
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

301 理論．方法論 注記 「＊政策学は，ここに収める」を新設

309 社会思想 注記 「＊309.2／.7などを含む広義の社会主義は，ここに収める」を新設

309.02 社会思想・運動史 注参照 「＊社会主義運動→309.3」を削除

309.028 社会思想家〈列伝〉 注参照 「＊個人伝記→289」を新設

309.3
社会主義．マルクス主
義．…

関連項目名，注
記

「バブーフ」の原綴「Francois 」を「François」に訂正。▲「＊マルクス主義的
社会主義は，ここに収め，…」を新設

309.4
社会民主主義．社会
改良主義．…

関連項目名
「カウツキー」の原綴「Kautsky, Karl」を「Kautsky, Karl Johann」に変更
（331.6参照）

309.7 無政府主義 関連項目名 「クロポトキン」の没年を「1917」から「1921」に訂正

［309.8］ 全体主義．ファシズム 分類項目名 「．ナチズム」を削除

311.5 絶対主義 参照 「→：313.6」を新設

311.6 立憲君主主義 参照 「→：313.6」を新設

312 政治史・事情 注記 「…から取扱ったもの…」を「…から扱ったもの…」に変更

〈313.1
／.2〉

国家の形態・歴史 中間見出し 新設

〈313.4
／.9〉

政治体制 中間見出し 新設

313.6
君主制．絶対君主
制．…

参照 「→：311.5；311.6」を新設

313.61 天皇制 参照 「155；」を追加

314.9
直接参政制度［直接
民主制］：…

分類小項目名 「イニシアチーブ」を「イニシアチブ」に変更

316.1 国家と個人：… 注記，注参照
「＊人権〈一般〉は，ここに収める」を新設。▲「国際人権法→329.21；」を追
加

316.4 政治闘争：… 注参照 「＊平和運動→：319.8」を「→319.8」に変更

316.88 ユダヤ人．シオニズム 注記，注参照
「＊ユダヤ人問題〈一般〉は，ここに収める」を新設。▲「＊ユダヤ人の歴史
〈一般〉→227.9」を新設

317.2 行政組織．行政機構 注記 「＊ここには，行政組織に関する…」を追加

317.209 行政改革 分類項目名 「行政機構改革」を変更

317.21
内閣．人事院．宮内
庁．…

分類項目名，注
記

「総務省．内閣府」を追加。「総務庁［行政管理庁］」，「総理府」を削除。▲
「＊復興庁は，ここに収める」を新設

317.215
総務省．総務庁［行政
管理庁］

分類項目名 「総務省．」を追加

317.216 内閣府．総理府 分類項目名 「内閣府．」を追加

317.217 金融庁 分類項目 新設

317.218 消費者庁 分類項目 新設

317.24
財政関係：財務省［大
蔵省］

分類小項目名 「大蔵省」を「財務省［大蔵省］」に変更

317.255
経済産業省［通商産
業省］

分類項目名 「通商産業省」を変更

317.26
国土・交通関係：国土
交通省

分類小項目名 「：国土交通省」を新設

317.268 沖縄開発庁 分類項目名 「沖繩」を「沖縄」に変更

317.269 環境省［環境庁］ 分類項目名 「環境庁」を変更

317.2699 観光庁 分類項目 新設

317.27
教育・学術関係：文部
科学省

分類小項目名 「：文部科学省」を新設

317.28
社会・労働関係：厚生
労働省

分類小項目名 「：厚生労働省」を新設

317.291 防衛省［防衛庁］ 分類項目名 「防衛庁」を変更

317.4 国家試験 注参照 「＊職業に関する資格試験〈一般〉→366.29」を新設
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317.6
行政事務．行政能
率．…

注記，参照
「＊行政事務・手続の機械化・電子化は，…」，「＊行政における情報公開
は，…」を新設。▲「；836.4」を削除

［317.76］ 指紋．声紋 分類項目名 「指紋法」を「指紋」に変更

317.79 防災行政（消防）：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記，注参照

「防災行政」を「防災行政（消防）」に変更。▲「：消防，消火，防火，消防
庁」から「消防，」を削除。▲「＊消防団は，…」を新設。▲「＊全般的な防
災行政→369.3」を新設

