
平成２１年８月２５日 
 
 
 
図書館利用者各位 

 
 
 
                      学術情報拠点長 
                        大 嶋   誠 
                         （公印省略） 
 
 
図書館（旦野原キャンパス）書庫内図書の適正配架計画の実施について（通知） 

 
このことについて，８月３日より書庫２層の西側を実施しておりましたが，予定よ

り早く終了しました。引き続き下記のとおり実施することとしましたので，お知らせ

します。 
本作業期間中も，書庫は御利用になれますが，この作業により御不便をおかけする

こともありますので，御協力方よろしくお願いいたします。 
 
 

記 
 
 
１ 実施期間：平成２１年８月２５日（火）～９月３０日（水） 

２ 作業範囲：図書館書庫（３層） 

３ 対象となる分野：添付のとおり 

４ その他：適正配架作業とは，書庫内の重複図書を梱包別置し，床置きされた図書

を書架に適正に配架することを目的とした作業を指します。 



書庫３層　対象となる分野

360 社会 370 教育
361 社会学 371 教育学. 教育思想
362 社会史. 社会体制 372 教育史・事情
363 373 教育政策. 教育制度. 教育行財政
364 社会保障 374 学校経営・管理. 学校保健
365 生活・消費者問題 375 教育課程. 学習指導. 教科別教育
366 労働経済. 労働問題 376 幼児・初等・中等教育
367 家族問題. 男性・女性問題. 老人問題 377 大学・高等・専門教育. 学術行政
368 社会病理 378 障害児教育
369 社会福祉 379 社会教育
380 風俗習慣. 民俗学. 民族学 390 国防. 軍事
381 391 戦争. 戦略. 戦術
382 風俗史. 民俗誌. 民族誌 392 国防史・事情. 軍事史・事情
383 衣食住の習俗 393 国防政策・行政・法令
384 社会・家庭生活の習俗 394 軍事医学. 兵食
385 通過儀礼. 冠婚葬祭 395 軍事施設. 軍需品
386 年中行事. 祭礼 396 陸軍
387 民間信仰. 迷信［俗信］ 397 海軍
388 伝説. 民話［昔話］ 398 空軍
389 民族学. 文化人類学 399 古代兵法. 軍学
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書庫３層　対象となる分野

400 自然科学 410 数学
401 科学理論. 科学哲学 411 代数学
402 科学史・事情 412 数論［整数学］
403 参考図書［レファレンスブック］ 413 解析学
404 論文集. 評論集. 講演集 414 幾何学
405 逐次刊行物 415 位相数学
406 団体 416
407 研究法. 指導法. 科学教育 417 確率論. 数理統計学
408 叢書. 全集. 選集 418 計算法
409+ 科学技術政策・科学技術行政 419 和算. 中国算法
420 物理学 430 化学
421 理論物理学 431 物理化学. 理論化学
422 432 実験化学［化学実験法］
423 力学 433 分析化学［化学分析］
424 振動学. 音響学 434 合成化学［化学合成］
425 光学 435 無機化学
426 熱学 436 金属元素とその化合物
427 電磁気学 437 有機化学
428 物性物理学 438 環式化合物の化学
429 原子物理学 439 天然物質の化学
440 天文学. 宇宙科学 450 地球科学. 地学
441 理論天文学. 数理天文学 451 気象学
442 実地天文学. 天体観測法 452 海洋学
443 恒星. 恒星天文学 453 地震学
444 太陽. 太陽物理学 454 地形学
445 惑星. 衛星 455 地質学
446 月 456 地史学. 層位学
447 彗星. 流星 457 古生物学. 化石
448 地球. 天文地理学 458 岩石学
449 時法. 暦学 459 鉱物学
460 生物科学. 一般生物学 470 植物学
461 理論生物学. 生命論 471 一般植物学
462 生物地理. 生物誌 472 植物地理. 植物誌
463 細胞学 473 葉状植物
464 生化学 474 藻類. 菌類
465 微生物学 475 コケ植物［蘚苔類］
466 476 シダ植物
467 遺伝学 477 種子植物
468 生態学 478 裸子植物
469 人類学 479 被子植物
480 動物学 490 医学
481 一般動物学 491 基礎医学
482 動物地理. 動物誌 492 臨床医学. 診断・治療
483 無脊椎動物 493 内科学
484 軟体動物. 貝類学 494 外科学
485 節足動物 495 婦人科学. 産科学
486 昆虫類 496 眼科学. 耳鼻咽喉科学
487 脊椎動物 497 歯科学
488 鳥類 498 衛生学. 公衆衛生. 予防医学
489 哺乳類 499 薬学
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書庫３層　対象となる分野

