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ＩＮＤＥＸ               

 

 

 ● 用語    A～S 

 

1 次統計 ………………………………210,211 

2 次統計 ………………………………210,211 

Bundesrat → 連邦参議院  

Bundestag → 連邦議会  

Cited References ………………………40,41 

Citing Articles ……………………………41 

Dissertation  ………………………………54 

Document → ドキュメント  

Document Symbol → ドキュメント記号  

EDC → EU 情報センター  

EU i → EU 情報センター  

EU 官報 ………………………………………236

EU 情報センター ……………………………234

M.D. Thesis  …………………………………54

Official Records → 公式記録  

Ph.D. Thesis …………………………………54

Publication → パブリケーション  

Related Records  ……………………………41

revised edition ……………………………123

Sales Number → セールスナンバー  

Times Cited  …………………………………40
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家文書 ………………………………………248 

一部改正法 …………………………………171 

一枚物 …………………………………149,150 

岩手考古学会 ………………………………155 

影印本 ………………………………………137 

欧州連合 ……………………182,200,229,234 

織り込み式 …………………………………171 

折本 …………………………………………150 

絵画 ……………………………………145,161 

会社史 …………………………………220,221 

改訂版 …………………………………121,123 

科学研究費補助金  …………………………60 

科学研究費補助金研究成果報告書 ……60,61 

学位論文 …………………………………54-57 

各州議会 ……………………………………188 

学術雑誌 ………………………………5,17,69 

学術論文  …………………………………5,69 

画集 …………………………………………158 

加除式 ………………………………………171 

元興寺文化財研究所 ………………………153 

巻子本 ………………………………………150 

官報 ……165,166,168,169,171,174,221,222 

巻本 …………………………………………150 

刊本 ……………………………………136-138 

貴重書 ………………………140,148,256-263 

旧片平古典カード目録 ……………………140 

旧教養部カード目録 ………………………140 

行政資料 ………………………………202,207 

クリアリングシステム ……………………169 

訓令 ……………………………………164,169 

経済思想・経済史関連資料 ………………220 

決算公告 ……………………………………221 

研究閲覧室 …………………………………215 

研究コミュニティ  …………………………11 

研究書 …………………………………………5 

研究成果情報 …………………………………3 

研究のプロセス ………………………………2 

県市町村教育委員会 ………………………152 

県政情報センター ……………………206,207 

建築 …………………………………………158 

考古学関連企業 ……………………………152 

公式記録 ……………………………………230 

公文書  ……………132-134,202-208,216,217 

公文書版 ………………………………216,217 

国際連合 ………………………………229-233 

告示 …………………………………………169 

国連寄託図書館 ……………………………229 

古書目録 ………………………………314,315 

個人コレクター ……………………………158 

胡蝶装 ………………………………………150 

古筆切 ………………………………………151 
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財団法人埋蔵文化財調査研究機関 …152,154 

裁判所-各地  ………………………………193 

差し替え式 → 加除式 

雑誌論文 ……………………………………5,8 

サンメディア  ………………………………55 

色紙 …………………………………………151 

市販版 …………………………………216,217 

写真集 ………………………………………158 

写本 ……………………………………136,137 

重刷 …………………………………………122 

重版 ……………………………………121,123 

手巻 …………………………………………150 

帖装本 ………………………………………150 

情報公開制度 ………………………………202 

情報の信頼性  ………………………………10 

条約集 ………………………………………168 

書誌 ……………………………………118,119 

書誌情報 ………………………………118-123 

所蔵情報 ……………………………………120 

審議経過 ………………………………170,171 

刷 ………………………………………121-123 

図録 …………………………………………158 

西洋古典資料 …………………………142-144 

セールスナンバー ……………………231,233 

先行研究 ………………………………………4 

全人代 ………………………………………188 

仙台市市政情報センター ……………177,206 

専門書 → 研究書 
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大韓民国国会 ………………………………189 

畳物 …………………………………………149 

短冊 …………………………………………151 

地域雑誌  ……………………………………155 

地方議会 ………………173,176,177,180,181 

彫刻 ……………………………………158,161 

通達 ……………………………………164,169 
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綴葉装 ………………………………………150 

