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Từ điển đường-phố Hà Nội / Nam Hồng, Lăng Thị Nga. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2011. -- 498 p. ; 
19cm. 
Includes bibliographical references and index.  
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（ハノイ街路事典） 
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In Vietnamese.  
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的事件、組織、建造物、遺跡、宗教・信仰施設、伝統文
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Từ điển tục ngữ Việt / Nguyễn Đức Dương biên soạn, dịch, sưu 
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năm 2012 = Results of the 2012 Establishment Census. 
Tổng cục Thống kê -- Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê, [2013] 
-- 245 pages ; 27cm. 
At head of title: Tổng cục Thống kê = General Statistics 
Office. 
Vietnamese and English. Y741-TS-441 

2012 年事業所統計調査の結果概要及び統計表を収録。 
 
Vietnam war slang : a dictionary on historical principles 
/ Tom Dalzell. -- London ; New York : Routledge, 2014. -
- x, 173 pages ; 25cm. 
Includes bibliographical references (pages 170-173). 
ISBN: 9780415839402 (hardback) ; 9780415839419 
(paperback) (GE8-P191) 
 
＜マレーシア＞ 
Directors & the companies act / Nasser Hamid. -- 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan : Gavel 
Publications, 2013. -- lxviii, 260 pages ;  23cm. 
"Table of cases": pages vii-xliii. 
"Statutes search": pages xlv-lxviii. 
Includes the text of: Companies Act 1965 (Act 125) 
(revised 1973). 
In English. 
ISBN: 9789833519354 (AM12-861-P38) 

マレーシアの会社法「Companies act 1965 （Act 125）
（revised 1973)）」について、要点解説、条文ごとの関
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西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The new encyclopedia of Islam / Cyril Glasse. -- Fourth 
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1989 年、第 2 版は 1991 年、第 3 版は 2002 年刊。 
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関西館アジア情報室が収集する南アジア地域刊行資料について 
 

大石 高志（神戸市外国語大学国際関係学科准教授） 
 

 

国立国会図書館関西館アジア情報室では、資

料収集が困難な地域の蔵書構築の参考とするた

め、定期的に外部有識者の意見を聴取してい

る。 

平成 28年 2月 24日、大石高志 神戸市外国語

大学国際関係学科准教授をお招きし、アジア情

報室が収集する南アジア地域刊行資料について

ご助言いただいた。本稿はその概要である。 

（関西館アジア情報課） 

 

1. はじめに 

日本における南アジア、インドに関する研

究のうち、インド哲学、仏教の研究は戦前か

ら盛んに行われてきた。しかし、歴史（特に

近現代史）研究や地域研究ということになる

と歴史は浅く、関連資料の収集も、アジア経

済研究所（以下「アジ研」とする。）、東京

外国語大学（以下「東京外大」とする。）、

大阪外国語大学（現：大阪大学外国語学部）、

東京大学、一橋大学、大阪市立大学、京都大

学などいくつかの研究機関・大学により個別

に行われ、結果として、連携を伴う蔵書構築

が必ずしもなされないという状況が続いてき

た。このため、長い間、個々の研究者は所蔵

機関での資料閲覧に多くを期待せず、つねに、

自力で関係資料の購入と収集を試みてきた。 

そうした日本国内の資料状況もあり、2002
年に新たに開室した国立国会図書館関西館ア

ジア情報室（以下「アジア情報室」とする。）

に、資料収集の指針を示唆したり、新たな収

集が望ましい特定の資料群を挙げたりするこ

とは、たやすいことではなかった。何らかの

特色やまとまりのある資料がない限り、南ア

ジア、インド関係の歴史研究や地域研究を行

う研究者の念頭にアジア情報室が浮かぶよう

なことには、なかなかならないし、そもそも、

そうした特色を他の所蔵機関との比定のなか

で構想・確認すること自体も容易ではないか

らである。 

そのような中で、10 年余り前の開館当初、

アドヴァイスやコメントを求められた際、①

南アジアでの政府刊行物、②雑誌や新聞をは

じめとする、保存スペースを多く必要としたり、

定期性・継続性が前提になるような資料群、

を収集することを助言した。本稿では、その

後約 10年間の資料収集の実績とその評価、今

後の蔵書構築や対外交流への期待について述

べてみたい。 

 

