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発刊によせて

この度、山口県郷土件名標目表を刊行する運びとなりました。

山口県内の公立図書館にコンビュータが導入され始めた90年代の初め、市販のマークで

は対応できない郷土資料の整理について様々な議論がなされ、山口県の郷土件名標目表の

必要性が唱えられました。山口県図書館協会としてもこれに積極的に取り組み、平成 6年

度には整理業務研究部会においてワーキンググルーフによる作成作業が開始されました。

しかしながら、郷土件名様目の採録には、郷土資料に関する深い見識と継続的な作業時

間が求められます。そこで、ワーキンググルーフでは小委員会を組織して、積永秀夫、升

井卓瀬、松本敬吉の三氏に素案の作成をお願いすることとなりました。小委員会では、膨

大な量の郷土資料や郷土関係レファレンスに実際に当たることから始められ、パソコンに

よるデータペースの作成、標目相互の関連修正など、 7年余に亘って綿密な検討と地道な

作業が行われました。

図書館は、社会の変化に伴って高度化 ・多様化する利用者のニーズに応じて様々な情報

を提供することが求められています。とりわけ山口県に関する情報については、県内図書

館が連携して地域の情報を積極的に収集・発信することが必要です。本書が図書館におけ

る郷土資料の整理業務に大いに利用され、郷土の情報を求める利用者の資料検索の一助と

なれば幸いに存じます。

なお、本書の刊行にあたって、格別のご尽力をいただいた小委員会の御三方をはじめ、

ご協力いただいた皆様にお礼を申し上げますとともに、関係各位に引き続きご指導・ご支

援を賜りますようお願い申し上げます。

平成 14年 6月

山口県図書館協会

会長 山本哲 生
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序 説

I f山口県郷土件名標目表J制定の目的

日本の図書館は1960年代以降大きく変貌した。ひとつは1963年の『中小都市における公

共図書館の運蛍』（日本図書館協会、略称JLA）が刊行され、日野市立図書館が問書の

理論を実践して図書貸出の飛躍的な噌加実績を上げた。これが多くの公共図書館の範とな

って全国的に貸出が急伸したが、それに呼応するように整理事務は「外部委託Jされるよ

うになり、図書館には装備済み図書が納入される方向に傾斜した。その担い手として図書

館流通センター（略称TRC）などが出現したことである。

もうひとつは f図書館の電算化Jで、 1970年代初頭国立国会図書館を中心に研究が始ま

り、 1976年には共同利用機関として東京大学内に情報図書館学研究センター（後の学術情

報センタ一、現国立情報学研究センター）が設置され、大学図書館で研究が進んだ。 1981

年からは国立国会図書館が JAPAN/MAR Cの頒布を開始し、この方策が急速に民間

にも拡がっていった。

この二潮流が相乗して、現在の公共図書館では図書の購入と同時に、 TRC/MARC 

その他取次店／MARCが書誌情報として提供されるようになった。これらの書誌データ

は著者名・ 書名など、分類は日本十進分類法（略称NDC）新訂8版および新訂9版、件

名は基本件名標目表 （略称BSH) 3版および4版によったもので、各図書館は受動的に

コンビュータに取り込むことで書誌作成の必要もなく 、即~に蔵書検索ができるように様

変わりした。いろいろ問題は苧んでいるにしても、ひと昔前までは及びもつかなかった大

変な図書館の変革である。

ところが郷土資料の多くは商業的な流通システムによって提供されることは稀で、その

内容も地方特有のものがあるなどBs Hでは到底対応できない。山口県の郷土資料の検索

には山口県の郷土件名の採用が必要であるという観点から、山口県図書館協会整理業務研

究部会は、郷土資料検索のための共用ツールとして「山口県郷土件名標目表J（以下 fy 

SHJという）を制定することにした。

II 郷土資料の範囲（収集基準）

郷土資料の範囲は、各図書館等が利用者のニーズに応えて独自の基準を持つが、 YSH 

では次の 5群とし広義に解釈することにした。

1 郷土に関する資料

2 郷土で発行された資料

3 郷土の在住者 ・出身者 ・団体が発行した資料

4 郷土に関連のある資料

5 郷土の在住者 ・出身者・団体のコレクション

＊参考文献

地域資料入門／三多摩郷土資料研究会編 P. 64～67 平成ll Cl 999) 

山口図書館郷土資料目録 p. 5 昭和44(1969) 

萩市立図書館郷土資料目録 p. 4 平成4 (1992) 
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以下、郷土資料の実例をあげ、郷土資料の範囲とYs Hを理解の手だてとすることとし

た。

実例の書誌的記述事項は、書名／編著者名、発行者、発行年とし、「gl. g 2.・・」

は地名標目を、 fs 1. s 2.・・ 」は主題標目を表す。

1 郷土に関する資料

郷土に関する資料には、「郷土Jに関連した主題の資料と郷土人物を主題にする資料

（伝記）も含まれる。郷土人物には、「郷土出身者Jと「郷土関係者j があり広義に

解釈することとした。

－山口県立山口図書館郷土資料目録／山口県立山口図書館編 1969 

g 1.山口県 s 1 .郷土資料目録

－吉田松陰言行録／五十嵐由連編 明41(1908) 

g l.萩市 s 1.伝記 s 2. 吉田松陰

－天辺の椅子 ：日露戦争と児玉源太郎／古川薫著 毎日新聞社、 1992

g 1. 徳山市

s 1.児玉源太郎 s 2.小説 s 3.日露戦争

・放浪記／林英美子著 女人芸術、 1928

g 1. 下関市 s 1.小説 s 2. 林英美子

2 郷土で発行された資料

主題が「郷土に関する資料Jでなくても、出版地や出版者がおよそ明治lO年以前に山

口県内で出版された資料は郷土資料として広義に解釈することとした。

・国史纂論／山県太華：撰 明倫館蔵版 弘化3 (1846) 

g 1. 萩市 s 1. 郷土出版 s 2. 明倫館 s 3.歴史

・算法小学／弘鴻編 山口；二友社，明 7 (1874) 山口県蔵版

g 1.下松市 g 2. 山口市

s 1.郷土出版 s 2.数学教育 s 3.二玄社 s 4.弘鴻

3 郷土の在住者 ・出身者 ・団体が発行した資料

行政資料など郷土の公共機関が発行した資料は積極的に収集しなければならない。児

童の作文集などを積極的に収集している図書館も見られる。

・米国図書館事情／佐野友三郎著 山口県図書館協会復刻版

g 1. アメリカ合衆国 g 2. 山口市

s 1.佐野友三郎 s 2.図書館（公共）

．山口市勢要覧

g 1. 山口市 s 1.行政

－えのき／岩国小学校文集編集委員会編

g l.岩国市 s l.作文集 s 2.雑誌
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4 郷土に関連のある資料

中近世史で大内氏・毛利氏等に直綾または密接に関連する資料、幕末および維新史で

長州藩の動向に関連する資料や文学作品等で、郷土が舞台になった資料なども含まれ

る。

・山口十境詩考：明使趨秩の山口名所めぐり／荒巻大拙稿

g 1. 山口市 s 1.漢詩文 s 2.越秩 s 3.名所

・万代記 ：厳島合戦之記（写本）

g 1.広島県 s 1.厳島合戦

－倉敷浅尾騒動史／渡辺知水著 岡山、大正8 (1919) 

g 1. 石城山 g 2. 岡山県

s 1. 奇兵隊・諸隊 s 2. 立石孫一郎

－萩のもんかきや／中野重治著 昭和32(1957) 

g 1.萩市 s l. 小説 s 2. 紋章

5 郷土の在住者 ・出身者 ・団体のコ レクション

－佐藤文庫目録／田布施町立田布施図書館編 平成6

g 1. 田布施町 s 1.個人文庫 s 2. 佐藤栄作

・湯浅文庫図書目録／山口県立山口図書館編 昭ll～15 

g 1.豊浦町－ g 2. 山口市

s 1.個人文庫 s 2.湯浅倉平

田 山口県郷土件名標目表の構成

YS Hは、音）｜慎標目表と分類記号）｜｜員標目表から構成した。

地名典拠標目表は、 ①行政地名標目表（現自治体名および明治22年以降の市町村名）と

②地形標目表（地形名 ・交通路名）を作成した。

郷土人名標目については、当面、 山口県立山口図書館のホームページで公開されている

「ふるさと文献情報検索『ひと』Jを参照することとした。

1 ry SH Jのレコード

件名標目の階層構造化および名辞の整合・修正を図るため、パソコンを利用して下記

のデータベースを作成した。

1）データベースソフト

マイクロソフト社Access97を使用した。

2）レコ ードの構成

「件名J、fNDC番号J、「非優先標目」、「優先様目J、「上位標目J、f下位標目j、

「関連標目J、「注記j、fヨミ」、「配列ヨミ」、 f分類ヨミ」のllフィールド。

3）各フィ ールドの内容

「件名J：件名標目または非優先標目を入力。

非優先標目には［x］記号を冠した。

BSH第4版に採択されていない名辞、および採択されている名辞であ
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つでもYs Hで異なった解釈をしたものは、末尾に小文字の「＋J記号

を付した。

「分類J:ND C新訂9版により一つだけ入力。

「非優先襟目J：件名標自の同義語・類語などの参照語を入力。

「優先標目J：非優先語から参照される件名標目を入力。

「上位様自J：当該件名標目の上位の件名標目を入力。複数あれば五十音順に人力。

「下位標目J：当該件名襟目の下位の件名標目を入力。捜数あれば五十音JII買に入力。

「関連標目J：当該件名標目と連想的関係で結合する件名標目を入力。

複数あれば五十音順に入力。

「注記j：限定注記、説明っき参照、参照注記など特に区別せずに入力。

「ヨミJ：カナ見出しをNCR l 987年版改訂版 「片かな表記法Jにより入力。

「配列ヨミj：音Jil員標目表の出力Jil員をNCR l 987年版改訂版排列規則により入力。

「分類ヨミ」：分類記号JII員標目表の出力順を入力（同一分類内の順序付け）。

2 郷土資料調査と件名標目の採録の経緯

1 ）山口県立山口図書館所蔵郷土資料（図書） l 4, 385冊（純タイトル）を対象に、 主題、伝

記（人物）、著者、出版地を検討し、「件名標目J及び「地名標目」を採択した。

＊地名件名は現行自治体名を採ることを基本とした。しかし、旧町村名で出版され

ている市町村史も多数あり、明治22年以降の市町村名からも関連検索が可能な方

法をとることにした。（平成6～9年度）

2）山口県立山口図書館郷土レファレンスカード（約4,700件）を調査した。採録した

「件名標目Jの総計は約l,800件になった。（平成 9年度）

3）『山口県百科事典総索引／升井卓禰著』、『山口県郷土資料基本件名標目表／時浦恭

三編著』、『防長歴史用語辞典／石川｜卓美著』、『山口県地方史関係文献目録II ( 4 

近世）／山口県地方史学会編』、「岩国市立図書館郷土資料件名リストj 等のレフ

ァレンスツールを調査し、「件名標目Jは約2,200件になった。（平成10年度）

4) BS H第4版が出版された。採択した名辞をできるだけBSH4版と一致するよう

努めた。選んだ件名標目をデータベース化し、新設したものには「＋J記号を付し

た。（平成ll年度）

5）音順標目表 （案）、分類記号順標目表（案）ィ地名典拠標目表（案）、序説（案）を

編集した。平成13年9月19日山口県図書館協会整理業務研究部会研修会を開催し、

これらを報告した。また、県内公立図書館に対して原案に「付加すべき件名Jr検
討すべき件名J「地名ヨミJについてアンケー ト調査を行った。収録標目は以下の

とおりとなった。

件名標目 l, 843件 （新設 「十j 617件）

非優先襟目 rXJ 434件 （新設 「＋J 333件）

合計 2, 277件 （新設「＋J 950件）
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N YS H件名標目のあたえ方（件名作業）

件名作業にあたっては、 Ys Hをよく理解しなければならない。 Ys Hに採録されてい

る件名標自には、どのようなものがあり、どのようなものが省略されているかをYSH 

によく目を通しよく知っておく必要がある。また、件名標目の表現方式・追加作業・修

正作業等にも習熟しておく必要がある。

個々の資料に対する内容把握や件名標目付与作業等については、 BSH第4版の序説等

を参考にし、件名作業一般の知識を習得しておく必要がある。

1 YS H一般件名規定

1) BS H第4版は事前結合方式であるが、 Ys Hはコンビュータ検索を前提に事後結

合方式を採用した。従ってBs H第4版における細目は、 Ys Hでは独立した件名

標目として扱った。

BS H第4版の件名細目に当たるもので、 Ys Hで独立の件名標目としたものには、

次のようなものがある。

a 一般細目関係

雑誌、辞典、条例、 書誌、史料、随筆、伝記、統計、年鑑、判例集、法令集、

名簿、歴史、論文集

b 作品集成共通細目関係

作品集（文学）、作文集

C 言語細目関係

方言

d 地名のもとの主題・形式細目関係

観光案内、紀行、教育、行政、郷土研究、郷土出版、経済、工業、産業、商業、

人口、政治、地図、地理、農業、風俗、名所、文化事情、貿易

e 主題のもとの地名細目関係

BS H第4版では上記のd以外のすべての主題にも地名区分をあたえることが

できることになっている。地名標目として「地名典拠標目表Jを用意した。

f 時代細目関係

原始時代、古代、源平時代、中世、大内時代、毛利時代（中世）、 江戸時代、

幕末時代、明治維新、近代、明治時代、大正時代、昭和時代、太平洋戦争、

太平洋戦争後、 平成時代

g 文学・芸術作品形式細目関係

彫刻、絵画、 書道、版画、 写真、 工芸、陶磁器、和歌、俳句、川柳、詩、戯曲、

小説、童話、評論、随筆、日記、 手記、作品集、作文集

2）個々の資料の主題を適切に表現する件名標目を選んであたえる。あたえた件名様自

に上位標目がある場合、利用者の利便を考慮して上位標目も併せてあたえてもよい。

*YS Hでは「特殊記入の原則jと「特殊記入の限界Jについては厳しく解釈せず、

利用者の利便を考慮して、適宜あたえる。 (BS H第4版 p. 16 参照）

なお、 Bs H第4版の下位標目を非優先標目とし、当該上位標目語を件名標目と

するなどBSH4版とは異なる使用をしたものがある。
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3）件名標目は、その資料が取り扱っている主題、地名および表現形式の数に応じて必

要な数だけあたえる。主題の標目指示には番号に「sJを、地名の標目指示には番

号に「gJを冠する。

4）特定の人物、団体、事物、地域、著作などについて記述した資料には、その固有名

を件名標目としてあたえる。人名、団体名の表し方はNCR 1987年版改訂版に規定

する形式と一致させる。

a 地方公共団体名の「庁Jf役所Jf役場J等の文字は省略する。

b 小学校・中学校名は、「00学校（所在市町村名）Jとし、「口口立学校j とはし

ない（「私立Jは付けない）。

小野小学校（防府市） 小野小学校（宇部市）

山口県立美祢高等学校 美祢中央高等学校

C 人名は、よく知 られた名称を統一標目とする（山口県立山口図書館ホームページ

「ふるさと文献情報検索『ひと』参照）。筆名、雅号、通称などは参照標目とす

る。

伊藤博文（政治家） 名＝利助、利輔、俊輔、 春輔、俊介、博文

号＝春畝、春生、治浪閣主人

｛需学者は原則として「号名Jを統一標目とする。採用しなかった名称は参照標目

とする。

山県周南（儒学者） 名＝孝稽字＝次公通称＝少助号＝周南

河野養哲（儒学者） 名＝通文字＝養哲号＝不詳

＊参考文献

増補近世防長人名辞典／吉田祥朔著 昭和51(1976) 

萩藩給禄帳／樹下明紀、田村哲夫編 昭和59(1984) 

明治維新人名辞典／日本歴史学会編 昭和56(1981) 

山口県人物人材情報リスト／日外アソシエーツ 平成6 (1994）～ 

山口県百科事典／山口県教育会編 昭和57(1982) 

5）主題の明らかな文学・芸術作品に対しては、その主題を表す件名標自と文学・ 芸術

作品形式標目をあたえる。多数人の文学・ 芸術の作品に対しでも文学・芸術作品形

式標目をあたえる。

NCR 1987年版改訂版では個々の文学 ・芸術作品には原則として件名標目をあたえ

ないとしているが、 Ys Hでは件名標目をあたえる。

－ローカル線SL山口号／米田守一 ［撮影編集］

g l.山口線 sl. SL s2.写真

－香月泰男画集／香月泰男著；針生一郎文 毎日新聞社

g 1.三隅町 s 1. 絵画 s 2.香月康男

6）特定の出版形式をもって編集された資料に対しては、その主題を表す件名標目とそ

の出版形式も件名標目としてあたえる。

－川柳／柳樽寺川柳会

g 1.萩市 s 1.井上剣花坊 s 2.雑誌 s 3.川柳

-6-



－増補近世防長人名辞典／吉田祥朔著

g 1.山口県 s 1.辞典 s 2.人名

－山口県地方史関係文献目録 l～皿／山口県地方史研究会編

g 1. 山口県 s 1. 書誌 s 2.歴史

－教育要覧／山口県教育庁編

g 1. 山口県 s 1. 教育 s 2.年鑑

．山口県教職員録／山口県教職員組合編

g 1. 山口県 s 1. 教育者 s 2.名簿

2 YS H特殊件名規定

特定の分野にのみ適用される件名規定を特殊件名規定という。

1 ）歴史的な主題

a 各主題の歴史的記述には、件名標自に「歴史Jはあたえない。

歴史に関連する件名標目には、次のようなものがある。

歴史家、歴史年表、歴史地図、史料、法制史、経済史、女性史、教育史、

地史学、 美術史、歴史物語

・山口県図書館史稿／升井卓嫡著

g 1. 山口県 s 1. 図書館

* r図書館史j 「歴史Jはあたえない。

b 時代を表す件名標目は歴史が主題の時に使用し、次のようなものがある。

原始時代、古代、源平時代、中世、大内時代、毛利時代（中世）、江戸時代、

幕末時代、明治維新、近代、明治時代、大正時代、昭和時代、太平洋戦争、

太平洋戦争後、平成時代

・吉田物語／杉岡就房著

g 1. 広島県 s 1. 毛利氏 s 2. 毛利時代（中世）

．激動二十年／柳本見ー著

g 1. 山口県 s 1. 太平洋戦争後

C 歴史上の事件は、その事件名を件名襟目とする。必要に応じて時代を表す件名様

目をあたえる。

・難波大介の生と死／原敬吾著

g 1 .東京都 g 2.光市

s 1 .大正時代 s 2.虎ノ門事件 s 3. 難波大介

．幕末長州議の蝦夷戦争／古川薫著

g 1. 下関市 s 1 .奇兵隊・諸隊 s 2.下関戦争

2）伝記蓄

a 一族、 一家の家伝は、 roo氏Jを件名標目とする。

・大内氏史研究／御薗生翁甫著

g 1 .山口県 s 1.大内氏 s 2. 大内時代
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b 職業・専門分野を限定されいない多数人の伝記は、「伝記Jを件名様目とする。

・防長人物誌／近藤清石著

g 1.山口県 s 1.伝記

C 特定される列伝には、特定の職業 ・専門分野を表す名称をあたえる。

特定の職業 ・専門分野を表す件名標自には次のようなものがある。

尼、僧侶、 歴史家、政治家、弁護士、実業家、教育家、軍人、科学者、医師、

栄養士、歯科医師、保健婦、薬剤師、技術者、石工、大工、左官、農民、

獣医、梅女、船員、 芸術家、画家、 書家、陶芸家、音楽家、 芸能人、俳優、

映画監督、作家、歌人、俳人、詩人

－萩焼人国記／朝日新聞山口支局編

g 1. 長門市 g 2. 萩市 g 3.山口市

s 1. 陶芸家 s 2. 萩焼

d 個人の伝記は、個人名を件名標目とする。 必要に応じて特定の臓業・専門分野を

表す名称もあたえる ことができる。

・乃木将軍伝／村田峯次郎著

g 1.下関市 s 1.軍人 s 2. 乃木希典

3）地誌的な記述

a 地名は「行政地名標目表」及び「地形標目表Jを典拠とする。

①行政地名は、 原則として現自治体名をあたえる。 必要に応じ、旧市町村名（明

治22年以降の行政地名）もあたえることができる。

－吉敷村史／三坂圭治編

gl.LLI口市 g 2.吉敷村 s 1. 歴史

②複数の地名をあたえることができる。

③広域地名には「00地方Jをあたえる。 （例 北浦地方周南地方）

④藩名には「00藩j をあたえる。 （例 岩国藩清末藩）

⑤郡名には「00郡Jをあたえる。

－大島発祥の地屋代村の史蹟／藤村康一 昭和14(1939) 

g 1. 大島郡 g 2. 大島町 g 3. 屋代村

s 1 .歴史

b 山口県以外の圏内地名には「都道府県名j をあたえる。 f市町村名j 等は必要に

応じてあたえる。

・倉敷浅尾騒動史／渡辺知水著 岡山、大正8 (1919) 

g 1. 石城山 g 2. 岡山県

s 1.奇兵隊・ 諸隊 s 2.立石孫一郎

・万代記 ；厳島合戦之記（写本）

g 1.厳島 g 2.広島県 s 1.厳島合戦

C 外国地名はよく知られた地名をあたえる。 国名はBs H第4版を典拠とする。

・山口県大島郡ハワイ移民史／土井弥太郎著 1980 

g l.アメリカ合衆国 g 2.大島郡 g 3.ハワイ

s 1.移民
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d 地形（交通路を含む）をあらわす件名標目には次のようなものがある。

運河、海岸、海峡、街道、海洋、河川、カルデラ、渓谷、高原、航路、港湾、

湖沼、山岳、山地、島、滝、溜池、ダム、鉄道、洞窟、峠、道路、半島、 平野

．秋吉台 3億年／秋吉台科学博物館編

g 1. 秋吉台 g 2. 秋芳町 g 3. 美東町 g 4.美祢市

s 1.秋吉台 s 2.高原

e 地名に関係する件名標自には次のようなものがある。

4）法令

観光案内、紀行、教育、行政、郷土研究、郷土出版、経済、 工業、産業、

商業、人口、政治、地図、地理、農業、風俗、文化事業、貿易、名所

・岩国市市勢要覧

g 1. 岩国市 s 1. 行政

－郷土研究／山口県師範学校郷土研究室

g 1. 山口県 s 1.郷土研究

法令をあらわす件名標目には、次のようなものがある。

教育法令、条例、判例集、法令集、 万治制法、労働法

．山口県教育関係法令集

g 1. 山口県 s 1. 教育法令

．岩国市例規集

g 1. 岩国市 s 1. 条例

5）統計書

a 一般統計書には 「統計Jをあたえる。

－山口県統計書／山口県統計課編

g 1. 山口県 s 1. 統計 s 2. 年鑑

・山口県の統計／山口県統計課編

g 1.山口県 s 1.統計

b 各主題の統計書には「00統計Jをあたえる。次のような件名標目がある。

経済統計、人口統計、教育統計、統計教育、工業統計、産業統計、

事業所統計、農業統計、農林水産統計、青果物統計、畜産統計、林業統計、

水産統計、商業統計、貿易統計

V YS Hの使い方

「Bs H第4版序説 W件名標目表の使い方Jを参考にして欲しい。以下、若干注意点

を述べる。

1 ）件名標目の追加

YS Hに採用した件名襟目はできるだけ全県に共通するものを選び、固有名は音Jil員標

目表に「個々の00名も件名標目とするJと注記して、例示的なものを除き本表には

採用していない。従って各図書館では必要に応じて固有名を下位標目として追加採用

することになる。 Ys Hに採用されていない件名標目を追加する場合、 Bs HやND 

C相関索引に採用されている名辞および国立国会図書館件名標目表を参考にしてもっ
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とも適当と思われる名辞（よく知られた形）を選んで採用するものとする。この際採

用しなかった類語 ・同義語は「非優先標目Jとし、関連する「上位標目j、「下位標

目jおよび「関連標目Jを追加する。追加した日付と件名標目を記録しておく。

2）件名標目の変更

現行の件名標目は今後社会の変化などに応じて更新していく必要がある。件名標目を

更新した場合、旧標目は新しく採用した標目の「非優先標目Jとし、関連する「非優

先標目J、「上位標目J、「下位標目」および「関連標目Jについても修正しなければ

ならない。更新した日付と件名標目を記録しておく。

3）件名標自の管理

YS Hは山口県郷土資料を対象とする標準的件名標目表として管理し維持していかな

ければならない。 Ys Hの管理は山口県図書館協会が行う。件名標目の追加または更

新の必要がある場合には、 当該図書館は理由を付して改訂の内容を山口県図書館協会

に連絡するものとする。山口県図書館協会は定期的にYs H改訂の手続きを行い、決

定した事項を各図書館に伝達する。

なお、各図書館は使用した件名様日並びに参照標目を記録する件名典拠ファイルを作

成して件名標目を管理する。

4）一般資料の件名作業との調整

YS Hはこれまで述べてきたようにBs H第4版と使用方法の異なる点がある。

①郷土資料には地名（地形を含む）標目をあたえる。

②細目を用いた表現はしない。

③新設した件名標目（「＋J記号を付記した）の中には、 Bs H第4版に採用され

ていても非優先件名標目にするなどその位置づけを変更したり、 ND C新訂9版

で採用されている名辞を優先件名標目としたものがある。

したがって、 一般資料の件名作業との調整を図る必要がある。特に「＋J記号を付記

した件名標目を各館の件名典拠ファイルに採用する際には注意しなければならない。

また、業務電算化は時代の趨勢であるが、冊子体目録を提供する場合には一般資料と

郷土資料の件名標目の調整に充分留意しなければならない。
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音順標 目 表

難訓件名標目索引



音順標目表凡例

1 収録したレコードとその排列

件名標目および非優先標目のレコードを、原則として五十音順に排列した。

検索の便をはかるため、カナによる見出し（8字まで）を各行の頭部に示した。

また、後尾にはND C分類記号を付した。

片かな表記法および排列規則はNCR 1987年版改訂版に準拠した。

2 件名標目

ゴシック体で表示した。

件名標目の階層標目などは、次のような順序で表示した。

非優：非優先標目

上位：上位標目

下位： 下位標目

関連：関連標目

注記

3 非優先標目

[x］記号を冠し、参照先の件名標目を「優先： Jで示した。

xアーケード＋ 673. 7 

優先：商店街

4 動植物名は平仮名で表わした。



ア

7イ あい 577.99 n x海士＋ 661.9 

関連：染色 優先：海女

7イモ／ x合物＋ 667.2 n 海女 661.9 

優先：俵物 非優：海人、海士

上位：漁民

アカシオ 赤潮 663.96 

上位：海洋汚染、水産増殖 7可J'1 雨乞＋ 384.31 

上位：農耕儀礼

7カマシ．ンt;' 赤間神宮＋ 175.9 関連 ：；神事

上位：神社
tn・シ 尼子氏＋ 288.3 

7カマJ..7.： リ 赤間硯＋ 728.3 

上位：硯 Y?fュntン アマチュア無線 547.61 

上位：通信

7カ"Z"J あかまつ＋ 653.6 

非優 ；県・木 7ミゲプヲ 阿弥陀仏 186.8 

上位 ：まつ 上位：仏像

7がワモウリシ 阿川毛利氏＋ 288.3 Y'J. 雨 451.64 

上位 ：一門 上位：気象

7キヨシシ 秋吉氏＋ 288.3 rt 飴 588.38 

上位：菓子

l'Jシ2ウ 悪臭 519.75 

上位：大気汚染 lJ.リカク’ン アメリカ軍＋ 392.53 

非催：アメリカ軍基地

7－トド xアーケード＋ 673.7 

優先：商店街 アメリカグンキ xアメリカ軍基地＋ 395.3 

優先：アメリカ簸

Tサイ予 朝市＋ 673.79 

；と位：小売商 7ヤiカ アヤメ科＋ 479.377 

関連：露店 下位：のはなしょうぶ

7サモウリシ 厚狭毛利氏＋ 288.3 lJ あゆ 664.691 

上位 ：一門 上位 ：魚類

rn・ 遊び＋ 384.55 YJ~Jウカイ x歩こう会＋ 782 

下位；たこ（凧）揚げ 優先：ウォーキング

関連 ：言語遊戯、 遊戯

7レ）》キ．． アレルギー 493.14 
7-f工1). アーチェリー 789.53 

7ワピ あわび 664.73 

nシ 厚氏＋ 288.3 上位：貝類

n 尼 185.7 l'iゼンキ3ウ 安全教育 374.92 

上位：僧侶 非優：交通安全教育

上位：学校保健、災答予防

7マ x海人＋ 661.9 

優先：海女

内
《
U

唱

aι



イ

イTイ x居合 789.32 1 :/ 3ウシ．キ x異常児教育＋ 378 

優先：剣道 優先 ：問題児

イ7';7 慰安婦 368.4 イセキ 遺跡 210.2 

非優：従箪慰安婦 上位：考古学
下位：貝塚、経塚、古漬

イカ いか 664.77 注記：個々の遺跡名も件名標目と
する

イカ．ク 医学 490 

関連：衛生、家庭医学 イtシ・ングウ 伊勢神宮＋ 175.8 

上位：神社

イカダナがシ 筏流＋ 657.15 

上位：木材 イタピ x板碑＋ 185.5 

優先：供養熔

イクエィγキ’ 育英事業 373.4 

非優：奨学制度 イチ 市＋ 384.37 

イクγ 育児 599 イチJ' いちご 626.29 

上位：蔽菜

イクtイカ’日 育成学校＋ 327.85 

上位：少年保護 イチモン 一門＋ 210.5 

下位 ：阿川毛手1］氏、厚狭毛利氏、

ィ：］ 囲碁 795 大野毛利氏、宍戸氏、

右田毛利氏、吉敷毛利氏

イシ 医師 498.14 

非優：医者 イチリ"J..'力 一里塚＋ 685.21 

注記：個々の医師名も件名標目と 関連：街道

する
イッキ x－撲 210.5 

イシ x石 458 優先 ：農民ー撲

優先：；岩石
イツクシマカッt厳島合戦＋ 210.47 

イシク 石工 525.53 

関連 ：石材 イツクシマシン3 厳島信仰＋ 178.9 

イシ1・チシン3 石鎚信仰＋ 163.l イド 井戸 452.95 

上位：山岳信仰 上位：地下水

イシドウ的 x石灯飽 629.61 イトY'f"Jリニン x糸操り人形芝居＋ 777.19 

優先：灯飽 優先：人形浄潟璃

イシ7’日 石風自＋ 383.6 イナサク 稲イ午＋ 616.2 

上位：風呂 関連 ：米、水田

イシ.-J. いじめ＋ 371.42 イナリシン3ウ 稲荷信仰 387.3 

関連：校内暴力、登校拒否 上位：民間信仰

イシャ x医者 490.28 イヌ いぬ 645.6 

優先：医師 上位 ：家畜

a
4
 ・B
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イ／シシ いのしし＋ 489.83 イワタニシ 岩国氏＋ 288.3 

上位：哨乳類

イワクjJ’ク 岩倉獄＋ 326.52 

イ7ク 衣服 593 上位：牢舎

下位：裁縫

関連：服装 イワシ いわし 664.62 

上位：魚類

イヘ．ント イベン卜＋ 606.9 

関連：年中行事 インカショク7' 隠花植物 473 

下位 ：菌類、こけ植物、しだ植物、

イホウ x遺宝＋ 709 務類

優先：美術品

インキョ 隠居 384.4 

イ1ン 移民＋ 334.5 上位 ：家族関係

関連：北海道移住、満蒙開拓団

イン3 隠語 814.9 

イモルイ いも類 616.8 

インサ？ 即席リ 749 

イヤクtン 医薬品 499.1 下位：謄写印刷、複写

非優：薬
下位：漢方薬、麻薬 インシ 淫詞＋ 387 

イリ7イケン 入会権 651.15 インショウ 印章 739 

非優：印譜

イリコ いりこ＋ 667.2 下位：花押、落款

上位：水産物

インショクテン 飲食店 673.97 

イリョウシけイ 医療社会事業 369.9 非優 ：食堂、レストラン

上位；社会福祉

インセキ 陽石 459.8 

イ1)3ウセイド 医療制度 498.13 

上位 ：厚生行政 インタ．ネット インターネット 547.48 

上位 ：情報ネットワーク

イワイウタ x祝唄＋ 767.5 

優先：民謡 イン7' X 印譜 739 

優先：印主主

イワクニキチ 岩国基地＋ 395.3 

上位：軍事基地

ウ

ウ つ＋ 488.68 ウイロウウリ x外郎売り＋ 384.38 

上位：鳥類 優先 ：外郎

関連：鵜飼

ウオイチ｝＼＇ 魚市場 661.4 

ウイ的 外郎＋ 588.3 上位：卸売市場

非優 ：外郎売り

上位：菓子
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ウォ．キング ウォーキング 782 ウ7カタ x浦方＋ 661.9 

非優：歩こう会 優先：漁村
上位：健康法

ウラナイ 占い＋ 148 

ウカイ 鵜飼 664.691 関連：麿
上位 ：漁法

関連 ：う ウルシ うるし 617.9 

上位 ：工芸作物
ウキヨ工 浮世絵 721.8 

上位：日本画、版画 ウルショウゲイ x漆工芸 752 

優先：漆器
ウシ うし 645.3 

非優：肉牛、乳牛、無免牛 ウンカ’ 運河 517.6 
上位 ：家畜

下位 ：見島牛 ウンコク｝＼ 雲谷派＋ 721.3 

上位：水墨画
ウグがミ 氏神 387 関連 ：雪舟

上位 ：神社

ウンγョウキ． 運上銀＋ 345.21 
ウシ.] 氏子＋ 384.1 

上位：神社 ウンドウカイ 運動会（学校） 374.48 

上位：学校行事
ウタ 歌 ＋ 767 関連：体育大会

下位 ：歌曲、県民歌、校歌、唱歌、

民謡、流行歌 ウンドウ／ウリ 運動能力 780.18 
関連：詩歌 上位：体育

関連：健康教育
ウニ うlこ＋ 664.78 

ウンユ 運輸 680 
ウマ うま 645.2 下位：海運、河川運送、貨物、

上位：家畜 陸連

関連：交通
ウヨク 右翼 361.65 

上位：政治思想、

エ
エイカ． 映画 778 エイセイ 衛生 498 

下位 ：映画監督 非優：公衆衛生

下位 ：学校保健、精神衛生、

Iイヵ・ヵントク 映画監督 778.3 農村衛生、労働衛生

上位 ：映画、 芸術家 関連 ：医学

工作’hウイ x英語教育＋ 375.893 工イtイツウシン 衛星通信＋ 547.66 

優先：外国語教育

工作イホウリウ 衛星放送＋ 547.66 

工17.' エイズ＋ 493.878 
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工イソ・ウシリョ 映像資料＋ 014.77 工／グ 絵の具 724 

非優 ：ビデオテープ

上位 ：視聴覚資料 工ピ えぴ 664.76 
関連 ：録画 下位：くるまえび

エイゲイカロウ x永 代家老＋ 210.5 エピスシン3ウ 恵比寿信何＋ 387 
優先：家老 上位：民間信仰

エイテンtイド x栄典制度＋ 317.5 工ホン 絵本 726.6 
優先： 表彰 上位 ：児童図書

注記：絵本・漫画の目録にも、こ
工イヨウ 栄養 498.55 の件名標目 「絵本j をあたえる

上位 ：食品

工マ 絵馬 387.7 

工イヨウシ 栄養士 498.14 上位 ：民間信仰

上位：食品衛生

工＂？ft/ 絵巻物 721.2 

工キ 駅 686.53 よ位：日本画

上位：鉄道

工ンカ 演歌 779.7 

工キデンキョウ 駅伝競走 782.3 関連：流行歌
上位 ：陸上競技

工ンゲ イ 園芸 620 

エス 絵図 290.38 下位 ：温室、花井、果樹、競菜

関連：地図

工ンゲキ 演劇 770 
工ス工）~ SL+ 536.1 下位 ：演劇団体、戯曲、児童劇、

非優．蒸気機関車 人形劇、俳優

上位：鉄道車両

工ン0・村・ン 演劇団体 770.6 
工スヘ．うント エスペラント 899.1 上位：演劇

エチヴッ卜 xエチケット 385.9 工ン・I'.'1ホウ 演説法 809.4 
優先：礼儀作法 関連：式辞 ・あいさつ

注記 ：演説事例にもこの件名標目

工トγ ゲイ江戸時代＋ 210.5 「演説法Jをあたえる

エネ）~キ．ー エネルギー 501.6 工ンソク 遠足＋ 374.46 

上位：学校行事

工ネルキ.-tン エネルギー問題 501.6 

上位 ：資源 工ンテン 塩田＋ 669 

下位：ガス、原子力発電、石炭、 非優 ：浜子

石油 上位 ：製塩

オ

オウカン x往還＋ 685.21 オウライ子力7 往来手形＋ 685.21 

優先：街道

ー17-



オオウチシ 大内氏＋ 288.3 

オオウチグダ 大内時代＋ 210.46 

上位 ：中世

関連：大内文化

オオウチヌリ 大内塗＋ 752 

上位：漆器

オオウチハ．ン 大内版＋ 022.31 

非優：大内本

上位：書昔、学

オオウf7’ンカ 大内文化＋ 210.46 

関連：大内時代

オオウチホン x大内本＋ 029.9 

優先；大内版

オオシマグチ／ x大島口の戦い＋ 210.58 

優先：四境戦争

オオダ工ドウ 大田・絵堂の戦い＋210.58 

非優 ：内証戦争

オオItウリシ 大野毛利氏＋ 288.3 

上位： 一門

オカヘ．シ 間部氏＋ 288.3 

オタテヤマ x御立山＋ 651.14 

優先：公有林

オチャヤ 御茶屋＋ 685.21 

オ．トレ－'J.. オートレース 788.7 

オ7'グ工 オブジェ 719 

上位 ：彫刻

オ7・ .，ショリ x汚物処理 518.24 

優先 ：清掃事業

カイウン 海運 683 

非優：廻船、回j轡

上位：運輸
下位：北前船、航路、港湾

カ

オミクシ． おみくじ＋ 176.8 

オリ工ンテ＿I）ン オリエンテーリング 786.49

オリモj 織物 586.7 

上位：繊維工業、染織工芸

下位 ：絹織物

注記：個々の織物名も件名標目と
する

オリンピック オリンピック 780.69 

オロシウ1）キ.3 卸売業＋ 673.5 

非優：問屋

オロシウリシグ 卸売市場 675.5 

下位：魚市場、青果物市場

オワライヨウ お笑い講＋ 386 

オンカ．ク 音楽 760 

オンYクカ 音楽家 762.8 

上位 ：芸術家

注記 ：個々の音楽家名も件名標目
とする

オンヵ・舛ョウ 音楽教育 375.76 

下位 ：唱歌

オンシツ 温室 624 

上位 ：園芸

オンセン 温泉 290.947 

注記：個々の温泉名も件名様目と

する

オンド x音頭＋
優先：民謡

オン7・ru オンブズマン
上位：行政

カイウンカモツ x海運貨物＋
優先 ：貨物

767.5 

318.5 

683.6 
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カイが 絵画 720 カイスイ 海水 452.3 

