
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

202.5 考古学 注参照 「聖書考古学→193.02;」を追加

209.4 中世 注記，注参照
「サラセン帝国」を「イスラム帝国［サラセン帝国］」に変更。▲「オスマン帝国
→227.4；」を追加

209.7 20世紀 分類項目名 「20世紀－」を変更

209.71 第1次世界大戦　… 参照 「→：391.2071」を新設

209.74 第2次世界大戦　… 参照 「；391.2074」を追加

209.75 1945－2000 分類項目名 「1945－」を変更

209.8 21世紀－ 分類項目 新設

210 日本史 英文項目名 「Nippon」を「Japan」に変更

210.025 考古学 注記

「＊ここには，日本全般に関するものを収める」を「＊ここには，日本全般に
関するもので時代を特定しないものを収める」に変更。「＊特定の地域全般
に関するものは，211／219に収める　例：215.4静岡県の考古遺跡一覧」，
「＊個々の遺跡・遺物に関するものは，日本史の特定の時代に収める（別
法：211／219）　例：210.27登呂遺跡（別法：215.4）」を「＊特定の地域全般
に関するものおよび…は，211／219に収める；ただし，個々の遺跡・遺物に
関するものでも…　例：215.4静岡県の考古遺跡一覧」に変更

210.19 戦争史 参照 「→：391.2」を新設

210.25
縄文時代［新石器時
代］　…

分類項目名 「繩文」を「縄文」に変更。「紀元前約200年」を「紀元前4世紀」に変更

210.27 弥生時代　… 分類項目名 「紀元前2世紀」を「紀元前3世紀」に変更

210.3 古代　… 分類項目名 「1192」を「1185」に変更

210.32 古墳時代　…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「大和時代」を「古墳時代」に変更。「645」を「591」に変更。▲「：氏姓国家時
代，古墳時代」を削除。▲「＊大和時代は，ここに収める」を新設

210.33 飛鳥時代　… 分類項目名 字上げ

210.34 大化改新時代　… 分類項目名 「646」を「645」に変更。「．近江時代」を削除

210.35 奈良時代　…
分類項目名，関
連項目名，注記

「．天平時代　729－790.　律令制」を削除。▲「，律令制」を追加。▲「＊天
平時代は，ここに収める」を新設

210.36 平安時代　… 分類項目名 「1192」を「1185」に変更

210.37 平安中期　… 分類項目名
「藤原時代［摂関時代］．平安中期　…」を「平安中期　…．摂関時代［藤原
時代］」に変更

210.38 平安後期　…
分類項目名，関
連項目名

「院政時代．源平時代．平安後期　…」を「平安後期　…．院政時代．源平時
代」に変更。「1166」を「1185」に変更。▲「前九年後三年の役　1051－1062，
1083－1087」を「前九年の役　1051－1062，後三年の役　1083－1087」に変
更。「保元・平治の乱　1156，1159」を「保元の乱　1156，平治の乱　1159」に
変更

210.39
六波羅時代［平氏時
代］　　…

分類項目名 「1192」を「1185」に変更。字下げ

210.4 中世　…
分類項目名，分
類小項目名，関
連項目名

「1192」を「1185」に変更。▲「：前期封建時代，守護制」を「．前期封建時代」
に変更。▲「守護制」を新設

210.42 鎌倉時代　… 分類項目名 「1192」を「1185」に変更

210.43 元寇：… 分類小項目名
「文永・弘安の役　1274，1281」を「文永の役　1274，弘安の役　1281」に変
更

210.44 正中の変　… 分類項目名
「正中・元弘の変　1324，1331」を「正中の変　1324，元弘の変　1331」に変
更

210.45
建武新政．南北朝時
代　…

分類項目名，関
連項目名

「建武中興と南北朝時代　…」を「建武新政．南北朝時代　…」に変更。
「1334」を「1333」に変更。▲「，光厳から後小松紀」を追加

210.46
室町時代［足利時代］　
…

関連項目名 「稱光」を「称光」に変更。「永亨の乱」を「永享の乱」に訂正

210.48 安土桃山時代　… 関連項目名 「関ケ原の戦い」を「関ヶ原の戦い」に変更

210.49 朝鮮出兵：…
分類項目名，分
類小項目名

「朝鮮の役」を「朝鮮出兵」に変更。▲「文禄・慶長の役　1592－1593，1597
－1598」を「文禄の役　1592－1593，慶長の役　1597－1598」に変更

210.5 近世　…
分類項目名，関
連項目名

「1868」を「1867」に変更。「後期封建時代．」を追加。「．幕藩体制」を削除。
▲「幕藩体制」を新設
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210.52 江戸初期　… 関連項目名 「琉球問題」を「琉球征服」に変更