2. 資料収集のポイント 
2.1. 他機関との相互補完 

 アジア情報室開室当初、南アジア資料の蔵

書構築を検討するに当たって、日本国内で所

蔵されている南アジア資料との兼ね合いが想

定された。具体的には、この分野に強い既存

の研究機関や図書館、例えばアジ研や東京外

大との相互補完という観点である。 

 インドを含む南アジアでは、概して識字率

は高くないが、高等教育を受けたエリート向

けの専門書・研究書は数多く出版されてきた。

アジ研については、経済・政治分野のそうし

た専門書・研究書を積極的に購入している。

また、雑誌は、学術誌を主とし、比較的多数

（調査時で 91 タイトル）を継続収集している。

しかし、新聞は、継続紙がインドの英語紙 6
紙、ヒンディー語紙 1 紙、パキスタンが 2 紙、

バングラデシュが 1 紙と、多くはない。統計

は、経済統計に強いが、かなり本格的に選挙

が行われているインドについては、政治に関

する統計も含まれている。 

 東京外大については、南アジアの新聞は一

切継続収集されておらず、雑誌も附属図書館

ウェブサイトの「南アジア関係所蔵雑誌リス

ト」には古いものが断片的にリストアップさ
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れているだけで、継続収集しているものは少

ないと考えられる。これは、人文系の研究者が

多く、こうした資料へのニーズが小さいため

であろう。しかし他方、東京外大は最近「史

資料ハブ地域文化研究拠点」1を謳っており、

南アジアに関しても、非図書の印刷資料や非

文字資料も積極的に収集対象にしている。 

 

2.2. 新聞の収集 

このような中で、アジア情報室が独自性を

打ち出せるポイントとしては、アジ研でも所

蔵が少ない新聞の継続収集があげられる。例

えば、インドは言語的に多様な国家であり、

連邦の公用語であるヒンディー語と英語のほ

かに、州の公用語もしくはそれに準じる主要

な言語として 20 以上が公的に認知されている。

そして、そのほとんどが数百万人から数億人

の話者を擁している。しかし、アジ研で所蔵

している新聞は、言語ごとに特化されたもの

ではない、全国版の英字紙 5～6タイトルのみ

である。 

 現在、アジア情報室で継続的に受け入れて

いるインドの新聞は 8 タイトルある2。英字紙

は植民地期から続いているような代表的なも

のである。一方、ヒンディー語紙『नवभरत  

ट�� = Nav Bharat times』【Y751-SN-1】3

は、『The Times of India』【Z91-62】（国

立国会図書館東京本館のほかにアジ研も所蔵）

のヒンディー語版と言っていいもので、内容

的な差別化が必ずしも図られているわけでは

ない。こうした現状に鑑みて、今後、仮に州

レベルの代表的な新聞をまとめて収集するこ

とができれば画期的である。 

 また、インド以外の国の新聞では、ウルド

ゥー語紙『نگ -The daily jang』【Y752 = ج
SN-1】、日本在住のパキスタン移民のコミュ

                                 
1 文部科学省の平成 14 年度 21 世紀 COE（center of 
excellence）プログラムのひとつとして採択されたも

のであり、同プログラムの終了後は、東京外大地球社

会先端教育研究センターの構成組織として活動を継続

している。詳細は同拠点のサイトを参照。

http://www.tufs.ac.jp/21coe/area/index-j.html 
（ウェブサイトの最終アクセス日は 2016 年 9 月 2

ニティ紙『 يا ان دن 『Dunya Japan = جاپ

【Y752-SN-3】、バングラデシュの『���   

�� ন = The daily ittefaq』【Y753-SN-1】は

アジ研でも所蔵していないもので、アジア情

報室の独自性があると言える。 

近年では、南アジアの新聞もインターネッ

ト版が充実しており、この意味で、アジ研や

アジア情報室が唯一の入手ルートとまでは言

えない状況もある。しかし、インターネット

上の新聞記事データの継続的残留は期待でき

ず、新聞を印刷物として中長期的に集積して

いく意味と価値は、間違いなく大きい。 

  