粘葉装 ………………………………………150 
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東京大学史料編纂所 ………………………159 

統計 ……………………………………209-215 
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日本経済新聞 …………………63,64,220,221 

廃止法令 ………………………………168,171 

白書 ……………………………………216-219 

発掘調査報告書 …………………152,153,155 

パブリケーション ……………………230,231 

版 ………………………………………121,123 

判例 ……………………………………190-201 

判例評釈 …………………………190,193,195 

美術品 …………………………………158-162 

橿原考古学研究所 …………………………153 

風俗画報  ……………………………………18 

復刻版  …………………………………18,116 

仏像 …………………………………………158 

フランス装 …………………………………135 
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変遷情報 ………………………………165,170 

法案 ……………………167,170,174,182-187 

法律案 → 法案 

法令 ……………………………………164-172 

法令のあらまし ………………………165,168 

法令番号 ……………………………………165 
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巻物 ……………………………………150,151 
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宮城県公文書館 ………………………206,207 
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六法 ………………………………168,169,171 

 

● ツール    A～C 

『A catalogue of the Dr. Seckel  

collection』……………………………143 

『A catalogue of the Dr. Stein  

collection』 …………………………143 

『A catalogue of the Dr. Zitelmann  

collection』 …………………………143 

『A catalogue of the Köber collection』 

………………………………………………143 

『A guide to Units of the Microfilm  

Collection 1-1979』  ………………244 

『A guide to Units of the Microfilm  

Collection 1-2414』  ………………244 

『ACADEMIC RESOURCE GUIDE』 ……………59 

『Academic Search Elite』 …36-37,43,110 

『Amazon.co.jp』 …………………………317 

『American memory』  ………………147,183 

『American State Reports: Prior to  

National Reporter System : 米国各州判

例集』 ……………………………201,253 

『Annals of Congress : Debates and 

Proceedings, 1789-1824』 …………183 

『Annual catalogues of British government 

publications (1920-1935, 1936-1950,  

1951-1960, 1961-1970), Consolidated  

indexes to British government  

publications (1936-1970)』  ………251

『Annual catalogues of British official  

and parliamentary publications 

(1894-1909, 1910-1919)』 …………251 

『Annual of congress. 1789-1824 Sessional 

   Indexes to Annual of the U.S』  …252 

『Art Libraries’ Consortium』 ………132 

『Arts & Humanities Citation Index』 …38 
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『Congressional Globe Debates and 
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Bundestag, Datenbanken』 …………187 

『Directory of Published Proceedings』   
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『Dissertation abstracts international.  

A, The humanities and social  
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『Early English Books 1475-1640 Cross 
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『EconLit』  …………………36,38,110-111 

『EDINET』 …………………………………228 

『EDMARS 教育研究文献情報データベース』 

  ………………………………………………95 

『The Education Index』 …………………95 

『Encyclopedia of education』 …………88 

『Encyclopedia of educational research』 

  ………………………………………………88 

『EndNote』  …………………………325-326 

『EndNote Web』  …………………………324 

『ERIC』  ……………………………………92 

『EUR-LEX』  …………………………234,236 

『Europa』 …………………………………235 

『European Parliament』  …………234,236 

『EUROSTAT』 ……………………212,234,237 

『Foreign Law Materials on Internet 

世界各国の法令・判例 リンク集』 …200 

『Gallica, bibliothèque numérique de la 

Bibliothèque nationale de France』 

 …………………………………………146 

『GANET』 ……………………………………59 

『General index to the Bills, Reports 

and papers printed by order of the 

House of commons and to the reports and 

 papers presented by command 1900 to 
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『GeNii』 ……………………………………35 

『GetARef』  ………………………………324 
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『Government publications 1971-1977』 

 ………………………………………………251 

『Great Britain Parliament Hansard's 

 Parliamentary Debates : ハンサード,  

英国議会討論報告』  ………………84,250 
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『Hansard's Parliamentary Debates』 …250 
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Hobbes Collection → Thomas Hobbes  

Collection 

『The House of Commons Parliamentary  
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『ICPSR Direct』 …………………………213 
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 ……………………………………………35,60 
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『LEX/DB Internet』  ……………………195 
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