭市.銚子市.(旧飯岡町).(旧海上町)K0_

Ｃ２　歴　  　史
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.6 匝瑳郡．匝瑳市.(旧八日市場市). L0_ .44 　東京都（葛飾区，江戸川区，足立区） M04

(旧野栄町)．(旧光町) .9 　各国の地誌（'88.10追加）

C24 隣接県

.1 茨城県（稲敷郡，鹿島郡，北相馬郡，

結城郡，猿島郡）  C30 社会科学総記

.2 神奈川県（三浦郡，鎌倉郡） .1 理論および方法論

.3 埼玉県（北葛飾郡, 南埼玉郡） .2 政治・経済・社会・文化諸事情

.4 東京都（葛飾区，江戸川区，足立区） .3 参考図書(書誌，辞典，便覧など)

.4 論集．評論．随筆．雑記

C28 伝　記 .5 逐次刊行物(雑誌，紀要，年鑑)

.1 双伝．列伝（3人以上の伝記)．忌辰録． .6 学会．団体．会議

人名録．武鑑．職員録．肖像集 .7 研究・指導法

.8 家伝．系譜．行幸啓 .8 双書．全集．講座

.9 個人伝記　※平将門→C20.3 .9 社会思想．社会主義

〔2人までの伝記，自叙伝，日記，書簡，語録，

逸話，年譜など伝記資料一切を収める。ただし， C31 　 政　治

哲学者，宗教家，芸術家，文学者はその主題の .1 政治学．政治思想

下に収める。〕 .2 県の政治史．事情．政治地理

.4 県議会

C29 地　誌 .41 　要覧

.01 　地理学．地誌学 .42 　歴史．沿革

.02 　史跡．名勝．景観 .43 　構成．組織．関係法規

.03 　参考図書 .44 　議案

.04 　論集．評論．随筆．雑記 .45 　会議録．委員会速記

.05 　逐次刊行物． 年鑑 .46   議員

.06 　学会． 団体． 会議 .48 　選挙．選挙制度

.07 　研究． 指導法． 地理教育 .49 　直接参政制度

.08   双書． 全集．講座． 写真集 .5 政党．政治結社

.09 　紀行．旅行案内記．探検記 .6 国家・県と個人．階級・民族問題

地域 .7 県行政

.1 安房地方〔地域区分〕 記号 .71 　条例．行政管理

.11 　安房郡． 鴨川市． 館山市．南房総市 A0_ .72 　行政組織・機構．県庁

.2 上総地方〔地域区分〕 .73 　県公務員．人事行政

.21 　君津郡． 木更津市． 君津市． 富津市 B0_ .74 　公務員試験

　袖ケ浦市 .75 　栄典制度

.22 　市原市 C01 .76 　行政事務．行政監査．行政能率．

.23 　夷隅郡． 勝浦市．いすみ市 D0_ 　公文書．広報

.24 　長生郡． 茂原市 E0_ .77 　警察

.25   山武郡． 東金市．山武市 F0_ .78 　防災行政(消防)

.3 下総地方〔地域区分〕 .79 　総合開発．都市計画．首都圏整備計画

.31   千葉市． 習志野市． 八千代市 G0_ .8 市町村行政(広報，便覧)〔地域区分〕　

.32 　東葛飾郡．我孫子市．市川市．柏市． H0_ .9 戦争と平和(基地反対闘争，反戦運動など)

　鎌ケ谷市．流山市．野田市．船橋市．

　松戸市．浦安市 C32 　 法　律

.33 　印旛郡．佐倉市．成田市．印西市 I0_ .09   法規集．判例集

　白井市．八街市．四街道市．富里市 .1 法学．法哲学

.34 　香取郡．香取市．(旧佐原市) J0_ .2 法制度

.35 　海上郡．旭市．銚子市 K0_ .3 憲法．行政法

.36 　匝瑳郡．匝瑳市．(旧八日市場市) L0_ .4 民法．私法一般

.4 隣接県 M00 .5 商法

.41 　茨城県（稲敷郡，鹿島郡，北相馬郡， M10 .6 刑法

　結城郡，猿島郡） .7 司法．訴訟手続法．法務

.42 　神奈川県（三浦郡，鎌倉郡） M20 .8 〔諸法〕

.43 　埼玉県（北葛飾郡, 南埼玉郡） M30 .9 国際法

Ｃ３　社 会 科 学
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C33 　 経　済 C37 教　育

