
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

100 哲学 注記，注参照
「例：医学哲学→490.1；音楽哲学→760.1［761.1の誤記］；…」を「例：161.1
宗教哲学，321.1法哲学」に変更。▲「＊芸術哲学，美学→701.1」を新設

102 哲学史 注記 「例：130.2西洋哲学史〈通史〉」を「例：130.2西洋哲学史」に変更

102.8 哲学者〈列伝〉 分類項目名 「哲学者列伝」を変更

108 叢書．全集．選集 注記 「例：134.2カント全集」を「例：134.208カント全集」に変更

〈110／
130〉

哲学 注記 「＊哲学各論は，…」，「＊各国の哲学・思想は，…」を新設

110 哲学各論 注記

「…，131／139に収める」を「…，120／139に収める」に変更。「例：サルトル
著「実存主義とは何か」は114.5ではなく，135.54；ただし111／118に収まらな
い…」を「例：135.54サルトル著「実存主義とは何か」；111／118に収まらない
…」に変更

114.5 実存主義．実存哲学 参照 「→：134.9；135.5」から「；135.5」を削除

115.3
合理主義［理性論．唯
理論］．…

分類項目名 「［理性論．唯理論］．理性」を追加

116
論理学．弁証法．方法
論

分類項目名 「弁証法［弁証法的論理学］」から「［弁証法的論理学］」を削除

116.9 構造主義 参照 「→：135.5」を削除

［119］ 芸術哲学．美学
分類項目名，英
文項目名

「芸術哲学．」を追加。▲「Philosophy of art. Aesthetics」を新設

120.2 東洋思想史 分類項目名 「東洋思想史〈通史〉」を変更

121 日本思想 英文項目名 「Nipponese thought」を「Japanese thought」に変更

121.02 日本思想史 分類項目名 「日本思想史〈通史〉」を変更

121.3／.67 古代／三木清 分類項目名 字下げ

121.53 日本の儒学 分類項目名 「日本の儒学〈一般〉」を変更

121.54
／.58

朱子学派／水戸学 分類項目名 字下げ

121.59 その他の思想家 注参照 「石田梅巌」を「石田梅岩」に変更

122.02 中国思想史 分類項目名 「中国思想史〈通史〉」を変更

123.3 詩経［毛詩］ 分類項目名 「詩経．毛詩」を変更

125.9
中華民国時代以後：
…

分類項目名 「以降」を「以後」に変更

126.9 近代 分類小項目名
「タゴール」の生没年「1869－1948」を「1861－1941」に訂正。「ラジニーシ」
の没年（1990）を追加

129
その他の東洋思想．
アジア哲学

分類項目名，英
文項目名

「その他のアジア・アラブ哲学」を「その他の東洋思想．アジア哲学」に変更。
▲「Other Oriental and Arabic thought」を「Other Oriental thought」に変更

129.1 朝鮮思想 分類項目名 「朝鮮の哲学」を変更

129.7
イスラム哲学［アラビア
哲学］

分類項目名，注
記

「アラビア近代哲学」を変更。▲「アラビア中世哲学は，…」を「イスラム中世
哲学は，…」に変更

［129.8］ ユダヤ哲学
分類項目名，注
記

「ユダヤ近代哲学」を変更。▲「＊イブン・マイムーンなどのユダヤ中世哲学
は，132.29に収める」を削除

130.2 西洋哲学史 分類項目名 「西洋哲学史〈通史〉」を変更

131.2
ソフィストおよびソクラ
テス派

関連項目名 「5th cent. B.C.」を「5th cent. BC」に変更

131.5 ストア派．ストア哲学 関連項目名 「６B.C.」を「6BC」に，「４B.C.－65A.D.」を「4BC－65AD」に変更

131.9
新ピュタゴラス派．フィ
ロン〈アレクサンドリア
の〉　…

分類項目名，分
類小項目名

「フィロン〈アレクサンドリアの〉 Philon, of Alexandria．」を追加。▲「フィロン
〈ラリッサの〉」の原綴「Philon, of Alexandria」を「Philon, of Larissa」に訂正

