
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

900 文学 注記 「更に特定の…」を「さらに特定の…」に変更

［902.9］ 地域別文学研究 注記
「例：カナダ文学→930，スイス文学→940，ベルギー文学→950，ヨーロッパ
文学→902」を「例：902ヨーロッパ文学，930カナダ文学，940スイス文学，950
ベルギー文学」に変更

907
研究法．指導法．文学
教育

注参照 「文学教育（幼児）→376.159」を「→376.158」に変更

909 児童文学研究 注記 「更に特定の…」を「さらに特定の…」に変更

〈910／
990〉

各言語の文学
固有補助表（文
学共通区分）

文学共通区分を固有補助表として新設（9版の一般補助表を変更）。「＊各
言語の文学は，すべて文学共通区分が可能である；更に…」を「＊各言語の
文学は，すべて文学共通区分により細分することができる　例：…」に変更。
▲【文学共通区分】については，「－5　日記．書簡．紀行」の注参照の順序
を「＊一般の日記・書簡→280；一般の紀行→29△09；日記体・書簡体小説
→9□3」から「＊一般の紀行→…；一般の日記・書簡→…；日記体・書簡体
小説→…」に変更。「－8　作品集：全集，選集」に「＊作品集ではない研究
の叢書などには，形式区分－08を使用する」を追加

注記

「；更に日本語など特定の言語による文学は，…」を「＊日本語など特定の言
語による文学は，…」に変更。「例：志賀直哉の小説に関する研究910.268
（別法：小説の下に収める　例：志賀直哉の小説に関する研究913.6）」を
「例：910.268志賀直哉の…（別法：…　例：913.6志賀直哉の…）」に変更。
「例：ディケンズ930.268（別法：933.6），石川啄木910.268」を「例：930.268
ディケンズ…，910.268宮沢賢治」に変更

910 日本文学 英文項目名 「Nipponese literature」を「Japanese literature」に変更

910.263 昭和時代前期　… 分類項目名 「1927」を「1926」に変更

910.264 昭和時代後期　… 分類項目名 「．平成時代　1989－」を削除

910.265 平成時代　… 分類項目 新設

910.29 地方文学 注記，注参照
「＊文学形式を限定している研究→911／917；作品→911／918」を「＊文学
形式を限定している研究は911／917に，作品は911／918に収める」に変更

911.101 理論．歌学．歌学史 注記
「＊歌論は，ここに収める」を「＊理論としての歌論は，ここに収め，評論とし
ての歌論は，911.104に収める」に変更

911.1473
夫木和歌抄．新葉和
歌集

分類項目名 「夫木和歌集」を「夫木和歌抄」に変更

911.301 理論
分類項目名，注
記

「俳論」を変更。▲「＊理論としての俳論は，ここに収め，評論としての俳論
は，911.304に収める」を追加

911.308 叢書．全集．選集 注記 「＊一時代のものは，その時代の下に収める」を新設

911.31 芭蕉以前：… 注記 「＊談林・貞門俳諧は，ここに収める」を新設

911.33 元禄期：… 注記 「＊蕉風俳諧は，…」，「＊享保期俳諧も，…」を新設

911.34 安永・天明期：…
分類小項目名，
注記

「炭太祇」を「炭太衹」に変更。▲「＊中興俳諧は，ここに収める」を新設

911.35
文化・文政・天保期：
…

注記 「＊幕末期の俳諧も，ここに収める」を新設

911.38 近代連句 注参照
注参照の順序を「＊連句〈一般〉→911.3；近代以前の連句→911.31／.35」
から「＊近代以前の連句→…；連句〈一般〉→…」に変更