.1 経済学．経済思想 .1 教育学．教育思想

.2 経済史．経済体制．経済事情 .2 教育史．事情

.3 経済政策 .3 教育政策．教育制度．教育行財政

.4 人口．移植民 .31 　教育政策．教育制度．比較教育．

.5 企業．経営 　学校系統

.6 経営管理．簿記．会計 .32 　教育行政．教育法規．設置基準

.7 貨幣．通貨．為替．物価．景気．恐慌 .33 　行政機構と運営(文部省，教育委員会)

.8 金融．金融機関(銀行) .34 　教育財政(経済と教育)．教育費．

.9 保険 　奨学制度

.37 　教員養成．教員検定．資格．免許状

C34 財　政 .4 学校経営．学校管理

.1 財政学 .49 　学校保健(学校衛生)

.2 財政史．事情 .5 教育課程．学習指導．教科別教育

.3 財政政策．財務行政 〔小中高等学校に関するもの〕

.4 予算．決算．経費 .51 　学習指導一般

.5 租税 .52 　生活指導

.7 公債 .53 　社会科

.8 官業．専売．県有財産 .54 　数学および科学

.9 市町村財政 .55 　家庭科教育

.56 　職業科

C35 統計(県統計書) .57 　芸能科

.1 市町村統計書 .58 　国語科

.8 人口統計．国勢調査 .59   教科書

.6 幼児・初等・中等教育

C36 社会学．社会問題 .61 　幼児教育．就学前教育．保育園

.1 社会学(社会理論) .62 　初等教育．小学校(個々の小学校誌)

.2 社会史(社会組織) .63 　中等教育．中学校(個々の中学校誌)

.4 社会保障．社会保険 .64 　高等学校．高校生活(旧制中学校．

.5 生活問題．住宅問題 　女学校および個々の高等学校誌)

.6 労働および労働問題 .67 　各種学校．専修学校

.61 　労働政策および行政．労働法 .68 　予備校．受験

.62 　雇用および失業 .7 大学．高等専門教育．学術行政

.63 　労働者保護 .8 特殊教育

.64 　賃金および労働条件 .9 社会教育(生涯教育)

.65 　労使関係．労資協調 .91 　成人教育

.66 　労働組合および運動 .92 　公民館

.67 　労働者教育．技能者の養成 .93 　青少年教育

.68 　各種の労働および労働者 .94 　大学公開講座．講演会

.69 　労働科学 .95 　サークル活動

.7 家庭および婦人問題 .96 　通信教育

.8 社会病理 .97 　視聴覚教育

.9 社会福祉(社会事業) .98 　性教育．同和教育

.91   福祉政策・行財政・法令 .99 　家庭教育

.92 　公的扶助．生活保護．救貧制度

.93 　災害．災害救助 C38 風俗習慣．民俗学

.94 　児童福祉 .01 　民間伝承論

.95 　経済保護：授産事業，簡易宿泊所， .2 風俗史．民俗誌

　公益質屋 .3 衣食住の習俗(日常生活の様式)

.97 　地域福祉．セツルメント「隣保事業」 .4 社会・家庭生活の習俗

.98 　矯風事業 .5 冠婚葬祭

.99 　医療社会福祉．医療保護 .6 祭礼．年中行事

.7 民間信仰と迷信

.8 伝説．昔話．ことわざ．民謡

.9 民俗学(文化人類学)
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C39 国防．軍事 C44 天文学