317.8 植民地行政 注記 「＊統治国による地理区分」を新設

318.1 地方制度 注記
「＊ここには，地方制度〈一般〉を収め，…」，「＊条例〈一般〉は，…」を新
設

318.3
地方公務員．人事行
政

注参照 「＊国家公務員→317.3」を新設

318.5
地方行政事務・広報・
文書・改善・監査．…

分類項目名，注
記

「公報」を「広報」に変更。▲「＊地方行政事務の機械化は，…」を「＊地方
行政事務・手続の機械化・電子化は，…」に変更

318.6 地方開発行政 注記，参照 「＊日本地方区分」を新設。▲「601；」を追加

319 外交．国際問題 注記 「例：…，319.33038英ソ関係」を「…英露関係」に変更

320 法律 注記 「＊法律相談〈一般〉は，ここに収める；特定主題に…」を追加

322.25 インド：… 分類小項目名 「マヌ法」を「マヌ法典」に変更

322.29 アジアロシア 分類項目名 「アジア・ロシア」を変更

322.38 ロシア．スラブ 分類項目名 「スラヴ」を「スラブ」に変更

322.8 法律家：… 分類小項目名 「法曹界」を「法曹」に変更

323 憲法 注参照 「＊憲法裁判→327.01」を新設

323.02 憲法史〈一般〉 分類項目 新設

323.12 日本憲法史 分類項目名 「憲法史」を変更

324 民法．民事法 分類項目名 「．民事法」を追加

324.11 人．自然人：…
分類小項目名，
注参照

「禁治産者」を「成年被後見人」に変更。▲「＊成年後見制度→324.65」を
新設

324.13 物：… 注参照 「＊不動産〈一般〉→324.2」を新設

324.25 地上権 注参照 「借地法」を「借地借家法」に変更

324.26 永小作権 注参照 「＊小作制度→611.22」を「→611.26」に変更

324.29 水利権．水法 参照 「→：517.09；…」を「→：517.091；…」に変更

324.55
不法行為．権利侵
害．…

注記 「製造者責任，生産者責任」を「製造物責任」に変更

〈324.6
／.7〉

身分法 中間見出し 新設

324.6
親族法．家族法．身
分法

注参照 「家事事件手続法→327.4；」，「；家族制度史→362」を追加

324.62
婚姻．夫婦財産制．
離婚．…

注参照 「家事審判法→327.4；」を削除

324.65 後見．保佐 注記 「＊成年後見制度は，ここに収める」を新設

324.81 借地借家法
分類項目名，注
記

「借地法．借家法」を変更。▲「＊建物保護法は，ここに収める」を削除

324.83 財団抵当法 注参照 「＊抵当権→：324.34」を「→324.34」に変更

324.87
戸籍法．戸籍行政．
住民基本台帳法．…

分類項目名 「住民登録法」を「住民基本台帳法」に変更。「寄留法．」を削除

325 商法．商事法
分類項目名，注
記，参照

「．商事法」を追加。▲「＊企業法〈一般〉は，ここに収める」を新設。▲「→：
335」を新設

325.2 会社法 注参照 「＊会社更生法→327.38」を削除

325.22 持分会社 分類項目名 「合名会社」を変更

325.222 合名会社 分類項目 新設

325.223 合資会社 分類項目 新設

325.224 合同会社 分類項目 新設

（325.23　
→
325.223）

合資会社
分類項目，分類
項目名

削除項目に変更。▲「合資会社．株式合資会社」から「．株式合資会社」を
削除
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325.243 会社の機関：… 分類小項目名 「，会計参与」を追加