2.3. インド政府刊行物の収集 ―中央政府― 

アジア情報室が類縁機関との差異化を図る

ためのもう一つのポイントは、インドの政府

及び政府系研究機関の刊行物の網羅的収集で

ある。 

インドには中央政府のほか、各州に州政府

があり、それらの政府機関や、公的資金が投

入されている政府系研究機関等では、多くの

刊行物が発行されている。それらを網羅的に

収集することができれば、日本における南ア

ジア資料所蔵機関として特色あるコレクショ

ンになるであろう。 

 中央政府の刊行物については、ここ数年、

電子媒体での出版へのシフトが進んでいる。

重要なものは紙媒体でもそれなりの部数が印

刷・発行されるが、それ以外は紙媒体での印

刷部数が僅少であり、政府のウェブサイトに

PDFファイルが掲載されるだけのこともある。  

年次出版物の場合、当該タイトルの刊行自体

が終了したものと勘違いする恐れもあり、注

意が必要である。 

例えば、経済関係の研究者がよく利用する

代表的な資料である『Economic survey』

日。以下同じ。） 
2 国立国会図書館リサーチ・ナビ「アジア情報室所蔵

資料の概要: 南アジア関係資料: 継続受入新聞リスト」 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-south-
news-list.php 
3 【】内は当館請求記号。以下同じ。 
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ISBN: 97889974293257 
（韓国植物生態宝鑑. 1, 周辺でいつも出会う植物） 
                     RA5-K25 
韓国でよく見られる植物 760 種類について、形態分類

（茎、葉、花、実など）、生態分類（分布など）、生態

解説、写真、引用文献を収録。主な生息地ごとに、道端、

田畑、草地、山林、湿地、隙間（岩肌など）に大別し、

その中を属の学名のアルファベット順で排列。見出し語

は朝鮮語、ラテン語学名、英語、日本語、中国語併記で、

巻末に言語別の索引を付す。 

 
2015 생명공학백서 = Biotechnology 2015 / 
미래창조과학부, 생명공학정책연구센터 편집. -- 과천 : 
미래창조과학부, 2015.12. -- 775p ; 26cm 
索引あり.  
ISBN: 9788967090623 -- 9788993675474 (set) 
（2015 生命工学白書）           RA71-K2 
ライフサイエンス、保健医療、農林畜産・食品、環境、

生命倫理といった生命工学に関するテーマについて、生

命工学の今後の展望、海外事情、韓国国内の政策・研究

開発・法制度の現状を解説する資料。巻末に「生命工学

年表」「生命工学主要統計」など 5 の付録を付す。 

 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
開港期朝鮮の戦略的外交 : 1882-1884 / 酒井裕美 著. -- 
吹田 : 大阪大学出版会, 2016.3. -- 335p ; 22cm  
文献あり. 年表あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-87259-531-4         A99-K2-L2 
 
日韓外交史 : 対立と協力の 50 年 / 趙世暎 著 ; 姜喜代 

訳. -- 東京 : 平凡社, 2015.11. -- 301p ; 18cm. -- (平凡社

新書 ; 795) 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-582-85795-5       A99-ZK4-L130 
 

朝鮮民主主義人民共和国の法制度と社会体制 / 大内憲

昭 著. -- 東京 : 明石書店, 2016.3. -- 582p ; 22cm   
ISBN: 978-4-7503-4318-1  AK3-121-L2 
 

韓流スターと兵役 : あの人は軍隊でどう生きるのか / 
康熙奉 著. -- 東京 : 光文社, 2016.1. -- 229p ; 18cm. -- (光
文社新書 ; 797) 
ISBN: 978-4-334-03900-4  AK4-651-L4 
 
＜経済・産業＞ 
韓国健康食品産業総覧 : 市場動向および展望. 2014～
2016 / DACO IRI 著. -- 伊豆 : ビスタピー・エス, 
2015.8. -- 538p ; 26cm 
「韓国の産業と市場」別冊 

索引あり. 
ISBN: 978-4-907379-04-9 DL681-L132 
 
＜社会・労働＞ 
福祉国家の日韓比較 : 「後発国」における雇用保障・

社会保障 / 金成垣 著. -- 東京 : 明石書店, 2016.2. -- 
195p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4302-0 EG1-L25 

＜歴史・地理＞ 
宿命の日韓二千年史 : 交流と攻防のドラマ / 康熙奉 著. 
-- 東京 : 勉誠出版, 2015.10. -- 241p ; 19cm 
年表あり.  
ISBN: 978-4-585-22128-9  GB73-L30 
 
解剖北朝鮮リスク = Dissecting the North Korean Risk 
/ 小倉和夫, 康仁徳, 日本経済研究センター 編著. -- 東
京 : 日本経済新聞出版社, 2016.2. -- 369p ; 19cm 
ISBN: 978-4-532-13464-8 GE138-L32 
 