132.2 スコラ哲学 関連項目名
「トマス・ア・ケンピス」の原綴「Thomas,  ã Kempis」を「Thomas, a Kempis」に
変更

132.28 イスラム中世哲学 分類項目名 「アラビア中世哲学」を変更

132.4 神秘主義者：… 分類小項目名 「ベーメ」の原綴「Behme」を「Böhme」に，生年「1501」を「1575」に訂正

132.5 自然哲学者：… 分類小項目名 「カンパネラ」の原綴「Tomaso」を「Tommaso」に訂正
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133.9 アメリカ哲学 関連項目名 「ランガー」の没年（1985）を追加

134.53 マルクス 注記，注参照
「；116.4の注記をも参照」を削除。▲「＊マルクス経済学派→331.6；…」を新
設

134.7 唯物論者．実証主義 関連項目名 「ヴント」の原綴「Whilhelm」を「Wilhelm」に訂正

134.8 新カント派：… 関連項目名 「リープマン」の原綴「Liebmann, Otto, 」を追加

135.5 20世紀－：… 参照 「→：114.5；116.9」を削除

135.56 アルチュセール 分類項目名 「… Louis 1918－1990」を「… Louis, 1918－1990」に訂正

135.57 フーコー 分類項目名 「…　Michel 1926-1984」を「…　Michel, 1926-1984」に訂正

138 ロシア哲学 関連項目名 「ベルジャーエフ」の原綴「Nikolaí」を「Nikolai」に変更

139.7 その他の諸国の哲学 注記
「＊近代，およびユダヤ哲学〈一般〉は，…」を追加。「＊別法：ユダヤ近代哲
学129.8」を「＊別法：ユダヤ哲学…」に変更

140 心理学 注記，注参照
「＊応用心理学〈一般〉は，…」を新設。▲「＊医学と心理→490.14；…」を削
除

141.93
人格［パーソナリ
ティ］．…

注参照 「＊個性→141.9；相性→148.7」を「＊相性→148；個性→141.9」に変更

143 発達心理学 注記 「＊発生心理を含む」を「＊発生心理学は，ここに収める」に変更

145.7 意欲の異常
分類小項目名，
参照

「：性的異常，近親相姦，自殺」を削除。▲「→：368.3」を削除

145.71 自殺．自傷行為 分類項目 新設

145.72 摂食障害：… 分類項目 新設

145.73
性的異常．性的倒錯：
…

分類項目 新設

145.8 知能の異常：… 分類小項目名 「，ヒステリー」を追加

146.1
精神分析学．深層心
理学

注記，注参照
「例：「フロイト心理学入門」146.13」を「例：146.13「フロイト心理学入門」」に，
「例：C.G.ユング著「分裂病の心理」145.8」を「例：145.8C.G.ユング著「分裂
病の心理」」に変更。▲「；精神分析療法→146.815」を追加

146.8
カウンセリング．精神
療法［心理療法］

分類項目名，注
記，注参照

「心理療法．カウンセリング」を変更。▲「＊カウンセリングの一般理論は，
…」，「＊教育相談としてのカウンセリングは，…」を「＊カウンセリングの一般
理論は，…；ただし，教育相談としてのカウンセリングは，…」に変更。　「例：
一般医のための森田療法→493.72」を削除。▲「＊森田療法→493.72」を新
設

［146.81］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

146.811 精神療法：… 分類項目 新設

146.812 集団精神療法：… 分類項目 新設

146.813 芸術療法：… 分類項目 新設

146.814 催眠療法 分類項目 新設

146.815 精神分析療法 分類項目 新設

146.816 東洋的精神療法：… 分類項目 新設

146.82
児童の精神療法［心
理療法］

分類項目名 「児童の心理療法」を変更

147 超心理学．心霊研究 注参照 「＊未確認飛行物体［ＵＦＯ］→440.9」を削除

147.7 心霊療法
分類項目名，注
記

「その他の心霊現象・心霊術」を変更。▲「＊いわゆる心霊療法は，ここに収
める」を削除

147.8 霊能者．超能力者 注記 「＊.1／.7に関する…」を「＊.1／.７および.9に関する…」に変更

147.9 その他の超常現象 分類項目 新設

148.3 姓名判断．墨色判断 注記 「＊文字による占いは，ここに収める」を新設

148.4
陰陽道［五行．九星］．
易

分類項目名 「陰陽道．易学．五行．九星術」を変更

148.5 方位：… 注記 「＊風水は，ここに収める」を新設

148.6
幹枝術［干支］．四柱
推命

分類項目名 「天源術．淘宮術．推命学」を変更

（148.7） 幹枝術．相性 分類項目 削除項目に変更
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［149］　→
140