500 技術. 工学 510 建設工学. 土木工学
501 工業基礎学 511 土木力学. 建設材料
502 技術史. 工学史 512 測量
503 参考図書［レファレンスブック］ 513 土木設計・施工法
504 論文集. 評論集. 講演集 514 道路工学
505 逐次刊行物 515 橋梁工学
506 団体 516 鉄道工学
507 研究法. 指導法. 技術教育 517 河海工学. 河川工学
508 叢書. 全集. 選集 518 衛生工学. 都市工学
509 工業. 工業経済 519 公害. 環境工学
520 建築学 530 機械工学
521 日本の建築 531 機械力学・材料・設計
522 東洋の建築. アジアの建築 532 機械工作. 工作機械
523 西洋の建築. その他の様式の建築 533 熱機関. 熱工学
524 建築構造 534 流体機械. 流体工学
525 建築計画・施工 535 精密機器. 光学機器
526 各種の建築 536 運輸工学. 車輌. 運搬機械
527 住宅建築 537 自動車工学
528 建築設備. 設備工学 538 航空宇宙工学
529 建築意匠・装飾 539 原子力工学
540 電気工学 550 海洋工学. 船舶工学
541 電気回路・計測・材料 551 理論造船学
542 電気機器 552 船体構造・材料・施工
543 発電 553 船体艤装. 船舶設備
544 送電. 変電. 配電 554 舶用機関［造機］
545 電灯. 照明. 電熱 555 船舶修理. 保守
546 電気鉄道 556 各種の船舶・艦艇
547 通信工学. 電気通信 557 航海. 航海学
548 情報工学 558 海洋開発
549 電子工学 559 兵器. 軍事工学
560 金属工学. 鉱山工学 570 化学工業
561 採鉱. 選鉱 571 化学工学. 化学機器
562 各種の金属鉱床・採掘 572 電気化学工業
563 冶金. 合金 573 セラミックス. 窯業. 珪酸塩化学工業
564 鉄鋼 574 化学薬品
565 非鉄金属 575 燃料. 爆発物
566 金属加工. 製造冶金 576 油脂類
567 石炭 577 染料
568 石油 578 高分子化学工業
569 非金属鉱物. 土石採取業 579 その他の化学工業
580 製造工業 590 家政学. 生活科学
581 金属製品 591 家庭経済・経営
582 事務機器. 家庭機器. 楽器 592 家庭理工学
583 木工業. 木製品 593 衣服. 裁縫
584 皮革工業. 皮革製品 594 手芸
585 パルプ・製紙工業 595 理容. 美容
586 繊維工学 596 食品. 料理
587 染色加工. 染色業 597 住居. 家具調度
588 食品工業 598 家庭衛生
589 その他の雑工業 599 育児
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書庫３層　対象となる分野

689 観光事業 699 放送事業

600 産業 610 農業
601 産業政策・行政. 総合開発 611 農業経済
602 産業史・事情. 物産誌 612 農業史・事情
603 参考図書［レファレンスブック］ 613 農業基礎学
604 論文集. 評論集. 講演集 614 農業工学
605 逐次刊行物 615 作物栽培. 作物学
606 団体 616 食用作物
607 研究法. 指導法. 産業教育 617 工芸作物
608 叢書. 全集. 選集 618 繊維作物
609 度量衡. 計量法 619 農産物製造・加工
620 園芸 630 蚕糸業
621 園芸経済・行政・経営 631 蚕糸経済・行政・経営
622 園芸史・事情 632 蚕糸業史・事情
623 園芸植物学. 病虫害 633 蚕学. 蚕業基礎学
624 温室. 温床. 園芸用具 634 蚕種
625 果樹園芸 635 飼育法
626 蔬菜園芸 636 くわ. 栽桑
627 花卉園芸［草花］ 637 蚕室. 蚕具