210.58 江戸末期　…
分類項目名，関
連項目名

「1868」を「1867」に変更。▲「下関戦争」を「下関戦争　1863－1864」に変更

210.632 壬午軍乱　… 分類項目名 「壬午事変」を「壬午軍乱」に変更

210.64 憲法発布前後　…
分類項目名，関
連項目名

「．大津事件　1891」を削除。▲「大津事件　1891」を新設

210.65 日清戦争前後　…
分類項目名，関
連項目名

「．三国干渉　1895」を削除。▲「三国干渉　1895」を新設

210.67 日露戦争前後　…
分類項目名，関
連項目名

「．日英同盟締結　1902」を削除。▲「日英同盟締結　1902」を新設

210.68 韓国併合前後　…
分類項目名，関
連項目名

「．大逆事件　1910」を削除。▲「大逆事件　1910」を新設

210.69 大正時代　… 関連項目名 「関東大地震」を「関東大震災」に変更

210.7 昭和・平成時代　…
分類項目名，関
連項目名

「1927」を「1926」に変更。▲「，ノモンハン事件　1939」を追加

210.74 日中戦争　… 関連項目名 「盧溝橋事件　1937，南京事件　1937」を新設

210.76
太平洋戦争後の昭和
時代　…

分類項目名
「太平洋戦争後　1945－」を「太平洋戦争後の昭和時代　1945－1989」に変
更

210.762 占領軍統治時代　… 分類項目 新設

210.77 平成時代　… 分類項目 新設

〈211／
219〉

各地
固有補助表（時
代区分）

新設

211 北海道地方 英文項目名 「Hokkaidô」を「Hokkaido」に変更（以下同じ）

211.1 道北：… 分類小項目名
「宗谷支庁」を「宗谷総合振興局」に，「網走支庁」を「オホーツク総合振興
局」に変更

211.2 道東：… 分類小項目名 「根室支庁」を「根室振興局」に，「釧路支庁」を「釧路総合振興局」に変更

211.3 十勝総合振興局… 分類項目名 「十勝支庁」を変更

211.4
上川総合振興局．日
高振興局…

分類項目名 「上川支庁」を「上川総合振興局」に，「日高支庁」を「日高振興局」に変更

211.5 道央：…
分類小項目名，
関連項目名

「石狩支庁」を「石狩振興局」に，「空知支庁」を「空知総合振興局」に変更。
▲「石狩」「北広島」を追加

211.6 道西：… 分類小項目名 「留萌支庁」を「留萌振興局」に変更

211.7
後志総合振興局．胆
振総合振興局…

分類項目名
「後志支庁」を「後志総合振興局」に，「胆振支庁」を「胆振総合振興局」に変
更

211.8 道南：…
分類小項目名，
関連項目名

「渡島支庁」を「渡島総合振興局」に，「檜山支庁」を「檜山振興局」に変更。
▲「北斗」を追加。「函館[亀田]」から「[亀田]」を削除（以下，[　]内の旧市名
は削除）

212.1 青森県… 関連項目名 「つがる」「平川」を追加

212.2 岩手県… 関連項目名 「奥州」「滝沢」「八幡平」を追加。「江刺」「水沢」を削除

212.3 宮城県… 関連項目名
「大崎」「栗原」「登米」「東松島」を追加。「古川」を削除。「塩釜」を「塩竈」に
変更

212.4 秋田県… 関連項目名
「潟上」「北秋田，仙北，大仙，にかほ」「由利本荘」を追加。「大曲」「本荘」を
削除

212.6 福島県… 関連項目名 「伊達，田村」「南相馬，本宮」を追加。「原町」を削除

213.1 茨城県… 関連項目名
「潮来，稲敷」「小美玉」「鹿嶋，かすみがうら，神栖」「桜川」「常総」「筑西」
「つくばみらい」「那珂，行方，坂東」「常陸大宮」「鉾田，守谷」を追加。「岩
井」「下館」「水海道」を削除。「竜ケ崎」を「龍ケ崎」に変更

213.2 栃木県… 関連項目名 「さくら」「下野」「那須烏山，那須塩原」を追加。「今市」「黒磯」を削除

213.3 群馬県… 関連項目名 「みどり」を追加

213.4 埼玉県… 関連項目名
「さいたま」「白岡」「ふじみ野」「吉川」を追加。「浦和」「岩槻，大宮」「上福岡」
「鳩ケ谷」「与野」を削除。「鶴ケ島」を「鶴ヶ島」に変更

213.5 千葉県… 関連項目名
「いすみ」「印西」「大網白里」「香取」「山武，白井，匝瑳」「富里」「南房総」を
追加。「佐原」「八日市場」を削除

213.65 市部．郡部 関連項目名
「あきる野」「西東京」を追加。「秋川」「田無」「保谷」を削除。「羽村」を「八王
子」の次に移動

213.69 島部：…
分類小項目名，
注記

「：小笠原諸島，伊豆諸島」を新設。▲「＊小笠原諸島，伊豆諸島は，ここに
収める」を削除
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213.7 神奈川県… 関連項目名 「茅ケ崎」を「茅ヶ崎」に変更。「川崎」を「鎌倉」の次に移動