＜哲学・宗教＞ 
日韓交流と高麗版大蔵経 / 馬場久幸 著. -- 京都 : 法藏

館, 2016.2. -- 332,88p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-8318-7396-5  HM13-L146 
 

＜芸術・言語・文学＞ 
歴史探訪韓国の文化遺産. 上 / 「歴史探訪韓国の文化遺

産」編集委員会 編. -- 東京 : 山川出版社, 2016.3. -- 
321p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15087-4 K144-L7 
 

歴史探訪韓国の文化遺産. 下 / 「歴史探訪韓国の文化遺

産」編集委員会 編. -- 東京 : 山川出版社, 2016.3. -- 
341p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15088-1 K144-L8 
 

李人稙と朝鮮近代文学の黎明 : 「新小説」「新演劇」

の思想的背景と方法論 / 田尻浩幸 著. -- 東京 : 明石書

店, 2015.10. -- 305p ; 20cm 
年譜あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4256-6 KJ52-L5 
 
欧文の部 
 
＜経済・産業＞ 
The Bank of Korea : a sixty-year history. -- Seoul, 
Korea : The Bank of Korea, 2010. -- 295 pages ; 25cm + 
1 CD-ROM (4 3/4 in.)  
At head of title: 60. 
ISBN: 9788992858373  (YU111-P118) 
 
＜歴史・地理＞ 
Korea : outline of a civilisation / by Kenneth M. Wells. -
- Leiden : Brill, [2015]. -- xv, 327 pages :illustrations, 
maps ; 25cm. -- (Brill's Korean studies library ; volume 
4) 
Includes bibliographical references (pages 307-318) and 
index.  
ISBN: 9789004299719  (GE121-P8) 
 
The history of Korea / Djun Kil Kim. -- Second edition. -
- Santa Barbara, California : Greenwood, an imprint of 
ABC-CLIO, LLC, [2014]. -- xxviii, 278 
pages :illustrations, maps ; 25cm. -- (The Greenwood 
histories of the modern nations) 
Includes bibliographical references and index. 
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【Z61-E283】は、1990 年代から各年版が国

立 情 報 セ ン タ ー （ National Informatics 
Centre）作成の「Union Budget」（連邦予

算）というウェブサイト4からダウンロードで

きる状況にある（最終アクセス日現在、

1957-1958 年版からダウンロードが可能であ

る）。そのため、研究者にとっては、紙媒体

での所蔵は必須ではなくなっており、日本国

内の所蔵機関に関しても、継続して収集して

いるのはアジア情報室を含め 4 機関のみであ

る。 

ただし、ウェブサイトの場合アクセスの永

続性の問題があることには留意が必要である。

バックナンバーが突然消えてしまったり、逆

にアップデートがまったくなされなかったり

する可能性があるため、やはり紙媒体で所蔵

していることが重要となる。紙媒体での収集

を継続しようとするのであれば、先述の発行

元に直接働きかけるなど、しかるべきルート

で、数少ない部数の紙媒体資料をしっかりと

収集していく努力が必要となる。 

もう一つの潮流としては、民間の出版流通

業者への委託が進んでいるということがある。

版権は政府が持つが出版流通は民間で行うと

いうものである。民間企業が出版する形をと

るため、流通過程での宣伝広告によって発行

部数が膨らみ広く流通するものがある一方で、

たとえ内容が重要であっても「地味」なテー

マのため比較的限定的な流通に留まるものが

生じることが懸念される。また、こうしたこ

とは、一部のタイトルが紙媒体での刊行物と

ならずにウェブサイト上だけの公開となって

きている、先述のような昨今の傾向と表裏の

関係にある。 

 図書館における資料収集は、商業的な流通

性や内容の重要性に関する通念的な認識に必

ずしも左右されずに行われるべきことは、言

を俟たないであろう。収集すべき資料を見落

としたりしないために、こうした点をあらた

                                 
4 Union Budget.  
http://indiabudget.nic.in/index.asp 

めて留意しておく必要がある。 

また、情報を利用する立場を突き詰めると、

紙媒体であってもウェブサイトであってもよ

いが、どこかで継続的に集積されていること

が大切であるとも言えよう。外国のウェブサ

イトなので困難があるかもしれないが、国立

国会図書館などが継続的にアーカイビングす

ることができれば、国内の研究者にとっては

有益であろう。 

  