［325.245］　
→325.25

社債法
分類項目，注参
照，参照

二者択一項目に変更。▲「＊社債信託→324.82；有価証券報→325.6」を
削除。▲「→：335.44；338.154」を削除

325.247 会社の解散・清算
分類項目名，注
参照

「会社の整理・合併・解散・清算」を変更。▲「＊会社更生法→327.38；…」
を新設

325.25 社債法 分類項目 新設

325.258
組織変更．合併．会
社分割．…

分類項目 新設

325.28 有限会社
分類項目名，注
記

「有限会社法」を変更。▲「＊特例有限会社は，ここに収める」を新設

325.4 保険法 参照 「→：339.3」を「→：339.32」に訂正

325.5 海商法．海法 参照 「；550.92」を「；550.91」に変更

326.21
国家の法益に対する
罪：…

分類小項目名 「不正談合」を「談合」に変更

326.25
名誉・信用および秘密
に対する罪：…

分類小項目名 「：名誉毀損，信用毀損，秘密漏示」を新設

326.3 刑事政策．犯罪学 注記 「＊犯罪被害者，犯罪被害者救済は，ここに収める」を新設

326.52
刑事収容施設法．刑
務所．…

分類項目名 「監獄法」を「刑事収容施設法」に変更

326.8
刑事特別法［特別刑
法］

分類項目名 「［特別刑法］」を付記

326.81 治安立法：… 分類小項目名
「団体等規制令」を「団体等規正令」に訂正。「機密保護法」を「秘密保護
法」に変更

326.9 外国の刑法 注記 「例：326.936スペインの監獄法」を「…の行刑法」に変更

327.16 執行官 分類項目名 「執行吏［執達吏］」を変更

327.3 強制執行法 注記 「＊民事執行法は，ここに収める」を新設

327.34
保全訴訟［保全処
分］：…

注記 「＊民事保全法は，ここに収める」を新設

327.37 民事再生法 分類項目名 「和議法」を変更

327.39 競売
分類項目名，参
照

「競売法」を変更。▲「→：673.35」を新設

327.4
家事事件手続法．人
事訴訟．…

分類項目名 「家事審判法」を「家事事件手続法」に変更

327.5 民事調停法：… 注記 「＊裁判外紛争処理は，ここに収める」を新設

327.67 陪審法．陪審制度 注記 「＊裁判員制度は，ここに収める」を新設

327.9
外国の司法制度・訴
訟制度

注記 「…，ここに収める」を「…，すべてここに収める」に変更

［328］ 諸法 注記
「例：366.1労働法」を「例：366.14労働法」に訂正。「＊別法：ここに収め，
…」を「＊別法：ここに集め，…」に変更

329.09 条約集 分類項目名 「．国際判例集」を削除

329.098 国際判例集 分類項目 新設

329.27 外交機関：… 分類小項目名 「国際公務員，」を削除

329.34 専門機関 注記，注参照

注記の順序を「＊一般には，関連主題の下に収める」，「＊国際連合教育
科学文化機関…は，ここに収める」から「＊国際連合教育…」，「＊一般に
は，…」に変更。「［Unesco］」を「［UNESCO］」に変更。▲「；世界知的所有
権機関…」を追加

329.35 政府間国際機関 関連項目名 「国際エネルギー機関［IAEA］」を「国際エネルギー機関［IEA］」に訂正

329.37 地域的国際機関 関連項目名
「欧州共同体［EC］」を「欧州連合［EU］」に変更。「大西洋条約機構」を「北
大西洋条約機構」に訂正

329.94
在留管理制度．出入
国管理法

分類項目名 「外国人登録法」を「在留管理制度」に変更

331 経済学．経済思想 注参照
「経営経済学→335.1；公共経済学→341；」を追加。「労働経済」を「労働
経済学」に変更

331.1 経済哲学 注記 「＊経済倫理は，ここに収める」を新設

331.6
社会主義学派．マル
クス経済学派

関連項目名 「スウィージー」の没年（2004）を追加
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331.72
ウィーン学派［新オー
ストリア学派］

関連項目名 「ハイエク」の没年（1992），「ハーバラー」の没年（1995）を追加

331.74
ケンブリッジ学派［新
古典学派］．…

関連項目名 「サミュエルソン」の没年（2009），「ラーナー」の没年（1982）を追加

331.86
国富．国民所得．国
民経済計算…

分類項目名
「国民所得［国民経済計算］．社会会計」を「国民所得．国民経済計算［社
会会計］」に変更。「．GDP」を追加

332.103 古代　… 分類項目名 「1192」を「1185」に変更

332.104 中世　… 分類項目名 「1192」を「1185」に変更

332.105 近世　… 分類項目名 「1868」を「1867」に変更

332.8
経済人．実業家．財
界人．…

分類項目名 「．経営者」を追加

333.6 国際経済 注記 「＊国際経済会議は，ここに収める」を追加

333.8 経済協力．経済援助 注記
「2国間の経済援助に関する…」を「2国間および多数国の１国に対する経
済援助に関する…」に変更。「（別法：経済援助に関するものは，受入国に
よって地理区分）」を追加