214.1 新潟県… 関連項目名
「阿賀野」「魚沼」「佐渡」「胎内」「南魚沼，妙高」を追加。「新井」「白根」「栃
尾，豊栄」「新津」「両津」を削除

214.2 富山県… 関連項目名 「射水」「南砺」を追加。「新湊」を削除

214.3 石川県… 関連項目名 「かほく」「野々市，能美」「白山」を追加。「松任」を削除

214.4 福井県… 関連項目名 「あわら，越前」「坂井」を追加。「武生」を削除

215.1 山梨県… 関連項目名
「上野原」「甲斐，甲州，中央」「笛吹」「北杜，南アルプス」を追加。「塩山」を
削除

215.2 長野県… 関連項目名
「安曇野」「千曲」「東御」を追加。「更埴」を削除。「駒ケ根」を「駒ヶ根」に変
更

215.3 岐阜県… 関連項目名 「海津」「郡上，下呂」「飛驒」「瑞穂」「本巣，山県」を追加

215.4 静岡県… 関連項目名
「伊豆，伊豆の国」「御前崎」「菊川」「牧之原」を追加。「清水」「天竜」「浜北」
を削除

215.5 愛知県… 関連項目名
「愛西，あま」「北名古屋，清須」「田原」「長久手」「日進」「みよし，弥富」を追
加。「尾西」を削除

215.6 三重県… 関連項目名 「伊賀」「いなべ」「志摩」を追加。「上野」「久居」を削除

216.1 滋賀県… 関連項目名 「甲賀，湖南，高島」「東近江」「米原」「野洲，栗東」を追加。「八日市」を削除

216.2 京都府… 関連項目名 「木津川，京田辺，京丹後」「南丹」を追加

216.3 大阪府… 関連項目名 「四条畷」を「四條畷」に変更

216.4 兵庫県… 関連項目名
「朝来」「淡路」「加東」「篠山」「宍栗」「たつの，丹波」「南あわじ，養父」を追
加。「竜野」を削除

216.5 奈良県… 関連項目名 「宇陀」「葛城」を追加。「五条」を「五條」に変更

216.6 和歌山県… 関連項目名 「岩出」「紀の川」を追加

217.3 島根県… 関連項目名 「雲南」を追加。「平田」を削除

217.4 山陽地方 注記 「瀬戸内」を「瀬戸内地方」に変更

217.5 岡山県… 関連項目名 「赤磐，浅口」「瀬戸内」「真庭，美作」を追加

217.6 広島県… 関連項目名 「安芸高田，江田島」を追加。「因島」を削除

217.7 山口県… 関連項目名 「山陽小野田」「周南」を追加。「小野田」「新南陽，徳山」を削除

218.1 徳島県… 関連項目名 「阿波」「美馬，三好，吉野川」を追加

218.2 香川県… 関連項目名 「さぬき」「東かがわ」「三豊」を追加

218.3 愛媛県… 関連項目名
「四国中央，西予，東温」を追加。「伊予三島」「川之江」「東予」「北条」を削
除

218.4 高知県… 関連項目名 「香美，香南，四万十」を追加。「中村」を削除

219.1 福岡県… 関連項目名
「朝倉」「糸島，うきは」「嘉麻」「古賀」「福津」「みやま，宮若」を追加。「甘木」
「前原」「山田」を削除。「北九州」を「嘉麻」の次に移動

219.2 佐賀県… 関連項目名 「嬉野，小城」「神埼」を追加

219.3 長崎県… 関連項目名 「壱岐」「雲仙」「五島，西海」「対馬」「南島原」を追加。「福江」を削除

219.4 熊本県… 関連項目名 「阿蘇，天草」「宇城」「上天草」「合志」を追加。「牛深」「本渡」を削除

219.5 大分県… 関連項目名 「国東」「豊後大野」「由布」を追加

219.7 鹿児島県… 関連項目名
「姶良」「奄美，伊佐」「いちき串木野」「霧島，薩摩川内，志布志，曽於」「日
置」「南九州，南さつま」を追加。「大口，加世田」「串木野，国分，川内」「名
瀬」を削除

219.9 沖縄県…
分類項目名，関
連項目名，注記

「沖繩県を「沖縄県」に変更。▲「うるま」「豊見城」「南城，宮古島」を追加。
「石川」「具志川」「平良」を削除。「沖繩」を「沖縄」に変更。▲「＊次のように
細分することができる　…」を新設

220.7 20世紀 分類項目名 「20世紀－」を変更

220.8 21世紀－ 分類項目 新設

221.002 歴史補助学 分類項目 新設

221.0025 考古学 分類項目 新設

221.032 漢の4郡：… 分類小項目名 「108BC－204AD」を追加

221.033 楽浪郡．帯方郡　… 分類項目名 「204－311」を追加
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221.034 三韓国：…
分類項目名，分
類小項目名

「三韓」を「三韓国」に変更。▲「馬韓，辰韓」を「辰韓，馬韓」に変更

221.035 三国時代：… 分類小項目名
「新羅，高句麗，百済」を「高句麗　37BC－668AD，新羅　4c.－676，百済　
4c.－660」に変更

221.036 加羅諸国［任那］　… 分類項目名 「任那．加羅諸国」を「加羅諸国［任那］」に変更。「－562」を追加。字下げ

221.037 統一新羅　… 分類項目 新設

221.05 李朝時代　…
分類項目名，関
連項目名

「．壬午・甲申事変．東学党の乱」を削除。▲「壬午軍乱　1882，　甲申事変　
1884，　甲午農民戦争　1894」を新設

221.07 独立以後　… 関連項目名
「大韓民国，朝鮮民主主義人民共和国，朝鮮戦争」を「大韓民国　1948－，
朝鮮民主主義人民共和国　1948－，朝鮮戦争　1950－1953」に変更