非催 ：西洋画
下位画家、デッサン、日本画、 カイスイヨタシ． 海水浴場＋ 689.5 

はり絵 ・きり絵

カイス’カ 貝塚 210.2 

カイがイザ ィ 海外在留者＋ 334.5 上位 ：遺跡

カイカ．ン 海岸 290.953 カイセン x廻船＋ 683.21 

上位 －地形学 優先：海運
注記個々の海岸名も件名標目と

する カイソウ ~fiL~宮"' 667.7 

上位 ：水産物
カィヵ・ i］ウカ 海岸工学 517.8 下位：のり、わかめ

関連：港湾工学

カイリウ x回糟＋ 683 

カイキョウ 海峡＋ 290.963 優先：海運
上位 ：地形学
注記 ：個々 の海峡名も件名標目と カィγ？ x海賊＋ 329.26 

する 優先 ：水窓

カイキョウメヮt 海峡メッセ下関＋ 526.3 カイタク 開拓 611.24 
上位 ．公共施設 上位 ；農業土木

下位 ：干拓
カイグ〉 海軍 397.21 関連：開作

上位 ：軍隊

下位：軍艦 カイテントッコウ 回天特攻隊＋ 210.75 

上位 太平洋戦争
が1J?J' 外国語 800 

注記個々の外国語名も件名綴目と カイドウ 街道＋ 685.21 
する 非優：往還

上位 ；道路
がイ3げキ 外国語教育 375.89 下位：萩往還

非優： ；英語教育 関連： 一里塚
注記：個々の街道名も件名標目と

h・イヨクシ’ン 外国人（山口県在留）＋ 334.41 する

がりわ・〉 外国人学校＋ 376.9 カイナン 海難 557.8 

上位 ：航海

カイJ'7クシシ 介護福祉士 369.17 

上位 ．福祉従事者 カイモjドウ3ウx質物動向＋ 365.4 

優先 ・生計費

カイサク 開イ乍＋ 614.5 

関連：開拓 カイヨウ 海洋 290.961 

上位：地形学

カイサンr3Jレ x海産魚類＋ 664.6 下位：海図、海流

優先 ：魚類 注記：個々の海洋名も件名標目と

する

カイシャ x会社＋ 335.4 
海洋汚染優先：企業 カイヨウオt:, 519.4 

上位；環境汚染

前1;,: 海図 557.78 
下位：赤潮

非優：水路図
カイヨウキショウ 海洋気象上位 ：海洋、航海 451.24 

上位 ：気象
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カイヨウtイ7' 海洋生物 468.8 注記：個々の科学者名も件名標目
とする

カイリュウ 海流 452.7 

上位：海洋 カfクI＼ク7’ 科学博物館 406.9 

関連：潮せき 上位：博物館

カイ）~イ 貝類 664.7 jJf ~t1）ョウ x化学肥料 574.9 

上位：水産物 優先：肥料

下位：あわび、かたつむり、

さざえ カカシ かかし＋ 384.31 

上位：農耕儀礼

ヵ・イロシ.l 街路樹 629.79 

上位：樹木 カがミ 鏡 210.2 

非優：古銭

カウンセリング カウンセリ ング 371.43 上位：金工芸

上位：精神衛生

関連：教育相談 カカ．ワシ 香川氏＋ 288.3 

カ工）~ かえる 487.85 カキ 花斉 627 

非優：草花、花

カオウ 花押 210.029 上位：園芸

上位：印章、古文書学 下位：カーネーション、さくら、
サボテン、つばさ、らん

がカ 画家 720.28 注記：個々の花井名も件名標固と

上位：絵闘
する

注記：個々の画家名も件名標目と
する カギッ3 x鍵っ子＋ 369.42 

優先：学童保育

カカ’ク 化学 430 
カキョク 歌曲 767 

ヵヵ・ク 科学 400 上位：歌

非優：自然科学

下位 ：科学教育 カキン 家きん 646 

上位 ：畜産業、鳥類

カカ.？キ．シ． 科学技術行政 409 下位：にわとり

上位 ：工業政策
注記・個々の家きん名も件名篠宮

とする

カカ• ?f3ウイ x化学教育＋ 375.434 
家具優先：理科教育 カグ 597 

上位：木工

jJJi'?hウイ 科学教育 407 
がクゲイカィ 学芸会＋

上位：科学
374.47 

上位：学校行事

カカ．クヨウギ 化学工業 570.9 
格言＋

非優：重化学工業
カクゲン 159.8 

下位：石炭化学工業、 上位：人生訪ii

石油化学工業
関連 ：ことわざ

カカ.？シャ x化学者＋ 430.28 
ヵ・クシ2ウシト 学習指導 375.l 

優先：科学者 非優 ：授業設計、授業分析
下位 ：教科書、教材

カカ.？シャ 科学者 402.8 
関連：教育課程

非優：化学者、生物学者、
学習塾

物理学者
カ．クシ2ウγ 376.8 

nu 

内
ノ
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カクシ1!l'ヴ3 各種学校 376.7 カシ 菓子 588.3 

関連：職業訓練 上位：食品

下位：飴、外郎

ヵ・クドウホイ 学童保育 369.42 

非優：鍵っ子 カシ.'1 果実 625 

上位：保育 上位：農産物

関連：児童館 注記；個々の果実名も件名標目と

する

がクトドウイ 学徒動員＋ 372.107 

上位：太平洋戦争 カグz 果樹 625 

上位 ：闇芸

カクヘイキ 核兵器 559.7 下位 ：柑橋類、キウイフルーツ、

非優：原子爆弾 くり、なし、ぶどう、もも、

りんご

カグ 7 神楽 176.7 注記 ：個々の果樹名も件名標目と

上位：祭り する

関連：神舞
カシ．ン 歌人 911.102 

カ’ク1)3ヲ 学力 375.17 上位 ：和歌

非優：学力検査 注記：個々の歌人名も件名標目と

上位：教育評価 する

関連：知能検査
カ.J. ガス 575.34 

が州ョクケン x学力検査＋ 375.17 上位 ：エネルギー問題、燃料

優先 ：学力
カセイ x家政＋ 590 

カクン 家割｜＋ 159.3 優先：生活

上位 ：人生訓
カセキ 化石 457 

カケイチ3ウサ 家計調査 365.4 上位：古生物学

上位：生活問題

関連 ：生計費 カt;, 河川 290.941 

上位：地形学

カゲキ 歌劇 766.1 注記：個々の河川名も件名様目と
する

カ3’ 駕箆＋ 685.21 
カtンウンソウ 河川運送 684 

カ3イマイ x困米＋ 611.39 
上位：運輸

優先：飢鯵
カtンヨウヵ・ク 河川工学 517 

カ3ウカ．ン 花商岩 458.63 
下位 ：潮留、水利、治水

上位 ；岩石
カソ1カンクィ 家族関係関連：石材 367.3 

非優：家庭倫理

カサイ 火災 369.32 
下位 ：隠居

上位：災害
家族問題＋

下位：山火事
カソ．クモンダ 367 

関連：消防
カソモ〉ダイ 過疎開題 318.6 

カサ．ン 火山 453.8 非優：離島問題

上位：山岳 関連：中山間地成農業

注記：個々の火山名も件名標目と

する がソIJンスタン ガソリンスタンド 575.5 
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カタカナ x片仮名＋ 811.5 カ’1Jウケンチ 学校建築 526.37 

優先：仮名 上位：公共建築

関連：学校施設

カタツムリ かたつむり 484.6 

上位；貝類 カ’1Jウすイ 学校祭＋ 374.47 

上位：学校行事

カタナカシ’ x万鍛冶＋ 756.6 

優先：万剣 カ’ッ3ウシセツ 学校施設＋ 374.7 

関連：学校建築

カダン 花壇 629.75 

上位：進国 が1Jウγム 学校事務＋ 374.5 

関連：花いっぱい運動 上位：学校経営

カチク 't曹E、~ 645 がりウトショ 学校図書館 017 

上位：畜産業 上位：図書館

下位：いぬ、うし、うま、ねこ、 下位 ：学級文庫

ぶた 関連：児童図書館

注記 ：個々の家畜名も件名標目と

する カ・ ＇.）］ウホヴン 学校保健 374.9 

上位・衛生

カチク工イセイ 家畜衛生 649.8 下位：安全教育、健康管理

関連：健康教育

カチクシ1)3ウ 家畜飼料 643.4 

非優：草地、牧草 がッショウ 4口b、n”日目 767.4 

上位：畜産業

下位：飼料作物 カツダンソウ x活断層＋ 454.4 

優先：断層

カチョウマイ x加調米＋ 611.26 

優先：小作料 カッチュウ 甲胃 756.7 

上位 ：金工芸、武具

カ.＇キ 楽器 763 

下位 ：邦楽器 ヵ・ッヘ。村マ x合壁山＋ 651.16 

優先：私有林

がッキ2ウケイ 学級経営 374.1 

上位：学校経営 カテイイカ．ク 家庭医学 598.3 
下位：複式学級 下位：家庭看護、出産、食餌療法、

民間療法

カ.＇キュウ7' 学級文庫 017.2 関連：医学

上位：学校図警館

カテイカンプ 家庭看護 598.4 

カ.＇.）］ウ 学校 370 上位：家庭医学、看護学

下位：校童話、同窓会

注記 ：個々の学校名も件名標目と カテイキョウイク 家庭教育 379.9 
する 関連：幼児教育

ヵ・ツヨウキzウ 学校給食 374.94 カテイfンキ 家庭電器 545.88 

ヵ・ヴヨウギョ 学校行事 374.4 カテイ7'ンコ x家庭文庫＋ 016.29 
下位 ：運動会（学校）、遠足、 優先：地峡文庫

学芸会、学校祭、修学旅行、

卒業式 カテイリンリ x家庭倫理＋ 152 

がりウヲイ工 学校経営
優先：家族関係

374 

下位：学級経営、学校事務、 PTA  
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カドウ 花道 793 カモツ 貨物 681.6 

上位：芸道 非優：海運貨物、航空貨物、

鉄道貨物、陸運貨物

カトウシ＇11 加藤事件＋ 327.6 上位 ：運輸

上位 ：裁判
カヤク 火薬 575.9 

カドマツ x門松＋ 386 上位：爆発物

優先：正月行事 下位：花火

カナ 仮名 811.5 百う1 ガラス 573.5 

非優：片仮名、平仮名 非優：ガラス製品

カナイ3ウギ ョ x家内工業＋ 335.2似 カ・1:nウゲ ガラス工芸 751.5 

優先：中小企業 非優：ガラス細工

上位： 工芸

カニ かに 664.76 
カ’？スザイヲ xガラス細工 751.5 

カネ 鐘 756.4 優先：ガラス工芸

非優：鰐口

上位 ：金工芸 がうスセイU xガラス製品＋ 573.57 

優先：ガラス

カ．ネ．ション カーネーション 627.58 

上位：花升 カう子 空手 789.23 

カ／ウハ 狩野派＋ 721.4 カリョクハツヂ 火力発電 543.4 

上位 ：日本画 上位：発電

カt x歌碑 911.1 カM.ト カルス卜 454.5 

優先：文学碑 非優 ：ドリーネ

上位：地形学

カ7'キ 歌舞伎 774 関連：洞窟

カ7・ トカ’ニ かぶとがlこ＋ 485.6 カM カルタ 798 

カ7'トムシ かぶとむし 486.6 
カルテ．う カルデラ＋ 454.5 

上位：昆虫 上位：地形学

注記 ：個々のカルデラ名も件名標

カヘイ 貨幣 337 
目とする

非優：造幣
x下戻林野＋下位：古銭、藩札 カレイリンヤ 651.13 

優先：国有林

カマホ.J xかまぼこ＋ 667.5 

優先：水産物 力的 家老＋ 210.5 

非優： J永代家老

カミ 紙 585 
下位：福原氏、益田氏

下位：和紙

関連：防長三白、みつまた
カワt 為替 338.57 

カミシJ＼＇イ 紙芝居 779.8 カワう 瓦 573.35 

上位：視聴覚資料
がン 癌 494.5 

カメ かめ 487.95 
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カンYイ 干害＋ 615.881 カンコウTンナイ 観光案内＋ 290.9 

上位：農業災害 非優：旅行案内
関連：観光事業、旅行

カンヵ・イヨウス x潅j既用水＋ 614.3 

優先：農業水平1J カンコウシ．ギ 観光事業 689 

非優：リゾート（行楽地）

ヵ・ンカカ’ク 眼科学 496 上位：サービス業

下位：旅館

カンがク 漢学＋ 121.53 関連：観光案内

カンキツ）｝イ 柑橘類 625.3 カンヨウチョウケ 官公庁建築＋ 526.31 

上位 ：果樹
上位 ：公共建築

下位 ：夏みかん、みかん、ゆず

注記：個々の柑橘類果実名も件名 カンコウjウ工ン x観光農園＋ 621.7 

標目とする 優先：観光農業

カンキョウ 環境（生態学） 468.2 カンコウjウギ 観光農業＋ 611.77 

非優：自然環境 非優：観光農園

カンキ.3ウ x勧 業＋ 601 カンプカ．ク 看護学 492.9 

優先：産業政策 下位：家庭看護、看護士、助産婦、
保健婦

カンキョウ工代 環境衛生 498.4 
カンプシ 看護士 498.14 

カンキョウオセ〉 環境汚染 519 
非優：看護婦

下位：海洋汚染、環境ホルモン、 上位：看護学

水質汚濁、ダイオキシン、

大気汚染、土壌汚染 カンJ.7 x看護婦 498.14 

関連：公答 優先：看護士

カンhウキョウ 環境教育＋ 375.3 カンシ7’ン 漢詩文＋ 919 

非優 ：公害教育
カンショウキ.3 鑑賞魚、 666.9 

カンキョウキ・ 3 環境行政 519.1 下位：こい

上位：環境問題、公害
カンfオンボ 観世音菩薩＋ 186.8 

カンキ・ 3ウトウ x勧業統計 605.9 上位：仏像

優先： ：事業所統計 下位：観音信仰

カンキョウホゼ x環境保全 519.8 ヵ・ンセキ 岩石 458 

優先：環境問題 非優：石
下位：花嗣岩、大理石

カンhウホJH: 環境ホルモン 519 
注記：個々の岩石名も件名標目と

上位：環境汚染
する

カンキョウモンタ 環境問題 519 
カンリ’ウピョ 肝臓病 493.47 

非優：環境保全
下位：環境行政、リサイクリング カンタク 干拓 614.5 

上位 ：開拓

カ．ング 玩具 759 
カンチョウ 官庁＋ 317.2 

カンゲンがク 管弦楽 764.3 非優：政府出先機関
関連 ：地方公共団体
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カンテン 寒天 668.5 カンマイ 神舞＋ 386.8 

上位：水産物 上位：郷土芸能

関連：神楽

カン／ンシンコウ 観音信仰 186.8 

上位 ：観世音菩薩 カンモンキョウ 関門橋＋ 515.57 

上位：橋梁

カンハ． 勘場＋ 210.5 

カンモントンネル 関門トンネル＋ 514.9 

カン7。3ウ日 関釜航路＋ 683.3 上位：トンネル

上位：航路

関連：興安丸 カンレイ子／件 寒冷地農業＋ 612.9 

カンホ．ウヤク 漢方薬 499.8 

上位 ：医薬品、東洋医学
関連：本草学、薬学、薬用植物

キ

キイト x生 糸＋ 639 キギョウユウチ x企業誘致＋ 318.6 

優先：蚕糸業 優先：地域開発

キウイ7｝レ－＇1 キウイフルーツ 625.6 rキョク 戯曲 912 

上位：果樹 上位 ：演目撃I]

ギオンマツリ 祇園祭り＋ 386 キキン 飢鍾＋ 611.39 

上位 ：祭り 非優：閉米、備荒

関連 ：農業災筈

キ．カイ 量岡豊家島電~玄~ 318.4 

キコウ 気候 451.8 

材イコウキ・ 3 機械工業 530.9 下位：季節

下位 ：自動車工業 関連： 気象

村ショクプ 7 帰化植物 471.71 キョウ 紀行＋ 290.9 

非優 ：路上観察

キキ2ウtイド 帰休制度＋ 366.32 

上位： ！労働条件 キコクシγ升 帰国子女教育 371.5 

キキ．ョウ 企 業 335 ギグユッカイ 技術開発 507 

非優：会社、私企業、事業所 上位：研究管理

下位：企業倒産、公企業、

中小企業 ギシ.l'Yカ子 技術・ 家庭科教育＋ 375.5 

注記：個々の企業名も件名標目と
する キ．シ.1"Jシ 技術士 507.3 

非優：技能士

キキ）ウトウザ 企業倒産 335.4 上位 ：技術者

上位：企業

キ・ γJ"J;tt 技術者 502.8 

杵・ョウナイキ 企業内教育 336.47 下位：技術土
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キショウ 気象 ヰ51 キヘイタイショタ 奇兵隊・諸隊＋ 210.58 

非優：天気

下位：雨、海洋気象、気象災害、 キホ．リ x木彫り 713 
鏡、 雪 優先：木彫

関連：気候、天気予報

r1.キョウイク 義務教育 373.1 
キショウ x徽章＋ 288.9 上位：教育制度

優先 ：シンボルマーク

キャンピング xキャンピング＋ 786.3 
キショウサイが 気象災害 451.98 優先：野外活動

上位：気象、災害

下位：風水害 キュウキ’ 球技 783 

注記：個々の球技名も件名篠田と
キショウタ． イ aヌ＼訳－＂詞L>.. 451.2 する

非後：浪｜川実所

hウキュウショ 救急処置＋ 492.29 
キtィhウピ 寄生虫病 493.16 

キュコウデン 休耕同十 611.23 
キセツ 季節 451.8 上位：農業政策

非優：梅雨

上位：気候 キュウセイ3ウト 旧制高等学校＋ 377.3 

関連 ：大学
キタマエ7'ネ 北前船＋ 683.21 

上位：海運 キ1ウセイtンモ 旧制専門学校＋ 377.3 

関連：大学
キチ x基地＋ 395.3 

優先 ：箪事基地 わ刊行ュウ x旧制中学校＋ 376.4 

優先 ：旧制中等学校
村ョウシ3t!J 貴重書目録＋ 026 

非優： 善本目録 キュウセイチュウ 旧制中等学校＋ 376.4 

キッカワシ 吉川氏＋ 288.3 
非優：旧制中学校、工業学校、

商業学校、女学校

関連：高等学校
キツネ きつね 489.56 

上位：鴫乳類 キュウト’ウ 弓道 789.5 

キヌオリモ／ 絹織物 586.47 キ.lウニ2ウ 牛乳 648.l 
上位：織物 上位：護産物
関連：蚕糸業

キュウ／＼＇； 7＇ン 旧藩文庫＋ 029.7 
キネンt 記念碑 711.7 関連：史料

非優：石?ii¥!
上位：石造美術 hウlJョウ x給領＋ 210.5 
下位：金石文、忠魂碑、文学碑 優先：知行

ギノウシ x技能士＋ 507.3 

優先：技術士
キョウイク 教育 370 

ねりイクイイン 教育委員会 373.2 
キjコ きのこ 657.82 上位：教育行政

上位：菌類、 林産物

下位：しいたけ、まったけ
キョウイクカ 教育家 372.8 

注記 ：個々のきのこ名も件名標目
非優：教育者

とする
関連：教職員
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注記 ：個々の教育家名も件名標目 キョウクン x教訓 159 
とする 優先 ：人生訓

hウイタカテイ 教育課程 375 キョウウ．ン 狂言 773.9 
関連：学習指導 下位：鷺流狂言
注記：個々の教科名も件名標目と

する キ・ 3ウコウケィ 行幸啓＋ 288.48 

上位：天皇、皇室
キョウイクキキ 教育機器＋ 374.79 

関連：教材 キョウずイ 教材 375.19 

ねウイクキ・3 教育行政
上位：学習指導

373.2 関連：教育機器
下位 ：教育委員会、教育財政、

教育法令 hウサイネンキ x共済年金＋ 364.6 

キョウイクずイ 教育財政
優先：年金

373.4 

上位 ：教育行政 ギョウショウ 行商 673.79 

ねりイクシ 教育史＋ 372.1 
上位；小売商

関連： i露店

hウイクγヴ 教育実践記録 370.8 キョウショクイン 教職員＋ 374.3 

キョウイクシャ x教育者
非優：教職員組合、教職員研修

372.8 関連：教育家、教員検定
優先：教育家

キョウショクイン x教職員組合＋ 374.3 
ねウイクセイサ 教育政策 373 優先 ：教職員

関連：文化政策

ねウショクイン x教職員研修＋ 374.3 
キョウイ片付 教育制度 373.1 優先：教職員

下位：義務教育

キョウシンカイ x共進会＋ 606.9 
キョウイクソウキ 教育争議＋ 373.2 優先：産業祭

キョウイクソウタ 教育相談 375.23 キョウJ..'カ 経塚 210.2 
関連 ；カウンセリング 上位 ：遺跡

キョウイクト抑 教育統計＋ 370.59 ギョウセイ 行政 318 

非優：行政施策、地方行政

ねりイクtョウ 教育評価 371.7 下位：オンプズマン、行政監査、

下位 ：学力、知能検査 行政事務、情報公開、条例、
治安

hウイ片付 教育法令＋ 373.22 

上位：教育行政 キ.3ウセイカン 行政監査 318.5 

上位：行政

ねウインわ子 教員検定＋ 373.7 
キ・ 3ウセイヨウ 行政広報＋関連：教職員 318.5 

関連：広報、布達

キョウカイ 教会＋ 195 
キ’ョウセイシサ x行政施策＋注記：個々の教会名も件名標目と 318 

する 優先：行政

キョウカシ3 教科書 375.9 キ．ョウセイグ 行政事務 318.5 

上位：学習指導 上位：行政

下位 ：公文書
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f3ウセイシIJ 行政資料目録＋ 027.2 ギョキ・3ウヲ 漁業権 661.12 

上位 ：漁業政策

キョウテイ 競艇＋ 788.8 

キ• 3f 3りt漁業政策 661.1 

キョウテ〉 経典 183 下位 ：漁業権

上位：仏教
キ・ 3キ・ 3i);j; 漁業補償＋ 661.59 

キョウドゲイ 郷土芸能 386.8 

非優：郷土舞踊、盆踊り キ.3グ 漁具 665 

上位 ：芸能

下位 ：神舞、鷺舞 す3］ウ 漁港 661.9 
関連：祭り 上位：港湾

ねウドケンキ 郷土研究 210.07 平ョグョウ 漁場 664.1 

関連：地理、風俗、歴史

キヨス工モウリシ 清末毛利氏＋ 288.3 
キョウドシ:l'./ 郷土出版＋ 023 

上位：出版 キ’ョセン 漁船 665.2 

非優：漁船用機関
キョウドシュッ χ郷土出版物目録＋ 0お.8 上位：船舶

優先：郷土資料目録

キ・ョセンヨウキ x漁船用機関＋ 665.23 
ねウドシリョ x郷土資料解題＋ 025.8 優先：漁船

優先 ：郷土資料目録

fョソン 漁村 661.9 
キョウドシ1）ョ 郷土資料目録＋ 025.8 非優： f南方

非優：郷土出版物目録、 上位：集落、地域社会
郷土資料解題 関連：村落

下位：郷土人著述目録

キ’ョホウ 漁法 664.4 
キョウトγ ン 郷土人著述目録＋ 027.32 下位 ：鵜飼、しいら漁

上位：郷土資料目録

ギョミン 漁民 661.9 
キョウト・7'3 x郷土舞踊 386.8 下位：海女

優先：郷土芸能

キ.3）レイ 魚類 664.6 
hウドhウ 郷土料理 596 非優：海EE魚類、さかな、淡水魚

上位 ：料理 上位：水産物

下位：あゆ、いわし、こい、さけ、

キョウユウ1）ン 共有林＋ 651.15 さめ、しろうお、たい、

関連：森林 ひらめ、ふく＼ます

注記：個々の魚の名も件名標目と

キョウリ3ウ 橋梁 515 する

非優：橋

下位 ：関門橋、錦絡橋 キリ 霧＋ 451.62 

注記 ：個々の橋梁名も件名標目と 上位 ：気象

する

キリシタン キリシタン 198.22 
キ.3キ．ョウ 漁業 660 上位：キリスト教

上位： 水産業

キリストキヨウ キリスト教 190 

ギョギョウキ 漁業協同組合 661.6 非優：殉教

関連：産業組合 下位：キリシタン
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注記 ：キリ スト教の各宗派名も件

名標目ょする

ギン 銀 565.13 

上位 ：金属

キンエン 禁煙 498.32 

上位：たばこ

rンコウ 銀行 338 

関連 ：金融
注記 ：個々の銀行名も件名標目と

する

キ；Jウゲイ 芸工金 756 

上位：工芸
下位：鏡、甲宵、鐘、鈴、万剣

キンセキ7・ン 金右文＋ 210.028 

非催：碑文、銘文

上位 ：記念碑

キンγク 金属 563 

下位：銀、鉄鋼業、銅

注記：個々の金属名も件名標目と
する

キン＇）＇jjJJウ 金属加工 566 

非優 ：鍛造、 鋳造

関連 ：冶金

キングィ 近代＋ 210.6 

キンタイキョウ 錦帯橋＋ 515.55 

上位 ：橋梁

キンモンjヘン 禁門の変＋ 210見

非僅 ：蛤御門の変

キンユウ 金融 338 

下位 ：産業金融、証券業、

消費者金融、腹業金融

関連：銀行

キンルイ 菌類
上位：隠花植物

下位：きのこ

474.6 

ク

9ウグン 空軍 398.21 クチヤ x口屋＋ 685.21 

上位：軍隊 優先：街駅

クウヨウ 空港 687.9 クドキ xくどき（口説き） + 767.5 

上位：航空 優先：民穏

。ウTョウ 空調＋ 528.2 クニシシ 国司氏＋ 288.3 

クサハ.t x草花＋ 627 クt x句碑 911.3 

優先：花井 優先 ：文学碑

クシ 櫛＋ 589.5 クマ くま 489.57 

上位：哨乳類

りγぅ くじら 664.9 

下位：捕鯨 クマjシン3ウ 熊野信仰＋ 178.9 

クスリ x薬 499.1 クモ くも 485.73 

優先：医薬品、農薬

クヨウトウ 供養塔＋ 185.5 

非優：板線、石塔婆
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グうイダキョ グライダ競技＋ 782.9 グンシ’キチ 軍事基地 395.3 

注記：その他の空中スポーツも「グ 非優：基地
ライダ競技Jを件名標目とする 上位：軍事施設

下位 ：；岩国基地

りう7'抑ド クラブ活動 375.18 

上位：特別活動（学校教育） グンγシ 郡司氏＋ 288.3 

クリ くり 625.71 グンγシt・J 軍事施設＋ 395 
上位 ：果樹 下位：軍事基地

クリーニングテ クリ ーニン夕、店＋ 673.96 グンシ・ 1］ウ 軍需工業 559.09 

クルマ工ピ くるまえび＋ 664.76 グング〉 軍人 392.8 

上位：えび 上位 ：箪隊

注記：個々の軍人名も件名標目と

クレシ’けハン クレジッ卜販売＋ 673.37 する

非優：信用販売

上位：販売 グンタイ 軍隊 392.1 

関連：消費者金融 下位 ；海箪、空窓、窓入、自衛隊、

陸軍

仰がシう 畔頭＋ 210.5 

関連：圧屋 グンh?tイ x郡中制法＋ 322.19 

優先：万治制法

グンカン 軍 艦 556.9 

上位：海箪、船舶 クンワ x訓話 159 

優先：人生訓

グンキモjカ． x軍記物語＋ 913.43 

優先：歴史物語

ケ

ヴイ工イ 経営 335 守イずイヲイ号 x経済計算＋ 331.19 

優先：経済分析

7イ工イシャ 経営者 335.13 

上位：実業家

ヴィザイコウtx経済厚生＋ 601 

ヴイカンチリ 景観地理 290.13 優先：産業政策

ケイコ’ 敬 語＋ 815.8 ケイサ．イシ 経済史＋ 332 

ケイコク 渓谷 290.919 ケイサ．イセイす x経済政策 333 

上位：地形学 優先：地域開発

関連 ：滝

注記 ：個々の渓谷名も件名標目と 判サ・イダ〉 経済団体 330.6 
する 下位：路工会議所

注記：個々の経済団体名も件名標
。イサ．イ 経済 330 固とする

。イずイキョウ 経済協力 333.8 
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ケイザイトウケ 経済統計＋ 330.59 ゲカがク 外科学 494 

関連：所得

ケシ3ウtン 化粧品 576.7 

。イずイプン 経済分析 331.19 上位：美容
非優：経済計算

下位：産業連関論 ゲスイドウ 下水道 518.2 

非優 ：生活廃水
ケイザツ 警察 317.7 

下位：防犯 ケツ工キシヲカ〉 血液疾患 493.17 
関連：治安

ケヲカク 結核 493.89 
ケイサンキカイ 計算機械 535.5 

上位：事務機器 ケヲユン 結婚 367.4 

関連：婚姻儀礼、離婚
ゲイシT 芸者 384.9 

ケヴ母ン 決算 344 
ゲイシュウグ x芸州口の戦い＋ 210.58 上位：財政

優先：四境戦争

ゲ．トホ.－／》 ゲートポール 783.87 
ゲイシ.1."J 芸術 700 

ケ－7'，~テレt ケーブルテレヒ‘＋ 699.7 
ゲ｛；.，＇1."Jカ 芸術家 702.8 上位：テレビ放送

下位：映画監督、音楽家

ケミ 検見＋ 611.221 
ケイソクキ 計測器＋ 535.3 

下位：言十最器 ケンカ x県花＋ 627 

優先：夏みかん
ゲイドウ 芸道 790 

下位：花道、香道、茶道 7ンカシ3'}7' 顕花植物 477 

ゲイjり 芸能 770 。ンhウカイ｝＼ x研究開発 336.17 
下位：郷土芸能、大衆演芸

優先：研究管理

ゲイjウシ・ン 芸能人 772.8 ヲンhウカン1) 研究管理 336.17 
下位：俳優 非優：研究開発

下位：技術開発
ケイハ． 競馬 788.5 

クンキユウチョウ 研究調査機関 061 
ヴイハ．ツ 刑罰 326.4 

ケンキ．ヨ x県魚＋ 664.68 
。イt＇ング xケイビング＋ 290.93 優先：ふぐ

優先：洞窟

ケン3ウカンリ 健康管理 374.93 
9イ7 系譜 288.2 非優 ：健康相談

上位 ：伝記 上位 ：学校保健、労働衛生

下位 ：身体検査
ケイムショ 刑務所 326.52 

関連 ：牢舎 わ3ウキ3ウイ 健康教育 374.97 

関連：運動能力、学校保健
ケイリョウキ 計量器 609 

上位 ：計測器 ヲン3ウソウタ． x健康相談＋ 374.93 

優先：健康管理
ケイリン 競輪 788.6 
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ヴン3ウホウ 健康法 498.3 。ンチ 検地＋ 611.221 

下位：ウォーキング、体力、 上位：土地制度

長寿法

ケンチヲキ’ョウ 建築業＋ 520.9 

ケン3ウホヴン 健康保険 364.4 非優：建設事業、普諦

非催 ：国民健康保険 関連：建築物

上位：社会保険

。ンチクプヴ 建築物＋ 526 

ゲンプショウ 言語障害 496.9 関連：建築業

ゲンJ.シ3ウ言語障害者教育＋ 378.2 ケンチョウ x県鳥＋ 488.5 

上位：障害者教育 優先：つる

下位：手話

ケンドウ x県道＋ 685.1 

ゲンプユウキ 言語遊戯 807.9 優先：道路

非優：ことば遊び

関連：遊び ヴント．ウ 剣道 789.3 

非優：居合
ゲンシシ．ダ 原始時代＋ 210.2 

関連：考古学 ゲンハ.Hハ 原爆被爆者＋ 369.37 

関連：原水爆禁止運動
ゲンシハ．クタ x原子爆弾＋ 559.7 

優先：該兵器 ゲンヘ．イit. 源平時代＋ 210.38 

上位：古代

ゲンシ’ポタ 源氏蛍＋ 486.6 

上位：ほたる ケンホ．ウモンタ 憲法問題＋ 323 

関連 ：人権

。ンγュウ x県獣＋ 489.86 

優先 ：しか ケンボク x県木＋ 653.6 

優先 ：あかまっ

ゲンシ1）ョクハ 原子力発電 543.5 

上位 ：エネルギー問題、発電 。ンミンウンド x健民運動＋ 611.98 

優先 ：新生活運動

ゲンスイハ・ク 原水爆禁止運動 319.8 

上位 ：平和運動 守ンミンカ 県民歌＋ 767.5 
関連：原爆被爆者 上位 ：歌

ケンtッγキ． x建設事業＋ 510.9 ヲンミンショトヲ 県民所得＋ 331.86 
優先 ：土木事業 上位 ；所得

~it？シ．キ． x建設事業＋ 520.9 守ンミンセイ 県民性＋ 361.42 
優先：建築業 関連：長州問、防長精神

コ
コイ こい 664.693 3ウ 講 384.l 

上位 ：観賞魚、魚類

下位：錦鯉
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コウ7ンマ）~ 興安丸＋ 556.4 コウhウケンチ 公共建築 526.3 

上位 ：船舶 下位：学校建築、官公庁建築、

関連 ：関釜航路 図書館建築

3ウイキキ’ョウ 広域行政 318.18 コウキ＇3ウず 工業材料 501.4 

3ウエン 公園 629.3 3ウキョウシセツ 公共施設 526.3 

上位：造園、都市計画 上位：都市計画

下位：固定公園、国立公園 下位 ：海峡メッセ下関、

注記 ：｛国々の公園名も件名標目と シンフォニア岩国
する 注記 ：個々の公共施設名も件名様

固とする

3ウカ 校歌 767.6 

上位：歌 3ウキ・ 3ウショ 工業所有権 507.2 

下位 ：特許

3ウカイ 航海 557 

下位：海図、海灘 ヨウキ・ 3ウtィ 工業政策 509.1 

関連；船舶通信 上位 ：産業政策

下位：科学技術行政

3ウカ．イ 公害 519 

下位：環境行政、鉱議、地盤沈下、 3ウキ.3ウゲ 工業団地＋ 509.29 

騒音、大気汚染、土壌汚染 非優：テクノポリス

関連：環境汚染 上位：工業地理

ヨウカ． イキョウ x公害教育＋ 375.3 3ウキ’ヨウチI} 工業地理 509.29 

優先：環境教育 下位 ；工業団地、工業立地

3ウカ・イキョウ 校外教育 374.8 3ウキ．ヨウデ 工業デザイン＋ 501.83 

下位：修学旅行、体験学習、 関連：デザイン
臨海学校、林間学校

3ウキ.3ウトウ 工業統計 505.9 
コウヵ・ イピョ 公害病 498.48 

ヨウキョウトショ x公共図書館 016.2 

J')fク 工学 500 優先：図書館（公共）

3ウキキ.3ウ 公企業 335.7 コウキ.3ウハィ 工業廃水 519.4 

上位：企業 上位：水質汚濁
下位：第三セクター

コウキ＇3ウヨウ 工業用水 571.9 
3ウキ.3ウ 工業 509 

関連 ：商工業 コウギョウIJ, 工業立地 509.29 

上位 ：工業地理
3ウキ.3ウ 鉱業 560.9 

注記：個々の鉱山名も件名標目と 3ウクウ 航空 687 
する 下位 ：空港

3ウキ.3ウカ． x工業学校＋ 376.4 コウクウカモツ x航空貨物＋ 687.6 
優先：旧制中等学校 優先 ：貨物

コウキ・ 3ウキョ x工業教育 375.6 コウヲウキ 航空機 538.6 
優先：産業教育 下位：航空事故

ヨウクウシ.J 航空事故 687.7 

上位：航空機、交通事故
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3明・ 1 工 芸 750 3ウショウ 校章＋ 288.9 

下位：ガラス工芸、金工芸、漆器、 上位：学校
染織工芸、陶磁器、民芸、

木工 3ウシ．ョウ 工場 509.62 

3ウゲイサクモ 工芸作物 617 3ウシンシン3ウ 康申信仰 387.6 
下位 ：うるし、こんにゃく、 上位：民間信仰

たばこ、ちゃ、なたね

関連 ：農産物製造 コウfイ x洪 水＋
注記：個々の工芸作物名も件名標

517.4 

自とする
優先：風水害

J9ゲ〉 高 原＋ 290.915 
3りtイキ’ョウ 厚生行政 498.1 

非優：台地
下位：医療制度

上位： 地形学
3・ウセザュ 合成樹脂＋

注記：個々の高原名も件名標目と
578.4 

する
3ウtイネンキン x厚生年金＋ 364.6 

］＇ウ3ウ 郷 校＋ 372.105 
優先：年金

3ウ3ウ工イセイ 口腔衛生 497.9 
3ウセイホ3’ 更生保護＋ 369.75 

上位 歯科学
上位：社会燭祉

関連：少年保護

3ウコウセイ 高校生 376.4 

上位 ：高等学校
3ウソ 貢租＋ 345.21 

3ウJin 考古学 210.025 
3ウソ． こうそ、＋ 618.7 

下位：遺跡
校員IJ+関連 ：原始時代、人類学 3ウリク 375.2 

上位：生徒指導

コウコク 広告 674 

下位 ：商業美術 3ウソクドウ日 高速道路 685.7 

関連 ：広報 上位：道路

コウサツ 高札＋ 322.19 3ウタ 小唄 768.59 

関連 ：触 上位：邦楽

却す．ンすイカ 鉱山災害 561.9 3ウタイシ 皇太子 288.44 

上位：労働災害 上位 ．皇室

3ウザンシ． 功山寺＋ 185.85 コウツウ 交通 680 

上位：寺院 関連：運輸

3ウサ・ンロウト 鉱山労働 560.96 コウツウ7ンt' 交通安全 681.3 

上位：労働問題 関連 ：交通事故

コウシツ 皇室 288.4 
3ウツウ71t' x交通安全教育＋ 374.92 

上位 ：天皇 優先：安全教育

下位 ：行幸啓、皇太子
ユウツウシ.J 交通事故 681.3 

3ウシュウ工作 x公衆衛生＋ 498 下位：航空事故、自動車事故、

優先 ：衛生 鉄道事故
関連：交通安全

3ウシzウヨクシ 公衆浴場＋ 673.96 

aq 
n
d
 



コウドウ 香道 792 コウモリ こうもり 489.42 

よ位 ：芸道 上位 ：哨乳類

3ウトウカ．日 高等学校 376.4 3ウユウリン 公有林＋ 651.14 

非優 ：中等教育 非優：御立山

下位：高校生 関連 ：森林

関連：旧制中等学校

3ウヨウ7'ン x公用文 318.5 

3ウトウtンモ〉 高等専門学校 377.3 優先：公文書

関連 ：大学

コウリショウ 小売商 673.7 

コウトウセンモン x高等専門学校図書館＋ 017.6 下位：朝市、行商、露店

優先：大学図書館

3ウレイカシャカ x高齢化社会問題＋ 369.26 

コウドク 鉱毒 519.7 優先 ：老人福祉

上位 ：公害

関連：土嬢汚染 3ウロ 航路 683.3 

上位 ：海運

3ウナイポウ1) 校内暴力＋ 371.42 下位 ：闘釜航路

関連：いじめ、登校拒否 注記：個々の航路名も件名標目と
する

3ウハン x孔版＋ 749.8 

優先：謄写印制 3ウワン 港湾 290.955 

上位 ：海運、地形学

コウ7'") 鉱物 459 下位 ：漁港

注記 ：個々の港湾名も件名標目と

コウ7・ ンショ 公文書 318.5 する

非優：公用文
港湾工学上位：行政事務、文書館 3ウワンコウカ’ 517.8 

関連 ：海岸工学

3ウヘ．シ 兄部氏＋ 288.3 
3カ．ヲハ 古学派 121.56 

3ウホウ 広報＋ 674 上位 ：儒学

関連：行政広報、広告
古刊本3カンポン 022.3 

坊がウグイ 弘法大師＋ 188.52 上位：密誌学

上位：僧侶
コキョウ x古鏡 210.2 

3ウ：ンカン 公民館 379.2 優先 ：鏡

コウムイン 公務員 318.3 
コクカ． x国街＋ 210.3 

非優：公務員給与、公務員研修、 優先：国府

公務員人事、国家公務員、

処方公務員 コクカ．ク 国学 121.52 

上位：日本思想

コウムインキュウ x公務員給与＋ 318.3 

優先：公務員 J9J' 国語＋ 810 

非僅：日本語

ヨウムインヴンシ x公務員研修 318.3 

優先：公務員 ヨク］＇f3ウイ 国語教育 375.8 

3ウムインシ・ン x公務員人事＋ 318.3 

優先：公務員
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コクサイコウ1）ュ 国際交流＋ 319 3クモツ 穀物 616.1 