334.2
人口史．人口統計．
人口構成．…

関連項目名 「出産・死亡・移動」を「出生・死亡・移動」に変更

334.3 人口問題．人口政策 注記，注参照
「＊少子高齢化は，ここに収める」を追加。▲「＊高齢化社会〈一般〉→
367.7」を追加

334.38
家族計画．産児制限・
調節

分類項目名 「家族計画・産児制限・調節」を訂正

334.4
移民［来住民］・難民
問題．…

参照 「→：368.28；369.38」を新設

334.6
土地．土地経済．地
価．…

注記 「＊土地問題〈一般〉は，ここに収める」を新設

334.7
資源．資源行政．資
源法

注記 「＊資源問題〈一般〉は，ここに収める」を新設

〈335／
336〉

企業．経営 注記 「例：498.16病院経営」を「例：498.163…」に訂正

335 企業．経営 参照 「→：325」を新設

335.15
経営倫理．企業の社
会的責任

分類項目名 「企業責任」を「企業の社会的責任」に変更

335.35 中小企業 注参照 「＊ベンチャービジネス〈一般〉→335」を新設

335.43 株主総会．重役：… 分類小項目名 「，会計参与」を追加

335.44 株式．社債 参照 「→：325.245」を「→：325.25」に変更

335.46
合併．清算．第二会
社

分類項目名 「精算」を「清算」に訂正

［335.66］
消費者協同組合．生
活協同組合

参照 「→365.83；365.85」を「→365.85」に訂正

335.7 官業．公企業：…
分類小項目名，
注記

「，独立行政法人」を追加。▲「例：520.9住宅都市整備公団」を「例：
338.63中小企業金融公庫」に変更

335.89 NPO 分類項目 新設

336 経営管理 注記 「例：498.16病院経営」を「例：498.163…」に訂正

336.2
合理化．生産性．能
率

関連項目名 「標準化，単純化，専門化」を新設

［336.61］ 生産計画 関連項目名
「，ジャストインタイム生産システム［JIT］，カンバンシステム」を追加。「フェ
イヨリズム，」を削除

［336.67］ 資材管理：… 分類項目名 「資財管理」を「資材管理」に訂正

［336.69］ オートメーション 参照 「→548.3」を削除

［336.71］
商品管理．商品仕
入．…

分類項目名 「仕入」を「商品仕入」に変更

［336.72］
販売．販売管理．販
売促進．…

分類項目名，関
連項目名，注記

「販売．」を追加。「セールスマンシップ．販売促進」を「販売促進．セールス
マンシップ」に変更。▲「，委託販売」を削除。▲「＊接客技術〈一般〉は，こ
こに収める」を新設

［336.722］ 販売契約：… 分類項目 新設

［336.724］
訪問販売．無店舗販
売．委託販売

分類項目 新設
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［336.725］ 競売 分類項目 新設

［336.726］ 通信販売：… 分類小項目名 「：インターネット，テレビ」を新設

［336.732］
店舗設計．商品陳列
法：…

分類小項目名 「：ウィンドウディスプレイ」を新設

［336.736］ 仲買業．ブローカー 注記，注参照 「＊買弁は，ここに収める」を削除。▲「＊買弁→672」を新設

［336.737］ 小売業：…
分類小項目名，
注記

「よろず屋，小売市場，専門店，露店，行商」を「小売市場，専門店，よろず
屋，露店商，行商」に変更。▲「＊商店街〈一般〉は…」を新設

［336.738］
デパート［百貨店］．
スーパーマーケット．
…

分類項目名，注
記，参照

「百貨店」を「デパート［百貨店］」に変更。「チェーンストア．スーパーマー
ケット」を「スーパーマーケット．チェーンストア」に変更。「．ショッピングセン
ター．ショッピングモール」を追加。▲「＊大規模小売店舗に関する…」を
新設。▲「→：336.722」を新設

［336.739］ サービス産業 注記，注参照

「＊ここにはサービス産業〈一般〉を収め，…」を新設。▲「＊観光事業は
689の下に，音楽，演劇，映画などは760／779の下に，スポーツ関連施設
の経営は780の下に収める」を「＊音楽・演劇・映画産業→760／779；…」
に変更

［336.7393
］

リース業．人材派遣
業．…

注参照 「＊イベント施設，展示施設→689.7」を新設

［336.7397
1］

日本料理店：… 注記 「＊料亭は，ここに収める」を新設

［336.7397
2］

アジア料理店：…
分類項目名，分
類小項目名

「中国料理店．アジア・アラブ料理店」を「アジア料理店：中国料理店，朝鮮
料理店，インド料理店」に変更

［336.7397
3］

西洋料理店 分類項目名 「．洋食」を削除

［336.7398
］

喫茶店.酒場：… 分類項目名 「料亭．」を削除

［336.7399
］

不動産業：… 注記 「，不動産投資」を追加

［336.74］ 広告．宣伝 分類項目名 「．PR」を削除

［336.743］
商業美術・写真．商業
デザイン．…

分類項目名，分
類小項目名，注
記

「広告計画・調査．広告美術．広告写真．広告費」を「商業美術・写真．商
業デザイン．宣伝・広告の企画・調査．宣伝・広告費．宣伝・広告文：チャッ
チフレーズ」に変更。▲「＊ネーミングは，ここに収める」を新設

［336.744］ 広告業［広告代理業］ 分類項目名 「広告代理業」を変更

［336.745］ 直接広告：…
分類小項目名，
注記

「展示，実演」を削除。「サンプル配布，店頭広告」を追加。▲「＊宣伝のた
めの店内展示・実演…」を新設

［336.746］ 広告媒体：…
分類小項目名，
関連項目名

「：新聞雑誌，ラジオ，テレビ，宣伝映画，スライド」を削除。▲「新聞，雑誌，
ラジオ，テレビ，宣伝映画，スライド，インターネット」を新設

［336.747］ 宣伝広告用印刷物
分類小項目名，
関連項目名

「：PR誌，ポスター，広告カレンダー，ちらし」を削除。▲「PR誌，広告カレン
ダー，ちらし，ポスター」を新設

［336.748］ 屋外広告．交通広告 関連項目名 「，花火広告」を追加

［336.749］
各商品・各企業の広
告

分類項目名，注
記

「各商品の広告」を変更。▲「＊特定商品・企業の宣伝・広告は，…」を新
設

［336.75］ マーケティング 注記 「＊ここにはマーケティング〈一般〉を収め，…」を新設

［336.752］ 市場調査．市場予測 注記，注参照
「＊個々の企業に関する調査は，関連する主題の下に収める」を「＊個々
の企業の市場調査は，その主題の下に…」に変更。「，また海外市場調査
は678に収める」を追加。▲「＊海外市場調査→678」を削除