221.2 西北地方：… 分類小項目名 「，平壌」を追加

221.4 京畿地方：… 分類小項目名 「ソウル特別市」を「ソウル」に変更

222 中国 注記 「＊シナ学は，ここに収める」を削除

222.002 歴史補助学 分類項目 新設

222.0025 考古学 分類項目 新設

222.03 古代　… 分類項目名 「殷［商］・周・春秋戦国時代」を「古代　－221BC」に変更

222.032 殷時代　… 分類項目 新設

222.033 西周時代　… 分類項目 新設

222.034 東周時代：… 分類項目 新設

222.041 秦時代　…
分類項目名，注
記

「．秦漢時代」を削除。▲「＊秦漢時代は，ここに収める」を新設

222.048 唐時代　…
分類項目名，関
連項目名

「．安禄山の乱」を削除。▲「安史の乱　755－763」を新設

222.06 清時代　… 分類項目名 「1616」を「1644」に変更

222.064 清時代末期　… 分類項目 新設

222.065
／.068

アヘン戦争　…／.清
仏戦争　…

分類項目名 字下げ

222.066 太平天国　… 分類項目名 「アロー号事件　1856」を「アロー戦争　1856－1860」に変更

222.068 清仏戦争　…
分類項目名，関
連項目名

「．戊戌政変　1898．義和団の乱　1899－1900」を追加。▲「義和団の乱　
1899－1900」を削除

222.071 辛亥革命　… 分類項目名
「辛亥革命．第二革命」を「辛亥革命　1911－1912．第二革命　1913」に，
「広東軍政府．南北戦争」を「広東軍政府　1917－1923．南北戦争　1918－
1928」に変更。「袁世凱政権　1913－1916．」を追加。「帝制．」を削除

222.073 第1次国内戦争　… 関連項目名

「蘇浙戦，第三奉直戦，広東政府」を削除。「奉直戦争　1922，1924，広州国
民政府　1925－1926」を追加。「五・三〇運動，北伐，武漢政府，南京事件」
を「五・三〇運動　1925，北伐　1926－1928，武漢政府　1927，南京事件　
1927」に変更。「，南京政府」を削除

222.074 第2次国内戦争　… 関連項目名
「済南事件」，「満州建国」，「長征」を「済南事件　1928，満州建国　1932，長
征　1934－1936」に変更。「国民政府」，「冀東政府」を削除

222.075 抗日戦争期　… 関連項目名
「西安事件，維新政府，蒙古自治政府，汪政権」を「西安事件　1936，南京
事件　1937，維新政府　1938－1940，蒙古連合自治政府　1939－1945，汪
兆銘政権　1940－1945」に変更

222.11 河北省… 分類項目名 「北京特別市」を「北京」に変更。「．天津」を追加

222.13 山西省… 分類項目名 「晉」を「晋」に変更

222.21 江蘇省… 分類項目名 「上海特別市」を「上海」に変更

222.33
広西省[桂]．広西壮族
自治区

分類項目名 「広西僮族自治区」を「広西壮族自治区」に変更

222.35 四川省… 分類項目名 「．重慶」を追加

222.53 黒龍江省… 分類項目名 「黒竜江省」を変更。「［黒］」を付記

222.55 吉林省… 分類項目名 「［吉］」を付記

222.57 遼寧省… 分類項目名 「［遼］」を付記

222.6 蒙古：… 注記
「＊内蒙古および外蒙古を合わせた地域は，ここに収める」を追加。「＊興安
省，熱河省は，ここに収める」を削除

222.7 外蒙古：…
分類小項目名，
英文項目名

「モンゴル」を「モンゴル国」に変更。▲「Mongolia」を新設
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222.8 新疆：… 分類小項目名 「ウイグル自治区」を「新疆ウイグル自治区」に変更

222.9 チベット 注記 「＊チベット自治区は，ここに収める」を新設

223.1 ベトナム… 関連項目名 「コーチ・シナ」を「コーチシナ」に変更

223.507 独立以後　… 分類項目 新設

〈223.806
／.807〉

時代史 中間見出し 削除

223.807 独立以後　… 分類項目名 「以降」を「以後」に変更

223.9
マレーシア．マライ半
島．…

分類項目名，英
文項目名

「．クアラルンプール」を追加。▲「．Kuala Lumpur」を追加

224.2 ジャワ．ジャカルタ
分類項目名，英
文項目名

「．ジャカルタ」を追加。▲「．Ｊａｋａｒｔａ」を追加

224.4 スラウェシ［セレベス］
分類項目名，英
文項目名

「セレベス［スラウェシ］」を変更。▲「Celebes」　を「Sulawesi」に変更

224.6
小スンダ列島．ティ
モール

分類項目名 「チモール」を「ティモール」に変更

224.62 東ティモール 分類項目 新設

224.7
イリアンジャヤ［西イリ
アン］

分類項目名 「イリアン・ジャヤ」を「イリアンジャヤ」に変更

224.81 ルソン．マニラ
分類項目名，英
文項目名

「．マニラ」を追加。▲「．Manila」を追加

224.85 スールー諸島
分類項目名，英
文項目名

「スル諸島」を変更。▲「Sulu Iｓ」の「Is」を「Is.」に変更（以下同じ）

225.02 原始時代 注記 「＊インダス文明は，ここに収める」を新設

225.03 古代　…
分類項目名，関
連項目名

「．ヒンズー文化」を削除。▲「マウリヤ朝　…」を新設

225.04 中世　…
分類項目名，関
連項目名

「．イスラム文化」，「．ムガール帝国」を削除。▲「ムガール帝国　…」を新設

225.05 近代　…
分類項目名，関
連項目名

「．ヨーロッパ人の進入．イギリスの支配」を削除。▲「ヨーロッパ人の進入，
…」を新設

225.06 独立以後　… 分類項目名 「以降」を「以後」に変更。字上げ

225.1 東インド 関連項目名
「ナーガランド州」を「ナガランド州」に，「メガーラヤ州」を「メガラヤ州」に変
更。「アルナチャルプラデシュ州　…，ミゾラム州　Mizoram,」を追加