.1 戦争．戦略．戦術 .1 理論天文学（数理天文学）

.2 国防史．軍事事情 .2 実地天文学（天体観測法）

.3 国防政策．軍事行政 .3 恒星

.4 軍事医学．兵食 .4 太陽．太陽系

.5 軍事施設．兵站．軍需品 .5 惑星とその衛星

.6 陸軍(陸上自衛隊) .6 月

.7 海軍(海上自衛隊) .7 彗星．宇宙塵

.8 空軍(航空自衛隊) .8 地球

.9 古代兵法(軍学) .9 時報および暦法（応用天文学）

C45 地学（地球科学）．地質学

.1 気象学

C40 自然科学 .2 海洋学．陸水学

.1 科学理論．科学哲学 .3 地震学

.2 自然科学史 .4 地形学

.3 参考図書（書誌，辞書，便覧など） .5 一般地質学

.4 論集．評論．随筆．雑記 .6 地史学．層位学

.5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑） .7 古生物学

.6 学会．団体．会議 .8 岩石学

.7 研究．指導法．科学教育 .9 鉱物学．結晶学

.8 双書．全集．講座

C46 生物学．博物学

C41 数　学 .1 理論生物学．生命論

.1 算術．代数学 .2 生物地理（博物誌）

.2 整数論 .3 細胞学．形態学．生理学

.3 解析学 .4 生化学

.4 幾何学 .5 微生物学

.5 位相数学 .7 遺伝．変異．進化

.7 確率論．統計学 .8 生態学

.8 計算法 .9 人類学．人種学

.9 和算．中国算法

C47 植物学

C42 物理学 .1 植物学通論

.1 理論物理学（数理物理学）．物理数学 .2 植物地理（植物誌）

.3 力学 .3 葉状植物（隠花植物）

.4 振動学．音響学 .4 藻類と菌類

.5 光学 .5 コケ植物

.6 熱学 .6 シダ植物

.7 電気磁気学 .7 種子植物（顕花植物）

.8 物性物理学．化学物理学 .8 裸子植物

.9 原子物理学 .9 被子植物

C43 化　学 C48 動物学

.1 物理化学 .1 動物学通論

.2 実験化学（化学実験法） .2 動物地理（動物誌）

.3 分析化学 .3 無脊椎動物

.4 合成化学 .4 軟体動物．棘皮動物

.5 無機化学 .5 節足動物

.6 金属元素とその化合物 .6 昆虫類

.7 有機化学 .7 脊椎動物

.8 環状化合物 .8 鳥類

.9 天然物質の化学 .9 哺乳類

Ｃ４　自 然 科 学
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C49 医　学 C52 建築学

.1 基礎医学 .09 　建築業．建築経済

.2 臨床医学（診断と治療） .1 日本建築史および様式

.3 内科学．小児科学． 精神医学 .2 東洋建築

.4 外科学．皮膚科学．泌尿器科学 .3 西洋建築

.5 婦人科学．産科学 .4 建築材料および構造

.6 眼科学．耳鼻咽喉科学 .5 建築設計．建築施行

.7 歯科医学 .6 各種の建築

.8 衛生学（公衆衛生）．予防医学 .7 住宅建築

.81 　衛生行政．厚生行政 .8 建築設備（建築衛生）

.9 薬学 .9 建築装飾．建築意匠

C53 機械工学（機械工業）

C50 工学．技術 .1 機械力学．材料および設計

.1 工業基礎学（数学，力学，材料，動力， .2 機械工作．工作機械

製図，オートメーション） .3 熱機関．冷凍工学

.2 工学史．技術史 .4 流体機械（水力機械，空気機械）

.3 参考図書（書誌，辞書，便覧など） .5 精密機械．光学器械

.4 論集．評論．随筆．雑記 .6 鉄道車両．荷役および運搬機械

.5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑） .7 自動車工学

.6 学会．団体．会議 .8 航空工学．航空学．宇宙工学

.7 研究．指導法．工業教育．発明． .9 原子核工学（原子力産業）

工業所有権

.8 双書．講座． 図集 C54 電気工学

.9 工業．工業経済・経営．生産管理 .09 　電気事業．電力事業

.1 電気回路．計測．材料

C51 建設工学．土木工学 .2 電気機械および器具

.09 　建設工業．土木事業 .3 発電

.1 土木力学．建設材料 .4 送電．配電

.2 測量 .5 電灯．照明．電熱

.3 土木設計・施行法 .6 電気鉄道

.4 道路工学 .7 電気通信

.5 橋梁工学 .8 無線工学．高周波工学

.6 鉄道工学 .9 電子工学．真空管

.7 河海工学．河川工学

.78 　海岸．港湾 C55 海事工学（造船工業）

.79 　空港　→：C68．7 .09 　造船業

.8 衛生工学．都市工学 .1 理論造船学

.81 　上水道．水道事業 .2 船体構造および施工

.82 　下水道．都市排水 .3 艤装

.85 　都市衛生（清掃事業） .4 舶用機関

.88 　都市計画．土地区画整理 .5 船舶修理．保守

.9 公害．環境工学 .6 商船．特殊船

.91 　公害・環境行政．法令 .7 軍艦

.92 　公害史・事情 .8 航海．航海学

.93 　大気汚染 .9 兵器．軍事工学

.94 　水質汚濁

.95 　土壌汚染 C56 採鉱冶金学（鉱業）

.96 　騒音．振動 .1 鉱床．採鉱．選鉱

.97 　廃棄物．悪臭 .2 各種の金属鉱床および採掘

.98 　環境保全・自然保護 .3 冶金．合金．金属学

.99 　防災科学．防災工学（一般） .4 鉄鋼

.5 非鉄冶金

.6 金属加工法

Ｃ５ 　工  　　学
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.7 石炭 C61 農　業

.8 石油 .1 農業経済．農業経営．農村問題

.9 非金属鉱物．土石採取業 .11 　農業政策・行政・法令

.12 　土地制度（農地）

C57 化学工業 .13 　食糧問題．食糧経済

.1 化学工学（化学機械および装置） .14 　農産物市場

.2 電気化学工業．光化学工業 .15 　農業金融（農業共済組合）

.3 窯業（陶磁器，ガラス，セメント） .16 　農業協同組合．農業団体

.4 化学薬品．化学肥料 .17 　農業経営

.5 燃料．石炭．ガス．石油化学工業． .18 　農家経済

マッチ．火薬 .19 　農村・農民問題

.6 油脂類．香粧品．塗料．顔料 .2 農業史・事情．農業地理

.7 染料 .3 農業理化学（気象，肥料，土壌，生物学）

.8 高分子化学工業 .4 農業工学．農機具

.9 その他の化学工業 .5 作物栽培．病虫害．農薬．農業災害

.6 食用および飼料作物

C58 製造工業 .7 工芸作物

.1 金属製品工業 .8 繊維作物

.2 事務用・家庭用その他雑器械 .9 農産製造

.3 木工業．木製品．家具工業

.4 皮革工業．皮革製品 C62 園　芸

.5 パルプおよび製紙工業 .1 園芸の経済および経営

.6 繊維工業（紡績業，織物業） .2 基礎科学．園芸植物学

.7 染色加工．洗濯業 .3 温室．温床．園芸用具

.8 食品工業．微生物工業 .4 病害虫とその保護

.9 その他の雑工業 .5 果樹栽培

.6 蔬菜栽培

C59 家　事 .7 花卉栽培．盆栽

.1 家庭経済．家庭管理 .8 園芸利用（果実，野菜の加工）

.2 家庭理化学 .9 造園（風致工学）

.3 衣服．裁縫

.4 手芸 C63 蚕糸業

.5 美容．理容 .1 蚕糸業の経済および経営

.6 食物．料理 .2 蚕学．蚕業理化学