911.66 近代：… 参照 「→：767.5」を新設

913.6 近代：… 注記 「＊次のように細分してもよい－　…」を追加

913.7 講談・落語本．笑話集 注記，参照
「＊浪曲集は，ここに収める」を新設。▲「→：779.12／.13；…」を「→：779.12
／.15；…」に変更

915.39
その他の日記・書簡・
紀行

分類項目名 「・書簡・紀行」を追加

915.49
その他の日記・書簡・
紀行：…

分類項目名 「・書簡・紀行」を追加

915.68 複数作家の作品集 注参照
「＊個人の作品・作品集；往復書簡集→915.6」を「＊個人の作品・作品集，
往復書簡集→…」に変更

920 中国文学 注記 「＊920.1／.8：形式区分」を削除

922 戯曲 注記 「例：元曲922.5」を「例：922.5元曲」に変更

NDC10版改訂箇所一覧（9類）

9類　1／3 JLA分類委員会



929 その他の東洋文学 注記
「例：.1朝鮮文学」を「朝鮮文学［韓国文学］」に変更。「＊各文学は文学共通
区分　例：.21ユーカラ」を削除

〈930／
940〉

ゲルマン文学 中間見出し 新設

930 英米文学 注記 「＊930.1／.8：形式区分」を削除

930.24 中世 注記 「＊古英語の時代は，ここに収める」を新設

930.29 アメリカ文学 注参照 「アメリカ先住民語の文学」を「アメリカ諸言語の文学」に変更

［939］ アメリカ文学 注記，注参照
「＊939.01／.08：形式区分」を削除。▲「アメリカ先住民語の文学」を「アメリ
カ諸言語の文学」に変更

［939.9］
イギリス，アメリカ以外
の英語文学

注記 「＊939.901／.908：形式区分，939.91／.98：文学共通区分」を削除

940 ドイツ文学 注記，注参照
「＊940.1／.8：形式区分」を削除。▲「；ゲルマン文学〈一般〉→949」を削除
（中間見出し〈930／940〉の下に）

949
その他のゲルマン文
学

注記 「＊各文学は文学共通区分　例：.62　ノルウェーの戯曲」を削除

〈950／
970〉

ロマンス文学 中間見出し 新設

950 フランス文学 注記，注参照
「＊950.1／.8：形式区分」を削除。「＊ロマンス文学〈一般〉→979」を削除（中
間見出し〈950／970〉の下に）

950.29
フランス以外のフラン
ス語文学

注記
「＊作品および作家の伝記は，フランス文学と同様に扱う」を「＊ここには，一
般的なものおよび文学史を収め，作品および作家の…」に変更

［958.9］
フランス以外のフラン
ス語文学

注記 「＊958.901／.908：形式区分，958.91／.98：文学共通区分」を削除

959 プロバンス文学 分類項目名 「プロヴァンス文学」を変更

960 スペイン文学 注記 「＊960.1／.8：形式区分」を削除

960.29
スペイン以外のスペイ
ン語文学

注記
「＊作品および作家の伝記は，スペイン文学と同様に扱う」を「＊ここには，
一般的なものおよび文学史を収め，作品および作家の…」に変更

［968.9］
スペイン以外のスペイ
ン語文学

注記 「＊968.901／.908：形式区分，968.91／.98：文学共通区分」を削除

969 ポルトガル文学 注記 「＊969.01／.08：形式区分，969.1／.8：文学共通区分」を削除

969.029
ポルトガル以外のポル
トガル語文学

注記
「＊作品および作家の伝記は，ポルトガル文学と同様に扱う」を「＊ここに
は，一般的なものおよび文学史を収め，作品および作家の…」に変更

969.1 詩 分類項目 新設

969.2 戯曲 分類項目 新設

969.3 小説．物語 分類項目 新設

969.4 評論．エッセイ．随筆 分類項目 新設

969.5 日記．書簡．紀行 分類項目 新設

969.6
記録．手記．ルポル
タージュ

分類項目 新設

969.7
箴言．アフォリズム．寸
言

分類項目 新設

969.8 作品集：… 分類項目 新設

［969.89］　
→969／
969.8

ポルトガル以外のポル
トガル語文学

分類項目 新設

969.9 ガリシア文学 分類項目
新設。「［969.9］　ポルトガル以外のポルトガル語文学　→969／969.8」を変
更（869.9「ガリシア語」参照）

970 イタリア文学 注記 「＊970.1／.8：形式区分，971／978：文学共通区分」を削除

971 詩 分類項目 新設

972 戯曲 分類項目 新設

973 小説．物語 分類項目 新設

974 評論．エッセイ．随筆 分類項目 新設

975 日記．書簡．紀行 分類項目 新設

976
記録．手記．ルポル
タージュ

分類項目 新設
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977
箴言．アフォリズム．寸
言

分類項目 新設

978 作品集：… 分類項目 新設

979 その他のロマンス文学 注記 「＊各文学は文学共通区分」を削除

980 ロシア・ソビエト文学 注記，注参照
「＊980.1／.8：形式区分，981／988：文学共通区分」を削除。▲「＊スラヴ文
学→989」を「＊スラブ文学〈一般〉→…」に変更

981 詩 分類項目 新設

982 戯曲 分類項目 新設

983 小説．物語 分類項目 新設

984 評論．エッセイ．随筆 分類項目 新設

985 日記．書簡．紀行 分類項目 新設

986
記録．手記．ルポル
タージュ

分類項目 新設

987
箴言．アフォリズム．寸
言

分類項目 新設

988 作品集：… 分類項目 新設

989 その他のスラブ文学
分類項目名，注
記

「スラヴ文学」を「スラブ文学」に変更。▲「＊各文学は文学共通区分　例：.83　
ポーランドの小説」を削除

990 その他の諸言語文学 分類項目名 「諸文学」を「諸言語文学」に変更

991 ギリシア文学 注記 「＊991.1／.8：文学共通区分」を削除

992 ラテン文学 注記 「＊992.1／.8：文学共通区分」を削除

993
その他のヨーロッパ文
学

注記 「＊各文学は文学共通区分　例：.611　カレワラ」を削除

994 アフリカ文学 注記 「＊各文学は文学共通区分　例：.73　スワヒリ語の小説」を削除

995 アメリカ諸言語の文学
分類項目名，注
記

「アメリカ先住民語の文学」を変更。▲「＊895のように言語区分　例：…」を新
設

997
オーストラリア諸言語
の文学

分類項目名 「オーストラリア先住民語の文学」を変更

997.9 パプア諸語の文学 分類項目 新設

999
国際語［人工語］によ
る文学

分類項目名，注
記

「国際語」に「［人工語］」を付記。▲「＊899のように言語区分　例：.1エスペラ
ント文学」を新設（9版「999.1　エスペラントによる文学」を削除）
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