2.4. インド政府刊行物の収集 ―州政府― 

 イギリスは、植民地時代のインドにおいて、

民族運動の抑制のためもあり、州政府の存在

を認めるようになった。そうした歴史的背景

から、独立後のインドでも連邦制の下で州が

政治・経済的まとまりとして相当の実体性を

備えている。中央における政治の勢力図とは

別に、州ごとに政権政党が異なり、施策や方

針が異なることも生じるため、インド研究に

おいては州ごとに事情を見てゆくことも重要

になる。 

実際に、特に最近10～15年の間に、州ある

いは特定の地方を単位とする研究への傾斜が

生じている。例として、京都大学を中心拠点

として行われている「南アジア地域研究プロ

ジェクト」（2014 年度までは「現代インド地

域研究プロジェクト」）や、日本経済評論社

発行の「激動のインド」シリーズのベースと

なった研究プロジェクトを挙げることができ

る。 

また、学術面だけでなく、企業の直接投資

といったビジネス面や、国際協力機構（JICA）
などによる経済支援・技術支援においても、

上述のような観点から、州単位での対応が想

定・実施されるようになっている。 

こうした全体的状況は、州政府の刊行物が

有する相対的重要性を、間違いなく高めてき

ている。 

そこで、インドの州政府刊行物の日本国内
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での所蔵状況について、長い歴史を持つタミ

ルナード州を例に調べてみた。同州の政府刊

行物の情報や一部刊行物の本体を、州政府の

印 刷 局 （ Stationery and Printing 
Department）のウェブサイト5で見ることが

できるので、それを日本国内の主要機関の所

蔵状況と突き合わせるという確認作業を行っ

た。例えば、『Annual Statistical Abstract 
for Tamil Nadu』については、アジ研が、

1956 年から 1985 年までは多くを所蔵してい

たものの、それ以降は所蔵していない。また

同州の基本的な統計資料である『Statistical 
Handbook of Tamil Nadu』【Z61-E244】に

ついても、ウェブサイトでは最新の2015年版

が見られたが、アジ研では2012年以降、受入

が途絶えている。そのほか、同州の農業統計

の 基 礎 的 な 資 料 『 Basic Agricultural 
Statistics, Tamil Nadu』や『 Season and 
Crop Report of Tamil Nadu』なども、アジ研

では受入が途絶えており、一方、ウェブサイ

トにも全号が掲載されているわけではなく、

漏れなくアクセスできる状況にはない。 
同じく、マハーラーシュトラ州の場合、ア

ジ研では経済統計『Maharashtra’s Economy 
in Figures』の受入が 2002 年で事実上止まっ

ていることに加えて、最終アクセス日現在、

州の経済統計局のウェブサイト6でも、2007
年分以降しか掲載されていない。現代の諸問

題を扱う研究において 1 年分の情報が欠ける

ということは非常に重大な問題であり、ウェ

ブサイトで現時点で見られるものも含めて、

紙媒体として所蔵しておいた方が安定的であ

るとも言える。 
 

3. 今後の蔵書構築に向けての提案 

 以上をふまえながら、今後の南アジア関係

資料の収集について、以下、総括的に提案申

し上げたい。 

                                 
5 Stationery and Printing Department, 
Government of Tamil Nadu. 
http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/ 
 