225.2
ビハール州．オディ
シャ州…

分類項目名，英
文項目名

「オリッサ州」を「オディシャ州［オリッサ州］」に変更。「．ジャルカンド州」を追
加。▲「Orissa」を「Odisha」に変更。「．Jharkhand」を追加

225.3 中央インド 関連項目名
「ウッタル・プラデシュ州」を「ウッタルプラデシュ州」に，「ハリアナ州」を「ハリ
ヤナ州」に，「マディヤ・プラデシュ州」を「マディヤプラデシュ州」に変更。「，
チャッティースガル州　Chhattisgarh」を追加

225.4 北インド 関連項目名
「ジャム・カシミール州」を「ジャンム・カシミール州」に，「ヒマチャル・プラデ
シュ州」を「ヒマチャルプラデシュ州」に変更。「，ウッタラカンド州　
Uttarakhand」を追加

225.6 南インド 関連項目名
「アンドラ・プラデシュ州」を「アンドラプラデシュ州」に，「タミル・ナド州」を「タ
ミルナド州」に変更。「ゴア州　Goa，」を追加

225.7 パキスタン 関連項目名
「北西辺境州」を「ハイバルパフトゥンハー州［北西辺境州］」に変更。▲
「Northwest」を「Khyber Pakhtunkhwa」に，「Baluchistan」を「Balochistan」に
変更

225.76 バングラデシュ 分類項目名 字上げ

225.97 モルディブ 分類項目名 「モルジブ」を変更

〈226／
228〉

西南アジア．中東［中
近東］．…

分類項目名 「中東」に「［中近東］」を付記。「近東」を「アラブ諸国」に変更

［226］
西南アジア．中東［中
近東］

分類項目名 「［近東］」を「［中近東］」に変更

［226.1］ バルチスタン州 英文項目名 「Baluchistan」を「Balochistan」に変更

227
西南アジア．中東［中
近東］

分類項目名，注
記，注参照

「［近東］」を「［中近東］」に変更。▲「イスラム圏」を「イスラム圏〈一般〉」に変
更。▲「＊イスラム帝国［サラセン帝国］→209.4」，「＊イスラム史→：167.2」を
新設

227.07 20世紀－ 分類項目 新設

227.107 20世紀－ 分類項目 新設
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227.207 20世紀－ 分類項目 新設

227.3 イラク［メソポタミア］ 注記 「，シュメール文明」を追加

227.307 20世紀－ 分類項目 新設

227.4 トルコ 注記
「小アジア，アナトリア半島，ヒッタイト」から「，ヒッタイト」を削除。「＊ヒッタイ
ト，オスマン帝国は，ここに収める」を追加。「＊別法：226；ヨーロッパ・トルコ
239.6」から「；ヨーロッパ・トルコ239.6」を削除

227.81 サウジアラビア 注参照 「＊サラセン帝国→209.4」を削除

227.9 イスラエル 注記，注参照
「＊パレスチナPalestineは，ここに収める」を削除。「＊ユダヤ人の歴史〈一
般〉は，ここに収める」を新設。▲「＊ユダヤ人問題〈一般〉→316.88」を新設

227.99 パレスチナ 分類項目 新設

［228.59］　
→227.99

パレスチナ 分類項目 新設

229 アジアロシア
分類項目名，注
参照

「アジア・ロシア」を変更。▲「＊ヨーロッパロシア→238.1」を新設

229.3 東シベリア地方 関連項目名
「ブリャーチア共和国」を「ブリヤート共和国」に変更。▲「Buryatia」を
「Buryat」に変更

229.6 中央アジア 注参照
「＊新独立国家群［NIS］，独立国家共同体［CIS］→238；…」から「新独立国
家群［NIS］，」を削除。「独立国家共同体［CIS］→238」を「→238.076」に変更

229.62
キルギス［キルギスタ
ン］

分類項目名，英
文項目名

「キルギスタン」を変更。▲「Kyrgyzstan」を「Kyrgyz」に変更

229.63 タジキスタン 英文項目名 「Tadzhikistan」を「Tajikistan」に変更

229.8 北コーカサス 関連項目名

「アドゥイゲア共和国」を「アディゲ共和国」に，「カラチャイ・チェルケッス共和
国」を「カラチャイ・チェルケス共和国」に，「カバルダ・バルカル共和国」を「カ
バルディノ・バルカル共和国」に，「北オセチア共和国」を「北オセチア・アラ
ニア共和国」に変更。▲「Adygea」を「Adygeya」に，「North Ossetia」を
「North Ossetia-Alania」に，「Chechen」を「Chechenya」に，「Ingush」を
「Ingushetia」に変更