［336.77］
販売経路．商品流通
機構．…

注記 「＊流通産業〈一般〉は670に，…」を新設

［336.79］
取引所．商品取引所：
…

分類小項目 「繊維，」を追加

336.91
簿記．勘定科目．帳
簿組織．…

分類項目名 「簿記・勘定科目」を「簿記．勘定科目」に訂正

337.99 恐慌 参照 「→：338.19」を新設

338.12 金利．利子．利回り 分類項目名 「利廻」を「利回り」に変更

338.154 債券．公社債．国債 参照 「→：325.245；347」を「→：325.25；347」に変更

338.155 株式理論 注参照 「＊株式投資による利殖→338.183」を新設

338.18 利殖 注記 「金儲け法」を「金儲法」に変更
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338.19
金融恐慌［信用恐
慌］．…

参照 「→：337.99」を新設

338.32
金融・銀行行政．金
融・銀行法令

分類項目名 「行政．法令」を変更

338.33 金融検査［銀行検査］ 分類項目名 「銀行監査」を変更

338.74
住宅金融公庫．国民
金融公庫

注記 「＊住宅金融<一般>は，ここに収める」を新設

338.98
国際決済銀行．国際
復興開発銀行…

分類項目名 「国際決裁銀行」を「国際決済銀行」に訂正

339.3 保険政策・行政 参照 「→：325.4」を削除

339.32 保険法令 参照 「→：325.4」を新設

339.47
医療保険．疾病保
険．…

分類項目名，関
連項目名，注
記，注参照

「傷害保険．疾病保険」を「医療保険．疾病保険．介護保険．傷害保険」に
変更。▲「所得補償保険，つり保険，旅行業者費用保険」を「医療保障保
険，医療費用保険，がん保険」に変更。▲「＊ここには，生命保険と損害保
険との…」を追加。▲「＊公的医療保険→364.4；公的介護保険→364.48」
を新設

［339.57］
医療保険．疾病保
険．…

分類項目名，参
照

「傷害保険．疾病保険」を「医療保険．疾病保険．介護保険．傷害保険」に
変更。▲「→：339.47」を「→339.47」に訂正

339.9 その他の損害保険 関連項目名
「地震保険，」を追加。「自動車賠償責任保険」を「自動車損害賠償責任保
険」に，「費用　利益保険」を「費用・利益保険」に訂正。「ボイラ　ターボセッ
ト保険」を「ボイラーターボセット保険」に変更

341 財政学．財政思想 注記 「＊公共経済学は，ここに収める」を新設

［341.02→
341.2］

削除

［345.45］ 事業税
分類項目名，参
照

「．営業税」を削除。▲「→349.5」を「→349.53」に変更

347.6 財務省証券 分類項目名 「大蔵省証券」を変更

349.5 地方税．地方交付税 注記 「＊別法：事業税，営業税345.45」を削除

349.53 都道府県税 注記 「＊別法：事業税345.45」を新設

350.1
統計理論．統計学．
製表

注記 「＊一般統計学は，ここに収め，近代統計学は，417に収める」を新設

350.28 統計学者<列伝> 注参照 「＊個人伝記→289」を新設

361 社会学 注記，注参照
「例：161.3宗教社会学，321.3法社会学」を追加。▲「＊宗教社会学→
161.3；法社会学→321.3」を削除

361.21 日本社会学 関連項目名 「磯村英一」の没年（1997）を追加

361.234 ドイツ社会学 関連項目名 「ケーニヒ」の没年（1992）を追加

361.235 フランス社会学 関連項目名 「ブルデュー」の没年（2002）を追加

361.253 アメリカ社会学 関連項目名 「マートン」の没年（2003）を追加

361.44
グループダイナミック
ス

注記 「群衆心理」を「群集心理」に変更

361.62 無組織集団：… 分類小項目名 「群衆」を「群集」に変更

361.64 世代．年齢集団
分類項目名，注
参照

「年令別集団」を「年齢集団」に変更。▲「＊青少年→367.6」を「→367.68」
に変更

362 社会史．社会体制 注記
「＊一般社会史は，歴史の下に収め，ここには社会体制史，社会構造・組
織史を収める」を「＊ここには，社会体制史，社会構造・組織史を収め，一
般社会史は，歴史の…」に変更