下位：青年海外協力隊 上位：農産物
関連：国際理解教育、姉妹都市、 下位：こめ、むぎ

ユネスコ、留学 注記 ：個々の穀物名も件名標目と
する

3州イショウt x国際商品＋ 678.5 

優先：貿易品 コクユウリン 国有林 651.13 

非優：下戻林野

3クサイリ口7• 国際ソ口プチミスト＋ 065 関連：森林

上位 ：団体
J？うグチjタ x小倉口の戦い＋ 210.58 

3クサイリカイキ 国際理解教育 375.3 優先：四境戦争

関連 ：国際交流、ユネスコ
コヲリツヨウエン 国立公園 290.9 

3クシ・ンシュウ x国λ衆＋ 210.47 上位 ：公園

優先：毛利時代（中世） 関連 ：国定公園

注記 ：個々 の国立公園名も件名標

リセイチョウサ 国勢調査 358 
固とする

上位 ：統計

関連：人口統計 Jjショク7'ツ こけ植物 475 

上位：隠花植物

JWカ 石高 210.5 
コ3 古語＋ 814.6 

リテイ3ウ工ン 国定公園 290.9 

上位：公園 J' Jクγンシ x護国神社＋ 175.9 

関連：国立公園 優先：招魂社

注記：個々の国定公国名も件名原

目とする コサク 小作 611.26 

上位：土地制度

ユクドウ x国道＋ 685.1 関連：小作料

優先：道路
3サク1）ョウ 小作料＋ 611.26 

3ク7 国府＋ 210.3 非僅：加調米

非後：国街 関連：小作

3クホウ 国宝 709.1 3シニカタ x越荷方＋ 342.1 

上位：文化財 優先：撫育

J?iJ；ウ 国防 390 コショウ 湖沼 452.93 

上位：地形学

3クミンヴンコウ x国民健康保険 364.4 関連：ダム、溜池

優先：健康保険 注記：個々の湖沼名も件名標目と

する

3クミンシ2クシ 国民宿舎 689.9 
3・シンシ.J"J 護身術 789.9 

3クミンショトク 国民所得＋ 331.86 
3γ ン7’ン3 個人文庫＋

上位：所得 029.9 

関連：史料

3クミンタイイク 国民体育大会＋ 780.69 
古生物学Jtイ7''1カ． 457 

3クジネンキン x国民年金＋ 364.6 
上位：地史学

優先：年金
下位 ：化石
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Jtキ 戸籍 324.87 J＂？イヌ 狛犬 175.5 

関連：宗門人別帳 上位：神社

Jtン 古銭 210.2 コミ xごみ＋ 518.52 

上位：貨幣 優先：廃棄物

注記：中世以前の貨幣に関するも

のに与える J' 1コウキ’ 3 ゴム工業 578.2 

3ダイ 古代＋ 210.3 JJ こめ 616.2 
非優：大和時代、奈良時代、 非優：防長米

平安時代 上位：穀物
下位：源平時代 関連：稲作、防長三白

Jfイモシ． 古代文字＋ 801.1 コメリウドウ 米騒動 210.69 

3ッカイギイン 国会議員 314.1 コモ／刊 x小物成＋ 345.21 
非優：国会議員選挙 優先：年貢
関連：政治家

Jtンショ x古文書＋ 210.088 
3ッカイrイン x国会議員選挙＋ 314.8 優先：史料

優先：国会議員

コモンシ.3が 古文書学 210.029 
3ッカコウムイン x国家公務員＋ 317.3 下位：花押、史料

優先：公務員

]3ウ 雇用 366.2 
]1トウtン 骨董品＋ 756.8 非優：労働市場

上位 ：美術品 上位 ：労働問題

下位 ：派遣社員、臨時職員

］＇；ナキ’ 小貫＋ 342.1 関連：就職、職業紹介

ユトウシ 厚東氏＋ 288.3 3ヨウホケン 雇用保険 364.7 

上位 ：社会保険

コトハ.yリピ xことば遊び 807.9 

優先．言語遊戯 ]3ミ 暦 449.3 

関連：占い

コドモカイ 子ども会 379.31 

上位：青少年団体 ］＇ヲク 娯楽 790 

非優：遊芸

3トワザ ことわざ 388.8 上位：レクリエー ション

上位：人生訓

関連：格言 プ！日 ゴルフ 783.8 

丁ニングミ 五人組 210.5 コンインキ・レイ 婚姻儀礼＋ 385.4 

非優：夜ばい

3ハ’ヤカワシ 小早川氏＋ 288.3 上位：通過儀礼

関連 ：結婚

J7ン 古墳 210.2 

非僅：石格、墳墓 3ンク1）＿ト コンクリー卜 525.52 

上位：遺跡 上位：セメント

関連：墓

コンダテ 献立＋ 596.2 

プポウ ごぼう＋ 626.47 上位：料理

上位 ：疏菜
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コンチュウ 昆虫 486 

下位：かぶとむし、ちょう、

ほたる、みつばち

注記：個々の昆虫名も件名標目と

する

コンニャク こんにゃく 617.2 

上位 ：工芸作物

3ンピこ工ンス コンビニエンスストア 673.86 

関連：スーパーマーケット

ザイカ’イ 災害 369.3 

下位： 火災、気象災害、戦災、

農業災害、労働災害

サイヵ・イキュウ 災害救助 369.3 

関連 ：災害予防

サイカ．イヨポ 災害予防 369.3 

下位：安全教育、防災科学

関連：災害救助

サイグ 祭具＋ 176.6 

サイクリング サイクリング 786.5 

サィγキ 歳時記 386 

関連：年中行事

サィγキ 歳時記（俳句） 911.307 

ザイtイ 財政 340 

下位 ：決算、予算

関連：撫育

サイセキ x砕石＋ 511.42 

優先 ：土石採取業

サイJ＼＇ン 宰判＋ 210.5 

サイJ¥''; 裁判 327 

非優 ：司法
下位 ；加藤事件、自衛官合杷事件、

仁保事件、八海事件

サ

コンt・1ータ

コンt・1ータキ

3ンt・l・タキ

サイホウ

ザイムカンリ

サカナ

ザがうシ

サカン

サキ．マイ

コンビュータ 548.2 

非優：電子計算機

上位 ：情報科学

下位：パーソナルコンビュータ

関連：ソフトウェア

x コンビュータ教育（一般）＋
007.6 

優先：情報処理

コンビュータ教育（学校）＋
375.199 

注記 ：個々の事件名も件名様目と

する

裁縫 593 

上位：衣服

下位：洋裁

財務管理 336.8 

xさかな 487.5 

優先：魚類

相良氏＋ 288.3 

左官 525.58 

関連 ：塗装

鷺舞＋ 386.8 

上位：郷土芸能

サギ 1）ュウキョ 鷺流狂言＋ 773.9 

上位：狂言

サクtンシュウ 作品集（文学） ＋ 918 

関連：作文集

サク7・ンシd 作文集＋ 816.8 

関連：作品集（文学）

サクモツ 作物 615 

非優：農作物

注記：個々の作物名も件名標目と
する
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ザクモヴザイハ’ 作物栽培＋ 615 サホ．ウコゥγ 砂防工事＋ 517.5 

上位 ：農業技術 関連：治水

サヲラ さくら 627.73 サボテン サボテン 627.78 

上位：花芥 上位：花芥

サークルカッド サークル活動 379.6 サメ さめ 664.68 

上位：：魚類

ザケ さけ 664.61 

上位：魚類 サ，』 さる 489.95 

上位 ：晴乳類

サヴ x酒 588.52 

優先：酒類 サ，~へ． ーγ サルベージ＋ 555.9 

ササ’工 ささ‘え＋ 664.74 サWi'ワシ 猿回し 779.5 

上位：員類

サンカ．ク 山岳 290.913 

サッカ 作 家 910.28 非優：山

注記：個々の作家名も件名標目と 上位 ：地形学

する 下位：火山

関連 ：登山

サッカー サッカー 783.47 注記：個々の山岳名も件名標目と
する

ずッカ 雑貨 589 
サンカ’クシンコ 山岳信仰 163.1 

ザッシ 雑誌 050 上位：自然崇拝

上位：逐次刊行物 下位：石鎚信仰

ずりをク日夕 x雑誌、目録＋ 027.5 ザンカ・クリウナ 山岳遭難＋ 786.18 

優先：逐次刊行物目録 上位：登山

ザ.＂）チョ 雑著＋ 049 サンギョウ 産業 600 

下位：産業祭、産業政策、博覧会

サツ子3ウドウ 薩長同盟＋ 210.58 
サンキ・ョウカイ x産業開発＋ 601 

サ？？ x砂鉄＋ 562.6 
優先：地峻開発

優先：鉄鋼業
サンギョウキョ 産業教育 375.6 

ザトウ 砂糖 588.1 
非優 ：工業教育、商業教育、

職業教育、農業教育

サトオヤtイド 里親制度 369.43 
サンキ・ョウキン 産業金融 338.6 

上位：児童福祉
上位：金融

ザピ ！｝~ ザビエル＋ 198.22 
サンキ’ 3ウクミ 産業組合＋ 335.6 

ザーピスキ.3 サービス業
非優：中小企業組合

673.9 関連：漁業協同組合、生活協同級
非優：サービス産業 合、厳業協同組合
下位：観光事業、レジャー産業

xサ ービス産業＋
サンキ・ 3ウサイ 産業祭＋ 606.9 

すーピスサンキ 673.9 非優 ：共進会、農業祭
優先：サービス業 上位：産業

関連：博覧会

nwuv 
n《
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ザンキ.3ウtィ 産業政策 601 サンシギョウ 蚕糸業 630 
非優 ：勧業、経済厚生 非優：生糸
上位 ：産業 関連 ：絹織物、養蚕業
下位：工業政策、商業、農業政策

サンショウウオ さんしょううお 487.84 
サンキ・ 3ウトウ 産業統計＋ 605.9 

関連：事業所統計、農林水産統計 サンスウキョウイ x算数教育＋ 375.41 

優先：数学教育
サンギョウハイ 産業廃棄物＋ 519.7 

関連：廃棄物 サンチ UJit!!+ 290.911 

上位 ：地形学
サンギョウレン 産業連関論 331.19 注記 ：個々の山地名も件名標目と

上位：経済分析 する

サン3ウトショモ 参考図書目録＋ 028 ザン7γ ンカカ 産婦人科学 495 

下位：出産、助産婦、妊娠

サン］＇ショウ さんご礁 455.9 

ずン1）品川 x残留者問題＋ 369.36 

ザンサイ 山菜 657.86 優先：引揚者問題

上位： ：林産物
下位：わさび

シ

γ 詩 911.5 γェイタイ 自衛隊 392.l 

上位：詩歌 上位：軍隊

シイカ 詩歌 911 シオ 塩 669 
下位：詩、 川柳、俳句、和歌 上位：製塩、専売事業
関連：歌 関連 ：防長三自

シイタケ しいたけ 657.82 シオト．メ 潮留＋ 517.58 
上位 ：きのこ 上位：河川工学

シイうリョウ しいら；魚＋ 664.4 シカ しか 489.86 
上位：漁法 非優：！県獣

上位：哨乳類

グイン 寺院 185.9 

上位：仏教 シカイシ 歯科医師＋ 498.14 
下位 ：功山寺、大寧寺、東大寺 上位 ：歯科学
注記・個々の寺院名も件名標目と

する シカ’イt x市街図＋ 290.38 

優先：地図
γィンケンチク 寺院建築 521.818 

上位：日本建築 シカカ．ク 歯科学 497 

下位：口腔衛生、歯科医師
グ工イカン3’ 自衛官合記事件＋ 327.7 

上位：裁判
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シカクショウカ． 視覚障害者教育＋ 378.1 シ.7-.ヘ．リ 地すべり 455.89 

上位 ：障害者教育

下位 ：点字、録音資料 シt・ンカカ’ク x自然科学 400 

優先：科学
シカクショウY 視覚障害者福祉＋ 369.275 

上位 ：身体障害者福祉 シt・ンカンキョ x自然環境 519.8 

優先：環境（生態学）
シキキ.3ウ x私企業＋ 335.4 

優先 ：企業 シゼンスウ｝＼イ 自然崇拝＋ 163.J 

下位：山岳信仰、妙見信仰
シキシ・7イサツ 式辞・あいさつ 816.7 関連：民間信仰

関連：演説法

シゼンチリ 自然地理 450.9 
シキナイシャ x式内社＋ 175.2 下位：地形学

優先：神社 関連：地理

γキ.3ウショ x事業所＋ 335.4 シゼンjイ；t 自然の泉＋ 169.1 
優先：企業 上位：新興宗教

シ’fョウショ 事業所統計＋ 605.9 シゼンホJ' 自然保護 519.8 
非僅：勧業統計 下位：植物保護、森林保謹、
関連：産業統計 動物保護

シキョウセンソゥ 四境戦争＋ 210.58 γγウシン3 地蔵信仰＋ 387.4 

非優．大島口の戦い、芸州口の戦 上位：民間信仰
い、小倉口の戦い、石州口の

戦い、長州征伐、若手長戦争 シリ．クシ・ュサ 士族授産＋ 210.625 

シキ．ン x詩吟 768.9 シ夕刊γュゥ肢体不自由者教育＋378.3 
優先：朗吟 上位 ：養護教育

シゲン 資源 334.7 シタイ7シ’ユウ 肢体不自由者福祉＋ 369.27 
下位：エネルギー問題 上位：身体障答者福祉

シゲンサイリヨ x資源再利用＋ 518.523 シタウケ特・3 x下請企業＋ 335.207 
優先：リサイクリング 優先：中小企業

〆サツ 自殺 368.3 シダシ3ク7' しだ植物 476 

シシドシ 宍戸氏＋
上位：隠花植物

288.3 

上位： 一門 γ子力イ 自；・ムロ.6.. Z玄＋ 318.8 

上位 ：地方自治
γシャ x寺社＋ 165.5 

優先：社寺 シチキ3ウオチ 七卿落＋ 210.58 

シグュク 私塾 372.105 シチヤ 質屋 338.77 

、J、J I 詩人 911.52 シチョウカクキョ 視聴覚教育 375.19 
注記 ：個々の詩人名も件名様自と

する
非優：テレビ教育、放送教育

シチョウカクシIJ 視聴覚資料 014.77 
ソソJ 地震 453 下位 ：映像資料、紙芝居、

注記：個々の地震名も件名標目と 録音資料
する
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シチョウカクシリ 視聴覚資料目録＋ 027.9 シ’ドウシャ7 自動車文庫 015.5 

非優：巡回文庫

シチョウカク7イ 視聴覚ライブラリ ー 016.7 上位：図書館奉仕

上位 ：図書館
γドウトショ 児童図書 019.5 

シチ3ウリンカ’ 市町村合併＋ 318.12 上位 ：図書

関連 ：中核都市 下位：絵本

注記 ：児童向けの図書目録にも、

シチョウソンtィ 市町村制＋ 318.1 この件名標目を与える

シチョウソンチョ 市町村長＋ 318.11 
グドウトショ 児童図書館 016.28 

上位 ：図書館

シチョウソンミン 市町村民所得＋ 331.86 
関連 ：学校図書館

上位：所得
シ’ドウ7クシ 児童福祉 369.4 

シッキ 漆器 752 
上位 ：児室、社会福祉

非優 ：漆工芸
下位 ：里親制度、児童館、

上位 ：工芸
児童養護施設、少年労働、

下位；大内塗
保育

シ．ツキ．ョウカ 実業家 332.8 
γドウ7’ン 児童文化 379.3 

下位 ：経営者、商人
上位：児童

注記：個々の実業家名も件名標目
γドウ7'ン 児童文学

とする 909 

下位：童謡、童話

シツキ・3ウホウ 失業保険 364.7 
γドウヨウ3 児童養護施設＋

上位：社会保険
369.43 

上位：児童福祉

シツゲンショク x湿原植物 471.74 
地主優先 ：湿生植物 シヌシ 611.95 

上位：土地制度

シッtイショク7 湿生植物 471.74 
シハンがりウ 師範学校＋非優 ：湿原植物 377.3 

関連 ：大学

'I Tl 辞典 803 
シ．ハ・ンチンカ 地盤沈下 511,25 

シ．ドウ 児童 376.2 
上位 ：公答

非優：小学生
x詩碑＋上位：小学校

シt 911.5 

下位：児童福祉、児童文化、
優先：文学碑

青少年問題、問題児
γピインコゥ 耳鼻咽喉科学 496.5 

γドウカン 児童館 379.3 

上位：児童福祉 シ．へイ：／ 自閉児＋ 371.42 

関連：学童保育 関連：登校指否

シ・ ドウゲキ 児童劇 775.7 シホウ x司？去＋ 327 

上位：演劇 優先：裁判

γドウシャコ 自動車工業 537.09 シ？ 島 290.957 

上位：機械工業 非優：離島

上位：地形学

シ．ト．ウシャシ 自動車事故 681.3 
注記：個々の島の名も件名標目と

上位：交通事故 する
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シマイコウ 姉妹校＋ 374 シャカイ7クシシ 社会福祉施設 369.13 

上位；社会福祉

シマイトシ 姉妹都市＋ 318.9 

関連 ：国際交流 シャカイホケ〉 社会保険 364.3 

上位：社会保障

シミンイシキ 市民意識＋ 318.8 下位 ：健康保険、雇用保険、

関連 ：世論調査 失業保険

シミンヴンショウ 市民憲章＋ 318.8 シャカイホショウ 社会保障 364 

下位：社会福祉、社会保険、年金

γムキカイカ 事務機械化＋ 336.57 
シャカイモンダ 社会問題 360 

γムキキ 事務機器 336.56 
下位：生活問題、同和問題、

下位：計算機械 引揚者問題

シモIt村川 下関戦争＋ 210.58 シTクソン x釈尊 182.8 

非優 ：簸夷戦争 優先：釈迦

シモン 指紋 317.76 
シャゲキ 射撃 789.7 

下位：銃砲

シャカ 釈迦 182.8 

非優：釈尊、仏陀
シャシ． 社寺＋ 165.5 

非優 ：寺社

河川カイソウ 社会階層 361.8 
社寺林＋シャシ．リン 651.16 

シャカイカキョゥ 社会科教育＋ 375.3 
関連：森林

非優：人文地理教育、地理教育、
写真

歴史教育 シャシン 740 

下位：林忠彦賞

抑制ねウイ 社会教育 379 
ジャ ーナリ ズム下位：集会学習

シ’ヤーナリス． 070 

関連：生涯学習 上位：情報産業

関連：新聞

シャカイ：／キ． x社会事業 369 

優先：社会福祉
シTホン 写本 022.2 

上位：書誌学、図書

シャカイシリウ 社会思想 309 
シ.lウイ 獣医＋ 649 

シャカ0・h x社会時評＋ 304 
シュウカィヵ・ク 集会学習＋

優先：社会評論
379.5 

上位：社会教育

シャカイヒョウロ 社会評論＋ 3 04 
シ.lウカがク x重化学工業＋

非優：社会時評 570.9 

優先：化学工業

シャカイ7クシ 社会福祉 369 

非優：社会事業
'll ？≫’ク1）ョ 修学旅行 ． 374.46 

上位：社会保障
上位：学校行事、校外教育、旅行

下位 ：医療社会事業、更生保護、

児童福祉、社会福祉施設、 シ2ウキュウ7ツ 週休二日制＋ 366.32 

女性福祉、身体障害者福祉、 上位：労働条件

生活保護、精神障害者福祉、

福祉従事者、父子家庭、 シュウキョウ 宗教 160 

母子保護、ボランティア活動、
養護施設、老人街祉 シュウキョウダ 宗教団体 160.6 
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グ2ウグンイ x従軍慰安婦 368.4 下位 ：古学派、朱子学派、

優先：慰安婦 陽明学派

注記 ：個々の儒学者名も件名標目

グzウグンキ x従軍記＋ 916 とする

優先：手記 シ2キ 手記＋ 916 

非優 ：従軍記

シュウシ． 習字＋ 375.73 

上位：美術教育 γ.1:t-' 3ウセ x授業設計＋ 375.1 

関連：書道 優先 ：学習指導

γュウシ..1"/ x柔術 789.2 γュギョウ7 x授業分析＋ 375.1 

優先：柔道 優先 ：学習指導

シ2ウショク 就職 366.29 シ1ク工キ 宿駅 685.21 

関連 ：雇用、職業紹介 非優：口屋、番所、本陣

グュウtィヵッ 住生活＋ 383.9 シ1クサ0・7 祝祭日 386.9 

上位：年中行事

;/.1句、1'ち x習俗 380 

優先 ：風俗 シュゲイ 手芸 594 

シ・ 1ウタククン 住宅建築 527 シュゲンドウ 修験道 188.59 

下位 ：民家
シ.1J'tイ 守護制＋ 210.4 

グュウタクモン 住宅問題 365.3 

上位 ：生活問題 シュシカ.~I\ 朱子学派＋ 121.54 

上位：儒学

γュウドウ 柔道 789.2 

非後：柔術 シュッサン 出産 495.7 

上位：家庭医学、産婦人科学

シ．ュウホウ 銃砲 559.1 

上位： 射撃、狩猟 シュ川’tJ x出土品＋ 210.2 

優先 ：埋蔵文化財

シ・ュウミンウン 住民運動 318.8 

上位：地方自治 シュッハ．ン 出版 023 

下位：消費者運動 上位 ：情報産業
下位 ：郷土出版、 書店

グユウミンケ〉 自由民権運動 210.63 関連 ：図書

シュウモンニンヘ 宗門人別帳＋ 324.87 シ2トウ x種痘＋ 493.87 

関連：戸籍 優先 ：天然痘

グ2ウヨウ7' x重要文化財 709.1 γ.it? 樹木 653.2 

優先 ：文化財 下位：街路樹、庭木

注記：個々の樹木名も件名標目と

シ1ウうク 集落 290.17 する

下位：漁村、村落、都市、農村
シ.11)3ウ 狩猟 659 

シユウリ〉 私有林＋ 651.16 下位 ：銃砲

非後；合壁山
シュlイ 酒類＋ 588.5 

シ．ュカ.ウ 儒学 121.53 非優 ：酒

上位：日本思想 上位：醸造
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シュワ 手話 378.28 シ3ウがツキ． 正月行事＋ 386 

上位： 言語障害者教育 非優 ：門松

上位：年中行事

シ’ 1ンカイ7' x巡回文庫＋ 015.5 

優先 ：自動車文庫 ショウカ．ッコゥ 小学校 376.2 

非優：小学教育、初等教育

γュンキョウ x殉教＋ 198.22 下位：児童

優先：キリス ト教

γョウカTチ 城下町 290.l 7 

シ・1ン門キョ x純潔教育 375.49 上位 ：都市

優先：性教育
ショウキ． 将棋 796 

Y・2、I'/、 殉死＋ 385.6 

シ.3ウキキカン x蒸気機関車 536.l 

γュンレイ x巡礼＋ 186.9 優先 ：SL 

優先 ：遍路
ショウキホ・3ウ 小規模校＋ 374.l 

γョウイ x擦夷＋ 210.58 下位 ：複式学級

優先 ：尊皇擁夷
ショウキ.3ウ 商業 670 

γョウイtンソ x嬢夷戦争＋ 210.58 非優 ：商業行政、商業政策、

優先：下関戦争 上位 ：産業政策

関連：商工業

ショウエン 荘園 210.3 

上位：土地制度 ショウキ・ 3ウカ x商業学校＋ 376.4 

優先 ：旧制中等学校

ショウカ 唱歌 767.7 

上位： i歌、音楽教育 ショウキ・ 3ウキ x商業教育＋ 375.6 

優先：産業教育

ショウカ．イカ． 生涯学習 379 

非優：生涯教育 ショウギョウキ χ商業行政＋ 671 

関連：社会教育 優先：商業

シ3Wイキョ x生涯教育 379 ショウキ・ 3ウtx商業政策 671 

優先：生涯学習 優先：商業

ショウがイシャ 障害者教育 378 ショウキ・ 3ウト 商業統計 670.59 

非優：心身障害者教育、特殊教育

下位 ：言語陣容者教育、視覚障答 ショウキ’ョウt商業美術 674.3 

者教育、聴覚障害者教育、 上位：広告

問題児、養護教育 関連：デザイン

ショウヵ・舛3 x小学教育＋ 376.2 ショウケンキ） 証券業＋ 338.17 

優先 ：小学校 上位：金融

ショウがクセイ x小学生 376.2 ショウコウカイ x商工会＋ 330.66 

優先 ：児童 優先 ：商工会議所

ショウカ.~tイ x奨学制度 373.4 ショウヨウカイカ 商工会館＋ 526.67 

優先：育英事業

シ3ウJr)カイキ 商工会議所 330.66 

ショウカリンシ． 松下村塾＋ 372.105 非優：商工会

上位：経済団体
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ショウコウギョ 商工業＋ 670 ショウヒシャ 消費者 365 

関連 ：工業、商業 上位：生活問題、マーケティング

ショウユウキョウ 商工協同組合＋ 671.6 ショウtシャウ〉 消費者運動 365.8 

上位：住民運動、生活問題

ショウコンシャ 招魂社＋ 175.9 

非優 ：i護国神社 ショウヒシャキン 消費者金融＋ 338.7 

上位 ：神社 上位：金融
関連 ：戦没者 関連：クレジット販売

ショウセツ 小説 913 ショウtt＇イ x消費税＋ 345.71 

優先：租税
シ．ョウソ．ウ 醸造 588.5 

下位：酒類、醤油、味噌 ショウtン ヨ同坦j日Eロl 675.1 

シ・ 3ウチョショ 情緒障害児教育＋ 378.8 ショウtントl)t 商品取引所 676.4 

シ・ヨウチヨシ3 x情緒障害者福祉＋ 369.28 ショウポり 消防 317.79 

優先 ：精神障害者補祉 関連：火災

ショウテン 商店 673 γョウホウカカ 情報科学 007 

下位：コンビュー夕、

ショウテンがイ 商店街 673.7 図書館情報学、データ通信

非優 ：アーケード
上位 ：j都市計画 〆ョウホウわ 情報検索 007.58 

下位：データベース

ショウニ工イtィ 小児衛生 498.7 

γョウホウコウ 情報公開 318.5 

ショウニカがク 小児科学 493.9 上位 ：行政

ショウニュウド 鍾乳洞＋ 290.93 グョウ約サン 情報産業 007.35 

上位：洞窟 下位 ：ジャーナリズム、出版、
データ通信、放送事業

ショウニン 商 人 672.8 関連 ：報道機関

上位：実業家
シ．ョウ約ショ 情報処理下位：店員 007.6 

非優 ：3ンt.:i-'J教育（一般）

ショウネンハンザ 少年犯罪 368.7 下位 ：ソフトウェア

非優：少年非行
シ’ヨウホウセイ 情報政策＋上位：青少年問題 007.3 

非催 ：テレトピア計画

ショウネンUウ x少年非行＋ 368.71 

優先：少年犯罪 グョウ的む 情報センター 010 

上位 ：図書館

ショウネンホ］＇ 少年保護 327.85 

上位 ：青少年問題 グョウ材料 情報ネットワーク＋ 007.7 

下位 ：育成学校 上位：データ通信

関連：更生保護 下位 ：インターネット
関連：図書館ネットワーク

ショウネ河川 少年労働 366.38 

上位 ：児童福祉、労働問題 ショウヤ 座屋＋ 210.5 

関連：畔頭

ショウtγヴタ x消費実態＋ 365.4 

優先 ：生計費
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ショウユ 醤油 588.6 ショクチ1ウト． 食中毒 493.157 

上位：醸造 関連 ：食品衛生

シ.3ウ1Jtイ 条皇制 210.3 ショクドウ x食堂＋ 673.97 

優先 ：飲食店

シ.3ウJPJ 浄瑠璃 768.5 

上位 ：邦楽 ショクtン 食品 498.5 

下位 ：人形浄瑠璃 非優：食料品

下位 ：栄養、菓子、豆腐、肉、

シ.3ウレイ 条例 318.1 肉製品、乳製品

非優：例規集 注記：個々の食品名も件名標目と

上位：行政、地方自治 する

関連 ：法律

ショクtンエイt 食品衛生 498.54 

ショウワシ’ダ 昭和時代＋ 210.7 下位 ：栄養士、食品添加物

関連 ：食中毒

ショカ 書家 728.2 

上位 ：書道 ショクヒンコウキ 食品工業 588 

注記：個々の書家名も件名様固と 非優：食料品

する 関連：農産物製造

シ’ 3カ・フヨウ x女学校＋ 376.4 ショクtンテンカ 食品添加物 498.519 

優先：旧制中等学校 上位：食品衛生

ショカン7'ン 書簡文 816.6 ショク7'"} 植物 470 

非優：植生

ショクインロク x職員録＋ 280.36 注記：個々の植物名も件名標目と

優先：名簿 する

ショ舛.3ウキ x職業教育 375.6 ショク7'＂｝エン 植物園 470.76 

優先：産業教育
ショク7'＂｝シ 植物誌＋ 472 

ショクキ・ 3~'J 職業訓練 366.29 非優：植物地理

非優：職業能力

関連：各種学校 ショク7'ツチリ x植物地理＋ 472 

優先：植物誌

ショ舛・ョウシ 職業紹介＋ 366.29 

関連：麗用、就職 ショク7'.，ポ x植物防疫＋ 615.81 

優先：病虫害（作物）

ショ舛.3ウj x職業能力＋ 366.29 

優先：職業訓練 ショク7'＂｝ね 植物保護＋ 470.9 

上位：自然保護

ショ舛.3ウt職業病 498.87 

上位：労働衛生 河川ョウヒン x食料品＋ 588 

優先：食品、食品工業

ショクシ・リョゥ 食餌療法 498.583 

上位：家庭医学 ショ州ョウモン 食糧問題 611.3 

ショクセイ x植生＋ 471.71 グョサン7• 助産婦 495.9 

優先：植物 上位：看護学、産婦人科学

ショクtイカツ 食生活 383.8 

内
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131 書 誌 025 ショヮキ 食器 596.9 

上位；書誌学 関連：台所用品

注記 ：個々の書誌・目録名も件名

標目とする 13TI 書店＋ 024 

上位 ：出版
ショシカ．ク 書誌学 020 

下位：大内版、古刊本、写本、 ショドウ 書道 728 
書誌、殺害印 下位 ：書家、書跡集

関連：図書；図書館情報学 関連 ・習字

グ訪ねウィ 女子教育 376 ショトウキョウイ x初等教育＋ 376.2 
上位 ：女性 優先：小学校
関連 ：女性教育

ショトク 所得 331.85 
ショグョカイ x処女会＋ 379.35 下位：県民所得、国民所得、

優先 ：青少年団体 市町村民所得

関連：経済統計

ショショク 諸職（民俗） ＋ 384.38 

下位：盲僧 ショトクt'イ x所得税＋ 345.33 

優先：租税

〆ョセイ 女性 367.1 

非優：婦人 シリツカ’ヴコウ 私立学校 373.1 
下位：女子教育、女性教育、

女性団体、女性福祉、 シリョウ 史料＋ 210.088 
女性問題、女性労働、 非優：古文書、歴史叢書
セクシャルハラスメント 上位 ：古文書学

関連 ：i日藩文庫、個人文庫
シ’ 3'tイキョゥ 女性教育 379.46 

非優：婦人学級 シリョウカン x資料館 069 
上位 ：女性 優先 ：博物館
関連：女子教育

シリョウ抑制 飼料作物 616.9 
シ.3'tイシ 女性史＋ 367.2 上位 ：家畜飼料

シ・ョセイタコ 女性団体 379.46 

上位：女性
シリョウシzウシ 資料収集＋ 014 

下位 ：団体
シ1)3ウt{IJ;j; 資料整理法 014 

注記：個々の女性団体名も件名様
固とする

シリョウホγン 資料保存 014.6 

シ・3'tイ7？シ 女性福祉＋ 369.25 
シ）~ハ． ーサンキ シルバー産業 673.95 上位：社会福祉、女性

x処世法 シロ 城 521.823 シ3'tイホウ 159 
注記：個々の城郭名も件名標目と優先 ：人生訓

する

グョセイモンタ 女性問題 367.1 
シロウオ しろうお＋ 664.692 上位：女性

上位：魚類

シ• 3fイBウト 女性労働 366.38 
シロヘビ しろへび＋ 487.94 上位：女性、労働問題

上位：へび

シ3tキシ1ウ 書跡集 728.8 
シンカ．ク 心学 157.9 上位 ：書道
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γングウコゥ 神功皇后伝説＋ 388 γンシンテイユ x壬辰・丁酉の乱＋ 210.49 

上位 ：伝説 優先：文禄 ・慶長の役

シンゲキ 新劇 775.1 γンシンハ・ィ 人身売買 368.4 

γンヴ〉 人権 316.1 シンセイウンド x新生運動＋ 611.98 

下位：同和問題 優先：新生活運動

関連：憲法問題

シンtイカツウン 新生活運動＋ 611.98 

γン3ウ 人口 334 非優：健民運動、新生運動

下位 ：人口統計 関連：生活改善、地域振興、

人づくり

シンコウシ2ウキ 新興宗教 169 

下位：自然の泉、神道天行居、 γンセイわ 人生訓 159 

天P,ij皇大神宮教、扶桑教 非優 ：教訓、訓話、処世法

注記：個々の新興宗教名も件名標 下位：格言、家訓、ことわざ、

自とする 美談

γン3ウトウ 人工島＋ 558.5 シンγゥピョ 心臓病 493.23 

シ’ンヨウトウヴ 人口統計＋ 358 シンタイケンす 身体検査 374.93 

上位 ：人口 下位 ：健康管理
関連 ；国勢調査

シンタイショウカ 身体障害者福祉 369.27 

'//'/ 神事＋ 387 非優 ：心身障害者栂祉
関連：雨乞、民間信仰 上位：社会福祉

下位：視覚障害者福祉、肢体不自

シ．ンシ.t 神社 175 由者福祉、聴覚障答者福祉

非優 ；式内社

上位 ：神道 シンタン 薪炭 658.2 

下位：赤間神宮、伊勢神宮、氏神、 上位：燃料

氏子、狛犬、招魂社、
防府天満宮、祭り、宮康 シントウ 神道 170 

注記：個々の神社名も件名標呂と 下位 ：神社、神職、宣命
する 注記 ：個々の神道教派名も件名標

目とする
グンシ’け〉 神社建築 521.817 

上位：日本建築 シントウテンプ 神道天行居＋ 178.9 

上位：新興宗教
シンシ1ウ 真宗 188.7 

上位 ：仏教 シン7ォニ7イ9 シンフォニア岩国＋ 526.3 

上位：公共施設
シンショク 侵蝕 454.3 

上位：地形学 シン7＇ン 新聞 070 

上位：逐次刊行物

シンシ3ク 神職 175.7 下位：新聞社
上位：神道 関連：ジャーナリズム

シンシンショウカ x心身障害者教育＋ 378 シン7’ンシT 新聞社 070.67 

優先：障害者教育 上位：新聞
注記 ：個々の新聞社名も件名標目

シンシンショウカ x心 身障害者福祉＋ 369.27 とする

優先：身体障害者福祉
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シ’ン7・ンチリ x人文地理教育＋ 375.33 シンリンクミ7イ 森林組合 651.6 

優先 ：社会科教育

シンリント．ポ 森林土木十 656.2 

シンポ）~？－ク シンボルマーク 288.9 上位：林業

非優 ：徽章

関連 ：紋章 シンリンホJ' 森林保護 654 

上位：自然保護

グン1イ 人名 288.1 

非催 ：姓名、名前 γンlイがク 人類学 469 
上位：伝記 関連： i考古学
下位：人名辞典、名簿

シンロシドウ 進路指導 375.25 
シ．ンt・Wテ 人名辞典 280.33 関連：生徒指導

上位：人名

シンワ 神話 164 
シンヨウハンハ’ x信用販売＋ 673.37 関連：伝説

優先 ：クレジット販売

シンリン 森林 650 

関連：共有林、公有林、国有林、

社寺林、林業

ス

スイ工イ 水泳 785.2 スイザンソ’ウシ 水産増殖 666 

非優：皇室殖

スイグン 水軍＋ 210.47 上位：水産業

非僅：海賊 下位：赤潮

関連：村上一族
スイサントウヲィ 水産統計＋ 660.59 

スイサンキ・ョウ 水産業 660 上位 ：農林水産統計

上位：農林水産業
下位：漁業、水産資源、水産地殖、 スイサン7’ツ 水産物 667 

製塩 非催 ：かまぼこ、水産食品、

水産製造、練製品

スイサンシゲン 水産資源 663.6 上位：物産

上位 ：水産業 下位：いりこ、海灘、貝類、寒天、

関連：水産物 魚類、俵物

関連 ：水産資糠

スイサンシヲンシ 水産試験場＋ 660.76 注記：個々の水産物名も件名標目
とする

スイサン河川 x水産食品＋ 667 
水質

優先：水産物 スイシツ 518.12 

上位：水

スイサンtイソ． x水産製造 667 

優先：水産物
スイシツオタ・ク 水質汚濁 519.4 

上位：環境汚染
下位：工業廃水
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スイシャ 水車 614.823 スウカ．舛ョウ 数学教育 375.41 