229.93 アゼルバイジャン 英文項目名 「Azerbaidjan」を「Azerbaijan」に変更

230.6 19世紀 分類項目名 字上げ

230.7 20世紀 分類項目名 「20世紀－」を変更。字上げ

230.8 21世紀－ 分類項目 新設

231.2
僭主時代．ペルシア
戦争　…

分類項目名 「449BC」を「444BC」に変更

231.4 ペロポネソス戦争　… 分類項目名 「ペロポンネソス戦争」を変更

231.5
スパルタ・テーベの制
覇．…

分類項目名 「387BC」を「360BC」に変更

231.7
アレクサンドロス大王　
…

分類項目名 「356」を「336」に変更

231.8 ヘレニズム時代　… 分類項目名 「328」を「323」に変更

232.4 共和政時代　… 関連項目名
「ポエニ戦争，マケドニア戦争，ミトラダテス戦争」を「ポエニ戦争　264－
146BC，マケドニア戦争　215－148BC，ミトリダテス戦争　88－63BC」に変更

233 イギリス．英国 英文項目名 「of Great Britain and Northern Ireland」を追加

233.035
アングロサクソン時代　
…

関連項目名 「七王国時代」を「七王国時代　449-829」に変更

233.051 テューダー王朝　…
分類項目名，関
連項目名

「チューダー王朝」を変更。「．エリザベス1世」を削除。▲「エリザベス1世」を
新設

233.052 ステュアート王朝　…
分類項目名，関
連項目名

「スチュアート王朝」を変更。▲「清教徒革命，共和政治　1642－1660」を「清
教徒革命　1642－1649，共和政治　1649－1660」に変更

233.054
後期ステュアート王朝　
…

分類項目名，関
連項目名

「後期スチュアート」を変更。▲「王政復古，名誉革命，権利宣言」を「王政復
古　1660，名誉革命　1688－1689，権利宣言　1689」に変更

233.06 18－19世紀 関連項目名
「ハノーヴァー家」を「ハノーヴァー王朝」に，「ビクトリア女王」を「ヴィクトリア
女王」に変更

233.07 20世紀－
分類項目名，関
連項目名

「．ウィンザー家　1917－」を削除。▲「ウィンザー王朝　1917－」を新設

234.03 古代　… 関連項目名
「メロビング王朝　481－751，カロリング王朝　751－843，フランク王国」を「フ
ランク王国：メロヴィング王朝　…，カロリング王朝　…」に変更
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234.062 ドイツ統一時代　…
分類項目名，関
連項目名

「ドイツ統一」を変更。「．三月革命　1848」を削除。▲「三月革命　1848」を新
設

234.063 北ドイツ連邦　… 分類項目名 「1866」を「1867」に変更

234.072 ドイツ革命　… 分類項目名
「ドイツ革命．ワイマール共和国　1918－1933」を「ドイツ革命　1918－1919，
ワイマーク共和国　1919－1933」に変更

234.075 第2次世界大戦後
分類小項目名，
関連項目名

「：ドイツ民主共和国　1949－1990，ドイツ連邦共和国　1949－」を削除。▲
「ドイツ民主共和国　1949－1990，ドイツ連邦共和国　1949－」を新設

234.076 統一以後　… 分類項目名 「以降」を「以後」に変更

234.8 チェコ 英文項目名 「Czecho」を「Czech Rep.」に変更

235.03 古代　… 関連項目名 「481-843」を追加

235.04 中世　… 関連項目名
「カペー朝」を「カペー王朝」に，「ヴァロア朝　1328－1498」を「ヴァロワ王朝　
1328－1515」に変更

235.05 近代　… 関連項目名
「ヴァロア朝　1498－1589」を「ヴァロワ王朝　1515－1589」に，「ブルボン朝」
を「ブルボン王朝」に変更

235.06 フランス革命　… 関連項目名 「ブリュメールクーデター」を「ブリュメール18日のクーデター」に変更

235.064 第1帝政　…
分類項目名，関
連項目名

「．ナポレオン」を削除。▲「ナポレオン1世」を新設

235.7 モナコ 分類項目 新設

（235.78　
→235.7）

モナコ 分類項目 削除項目に変更

235.9 オランダ 英文項目名 「［Holland］」を削除

236.03 古代　… 関連項目名 「西ゴート王国　415－７１１」を新設

236.04 中世　…
分類項目名，関
連項目名

「1516」を「1492」に変更。▲「イスラム支配，レコンキスタ」を新設

236.05 近代　…
分類項目名，関
連項目名

「1516」を「1492」に変更。▲「スペイン統一，…」を新設

236.06 18－19世紀
分類小項目名，
関連項目名

「：スペイン革命，王政復古」を削除。▲「スペイン継承戦争　…」を新設

236.07 20世紀－
分類小項目名，
関連項目名

「：第2革命，スペイン内乱［スペイン市民戦争］　1936－1939」を削除。▲「第
2共和政　…」を新設

237 イタリア 参照 「→：232」を新設

237.03 古代イタリア
関連項目名，注
参照

「フランク王国，神聖ローマ帝国」を「神聖ローマ帝国，フランク王国」に変
更。▲「＊エトルリア人→232.3；古代ローマ→232」を削除

237.8 バチカン
分類項目名，英
文項目名

「バチカン市国」を変更。▲「Vatican City」を「Vatican」に変更

238 ロシア
分類項目名，英
文項目名，注記

「［ソビエト連邦．独立国家共同体］」を削除。▲「．USSR．CIS」を削除。▲「＊
新独立国家群［NIS］は，ここに収める」を削除

238.07 ロシア革命以後　…
分類項目名，関
連項目名，注記

「以降」を「以後」に変更。▲「二月革命，ケレンスキー政府，十月革命」を
「二月革命　1917，ケレンスキー政府　1917，十月革命　1917」に変更。「，ソ
ビエト政府，トロツキー，レーニン，スターリン」を削除。▲「＊ソビエト連邦は，
ここに収める」を新設