応用心理学 注記，参照

「＊特定の応用心理は，各主題の下に収める；140の注記を参照」を削除。
「＊別法：ここに集め，綱目表に準じて細分　例：149.32法心理」を「＊綱目
表に準じて細分　例：149.32法心理，149.49医学と心理」に変更。▲「→140」
を新設

151.2
当為．意志の自由．行
為．…

分類項目名 「形式主義」を「定言命法」に変更

153 職業倫理 注記
「＊特定の職業倫理は，各主題の下に収める」を「＊特定の職業倫理は，各
職業または各主題の下に収める」に変更。「例：327.14弁護士の倫理，
490.15医療倫理」を追加

155 国体論．詔勅 参照 「→：313.61」を新設

156 武士道 英文項目名 「Bushidô」を「Bushido」に変更

157 報徳教．石門心学 英文項目名 「Hôtokukyô」を「Hotokukyo」に変更

157.2 報徳教：…
分類項目名，分
類小項目名

「二宮尊徳．報徳仕法．報徳講」を「報徳教：二宮尊徳，報徳仕法，報徳講」
に変更

157.9 石門心学：…
分類項目名，分
類小項目名

「心学講話」を「石門心学」に変更。▲「石田梅巌」を「石田梅岩」に変更

159.4 経営訓 注記
「ビジネスマン」を「ビジネスパーソン［ビジネスマン］」に，「年齢・世代の別な
く」を「性別・年齢の別なく」に変更

〈159.5
／.79〉

対象別 中間見出し 新設

159.6 女性のための人生訓 注記 「＊ここには，159.5，159.7／.79に該当しないものを収める」を新設

159.89 中国の金言・格言 注記
「＊.84に該当するものは除く」を「＊ビジネス・経営に関するものは，.84に収
める」に変更

165.4
宗教生活．道徳．禁
欲．…

分類項目名 「祈禱」を「祈祷」に変更

167.2 イスラム史 注記 「＊地理区分」を新設

167.28 ムハンマド［マホメット］ 分類項目名 「マホメット」を変更

167.5 モスク 分類項目名 「寺院」を変更

167.6 勤行：… 分類小項目名 「祈禱」を「祈祷」に変更

168
ヒンズー教．ジャイナ
教

英文項目名 「Jainaism」を「Jainism」に変更

168.9 ゾロアスター教［祆教］ 分類項目名 「けん教」を「祆教」に変更

169
その他の宗教．新興
宗教

注記 「例：169.1天理教，ＰＬ教団；」を「例：169.1天理教，169.1ＰＬ教団,」に変更

170 神道 英文項目名 「Shintô」を「Shinto」に変更（以下同じ）

172 神衹・神道史
分類項目名，注
記

「神祇」を「神衹」に変更。▲「各宗派の下」を「各教派の下」に変更

176.3 祈祷 分類項目名 「祈禱」を「祈祷」に変更

178 各教派．教派神道 固有補助表
「テーブルにより共通的に区分することができる」を「次のように細分すること
ができる」に変更

180.9 チベット仏教［ラマ教］ 分類項目名 「ラマ教」を変更。「．三階教」を削除

182.9 仏跡 注記 「＊ここには，釈尊の遺跡を収める」を新設

185.9 寺誌．縁起 注記 「＊各宗共有寺院，単立寺院は，ここに収める」を追加

188 各宗 注記
「＊中国，インドの諸宗も，ここに収める；ただし，表にないものは182仏教史
の下に収める」から「；ただし，…」を削除

固有補助表
「テーブルにより共通的に区分することができる」を「次のように細分すること
ができる」に変更。「－4　法話・語録．説教集」を「法話．語録．説教集」に変
更