非催：算数教育、統計教育

スイリウがク 吹奏楽 764.6 

スエシ 陶氏＋ 288.3 

スイソ．クカン 水族館 480.76 

｝.＇がコウザク 図画工作教育＋ 375.72 

スイテン 水田 616.2 上位；美術教育

関連：稲作

スイト’ウ 水道 518.1 スキ． スキー 784.3 

J.:イドウ x隆道 514.9 スキ． すぎ 653.6 

優先：トンネル
スキ．シ 杉氏（楠町）＋ 288.3 

fイtツ 随筆 914 

スク．ト スケート 784.6 

スイホ．ウ x水防＋ 517.57 

優先：治水 スシ すし 596.21 

スイ；h’クが 水墨画 721.3 J..J.. 鈴 756.4 

上位：日本画 上位 ：金工芸

下位：襲谷派

J..J..'リ 目見 728.3 

スイモン 水門 517.56 下位：赤間硯

上位：水利

スッホ．ン すっぽん＋ 666.79 

スイ1) 水利 517.6 

上位：河川工学 ストレス ストレス 493.49 
下位：水門、ダム、溜池、

農業水利 スー／＼.－＇＂？ーケ スーパーマーケット 673.86 

スイリョク！＼＂Fi 水力発電
関連：コンビニエンスストア

543.3 

上位 ：発電 スポヴ スポーツ 780 
関連：体育

スイロ；r x水路図＋ 557.78 

優先：海図 スホ・－"Jイカ． スポーツ医学 780.19 

下位：体力
スウカ’ク 数学 410 

下位：和算 スモウ 相撲 788.1 

セ

tイカツ

製塩
上位：水産業

下位：塩田、塩

生活 590 

非優：家政、生活技術

下位：生活水準、生活問題

669 tイカヴカイゼ 生活改善＋ 365.6 

関連：新生活運動
セイエン

セイカツキ・グ x生活技術＋
優先：生活

590 
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セイカツキョウ卜 生活協同組合 365.85 tイショウキ・ 3 製紙工業＋ 585.09 
関連：産業組合

tィγシソウ 政治思想 311 
セイカツシ x生活誌＋ 380 下位 ：右翼

優先：風俗

N／ダンタ x政治団体＋ 315 
tイカツシドウ x生活指導＋ 375.2 優先：政党

優先：生徒指導

tイショウネン x青少年＋ 367.68 
tイカツスイグ 生活水準 365 優先：脅少年問題

上位 ：生活

セイショウネンキ 青少年教育 379.3 
tイカツハイスイ x生活廃水＋ 518.22 関連：成人教育

優先；下水道

tイショウネンシ 青少年施設 379.3 
セイカツホプ 生活保護 369.2 非優 ：青年の家

上位：社会福祉

tイショウネンタ 青少年団体 379.3 
セイカツモンダ 生活問題 365 非優 ：処女会、青年団、

上位：社会問題、生活 上位：団体
下位 ：家計調査、住宅問題、 下位：子ども会、ボーイスカウト

消費者、消費者運動、

生計費、内職、物価 tイショウネンモ 青少年問題 367.6 

非僅：青少年
セイカプ 7シシ 青果物市場＋ 621.4 上位：児童

上位：卸売市場 下位：少年犯罪、少年保護
関連：農産物市場

セイシンエイセイ 精神衛生 498.39 
tイカ7・7トウ 青果物統計＋ 620.59 上位：衛生

上位 ：農業統計 下位 ：カウンセリング

tイキスウハイ 性器崇拝 163.4 セ｛：／ンキョウ 成人教育 379.4 

関連：青少年教育、青年学級

tイhウイク 性教育 375.49 

非優 ：純潔教育 tイシンショウカ 精神障害 493.7 

関連 ：性問題 関連：精神障害者福祉

tイケイt 生計費 365.4 tイシンショウカ 精神障害者福祉 369.28 
非優：質物動向、消費実態 非優：情緒障害者福祉、
上位：生活問題 知的障害者福祉
関連：家計調査、物価 上位：社会福祉

関連 ：精神障害

tイずイ 製材 657.3 

上位： ；木材 tィγンピョ 成人病 493.18 

関連：老人医学

tィγ 政治 310 

下位：政治家、政党 tイリウシ’キ’ 清掃事業 518.54 

非優：汚物処理

tイグカ 政治家 312.8 関連：廃棄物

上位 ：政治

関連 ：国会議員、総理大臣 セイトウ 政党 315 
注記：個々の政治家名も件名標目 非優：政治団体

とする 上位 ：i政治

注記：個々の政党名も件名様呂と
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する tイモングイ 性問題＋ 367.9 

関連：性教育

tイトカイ 生徒会 375.18 

上位 ：特別活動（学校教育） tイヤクキ・ 3ウ 製薬業 499.5 

上位：薬学

tイトシドウ 生徒指導 375.2 

非優：生活指導 セイヨウカ． x西洋画 723 
下位：校則 優先：絵画
関連：進路指導

セイヨウヲンチク 西洋建築＋ 523 
セイナンセンソウ 西南戦争＋ 210.627 非優 ：洋館

注記：個々の西洋建築物名も件名
tイネンカイが 青年海外協力隊＋ 319 標目とする

上位 ：国際交流

tキサイ 釈菜＋ 124.12 

セイネンカ・'lt 青年学級 379.35 

関連：成人教省 セキサ’イ 石材 569 

関連：石工、 花関岩、石造美術、

tイネンカ・ 1] 青年学校 376.3 大理石

セイネンダン x青年団 379.35 セキシzウグチ x石州口の戦い＋ 210.58 

優先：青少年団体 優先：四境戦争

セイネンjイエ x青年の家＋ 379.3 セキシ.lウシ． 赤十字 369.15 

優先：青少年施設

tキソ’ウピシ石造美術 714 

tイピョウ 性病 494.99 下位：記念碑、灯龍

関連 ：石材

tイ7ウリ．ク 性風俗 384.7 

関連：遊廓 tキタン 石炭 567 

非優；石炭産業、無煙炭

tイ7''1 生物 460 上位：エネルギー問題、燃料

tイ7'ツカ・ 9 x生物学者＋ 460.28 tキタンカカ’ク 石炭化学工業 575.3 

優先：科学者 上位：化学工業

t-1'7' 'Jキョウ x生物教育＋ 375.464 tキタンサンキ． x石炭産業＋ 567.09 

優先：理科教育 優先； ；石炭

tイ7'•J子リ 生物地理 462 セキトウI¥. x石塔婆＋ 185.5 

優先 ：供養熔

tイ7デサ村 x政府出先機関＋ 317.2 

優先：官庁 セキt x石碑 210.028 

優先：記念縛

tイ1イ x姓名 288.1 

優先：人名 tキ7・ '; 石仏＋ 718.4 

関連：仏像

セイメイtョウ 生命表 339.431 

上位 ：生命保険 セキユ 石油 575.5 

上位：エネルギー問題、燃料

セイメイ：防〉 生命保険 339.4 

下位：生命表 セキユカが灯 石油化学工業 575.6 

非優：燃料廠

上位：化学工業
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tクシャ）~/\77. セクシャルハラスメン卜 ・367.93 センサイ 戦（（（
210.75 が｛＋

上位 ：女性 上位 ：災害

関連 ：太平洋戦争

セッカイtキ 石灰石＋ 569.3 

関連 ：大理石 センサ．イ 洗剤 576.5 

tッカイドウ x石灰洞＋ 290.93 fンシュウ 禅宗 188.8 

優先 ：洞窟 上位 ：仏教

セッカン x石棺＋ 210.2 センショク 染色 587 

優先．古筑 上位 ：繊維工業、染織工芸

関連 ：あい

セッキ 石器 210.2 

関連：埋蔵文化財 センショク3ウヴ 染織工芸 753 

上位 ：工芸

セッシュウ 雪舟＋ 721.3 下位 ：織物、染色

関連：塞谷派
tンテイサイ 先帝祭＋ 386 

tメント セメント 573.8 上位：祭り

下位：コンクリート
t1rイトシ3t 選定図書目録＋ 028 

セうミックス セラミックス 573 
tンハ・ィγキ 専売事業＋ 348.4 

tロン x世論＋ 361.47 下位：塩、たばこ

優先：世論調査
tンJ¥.'J 船舶 556 

tロンチョウサ 世論調査 361.47 下位：漁船、軍艦、興安丸

非優：世論 注記：個々の船舶名も件名標目と

関連：市民意識 する

tンイカカ．ク x繊維化学＋ 578.5 tンハ・クツウシ 船舶通信＋ 557.4 

優先：繊維工業 上位 ：通信
関連：航海

センイコウキ・3繊維工業 586.09 

非優：繊維化学 tンポツシャ 戦没者 369.36 

下位 ：織物、染色 関連 ：招魂社

関連 ：わた
ゼンホ・ンモク x善本目録＋ 026 

tンイン 船員 683.8 優先 ：貴重書目録

センカンムツ 戦艦陸奥＋ 210.75 tンミョウ 豆巴b主，ロ晶p、 173 

上位：太平洋戦争 上位：神道

センキ 戦記＋ 391.2 センモントショカ 専門図書館 018 

上位 ：図書館

センキョ 選挙 318.4 
tンl)Jウ JII柳 911.4 

上位 ：詩歌
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ソ

、｝．ち1、J 造園 629 ソウルイ 藻類 474.2 

下位 ：花境、公園、庭園、庭木 上位 ：隠花織物

ソウォン 騒音 519.6 リ．クシン x俗信 387.9 

上位 ：公害 優先：迷信

ソウJ'ウカイハ x総合開発＋ 318.6 ソクリョウ 測量 512 

優先 ：地域開発 関連：土木事業

ソウ3’ウモクロ 総合目録＋ 029 リザイ 読菜 626 

非優 ：野菜

ソウ3キ.3ウ 倉庫業 688 上位：園芸、農産物
下位：いちご、ごぼう、だいこん、

ソウシキ x葬式＋ 385.6 はくさい、れんこん

優先：葬送儀礼 注記：個々の読菜名も件名標目と
する

ソウショ 叢書 081 
リセ’イ 租税 345 

ソ．ウショイン 蔵書印 024.9 
非優：消費税、所得税、地方交付

上位 ：書誌学
税、地方税、流通税

リ’ウショモク日 蔵書目録＋ 029 
ソツキ.3ウシキ 卒業式＋ 374.4 

上位：学校行事

ソ’ウセンキ．ョ 造船業 550.9 リ'.J］ウシ.3 x測候所 451.2 

ソウリウギbイ 葬送儀礼＋ 385.6 
優先 ：気象台

非優：葬式
ソピョウ x素描

上位：通過儀礼
725 

優先：デッサン

ソウチ x草地＋ 643.5 
ソフトウェア＋

優先：家畜飼料
ソ7トウ工7 007.63 

上位：情報処理

ソ．ウヘイ x造幣＋ 337.34 
関連：コンビュータ

優先 ：貨幣
ソ7~ili’－Iト ソフトボール 783.78 

ソウリタ．ィγ 総理大臣＋ 317.2 
リンカ・イホヴン 損害保険

関連：政治家
339.5 

リウリョ 僧侶 185.7 
ソンjウシ・ 3ウ 尊皇嬢実＋ 210.58 

上位 ；仏教
非優：嬢夷

下位 ：尼、弘法大師、重源
村落注記 ：個々の僧侶名も件名標目と ソンうク 361.76 

する 上位：集落

関連：潟、村、農村

ソ．ウリン 造林 653 

上位：林業
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タ

タイ たい＋ 664.67 ダイサンセクタ 第三セクター 335.7 

上位 ．魚類 上位：公企業

タイイク 体育 780 タイシ3ウ 太子講＋ 384.39 

下位：運動能力

関連 ：スポーツ タイシ2ウエンヴ 大衆演芸 779 

上位：芸能

タイイクシtツ 体育施設 780.67 

関連 ：レクリエーション タイショウγタ 大正時代＋ 210.69 

タイイクタイカイ 体育大会＋ 780.69 タイショクキン x退職金＋ 366.46 
関連：運動会（学校） 優先・賃金

タイイクダンタ 体育団体＋ 780.6 ゲ1r だいず 616.7 

ダイオキシン ダイオキシン 519 タイリウ 体操 781 
上位：潔筏汚染

ダイチ x台地＋ 290.915 
ダイがク 大学 377.2 優先：高原

下位：大学生

関連：｜日制高等学校、 グイトウlt:i x大東亜戦争 210.75 
旧制導門学校、高等専門学 優先：太平洋戦争
校、師範学校、短期大学

注記：個々の大学名も件名標目と
ダイドコロ 台所 527.3 

する

ダイドコロヨ 台所用品＋ 596.9 
ゲィヵ・クセイ 大学生＋ 377.9 

関連：食器
上位：大学

タイネイシ． 大寧寺＋ 188.85 
ダイカ・クトシ 大学図書館 017.7 

上位：寺院
非優：高等専門学校図書館、

短期大学図書館
タイ7ウ 台風 451.5 上位：図書館

関連：風水密

ゲイカン 代官＋ 210.5 
夕刊行ウむ 太平洋戦争 210.75 

大気汚染 519.3 
非優：大東亜戦争タイキオtン
下位：回天特攻隊、学徒動員、上位：環境汚染、公答

戦艦陸奥、動員、復員下位：悪臭
関連：戦災

ダイキホ・3ウ 大規模小売店＋ 673.8 
タイヘイヨウセン 太平洋戦争後＋ 210.76 

ダイク 大工 525.54 
ダイミョウ 大名 210.5 

タイウンカ．クシ 体験学習＋ 374.8 
ダイミョウキ． 大名行列＋ 210.5 上位：校外教育

太鼓＋ ゲイリセキ 大理石＋ 458.8 タイコ 768.17 
上位 ：岩石上位：邦楽器
関連 ：石材、石灰石

ダイ3ン だいこん 626.44 

上位：蔽菜
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タイリ3ク 体力 780.18 タハ.J たばこ 617.5 

非優 ：体力づくり 上位：工芸作物、専売事業

上位 ：健康法、スポーツ医学 下位 ：禁煙

タイ1）ヨク＇）.＇ク x体 力づ く り＋ 780.18 ヲ＂？J' !j円 648.3 

優先：体力 上位 ：畜産物

ダム ダム 517.7 

タオ x持＋ 290.917 上位 ：水手1］、 治水

優先 ：峠 関連 ：湖沼

注記 ：個々のダム名も件名標目と

タカシオ 高潮 451.98 する

下位 ：津波

関連 ：風水害 タ1イ守 溜；也＋ 614.6 

上位 ：水利、治水

タキ 士F謡ll!.泊L 290.943 関連 ：湖沼

上位 ：地形学 注記 ：個々の溜池名も件名標目と

関連 ：渓谷 する

注記：個々の滝の名も件名標目と

する タワラモ／ 俵物＋ 667.2 

非優 ：合物

タクシー タクシ－ 685.5 上位：水産物

上位 ：道路交通

タンカ x短歌 911.1 

タクシ．ショ x託児所 369.42 優先：和歌

優先 ：保育所

タンキダイY 短期大学 377.3 

タヲチ 宅地 365.33 関連：大学

タケ たけ 653.8 タンキダイが x短期大学図書館＋ 017.6 

上位 ：林産物 優先：大学図書館

タ3 たこ＋ 664.77 ゲンγョキョ 男女共同参画社会＋ 367 

タJ7ゲ たこ（凧）揚げ＋ 384.55 ダンス ダンス 799 

非優：揚子 上位：舞踊

上位 ：遊び
タンスイキ．ヨ x淡水魚＋ 664.69 

タタミ 畳 583.9 優先：；魚類

タタ？ xたた ら（路、輸 ）+ 564.9 タンソ’ウ x鍛造＋ 566.2 

優先：鉄鋼業 優先 ：金属加工

タタラシ 多々良氏＋ 288.3 ダンリウ 断層 454.4 

非優：活断層

タ7キュウ 卓球 783.6 上位：地形学

ダヴタイリウト 脱隊騒動＋ 210.61 ダンタイ 団体 060 

非優：文化団体

タヌキ た ぬ き 489.56 
下位：国際ソロプチミス ト、

上位：晴乳類
女性団体、青少年団体、

山口県人会、ライオンズク

タjモシ1ウ 頼母子講＋ 338.76 
ラブ、ロータリ ークラブ

注記 ：個々の団体名も件名標目と
する
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チ

子7ン 治安 317.7 チクサン7’ツシ 畜産物市場＋ 641.4 

上位 ：行政 関連：農産物市場
関連 ：警察

予知’カンコウ 逐次刊行物 050 

チイキカイハツ 地域開発 318.6 下位：雑誌、新聞、年鑑
非優：企業誘致、経済政策、

産業開発、総合開発 チクシ・カンコウ 逐次刊行物目録＋ 027.5 
関連：地域振興 非優：雑誌目録

チイキシャカイ 地域社会 361.7 fヲシャ 畜舎＋ 644 
下位：漁村、都市、農村 上位：畜産業

チイキシン3ウ 地域振興＋ 318.6 子守ィjJ'担 地形学 454 
非優：ふるさとづくり、村おこし 上位 ：自然地理
関連：新生活運動、地峡開発 下位 ：海岸、潟峡、海洋、河川、

カルスト、カルデラ、渓谷、
チイキ7'ン3 地域文庫＋ 016.29 高原、港湾、湖沼、山岳、

非僅：家庭文庫 山地、島、浸蝕、滝、断層、
洞窟、峠、半島、平野

子力 地価 334.6 

関連：土地台帳 竹1J.' x地形図＋ 454.9 

優先：地図

子力’ク 地学 450 

Tケン x地券＋ 210.62 

子力7キョウイ x地学教育＋ 375.454 優先：地租改正

優先：理科教育
チサンシ.:t＇ョ 治山事業＋ 656.5 

チカスイ 地下水 452.95 上位：林業

上位：水
下位：井戸 チシ x地誌＋ 290 

優先：地理

チキ．ヨウ 知行＋ 210.5 

非優：給額 チシ． 知事＋ 318.11 

チキ’リz xちぎり絵 726.9 チシカ’ク 地史学 456 

優先：はり絵・きり絵 下位：古生物学、地層

チクサンキ・ョウ 畜産業 640 チシツ 地質 455 

上位 ：農林水産業 非優 ：地質図

下位：家きん、家畜、家主告飼料、
畜産物、畜舎 チシ"JJ..' x地質図＋ 455 

関連：酪農 優先 ：地質

チヲサントウヲイ 畜産統計＋ 640.59 ft 地図 290.38 
上位：農林水産統計 非優：市街図、地形図、道路地図

関連 ：絵図
刊号17＇ヲ 畜産物 648 

上位：：畜産業、物産 チスイ 治水 517.5 
下位：牛乳、卵、肉、肉製品、 非優：水防

乳製品 上位：河川工学

下位：ダム、溜池

関連：砂防工事、風水害
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チソウ 地層 456 チャドウ 茶道 791 

上位 ：地史学 上位：芸道

関連：ホルンフェルス 下位：茶室

チリウマイ x馳走米＋ 345.21 チュウ7イテン／ 仲哀天皇伝説＋ 388 

優先：年賀 上位：伝説

チソカイセイ 地租改正＋ 210.62 チュウカ’クセイ 中学生 376.3 

非優：地券 上位 ：中学校

チチ2りドウ7 x地中動物 481.76 チュウカクトシ 中核都市＋ 318.18 

優先：土滋動物 関連：市町村合併

子ツロクショ7' 秩録処分＋ 210.61 br)'JJ＇，コウ 中学校 376.3 

非優 ：中等教育

チテキショウカ． 知的障害児教育＋ 378.6 下位 ：中学生

上位 ：養種教育
チュウコウネンレ x中高年齢者問題＋ 367.7 

子テキショウが x知的障害者福祉＋ 369.28 優先 ：老人

優先：精神障害者福祉
チュウコウネン日 中高年労働＋ 366.28 

チ／ウヴンザ 知能検査 371.7 上位 ：労働問題

上位：教育評価

関連 ：学力 チュウコ．クザ 中国残留婦人の会＋ 369.36 

予約キ・ 39t x地方行政 318 hウコンt 忠魂碑＋ 175.5 

優先：行政 上位：記念碑

付加ウキョウ 地方公共団体＋ 318.11 チュウサンカンチ 中山間地域農業＋ 612.9 

関連：官庁 関連：過疎開題

チホウヨウJt' x地方交付税＋ 349.5 チュウショウキキ 中小企業 335.35 
優先：租税 非優：家内工業、下請企業、

中小商業

チホウヨウムイン x地方公務員 318.3 上位 ：企業

優先 ：公務員
チュウショウキキ x中小企業組合＋ 335.6 

Tホウシ.f 地方自治 318 優先：産業総合

下位 ：自治会、住民運動、条例
チュウショウショ x中小商業 671.4 

予約ゼイ x地方税 349.5 優先 ：中小企業

優先 ：租税
チ1ウtイ 中世＋ 210.4 

チメイ 地名 290.189 下位 ：大内時代、毛利時代（中世）

チャ ちゃ 617.4 チ2ウソ’ウ x鋳造＋ 566.1 

非優：茶園 優先 ：金属加工

上位：工芸作物
hウトウキョウ x中等教育＋ 376.3 

チャ工〉 x茶園＋ 617.4 優先：中学校、高等学校

優先 ：ちゃ
チョウ ちょう 486.8 

チャシツ 茶室 521.863 上位：昆虫

上位：茶道、日本建築
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チョウカクショウ 聴覚障害者教育＋ 378.2 チョウtンシンシ x朝鮮信使＋ 210.5 

上位：障害者教育 優先：朝鮮通信使

f3ウカクシ3ウ 聴覚障害者福祉＋ 369.276 チョウセンツウシ 朝鮮通信使＋ 210.5 

非僅：ろうあ者福祉 非優：朝鮮信使

上位：身体障害者福祉

f3?tン／I} x朝鮮の役＋ 210.49 

チョウケ．ン 重源＋ 188.32 優先：文禄 ・鹿長の役

上位：僧侶

チョウtン7・ン 朝鮮文化＋ 221 

チョウコク 彫刻 710 

下位 ：オブジェ、銅像、仏像、 チョウチン 提灯＋ 589.3 
木彫

チョウ7モウリシ 長府毛利氏＋ 288.3 
チョウシ・2ウヵ 鳥獣害 654.8 

上位 ：農業災害 チョウ）~イ 鳥類 488 

チョウシJ.?tイ x長州征伐＋
下位：う、家きん、つる、渡り鳥

210.58 注記；個々の鳥の名も件名標目と
優先 ：四境戦争 する

チョウシzウJ¥' 長州閥＋ 361.42 チリ 地理＋ 290 
関連：県民性 非優：地誌、風土記、

ふるさと散歩、歴史地理

チョウシ’zウホ X J鳥獣保護＋ 659.7 関連：郷土研究、自然地理

優先 ：動物保護

チリキ3ウイク x地理教育＋ 375.33 

チョウシ・2約 長寿法 498.38 優先：社会科教育

上位：健康法

チンキ．ン 賃金 366.4 

チョウ7..＇ハ’子 手水鉢 629.61 非優：退職金

上位 ：労働問題

チョウtキ 潮せき 452.6 

関連 ：海流 チンレツモクロク x陳列目録 （美術） + 703.8 

優先 ：美術展覧会

ツ

ツウカキ．レイ 通過儀礼 385 ツウシンハンJ¥' 通信販売 673.36 

下位 ：婚姻儀礼、葬送儀礼 上位：販売

ツウシン 通信 690 ツキモ／ x慾きもの＋ 387.9 

非優：狼煙 優先 ：迷信

下位：アマチュア無線、船舶通信、

電気通信、電気通信事業、 ツヴモj 漬物 628.8 
郵便

ツナtキ 綱引き 781.95 
ツウシンねウイ 通信教育 379.7 
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ツナミ 津波 453.4 •JJ x梅雨＋ 451.8 

上位：高潮 優先：季節

関連 ：風水害

ツ1) 釣り 787.1 

ツハ 鍾 756.6 

上位 ：刀剣 'J）レ つる＋ 488.5 

非優：県鳥

ツハ’キ つばき 627.76 上位：鳥類

上位 ：花芥 下位：なべづる

ア

テイ工ン 庭園 629.2 する

上位 ：進国
注記 ：個々の庭園名も件名様目と テ7ドウカモ7 x鉄道貨物＋ 686.6 

する 優先：貨物

テイネンセイ 定年制 366.46 ？？ドウケンセ x鉄道建設＋ 516.1 

優先：鉄道工事

予首.~ 手形 338.156 

テツドウコウシ 鉄道工事 516.1 

テク;t:')A xテクノポリス＋ 509.29 非優 ：鉄道建設、鉄道電化

優先 ：工業団地
？？ト.~/ J 鉄道事故＋ 686.7 

テ．サ．イン デザイン 757 上位：交通事故

関連：工業デザイン、商業美術
テツドウシャリ 鉄道車両 536 

デ－夕ツウシン デ ータ通信 547.48 下位： SL、電車

上位 ：情報科学、情報産業、
電気通信 テツドウデン x鉄道電化＋ 546.1 

下位 ：情報ネットワ ーク 優先：鉄道工事

関連 ：マルチメディア

テニス テニス 783.5 

f －号ベ－J.. デ ータベース 007.6 

上位 ：情報検索 テハ・．ト xデパート 673.83 

優先：百貨店

テッ3ウキ.3ウ 鉄鋼業 564.09 

非僅：砂鉄、たたら（括輔） テうJt 寺子屋 372.105 
上位：金属

関連：反射炉 テレトピ7'!,( xテレトピア計画＋ 007.3 

デッサン
優先：情報政策

f，サン 725 

非優 ：素描 テレt・hウイ xテレビ、教育＋ 375.19 
上位：絵画 優先：視聴覚教育

fツト．ウ 鉄 道 686 テレビゲ．ム テレビゲーム 798.5 
上位 ：陸連

下位 ：駅

注記：個々の鉄道名も件名標目と

’EA
 

n
h
v
 



テレビ約リウ テレビ放送 699 テ．ンシャ 電車 546.5 

上位 ：放送事業 上位 ：鉄道事両

下位 ：ケープルテレビ 下位 ：路面電車

テンイン 店員 673.1 テンショウコウタ 天照皇大神宮教＋ 178.9 

上位 ：商人 上位 ：新興宗教

テンカンモクロク x展観目録 （美術） + 703.8 デンtツ 伝説 388 

優先 ：美術展覧会 上位：民俗学
下位 ：神功皇后伝説、

テンキ x天 気 451 ｛中哀天皇伝説

優先 ：気象 関連 ：神話、民話

デンキ 伝記 280 デンtンピョ 伝染病 493.8 

下位：系譜、人名、紋章
注記：個人の伝記は、被伝者の名 テンタイカンソク 天体観測 442 

を件名様目とする 上位 ：天文学

デンキグキ． 電気事業 540.9 テンネンキネン7 天然記念物（一般） + 462.9 

注記 ：個々の天然記念物（一般）

デンキツウシン 電気通信 547 名も件名標目とする

上位：通信
下位：データ通信 テンネンキネン7 天然記念物（植物） + 472.9 

注記 ：個々の天然記念物 （植物）

デンキツウシ〉 電気通信事業＋ 694 名も件名綴目とする

上位： 通信
下位：電話 テンネンキネン7 天然記念物（地質 ・鉱物） ＋

450.29 

テンキヨホウ 天気予報 451.28 注記 ：個々の天然記念物 （地質・

関連 ：気象 鉱物）名も件名標目とする

テンサク x転作＋ 611.73 テンネンキネン7 天然記念物 （動物） + 482.9 

優先 ：農業経営 注記 ：個々の天然記念物（動物）
名も件名標目とする

τ）＇／ 点字 378.18 

上位：視覚障害者教育 テンネントウ 天然痘＋ 493.87 

非優 ：種痘、植癒

デンシケイサン x電子計算機 548.2 

優先 ：コンピュータ テン／ウ 天皇 288.41 

下位 ：行幸啓、皇室

テ．ンショウギ 電 子工業 549.09 
テンホ・抑制 天保の改革 210.58 

テ．ンシトショ 電子図書＋ 014.77 

関連 ：マルチメディア テンモンがク 天文学 440 

下位：天体観測、星

テングトショカ 点字図書館 016.58 

上位 ：図書館 デンワ 電話 694.6 

上位 ：電気通信事業

テングトショモ 点字図書目録＋ 027.93 

デンシトショモ 電子図書目録＋ 027.99 
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トイダシ

トイヤ

トウ

ドウ

ドウイ〉

トウキ

ドウクツ

トウゲ

トウヴイ

トウゲイ

問田氏＋

x問屋＋
優先：卸売業

288.3 

673.5 

塔 521.818

上位：日本建築

銅 565.2

上位：金属

動員＋ 393.6 

上位：太平洋戦争

x陶器 751 

優先：陶磁器

洞窟＋ 290.93 

非優：ケイピング、石灰洞、洞穴

上位：地形学

下位：鍾乳洞

関連：カルスト
注記：個々の洞窟名も件名様固と

する

峠 290.917

非優：姥

上位：地形学
注記：個々の峠名も件名；標目とす

る

統計 • 350 
下位：国勢調査

関連：年鑑
注記：各主題の統計 ・統計曹は、

「00統計Jを件名標目とする

x陶芸 751 

優先 ：陶磁器

トウゲイカ 陶芸家 751.位8

上位：陶磁器
注記：個々の陶芸家名も件名標目

とする

トウケイキョウイ x統計教育＋ 375.41 

優先：数学教育

ドウ？？ x洞穴＋ 290.93 

優先 ：洞窟

ト

トウヴン 刀剣 756.6 

非優：万鍛冶

上位：金工芸、武具

下位：錦

トウJ~f3t 登校拒否 371.42 

非優：：不整校

関連：いじめ、校内暴力、自閉児

トゥγキ 陶磁器 751 

非優：陶器、陶芸、焼物

上位：工芸

下位 ：陶芸家、萩焼

関連 ：窯業
注記 ：個々の陶磁器名も件名標目

とする

トウシャインサッ 謄写印刷
非優：孔版

上位：印制

トウショク 当職＋

ドウソ1 銅像
上位 ：彫刻

ドウソウカイ 同窓会
上位：学校

ドウリシワ 道祖神
よ位 ：民間信仰

トウグイ 灯台

トウタ・0・ 東大寺＋
上位 ：寺院

ドウト舛ョウ 道徳教育

トウニョウピョ 糖尿病

トウ7 豆腐
上位：食品

749.8 

210.5 

715 

374.6 

387.5 

557.5 

188.35 

375.35 

493.123 

619.6 

ドウ7・7 動物 480 

注記 ：個々の動物名も件名標目と
する

ドウ7'＂｝エン動物園 480.76 
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ドウ7'.，ね 動物保護＋

ドウヨウ

非僅：鳥獣保護

上位：自然保護

童謡
非優；わらべ唄

上位：児童文学

トウヨウイカ7 東洋医学
下位：漢方薬

480.9 

767.7 

490.9 

ドクショ 読書 019 

下位：読書感想画、読書感想文、
読書指導、読書調査

ドクショウント 読書運動 015.6 

下位：読書会

ドクシ叫イ 読書会 015.6 

上位：読書運動

ドPショカンソ 読書感想画＋ 019.25 

ドウロ 道路 685.1 上位 ：読書
非優：県p道、国道

下位；街道、高速道路、歩道、 ドクショカ〉ソ 読書感想文 019.25 

林道 上位 ：読書
注記：個々の道路名も件名標目と

する ドクショシド 読書指導 019.2 

トウロウ 灯箆
非優：石灯飽

上位：石造美術

629.61 

ドウロコウグ 道路工事＋ 514.09. 

ドウロコウツウ 道路交通 685 

下位 ：タクシ一、トラック事業、

パス事業

ドウロチズ x道路地図＋ 685.78 

優先：地図

ドウワ 童話 913.8 

上位 ：児童文学

ドウワキョウイ 同和教育 371.56 

上位：同和問題

ドウワモンダ 同和問題 361.86 

非優：部落問題
上位：社会問題、人権

下位：同和教育

ドキ 土器 210.2 

関連：埋蔵文化財

トクサi7'") 特産物＋ 602 

非催 ：土産物

上位 ：物産
注記：個々の特産物名も件名標目

とする

~1hhウイ x特殊教育 378 

優先：障害者教育

上位：読書

ドクショチョウ 読書調査
上位 ：読書

019.3 

トクヘ・ッカット 特別活動 （学校教育） 375.18 

下位：クラブ活動、生徒会、

ホームルーム

ト．クヤク 毒薬＋ 499.15 

トクヤマモウリシ 徳山毛利氏＋ 288.3 

ドコウマイ x土貢米＋ 345.21 

優先：年貢

卜ずン 登山 786.1 

トシ

トシクイカヲ

トショウツウ
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下位 ：山岳遭難

関連：山岳

都市 361河

上位：集落、地主主社会

下位 ：城下町、町並み
注記：個々の都市名も件名標目と

する

都市計画 518.8 

下位：公困、公共施設、商店街、

都市交通、緑地計画

関連：都市問題

都市交通 681.8 

上位：都市計画

関連：パス事業



トシモンダイ 都市問題＋ 318.7 トショカンショク 図書館職員＋ 013.] 

関連 ：都市計画

トショカンゾウ3 x図書館相互協力＋ 011.3 

トショ 図書 020 優先 ：図書館ネッ トワーク
下位：児童図書、写本、

ヤングアダル ト図書 トショカンネット 図書館ネットワーク＋ 011.3 

関連 ：出版、書誌学 非優 ：図書館相互協力

上位：図書館奉仕
ドシ.3ウ 土犠 613.S 関連 ：情報ネットワーク

上位 ：農業技術

トショカ＇；7’ン 図書館文化活動＋ 015.8 

ドシ’ョウオt土壌汚染 519.5 上位 ：図書館奉仕

上位；環境汚染、公害

関連 ：鉱毒 トショカンホウシ 図書館奉仕 015 

非優 ：図書館利用
ドシ’ ョウト． 土壌動物 481.76 下位 ：自動車文庫、図書館ネッ ト

非優 ：地中動物 ワーク、図書館文化活動、

レファレンスサービス

トショカン 図書館 010 

下位：学校図書館、視聴覚ライブ トショカンリヨウ x図書館利用＋ 015 

ラリー、児童図書館、 優先 ：図書館奉仕

情報センタ一、専門図書館、
大学図書館、点字図書館、 トショテンγモ 図書展示目録＋ 027.7 
図書館（公共）

関連：文書館 ド併すイシ2 土石採取業＋ 569.09 
注記：個々の図書館名も件名標目 非優 ：砕石

とする

図書館（公共）
トソウ 塗装 576.8 

トショカン 016.2 関連 ：左官
非優：公共図書館

上位：図書館
トチカイiJ3ウ 土地改良 614.2 

トショカンカ・ 9 x図書館学
上位：農業土木、農地

010 

優先 ：図轡館情報学
トチtイド 土地制度 611.2 

トショカ〉キョウ 図書館協会＋
下位 ：検地、小作、地主、荘園、

010.6 農他、農地改革

トショカンキ.3 図書館行政 011.l トチゲイチョウ 土地台帳 345.43 

関連：地価、農地価格
トショカンケイエ 図書館経営 013 

トチ7'';JI,イ 土地分類＋ 334.6 
トショカンケイカ 図書館計画 011.3 

トッキョ 特許 507.23 
トショカンわチ 図書館建築 012 上位 ：工業所有権

上位 ：公共建築

トJ＼＇ク 賭博 368.63 
トショカンJ~;Ji 図書館広報＋ 013.7 上位 ：犯罪

注記：個々の図書館広報名も件名

標目とする ドポクグキ 土木事業＋ 510.9 

非優 ：建設事業
トシ3カンシ・ 3 図書館情報学 010 関連 ：測量

非優：図書館学

上位：情報科学 トヨタシ 豊田氏＋ 288.3 
関連： ；書誌学

「、υ
ハ
O



トライ7J..ロン トライアスロン 782.6 卜．リ．ネ xドリーネ＋ 454.5 

優先：カルスト

ドライ7' ドライブ 786.6 

トンネル トンネル 514.9 

ト？？クシ．キ． トラック事業＋ 685.6 非優： i建道

上位：道路交通 下位：関門トンネル

注記：個々のトンネル名も件名標

トう／モンγク 虎ノ門事件＋ 210.69 目とする

ナ

ナイカカ．ク 内科学 493 ナツミカン 夏みかん＋ 625.32 

非優：県花

すねウtンソウ x内証戦争＋ 210.58 上位：柑橘類

優先：大田 ・絵堂の戦い
ナヘ.-;.: )~ なべづる＋ 488.5 

ナイショク 内職＋ 366.8 上位 ：つる

上位：生活問題
ナマ工 x名前 288.12 

ナイトウシ 内藤氏＋ 288.3 優先 ：人名

ナカハうhウヤ 中原中也賞＋ 910.7 ナラグダイ x奈良時代＋ 210.35 

上位： ；表彰、文学賞 優先：古代

ナキ．ナタ 薙刀 789.45 ナンヨウザイ 楠公祭＋ 176 

ナシ なし＋ 625.22 ナンハ’クルマ 南蛮車＋ 561.6 

上位： ：果樹
ナン，，・ンt 南蛮樋＋ 614.3 

ナタネ なたね 617.9 

上位： 工芸作物

ニク 肉＋ 648.2 ニシキJ＇イ 錦鯉＋ 664.693 

上位：食品、畜産物 上位 ：こい

ニクキ.:iウ x肉牛＋ 645.3 ニシキ／ミハタ 錦の御旗＋ 288.9 

優先：うし 上位：旗

ニクtイtン 肉製品＋ 648.2 ニチロセンソウ 日露戦争 210.67 

上位 ：食品、畜産物

ニッキ 日記 915 
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ニヮシンヨウワカ 日清講和会議＋ 210.65 ニホン7'ンが x日本文学＋ 910 

優先：文学

ニヲシンセンソウ 日清戦争 210.65 

ニホンミンγク 日本民族 469.91 

二，fュウセンリ 日中戦争 210.74 関連：日本人

ニホシ 仁保氏＋ 288.3 ニュウカ’クシケ 入学試験 376.8 

ニホシ.＂ン 仁保事件＋ 327.6 ニュウキ.lウ x乳牛＋ 645.3 

上位： 裁判 優先：うし

ニホンカ． 日本画 721 ニュウセイtン 乳製品 648.1 

上位：絵画 上位：食品、畜産物

下位：浮世絵、絵巻物、狩野派、
水墨画 ニワキ 庭木 629.75 

上位：樹木、造園

ニホンケンチク 日本建築 521 

下位；寺院建築、神社建築、茶室、 ニワトリ にわとり 646.1 

塔、武家屋敷 上位：家きん

ニホンプ x日本語＋ 810 ニンギョウ 人形 759 

優先：国語

ニンキ．ョウゲ 人形劇 777 

ニホンコクタイ日 x日本国体論＋ 155 上位 ：演劇
優先：日本思想

ニンキ’ョウシ’ 人形浄瑠璃 777.1 

ニホンシリウ 日本思想 121 非僅：；糸操り人形芝居
非優；日本国体論 上位：浄潟璃
下位：国学、儒学、吉田松陰

注記：個々の思想家 ・哲学者名も -I'll 妊娠 495.6 
件名標目とする 上位 ：産婦人科学

ニホンシ．ン 日本人 469.91 

非優：弥生人

関連：日本民族

ネ

ネコ ねこ 645.7 ネンキポウコウ 年季奉公＋ 366.8 

上位：家畜

ネンキ〉 年金 364.6 

ネ•Jtイtン x練製品＋ 667.5 非優：共済年金、厚生年金、
優先：水産物 国民年金

上位：社会保障

ネンカン 年鑑 059 

上位 ：逐次刊行物 ネング 年貢＋ 345.21 

関連：統計 非優：小物成、馳走米、土質米、

否起飯米
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ネングュウキ・ 年中行事 386 

下位：祝祭日、正月行事、祭り

関連：イベント、歳時記

ネンド 粘土 569.7 

jウYク 能楽 773 

下位：能面

／ウカケイザィ 農家経済 611.8 

上位：農業経営

jウギョウ 農業 610 

上位：農林水産業

／ウキ・ 3ウイイ 農業委員会 611.13 

上位：農業政策

／ウキ’ヨウカイ 農業改良事業＋ 611.15 

非優：農業普及事業

関連：農業技術

／ウギョウ村 農業機械＋ 614.85 

jウキ.3ウギ 農業技術 610.1 

下位：作物栽培、土媛、農業試験

関連 ：農業改良事業

／ウキ・ 3ウキシ 農業気象 613.1 

／ウキ．ョウキョ x農業教育＋ 375.6 

優先：産業教育

／ウギョウキ． x農業行政＋ 611.1 

優先：農業政策

／ウキ’訪ね 農業協同組合 611.6 

非優：農業組合

上位：農業団体

関連： ；産業組合

／ウキ.3ウキン 農業金融 611.5 

上位：金融

／ウキ・ョウヲミ x農業組合＋ 611.6 

優先 ：農業協同組合

ノ

ネンリョウ 燃料 575 

下位：ガス、草野炭、石炭、石油、

木俊

ネンリョウショウ x燃料廠＋ 575.6 

優先：石油化学工業

／ウキ・ 3ウヲイ 農業経営 611.7 

非優：転作

下位：農家経済

jウキ・3ウケイ 農業経済 611 

下位：農産物価；俗、農産物市場

／ウキ・ 3ウケン 農業研修＋ 610.7 

ノウキ・ョウサイ x農業祭＋ 610.69 

優先：産業祭

jウキ’ヨウサイ 農業災害 615.8 

上位：災筈

下位：干害、鳥獣答、

病虫害（作物）、冷害

関連：飢餓、風水害

jウキ・ 3ウシケ 農業詰験 610.7 

上位：農業技術

／ウキ・ 3ウシケ 農業試験場＋ 610.76 

ノウギョウシン x農業振興＋ 611.1 

優先 ：JI:!業政策

／ウギョウスイ 農業水利 614.3 

非優：潅減用水

上位：水利、農業土木

／ウキ・ 3ウtィ 農業政策 611.1 

非優 ：農業行政、農業娠興

上位：産業政策

下位：休耕回、農業委員会、

農地改革

／ウキ・ 3ウソウ 農業倉庫＋ 611.47 

／ウキ’ョウダ 農業団体 611.6 

下位：農業協同組合
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注記：個々の股業団体名も件名標 jウソンカイ1)3 x農村改良＋ 611.15 
目とする 優先：農村