238.076
ソビエト連邦の崩壊以
後　…

分類項目名，注
記

「以降」を「以後」に変更。▲「＊独立国家共同体［CIS］は，ここに収める」を
新設

238.1 ヨーロッパロシア
分類項目名，英
文項目名，関連
項目名，注参照

「ヨーロッパ・ロシア」を変更。▲「European Russia」を新設。▲「モスクワ　
Moscow，」を追加。「マリー・エル共和国」を「マリエル共和国」に，「カルムイ
キア共和国」を「カルムイク共和国」に変更。「Karelia」を「Kareliya」に，「Mari 
El」を「Marii El」に，「Mordvinia」を「Mordoviya」に,「Udmurtia」を
「Udmurtiya」に，「Kalmykia」を「Kalmykiya」に変更。▲「＊アジアロシア→
229」を新設

238.95 デンマーク 注記 「フェローズ諸島」を「フェロー諸島」に変更

239.1 ルーマニア 英文項目名 「Rumania」を「Romania」に変更

239.3
セルビア．コソボ．モン
テネグロ

分類項目名，英
文項目名，注記

「ユーゴスラビア」を「セルビア．コソボ．モンテネグロ」に変更。▲
「Yugoslavia」を「Serbia.…」に変更。▲「＊旧ユーゴスラビアは，…」を「＊
ユーゴスラビアは，…」に変更

239.311 コソボ 分類項目 新設

239.34
ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ

英文項目名 「Bosnia-Herzegovina」を「Bosnia and Herzegovina」に変更

（［239.6］　
→227.4）

ヨーロッパトルコ
分類項目，分類
項目名

二者択一項目を削除項目に変更。▲「ヨーロッパ・トルコ」を変更
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242.03 古代　…
分類項目名，関
連項目名