まず、新聞収集の増強である。インドに関

しては、現在、全国レベルの英字紙がアジア

情報室とアジ研のそれぞれで 5～6紙収集され

ているが、各州ごとに代表的な新聞を 1～2紙、

英字紙と州の公用語で書かれたものを収集す

ることが望ましい。それ以外の国では、主要

な言語で書かれた複数の新聞を収集すること

が望まれる。 

政府刊行物については、特にインドに関し

て中央政府だけでなく州政府レベルにまで網

を広げて確実にカバーすることを、強く推奨

したい。 

 逆に、雑誌については、収集ターゲットを

明確にすることも重要であろう。ここ 10年で

オンラインジャーナルでカバーできる範囲が

格段に広がっているので、アジア情報室のほ

か、国内の主要な大学でも、契約データベー

スで見ることができるような雑誌類は、紙媒

体からの切り替えが検討されうる。 

図書（学術書）は、レファレンスブックな

ど必要最小限にとどめることが可能だろう。

図書に価値がないということではないが、大

学図書館がそれぞれに多数所蔵しており、ア

ジア情報室が同様のことをする必要性は低い。

また、新刊の学術書は内容の評価が難しい。

「当たり外れ」があるものをカタログを見て

選ぶよりも、間違いのない政府刊行物や新聞

の入手に労力と予算を振り向けるほうが遥か

に価値がある。 

図書については、研究者の引退・逝去の際

に蔵書の寄贈を受けることで補う方法もある。

南アジア分野の学界でいうところの「第一世

代」に当たる研究者たちは、自力でかなりの

蔵書を構築しており、特定のテーマに沿った

資料を揃えている。しかし、引退・逝去後、

その資料群の行き先がしばしば問題となる。

整理作業の労力という問題はあるが、行き場

を失っている蔵書群を有効に活用することは

6 Directorate of Economics and Statistics, Planning 
Department, Government of Maharashtra, India. 
https://mahades.maharashtra.gov.in/ 
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句索引を付す。 
 
中华百年文学大辞典 : 1900-2000 / 秦亢宗 主编. -- 杭
州 : 浙江工商大學出版社, 2014.9. -- 2, 2, 1054p ; 27cm 
ISBN: 9787517804826          KK62-C148 
作家、作品、小説の登場人物など、20世紀の中国およ

び台湾の文学に関する5,000余項目を収録。「20世纪中

华文学主题部分」「20世纪台湾文学」に大別し、その中

をさらに細分して排列。 
 
＜科学技術＞ 
中国科普统计 : 2014 年版 / 中华人民共和国科学技术部 
著. -- 北京 : 科学技术文献出版社, 2015.3. -- 3, 6, 256p ; 
26cm 
ISBN: 9787502398552     M55-C4 
自然科学および社会科学の知識を国民に普及させ、理

解を深める活動に関係する人員数、施設数、予算などの

統計を収録。「科普人员」「科普场地」など 5 部からな

る。巻末に「2013年度全国科普统计调查方案」など8つ
の付録を付す。 
 
英汉航空技术缩略语词典  = An English-Chinese 
dictionary of aeronautic technology abbreviations and 
acronyms / 黄敏 主编 ; 蒋斯来 执行主编. -- 上海 : 上
海交通大學出版社, 2015.3. -- 2, 2, 985p ; 25cm. -- (大飞机

出版工程) 
ISBN: 9787313125859    NC2-C26 
航空技術に関する英語の略語約 64,000 語について、

英語の正式名称および中国語を収録。排列はアルファベ

ット順。巻末に「工艺装备」など 6 つの付録を付す。 
 
日汉英医护用语速查词典 = 日中英看護・介護用語便覧 
= Japanese-Chinese-English medical dictionary for 
nursing / 郁伟忠 主编. -- 上海 : 上海科学技术出版社, 
2015.1. -- 2, 3, 17, 10, 217p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 9787547824511    SC3-C19 
看護や介護に関する約 4,000 語について、日本語、中

国語および英語を対照。「日本語から調べる」「中国語

から調べる」の 2 部からなり、それぞれ五十音順、拼音

順に排列。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

明代刊工姓名全錄 / 李國慶 編. -- 上海 : 上海古籍出版

社, 2014.11. -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787532555796   UM2-C22 
『明代刊工姓名索引』(1998 年刊)の増補。上巻は、明

代の版木職人 15,000 余人について、手がけた刊本のタ

イトルを収録。排列は拼音順。下巻は、明代に刊行され

た資料 3,500 余タイトルについて、編著者、出版年、大

きさやレイアウト、版木職人の名前などを収録。排列は

拼音順。下巻末に付録として「虬川黄氏宗譜」を付す。 
 
日本語の部 

 

＜政治・法律・行政＞ 

台湾総督府文書目録. 第 30 巻 / 中京大学社会科学研究

所, 国史館台湾文献館 監修 ; 中京大学社会科学研究所

台湾総督府文書目録編纂委員会 編集. -- 東京 : ゆまに

書房, 2016.3. -- 686p ; 27cm 

大正四年. 
ISBN: 978-4-8433-3616-8   A111-L18 
 
＜経済・産業＞ 
日中経済産業白書. 2014/2015 (新常態への移行が求める

中国ビジネスの挑戦). -- 東京 : 日中経済協会, 2015.6. -- 
275p ; 26cm 
ISBN: 978-4-88880-220-8       DC157-L74 
 