／ウギヨウチリ 農業地理 612.9 ／ウソン3ウtイ x農村厚生＋ 611.15 

優先 ：農村

／ウキ・ 3ウトウ 農業統計 610.59 

上位 ：農林水産統計 jウチ 農地 611.2 
下位 ：青果物統計 非優：農用地、否

上位 ：土地制度
／ウキ.3ウド 農業土木 614.2 下位 ：土地改良

下位：開拓、土地改良、農業水利 関連：農地価格

／ウギョウ7キ x農業普及事業＋ 611.15 ／ウチカイカク 農地改革 611.23 

優先：農業改良事業 上位：土地制度、農業政策

jウキ.3ウロウ 農業労働 611.75 ／ウ子力的 農地価格＋ 611.28 

関連：土地台帳、農地

／ウコウぞレイ 農耕儀礼 384.31 

下位 ：雨乞、かかし ノウドウ 農道＋ 614.6 

／ウ抑制 x農作物 615 ／ウミン 農民 611.9 

優先：作物 関連：門男

／ウザンリン x農山村＋ 612 jウミンイッキ 農民一授 210.5 

優先：農村 非優：ー撲、百姓ー挟

jウサン7’ツ 農産物 611.4 ／ウメン 能面 773.4 

上位：物産 上位：能楽
下位．果実、穀物、疏菜

註記：個々の農産物名も件名標目 jウヤク 農薬 615.87 
とする 非僅：薬

jウサン7'＂）カ 農産物価格 611.43 ノウヤクコウカ’ x農薬公害＋ 519.79 
上位 ：農業経済、物｛孤 優先：薬害
下位：米側

／ウヨウ子 x農用地＋ 611.2 
／ウサン7''1シ農産物市場 611.4 優先：農地

上位：農業経済

関連： ’青果物市場、畜産物市場 ／ウ1）ンキ’ョウ x農林業＋ 610 

優先 ：農林水産業
jウサン7’"Jt 農産物製造＋ 619 

関連 ：工芸作物、食品工業 ／ウリンキ.3キ x農林漁業＋ 610 
注記：個々の製品名も件名標目と

優先：農林水産業
する

農村
jウリンスイサン 患林水産業＋ 610 

jウリ〉 611.9 非優：農林業、農林漁業
非優 ：鹿山村、農村改良、

下位：水産業、畜産業、農業、
農村厚生

林業
上位 ：集落、地域社会

関連 ：村落
／ウリン1イサン 農林水産統計＋ 610.59 

／ウリン工作イ 農村衛生
下位：水産統計、畜産統計、

611.99 農業統計、林業統計
上位 ：｛翁生

関連：産業統計
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jネXミ 野ねずみ＋ 615.86 ／リ のり 667.7 

上位：海藻

／ハナショウt のはなしょうぶ＋ 479.377 

上位：アヤメ科 ／ロシ x狼煙＋ 690 

優先 ：通信

jヤ・n・ク 野山獄＋ 326.52 

上位：牢舎

J、
ハ．イオテク／日 バイオテクノ口ジー＋579.9 ハキ．ヤキ 萩焼＋ 751 

上位：胸磁器

ハィヵ・ 俳画 721,7 

ハクサイ はくさい 626.51 

ハイキ7'"} 廃棄物＋ 518.52 上位：競菜

非優：ごみ

関連 ：産業廃楽物、清掃事業 ハ’クダン x爆弾＋ 559.28 

優先：爆発物

ハイキング ハイキング 786.4 

ハ’クチョウセン x幕長戦争＋ 210.58 

ハイク 俳句 911.3 優先：四境戦争

上位：詩歌
ハ・9ハ＇J7・7 爆発物 559.2 

｝＼イシ．ン 俳人 911.302 非優 ：爆弾

注記：個々の俳人名も件名標目と 下位：火薬

する
ハヲ7’ツがク 博物学 460 

ハ．イシン 陪臣＋ 210.5 下位：；本草学

ハ．イハ・イシz 売買春＋ 368.4 ハク7'ツカン 博物館 069 

下位 ：遊廓 非優 ：資料館、民俗資料館
下位：科学博物館、美術館、

ハ・ィヤクギョ 売薬業 499.095 文学館

ハイユウ 俳優 772.8 
ハ・門的・タ 幕末時代＋ 210.58 

上位：演劇、芸能人

注記 ：個々の俳優名も件名標目と ｝＼クうンカイ 博覧会 606.9 

する 上位：産業

関連 ：産業祭

ハカ 墓＋ 385.6 注記：個々の博覧会名も件名標目

関連：古噴 とする

ハキ．オウカン 萩往還＋ 685.21 Mンシャイン 派遣社員＋ 366.8 

上位：街道 上位：雇用

ハキ.Jうン 萩の乱＋ 210.624 ハシ x橋 515 

優先：橋梁

ハシュヴ 馬術 789.6 
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ハ.J.11，トホ． バスケットボール 783.1 J¥I)工刊工 はり絵 ・きり絵 726.9 

非優：ちぎり絵

ハ.Aγギョ パス事業 685.5 上位：絵画

上位 ：道路交通、陸運

関連 ：都市交通 ハ． レ工 バレエ 769.9 

上位：舞踊

ハ．．ソナ）』］ン パーソナルコンビュータ
548.295 ハ．レーが－）レ バレーボール 783.2 

上位 ：コンビュータ

ハンカ． 版画 730 

ハタ 旗＋ 288.9 下位：浮世絵、版画家、木版画

下位 ：錦の御旗

ハンがカ 版画家 732.8 

ハダカポウマ 裸坊祭り＋ 386 上位：版画

上位 ：祭り 注記：個々の版画家名も件名様目

とする

ハッケイ x八景＋ 290.2 

優先：名所 ハンがク x藩学＋ 372.105 

優先：滞校

ハツテン 発電 543 

下位：火力発電、原子力発電、 ｝＼ンコウ 藩校＋ 372.105 

水力発電 非優：藩学
下位：明倫館

ハ・．トタイマ． xパートタイマー＋ 366.8 関連 ：洋学所

優先：臨時職員
ハンサ．イ 犯罪 326 

ハ’ドミントン ／＇＼ドミントン 783.59 下位：賭博

関連：防犯

ハナ x花＋ 477 

優先：花井 ハンサツ 藩札＋ 337.21 

上位 ：貨幣

ハナイッハ・ィゥ 花いっぱい運動＋ 629.75 

関連：花飽 ハンシャロ 反射炉＋ 564.28 

関連 ：鉄鋼業

ハナピ 花火 575.98 

上位：火薬 ハ．ンショ x番所＋ 685.21 

優先：宿駅

／＼｝＼オヤヵ・升 母親学級＋ 379.9 

非優：母親クラブ ハントウ 半島＋ 290.951 

上位：地形学

ハハオヤクう7' x母親クラブ＋ 379.9 注記：個々の半島名も件名標目と

優先：母親学級 する

ハマグリコ.t x蛤御門の変＋ 210.58 ハンドポ－J》 ハンドボール 783.3 

優先：禁門の変
ハンハ．イ 販売 673.3 

ハマコ x浜子＋ 669 下位 ：クレジット販売、通信販売

優先：塩田
ハンレイシ2ウ 判例集 320.98 

ハヤシタダ口 林忠彦賞＋ 740.7 上位 ：法律

上位：写真、表彰
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ヒ

tキ7ゲシャモ 引揚者問題 369.36 tト'J..'クリ 人づくり＋ 379 
非優：残留者問題 関連 ：新生活運動

上位 ：社会問題

関連 ：復員 t7) x碑文 210.028 

優先 ：金石文
tキャク 飛脚＋ 384.37 

ttクショウイッ x百姓ー 撲 210.5 
ピコウ x備荒＋ 611.39 優先：農民一撲

優先：飢餓

tt，ヵγテン 百科事典 031 
tシショク7'•J 被子植物 479 

注記：個々の被子櫛物名も件名標 tt，カテン 百貨店 673.83 
目とする 非優：デパー ト

ピグュツ 美術 700 ピヨウ 美容 595 

非優：理容

ピシ・ 'J.'Jカン 美術館 706.9 下位 ：化粧品、美容院、理髪店

上位：博物館

注記：個々の美術館名も件名様回 ピヨウイ；， 美容院 673.96 
とする 上位：美容

ピシ• 'J.'Jf 3 美術教育 375.72 ピョウイン 病院 498.16 
下位：習字、図画工作教育

ピョゥγャク 病弱者教育＋ 378.4 
ピシ．ュツシ 美術史＋ 702 関連：養護教育

ピγ1ヲゲ 美術団体 706 tョウショウ 表彰 317.5 
注記：個々の美術団体名も件名綴 非優：栄典制度

目とする 下位：中原中也賞、林忠彦賞、

文学賞

ピシ・ 1.'Jテン 美術展覧 会 703.8 注記：各種の貨も件名標目とする

非優：陳列目録（美術）、

展観目録（美術） ピョウh~:b 病虫害（作物）＋ 615.86 
注記：特定の美術展は各作品形式 非優：植物防疫

名を件名標目とする 上位 ：農業災害

t＇γュツtン 美術品 709 ピヨウチュウカ 病虫害（森林） ＋ 654.86 
非優：遺宝、宝物 下位：まつくいむし
上位 ：文化財

下位：骨董品、美術品目録 ヒョウホン 標本 460.73 

ピシ・ 1.'Jt:t 美術品目録＋ 703.8 tョウロン 評論＋ 914 
上位：美術品

tうがナ x平仮名 811.5 
ピダン 美談 159.2 優先：仮名

上位：人生訓

tうメ ひらめ＋ 664.66 
ピーティ．エイ PTA 374.6 上位：；魚類

上位：学校経営

ビデオテーtX ビデオテープ＋
ビリヤード

014.77 
ビ リ ヤー ド＋ 794 

優先：映像資料
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tリ3ウ 肥料 613.4 ピワヵ・ク 琵琶楽＋ 768.3 

非優 ：化学肥料 上位：邦楽

フ

7 x否＋ 611.221 7クシシ’コウシ 福祉従事者＋ 369.17 

優先：農地 上位：社会福祉

下位： 介護福祉士、

7'イク 撫育＋ 342.l ホームヘルパ一、民生委員

非僅：越荷方

関連：財政 7クシャ 複写 745 

上位：印制

7ウシ1ウ x風習 380 

優先：風俗 7クソウ 服装 383.l 

関連：衣服

7ウスイがイ 風水害 451.98 

非優：洪水 7クハラシ 福原氏＋ 288.3 

上位：気象災答 上位：家老

関連 ：台風、高湖、治水、津波、

農業災害 7' ケシ’ 19~ x武家住宅＋ 521.853 

優先：武家屋敷

7ウソ’ク 風俗 380 

非優：習俗、生活誌、風習 7'ケヤシキ 武家屋敷 521.853 
関連：郷土研究、民俗学 非優：武家住宅

上位：日本建築

7工キ 賦役＋ 345.21 

7'ザ〉 分限＋ 361.8 
7ェンシンク． フェンシング 789.39 

7’ゲンチョウ 分限帳＋ 280.35 
7'ねシハンT x否起飯米＋ 345.21 

優先：年貢 7ゲンポサツ 普賢菩薩＋ 186.8 

上位：仏像

7ク xふく＋ 664.68 

優先：ふぐ 7］舛ヨウヘイ 富国強兵＋ 390.1 

7グ ふぐ 664.68 7 '/ 武士 210.5 
非優：県魚、ふく 注記：個々の武士名も件名標目と
上位：：魚類 する

7'グ 武具＋ 756.6 7シカテイ 父子家庭＋ 369.41 
下位： Ej:1J号、刀剣 上位：社会福祉

7クイン 復員＋ 393.6 7シ.9'1 藤田氏＋ 288.3 
上位：太平洋戦争

関連：号｜揚者問題 7'シ.1'? x武術 789 

優先 ：武道
7ヲシキカ・ 7キ 複式学級＋ 374.1 

上位：学級経営、小規模校 7シン x普請＋ 520.9 

優先：建築業
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7γ ン x婦人 367.1 7・．｝ゲ x仏陀 182.8 
優先：女性 優先：釈迦

7〆ンカ’？キ x婦人学級＋ 379.46 7' ＂）リカ．ク 物理学 420 
優先 ：女性教育

7' ＇＇）リがわ x物理学者＋ 420.28 
7ソウキョウ 扶桑教＋ 178.5 優先：科学者

上位 ：新興宗教

7' '.11)hウイ x物理教育＋ 375.424 
7'号 ぶた 645.5 優先：理科教育

上位：家畜

7'ドウ ぶどう ． 625.61 
7タツ 布達＋ 318.5 上位 ：果樹

関連 ：行政広報

7'ト．ウ 武道 789 
7'ヴカ 物価 337.8 非優 ：武術

上位：生活問題

下位：農産物価格、物価指数 7トウコウ x不登校＋ 371.42 
関連：生計費 優先：登校拒否

7’ツカ． 仏画 721.1 7ト．ウミョウオ 不動明王 186.8 
上位：仏教美術 上位 ：仏像

7'フカシスウ 物価指数 337.85 7ト卯ウドウ 不当労働行為 366.14 
上位：物価 上位：労働法

プッカセイサク 物価政策 337.83 7ドキ x風土記＋ 290 

優先：地理
7＇ッキョウ 仏教 180 

下位：経典、寺院、真宗、縛宗、 7' 3ウ 舞踊 769 
僧侶、仏教美術、法話 下位 ：ダンス、バレエ

注記 ；個々の仏教宗派名も件名標

自とする 7° うイハ．シ． プライパシー 316.1 

7'ヲキ3ウォン 仏教音楽 186.5 7'うクモンゲ x部落問題＋ 361.86 

優先：同和問題
7' ,hウピ 仏教美術 702.098 

上位：仏教 7）》サトサンホ。 xふるさと散歩＋ 290 
下位：仏画、仏像

優先：地理

7'ツグ 仏具 186.4 7／~サト1・クリ xふるさとづくり＋318.6 

優先 ：地唆振興
7' 'Iザン 物産 602 

下位：水産物、資産物、特産物、
7レ 触＋ 322.19 

農産物、林産物
関連：高札

7'ッγゥ 仏像 718 7日 風呂＋ 383.6 
上位：彫刻、仏教美術

下位：石風自
下位 ：阿弥陀仏、観世音菩薩、

普賢菩薩、不動明王、 7'ンカ．ク 文学 910 
文殊菩薩、薬師知来

非優：日本文学
関連：石仏
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7・ンYクカン 文学館
上位：博物館

910.6 

7・ンヵ・クショ 文学賞 910.7 

上位：表彰
下位：中原中也賞
注記 ：個々の文学賞も件名標目と

する

7'ンカ．クチリ 文学地理 910.2 

7'ン力．クt 文学碍 910.2 

非催 ：l歌碑、句碑、詩碑
上位：記念碑

7・ンげイ 文化財 709.1 

非優：重要文化財、民俗文化財
下位：国宝、美術品

関連：埋蔵文化財

注記 ：個々の文化財名も件名標目
とする

7・ンカγγ 文化事情＋ 302 

7・ンカセイサク 文化政策

関連：教育政策

7・ンカダンタ x文化団体＋

優先：団体

709 

063 

7ンポ x墳墓＋
優先：古境

210.2 

7'ンロクケイテ 文禄・慶長の役 210.49 

非優 ：壬底 ・丁酉の乱、朝鮮の役

ヘ
ヘイ 塀＋ 524.89 ヘキチキョウイク へき地教育 371.31 

非優：辺地教育

ヘイ7ンシ’ゲ x平安時代＋ 210.36 

優先：古代 へ．ヴト ペット 645.9 

へ’イカ 米価 611.33 ヘピ へぴ 487.94 

上位：農産物価格 下位：しろヘぴ

ヘイケモ／カ・9 平家物語 913.434 へ．ンカ． ペン画 725.6 

上位：歴史物語
へ．〉プシ 弁護士 327.14 

ヘイシ 平 氏＋ 288.3 

へ・ンずイテン 弁財天＋ 387 
ヘイtイシ．ゲ 平成時代＋ 210.77 上位 ：民間信仰

ヘイホウ 兵法 399 ヘンチキョウイP x辺地教育 371.31 

優先：へき地教育

ヘイヤ 平野 290.92 

非優：盆地 ヘンロ 遍路＋ 186.9 

上位 ：地形学 非優 ：巡礼
注記：個々の平野名も件名標目と

する

へイワウンドウ 平和運動 319.8 

下位：原水爆禁止運動
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ホ

ホ7ンリン 保安林＋ 653.9 約ソウ打ウイ x放送教育＋ 375.19 

優先：視聴覚教育

ホイク 保育 369.42 

上位：児童福祉、幼児教育 ホウソウシ．キ． 放送事業 699 
下位：学童保育、保育所 上位：情報産業

下位：テレビ放送、放送番組

ホイク工ン x保育園＋ 369.42 

優先：保育所 的ソウハ’ンク 放送番組 699.6 

上位：放送事業

ホイクショ 保育所 369.42 

非優：託児所、保育園 ホ・ウチョウキョ 防長教育会＋ 370.6 
上位：保育

関連：幼稚園 ホ．ウチョウサン 防長三白＋ 602 

非優：防長四自
ホ．・イスカウト ボーイスカウ卜＋ 379.33 関連：紙、米、塩、蝋

上位；青少年団体

ポウチョウtィ 防長精神＋ 155 

ポウエキ 防疫＋ 498.6 関連 ：県民性

ポウ工キ 貿易 678 ポウチョウYイ x防長米＋ 616.2 
非優：輸出、輸入 優先：米

関連：密貿易

ポウチョウヨン x防長四白＋ 602 

ポウヱキショウ 貿易商社 678.06 優先：防長三白

ホ・ウ工キトウケ 貿易統計＋ 678.9 本ウト・ウキカン 報道機関＋ 070.67 

関連 ：情報産業

ボウ工牝ン 貿易品 678.5 

非優：国際商品 ホウトタカイ 報徳会＋ 157.2 

注記：個々の貿易品名も件名標目 非優：報徳、教
とする

ホウトクキョウ x報徳教＋ 157.2 
ホウカ.ク 邦楽 768 優先 ：報徳、会

下位ソj、唄、浄瑠潟、琵琶楽、

邦祭器、謡曲 ポウハン 防犯＋ 317.78 

上位：響察
ホウがッキ 邦楽器＋ 768.1 関連：犯罪

上位：楽器、邦楽
下位：太鼓 的7テンマンク 防府天満宮＋ 175.9 

上位：神社
ホウゲン 方言＋ 818 

ホウモツ x宝物＋ 709 
ポウザイカカ． 防災科学 519.9 優先：美術品

上位：災害予防

ホウリツ 法律 320 
ホウセイシ 法制史 322 下位：判例集、法令集

関連：条例

ホウリウ 包装 675.18 

ポウリョクダ 暴力団 368.51 

ホウソウ x癌癒＋ 493.87 

優先：天然痘 ホ．ウリョ夕刊 暴力追放＋ 368.5 
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ホウレイシ1ウ 法令集 320.9 ホト．ウ 歩道 685.1 

上位：法律 非優 ：遊歩道

上位：道路

約レキカイカク 宝暦改革＋ 210.55 

ポ．ドt－リ ボードセーリン夕、＋ 785.3 

ホウワ 法話 184 

上位：仏教 ポ．トレ－J. ボ ート レース 785.5 

ホ．クシンク． ボクシング 788.3 ホニュウ）》イ 晴乳類 489 

下位：いのしし、きつね、くま、

ホ．クソウ x牧草＋ 643.4 こうもり、さる、しか、

優先：家蕗飼料 たぬき
注記 ：個々の哨乳類名も件名標目

ホケ’イ 捕鯨＋ 664.9 とする

上位 ：くじら
ホ．ムヘルハ．． ホ ームヘルパー 369.17 

約ンキョウイク x保健教育＋ 375.49 上位 ：福祉従事者

優先；保健体育科教育
ホームルーム ホームルーム 375.18 

ホケンシ.3 保健所 498.16 上位：特別活動（学校教育）

的ンタイイクカ 保健体育科教育＋ 375.49 ポ竹内7カ ボランティア活動 369.7

非優：保健教育 上位： 社会福祉

ホケン7 保健婦 498.14 ポ．リング ボーリング（スポーツ） 783.9 

上位：看護学
ホルン7工／レJ. ホルンフェルス＋ 458.8 

ホシ 星 443 関連：地層

上位：天文学
ホ．ンオドリ x盆踊り 386.8 

ポシ工イセイ 母子衛生＋ 498.7 優先：郷土芸能

ポシカテイ x母子家庭＋ 369.4) ポンザイ 盆栽 627.8 

優先：母子保護
ホンシ．ン x本陣＋ 685.21 

ポシホ3’ 母子保護 369.41 優先：宿駅

非優：母子家庭

上位．社会福祉 ホンソ・ゥヵ・ク 本草学 499.9 

上位 ：博物学、薬学

ホ・シンセンソウ 戊辰戦争＋ 210.61 関連 ：漢方薬

ホタl ほたる 486.6 
持：、J寺 x盆地＋ 290.92 

上位：昆虫 優先：平野

下位 ：源氏蛍

ホッカイドウイ 北海道移住＋ 334.5 

関連 ：移民

ホッ，，＿ ホッケー 783.88 

ホテ）~ xホテル 689.8 

優先 ：旅館
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マ

マイクロシIJ刊 マイク口資料＋ 014.76 ？？リ 祭り 386 

上位：神社、年中行事

Tイγり7・ン 埋蔵文化財＋ 210.2 下位：神楽、祇園祭り、先常祭、

非優：出土品 裸坊祭り

関連：石器、土器、文化財 関連：郷土芸能

注記：個々の祭名も件名標目とす

1-1テインク． マーケテイング 675 る

上位：疏通

下位：消費者 マヤク 麻薬 499.15 

上位 ：医薬品

マシ．ナイ まじない＋ 163.8 
マユ xまゆ＋ 638 

可1 ます＋ 664.61 優先：養蚕業

上位 ：魚類
？？ソンキョウキ マラソン競技 782.3 

-o..rシ 益田氏＋ 288.3 上位：陸上競技

上位 ：家老
マルチメディ7 マルチメディア＋ 007.1 

？チナミ 町並み＋ 290.17 関連：データ通信、電子図書

上位 ：都市
Tンカ． 漫画 726.1 

1ft x町屋＋ 521.86 

優先 ：民家 マンシ・tイ約 万治制法＋ 322.19 

非優：郡中制法

マツ まつ 653.6 

下位：あかまっ マンtウカイタク 満蒙開拓団＋ 334.5 

関連：移民

マックイムシ まつくいむし＋ 654.86 

上位 ：病虫害（森林） マンヨウシュウ 万葉集 911.12 

上位 ：和歌

マッサ．γ マッサージ 492.7 

Tツタケ まったけ 657.82 

上位 ：きのこ

．－．‘‘h ・・

ミウラシ 三浦氏＋ 288.3 ミシマウシ 見島牛＋ 645.3 

上位：うし

ミカン みかん 625.32 

上位：柑橘類 ミ'J..' * 452.9 

非優：名水、陸水学

ミギタモウリシ 右田毛利氏＋ 288.3 下位：水質、地下水

上位： 一門
ミソ 味噌 588.6 

上位 ：醸造

円む
勾
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ミチIIキ 道の駅＋ 685.1 ミンカンリョウホ 民間療法 492.79 

上位 ：家庭医学

：ッハ．チ みつばち 646.9 

上位：昆虫 ：ング 民具 383.93 

ミツホ．ウIキ 密貿易＋ 678.13 ミンケ．イ 民芸 750 

関連：貿易 上位：工芸

ミツマタ みつまた＋ 618.7 ミンシュク 民宿 689.8 

関連：紙 上位 ：旅館

ミ7ン 身分＋ 361.8 ミンセイイイン 民生委員 369.17 

上位 ：福祉従事者

ミヤケ’モ／ x土産物＋ 689.59 

優先：特産物 ミンソ.~JI ＇ ク 民俗学 380.1 

下位：伝説、民間信仰、民謡、

ミヤサ． 宮座 384.1 民話

上位；神社 関連：風俗

ミョウケンシン3 妙見信仰＋ 163.l ミンソ’クシ1）ョ x民俗資料館＋ 069 

上位：自然祭拝 優先：博物館

ミンカ 民家 521 .86 ミンソ.~7' ン x民俗文化財＋ 380 

非優：町家 優先：文化財

上位：住宅建築
ミンヨウ 民謡 767.5 

ミンカンシンヨウ 民間信仰 387 非俊：祝唄、音頭、くどき（口説）

上位：民俗学 上位：歌、民俗学

下位：稲荷信仰、恵比寿信仰、
絵馬、庚申信仰、地蔵信仰、 ミンワ 民話 388 

道祖神、弁財天 非優：昔話

関連：自然崇拝、神事、 上位：民俗学
関連：伝説

ム

ムエンタ〉 x無煙炭＋ 567 ムラオヨシ x村おこし＋ 318.6 

優先：石炭 優先 ：地滅振興

ムカクキ．ュウ x無角牛＋ 645.3 ムラカミイf'}' 村上一族＋ 288.3 

優先：うし 関連：；水寧

ムカシハ．ナシ x昔話 388 

優先 ：民話

ムキ． むぎ 616.3 

上位：穀物
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メ

メイシ．イシン 明治維新 210.6 1イ7＇ン x銘文＋ 210.028 

優先： ：金石文

メイ：／ γタ． 明治時代＋ 210.6 

1イ；Ji' 名簿 280.35 

メイショ 名所＋ 290.2 非優：職員録

非優：八景 上位：人名

注記：個々の名所名も件名標目と

する メイリンカン 明倫館 372.105 

上位：藩校

メイシン 迷信 387.9 

非優：俗倍、思きもの メン）~イ 麺類 619.39 

iイスイ x名水＋ 452.9 

優先：水

モ

モウソウ 盲僧＋ 384.38 モッヨウ 木工 583 

上位 ：緒戦（民俗） 上位：工芸

下位：家具

モウド F守男＋ 611.9 

関連：農民 モモ もも 625.51 

上位 ：果樹

切りシ 毛利氏＋ 288.3 

上位：毛利時代（中世） モン 門 524.89 

壬ウリシγィ 毛利時代（中世） + 210.47 モンシ・ユポサ 文殊菩薩＋ 186.8 

非優：国人衆 上位：仏像

上位：中世

下位 ：毛利氏 モンショウ 紋章 288.6 

上位：伝記

モクサ．イ 木材 657 関連：シンボルマーク

上位 ：林産物

下位：筏流、製材 モンシ．ョカン 文書館 018.09 

下位：公文書

モクタン 木炭 658.2 関連：図書館

上位：燃料

モンゲイシ’ 問題児 378 

モクチョウ 木彫 713 非催 ：異常児教育

非優 ：木彫り 上位：児童、障害者教育

上位 ：彫刻

モクハ〉が 木版画 733 

上位：版爾
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ヤ

ヤカ．イカッド 野外活動 786 ヤJ＇ウ 家号＋ 384.4 

非優 ：キャンピング

上位 ：レクリエーション ヤサイ x野菜 626 

優先 ：競菜

ャヵィγケ〉 八海事件＋ 327.6 

上位：裁判 ヤソウ 野草 470 

ヤキモ／ x焼物 751 ヤマ x山 290.913 
優先：陶磁器 優先：山岳

ヤキュウ 野球 783.7 ヤマカシ． 山火事＋ 654.4 

上位：火災

ヤキン 冶金 563 

関連 ：金属加工 ヤマグ付ンキ 山口県教育会＋ 370.6 

ヤクカ．イ 薬害 519.79 ？？ゲTケンシ 山口県人会＋ 065 
非優：農薬公答 上位：団体
上位：薬学

？？グチホヘイ 山口歩兵第2連隊＋396.21 
ヤクカ’ク 薬学 499 上位：陸軍

下位：製薬業、本草学、薬害、

薬用植物 ヤ・H:t・ダイ x大和時代＋ 210.32 
関連：漢方薬 優先：古代

ヤヲサ．イシ 薬剤師 499.079 ヤマヤキ 山焼き＋ 643.5 

ヤクシニョうイ 薬師如来＋ 186.8 ヤヨイγン x弥生人＋ 469.91 
上位：仏像 優先：日本人

竹ヨウシ3lj7 薬用植物 499.87 ヤング 7ゲ｝》 ヤングアダルト図書＋019.5 
上位：薬学 上位：図書
関連：漢方薬

ユ

J.7サシ 湯浅氏＋ 288.3 1ウギシ・ 3ウ 遊技場＋ 673.94 

1ウ工ンチ 遊園地 689.5 ユウゲイ x遊芸＋ 790 

上位：レジャー産業 優先：娯楽

ユウカク 遊廓 384.9 ユウシ.3 x遊女 384.9 

非優：遊女 優先：遊廓

上位： 売買春

関連：性風俗 1ウピ〉 郵便 693 

上位：通信

ユウキ’ 遊戯 798 下位 ：郵便切手、郵便局

上位：幼児教育

関連：遊び
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ユウピンキ？？ 郵便切手 693.8 ユシュツ x輸出 678 

上位：郵便 優先：貿易

2ウピ〉キョク 郵便局 693.3 ユス ゆず＋ 625.37 

上位：郵便 上位：柑橘類

2ウピ〉チョキ 郵便貯金 338.72 ユニ2ウ x輸入 678 

優先；貿易

1ウホドウ x遊歩道＋ 685.1 

優先：歩道 ユネ:n ユネスコ 329.34 

関連：国際交流、国際理解教育

ユキ ~ヨ;; 451.66 

上位：気象 ユリシ 由利氏＋ 288.3 

ユシ 油脂 576 

下位：蝋

ヨ

ヨウがク 洋学 402.105 ヨウシ・キョウイ 幼児教育 376.1 

非優： i諸学 下位 ：保育、遊戯、幼稚園

関連：家庭教育

ヨウがクショ 洋学所＋ 372.105 

関連：務校 ヨウショク x養殖 666 

優先：水産地殖

ヨウカン x洋館＋ 521.9 

優先：西洋建築 ヨウス． x揚子＋ 384.55 

優先 ：たこ（凧）揚げ

ヨウキ.3ウ 窯業 573 

関連：陶磁器 ヨウチ工〉 幼稚園 376.) 

上位：幼児教育

ヨウキョク 謡曲 768.4 関連：保育所

上位：邦楽

ヨウメイがクハ 陽明学派＋ 121.55 

ヨウコ• t3ウイ 養護教育 378.4 上位：儒学

上位： ｜啄答者教育

下位：肢体不自由者教育、 ヨカ 余暇 365.7 

知的障害児教育 下位：旅行、レクリエーション

関連：病弱者教育

ヨサン 予算 344 

ヨウJ＇シセツ 養護施設＋ 369.49 上位 ：財政

上位 ：社会福祉

ヨシキモウリシ 吉敷毛利氏＋ 288.3 

ヨウサイ 洋裁 593.3 上位：一門

上位：裁縫

ヨシダシ 吉田氏＋ 288.3 

ヨウサンキ’ョウ 養蚕業＋ 630 

非優：まゆ ヨシダショウイ 吉田松陰＋ 121.59 
関連：蚕糸業 上位 ：日本思想
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ヨシミシ 吉見氏＋ 288.3 

ヨット ヨット 785.7 

うイオン1・クぅ ライオンズクラブ＋ 065 

上位：団体

うクjウ 酪農 641.7 

関連 ：畜産業

うクt’． ラグビー 783.48 

うシショタ7'1 裸子植物 478 

リカキョウイク

リクウン

リタウンカモツ

リクグン

注記：個々の裸子植物名も件名標

自とする

理科教育＋ 375.42 
非優：化学教育、生物教育、

地学教育、物理教育

陸運 685 

上位：運験
下位：鉄道、パス事業

x陸運貨物＋ 685.6 

優先：貨物

陸軍 396.21 

上位 ：軍隊

下位 ：山口歩兵第42連隊

リクグョウキョ 陸上競技 782 

下位：駅伝競走、マラソン競技

リヲスイがク x陸水学＋ 452.9 

優先 ：水

リ3ン 離婚 367.4 

関連：結婚

ヨハ．イ x夜ばい＋ 385.4 

優先 ：婚姻儀礼

ヨリゲミ 寄組＋ 210.5 

フ

うッカン 落款 728.7 

上位 ：印章

7/ らん 627.5 

上位：花升

うンカ．ク x蘭学＋ 402.105 

優先：洋学

リ

リサイクリング リサイクリング＋ 518.523 

非優：資源再利用
上位：環境問題

リリ・．ト xリゾート（行楽地） + 689 
優先 ：観光事業

リトウ x離島 290.957 

優先 ：烏

リトウモンゲイ x離島問題＋ 318.6 

優先：過疎開題

リハ？？ン 理髪店＋ 673.96 

上位 ：美容

IJハピリテーシ リハビリテーショ ン 494.78

リュウカ’ク 留学 377.6 

関連：国際交流

1h~;I( ,tイ 留学生＋ 377.6 
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リzウ3ウカ 流行歌 767.8 リョヨウ71ナイ x旅行案内＋ 290.9 

上位：歌 優先：観光案内

関連：演歌

リンカイがり 臨海学校＋ 374.8 

リ1ウ夕刊ウカ 流体工学＋ 534 上位：校外教育

リュウツウ 流通 675.4 リンカンJi'')] 林間学校＋ 374.8 

下位：マーケティング 上位 ：校外教育

1）ュウ.，.，rイ x流通税＋ 345.6 リン干ョウ 林業 650 

優先：租税 上位：農林水産業

下位：森林土木、造林、治山事業、

'hウツウセンタ 流通センター＋ 675.4 林業統計、林産物

関連：森林

1）ヨウ x理容＋ 595 

優先：美容 リンキ.3ウシケ 林業試験場＋ 650.76 

iJ3ウカイ 領海 329.23 リンキ・ 3ウトウ 林業統計 650.59 

上位：農林水産統計、林業

1)3りが工 両替＋ 338.6 
リンJ' りんご 625.21 

1)3ウ1) 料理 596 
上位：果樹

下位：郷土料理、献立
リンサン7’ツ 林産物 657 

1）ョカン 旅館 689.8 上位：物産、林業

非優：ホテル
下位 ：きのこ、山菜、たけ、木材

上位 ：観光事業
注記 ：個々の林産物名も件名標目

下位 ：民宿 とする

リョクカウンド 緑化運動＋ 629 
リンγ河川 臨時職員＋ 366.8 

関連 ：緑地計画 非使：パートタイマー
上位 ：雇用

1)3クチヴイ的 緑地計画 518.85 
リント．ウ 林道＋

上位：都市計画
656.2 

関連：緑化運動 上位：道路

リョヨウ 旅行 689 

上位：余暇

下位：修学旅行
関連：観光案内

Jレ

，レスイヤク 留守居役＋ 210.5 
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レ

レイがイ 冷害 615.884 レキシモ／カ7 歴史物語 913.39 

上位 ：農業災害 非優：軍記物語

下位：平家物語

bイギサホウ 礼儀作法 385.9 関連：歴史

非優：エチケット 注記：個々の歴史物語も件名標目
とする

レイキシュウ x例規集＋ 318.1 

優先：条例 レクリI－ション レクリ工ーション 790 

上位：余暇

レキシ 歴史 210 下位：娯楽、野外活動

関連：郷土研究、歴史物語 関連：体育施設

レキシカ 歴史家 201.28 
レシ．ャ．サンキ レジャー産業 689 

注記：個々の歴史家名も件名標目 上位：サービス業

とする 下位：遊園地

レキシキョウイク x歴史教育＋ 375.32 レストうン xレストラン 673.97 

優先 ：社会科教育 優先：飲食店

レキシソウショ x歴史叢書＋ 210.088 レスリング レスリング 788.2 

優先 ：史料
レ77レンスサー レファレンスサービス＋ 015.2 

レキシチス． 歴史地図 210.038 上位：図書館奉仕

レキシチリ x歴史地理＋ 290.18 
レンカ’ 連歌 911.2 

優先：地理 上位；和歌

レキシネンピョ 歴史年表＋ 210.032 レンコン れんこん＋ 626.48 

上位：競菜

口

ロウ 蝋 658.6 ロウグン 老人 367.7 

上位：油脂 非優：中高年齢者問題
関連：防長三白 下位：老人教育、老人クラブ

日ウ7シャ7クシ xろうあ者福祉＋ 369.276 ロウγンイカ’ 老人医学 493.185 

優先：聴覚障害者福祉 関連：成人病

ロウキ．ン 朗吟 768.9 ロゥγンカイコ 老人介護＋ 369.26 

非優：詩吟 上位：老人福祉

ロウシャ 牢舎＋ 326.52 ロゥγンがッ x老人学級＋ 379.47 

下位：岩倉獄、野山獄 催先：老人教育

関連：刑務所
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ロゥγンキョゥ 老人教育＋ 379.47 ロウドウシ.3 労働条件 366.3 