「－641」を追加。▲「エジプト王国　－30BC」を新設

242.04 イスラム王朝時代　… 分類項目 新設

242.06 19世紀 注記 「＊ナポレオン遠征　1798－1801は，ここに収める」を新設

242.92 南スーダン 分類項目 新設

243 マグレブ諸国
分類項目名，英
文項目名

「バーバリ諸国」を変更。▲「Barbary States」を「Maghreb States」に変更

244.1
旧フランス領西アフリ
カ

分類項目名，英
文項目名

「［旧フランス領西アフリカ］」を変更。▲「French West Africa」を新設

244.18 カーボベルデ 分類項目名 「カーボ・ベルデ」を変更

244.22 ギニアビサウ
分類項目名，英
文項目名

「ギニア・ビサオ」を変更。▲「Guinea Bissau」を「Guinea-Bissau」に変更

244.24 シエラレオネ 分類項目名 「シエラ・レオネ」を変更

244.35 コートジボワール… 分類項目名 「コート・ジボアール」を変更

244.6 カメルーン 英文項目名 「Cameroun」を「Cameroon」に変更

244.7
旧フランス領赤道アフ
リカ

分類項目名，英
文項目名

「［旧フランス領赤道アフリカ］」を変更。▲「French Equatorial Africa」を新設

244.74 コンゴ共和国
分類項目名，英
文項目名

「コンゴ［旧フランス領コンゴ］」を変更。▲「Congo」を「Republic of Congo」に
変更

244.76 サントメ・プリンシペ 分類項目名 字上げ

244.8
コンゴ民主共和国［ザ
イール］

分類項目名，英
文項目名

「ザイール［旧ベルギー領コンゴ］」を変更。▲「Zaire」を「Democratic 
Republic of Congo」に変更

248.7 南アフリカ共和国 英文項目名 「South Africa」を「Republic of South Africa」に変更

249.4 コモロ 英文項目名 「Comoro」を「Comoros」に変更

251.2
ニューファンドランド・
ラブラドール州

分類項目名，英
文項目名

「ニューファンドランド州．ラブラドル」を変更。▲「Newfoundland. Labrador」を
「Newfoundland and Labrador」に変更

251.31
プリンスエドワードアイ
ランド州

分類項目名，英
文項目名

「プリンスエドワード州」を変更。▲「Prince Edward」を「Prince Edward Island」
に変更

251.5 オンタリオ州．オタワ
分類項目名，英
文項目名

「．オタワ」を追加。▲「.Ottawa」を追加

251.7
ブリティッシュコロンビ
ア州

分類項目名 「ブリティッシュ・コロンビア州」を変更

253.05 19世紀前半　… 関連項目名 「ブカナン大統領」を「ブキャナン大統領」に変更

253.06 南北戦争　…
分類小項目名，
関連項目名

「：リンカーン大統領」を削除。▲「リンカーン大統領」を新設

253.065 19世紀後半　… 関連項目名 「マッキンレー大統領」を「マッキンリー大統領」に変更

253.15 ロードアイランド 分類項目名 「ロード・アイランド」を変更

253.34 ウェストバージニア 分類項目名 「ウェスト・バージニア」を変更

253.36 ノースカロライナ 分類項目名 「ノース・カロライナ」を変更

253.37 サウスカロライナ 分類項目名 「サウス・カロライナ」を変更

253.54 ノースダコタ 分類項目名 「ノース・ダコタ」を変更

253.55 サウスダコタ 分類項目名 「サウス・ダコタ」を変更

<255／
268>

ラテンアメリカ［中南
米］

分類項目名 「ラテン・アメリカ」を変更。「［中南米］」を付記

255
ラテンアメリカ［中南
米］

分類項目名 「ラテン・アメリカ」を変更

256.03 古代
分類項目名，注
記

「マヤ文明」を変更。▲「オルメカ文明，テオティワカン文明，マヤ文明，」，
「，ミシュテカ文明」を追加

256.04 アステカ帝国時代　…
分類項目名，注
記

「アステカ文明」を変更。「1325-1521」を追加。▲「＊アステカ文明は，ここに
収める」を新設

256.06 19世紀 分類項目名 「19世紀－」を変更

256.07 20世紀－ 分類項目 新設

257.2 エルサルバドル 分類項目名 「エル・サルバドル」を変更

257.6 コスタリカ 分類項目名 「コスタ・リカ」を変更

259.4 ドミニカ共和国 英文項目名 「Dominica」を「Dominican Rep.」に変更
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259.6 プエルトリコ 分類項目名 「プエルト・リコ」を変更

259.7 小アンティル諸島 注記 「＊マルティニク島　Martiniqueは，ここに収める」を新設

259.76 セントルシア 分類項目名 「セント・ルシア」を変更

259.77
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島

分類項目名 「セントビンセント・グレナディーン」を変更

261.2 仏領ギアナ
分類項目名，関
連項目名

「ギアナ地方」を変更。▲「仏領ギアナ，スリナム　Surinam，ガイアナ　
Guyana」を削除

261.22 スリナム 分類項目 新設

261.23 ガイアナ 分類項目 新設

266 チリ 注参照 「＊イースター島→275.9」を新設

268.04 インカ帝国時代　…
分類項目名，注
記

「インカ文明」を変更。「1230-1535」を追加。▲「＊インカ文明は，ここに収め
る」を新設

268.05 植民地時代　… 分類項目 新設

271.6
連邦首都地区．キャン
ベラ

分類項目名，英
文項目名

「．キャンベラ」を追加。▲「．Canberra」を追加

273.2 ソロモン諸島 関連項目名 「サンタ・クルーズ諸島」を「サンタクルーズ諸島」に変更

273.6 パブアニューギニア 分類項目名 「パプア・ニューギニア」を変更

275 ポリネシア
関連項目名，注
記

「イースター　Easter, クック諸島　Cook Is, …」を削除。▲「＊トケラウ諸島…
は，ここに収める」を新設

275.2 ツバル 分類項目 新設

275.3 サモア［西サモア］ 分類項目 新設

275.4 トンガ 分類項目 新設

275.5 クック諸島 分類項目 新設

275.9
イースター島［パスク
島］

分類項目 新設

（280.36　
→280.35）

職員録．役員録 分類項目 削除項目に変更

280.7
研究法．指導法．伝記
作法

注記 「＊自叙伝の書き方は，ここに収める」を新設

281 日本 英文項目名 「Nippon」を「Japan」に変更

281.035
人名録．公卿名鑑．武
鑑

分類項目名 「，武鑑」を「．武鑑」に訂正

287 オセアニア．両極地方 英文項目名 「Occeania」を「Oceania」に訂正

288.2 系譜［家系図］ 注記 「＊ここには，血縁関係…」，「＊系譜学も，ここに収める」を新設

288.3 家史［家伝］ 注記 「＊特定の姓氏の系統に関するものも，ここに収める」を新設

288.48 行幸啓
分類項目名，注
記，参照

「行幸啓〈明治以後の〉」を変更。▲「ここには，明治以後の…」を新設。▲
「→：210.099」を新設

289 個人伝記 注記 「スポーツマン」を「スポーツ選手［スポーツマン］」に変更

290.189 地名 注参照 「＊地名辞典→29△033」を新設

290.2 史跡．名勝 分類項目名 「．景観」を削除。「史跡・名勝」を「史跡．名勝」に変更

290.38 地図 注記，注参照

「一般地図」を「一般図」に，「特殊地図」を「主題図」に，「その主題の下に」
を「各々の下に」に変更。例に「203.8歴史地図，」を追加。「＊道路地図
［ロードマップ］は，…」を追加。「＊別法：別置する；…」，「＊一枚ものの地図
は別扱とする」を削除。▲「；地図目録→027.9」を追加

290.8 叢書．全集．選集 分類項目 新設

〈291／
297〉

各国・各地域の地理・
地誌・紀行

固有補助表
「－013　景観地理」を新設。「－02　史跡・名勝．景観」を「史跡．名勝」に変
更

291 日本 英文項目名 「Nippon」を「Japan」に変更

297 オセアニア．両極地方 英文項目名 「Occeania」を「Oceania」に訂正

299.24 黄海 英文項目名 「Yellow Sea」を新設
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