364.3 社会保険 注参照 「＊私保険→339」を新設

364.4
健康保険．国民健康
保険

注記，注参照
「，レセプト［社会保険診療報酬明細書］」を追加。▲「＊私的医療保険→
339.47」を新設

364.48 介護保険 分類項目 新設

364.6
国民年金．厚生年
金．…

注記，注参照
「＊年金<一般>は，ここに収める」を新設。▲「企業年金→366.46；」，「；個
人年金→339.4；郵便年金→338.72」を追加

364.7 雇用保険．失業保険 分類項目名 「失業保険．雇用保険」を変更

365.35 集合住宅：… 分類小項目名 「，アパート，マンション」を追加

365.36 集合住宅管理組合 分類項目名 「住宅組合．住宅管理組合」を変更。字下げ
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365.37 貸間．下宿 分類項目名 「アパート．」を削除

366.12
労働行政．国際労働
機関

注参照 「＊労働委員会→：366.67」を「→366.67」に変更

366.18 労働判例 注記 「＊ここには，労働判例<一般>を収め，…」を新設

366.29
職業．職種．職業紹
介．…

注記，注参照
「＊職業に関する資格試験〈一般〉は，…」を追加。▲「＊国家試験→
317.4」を新設

366.38 労働者の保護：… 分類小項目名 「婦人労働」を「女性労働」に変更

366.46
退職金．企業年金．
定年制…

参照 「→：336.42；364.6」から「；364.6」を削除

366.8 各種の労働・労働者 関連項目名
「日傭」を「日雇」に，「フリーアルバイター」を「フリーター［フリーアルバイ
ター］」に変更

367.1 女性．女性論 注記，注参照
「＊女性問題<一般>は，…」を追加。▲「婦人参政権」を「女性参政権」に，
「婦人労働」を「女性労働」に変更

367.2 女性史・事情 注参照，参照 「＊女性問題<一般>→367.1；伝記→280」を新設。▲「→：384.6」を新設

367.3 家．家族関係 注記 「＊家族問題<一般>は，…」，「＊夫婦<一般>は，…」を追加

367.4 婚姻・離婚問題 注記 「＊同性婚は，367.97に収める（別法：ここに収める）」を新設

367.5 男性．男性論 注記 「＊男性問題<一般>は，ここに収める」を新設

367.6 児童・青少年問題
関連項目名，参
照

「子供の暴力，児童虐待」を削除。▲「；371.42；371.45；371.47」を追加

367.7 老人．老人問題 注記，注参照
「＊高齢化社会<一般>は，…」を追加。▲「少子高齢化→334.3；老人訓→
159.79；」を追加。「老人医学」を「老年医学」に変更

［367.76］
高齢者教育．老人クラ
ブ．…

分類項目名 「老人教育」を「高齢者教育」に変更

367.97 同性愛：…
分類項目名，注
記

「．両性愛［バイセクシャル］」を追加。▲「＊同性婚は，ここに収める（別法：
367.4）」を新設

367.98 性同一性 分類項目 新設

367.99 性教育 注記 「＊ここには，家庭等学校以外…」を新設

368.28 難民問題：… 参照 「→：334.4；369.38」を新設

368.3 自殺．自殺防止 参照 「→：145.7」を「→：145.71」に変更

368.6
犯罪．犯罪人．犯罪
組織

注記，注参照
「＊別法：326.35／.36」を「＊別法：犯罪現象326.36；犯罪社会学326.35」
に変更。▲「＊犯罪被害者，犯罪被害者救済→326.3」を新設

369 社会福祉 注記
「＊介護福祉〈一般〉は，…」を追加。「＊別法：障害者の教育・訓練378.9」
を「＊別法：障害者の学校教育以外の教育・訓練378.9」に変更

369.17 福祉従事者：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

字上げ。▲「，精神保健福祉士，介護支援専門員［ケアマネジャー］」を追
加。▲「家庭奉仕員」を「訪問介護員」に変更

369.18 福祉機器．補装具
分類項目名，注
記

字上げ。▲「＊福祉車両は，ここに収める」を新設

369.26
老人福祉［高齢者福
祉］

分類項目名，参
照

「［高齢者福祉］」を付記。▲「364.48；」を追加。「493.18」を「493.185」に変
更

369.275 視覚障害者福祉 参照 「→：014.79；015.97；016.58；801.91」を新設

369.276
聴覚障害者福祉．言
語障害者福祉

参照 「→：801.92」を新設

369.28 精神障害者福祉 分類小項目名 「：精神薄弱者福祉，情緒障害者福祉」を削除

369.3 災害．災害救助 注記，注参照
「＊全般的な防災行政は，ここに収める」を新設。▲「＊防災行政（消防）
→317.79」を新設

369.36
放射能被曝．放射能
汚染

分類項目名，注
参照，参照

「爆発事故による被爆者．放射能被曝者」を「放射能被曝．放射能汚染」に
変更。▲「＊広島，長崎の原爆による被爆→369.37」を新設。▲「→：
539.99；543.5」を新設