188.99 その他の宗派 分類項目 新設

191.17 神の法：… 分類小項目名 「予言」を「預言」に変更

193.02
聖書史．聖書考古学．
…

分類項目名 「考古学（聖書）」を「聖書考古学」に変更

193.214 民数記 分類項目名 「民数記略」を変更

193.216 十戒 分類項目名 「十誡」を変更

193.4 預言書 分類項目名 「予言書」を変更

193.46 小預言書［12人の書］ 分類項目名 「小予言書」を「小預言書」に変更
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193.61 マタイによる福音書 分類項目名 「マタイ福音書」を変更

193.62 マルコによる福音書 分類項目名 「マルコ福音書」を変更

193.63 ルカによる福音書 分類項目名 「ルカ福音書」を変更

193.64 ヨハネによる福音書 分類項目名 「ヨハネ福音書」を変更

193.71
パウロの書簡．パウロ
神学

関連項目名

「ロマ書」を「ローマ人への手紙」に，「コリント書」を「コリント人への手紙」に，
「ガラテヤ書」を「ガラテヤ人への手紙」に，「エペソ書」を「エペソ人への手
紙」に，「ピリピ書」を「ピリピ人への手紙」に，「コロサイ書」を「コロサイ人への
手紙」に，「テサロニケ書」を「テサロニケ人への手紙」に変更

193.72 牧会書簡：… 分類小項目名 「テモテ書」を「テモテへの手紙」に，「テトス書」を「テトスへの手紙」に変更

193.73 ピレモンへの手紙 分類項目名 「ピレモン書」を変更

193.74
ヘブライ人［へブル
人］への手紙

分類項目名 「ヘブライ書」を変更

193.76 ヤコブの手紙 分類項目名 「ヤコブ書」を変更

193.77 ペテロの手紙 分類項目名 「ペテロ書」を変更

193.78 ヨハネの手紙 分類項目名 「ヨハネ書」を変更

193.79 ユダの手紙 分類項目名 「ユダ書」を変更

193.8 ヨハネの黙示録 分類項目名 「ヨハネ黙示録」を変更

195.7
司教．司祭．神父．牧
師

分類項目名 「神父．」を追加

196.1 ミサ．礼拝．祈祷書 分類項目名 「祈禱書」を「祈祷書」に変更

198 各教派 固有補助表
「テーブルにより共通的に区分することができる」を「次のように細分すること
ができる」に変更。「例：198.982…，198.74…」を「例：198.74…，198.982…」
に変更

198.2
カトリック教会．ローマ
カトリック教会

分類項目名 「ローマカトリック教［天主公教会］．カトリック教会」を変更

198.25
教会組織．聖職者．修
道院．…

分類項目名 「．神父」を追加

198.26 秘跡．祈祷 分類項目名 「祈禱」を「祈祷」に変更

198.35 教会．聖職．牧師 分類項目名 「．牧師」を追加

198.38 教派：… 分類小項目名
「カルヴィン教会」を「カルヴァン派教会［改革派教会］」に，「ルター教会」を
「ルター派教会」に変更

198.385 ルター派教会 分類項目名 「ルター教会」を変更

198.386
カルヴァン派教会［改
革派教会］

分類項目名 「カルヴィン教会」を「カルヴァン派教会［改革派教会］」に変更

198.97 クリスチャンサイエンス 分類項目名 「クリスチャン・サイエンス」を変更

［199.01→
199.1］

分類記号 不使用項目を新設

［199.02→
199.2］

分類記号 不使用項目を新設

199.1 教義 分類項目 新設

199.2 ユダヤ教史．歴史 分類項目 新設

199.3 聖典 分類項目 新設

199.4 信仰録．説教集 分類項目 新設

199.5 会堂：… 分類項目 新設

199.6 典礼．儀式．戒律 分類項目 新設

199.7 布教．伝道 分類項目 新設

199.8 教派 分類項目 新設
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