園芸利用 まゆ628
造園

638
製糸. 生糸. 蚕糸利用629

畜産業
639

林業640
畜産経済・行政・経営

650
林業経済・行政・経営641

畜産史・事情
651

森林史. 林業史・事情642
家畜の繁殖. 家畜飼料

652
森林立地. 造林643

家畜の管理. 畜舎. 用具
653

森林保護644
家畜・畜産動物各論

654
森林施業645 655

646 家禽各論. 飼鳥 656 森林工学
[647] みつばち. 昆虫　→646.9 657 森林利用. 林産物. 木材学
648 畜産製造. 畜産物 658 林産製造
649 獣医学. 比較医学 659 狩猟
660 水産業 670 商業
661 水産経済・行政・経営 671 商業政策・行政
662 水産業および漁業史・事情 672 商業史・事情
663 水産基礎学 673 商業経営. 商店
664 漁労. 漁業各論 674 広告. 宣伝
665 漁船. 漁具 675 マーケティング
666 水産増殖. 養殖業 676 取引所
667 水産製造. 水産食品 677
668 水産物利用. 水産利用工業 678 貿易
669 製塩. 塩業 679
680 運輸. 交通 690 通信事業
681 交通政策・行政・経営 691 通信政策・行政・法令
682 交通史・事情 692 通信事業史・事情
683 海運 693 郵便. 郵政事業
684 内水・運河交通 694 電気通信事業
685 陸運. 自動車運送 695
686 鉄道 696
687 航空運送 697
688 倉庫業 698
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書庫３層　対象となる分野

789 武術 799 ダンス

700 芸術. 美術 710 彫刻
701 芸術理論. 美学 711 彫塑材料・技法
702 芸術史. 美術史 712 彫刻史. 各国の彫刻
703 参考図書［レファレンスブック］ 713 木彫
704 論文集. 評論集. 講演集 714 石彫
705 逐次刊行物 715 金属彫刻. 鋳造
706 団体 716
707 研究法. 指導法. 芸術教育 717 粘土彫刻. 塑造
708 叢書. 全集. 選集 718 仏像
709 芸術政策. 文化財 719+ オブジェ
720 絵画 730 版画
721 日本画 731 版画材料・技法
722 東洋画 732 版画史. 各国の版画
723 洋画 733 木版画
724 絵画材料・技法 734 石版画
725 素描. 描画 735 銅版画. 鋼版画
726 漫画. 挿絵. 童画 736 リノリウム版画. ゴム版画
727 グラフィックデザイン. 図案 737 写真版画. 孔版画
728 書. 書道 738
729 739 印章. 篆刻. 印譜
740 写真 750 工芸
741 751 陶磁工芸
742 写真器械・材料 752 漆工芸
743 撮影技術 753 染織工芸
744 現像. 印画 754 木竹工芸
745 複写技術 755 宝石・牙角・皮革工芸
746 特殊写真 756 金工芸
747 写真の応用 757 デザイン. 装飾美術
748 写真集 758 美術家具
749 印刷 759 人形. 玩具
760 音楽 770 演劇
761 音楽の一般理論. 音楽学 771 劇場. 演出. 演技
762 音楽史. 各国の音楽 772 演劇史. 各国の演劇
763 楽器. 器楽 773 能楽. 狂言
764 器楽合奏 774 歌舞伎
765 宗教音楽. 聖楽 775 各種の演劇
766 劇音楽 776
767 声楽 777 人形劇
768 邦楽 778 映画
769 舞踊. バレエ 779 大衆演芸
780 スポーツ. 体育 790 諸芸. 娯楽
781 体操. 遊戯 791 茶道
782 陸上競技 792 香道
783 球技 793 花道
784 冬季競技 794 撞球
785 水上競技 795 囲碁
786 戸外レクリエーション 796 将棋
787 釣魚. 遊猟 797 射倖ゲーム
788 相撲. 拳闘. 競馬 798 室内娯楽
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書庫３層　対象となる分野