非優：老人学級、老人大学 上位 ：労務管理

上位 ：老人 下位；帰休制度、週休二日制、

労働時間

ロウシ．ンク77 老人クラブ＋ 379.47 

上位：老人 Bウドウリウキ 労働争議 366.66 

上位 ：労働組合

ロゥγンダイ x老人大学＋ 379.47 

優先：老人教育 ロウドウホウ 労働法 366.14 

下位：不当労働行為

ロウシ・ン7クシ 老人福祉 369.26 

非優：高齢化社会問題 ロウドウモンタ 労働問題 366 

上位：社会福祉 下位：鉱山労働、雇用、少年労働、

下位：老人介護、老人縞祉施設 女性労働、中高年労働、

賃金、労働運動、労働組合

ロウグン7クシ 老人福祉施設＋ 369.263 

上位 ：老人福祉 ロウムカンリ 労務管理 336.4 

下位：労働条件

日ウドウ 労働 366 

ロクオンシリョウ 録音資料 014.77 

ロウドウイイン 労働委員会 366.67 上位：視覚障害者教育、

上位：労働行政 視聴覚資料

ロウドウウント 労働運動 366.6 日夕が 録画 547.88 

上位：労働問題 関連：映像資料

ロウドウ工作 労働衛生 366.99 ロシ’ョウカンサ x路上観察＋ 290.9 

上位：衛生 優先：紀行

下位：健康管理、職業病
a.タリーク77 ロータ リークラブ＋ 065 

ロウドウカ 労働歌 767.6 上位：団体

ロウドウキ・ 3 労働行政 366.12 日7クオンがク ロック音楽 764.7 

下位：労働委員会
ロテ〉 露店 673.79 

ロウドウクミ7 労働組合 366.6 上位：小売商

上位：労働問題 関連：朝市、行商

下位 ：労働争議
ロメンテ.1:1-¥' 路面電車 686.9 

ロウドウサイカ 労働災害 366.99 上位：電車

上位：災害

下位：鉱山災害 日ン7・ンシュウ 論文集 041 

ロウドウグカ 労働時間 366.32 

上位：労働条件

ロウト．ウシγ x労働市場＋ 366.2 

優先：雇用

ロウト．ウシャ 労働者 366 

日ウドウシャ7 労働者福祉＋ 366.36 
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ワ

ワカ 和歌 911.1 

非優：短歌

上位：詩歌
下位 ：歌人、万葉集、連歌

ワカメ わかめ 667.7 

上位 ：海務

ワカンシ・ョモク 和漢書目録＋ 026.9 

注記： 主として明治以前の著述目

録にこの件名標目を与える

ワコウ 倭冠 210.4 

ワサビ わさび＋ 657.86 

よ位；山菜

ワサン 和算 419.1 

上位：数学

ワシ 和紙＋ 585.6 

上位：紙

ワシ1シ 鷲頭氏＋ 288.3 

ワタ わた＋ 618.1 

関連：繊維工業

ワタリドリ 渡り鳥 488.1 

上位：鳥類

ワニグチ x鰐口＋ 756.4 

優先：鐘

ワラヘ．ウタ xわらべ唄 388.9 

優先 ：童謡

-87-



難訓件名標目索引

画数 件名標目（分類） ヨ ‘、ー、

3 下戻林野（651.13) カレイリンヤ

万治制法（322.19) マンジセイホウ

口屋（685.21) クチヤ

土質米（345.21) ドコウマイ

小物成（345.21) コモノナリ

小貫（342.1) コツナギ

4 分限（361.8) プゲン

分限帳（280.35) ブゲンチョウ

壬辰 ・丁酉の乱（210.49) ジンシンテイユウノラン

5 兄部氏（288.3) コウベシ

石塔婆（185.5) セキトウバ

6 吉川氏（288.3) キッカワシ

合壁山（651.16) ガッペキヤマ

7 否 （611.221) フ

否起飯米（345.21) ブオコシハンマイ

宍戸氏（288.3 シシドシ

8 国司氏（288.3) クニシシ

国街（210.3) コクガ

門男（611.9) モウド

9 南蛮車（561.6) ナンパグルマ

南蛮樋（614.3) ナンパンヒ

厚氏（288.3) アツシ

厚東氏（288.3) コトウシ

神道天行居（178.9) シントウテンコウキョ

1 0 狼煙（690) ノロシ

畔頭（210.s) クロガシラ

1 1 勘場（210.5) カンパ

寄組（210.s) ヨリグミ

御立山（651.14) オタテヤマ

陶氏（288.3) スエシ

釈菜（124.12) セキサイ

問田氏（288.3) トイダシ

1 2 備荒（611.39) ビコウ

検見（611.221) ケミ

越荷方（342.1) コシニカタ

1 3 触（322.19) フレ

郷校（372.105) ゴウコウ

1 5 撫育（342.I) ブイク

賦役（345.21) フエキ

2 3 鷲頭氏（288.3) ワシズシ
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分類記号順標目表



分類記号順標目表凡例

1 音｝｜｜買標目表で採録した件名標目および非優先標自に、 ND C新訂9版に準拠した分

類記号をあたえ、分類記号順に排列した。

2 複数の分類記号があたえられる（複数観点のある）名辞は、郷土資料が「科学（理

論）J的なものより 「技術（応用）J的なものが多いことから、「応用」を表す分類番

号を一つだけ付与した。

こめ 616. 2 (x 4 79. 34) うし 653. 6 (x 489. 85) 

3 地形標目（山岳、河川！など）には、地理案内を意味する「290.9キJをあたえたとこ

ろがある。

4 同一分類記号のものは、「件名標目J「非優先標目j の2群に分け、原則としてそれ

ぞれ名辞の五十音順に排列した。

歴史部門（210.2～210. 77）においては時代順を加味した。



007 情報科学 読書会

007.1 マルチメディア＋ 015.8 図書館文化活動＋

007.3 情報政策＋ 016.2 図書館（公共）

xテレトピア計画＋ x公共図書館

007.35 情報産業 016.28 児童図書館

007.58 情報検索 016.29 地域文庫＋

007.6 情報処理 x家庭文庫＋

データベース 016.58 点字図書館

xコンビュータ教育（一般） 016.7 視聴覚ライブラリー

007.63 Yフトウェア＋ 017 学校図書館

007.7 情報ネットワーク＋ 017.2 学級文庫

010 情報センター 017.6 x高等専門学校図書館＋

図書館 x短期大学図書館＋

図書館情報学 017.7 大学図書館

x図書館学 018 専門図書館

010.6 図書館協会÷ 018.09 文書館

011.1 図書館行政 019 読書

011.3 図書館計画 019.2 読書指導

図書館ネッ トワーク＋ 019.25 読書感想、画＋

x図書館相互協力＋ 読書感想文

012 図書館建築 019.3 読書調査

013 図書館経営 019.5 児童図書

013.1 図書館職員十 ヤングアダ〉レト図書＋

013.7 図書館広報＋ 020 書誌学

014 資料収集＋ 図書

資料整理法 022.2 写本

014.6 資料保存 022.3 古刊本

014.76 マイクロ資料＋ 022.31 大内版＋

014.77 映像資料＋ 023 郷土出版＋

視聴覚資料 出版

電子図書＋ 024 書店＋

録音資料 024.9 蔵書印

xビデオテープ＋ 025 書誌

015 図書館奉仕 025.8 郷土資料目録＋

x図書館利用＋ x郷土出版物目録＋

015.2 レフアレンスサービス＋ x郷土資料解題＋

015.5 自動車文庫 026 貴重書目録＋

x巡回文庫＋ x善本目録＋

015.6 読書運動 026.9 和漢書目録＋
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027.2 行政資料目録＋ 儒学

027.32 郷土人著述目録＋ 121.54 朱子学派＋

027.5 逐次刊行物目録＋ 121.55 陽明学派＋

x雑誌目録＋ 121.56 古学派

027.7 図書展示目録＋ 121.59 吉田松陰＋

027.9 視聴覚資料目録＋ 124.12 釈莱＋

027.93 点字図書目録＋ 148 占い＋

027.99 電子図書目録＋ 152 x家庭倫理＋

028 参考図書目録＋ 155 防長精神＋

選定図書目録＋ x日本国体論＋

029 総合目録＋ 157.2 報徳会＋

蔵書目録＋ x報徳教＋

029.7 旧藩文庫＋ 157.9 心学

029.9 個人文庫＋ 159 人生訓

x大内本＋ x教司11

031 百科事典 x司II話

041 論文集 x処世法

049 雑著＋ 159.2 美談

050 雑誌 159.3 家訓＋

逐次刊行物 159.8 格言＋

059 年鑑 160 宗教

060 団体 160.6 宗教団体

061 研究調査機関 163.1 石鎚信仰＋

063 x文化団体＋ 山岳信仰

065 国際ソロプチミスト＋ 自然崇拝＋

山口県人会＋ 妙見信仰＋

ライオンズクラブ＋ 163.4 性器崇拝

ロータリークラブ、＋ 163.8 まじなし同

069 博物館 164 神話

x資料館 165.5 社寺＋

x民俗資料館＋ x寺社＋

070 新聞 169 新興宗教

ジャーナリズム 169.1 自然の泉＋

070.67 新聞社 170 神道

報道機関＋ 173 宣命

081 叢書 175 神社

121 日本思想 175.2 x式内社＋

121.52 国学 175.5 狛犬

121.53 漢学＋ 忠魂碑＋
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175.7 神職 188.35 東大寺＋

175.8 伊勢神宮＋ 188.52 弘法大師＋

175.9 赤間神宮＋ 188.59 修験道

招魂社＋ 188.7 真宗

紡府天満宮＋ 188.8 禅宗

x護国神社＋ 185.85 功山寺＋

176 楠公祭＋ 188.85 大寧寺＋

176.6 祭具＋ 190 キリスト教

176.7 神楽 195 教会＋

176.8 おみくじ＋ 198.22 ザビ、エノレ＋

178.5 扶桑教＋ キリシタン

178.9 厳島信仰＋ x殉教＋

熊野信仰＋ 201.28 歴史家

神道天行居＋ 210 歴史

天照皇大神宮教＋ 210.025 考古学

180 仏教 210.028 金石文÷

182.8 釈迦 x石碑

x釈尊 x碑文

x仏陀 x銘文＋

183 経典 210.029 花押

184 法話 古文書学

185.5 供養塔＋ 210.032 歴史年表＋

x板碑＋ 210.038 歴史地図

x石塔婆＋ 210.07 郷土研究

185.7 尼 210.088 史料＋

僧侶 x古文書＋

185.9 寺院 x歴史叢書＋

186.4 仏具 210.2 原始時代＋

186.5 仏教音楽 遺跡

186.8 阿弥陀仏 貝塚

観世音菩薩＋ 鏡

観音信仰 経塚

普賢菩薩＋ 古銭

不動明王 古墳

文殊菩薩＋ 石器

薬師如来＋ 土器

186.9 遍路＋ 埋蔵文化財＋

x巡礼＋ x古鏡

188.32 重源＋ x出土品＋
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210.2 x石棺＋ 陪臣＋

x墳墓＋ 武士

210.3 古代＋ 寄組＋

国府＋ 留守居役＋

荘園 x一挟

条里制 x永代家老＋

x国街＋ x給領＋

210.32 x大和時代＋ x朝鮮信使＋

210.35 x奈良時代＋ x百姓ー挟

210.36 x平安時代＋ 210.55 宝暦改革＋

210.38 源平時代＋ 210.58 幕末時代＋

210.4 中世＋ 大田 ・j絵堂の戦い＋

守護制＋ 奇兵隊 ・諸隊＋

｛委冠 禁門の変＋

210.46 大内時代＋ 薩長同盟＋

大内文化＋ 四境戦争＋

210.47 毛利時代（中世）＋ 七卿落＋

厳島合戦＋ 下関戦争＋

水軍＋ 尊皇棲夷＋

x国人衆＋ 天保の改革

210.49 文禄・慶長の役 x大島口の戦い＋

x壬辰 ・丁酉の乱÷ x芸州口の戦t,¥+

x朝鮮の役＋ x小倉口の戦い＋

210.5 江戸時代＋ x嬢夷＋

一門＋ x懐夷戦争＋

家老＋ x石州口の戦い＋

勘場＋ x長州征伐＋

畔頭＋ x内証戦争＋

石高 x幕長戦争＋

五人組 x蛤御門の変＋

宰判＋ 210.6 近代＋

庄屋＋ 明治時代＋

代官＋ 明治維新

大名 210.61 脱隊騒動＋

大名行列＋ 秩録処分＋

知行＋ 戊辰戦争＋

朝鮮通信使＋ 210.62 地租改正＋

当職＋ x地券＋

農民一挟 210.624 萩の乱＋
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210.625 士族授産＋ ？青末毛利氏＋

210.627 西南戦争＋ 国司氏＋

210.63 自由民権運動 郡司氏＋

210.65 日清講和会議＋ 兄部氏＋

日清戦争 厚東氏＋

210.67 日露戦争 小早川氏＋

210.69 大正時代＋ 相良氏＋

米騒動 宍戸氏＋

虎ノ門事件＋ 陶氏＋

210.7 昭和時代＋ 杉氏（楠町）＋

210.74 日中戦争 多々良氏＋

210.75 回天特攻隊＋ 長府毛利氏＋

戦艦陸奥＋ 問田氏＋

戦災＋ 徳山毛利氏＋

太平洋戦争 豊田氏＋

x大東亜戦争 内藤氏＋

210.76 太平洋戦争後＋ 仁保氏＋

210.77 平成時代＋ 福原氏＋

221 朝鮮文化＋ 藤田氏＋

280 伝記 平氏＋

280.33 人名辞典 益田氏＋

280.35 分限帳＋ 三浦氏＋

名簿 右田毛利氏＋

280.36 x職員録＋ 村上一族＋

288.1 人名 毛利氏＋

x姓名 湯浅氏＋

288.12 x名前 由利氏＋

288.2 系譜 吉敷毛利氏＋

288.3 阿川毛利氏＋ 吉田氏＋

秩吉氏＋ 吉見氏＋

厚狭毛利氏＋ 鷲頭氏＋

厚氏＋ 288.4 皇室

尼子氏＋ 288.41 天皇

岩田氏＋ 288.44 皇太子

大内氏＋ 288.48 行幸啓＋

大野毛利氏＋ 288.6 紋章

阿部氏＋ 288.9 校章＋

香川氏＋ シンボルマーク

吉川氏＋ 錦の御旗＋
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288.9 旗＋ 290.943 滝

x徽寧＋ 290.947 温泉

290 地理＋ 290.951 半島＋

x地誌＋ 290.953 海岸

x風土記＋ 290.955 港湾

xふるさと散歩＋ 290.957 島

290.13 景観地理 x離島

290.17 集落 290.961 海洋

城下町 290.963 海峡＋

町並み＋ 302 文化事情＋

290.18 x歴史地理＋ 304 社会評論＋

290.189 地名 x社会時評＋

290.2 名所＋ 309 社会思想

x八景＋ 310 政治

290.38 絵図 311 政治思想

地図 312.8 政治家

x市街図＋ 314.1 国会議員

290.9 観光案内＋ 314.8 x国会議員選挙＋

紀行＋ 315 政党

固定公園 x政治団体＋

国立公園 316.1 人権

x旅行案内＋ プライバシー

x路上観察＋ 317.2 官庁＋

290.911 山地＋ 総理大臣＋

290.913 山岳 x政府出先機関＋

x山 317.3 x国家公務員＋

290.915 高原＋ 317.5 表彰

x台地＋ x栄典制度＋

290.917 峠 317.7 警察

x埠＋ 治安

290.919 渓谷 317.76 指紋

290.92 平野 317.78 防犯＋

x盆地＋ 317.79 消防

290.93 洞窟＋ 318 行政

鍾乳洞＋ 地方自治

xケイピング＋ x行政施策＋

x石灰洞＋ x地方行政

x洞穴＋ 318.1 市町村制＋

290.941 河川 条例
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318.1 x例規集＋ 平和運動

318.11 市町村長＋ 320 法律

知事＋ 320.9 法令集

地方公共団体＋ 320.98 判例集

318.12 市町村合併＋ 322 法制史

318.18 広域行政 322.19 高札＋

中核都市＋ 万治制法＋

318.3 公務員 触＋

x公務員給与＋ x郡中制法＋

x公務員研修 323 憲法問題＋

x公務員人事＋ 324.87 戸籍

x地方公務員 宗門人別帳＋

318.4 議会 326 犯罪

選挙 326.4 刑罰

318.5 オンプズマン 326.52 岩倉獄＋

行政監査 刑務所

行政広報＋ 野山獄＋

行政事務 牢舎＋

公文書 327 裁判

情報公開 x司法＋

布達＋ 327.14 弁護士

x公用文 327.6 加藤事件＋

318.6 過疎開題 仁保事件＋

地域開発 八海事件＋

地域振興＋ 327.7 自衛官合間事件＋

x企業誘致＋ 327.85 育成学校＋

x総合開発＋ 少年保護

xふるさとづくり＋ 329.23 領海

x村おこし＋ 329.26 x海賊＋

x離島問題＋ 329.34 ユネスコ

318.7 都市問題＋ 330 経済

318.8 自治会＋ 330.59 経済統計＋

市民意識＋ 330.6 経済団体

市民憲章＋ 330.66 商工会議所

住民運動 x商工会＋

318.9 姉妹都市＋ 331.19 経済分析

319 国際交流＋ 産業連関論

青年海外協力隊＋ x経済計算＋

319.8 原水爆禁止運動 331.85 所得
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331.86 県民所得＋ 337.34 x造幣＋

国民所得＋ 337.8 物価

市町村民所得＋ 337.83 物価政策

332 経済史＋ 337.85 物価指数

332.8 実業家 338 銀行

333 x経済政策 金融

333.8 経済協力 338.156 手形

334 人口 338.17 証券業＋

334.41 外国人（山口県在留） ＋ 338.57 為替

334.5 移民＋ 338.6 産業金融

海外在留者＋ 両替＋

北海道移住＋ 338.7 消費者金融＋

満蒙開拓団＋ 338.72 郵便貯金

334.6 地価 338.76 頼母子講＋

土地分類＋ 338.77 質屋

334.7 資源 339.4 生命保険

335 企業 339.431 生命表

経営 339.5 損害保険

335.13 経営者 340 財政

335.204 x家内工業＋ 342.1 小貫＋

335.207 x下請企業＋ 撫育＋

335.35 中小企業 x越荷方＋

335.4 企業倒産 344 決算

x会社＋ 予算

x私企業＋ 345 租税

x事業所＋ 345.21 運上銀＋

335.6 産業組合＋ 貢租＋

x中小企業組合＋ 年貢＋

335.7 公企業 賦役＋

第三セクター x小物成＋

336.17 研究管理 x馳走米＋

x研究開発 x土貢米＋

336.4 労務管理 x否起飯米÷

336.47 企業内教育 345.33 x所得税＋

336.56 事務機器 345.43 土地台帳

336.57 事務機械化＋ 345.6 x流通税＋

336.8 財務管理 345.71 x消費税＋

337 貨幣 348.4 専売事業＋

337.21 藩札＋ 349.5 x地方交付税＋
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349.5 x地方税 365.8 消費者運動

350 統計 365.85 生活協同組合

358 国勢調査 366 労働

人口統計＋ 労働者

360 社会問題 労働問題

361.42 県民性＋ 366.12 労働行政

長州閥＋ 366.14 不当労働行為

361.47 世論調査 労働法

x世論＋ 366.2 雇用

361.65 右翼 x労働市場＋

361.7 地域社会 366.28 中高年労働＋

361.76 村落 366.29 就職

361.78 都市 職業訓練

361.8 社会階層 職業紹介＋

分限＋ x職業能力＋

身分＋ 366.3 労働条件

361.86 同和問題 366.32 帰休制度＋

x部落問題＋ 週休二 日制＋

364 社会保障 労働時間

364.3 社会保険 366.36 労働者福祉＋

364.4 健康保険 366.38 少年労働

x国民健康保険 女性労働

364.6 年金 366.4 賃金

x共済年金＋ 366.46 定年制

x厚生年金＋ x退職金＋

x国民年金＋ 366.6 労働運動

364.7 雇用保険 労働組合

失業保険 366.66 労働争議

365 消費者 366.67 労働委員会

生活水準 366.8 内職＋

生活問題 年季奉公＋

365.3 住宅問題 派遣社員＋

365.33 宅地 臨時職員＋

365.4 家計調査 xパートタイマー＋

生計費 366.99 労働衛生

x買物動向＋ 労働災害

x消費実態＋ 367 家族問題＋

365.6 生活改善＋ 男女共同参画社会＋

365.7 余暇 367.1 女性
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367.1 女性問題 369.275 視覚障害者福祉＋

x婦人 369.276 聴覚障害者福祉＋

367.2 女性史＋ xろうあ者福祉＋

367.3 家族関係 369.28 精神障害者福祉

367.4 結婚 x情緒障害者福祉＋

離婚 x知的障害者福祉＋

367.6 青少年問題 369.3 災害

367.68 x青少年＋ 災害救助

367.7 老人 災害予防

x中高年齢者問題＋ 369.32 火災

367.9 性問題＋ 369.36 戦没者

367.93 セクシヤノレハラスメント 中国残留婦人の会÷

368.3 自殺 引揚者問題

368.4 慰安婦 x残留者問題＋

人身売買 369.37 原燥被爆者＋

売買春＋ 369.4 児童福祉

x従軍慰安婦 369.41 父子家庭＋

368.5 暴力追放＋ 母子保護

368.51 暴力団 x母子家庭＋

368.63 賭博 369.42 学童保育

368.7 少年犯罪 保育

368.71 x少年非行＋ 保育所

369 社会福祉 x鍵っ子＋

x社会事業 x託児所

369.13 社会福祉施設 x保育園＋

369.15 赤十字 369.43 里親制度

369.17 介護福祉士 児童養護施設＋

福祉従事者＋ 369.49 養護施設＋

ホームヘルパー 369.7 ボランティア活動

民生委員 369.75 更生保護＋

369.2 生活保護 369.9 医療社会事業

369.25 女性福祉＋ 370 学校

369.26 老人介護＋ 教育

老人福祉 370.59 教育統計＋

x高齢化社会問題＋ 370.6 防長教育会＋

369.263 老人福祉施設＋ 山口県教育会＋

369.27 肢体不自由者福祉＋ 370.8 教育実践記録

身体障害者福祉 371.31 へき地教育

x心身障害者福祉＋ x辺地教育
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371.42 いじめ＋ 374.3 教職員÷

校内暴力＋ x教職員組合＋

自問児＋ x教職員研修＋

登校拒否 374.4 学校行事

x不登校＋ 卒業式＋

371.43 カウンセリング 374.46 遠足＋

371.5 帰国子女教育 修学旅行

371.56 同和教育 374.47 控..，..占・合コ主'::s::正コ民』」L‘ 

371.7 教育評価 学校祭＋

知能検査 374.48 運動会（学校）

372.1 教育史＋ 374.5 学校事務＋

372.105 郷校＋ 374.6 同窓会

私塾 PTA 

松下村塾＋ 374.7 学校施設＋

寺子屋 374.79 教育機器＋

藩校＋ 374.8 校外教育

明倫館 体験学習＋

洋学所＋ 臨海学校＋

x藩学＋ 林間学校＋

372.107 学徒動員＋ 374.9 学校保健

372.8 教育家 374.92 安全教育

x教育者 x交通安全教育＋

373 教育政策 374.93 健康管理

373.1 義務教育 身体検査

教育制度 x健康相談＋

私立学校 374.94 学校給食

373.2 教育委員会 374.97 健康教育

教育行政 375 教育課程

教育争議＋ 375.1 学習指導

373.22 教育法令＋ x授業設計＋

373.4 育英事業 x授業分析＋

教育財政 375.17 学力

x奨学制度 x学力検査＋

373.7 教員検定＋ 375.18 クラブ活動

374 学校経営 生徒会

姉妹校＋ 特別活動（学校教育）

374.1 学級経営 ホームルーム

小規模校＋ 375.19 教材

複式学級＋ 視聴覚教育
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375.19 xテレビ教育＋ 375.89 外国語教育

x放送教育＋ 375.893 x英語教育＋

375.199 コンビュータ教育（学校）＋ 375.9 教科書

375.2 校則＋ 376 女子教育

生徒指導 376.1 幼児教育

x生活指導＋ 幼稚園

375.23 教育相談 376.2 児童

375.25 進路指導 小学校

375.3 環境教育＋ x小学教育＋

国際理解教育 x小学生

社会科教育＋ x初等教育＋

x公害教育＋ 376.3 青年学校

375.32 x歴史教育＋ 中学生

3,5.33 x人文地理教育＋ 中学校

x地理教育＋ x中等教育＋

375.35 道徳教育 376.4 旧制中等学校＋

375.41 数学教育 高校生

x算数教育＋ 高等学校

x統計教育＋ x旧制中学校＋

375.42 理科教育＋ x工業学校＋

375.424 x物理教育＋ x商業学校＋

375.434 x化学教育＋ x女学校＋

375.454 x地学教育＋ 376.7 各種学校

375.464 x生物教育＋ 376.8 学習塾

375.49 性教育 入学試験

保健体育科教育＋ 376.9 外国入学校＋

x純潔教育 377.2 大学

x保健教育＋ 377.3 旧制高等学校＋

375.5 技術・家庭科教育＋ 旧制専門学校＋

375.6 産業教育 高等専門学校

x工業教育 師範学校＋

x商業教育＋ 短期大学

x職業教育 377.6 留学

x農業教育＋ 留学生＋

375.72 図画工作教育＋ 377.9 大学生＋

美術教育 378 障害者教育

375.73 習字＋ 問題児

375.76 音楽教育 x異常児教育＋

375.8 国語教育 x心身障害者教育＋
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378 x特殊教育 母親学級＋

378.1 視覚障害者教育＋ x母親クラブ＋

378.18 点字 380 風俗

378.2 言語障害者教育＋ x習俗

聴覚障害者教育＋ x生活誌＋

378.28 手話 x風習

378.3 肢体不自由者教育＋ x民俗文化財＋

378.4 養護教育 380.1 民俗学

病弱者教育＋ 383.1 服装

378.6 知的障害児教育＋ 383.6 石風呂＋

378.8 情緒障害児教育＋ 風呂＋

379 社会教育 383.8 食生活

生涯学習 383.9 住生活＋

人づくり＋ 383.93 民具

x生涯教育 384.1 氏子＋

379.2 公民館 3茸

379.3 児童館 宮座

児童文化 384.31 雨乞＋

青少年教育 かかし＋

青少年施設 農耕儀礼

青少年団体 384.37 市＋

x青年の家＋ 飛脚＋

379.31 子ども会 384.38 諸職（民俗）＋

379.33 ボーイスカウト＋ 盲僧＋

379.35 青年学級 x外郎売り＋

x処女会＋ 384.39 太子講＋

x青年団 384.4 隠居

379.4 成人教育 家号＋

379.46 女性教育 384.55 遊び＋

女性団体 たこ（凧）揚げ＋

x婦人学級＋ x揚子＋

379.47 老人教育＋ 384.7 性風俗

老人クラブ＋ 384.9 芸者

x老人学級＋ 遊廓

x老人大学＋ x遊女

379.5 集会学習＋ 385 通過儀礼

379.6 サークル活動 385.4 婚姻儀礼＋

379.7 通信教育 x夜ばい＋

379.9 家庭教育 385.6 殉死＋
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385.6 葬送儀礼＋ 388.8 ことわざ

墓＋ 388.9 xわらべ唄

x葬式＋ 390 国防

385.9 礼儀作法 390.1 富国強兵＋

xエチケット 391.2 戦記＋

386 お笑い講＋ 392.1 軍隊

祇園祭り＋ 自衛隊

歳時記 392.53 アメリカ軍＋

正月行事＋ 392.8 軍人

先帝祭＋ 393.6 動員＋

年中行事 復員＋

裸坊祭り＋ 395 軍事施設＋

祭り 395.3 岩国基地＋

x門松＋ 軍事基地

386.8 神舞＋ xアメリカ軍基地＋

郷土芸能 x基地＋

鷺舞＋ 396.21 山口歩兵第42連隊＋

x郷土舞踊 陸軍

x盆踊り 397.21 海軍

386.9 祝祭日 398.21 空軍

387 淫嗣＋ 399 兵法

氏神 400 科学

恵比寿信仰＋ x自然科学

神事＋ 402.105 洋学

弁財天＋ x蘭学＋

民間信仰 402.8 科学者

387.3 稲荷信仰 406.9 科学博物館

387.4 地蔵信仰＋ 407 科学教育

387.5 道祖神 409 科学技術行政

387.6 庚申信仰 410 数学

387.7 絵馬 419.1 和算

387.9 迷信 420 物理学

x俗信 420.28 x物理学者＋

x態きもの＋ 430 化学

388 神功皇后伝説＋ 430.28 x化学者＋

仲哀天皇伝説＋ 440 天文学

伝説 442 天体観測

民話 443 星

x昔話 449.3 暦
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450 地学 455 地質

450.29 天然記念物（地質 ・鉱物） ＋ x地質図＋

450.9 自然地理 455.9 さんご礁

451 気象 456 地史学

x天気 地層

451.2 気象台 457 化石

x測候所 古生物学

451.24 海洋気象 458 岩石

451.28 天気予報 x石

451.5 台風 458.63 花関岩

451.62 霧＋ 458.8 大理石＋

451.64 雨 ホノレンフェノレス＋

451.66 雪 459 鉱物

451.8 気候 459.8 F員石

季節 460 生物

x梅雨＋ 博物学

451.98 気象災害 460.28 x生物学者＋

高潮 460.73 標本

風水害 462 生物地理

452.3 海水 462.9 天然記念物（一般）＋

452.6 潮せき 468.2 環境（生態学）

452.7 海流 468.8 海洋生物

452.9 水 469 人類学

x名水＋ 469.91 日本人

x陸水学＋ 日本民族

452.93 湖沼 x弥生人＋

452.95 井戸 470 植物

地下水 野草

453 地震 470.76 植物園

453.4 津波 470.9 植物保護＋

453.8 火山 471.71 帰化植物

454 地形学 x植生＋

454.3 侵蝕 471.74 湿生植物

454.4 断層 x湿原植物

x活断層＋ 472 植物誌＋

454.5 カノレスト x植物地理＋

カノレデラ＋ 472.9 天然記念物（植物）＋

x ドリ ーネ＋ 473 隠花植物

454.9 x地形図＋ 474.2 藻類
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474.6 菌類 たぬき

475 こけ植物 489.57 くま

476 しだ植物 489.83 いのしし＋

477 顕花植物 489.86 しか

x花＋ x県獣＋

478 裸子植物 489.95 さる

479 被子植物 490 医学

479.377 アヤメ科＋ 490.28 x医者

のはなしょうぶ＋ 490.9 東洋医学

480 動物 492.29 救急処置＋

480.76 水族館 ． 492.7 マッサージ

動物園 492.79 民間療法

480.9 動物保護＋ 492.9 看護学

481.76 土壌動物 493 内科学

x地中動物 493.123 糖尿病

482.9 天然記念物（動物）＋ 493.14 アレノレギー

484.6 かたつむり 493.157 食中毒

485.6 かぶとがに＋ 493.16 寄生虫病

485.73 くも 493.17 血液疾患

486 昆虫 493.18 成人病

486.6 かぶとむし 493.185 老人医学

源氏蛍＋ 493.23 心臓病

ほたる 493.47 肝臓病

486.8 ちょう 493.49 ストレス

487.5 xさかな 493.7 精神障害

487.84 さんしょううお 493.8 伝染病

487.85 かえる 493.87 天然痘＋

487.94 しろへび＋ x種痘＋

へび x癌癒＋

487.95 かめ 493.878 エイズ＋

488 鳥類 493.89 結核

488.1 渡り鳥 493.9 小児科学

488.5 つる＋ 494 外科学

なベづる＋ 494.5 癌

x県鳥＋ 494.78 リハビリテーション

488.68 フ＋ 494.99 性病

489 日甫乳類 495 産婦人科学

489.42 こうもり 495.6 妊娠

489.56 きつね 495.7 出産
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495.9 助産婦 麻薬

496 眼科学 499.5 製薬業

496.5 耳鼻咽喉科学 499.8 漢方薬

496.9 言語障害 499.87 薬用植物

497 歯科学 499.9 本草学

497.9 口腔衛生 500 工学

498 衛生 501.4 工業材料

x公衆衛生＋ 501.6 エネルギー

498.1 厚生行政 エネノレギー問題

498.13 医療制度 501.83 工業デザイン＋

498.14 医師 502.8 技術者

栄養士 505.9 工業統計

看護士 507 技術開発

歯科医師＋ 507.2 工業所有権

保健婦 507.23 特許

x看護婦 507.3 技術士

498.16 病院 x技能士＋

保健所 509 工業

498.3 健康法 509.1 工業政策

498.32 禁煙 509.29 工業団地＋

498.38 長寿法 工業地理

498.39 精神衛生 工業立地

498.4 環境衛生 xテク ノポリス＋

498.48 公害病 509.62 工場

498.5 食品 510.9 土木事業＋

498.519 食品添加物 x建設事業＋

498.54 食品衛生 511,25 地盤沈下

498.55 栄養 455.89 地すべり

498.583 食餌療法 511.42 x砕石＋

498.6 防疫＋ 512 測量

498.7 小児衛生 514.09 道路工事＋

母子衛生＋ 514.9 関門トンネル＋

498.87 職業病 トンネノレ

499 薬学 x隊道

499.079 薬剤師 515 橋梁

499.095 売薬業 x橋

499.1 医薬品 515.55 錦帯橋＋

x薬 515.57 関門橋＋

499.15 毒薬＋ 516.1 鉄道工事
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516.1 x鉄道建設＋ 519.75 悪臭

517 河川工学 519.79 薬害

517.4 x洪水＋ x農薬公害＋

517.5 砂防工事＋ 519.8 自然保護

治水 x環境保全

517.56 水門 x自然環境

517.57 x水防＋ 519.9 防災科学

517.58 潮留＋ 520.9 建築業＋

517.6 運河 x建設事業＋

水平lj x普請＋

517.7 ダム 521 日本建築

517.8 海岸工学 521.817 神社建築

港湾工学 521.818 寺院建築

518.1 水道 塔

518.12 水質 521.823 城

518.2 下水道 521.853 武家屋敷

518.22 x生活廃水＋ x武家住宅＋

518.24 x汚物処理 521.86 民家

518.52 廃棄物＋ x町屋＋

xごみ＋ 521.863 茶室

518.523 リサイクリング＋ 521.9 x洋館＋

x資源、再利用＋ 523 西洋建築＋

518.54 清掃事業 524.89 塀＋

518.8 都市計画 門

518.85 緑地計画 525.52 コンクリ ート

519 環境汚染 525.53 石工

環境ホノレモン 525.54 大工

環境問題 525.58 左官

公害 526 建築物＋

ダイオキシン 526.3 海峡メッセ下関＋

519.1 環境行政 公共建築

519.3 大気汚染 公共施設

519.4 海洋汚染 シンフォニア岩国＋

工業廃水 526.31 官公庁建築＋

水質汚濁 526.37 学校建築

519.5 土壌汚染 526.67 商工会館＋

519.6 騒音 527 住宅建築

519.7 鉱毒 527.3 台所

産業廃棄物＋ 528.2 空調＋
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530.9 機械工業 558.5 人工島＋

534 流体工学＋ 559.09 軍需工業

535.3 計測器＋ 559.1 銃砲

535.5 計算機械 559.2 爆発物

536 鉄道車両 559.28 x爆弾＋

536.1 SL+ 559.7 核兵器

x蒸気機関車 x原子爆弾＋

537.09 自動車工業 560.9 鉱業

538.6 航空機 560.96 鉱山労働

540.9 電気事業 561.6 南蛮箪＋

543 発電 561.9 鉱山災害

543.3 水力発電 562.6 x砂鉄＋

543.4 火力発電 563 金属

543.5 原子力発電 冶金

545.88 家庭電器 564.09 鉄鋼業

546.1 x鉄道電化＋ 564.28 反射炉＋

546.5 電車 564.9 xたたら（路輔）＋

547 電気通信 565.13 銀

547.48 インターネッ ト 565.2 銅

データ通信 566 金属加工

547.61 アマチュア無線 566.1 x鋳造＋

547.66 衛星通信＋ 566.2 x鍛造＋

衛星放送＋ 567 石炭

547.88 録画 x無煙炭＋

548.2 コンビュータ 567.09 x石炭産業＋

x電子計算機 569 石材

548.295 パーソナノレコンビュータ 569.09 土石採取業＋

549.09 電子工業 569.3 石灰石＋

550.9 造船業 569.7 粘土

555.9 サルページ＋ 570.9 化学工業

556 船舶 x重化学工業＋

556.4 興安丸＋ 571.9 工業用水

556.9 軍艦 573 セラミックス

557 航海 窯業

557.4 船舶通信＋ 573.35 瓦

557.5 灯台 573.5 ガラス

557.78 海図 573.57 xガラス製品＋

x水路図＋ 573.8 セメント

557.8 海難 574.9 x化学肥料
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575 燃料 589.3 提灯＋

575.3 石炭化学工業 589.5 櫛＋

575.34 ガス 590 生活

575.5 ガソリンスタンド x家政＋

石油 x生活技術＋

575.6 石油化学工業 593 衣服

x燃料廠＋ 裁縫

575.9 火薬 593.3 洋裁

575.98 花火 594 手芸

576 油脂 595 美容

576.5 洗剤 x理容＋

576.7 化粧品 596 郷土料理

576.8 塗装 料理

577.99 あい 596.2 献立＋

578.2 ゴム工業 596.21 すし

578.4 合成樹脂＋ 596.9 食器＋

578.5 x繊維化学＋ 台所用品＋

579.9 バイオテクノロジー＋ 597 家具

583 木工 598.3 家庭医学

583.9 畳 598.4 家庭看護

585 紙 599 育児

585.09 製紙工業＋ 600 産業

585.6 和紙＋ 601 産業政策

586.09 繊維工業 x勧業＋

586.47 絹織物 x経済厚生＋

586.7 織物 x産業開発＋

587 染色 602 特産物＋

588 食品工業 物産

x食料品＋ 防長三白＋

588.1 砂糖 x防長四白＋

588.3 外郎＋ 605.9 産業統計＋

菓子 事業所統計＋

588.38 飴 x勧業統計

588.5 酒類＋ 606.9 イベント＋

醸造 産業祭＋

588.52 x酒 博覧会

588.6 醤油 x共進会＋

味噌 609 計量器

589 雑貨 610 農業
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610 農林水産業＋ 611.43 農産物価格

x農林業＋ 611.47 農業倉庫＋

x農林漁業＋ 611.5 農業金融

610.1 農業技術 611.6 農業協同組合

610.59 農業統計 農業団体

農林水産統計＋ x農業組合＋

610.69 x農業祭＋ 611.7 農業経営

610.7 農業研修＋ 611.73 x転作＋

農業試験 611.75 農業労働

610.76 農業試験場＋ 611.77 観光農業＋

611 農業経済 611.8 農家経済

611.1 農業政策 611.9 農村

x農業行政＋ 農民

x農業振興＋ 門男＋

611.13 農業委員会 611.95 地主

611.15 農業改良事業＋ 611.98 新生活運動＋

x農業普及事業＋ x健民運動＋

x農村改良＋ x新生運動＋

x農村厚生＋ 611.99 農村衛生

611.2 土地制度 612 x農山村＋

農地 612.9 寒冷地農業＋

x農用地＋ 中山間地域農業＋

611.221 検見＋ 農業地理

検地＋ 613.1 農業気象

x否＋ 613.4 肥料

611.23 休耕田＋ 613.5 土壌

農地改革 614.2 土地改良

611.24 開拓 農業土木

611.26 小作 614.3 南蛮樋＋

小作料＋ 農業水利

x加調米＋ x潅概用水＋

611.28 農地価格＋ 614.5 開作＋

611.3 食糧問題 子拓

611.33 米価 614.6 溜池＋

611.39 飢僅＋ 農道＋

x回米＋ 614.823 水車

x備荒＋ 614.85 農業機械＋

611.4 農産物 615 作物

農産物市場 作物栽培＋
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615 x農作物 625.3 柑橘類