369.38 難民救済 参照 「→：334.4；368.28」を新設

369.41
母子福祉．母子保
護．…

分類項目名 「父子家庭」を「単親家庭」に変更

369.44 孤児．婚外児 注参照 「＊中国残留孤児→369.37」を新設

369.49
心身障害児福祉・施
設

分類項目名 「心身障害児福祉・養護施設」を変更
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371.42 問題行動：…
分類小項目名，
参照

「登校拒否」を「不登校［登校拒否］」に変更。「引きこもり，」を追加。▲「→：
367.6」を新設

371.45 児童心理．児童研究 参照 「→：367.6」を新設

371.47 青年心理．青年研究 参照 「→：367.6」を新設

372.107
昭和時代後期．平成
時代　…

分類項目名 「昭和時代後期・平成時代」を訂正

375
教育課程．学習指
導．…

注記，注参照

注記の順序を「＊教育方法・技術・工学は，…」，「＊ここには，わが国の
…」から「＊ここには，わが国の…」，「＊教育方法・技術・工学は，…」に変
更。「＊学校教育における環境教育〈一般〉は，…」を追加。▲「＊外国の
教科別教育→372.2／.7」を「＊外国の教科別教育，教科書→…」に変更。
「；公害教育→375.3」を追加

375.18 特別活動：… 分類小項目名 「ホーム・ルーム」を「ホームルーム」に変更

375.189
総合的学習［総合学
習］

分類項目 新設

375.1892 小学校 分類項目 新設

375.1893 中学校 分類項目 新設

375.1894 高等学校 分類項目 新設

375.199 情報教育：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「コンピュータ教育．CAI」を「情報教育：コンピュータ教育，CAI」に変更。▲
「＊ここには，情報教育〈一般〉を収め，…」，「＊情報科は，ここに収める」
を新設

375.7 芸術科 分類項目名 「芸能科」を変更

375.8 国語科．国語教育 注記 「＊文学教育〈一般〉は，…」を「＊文学教育は，…」に変更

375.89
／.898

外国語教育／その他
の外国語

分類項目名 字上げ

375.8932 小学校 分類項目 新設

375.8933 中学校 分類項目 新設

375.8934 高等学校 分類項目 新設

375.9 教科書 注記，注参照
「＊375.3／.8のように区分　例：…」，「＊情報科の教科書は，…」を追加。
▲「＊外国の教科書→372.2／.7」を新設

376.12 幼児教育史・事情 注記 「＊個々の幼稚園史は，ここに収める」を削除

376.128 個々の幼稚園誌 分類項目 新設

376.14
経営．管理．施設．幼
稚園教諭．…

分類項目名 「幼稚園教諭．」を追加。「保母．保父」を「保育士」に変更

376.15 教育課程．保育内容 分類項目名 「．保育内容」を追加

376.153 人間関係：社会
分類項目名，分
類小項目名

「社会」を「人間関係：社会」に変更

376.154 環境：自然観察
分類項目名，分
類小項目名

「自然観察」を「環境：自然観察」に変更

376.156
表現：絵画，製作，遊
戯，音楽，リズム

分類項目名，分
類小項目名

「絵画．製作」を「表現：絵画，製作，遊戯，音楽，リズム」に変更

376.157 健康：運動，衛生
分類項目名，分
類小項目名

「遊戯．音楽．リズム」を変更

376.158
言葉：言語，物語，お
話

分類項目名，分
類小項目名，注
記

「言語」を「言葉：言語，物語，お話」に変更。▲「＊別法：物語，お話
376.159」を新設

［376.159］　
→376.158

物語．お話 分類項目 二者択一項目に変更

376.28 個々の小学校誌 注記
「＊個々の小学校の文集，同窓会の文集，歴史，写真集は，…」を「＊
個々の小学校・同窓会の文集，歴史，写真集は，…」に変更

376.38 個々の中学校誌 注記
「＊個々の中学校の文集，同窓会の文集，歴史，写真集は，…」を「＊
個々の中学校・同窓会の文集，歴史，写真集は，…」に変更

376.48 個々の高等学校誌 注記
「＊個々の高等学校の文集，同窓会の文集，歴史，写真集は，…」を「＊
個々の高等学校・同窓会の文集，歴史，写真集は，…」に変更

376.489
海外留学．ホームステ
イ

分類項目名 字上げ

376.8
予備教育．塾教育．
入学試験．…

注記 「＊大学入学資格検定試験は，ここに収める」を削除
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376.81 幼稚園入試 分類項目 新設