889 その他のスラヴ諸語 899 国際語［人工語］

800 言語 810 日本語
801 言語学 811 音声. 音韻. 文字
802 言語史・事情. 言語政策 812 語源. 意味
803 参考図書［レファレンスブック］ 813 辞典
804 論文集. 評論集. 講演集 814 語彙
805 逐次刊行物 815 文法. 語法
806 団体 816 文章. 文体. 作文
807 研究法. 指導法. 言語教育 817 読本. 解釈. 会話
808 叢書. 全集. 選集 818 方言. 訛語
809 言語生活 819
820 中国語 830 英語
821 音声. 音韻. 文字 831 音声. 音韻. 文字
822 語源. 意味 832 語源. 意味
823 辞典 833 辞典
824 語彙 834 語彙
825 文法. 語法 835 文法. 語法
826 文章. 文体. 作文 836 文章. 文体. 作文
827 読本. 解釈. 会話 837 読本. 解釈. 会話
828 方言. 訛語 838 方言. 訛語
829 その他の東洋の諸言語 839
840 ドイツ語 850 フランス語
841 音声. 音韻. 文字 851 音声. 音韻. 文字
842 語源. 意味 852 語源. 意味
843 辞典 853 辞典
844 語彙 854 語彙
845 文法. 語法 855 文法. 語法
846 文章. 文体. 作文 856 文章. 文体. 作文
847 読本. 解釈. 会話 857 読本. 解釈. 会話
848 方言. 訛語 858 方言. 訛語
849 その他のゲルマン諸語 859 プロヴァンス語
860 スペイン語 870 イタリア語
861 音声. 音韻. 文字 871 音声. 音韻. 文字
862 語源. 意味 872 語源. 意味
863 辞典 873 辞典
864 語彙 874 語彙
865 文法. 語法 875 文法. 語法
866 文章. 文体. 作文 876 文章. 文体. 作文
867 読本. 解釈. 会話 877 読本. 解釈. 会話
868 方言. 訛語 878 方言. 訛語
869 ポルトガル語 879 その他のロマンス諸語
880 ロシア語 890 その他の諸言語
881 音声. 音韻. 文字 891 ギリシア語
882 語源. 意味 892 ラテン語
883 辞典 893 その他のヨーロッパの諸言語
884 語彙 894 アフリカの諸言語
885 文法. 語法 895 アメリカの諸言語
886 文章. 文体. 作文 896
887 読本. 解釈. 会話 897 オーストラリアの諸言語
888 方言. 訛語 898
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書庫３層　対象となる分野

989 その他のスラヴ文学 999 国際語による文学
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900 文学 910 日本文学
901 文学理論・作法 911 詩歌
902 文学史. 文学思想史 912 戯曲
903 参考図書［レファレンスブック］ 913 小説. 物語
904 論文集. 評論集. 講演集 914 評論. エッセイ. 随筆
905 逐次刊行物 915 日記. 書簡. 紀行
906 団体 916 記録. 手記. ルポルタージュ
907 研究法. 指導法. 文学教育 917 箴言. アフォリズム. 寸言
908 叢書. 全集. 選集 918 作品集
909 児童文学研究 919 漢詩文. 日本漢文学
920 中国文学 930 英米文学
921 詩歌. 韻文. 詩文 931 詩
922 戯曲 932 戯曲
923 小説. 物語 933 小説. 物語
924 評論. エッセイ. 随筆 934 評論. エッセイ. 随筆
925 日記. 書簡. 紀行 935 日記. 書簡. 紀行
926 記録. 手記. ルポルタージュ 936 記録. 手記. ルポルタージュ
927 箴言. アフォリズム. 寸言 937 箴言. アフォリズム. 寸言
928 作品集 938 作品集
929 その他の東洋文学 [939] アメリカ文学　→930/938
940 ドイツ文学 950 フランス文学
941 詩 951 詩
942 戯曲 952 戯曲
943 小説. 物語 953 小説. 物語
944 評論. エッセイ. 随筆 954 評論. エッセイ. 随筆
945 日記. 書簡. 紀行 955 日記. 書簡. 紀行
946 記録. 手記. ルポルタージュ 956 記録. 手記. ルポルタージュ
947 箴言. アフォリズム. 寸言 957 箴言. アフォリズム. 寸言
948 作品集 958 作品集
949 その他のゲルマン文学 959 プロヴァンス文学
960 スペイン文学 970 イタリア文学
961 詩 971 詩
962 戯曲 972 戯曲
963 小説. 物語 973 小説. 物語
964 評論. エッセイ. 随筆 974 評論. エッセイ. 随筆
965 日記. 書簡. 紀行 975 日記. 書簡. 紀行
966 記録. 手記. ルポルタージュ 976 記録. 手記. ルポルタージュ
967 箴言. アフォリズム. 寸言 977 箴言. アフォリズム. 寸言
968 作品集 978 作品集
969 ポルトガル文学 979 その他のロマンス文学
980 ロシア・ソビエト文学 990 その他の諸文学
981 詩 991 ギリシア文学
982 戯曲 992 ラテン文学
983 小説. 物語 993 その他のヨーロッパ文学
984 評論. エッセイ. 随筆 994 アフリカ文学
985 日記. 書簡. 紀行 995 アメリカ先住民語の文学
986 記録. 手記. ルポルタージュ 996
987 箴言. アフォリズム. 寸言 997 オーストラリア先住民語の文学
988 作品集 998


	bunnya.pdf
	書庫３層　対象となる分野