615.8 農業災害 625.32 夏みかん＋

615.81 x植物防疫＋ みかん

615.86 野ねずみ＋ 625.37 ゆず＋

病虫害（作物）＋ 625.51 もも

615.87 農薬 625.6 キウイフノレーツ

615.881 干害＋ 625.61 ぶどう

615.884 冷害 625.71 くり

616.1 穀物 626 麓；菜

616.2 稲作＋ x野菜

こめ 626.29 いちご

水田 626.44 だいこん

x防長米＋ 626.47 ごぼう＋

616.3 むぎ 626.48 れんこん＋

616.7 だいず 626.51 はくさし、

616.8 いも類 627 花ヂ手

616.9 飼料作物 x草花＋

617 工芸作物 x県花＋

617.2 こんにゃく 627.5 らん

617.4 ちゃ 627.58 カーネーション

x茶園＋ 627.73 さくら

617.5 たばこ 627.76 つばき

617.9 うるし 627.78 サボテン

なたね 627.8 盆栽

618.1 わた＋ 628.8 漬物

618.7 こうぞ＋ 629 造園

みつまた＋ 緑化運動＋

619 農産物製造＋ 629.2 庭園

619.39 麺類 629.3 公園

619.6 豆腐 629.61 手水鉢

620 園芸 灯龍

620.59 青果物統計＋ x石灯能

621.4 青果物市場＋ 629.75 花壇

621.7 x観光農園＋ 庭木

624 温室 花いっぱい運動＋

625 果実 629.79 街路樹

果樹 630 蚕糸業

625.21 りんと 養蚕業＋

625.22 なし＋ 638 xまゆ＋
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639 x生糸＋ x御立山＋

640 畜産業 651.15 入会権

640.59 畜産統計＋ 共有林＋

641.4 畜産物市場＋ 651.16 社寺林＋

641.7 酪農 私有林＋

643.4 家畜飼料 x合壁山＋

x牧草＋ 651.6 森林組合

643.5 山焼き＋ 653 造林

x草地＋ 653.2 樹木

644 畜舎＋ 653.6 あかまっ＋

645 家畜 すぎ

645.2 うま まつ

645.3 うし x県木＋

見島牛＋ 653.8 たけ

x肉牛＋ 653.9 保安林＋

x乳牛＋ 654 森林保護

x無角牛＋ 654.4 山火事＋

645.5 ぶた 654.8 鳥獣害

645.6 いぬ 654.86 病虫害（森林）＋

645.7 ねこ まつくいむし＋

645.9 ペッ ト 656.2 森林土木＋

646 家きん 林道＋

646.1 にわとり 656.5 治山事業＋

646.9 みつばち 657 木材

648 畜産物 林産物

648.1 牛乳 657.15 筏流＋

乳製品 657.3 製材

648.2 肉＋ 657.82 きのこ

肉製品＋ しいたけ

648.3 卵 まったけ

649 獣医＋ 657.86 山菜

649.8 家畜衛生 わさび＋

650 森林 658.2 薪炭

林業 木炭

650.59 林業統計 658.6 蝋

650.76 林業試験場＋ 659 狩猟

651.13 国有林 659.7 x鳥獣保護＋

x下戻林野＋ 660 漁業

651.14 公有林＋ 水産業
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660.59 水産統計＋ 664.76 えび

660.76 水産試験場＋ かに

661.1 漁業政策 くるまえび＋

661.12 漁業権 664.77 b、nミ

661.4 魚市場 たこ＋

661.59 漁業補償＋ 664.78 うに＋

661.6 漁業協同組合 664.9 くじら

661.9 海女 捕鯨＋

漁港 665 持、具

漁村 665.2 漁船

漁民 665.23 x漁船用機関＋

x海人＋ 666 水産増殖

x海士＋ x養殖

x浦方＋ 666.79 すっぽん＋

663.6 水産資源 666.9 鑑賞魚

663.96 赤潮 667 水産物

664.1 漁場 x水産食品＋

664.4 持、法 x水産製造

しいら漁＋ 667.2 し、りこ＋

664.6 魚類 俵物＋

x海産魚類＋ x合物＋

664.61 さけ 667.5 xカ‘ま』まこ＋

ます＋ x練製品＋

664.62 いわし 667.7 海藻

664.66 ひらめ＋ のり

664.67 たい＋ わかめ

664.68 さめ 668.5 寒天

ふぐ 669 塩田＋

x県魚＋ 塩

xふく＋ 製塩

664.69 x淡水魚＋ x浜子＋

664.691 あゆ 670 商業

鵜飼 商工業＋

664.692 しろうお＋ 670.59 商業統計

664.693 こい 671 x商業行政＋

錦鰹＋ x商業政策

664.7 貝類 671.4 x中小商業

664.73 あわび 671.6 商工協同組合＋

664.74 さざえ＋ 672.8 商人
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673 商店 676.4 商品取引所

673.1 店員 678 貿易

673.3 販売 x輸出

673.36 通信販売 x輸入

673.37 クレジット販売＋ 678.06 貿易街社

x信用販売＋ 678.13 密貿易＋

673.5 卸売業＋ 678.5 貿易品

x問屋＋ x国際商品＋

673.7 小売簡 678.9 貿易統計＋

商店街 680 運輸

xアーケー ド＋ 交通

673.79 朝市＋ 681.3 交通安全

行商 交通事故

露店 自動車事故

673.8 大規模小売店＋ 681.6 貨物

673.83 百貨店 681.8 都市交通

xデパート 683 梅運

673.86 コンビニエンスス トア x回i曹＋

スーパーマーケッ ト 683.21 北前船＋

673.9 サービス業 x廻船＋

xサービス産業＋ 683.3 関釜航路＋

673.94 遊技場＋ 航路

673.95 シノレバー産業 683.6 x海運貨物＋

673.96 クリーニング店＋ 683.8 船員

公衆浴場＋ 684 河川運送

美容院 685 道路交通

理髪店＋ 陸連

673.97 飲食店 685.1 道路

x食堂＋ 歩道

xレストラン 道の駅＋

674 広告 x県道＋

広報＋ x国道＋

674.3 商業美術 x遊歩道＋

675 マーケティング 685.21 一里塚＋

675.1 街品 往来手形＋

675.18 包装 御茶屋＋

675.4 流通 街道＋

流通センター＋ 駕能＋

675.5 卸売市場 宿駅
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685.21 萩往還＋ 699 テレビ放送

x往還＋ 放送事業

xロ屋＋ 699.6 放送番組

x番所＋ 699.7 ケープノレテレビ＋

x本陣＋ 700 芸術

685.5 タクシー 美術

パス事業 702 美術史＋

685.6 トラック事業＋ 702.098 仏教美術

x陸運貨物＋ 702.8 芸術家

685.7 高速道路 703.8 美術展覧会

685.78 x道路地図＋ 美術品目録＋

686 鉄道 x陳列目録（美術）＋

686.53 駅 x展観目録（美術）＋

686.6 x鉄道貨物＋ 706 美術団体

686.7 鉄道事故＋ 706.9 美術館

686.9 路面電車 709 美術品

687 航空 文化政策

687.6 x航空貨物＋ x遺宝＋

687.7 航空事故 x宝物＋

687.9 空港 709.1 国宝

688 倉庫業 文化財

689 観光事業 x重要文化財

旅行 710 彫刻

レジャー産業 711.7 記念碑

xリゾート （行楽地）＋ 713 木彫

689.5 海水浴場＋ x木彫り

遊園地 714 石造美術

689.59 x土産物＋ 715 銅像

689.8 民宿 718 仏像

旅館 718.4 石仏＋

xホテル 719 オブジェ

689.9 国民宿舎 720 絵画

690 通信 720.28 画家

x狼煙＋ 721 日本画

693 郵便 721.1 仏画

693.3 郵便局 721.2 絵巻物

693.8 郵便切手 721.3 雲谷派＋

694 電気通信事業＋ 水墨画

694.6 電話 雪舟＋
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721.4 狩野派＋ 752 大内塗＋

721.7 俳画 漆器

721.8 浮世絵 x漆工芸

723 x西洋画 753 染織工芸

724 絵の具 756 金工芸

725 デッサン 756.4 鐘

x素描 鈴

725.6 ベン画 x鰐口＋

726.1 漫画 756.6 鍔

726.6 絵本 刀剣

726.9 はり絵 ・きり絵 武具＋

xちぎり絵 x刀鍛治＋

728 ＠書道 756.7 甲胃

728.2 書家 756.8 骨董品＋

728.3 赤間硯＋ 757 デザイン

硯 759 玩具

728.7 落款 人形

728.8 書跡集 760 音楽

730 版画 762.8 音楽家

732.8 版画家 763 楽器

733 木版画 764.3 管弦楽

739 印章 764.6 吹奏楽

x印譜 764.7 ロック音楽

740 写真 766.1 歌劇

740.7 林宏、彦賞＋ 767 歌＋

745 複写 歌曲

749 印刷 767.4 合唱

749.8 謄写印昂lj 767.5 県民歌＋

x孔版＋ 民謡

750 工芸 x祝唄＋

民芸 x音頭＋

751 陶磁器 xくどき（口説き）＋

萩焼＋ 767.6 校歌

x陶器 労働歌

x陶芸 767.7 唱歌

x焼物 童謡

751.028 陶芸家 767.8 流行歌

751.5 ガラス工芸 768 邦楽

xガラス細工 768.1 邦楽器＋
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768.17 太鼓＋ 国民体育大会＋

768.3 琵琶楽＋ 体育大会＋

768.4 謡曲 781 体操

768.5 浄瑠璃 781.95 綱引き

768.59 小唄 782 ウォーキング

768.9 朗吟 陸上競技

x詩吟 x歩こう会＋

769 舞踊 782.3 駅伝競走

769.9 バレエ マラソン競技

770 演劇i 782.6 トライアスロン

せZ士Eぷ円七じ 782.9 グライダ競技＋

770.6 演劇団体 783 球技

772.8 芸能人 783.1 パスケットボー／レ

俳優 783.2 ノ〈レーボーノレ

773 能楽 783.3 ハンドボール

773.4 能面 783.47 サッカー

773.9 狂言 783.48 ラグビー

鷺流狂言＋ 783.5 テニス

774 歌舞伎 783.59 バドミントン

775.1 新劇 783.6 卓球

775.7 児童劇 783.7 野球

777 人形劇 783.78 ソフトボーノレ

777.1 人形浄瑠璃 783.8 ゴルフ

777.19 x糸操り人形芝居＋ 783.87 ゲートボーノレ

778 映画 783.88 ホッケー

778.3 映画監督 783.9 ボー リング（スポーツ）

779 大衆演芸 784.3 スキー

779.5 猿回し 784.6 スケート

779.7 演歌 785.2 水泳

779.8 紙芝居 785.3 ボードセーリング、＋

780 スポーツ 785.5 ボート レース

体育 785.7 ヨット

780.18 運動能力 786 野外活動

体力 786.1 登山

x体力づくり＋ 786.18 山岳遭難＋

780.19 スポーツ医学 786.3 xキャンピング＋

780.6 体育団体＋ 786.4 ハイキング

780.67 体育施設 786.49 オリエンテーリング

780.69 オリンピック 786.5 サイクリング
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786.6 ドライブ 803 辞典

787.1 釣り 807.9 言語遊戯

788.1 相撲 xことば遊び

788.2 レスリング 809.4 演説法

788.3 ボクシング 810 国語＋

788.5 競馬 x日本語＋

788.6 競輪 811.5 仮名

788.7 オー トレース x片仮名＋

788.8 競艇＋ x平仮名

789 武道 814.6 古語＋

x武術 814.9 隠語

789.2 柔道 815.8 敬語＋

x柔術 816.6 書簡文

789.23 空手 816.7 式辞・あいさつ

789.3 剣道 816.8 作文集＋

789.32 x居合 818 方言＋

789.39 フェンシング 899.1 エスペラン ト

789.45 薙刀 909 児童文学

789.5 弓道 910 文学

789.53 アーチェリー x日本文学＋

789.6 馬術 910.2 文学碑

789.7 射撃 910.28 作家

789.9 護身術 910.29 文学地理

790 芸道 910.6 文学館

娯楽 910.7 文学賞

レクリエーション 中原、中也賞＋

x遊芸＋ 911 詩歌

791 茶道 911.1 和歌

792 香道 x歌碑

793 花道 x短歌

794 ビリヤード＋ 911.102 歌人

795 囲碁 911.12 万葉集

796 将棋 911.2 連歌

798 カルタ 911.3 俳句

遊戯 x句碑

798.5 テレビゲーム 911.302 俳人

799 ダンス 911.307 歳時記（俳句）

800 外国語 911.4 J 11柳

801.1 古代文字＋ 911.5 詩
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911.5 x詩碑＋

911.52 詩人

912 戯曲

913 小説

913.39 歴史物語

913.43 x軍記物語＋

913.434 平家物語

913.8 童話

914 随筆

歪ロ5¥雪附A句ム・

915 日記

916 手記＋

x従軍記＋

918 作品集（文学）＋

919 漢詩文＋
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地名典拠標目表

行政地名標目表

地形標目表



地名典拠標目表凡例

標目およびヨミの統一は次の文献を参考にした。

山口県百科事典／山口県教育会編 昭和57(1982)

山口県地名明細書／田村哲夫著 平成l1 (1999) 

新版全国市町村名変遷総覧／日本加除出版KK 平成i1 (1999) 

角川日本地名大辞典「山口県」 昭和63(1988) 

山口県の地名（日本歴史地名大系）／平凡社 昭和55(1980) 

非優先地形標目には「→」印の後に参照先の地形標自を、関連地形標目には「：→」

印の後に相互に関連する地形標目を表示した。

＜例＞ 下関海峡→ 関門海峡

長州藩： → 萩藩 萩藩；→長舛ト藩

4 行政地名標目表

1）山口県市町村名

a 現自治体名の下に明治22年以降の旧市町村名を五十音）II買に排列し、変遷および

ヨミを付した。

b 各市町村は「市部」と「町村部Jに分け、「山口県立山口図書館郷土資料目録

(1969）」の地方区分に準拠して排列した。

C 現行地名はゴシック体で、旧市町村名は明朝体で表示した。

d 「町Jまたは「村j のヨミはそれぞれ fチョウ」または「ソンJに統一した。

2）その他

①山口県郡名、②山口県広域地名、③山口県旧藩名、④山口県外地名、⑤外国地

名をそれぞれ五十音順に排列した。

5 地形標目表（交通路も含む）

1 ）地形名は、 19群に分け、「上位標目（分類）Jの下に「下位標目J、「備考Jおよび

「ヨミ」を表示し、五十音順に排列した。

①山地（290.911) ②山岳（290.913) ③高原（290.915) 

⑤渓谷（290.919) ⑥平野（290.92) ⑦洞窟（290.93) 

⑨滝（290.943) ⑩半島（290.951) ⑪海岸（290.953) 

⑬島（290.957) ⑪海洋（290.961) ⑮海峡（290.963) 

⑫運河（517. 6) ⑬ダム（517.7) ⑬溜池（614.6) 

④峠（290.9117) 

③河川I(290. 941) 

⑫港湾（290.955) 

⑬湖沼（452.93) 

2）交通路名は、 3群に分け、「上位標目（分類）Jの下に「下位標目」、

び「ヨミ」を表示し、五十音順に排列した。

「備考」およ

①航路（683.3) ②街道（685.21) ③鉄道（686)



山口県市町村名
現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ 司『』、

山口県 ヤマク．チケン

【市部】

岩国市 （昭15市制施行） イワクニシ

愛宕村 昭15岩国市 7'Jコ.'Iン

岩国町 昭15岩国市 イワヴニチョウ

小瀬村 明32小瀬川村から分立、昭30岩国市に編入 オセ.'Iン

川下村 昭15岩国市 カワシモソン

北河内村 昭30岩国市に編入 村コ．ウチソン

師木野村 昭30岩国市に編入 シキ．／ソン

通津村 昭30岩国市に編入 ツ・；，： 'Iン

灘村 昭15岩国市 ナゲソン

藤河村 昭30岩国市に編入 フシ．カワソン

麻里布町 昭15岩国市 マリ7チョウ

麻里布村 昭3 麻里布町 マリ7＇／ン

御庄村 大5 藤河村から分立、昭30岩国市に編入 ミショウソン

南河内村 昭30岩田市に編入 ミナミJ＇ウチソン

横山村 明38岩国町に編入 ヨ3ヤマソン

柳井市 （昭29市制施行） ヤナイシ

阿月村 昭31柳井市に編入 7ツキソン

伊保圧村 昭31柳井市に編入 イホノショウソン

伊保圧南村 明34阿月村 イホノショウミナミソン

伊陸村 昭29柳井市 イカチソン

吉開作村 明38柳井町 コがイザクソン

新庄村 昭29柳井市 シンシ.3ウソン

日積村 昭29柳井市 tλ ミソン

平郡村 昭29柳井市に編入 ヘイゲンソン

柳井町 昭29柳井市 ヤナイチョウ

柳井村 明38柳井町 ヤナイソン

柳井津村 明38柳井町 ヤナイツソン

余田村 昭29柳井市 ヨ9ソン

光市 （昭18市制施行） tカりシ

浅江村 昭14周南町 7サナエソン

島田村 昭14周南町 シマヲソン

周南町 昭15光町 シュウナンチョウ

周防村 昭30光市に編入 スオウソン

光町 昭18光市 ヒカ1）チョウ

光井村 昭14周南町 ミツイソン
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現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ －『-、

光市 三井村 昭14 周南町 ミイソン

室積町 昭18光市 ムロfミチョウ

室積村 明39室積町 ムロfミソン

新南陽市 （昭45市制施行） シンナンヨウシ

富田町 昭28南陽町 トンゲチョウ

富田村 大4 富田町 トンゲソン

南陽町 昭45新南陽市 ナンヨウ子ヨウ

福川町 昭28南陽町 7クカ．ワチョウ

福川村 明45福川町 7クカ．ワソン

和田村 昭30南陽町に編入 ワゲソン

下松市 （昭14市制施行、昭37都濃町の一部を編入） クゲマツシ

末武北村 B?54 花岡村 スI9ヤキ9ソン

末武南村 昭14 下松市 スエ9ケミナミソン

下松町 昭14 下松市 クfマッチョウ

久保村 昭14下松市 クホ・yン

豊井村 明34下松町 トヨイ！／ン

花岡村 昭14 下松市 ハナオカソン

米川村 昭29下松市に編入 ヨネカワソン

徳山市 （昭10市制施行） トクヤマシ

大津島村 昭19徳山市に編入 オオfシマソン

加見村 昭17徳山市に編入 カミソン

樹ケ浜町 昭19徳山市に編入 クシYハマチョウ

久米村 昭17徳山市に編入 クメソン

向道村 昭30徳山市に編入 コウドウソン

須金村 昭30都濃町に編入 スがネソン

須々万村 昭29都濃町 ススマソン

大筆村 昭15櫛ケ浜町 9イカソン

都濃町 昭41徳山市に編入 ツノチョウ

徳山町 昭10徳山市 トウヤマチョウ

徳山村 明33徳山町 トクヤマソン

富岡村 昭16富田町に編入、昭19徳山市に編入 トミオカソン

長穂村 昭29都濃町 ナが才ソン

中須村 昭29都濃町 ナカ'J...yン

戸田村 昭19徳山市に編入 へ＇nン

夜市村 昭19徳山市に編入 ヤシ・yン

湯野村 昭19徳山市に編入 ユ／ソン

防府市 （昭11 市制施行） ホウフシ

小野村 昭30防府市に編入 オノソン

佐波村 明35防府町 苛1＼・、｝〉
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現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ .::::; 

防府市 大道村 昭30防府市に編入 ゲイドウソン

富海村 昭29 防府市に編入 ト／ミソン

中関町 昭11防府市 ナカノセキチョウ

中関村 大15中関町 ナカノセキソン

西浦村 昭14 防府市に編入 ニシ／ウうソン

華城村 昭11防府市 ハナギソン

防府町 昭11 防府市 ホウ7チョウ

右田村 昭26防府市に編入 ミギ判ン

三田尻村 明35防府町 ミ9γ I｝＇）ン

牟礼村 昭11 防府市 ムレソン

山口市 （昭4 市制施行） ヤマクeチシ

秋穂二島村 昭19山口市に編入 7イオ79シ．マソン

大内町 昭38山口市に編入 才オウチチョウ

大内村 昭30大内町 才オウチソン

大歳村 昭19山口市に編入 オオトシソン

小鯖村 昭30大内町 才ザハ.＇）ン

嘉川村 昭19 山口市に編入 カがワソン

上宇野令村 明38山口町と合併 カミウ／1）ヨウソン

佐山村 明32井関村から分立、昭19山口市に編入 ザヤマソン

下字野令村 大4 山口町に編入 シモウ／リヨウソン

陶村 昭19 山口市に編入 ス工Yン

鋳銭司村 昭31 山口市に編入 スゼンシ.＇）ン

名目島村 昭19山口市に編入 ナ9γマソン

仁保村 昭30大内町 ニホソン

平川村 昭19 山口市に編入 tラカワソン

宮野村 昭16山口市に編入 ミヤノソン

矢原朝田村 明31大歳村 ヤハ．う7ザゲソン

山口町 B{H 山口市 ヤマゲチチョウ

吉敷村 Bf/4 山口市 ヨシキリン

宇都市 （昭10市制施行） ウへ．シ

宇都村 大10字部市 ウヘ.＇）ン

小野村 昭29字部市に編入 オノソン

厚南村 昭16宇部市に編入 コウナンソン

厚東村 昭29字部市に編入 コトウソン

酉岐波村 昭18宇部市に編入 ニシキワソン

東岐波村 昭29宇部市に編入 tがシキワソン

藤山村 昭6 字部市に編入 7γヤマソン

二俣瀬村 昭29宇部市に編入 J'Jマヲセソン
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現白治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ 、-旬

小野田市 （昭15市制施行、昭18宇都市の一部を編入） 才ノゲシ

小野田町 昭15小野田市 才／ゲチョウ

須恵村 大9 小野田町 λ工ソン

高千帆町 昭15小野田市 9カチホチョウ

高千帆村 昭13高千帆町 幼子本ソン

美祢市 （昭29市制施行） ミネシ

伊佐町 昭29美祢市 イサチョウ

伊佐村 大13伊佐町 イサソン

大嶺町 昭29美祢市 オオミネチョウ

大嶺村 昭14 大嶺町 材ミネソン

於福村 昭29美祢市 オフヴソン

豊田前町 昭29美祢市 トヨ争（エチョウ

豊田前村 昭28豊田前町 トヨ9マエソン

西厚保村 昭29美紘市 ニシ7ツソン

東厚保村 昭29美祢市 tカ．シ7ツソン

下関市 （明35市制施行） シモノセキシ

赤間関市 明35下関市 7カマ；I)'i!fシ

生野村 大10下関市に編入 イ'J／＇｝ン

内田村 昭30下関市に編入 ウツイソン

王喜村 昭30下関市に編入 オウキソン

王司村 昭14下関市に編入 オウシ.＇｝ン

小月町 昭14 下関市に編入 オス．キチョウ

小月村 昭7 小月町 オfキソン

勝山村 昭14下関市に編入 カツヤマソン

川中村 昭12 下関市に編入 カワナカソン

清末村 昭14下関市に編入 キヨスエソン

長府町 昭12下関市に編入 チョウ7チョウ

長府村 明44長府町 チョウ7＇／ン

豊西村（一部） 昭29下関市に編入 トヨニシソン

豊西上村 大11 吉見村 トヨニシカミソン

豊西下村 大3 川中村 トヨニシシモソン

豊西中村 明43安岡村 トヨニシナカソン

豊東上村 明31勝山村 トヨtj（シカミソン

豊東下村 明31生野村 トヨtn・シシモYン

豊東前村 明31王司村 トヨt力．シマエソン

彦島町 昭8 下関市に編入 tコシマチョウ

彦島村 大10彦島町 tコシマソン

安岡町 昭12 下関市に編入 ヤスオカチョウ

安岡村 大14安岡町 ヤスオカソン

-126-



下関市

現自治体名 明治22以降市町村名

長門市

萩市

【町村部】

《大島郡》

東和町

久賀町

橘町

大島町

吉田村

吉見村

通村

仙崎通村

仙崎町

仙崎村

俵山村

深川村

深川町

大井村

三見村

椿東村

椿村

椿郷西分村

椿郷東分村

萩町

見島村

六島村

山田村

家室西方村

白木村

森野村

油田村

和田村

久賀町

久賀村

安下庄町

安下庄村

田良居村

沖浦村

蒲野村

変

昭30下関市に編入

昭14 下関市に編入

（昭29市制施行）

明32仙崎通村から分立、昭29長門市

遷

明32消滅

昭29長門市

明32仙崎通村から分立、大3仙崎町

昭29長門市

昭3 深川町

昭29長門市

（昭7 市制施行）

昭30萩市に編入

昭30萩市に編入

大12萩町

大12萩町

明43椿村

大10椿東村

昭7 萩市

昭30萩市に編入

昭30萩市に編入

大12萩町

（昭30 町制施行）

昭16 白木村

昭30 東和町

昭30東和町

昭30 東和町

昭30東和町

（明37 町制施行、昭31大島町椋野を編入）

明37久賀町

（昭30町制施行）（昭31大島町の一部を編入）

昭30橘町

大4 安下庄町

昭30橘町

（昭30町制施行）

昭30大島町

昭30大島町

ni
 

ワ
ω

噌
B
A

ヨ ミ孟

ヨシゲソン

ヨシミソン

ナγトシ

カヨイソン

センサ．キカヨイソン

センサ。キチョウ

センサ．キソン

9ワうヤマソン

フカワソン

7カワチョウ

ハギシ

オ才イソン

サンミソン

チントウソン

ツハ．キソン

ツハ．キJ＇ウニシプ

ツハ．キコ．ウth＇シ

ハギチョウ

ミシマソン

ロクトウソン

ヤマf'Iン

オ才シマゲン

トウワチョウ

カムロニシカ.争ソン

シうキソン

モリ／＇｝ン

ユゲYン

ワゲソン

クカチョウ

クカソン

何＇＇＂ナチョウ

7ゲノシヨウ子ョウ

7ゲ／ショウソン

tうイソン

オオシマチョウ

オキウうソン

rマ／！／ン



大島町

現自治体名 明治22以降市町村名

《玖珂郡》

錦町

本郷村

美和町

和木町

美川町

玖調町

周東町

由宇町

大畠町

小松志佐村

小松町

屋代村

高根村

広瀬町

広瀬村

深須村

本郷村

秋中村

賀見畑村

坂上村

渋前村

藤谷村

美和村

小瀬川村

和木村

河波村

河山村

桑根村

美川村

玖到村

川越村

祖生村

高森町

高森村

米川村

由宇村

大畠村

神代村

鳴門村

変

大5 小松町

昭27 大島町

昭27 大島町

遷

（昭30町制施行）

昭30錦町

昭30錦町

昭15広瀬町

昭30錦町

（明44河波村の一部を編入）

（昭31 町制施行）

昭30美和村

昭30美和村

昭31美和町

明37坂上村

明37坂上村

昭31美和町

（昭48町制施行）

明32 消滅

明32小瀬川村から分立、昭48和木町

（昭34町制施行）

明44 河山村

昭30美川村

昭30美川村

昭34 美川町

（大13町制施行）

大13玖珂町

（昭30町制施行）

昭30周東町

昭30周東町

昭30周東町

明36北河内村の一部を編入、大13高森町

昭30周東町

（大15町制施行、昭30神代村神東を編入）

大15 由宇町

（昭46町制施行）

昭46大畠町

昭30大畠村

昭30大島村
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一ミヨ

コマツシサソン

コマッチョウ

ヤシロソン

クカ．ゲン

ニシキチョウ

州ネソン

tロセチョウ

tロセソン

7カスソン

ホンコ．ウソン

ミワチョウ

7キナカリン

カミ／＼争＇） ン

サカウI＇／ン

シプクマソン

7シ.争ニソン

ミワソン

ワキチョウ

オセ．力．ワソン

ワキソン

ミカワチョウ

カワナミYン

カワヤマソン

クワネソン

ミカワソン

ウカ．チョウ

ヴカ.'Iン

シュウトウチョウ

カワコ．工ソン

ソウソン

妨モリチョウ

矧モリソン

ヨネがワソン

lウチョウ

ユウソン

オオ1¥'~ケチョウ

オ才／＼＇付ソン

コウシ．ロソン

ナ）しトソン



現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ ‘ー・．

《熊毛郡》 クマゲゲン

熊毛町 （昭31町制施行） クマゲチョウ

勝間村 昭26周防村の一部を編入、昭31熊毛町 カツマソン

高水村 昭31熊毛町 9カミ・；.： ＇）ン

三丘村 昭31熊毛町 ミツオソン

八代村 昭31熊毛町 ヤシロソン

大和町 （昭46町制施行） ヤマトチョウ

岩田村 昭18大和村 イワ仰ン

塩田村 昭18大和村 シオ9＇／ン

東荷村 昭18大和村 ツカリソン

三輪村 昭18大和村 ミワソン

大和村 昭32光市の一部を編入、昭46大和町 ヤマトソン

田布施町 （大10町制施行） 97・セチョウ

麻郷村 昭30田布施町に編入 オコ’ウソン

城南村 昭30 田布施町に編入 γョウナ：J'/'.I 

田布施村 大10 田布施町 9プセソン

麻里府村 昭30 田布施町に編入 マIJJ'Jン

平生町 （明36町制施行） tう才チョウ

大野村 昭30平生町に編入 才才｝＇）ン

佐賀村 昭30平生町に編入 サがソン

曽穂村 昭30平生町に編入 ソネソン

平生村 明36平生町 ヒうオソン

上関町 （昭33町制施行） カミノセキチョウ

上関村 昭33上関町 カミノセキソン

室津村 昭33上関町 ムロツソン

《都濃郡》 ツノゲン

鹿野町 （昭15町制施行） カノチョウ

鹿野村 昭15鹿野町 カノソン

串村（巣山） 昭30鹿野町に編入 クシソン

須金村（須万・金峰 昭30鹿野町に編入 スがネソン

《佐渡郡》 サ＇＇°ゲン

徳地町 （昭30町制施行） トウシ．チョウ

出雲村 昭30徳地町 イスモソン

串村 昭30徳地町 クシソン

島地村 昭30徳地町 シマシ.＇）ン

八板村 昭30徳地町 ヤサカソン

柚野村 昭30徳地町 ユ／＇）ン
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現自治体名 明治22以降市町村名

《吉敷郡》

秋穂町

秋穂村

小郡町

小郡村

阿知須町

井関村

《厚狭郡》

楠町

吉部村

船木町

船木村

万倉村

山陽町

厚狭町

生田村

厚西村

出合村

埴生町

《美祢郡》

美東町

赤郷村

綾木村

大田町

大田村

真長田村

秋芳町

秋吉村

岩永村

共和村

別府村

《豊浦郡》

豊田町 豊田町

殿居村

豊田奥村

豊田上村

豊田下村

豊田中村

西市町

変 遷

（昭15町制施行）

昭15秋穂町

（明34町制施行、昭30美東町の一部を編入）

明34小郡町

（昭15町制施行）

明32佐山村を分離、昭15阿知須町

（昭30町制施行）

昭30楠町

昭30楠町

大6 船木町

昭30楠町

（昭31町制施行）

昭31 山陽町

昭23埴生町

大7 厚狭町

昭4 厚狭町に編入

昭31 山陽町

（昭29町制施行）

昭29美東町

昭29美東町

昭29美東町

大12大田町

昭29美東町

（昭30町制施行）

昭30駄芳町

昭30秋芳町

昭30秋芳町

昭30秋芳町

（昭29町制施行）

昭29豊田町

明35西市村

明45殿居村

昭29豊岡町

昭29豊田町

昭29豊田町
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『、ヨ

ヨシキゲン

7イオチョウ

7イオソン

才J.オリチョウ

オコ．オリソン

7γλチョウ

イセキソン

7サゲン

クスノキチョウ

キヘ’ソン

7ナキチョウ

7ナキソン

マゲうソン

ザンヨウチョウ

7サチョウ

イク'J'Iン

コウセイソン

ヂ7イソン

ハプチョウ

ミネゲン

ミトウチョウ

7力J＇ウソン

7ヤキ.＇）ン

オオゲチョウ

オオゲソン

マナが'J'Iン

シュウホウチョウ

7キヨシソン

イワナがソン

キョウワy/ 

ヘッ7＇／ン

トヨウうゲン

トヨ9チョウ

ト／イソン

トヨ9才ヴソン

ト3'1カミソン

トヨ9シモソン

トヨ9ナカ＇）ン

ニシイチチョウ



現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ 、『『

豊田町 西市村 大13西市町 ニシイチソン

菊川町 （昭30町制施行、内日村日新を編入） キヲfワチョウ

岡枝村 昭26菊川村 オカエゲソン

菊川村 昭30菊川町 キクカ．ワソン

豊東村 昭30菊川町 トヨt力．シソン

豊東郷村 明32楢崎村 トヨt力．シコ．ウソン

楢崎村 昭26菊川村 ナうサ．キソン

豊北町 （昭30町制施行） 材料チョウ

阿川村 昭30豊北町 711ワソン

粟野村 昭30豊北町 7ワ／！／ン

字賀村（北字賀） 昭30豊北町 ウカソン

神玉村 昭30豊北町 カン9マソン

神田下村 大7 神田村 カンゲシ壬ソン

神田村 昭30豊北町 カンゲソン

滝部村 昭30豊北町 舛へ.'Iン

田耕村 昭30豊北町 'JJ.キソン

角島村 昭30豊北町 ツノシマソン

豊浦町 （昭30町制施行） トヨウうチョウ

字賀村（字賀） 昭30豊浦町 ウカソン

川棚村 昭30豊浦町 カワ9ナソン

黒井村 昭30豊浦町 守口イソン

小串町 昭31豊浦町に編入 コゲシチョウ

小串村 大14小串町 コゲシソン

豊西村 昭30豊浦町 トヨニシソン

豊西東村 明31黒井村 トヨニシt:IJ'シソン

《大津郡》 オオツゲン

三隅町 （昭17町制施行） ミλミチョウ

三隅村 昭17三隅町 ミスミソン

日置町 （昭53町制施行） ヘキチョウ

日置村 昭53 日置町 ヘキソン

油谷町 （昭29町制施行、日置村の一部を編入） ユヤチョウ

宇津賀村 昭29油谷町 ウス．カソン

菱海村 昭29油谷町 tシカイソン

向津具村 昭29油谷町 ムカツヴソン

《阿武郡》 明29見島郡を合併 n・ゲン
田万川町 （昭30町制施行、昭31須佐町の一部を編入） 9マrワチョウ

江崎町 昭30田万川町 エザキチョウ

小JII村 昭30田万川町 オfワソン

田万崎村 昭15江崎町 9マサキソン
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現自治体名 明治22以降市町村名 変 遷 ヨ “ ー

須佐町 （大13町制施行） スサチ3ウ

須佐村 大13須佐町 スサソン

弥富村 昭30須佐町 ヤドミソン

阿武町 （昭30町制施行） n・チョウ
字田郷村 昭30阿武町 ウ争J・ウソン

奈古町 昭30阿武町 ナコ．チョウ

奈吉村 昭17奈古町 ナプソン

福賀村 昭30阿武町 7う官、1"/

むつみ村 （昭30合併） ムツミソン

吉部村 昭30むつみ村 キヘ.'Iン

高俣村 昭30むつみ村 9力マ宇'Iン

福栄村 （昭30合併） フクI＇／ン

紫福村 昭30福栄村 シプキソン

福川村 昭30福栄村 7クがワソン

阿東町 （昭30町制施行） 7トウチョウ

生雲村 昭30阿東町 イクモソン

嘉年村 昭30阿東町 カネソン

篠生村 昭30阿東町 シノプソン

地福村 昭30阿東町 シ• 7クソン

徳佐村 昭30阿東町 トヴサソン

川上村 川上村 カワカミソン

旭村 （昭30合併） 7サt＇／ン

明木村 昭30旭村 7キうキ.'Iン

佐々並村 昭30旭村 ササナミソン
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市町村名索引

ヨ 『旬h、 明治22以降市町村名 現自治体名

7イオ'J'J 秋穂村 秋穂町

7イオJ＇；γマ'J'J 秋穂二島村 山口市

7力ゴウソン 赤郷村 美東町

7カマがセキシ 赤間関市 下関市

7力’ワ'J'J 阿JII村 豊北町

7キナカ：／'J 秋中村 美和町

7キヨシソン 秋吉村 秩芳町

7キラキ’ソン 明木村 旭村

7ゲ／ショウソン 安下庄村 橘町

7ゲjショウチョウ 安下圧町 橘町

7サチョウ 厚狭町 山陽町

7サナ工ソン 浅江村 光市

l'iゴソン 愛宕村 岩国市

7"Jキ'J'J 阿月村 柳井市

7ヤキ’ソン 綾木村 美東町

7ワ／：／ン 粟野村 豊北町

イカチソン 伊陸村 柳井市

イ'J'i'J/ 生田村 山陽町

イヲ／'J'J 生野村 下関市

イ！？をソン 生雲村 阿東町

イザソン 伊佐村 美祢市

イザチョウ 伊佐町 美祢市

ィ；rモ'J'J 出雲村 徳地町

イセキソン 井関村 阿知須町

イホノショウソy 伊保庄村 柳井市

イホノショウミナミソン 伊保庄南村 柳井市

イワヲニチョウ 岩国町 岩国市

イワ'i'J'J 岩田村 大和町

イワナカ’'J'J 岩永村 秋芳町

ウカソy 字賀村（字賀） 豊浦町

ウカソン 字賀村（北字賀） 豊北町

ウス’カソy 宇津賀村 油谷町

ウ？J’ウソン 宇田郷村 阿武町

-133 -



ヨ ．『司‘、・ 明治22以降市町村名 現自治体名

ウツイソン 内田村 下関市

勺べ、r1 宇部村 宇部市

工ザキチョウ 江崎町 田万川町

オウキソン 王喜村 下関市

オウシ’Yン 王司村 下関市

オオイソy 大井村 萩市

オオウチソン 大内村 山口市

オオウチチョウ 大内町 山口市

オオス’シマ'Fl 大津島村 徳山市

オオダソン 大田村 美東町

オオダチョウ 大田町 美東町

オオトシ'J'I 大歳村 山口市

オオ／＇Fl 大野村 平生町

オオハ’骨ケソン 大畠村 大島町

オオミネソン 大嶺村 美祢市

オオEネチョウ 大嶺町 美祢市

オカエダソン 開枝村 菊川町

オカ’ワ＇／＇I 小J，，村 回万川町

オキウラy"/ 沖浦村 大島町

オプウソン 麻郷村 田布施町

オユ’オリ＇／＂／ 小郡村 小郡町

オザハ’ソン Jj、鯖村 山口市

オス．キソン 小月村 下関市

オズキチョウ 小月町 下関市

オゼがつ＇／＂／ 小瀬川村 和木町

オセ’＇／＂／ 小瀬村 岩国市

オI'/"/ 小野村 防府市

オ／＇／＂／ 小野村 字部市

オノダチョウ 小野田町 小野田市

オ7ヲ＇／＂／ 於福村 美祢市

主主．つ7γ 嘉川村 山口市

カフマ＇／＂／ 勝間村 熊毛町

カツヤマソン 勝山村 下関市

カネソン 嘉年村 阿東町

カ／＇／＂／ 鹿野村 鹿野町
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ヨ 『句、、 明治22以降市町村名 現自治体名