.7 住居．家具．調度 .3 くわ．栽桑

.8 家庭衛生 .4 蚕種（蚕卵）

.9 育児 .5 飼育法（育蚕）

.6 蚕病．蚕体病理学

.7 蚕室．蚕具

.8 蚕繭（まゆ）

C60 産業総記 .9 製糸．生糸．蚕糸利用

.1 産業政策．総合開発

.2 産業史および産業事情．物産誌．資源 C64 畜産業

.3 参考図書（書誌，辞書，便覧など） .1 家畜の経済および経営

.4 論集．評論．随筆．雑記 .2 家畜の繁殖

.5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑） .3 家畜飼料．家畜の給餌法

.6 学会．団体．会議 .4 家畜の管理．畜舎．用具

.7 研究・指導法．研究所．産業教育 .5 家畜飼養

.8 双書．全集 .6 家禽の飼育

.9 度量衡 .7 みつばち

.8 畜産製造．畜産物

.9 獣医学

Ｃ６　産　  　業
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C65 林　業

.1 林業経済および経営

.2 森林立地．樹木学 C70 芸術．美術

.3 造林 .1 芸術理論．美学．芸術政策

.4 森林保護 .2 芸術史．美術史

.5 森林施業 .28 　芸術家．美術家（双伝）

.6 森林工学 .3 参考図書（書誌，辞書，便覧など）

.7 森林利用．林産物．木材学 .4 論文．評論．随筆．雑記

.8 林産製造 .5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑）

.9 狩猟 .6 学会．協会．美術団体

.7 研究・指導法．美術教育

C66 水産業 .8 双書．全集．美術図集

.1 水産経済および経営 .9 国宝．古器．文化財一般

.2 水産基礎学

.3 水産養殖 C71 彫　刻

.4 漁撈．漁法 .1 彫塑材料および技法

.5 漁船．漁具 .2 彫刻史

.6 水族病理．水産保護 .3 木彫

.7 水産製造．水産食品 .4 石彫．石造美術

.8 水産物利用．水産工業 .5 金属彫刻および鋳造．記念像

.9 製塩 .7 粘土彫塑．塑像．土の芸術

.8 仏像

C67 商　業

.1 商業政策 C72 絵　画

.2 商業史．事情 .1 日本画

.3 商業経営．商店 .2 東洋画

.4 広告．宣伝 .3 洋画

.5 商品流通．マーケッティング .4 絵画材料および技法

.6 取引所．投資．不動産取引業 .5 素描．図画

.7 倉庫 .6 漫画．挿絵．童画

.8 貿易．関税 .7 図案．ポスター．装飾文字

.8 書および書道

C68 交　通 .9 文房具

.1 交通政策．交通経営

.2 交通史および交通事情．交通地理 C73 版　画

.3 海運 .1 版画材料および技法

.4 河川および運河交通 .2 版画史

.5 陸運．道路交通．自動車交通．通運 .3 木版画

.6 鉄道 .4 石版画

.7 航空運送　※成田闘争→C31.6 .5 銅版画．鋼版画

.8 観光事業 .6 リノリウム版画．ゴム版画

.7 写真版画．孔版画．ステンシル

C69 通　信 .9 印章．篆刻．圧印

.1 通信政策．通信行政，通信法規

.2 通信史．事情 C74 写　真

.3 郵便 .2 写真器械および材料

.4 電気通信事業 .3 撮影技術

.9 放送事業 .4 陰画処理（現像）

.5 陽画処理（印画）

.6 特殊写真．小型映画

.7 写真の応用

.8 写真集（作品集）

.9 印刷．製版

Ｃ７　芸  　　術
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C75 工　芸 .7 カルタ．カードゲーム．麻雀