376.82 小学入試 分類項目 新設

376.83 中学入試 分類項目 新設

376.84 高校入試 分類項目 新設

376.87 大学入試 分類項目 新設

［376.88］　
→377.8

大学院入試 分類項目 新設

377.28 個々の大学誌：… 分類項目名 「大学史」を「大学誌」に変更

377.7 学術研究奨励 注記 「＊ノーベル賞は，ここに収める」を追加

377.8 大学院入試 分類項目 新設

377.9
学生．学生生活．学
生問題

関連項目名，注
参照

「就職問題，」を削除。▲「＊個々の大学の同窓会名簿→377.28」に「，同
窓会文集」を追加

377.95 就職問題 分類項目 新設

378
障害児教育［特別支
援教育］

分類項目名，英
文項目名，注記

「［特別支援教育］」を付記。▲「. Special needs education」を追加。▲「＊
特別支援学校〈一般〉は，…」，「＊養護教育，…」，「＊学校教育における
障害者教育は，…」を追加。「＊成人後の障害者の教育・訓練は，…」を
「＊成人後の障害者の学校教育以外の教育・訓練は，…」に変更

378.1
視覚障害児．弱視
児．…

分類項目名，分
類小項目名

「視覚障害児：盲児」から「：盲児」を削除

378.18 点字法
分類項目名，注
記

「．点訳奉仕．録音奉仕．拡大写本」を削除。▲「＊点字は，801.91に収め
る（別法：ここに収める）」を新設

378.2
聴覚障害児．難聴
児．…

分類項目名，参
照

「聴覚障害児．」を追加。「聾唖児．」，「言語障害児．」を削除。▲「→：
496.9」を削除

378.28 手話法．口話法
分類項目名，注
記

「口話法」を追加。「指話法．読唇術」を削除。▲「＊手話は，801.92に収め
る（別法：ここに収める）」を新設

378.3 肢体不自由児 分類項目名 「．整形学校」を削除

378.4 病弱・身体虚弱児 分類項目名 「虚弱児」を変更。「．養護学校」を削除

378.5
言語障害児．吃音矯
正

分類項目名，参
照

「言語発達遅滞児」を「言語障害児」に変更。▲「→：496.9」を新設

378.6
知的障害［精神遅滞］
児

分類項目名 「精神薄弱児・遅滞児」を変更

378.8 発達障害児：…
分類項目名，分
類小項目

「発達障害児：学習障害，自閉症，注意欠陥多動性障害．」を追加

［378.9］
障害者の学校教育以
外の教育・訓練

分類項目名 「障害者の教育・訓練」を変更

379.31 子供会 分類項目名 「こども会」を変更

378.46 女性教育 分類項目名 「婦人教育」を変更

378.47 高齢者教育 分類項目名 「老人教育」を変更

382.8 民俗（族）学者〈列伝〉 注参照 「＊個人伝記→289」を新設

〈383／
387〉

各種の風俗・習慣 中間見出し 新設

383.93 民具 参照 「→：614.84」を新設

384.34 畜産儀礼 分類項目 新設

384.4 家構成．家庭生活：… 分類小項目名 「苗字」を「名字」に変更

384.6 女性の生活 参照 「→：367.2」を新設

385.4
婚姻習俗［婚姻儀
礼］：…

分類小項目名，
注記

「見合」を「見合い」に，「里帰」を「里帰り」に変更。▲「＊結婚式披露宴に
おける式辞例→816.7」を「＊結婚式披露宴における式辞は，809.4に収
め，その式辞例は，816.7に収める」に変更

385.6 葬送儀礼：… 分類小項目名 「葬制，墓，」を追加

386.8
民俗芸能［郷土芸
能］．…

参照 「；774.29」を追加

387
民間信仰．迷信［俗
信］

注記 「産土神，荒神，…」を「＊産土神，荒神，…」に訂正

388 伝説．民話［昔話］ 注参照 「＊創作民話→9□3」を新設
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389 民族学．文化人類学 注記，注参照

「＊特定民族の民族誌→382.1／.7；地理区分できない民族誌→382.9；特
定民族の特定の風俗・習慣→383／387」を「＊特定民族の民族誌は382.1
／.7に，地理区分できない民族誌は382.9に収める；特定民族の特定の風
俗・習慣は，383／387に収める」に変更

391.2 戦史．戦記 参照 「→：210.19」を新設

391.2071 第1次世界大戦　… 参照 「→：209.71」を新設

391.2074 第2次世界大戦　… 参照 「→：209.74」を新設

393.2
軍事・国防行政．軍
事・国防法．…

分類項目名 「軍事法」を「軍事・国防法」に変更

393.21 軍事・国防法 分類項目名 「軍事法」を変更

399.23 孫子 注参照 「＊孫臏兵法→399.2」を新設
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