がマ／：／ン 蒲野村 大島町

カミウ／リヨウ＇Fl 上宇野令村 山口市

カミソン 加見村 徳山市

カミノセキソン 上関村 上関町

力ミJ¥'l'FI 賀見畑村 美和町

カb.日ニシ力’ヲソン 家室西方村 東和町

カヨィ：／ン 通村 長門市

カワカミ'/'I 川上村 川上村

hワ3’I＇／γ 川越村 周東町

カワシモソン 川下村 岩国市

カワタナソン 川棚村 豊浦町

カ7ナカソン 川中村 下関市

力ワナ~'I'/ 河波村 美川町

カワヤマ'I'! 河山村 美川町

力ンダシモ'I'/ 神田下村 豊北町

力ング 'I'/ 神田村 豊北町

カ＇！'Iマソン 神玉村 豊北町

キヲカ’ ?'I'/ 菊川村 菊川町

キ'IJ＇ウチソン 北河内村 岩国市

キヘ’ 'I'/ 吉部村 楠町

、べ、｝‘J 吉部村 むつみ村

キョウワ'I'/ 共和村 秋芳町

キヨス工ソン 清末村 下関市

う~'I/ 久賀村 久賀町

'lh＇、'I'/ 玖珂村 玖珂町

ワカチョウ 久賀町 久賀町

ウシがハマチョウ 櫛ケ浜町 徳山市

ヲシソン 串村 徳地町

ぅγ'J'/ 串村（巣山） 鹿野町

ヲダマッチョウ 下松町 下松市

ウポソy 久保村 下松市

う手、jγ 久米村 徳山市

ウ日イ：／ン 黒井村 豊浦町

ヲワネ'/'I 桑根村 美川町

3ウシ’日：I'! 神代村 大畠町

p
h
u
 

nぺ
u’EA

 



ヨ ．『・‘、・ 明治22以降市町村名 現自治体名

3ウセイソン 厚西村 山陽町

ユウドウソン 向道村 徳山市

コウナ"/'J'/ 厚南村 宇部市

コカ’イザヲソン 古関作村 柳井市

3グシソン 小串村 豊浦町

3グシチョウ 小串町 豊浦町

3トウソン 厚東村 宇部市

ユマツシザソン 小松志佐村 大島町

ユマッチョウ 小松町 大島町

ザカウI'/ン 坂上村 美和町

サカ’＇／＇／ 佐賀村 平生町

ザザナミYン 佐々並村 旭村

ザ11・ '/'/ 佐波村 防府市

ザヤマ＇／＇／ 佐山村 山口市

ザンミYン 三見村 萩市

シオ'l'Jン 塩田村 大和町

シギ／：／ン 師木野村 岩国市

シJ"J''/'/ 篠生村 阿東町

シプキソン 紫福村 福栄村

シ’ 7ヲソン 地福村 阿東町

〉ずり司、＇／＇／ 渋前村 美和町

；，司；，・、'J'/ 島地村 徳地町

；，司号、＇／＇／ 島田村 光市

シ壬ウ／リヨウ＇／＇／ 下宇野令村 山口市

シュウナンチョウ 周南町 光市

γョウナンソン 城南村 田布施町

シラキソン 白木村 東和町

シンシ’ョウ＇／＇／ 新庄村 柳井市

ス工'I'/ 陶村 山口市

ス工＇／＇／ 須恵村 小野田市

ス工タ守キすソン 末武北村 下松市

スエタケミナミ＇／＇／ 末武南村 下松市

λオウソン 周防村 光市

スカ’ネソン 須金村 徳山市

スカ’ネソン 須金村（須万・金峰） 鹿野町
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ヨ ・『・、．． 明治22以降市町村名 現自治体名

スザy'j 須佐村 須佐町

ススマソン 須々万村 徳山市

スゼンシ’ 'J'j 鋳銭司村 山口市

センザ’キカヨィ：／'j 仙崎通村 長門市

センザ’キソン 仙崎村 長門市

tiザキチョウ 仙崎町 長門市

ソウソン 祖生村 周東町

、｝本11 曽根村 平生町

ヲイカy'j 大華村 徳山市

グイドウ'J'j 大道村 防府市

歩iiチホソン 高千帆村 小野田市

9力チホチョウ 高千帆町 小野田市

世力ネy'j 高根村 錦町

9ilマ9'/'j 高俣村 むつみ村

ヲカミr'/'/ 高水村 熊毛町

ヲカモリ'J'j 高森村 周東町

7iltリチョウ 高森町 周東町

9キヘ’ 'J'/ 滝部村 豊北町

ヲスキソン 田耕村 豊北町

タプi:'/'/ 田布施村 田布施町

タマザキソン 田万崎村 田万川町

9ワラヤマソン 俵山村 長門市

チョウ7'/'/ 長府村 下関市

チョウ7チョウ 長府町 下関市

チントウソン 椿東村 萩市

ツカリソン 東荷村 大和町

ツス '/'/ 通津村 岩国市

ツノシマソン 角島村 豊北町

ツノチョウ 都濃町 徳山市

ツハ’キプウニシ7’＇／＇／＇／ 椿郷西分村 萩市

ツハ’キ3’ウヒカ’シプンソン 椿郷東分村 萩市

ツハ’キソン 椿村 萩市

子’7イソン 出合村 山陽町

トウザソン 徳佐村 阿東町

トクヤマ'J'j 徳山村 徳山市
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ヨ 句』『、 明治22以降市町村名 現自治体名

トウヤマチョウ 徳山町 徳山市

トノイソン 殿居村 豊田町

トノミソン 富海村 防府市

トミオカ＇）＇／ 富岡村 徳山市

トヨイ：／＂／ 豊井村 下松市

トヨ9；村y'/ 豊田奥村 豊田町

トヨタjJミソン 豊田上村 豊田町

トヨヲシモ＇/'I 豊田下村 豊田町

トヨタチョウ 豊田町 豊田町

トヨ世ナカソン 豊田中村 豊田町

トヨ9マI'/'/ 豊田前村 美祢市

トヨ9マ工チョウ 豊田前町 美祢市

トヨニシカミソン 豊西上村 下関市

トヨニシシモソン 豊西下村 下関市

｝ヨニシソン 豊西村（一部） 下関市

トヨニシソン 豊西村 豊浦町

トヨニシナカ＇/'I 豊西中村 下関市

日ニシヒカ’シソy 豊西東村 豊浦町

日ヒ力’シカミソン 豊東上村 下関市

｝ヨヒがシ工ウソン 豊東郷村 菊川町

日ヒカ’シシモ＇／＇／ 豊東下村 下関市

日ヒ力’シソン 豊東村 菊川町

~3 tがシマI'/'/ 豊東前村 下関市

~ ＇／ゲ、Jソ 富田村 新南陽市

トンダチョウ 富田町 新南陽市

ナがオソン 長穂村 徳山市

ナカλ’Tl 中須村 徳山市

ナカノセキソン 中関村 防府市

ナカノセキチョウ 中関町 防府市

ナ］＇'/'/ 奈古村 阿武町

ナ3’チョウ 奈古町 阿武町

ナ9：〆マ＇／＇／ 名田島村 山口市

ナゲ 'J'/ 灘村 岩国市

ナラザキソン 楢崎村 菊川｜町

ナ，しトソン 鳴門村 大畠町
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ヨ ・『＇：.‘ ． 明治22以降市町村名 現自治体名

ナンヨウチョウ 南陽町 新南陽市

ニシ7TJン 西厚保村 美祢市

ニシイチy'/ 西市村 豊田町

ニシイチチョウ 西市町 豊田町

ニシキワYン 西岐波村 宇部市

ニシ／ウラ'J'/ 西浦村 防府市

ニホソン 仁保村 山口市

ハキ’チョウ 萩町 萩市

/Iナオカソン 花岡村 下松市

ハナキ’ソン 華城村 防府市

/Iプチョウ 埴生町 山陽町

ヒがシ7ツ'J'J 東厚保村 美祢市

ヒがシキワソン 東岐波村 宇部市

tカリチョウ 光町 光市

tJシマ'J'J 彦島村 下関市

tコシマチョウ 彦島町 下関市

tシカイソン 菱海村 油谷町

t｝： ミソン 日積村 柳井市

tライソン R良居村 橘町

tラオy/ 平生村 平生町

tラカワソン 平川村 山口市

ヒ日i!'/'/ 広瀬村 錦町

ヒ日セチョウ 広瀬町 錦町

フカスソン 深須村 錦町

7力’J'J'J 深川村 長門市

7力ワチョウ 深川町 長門市

7ウカ’ソン 福賀村 阿武町

7クカ’ワソン 福川村 新南陽市

7ウがワソン 福川村 福栄村

7ウが7チョウ 福川町 新南陽市

7γ力ワソン 藤河村 岩国市

7〆9ニソン 藤谷村 美和町

7シ’ヤマソン 藤山村 宇部市

フダFタt'J'J ニ俣瀬村 宇部市

7ナキソン 船木村 楠町
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ヨ 句『・、、 明治22以降市町村名 現自治体名

7ナキチョウ 船木町 楠町

へイグ／／／ 平郡村 柳井市

ヘキ＇／'J 日置村 日置町

ヘ号、'J'j 戸田村 徳山市

ヘッ7'/'/ 別府村 宅火芳町

ホウ7チョウ 防府町 防府市

ホン丁ウ＇／'J 本郷村 本郷村

マグラソン 万倉村 楠町

マナカ.'l'J'J 真長田村 美東町

マリ7'/'J 麻里布村 岩田市

マリ7'/'/ 麻里府村 田布施町

すり7チョウ 麻里布町 岩国市

iイ：l'J 三井村 光市

ミカヲ'J'j 美川村 美川町

1キ’ 'l'J'J 右田村 防府市

ミシマ'J'J 見島村 萩市

ミショウソン 御庄村 岩国市

ミスミ＇／'J 三隅村 三隅町

ミ9シ’ リ'J'J 三回尻村 防府市

ミツイ：l'J 光井村 光市

ミツオ'J'J 三丘村 熊毛町

ミナミコ’ウチ'/'J 南河内村 岩国市

Eヤ/'J'J 宮野村 山口市

ミワソン 美和村 美和町

ミワ'J'J 三輪村 大和町

MrJケjγ 向津具村 油谷町

ムレソン 牟礼村 防府市

ムロスミソン 室積村 光市

11a;z.・ ミチョウ 室積町 光市

ムロi'J'J 室津村 上関町

モリ／ソン 森野村 東和町

ヤザカ'J'J 八坂村 徳地町

ヤシ’ソン 夜市村 徳山市

ヤシD'/'/ 八代村 熊毛町

ヤシロソン 屋代村 大島町
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ヨ 旬『旬、、 明 治22以降市町村名 現自治体名

ヤスオカ：r1 安岡村 下関市

ヤスオカチョウ 安岡町 下関市

ヤドミソン 弥富村 須佐町

ヤナィ：r; 柳井村 柳井市

ヤナイチョウ 柳井町 柳井市

ヤナイ＂／＇Fl 柳井津村 柳井市

ヤハ’ラ7ザダソy 矢原朝田村 山口市

ヤマグチチョウ 山口町 山口市

ヤマダソン 山田村 萩市

ヤマトソン 大和村 大和町

ユウ＇）"J 由宇村 由宇町

ユダソン 油田村 東和町

1/')"/ 柚野村 徳地町

ユ／＇）＇／ 湯野村 徳山市

ヨコヤマソン 横山村 岩国市

ヨシキ／／ 吉敷村 山口市

ヨシゲ ＇）＂／ 吉田村 下関市

ヨシミソン 吉見村 下関市

ヨヲソン 余田村 柳井市

ヨネカワy..,, 米川村 下松市

ヨネカ’ワ＇）＂／ 米川村 周東町

ロヲトウソン 六島村 萩市

7キソン 和木村 和木町

可ザ、＇）"J 和岡村 新南陽市

ワゲ ＇）＂／ 和田村 東和町
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その他

① 山口県郡名 （大正 12年郡制廃止）

厚狭郡 7サグン 佐渡郡 サハ．グ〉

阿武郡 Y7'ゲン 都濃郡 ツ／グン

大島郡 オオシマゲン 豊浦郡 トヨウうゲン

大津郡 オオツグン 美祢郡 ミネグン

玖珂郡 り百ゲ〉 吉敷郡 ヨシキグン

熊毛郡 クマゲゲン

② 山口県広域地名

関門地方 カンモンチホウ 山陽地方 サンヨウチホウ

北浦地方 キタウ？チホウ 周南地方 シュウナンチホウ

吉南地方 キチナンチホウ 周防地方 スオウチホウ

吉佐地方 キッサチホウ 瀬戸内地方 セトウチチホウ

玖西地方 クセイチホウ 長門地方 ナカ’ トチホウ

玖北地方 クホクチホウ 豊関地方 ホウカンチホウ

山陰地方 サンインチホウ 山代地方 ヤマシロチホウ

③ 山口県旧藩名

岩国藩 イlJクニハン 長府藩 チョウ71＼ン

x岩国領→ 岩国藩 イワクニリョウ 徳山藩 トクヤマハン

x吉川藩→ 岩国藩 キ州ワハン x豊浦藩→ 長府藩 トヨうハン

清末藩 キヨス工ハン 萩藩 ：→長州藩 ハギハン

長州藩：→萩藩 チョウシ2ウハン x毛利藩→ 萩藩 モウリハン

x長藩→ 長州藩 チョウハン x山口藩 →長州藩 ヤマゲチハン

④ 山口県外地名

厳島（広島県） イツクシマ 津和野町 ツワ／チョウ

江戸 エド 東京 トウキョウ

大阪 オオサカ x東京都→ 東京 トウキョウト

x大阪府→ 大阪 オオサカ7 広島県 tロシマケン
北九州市 キタ：hウシュウシ 福岡県 7クオカケン

京都 キョウト 北海道 ホッカイドウ

x京都府→ 京都 キョウト7 益田市 マスゲシ

小倉 コクう 門司 モシ．

島根県 シマネケン
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⑤外国地名

アメリカ合衆国

x韓国→朝鮮

アメリカカ..，シュウコク

カンコク

x北朝鮮→朝鮮

山東省

x大韓民国 →朝鮮

大連

キタチョウセン

サントウショウ

タ．イtンミン3ク

ゲイレン

台湾 夕刊ン

x中華人民共和国 →中国

チュウヵγンミンキョウワコク

2 地形標目表

( 1 ）地形名

①山 地（290.911)

周防山地

中国山地

豊浦山地

②山岳 (290.913) 

筋ケ岳（鹿野）

愛宕山（岩国）

天越山（福栄）

雨乞山（美祢）

雨乞岳（油谷・日置）

荒滝山 （楠町）

飯ケ岳（徳、地 ・鹿野）

石ケ岳（徳地・鹿野）

スオウサンチ

チュウJ＇クサンチ

トヨウうサンチ

7ずミt'~·ケ

7タコ．ヤマ

r-n・イ？？

r-n・イヤマ
l?J＇イヤ

7うタキサン
イイがタ．ケ

イシγゲケ

一位ケ岳（長門・豊田・油谷）

イチイカ．ゲヴ

犬鳴山（須佐・田万川） イヌナキヤマ

伊良尾山（阿武 ・須佐） イうオヤマ

石城山（大和・田布施） イワキサン

岩国山（岩国・和木） イりクニヤマ
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中国 チュウコ7

朝鮮 チョウセン

x朝鮮民主主義人民共和国 →朝鮮

チョウセンミンシ1シュギシ’ンミンキョウワ3ク

青島

ハワイ

釜山

ブラジル

満州

長門山地

西中国山地

チンタオ

ハワイ

7サン

7'うシ.)~ 

Tンシュウ

ナカ．トサンチ

ニシチュウプクサンチ

烏帽子岳（下松・光・熊毛）

エポシt'~·ケ

烏帽子岳（熊毛・周東） 工ポシYタ．ケ

江嶺山（美東・小郡） エミネヤマ

皇座山（柳井・上関） オウずサン

大蔵ケ岳（阿東） オオク1n・タ．ケ

大平山（防府・徳山） オオtう？？

大星山（平生・ 柳井） オオポシャマ

大海山（山口・防府・秋穂）材ミヤマ

鬼ケ城（豊浦・下関） オこがγョウ

鬼ケ城山（錦） オニカ・γョウヤマ

小浜山（長門） オハ．マヤマ

男岳（旭 ・美東） オンゲケ

笠山（萩） カサヤマ



春日山 （山口） カスカ．ヤマ 蕎麦ケ獄（山口） ソハ.jJ'ゲケ

桂木山 （秋芳 ・美東・三隅）カツラキ．サン 嵩山 （橘・久賀） ゲケサン

嘉納山 （大島郡） カ／ウザン 回床山 （萩） タトコヤマ

蛾崎山 （光） カ．ピサン 茶臼山 （下松・光） チャウスヤマ

雁飛山 （美祢） カ．ンピサン 天井ケ岳 （豊北 ・豊田 ・油谷）

狐ク峰 （山口・小郡） キツネYミネ テンγョウカ．ゲケ

亀尾ヶ小丸山 （美和） キピカ．コマJl,t"? 唐人山 （萩） トウシ．ンヤマ

金恰城山 （豊浦） キンタィγョウヤマ 十種ケ峰 （阿東） トクサカ．ミネ

鯨ケ岳 （美東・萩） クシ.7カ・rケ 長野山 （鹿野・錦） ナカ．／ヤマ

狗留孫山 （豊田） クルリンザン 鍋山 （福栄） ナヘ．ヤマ

狗留孫山 （徳地） クJl,リンザン 滑山 （徳地） ナメラヤマ

華山 （豊田・菊JII) ゲサン 西鳳闘山 （山口・美東・旭）

鴻ノ峰 （山口） 3ウ／ミネ ニシホウヘ’ンずン

甲山 （豊浦） 3ウ？？ 如意ケ岳 （秋芳） ニョイカ．ゲケ

高山 （須佐） コウヤマ 根笠山 （美｝｜｜） ネカサヤマ

小五郎山 （錦） JJ＇ロウヤマ 野道山 （阿東・徳地） ／ドウヤマ

権現山 （三隅・秋芳） プンゲンヤマ 花尾山 （長門 ・秋芳） ハナオサン

権現山 （阿武・むつみ） J＇ンゲンヤマ 馬糞ケ岳 （錦 ・鹿野） ハ.7ンカ．ゲケ

権現山 （阿東・須佐） コ．ンゲンヤマ 日尾山 （三隅 ・萩） tオヤマ

三上山 （長門） サンシ.3ウヤマ 東鳳劇山 （山口 ・旭） tカ．シホウへ．ンずン

三条山 （山陽 ・楠） すンシ’ョウヤマ 日暮ケ岳 （徳地） tゲレカ.~·ケ

紫雲山 （福栄） シウンずン 火の山 （下関） t/ヤマ

四王司山 （下関） シオウグサン 日ノ山 （宇部 ・阿知須） t／ヤマ

四熊ケ岳 （徳山） シクマがゲケ 氷室岳 （柳井 ・周東） tムロjJ'fヶ

指月山 （萩） シス．キヤマ 姫山 （山口） tメヤマ

霜降岳 （宇部） シモ7リゲケ 平原岳 （宇部） tうハ．うゲケ

寂地山 （錦） シ’ャクチサン 伏馬山 （むつみ） nマヤマ

成君寺山 （本郷） γョウクンシ’ずン 平家ケ岳 （錦） ヘイケYゲケ

城将山（錦） γョウショウずン 栂木山（山口・小郡） ホタギヤマ

白井ケ岳 （徳地・鹿野） シライがゲケ 法華山 （本郷） ホッケずン

白石山 （徳地） シうイシヤマ 松癒山 （山陽） マツタケサン

白木山 （東和） シうキヤマ 万役山 （徳山） マンニャクヤマ

白滝山 （豊北・豊田） シうタキヤ？ 右田ケ岳 （防府） ミギタカ．タ．ケ

真田ケ岳 （山口・徳地） シンタがゲヴ 弥山 （岩国・美和） ミセン

陶ケ岳 （山口） スエカ．ゲケ 金峰山 （徳山 ・鹿野） ミタケヤマ

銭壷山 （由宇 ・柳井 ・大畠）・fニツポヤマ 三原山（阿東） ミJ¥7t"?

千石岳 （新南陽・徳地） センコ’クゲケ 妙見山 （長門） ミョウケンヤマ

禅定寺山 （山口・宇部・小郡） 向日山 （豊浦） ムカイヤマ

t'ンγョウシ’ヤマ 物見ケ岳 （周東 ・美J11) モ／ミがゲケ

千坊山 （光・田布施） センポウザン 物見ケ岳 （山口 ・阿東） モ／ミカ．ゲケ
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物見岳（阿東） を／ミカ．ゲク

文珠山（大島・久賀） モンシ．ュヤマ

矢筈ケ岳（防府） ヤハス・ヵ・タ．ケ

羅漢山（錦・本郷・ 美和） 7カンずン

③ 高原 (290.915) 

秋吉台 7キヨシゲイ

阿武高原 77' Jウゲン

宇部台地（宇部・山口） ウへ.'J'ィチ

奥秋吉台 オクアキヨシタ．イ

千石台（むつみ） tンJ＇クグイ
寂地高原（錦） γャクチョウゲン

周南丘陵 シュウナンキュウリョウ

④ 峠（290.917)

石畑峠（豊浦）

板堂峠（山口・旭）

猪熊峠（萩）

梅ケ峠（下関 ・豊浦）

大ケ峠（長門・美祢）

大峠（山口 ・美東）

x小瀬峠→関戸峠

鹿脊峠（萩 ・旭）

木戸峠（山口・阿東）

貴飯峠（豊浦・菊J11) 

欽明路峠（玖珂・岩国）

鎖埠（萩）

源、明峠（橘 ・大島）

河内峠（鹿野 ・徳地）

米山峠（鹿野）

陶ケ峠（山口）

⑤ 渓谷（290.919)

生雲渓（生雲川）

河津峡（錦）

木谷峡（木谷川）

イシハ．タタオ

イタドウトウゲ

イ／クマゲオ

ウメカ’タオ

オオがタオ

オオタオ

オゼゲオ

カtrタオ

キドゲオ

キハ’タ．オ

キンメィ：／ 'J＇オ

クサリゲオ

ゲンメイトウゲ

ユウチダオ

コメヤマトウゲ

スエYタオ

イクHイ

カワス’キョウ

キタ．ニキョウ
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竜王山（下関） lhウオウず〉

竜王山（小野田） lhウオウザン

蓮華山（周東・玖珂・ 岩国） レンゲサン

長者ケ原（徳地） チョウγャY｝＼う

長沢台（福栄） ナカ．サワゲイ

長門丘陵 ナカ’トキュウリョウ

西秋吉台 ニシ了キヨシゲイ

西台（阿東） ニシゲイ

羽賀台（萩 ・福栄） ハカ’／ゲイ

羅漢高原（本郷） うカン3ウゲン

杉ケ峠（徳山） スキ．カ．タオ

涼木峠（美祢） スス．ミキ．トウゲ

関戸峠（岩国） セキト．ゲオ

大事寺峠（長門） タイネイシ’タ．オ

土床峠（田万川） ツチドコトウゲ

椿峠（徳山 ・防府） ツハ．キゲオ

生山峠（錦） ナマヤマトウゲ

荷卸峠（山口・徳地） ニオBシゲオ

二本木埠（美東・小郡） ニホンギゲオ

野坂峠（阿東） ／サカトウゲ

野道峠（阿東・徳地） ／ドウトウゲ

法事峠（周東） ポウシ.;ti'タオ

傍示ケ峠（錦） がりγヵ・タオ

松尾峠（岩国 ・美和） マツオトウヴ．

松ノ木峠（錦） マツ／キトウゲ

矢地峠（徳山 ・新南陽） ャγトウゲ

黒岩峡（熊毛）

寂地峡（錦）

石柱渓（豊ー田）

クロイワキョウ

グャクチキョウ

セキチュウケイ



高瀬峡（新南陽）

中山渓 （菊JII) 

長門峡（川上・阿東）

深谷峡（錦）

⑥ 平野（290.見）

厚狭盆地（山陽）

岩国平野（岩国）

タカセキョウ

Tュウサ．ンケイ

チョ？tンキョウ

7カタニキョウ

7サホ．〉子

イワクニヘイヤ

大津平野（日置 ・油谷） 材ツヘイヤ

小郡平野（小郡・山口） ね．オリヘイヤ

鹿野盆地（鹿野） カノポンチ

玖珂盆地（周東・玖珂） クカ．ポンチ

下松平野（下松） クゲマツヘイヤ

田部盆地（菊JII) タヘ．ホ．ンチ

⑦洞窟（290.93)

秋芳洞（秩芳） 7キヨシドウ

大肌谷編蝿洞（豊浦）オオコ．ウヤコウモリドウ

景清澗（美東） カ'J'キヨドウ

観音洞（秋芳） カンjンドウ

③ 河川 (290.94) 

藍場川（萩） 7イハ.j（ワ

厚狭川（美祢・山陽） 7サカ．ワ

阿武川（阿東・川上 ・萩） 77'カ．ワ

綾羅木川（下関） 7ヤうキ．カ．ワ

有帆川（美祢・小野田） 7リホカ．ワ

粟野川（華山・豊北） 7ワ／カ．ワ

生見川（美和） イキミYワ

五十鈴川（山口） イスtカ．ワ

井関川（阿知須） イセキカ．り

ーの坂JII（山口） イチ／サカカ．ワ

大井川 （阿武・萩） オオイがワ

大根川（美和） オオネカ．ワ

小瀬川（玖珂郡） オゼカ．ワ

音信川（長門） オトfレがり
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米泉峡（下松）

豊北峡（豊北）

弥栄峡（美和）

徳佐盆地（阿東）

西市盆地（豊田）

萩平野（萩）

深川平野（長門）

防府平野（防府）

八代盆地（熊毛）

柳井平野（柳井）

山口盆地（山口）

大正洞（美東）

潮音洞（鹿野）

中尾洞（秋芳）

白魚洞（美東）

川棚川 （豊浦）

切戸川（下松）

郷川（阿武）

厚東川（秋芳・ 宇部）

木屋川 （長門・下関）

佐波川（徳地・防府）

四十八瀬川（小郡）

ヘ．イセンキョウ

ホウホクキョウ

ヤサカキョウ

トクサホ．ンチ

ニシイチポンチ

ハギヘイヤ

7カワヘイヤ

ホウ7ヘイヤ

ヤシロポンチ

ヤナイヘイヤ

ヤマグチホ．ンチ

タイショウドウ

チ3ウォンドウ

ナカオト．ウ

ハクギョドウ

カワタナカ．ワ

キlJトYワ

J＇ウがり

コトウYワ

コヤがり

サハ.:b'ワ

シシ.lウハッセカ．ワ

島田川（周東・熊毛・光）シマタカ．ワ

寂地川（錦） シ.tクf}J'ワ

新堀川（萩） シンポりがワ

末武川（熊毛・下松） スエタケカ．ワ

田布施J,,（大和・田布施）タ7't:h'ワ

壇具川 （下関） ゲンゲカ．ワ

富田川（徳山・新南陽） トンタ．カ．ワ



南若川（山口） ナンニャクカ．り

錦川（鹿野・岩国） ニシキカ．ワ

橋本川（萩） ハシモトYワ

深川川（長門） 7カワカ．ワ

権野川（山口・小郡） 7シ／カ．ワ

真締JII （宇部） マシ’メカ．ワ

⑨滝（290.943)

犬鳴の滝 （山口） イヌナキj舛

犬戻ノ滝（錦） イヌモドシ／タキ

岩尾ノ滝（大畠） イワオノタキ

魚切りの滝（徳山） ウオキリjタキ

宇佐ノ大滝（錦） ウサ／オオタキ

梅津の滝（岩国） ウメス．／タキ

扇落ノ滝（福栄・川上） オウキ．オトシ／舛

大滝（長門） オオダキ

男滝（福栄） オンゲキ

錦鶏ノ滝（山口） キンケイ／タキ

鹿落ちの滝（錦） シカオチ／タキ

⑬半島（290.951)

秋穂半島（山口・秋穂） 7イオハントウ

赤石鼻（秋穂半島） 7カイシハ．ナ

今岬（日置） イマミサキ

宇部岬 （宇部） ウヘ．ミサキ

大島半島（徳山） オオシマハントウ

川民岬 （油谷） ヵヮγリミサキ

神田岬（豊北） カンタ．ミサキ

熊毛半島（柳井・平生・上関）

クマゲハントウ

高山岬（須佐） コウヤマミサキ

⑪ 海岸 （290.953)

綾羅木海岸（下関） 7ヤラギカイカ．ン

勝間浦（防府） カツマウう

菊ケ浜 （萩） キクカ．ハマ
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松本川（萩） マツモトがり

三階川（美東・ 三隅） ミスミYワ

夜市J11 （徳山・新南陽） ヤシ＇fワ

由宇川（柳井・由宇） ユウがり

吉永川（豊浦） ヨシナjJ'jJ'り

秋芳の大滝（秋芳） シュウホウノオオタキ

鼓の滝（山口） ツス．ミ／タキ

ドウドウノ滝 （阿武・福栄）

徳仙の滝（豊田）

七段の滝 （長門）

鳴滝（山口）

白雲の滝（下松）

不動滝（旭）

牧の滝（福栄）

竜尾ノ滝（錦）

瀬戸ノ鼻（東和）

千葉崎（上関）

毘沙ノ鼻（下関）

本場鼻（豊北）

牧崎（豊北）

丸尾崎（宇部）

宮ノ洲鼻（下松）

向津具半島（油谷）

室積半島（光）

白土海岸（宇部）

只ノ浜（長門）

玉江浦 （萩）

ドウドウj舛

トクセン／舛

ナナゲン／舛

ナ）しタキ

ハタウンjタキ

7ドウゲキ

マキ／タ：干

'hウピ／タキ

tト／ハナ
センハ．ずキ

ピシャ／ハナ

ホンハ．／ハナ

マキザキ

マJvオザキ

ミヤ／スハ．ナ

ムカツクハントウ

ムロfミハントウ

シラッチカイYン

タゲ／ハマ

タマエウラ



壇ノ浦（下関）

土井ケ浜 （豊北）

長浜（萩）

タ．ン／ウラ

ドイカ．ハマ

ナカ．ハマ

虹ケ浜海岸（光） ニシ．カ．ハマカイカツ

西長門海岸（豊北 ・油谷）

ニシナYトカ千カ．ン

⑫港湾 (290.955) 

岩国港（岩国） イワクニコウ

宇都港（宇部） ウヘ.Jウ

大海湾（防府・秩穂） オオミワン

小野田港（小野田） オノダヨウ

特牛港（豊北） ]•J トイヨウ

下関漁港（下関） シモItキギョコウ

下関港（下関） シモItキコウ

須佐湾（須佐） スサワン

仙崎漁港（長門） センザキキ.3Jウ

仙崎湾（長門） センサ．キワン

徳山下松港（光・下松 ・徳山 ・新南陽）

トクヤマクタ．？ツコウ

⑬ 島（290.957)

相島（萩） 7イシマ

厚島（豊浦） 7ヅシマ

祝島（上関） イ？イシマ

浮島（橘） ウカシマ

牛島（光） ウシマ

馬島（田布施） ウマシマ

青海島（長門） オウミシマ

大島（萩） オオシマ

大津島（徳山） オオfシマ

沖家室島（東和） オキカムロシ．マ

尾島（萩） オシマ

笠佐島（大島） カササシ．マ

笠戸島（下松） カサドシ.'? 

甲島（由宇） カ7'トγマ

壁島（豊北） カヘ．シマ
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波雁ケ浜（字部）

土生浦（山陽）

美濃ケ浜（秋穂半島）

八ケ浜（豊浦）

徳山湾（徳山）

萩漁港（萩）

萩港（萩）

平生湾（平生・田布施）

深川湾（長門・日置）

三由民中関港（防府）

室津湾（豊浦）

ハカリYハマ

ハ7'ウラ

ミ／カ．ハマ

ヤツカ．ハマ

トクヤマワン

ハキ．キ．ョコウ

ハギヨウ

tうオワン

7カワワン

ミタシ．リナカItキコウ

ムロツワン

山口湾（山口・阿知須・字部）

ヤマゲチワ〉

油谷湾（豊北・油谷） ユヤワン

鴨島（下関） カ壬シマ

巌流島（下関） カ．ンl)J.ウγマ

黒藍島（徳山 ・新南陽） クロカミγマ

黒島（岩国） クロシマ

佐合島（平生） サコ．ウグマ

蛇島（徳山） サシマ

下荷内島（大島） シモニナィγマ

給島（徳山） スクモグマ

竹島（秋穂） タケシマ

俵島（油谷） タワラシ．マ

角島（豊北） ツ／シマ

長島（上関） ナYシマ

情島（東和） ナサケグマ

野島（防府） ／シマ

端島（岩国） ハシ？



羽島（萩）

柱島（岩国）

彦島（下関）

肥島（萩）

横島（萩）

姫島（阿武）

蓋井島（下関）

x船島→巌流島

平郡島（柳井）

前島（久賀）

⑬海洋（290.961)

安芸灘

伊予灘

周防灘

⑮ 海 峡（290.963)

ハシマ

ハシぅγマ

tJシマ

tシマ

tツシマ
りシマ

7タオイシ."? 

7tシマ

ヘイゲントウ

マエシマ

7キナゲ

イヨナゲ

スオウナタ．

海士ケ瀬戸（豊北） nf tト
x大島鳴門→大畠の瀬戸村シマナルト

大畠の瀬戸（大島 ・大畠）

オオハ．タケItト

上関海峡 （上関） カミItキカイキョウ

関門海峡（下関） カンモンカイキョウ

佐合瀬戸（上関 ・平生） サJ＇ウItト

⑬湖沼 （452.93)

青海湖（長門）

明神池（萩）

⑫ 運河（517.6)

姥倉運河（萩）

オウミコ

ミョウシ．ンイケ

ウハ’クラウンカ．
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満珠・干珠島（下関）

見島（萩）

向島（防府）

六連島（下関）

諸島（東和）

八島（上関）

x屋代島 →大島郡

瀬戸内海

日本海

響灘

マンシ.l・カンシ．ュシ."? 

ミシマ

ムコウシマ

ムツレシ’マ

モロシマ

ヤシマ

ヤシ口シ.? 

セトナイカイ

ニホンカイ

tピキナゲ

x下関海峡→関門海峡シモ片付イキョウ

仙崎水道（長門） センサ．キスイドウ

x雑石瀬戸 →佐合瀬戸 Tウシカ.tト
鼻繰瀬戸（上関） ハナゲ lJ／り

平郡水道（上関 ・柳井） ヘイゲンスイドウ

諸島水道（東和） モロシマスイドウ



⑬ ダム (517.7) 

x赤滝湖→大坊ダム 7カタキ3

阿武川ダム（川上） 77' jJ＇ワゲム

荒谷ダム（山口） 7うタニゲム

有宗ダム（油谷） y1Jソウゲム

生見川ダム（美）II) イキミYワタ’ム

石井ダム（柳井） イシイゲム

ーの坂ダム（山口） イチjサカゲム

今富ダム（楠） イマトミゲム

歌野川ダム （菊JII) ウタJ≫・ ワゲム

内日ダム（下関） ウツイダム

宇部丸山ダム（宇部） ウヘ.・vけマダム
x大原湖 → 佐波川ダム 材ハう3

x小野湖→ 厚東川ダムオ／］

小瀬川ダム （美和・佐伯）オセ.j）＇ワダム

刈音ダム（日置） カリネグム

川上ダム（徳山） カワカミゲム

x菊川湖 → 川上ダム キクがり3

x錦鶏湖→ーの坂ダムキンケイコ

黒杭川ダム（柳井） クロクイがりゲム

向道ダム（徳山） 3ウド ウゲム

x五瀬ノ湖→御庄川ダム J't/J

厚東JIIダム （宇部）

⑬ 溜池（614.6)

江汐湖（小野田）

常磐池（宇部）

コトウYワタ．ム

ヱシ．オコ

トキワイケ
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木屋川ダム （豊田） コヤがワタ．ム

佐波川ダム（徳地） サハ．カ．ワゲム

島地川ダム（新南陽） シマシ.jJ'ワゲム

末武川ダム （下松） ス工タケカ．ワゲム

菅野ダム（徳山） スカ．／タ．ム

大坊ダム（油谷） ゲイポウゲム

x高瀬湖→島地川ダムタカセ3

x豊田湖→木屋川ダムトヨタコ

中山川ダム （周東） ナカヤマがワゲム

x温見湖→温見ダム ヌクミ3

温見ダム（下松） ヌクミタ．ム

畑ダム （日置） ハタタ．ム

x米泉湖 → 末武川ダムヘ’イセンコ

御庄川ダム（岩国） ミショウカ．ワゲム

水越ダム（徳山） ミス．コシゲム

美祢ダム （美祢市） ミネゲム

x宮野湖→荒谷ダム ミヤ／J

弥栄ダム（岩国 ・大竹） ヤサカゲム

屋代ダム（大島） ヤシロゲム

x山代湖→生見川ダムヤマシロ3

山の口ダム（福栄） ヤマ／クチゲム

湯の原ダム（菊川） ユjハラゲム

長沢池（山口・防府） ナカ．切／イケ

万年池（阿知須） マンネンイケ



(2) 交通路名

① 航路 （683.3)

岩国 ・柱島航路 イワクニ・ハシぅγηウロ

岩国・松山航路 イワクニ・マツヤマ対日

大島連絡航路 （大畠・ 小松）

オオシマレンラクコウロ

大津島航路 （徳山・馬島）オオス．シマコウロ

関釜航路 （下関 ・釜山） カン7° Jウロ

関門連絡船航路 （下関・門司）

カンモンレンうクセンコウロ

② 街道 （685.21)

秋穂街道 （秋穂・山口） 7イオカイドウ

赤間関街道

山陰道

山陽道

石州街道

③ 鉄道 (686) 

宇部軽便鉄道

宇部線

大嶺線

7カマカ.tキカイドウ

サンインドウ

サンヨウドウ

セキシュウカイドウ

ウヘ’fイヘ．ンテツドウ

ウヘ．セン

オオミネセン

小郡 ・山口問軽便鉄道

ヤマグチオプオリカンケイへ．ンテツドウ

小野田軽便鉄道 オ／ゲケイヘ．ンテツドウ

小野田線 オ／ゲセン

岩穂線 がントクセン

岩田線 がンニチセ〉

山陰本線 サンインホンセン

山陰本線仙崎線 サンインホンセンセンずキセン

山陽新幹線 サンヨウシンカンセン
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下関・門司航路 （唐戸 ・門司港）

シモJtキモシ.Jウロ

穂山 ・大分航路 （徳山 ・竹田津）

見島航路 （萩・見島）

柳井・平郡航路

柳井 ・松山航路

長府街道

トクヤマオオイタコウロ

ミシマコウロ

ヤナイヘイゲン3ウロ

ヤナイマツヤロウロ

チョウ7カイドウ

萩往還（萩 ・山口・防府）ハギオウカン

肥中街道（山口 ・豊北） tγュウカイドウ

山代街道 ヤマシロカイドウ

山陽鉄道 サンヨウテツドウ

山陽電気軌道 サンヨウデンキテツドウ

山陽本線 サンヨウホンセン

長州鉄道 チョウシュウテツト．ウ

長門鉄道 ナカ．トテツドウ

錦川鉄道 ニシキカ． ワテツドウ

船木軽便鉄道 7ナキテツドウ

防石鉄道 ポウセキテツド ウ

美祢軽便鉄道 ミネケイヘ’ンテツドウ

美祢線 ミネセン

山口線 ヤマゲチセン

柳井線 ヤナイセン
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