.1 陶磁工芸．プラスチック工芸 .8 室内娯楽

.2 漆工芸 .9 ダンス

.3 染織工芸

.4 木竹工芸．紙細工

.5 宝石・甲角・皮革工芸

.6 金工芸．刀剣．甲冑 C80 語学総記

.7 デザイン．色彩．装飾 .1 言語学

.8 美術家具 .2 言語史

.9 人形．玩具 .3 参考図書（書誌，辞書，便覧など）

.4 論集．評論．随筆．雑記

C76 音　楽 .5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑）

.1 音楽の理論および技巧 .6 学会．団体．会議

.2 音楽史 .7 研究・指導法．言語教育

.3 楽器．器楽 .8 双書．全集．講座

.4 器楽合奏（室内楽，管弦楽，協奏曲， .9 話術．会議法．速記．タイプライター

吹奏楽，軽音楽）

.5 宗教音楽（聖楽） C81 日本語

.6 歌劇（オペラ） .09 　国語問題．国語政策．国語調査

.7 声楽 .1 音韻．文字

.8 邦楽 .2 語源．語義

.9 舞踊．バレエ .3 辞典

.4 語彙論

.5 文法．語法

C77 演　劇 .6 作文．文章．文体

.1 劇場．演出．演技 .7 読本．解釈．会話

.2 演劇史 .8 方言．俚語

.3 能楽および能狂言

.4 歌舞伎 C82 中国語

.5 各種の演劇 .9 東洋の諸言語

.7 人形劇．人形浄瑠璃

.8 映画 C83 英　語

.9 大衆演芸

C84 その他の言語

C78 スポーツ．体育

.1 体操．遊戯

.2 陸上競技．グライダー競技 C90 文学総記（日本文学）

.3 球技 .1 文学理論

.4 スキー．スケート .2 文学史．文芸思潮史

.5 水上競技 .23 　古代（大和・平安朝文学）

.6 登山．ハイキング．サイクリング .24 　中世（鎌倉・室町文学）

.7 釣魚．遊猟 .25 　近世（江戸文学）

.8 相撲．拳闘．競馬．競輪 .26 　近代（明治・大正・昭和・平成文学）

.9 武道（柔道，空手，剣道，弓道など） .3 参考図書（書誌，辞典，便覧など）

.4 論集．評論．随筆．雑記

C79 諸芸．娯楽 .5 逐次刊行物（雑誌，紀要，年鑑）

.1 茶道 .6 学会．団体．会議

.2 香道 .7 研究・指導法．文学教育

.3 花道 .8 双書．講座

.4 撞球 .9 児童文学

.5 囲碁

.6 将棋

Ｃ８　語　  　学

Ｃ９　文　  　学
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C91 詩　歌 C97 諷刺．ユーモア．アフォリズム

.1 和歌（短歌）

.11 　記紀歌謡 C98 作品集（全集，選集）

.12 　万葉集 .3 古代

.13 　古代（平安） .4 中世

.14 　中世（鎌倉・室町） .5 近世

.15 　近世（江戸） .6 近代

.16 　近代（明治・大正・昭和・平成） .7 児童文学

.18 　歌合

.19 　狂歌 C99 日本漢詩文

.2 連歌 .3 古代

.3 俳諧．俳句（俳諧史） .4 中世

.36 　近代 .5 近世

.38 　句合（連句） .6 近代

.39 　狂句

.4 川柳 .9 各国の文学('88.10追加）

.5 詩（新体詩，現代詩）

.52 　詩史．詩人伝・研究

.56 　詩集（合集，個人詩集）

.58 　童詩．童謡

.6 歌謡

C92 戯　曲

.2 幸若舞の本

.3 謡曲．狂言

.4 浄瑠璃

.5 歌舞伎脚本

.6 現代戯曲

.7 シナリオ．ラジオ・テレビドラマ

.8 児童劇脚本

C93 小説．物語　　※昔話→Ｃ３８

.2 古事記．日本書紀．風土記

.3 古代

.4 中世

.5 近世小説

.6 近代小説

.7 講談．落語．軍談．笑話集

.8 童話

C94 評論．随筆．小品

.3 古代

.4 中世

.5 近世

.6 近代

C95 日記．紀行．書簡

.3 古代

.4 中世

.5 近世

.6 近代

C96 ルポルタージュ（記録，手記）
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