台湾の経済data book. 2015. -- 東京 : 交流協会, 2015.12. 
-- 118p ; 30cm 
年表あり.     DT331-L5 
 
＜歴史・地理＞ 
香港を知るための 60 章 / 吉川雅之, 倉田徹 編著. -- 東
京 : 明石書店, 2016.3. -- 394p ; 19cm. -- (エリア・スタデ

ィーズ ; 142) 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-7503-4253-5       GE446-L22 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
台湾海陸客家語語彙集 : 附同音字表 / 遠藤雅裕 著. -- 
八王子 : 中央大学出版部, 2016.3. -- 436p ; 22cm. -- (中央

大学学術図書 ; 89) 
ISBN:978-4-8057-6187-8             KK41-L8 
 

 

2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

근로기준법 = The labor standard act / 하갑래 저. -- 
全訂 第 27 版. -- 서울 : 중앙경제, 2015.4. -- 1165p ; 
25cm 
索引あり. 
ISBN: 9788970173269 
（勤労基準法）  AK4-512-K15 
労働契約・解雇、労働時間、賃金、産業災害補償、仕

事と家庭の両立など、労働条件・労働災害に関する主要

法令の規定を解説。 
 
＜経済・産業＞ 
한국의 경제 발전 70년 : 1945 - 2015 / 이제민, 안국신, 

김경수, 전주성, 김대일, 송의영 지음. -- 성남 : 
한국학중앙연구원 출판부, 2015.11. -- 503p ; 24cm  
文献あり. 
ISBN: 9791158660536  
（韓国の経済発展 70 年） DC147-K231 
 経済成長、分配、金融、財政、労働、貿易の各分野に

ついて、大韓民国建国後から現在までの過程を、図表を

交えて解説。 
 
한국 철도의 역사와 발전. 1-3 / 이용상 외 공저. -- 
서울 : BG북갤러리, 2011.9-2015.8. -- 3冊 ; 23cm 
年表あり. 文献あり.  
ISBN: 9788964950227 (set) -- 9788964950234 (1) -- 
9788964950531 (2) -- 9788964950845 (3)  
（韓国鉄道の歴史と発展） DK55-K13 
 

アジア情報室通報 第 14 巻第 3 号（2016.9） 

 6 

検討されてもよいだろう。 

俯瞰的に申し上げると、図書や雑誌の収集

にこれまで投じられてきた予算と費用、収集

労力を、新聞の増強と政府刊行物の集中的入

手に割り充てる方向性を意識的に推し進める

ことが、今後のアジア情報室の存在意義のみ

ならず、日本における南アジアに関する研究

や理解にとって、大きな意味を有すると思わ

れる。 

 

 さて、実際に新聞や政府刊行物の収集を拡

大するためには、収集ルートの確立が必要で

ある。それは決して容易なことではないが、

アクセス先として、まず中央政府刊行物につ

いては、デリーにある中央政府の出版局

（Department of Publication）、そして政府

刊行物の取扱専門店で日本ともやり取りのあ

る書店（Bookwell 社と Jain Book Agency 社）

などに継続的にコンタクトをとって収集して

ゆくのが良いだろう。 
出版物の国際見本市「New Delhi World 

Book Fair」7も、政府刊行物の入手に関して

言えば重要である。このブックフェアは広大

な敷地に数百の書店が出品して行われる。今

年はやや少数だったが、良質の政府系研究機

関の出版物をまとめて入手できる貴重な機会

である。 

なお、州政府のものはあまり民間の出版社

が扱わず、商業ベースに乗らないため、州政

府の出版局に依頼状を送ったり、現地に毎年

足を運んで働きかけたりといった直接的なア

クセスが非常に重要となる。一度入手ができ

たとしても、州政府の部局が都度国立国会図

書館に刊行物を送付してくれる保証はないが、

研究者のニーズは極めて高いので、試してみ

る価値はある。 

 
4. 対外交流への期待 

2016 年 1 月、前述の「New Delhi World 
                                 
7 http://www.newdelhiworldbookfair.gov.in/ 
National Book Trust, India（インド全国図書トラス

ト。インド政府人材開発省が設立。国内の地域的なも

Book Fair」に足を運ぶ機会があったが、イン

ドの人々の知的関心が非常に高まってきてい

ることが如実に感じられた。このブックフェ

アも、以前は出版業者の見本市のような側面

も大きかったが、現在は極めて多くの一般市

民が直接書籍を手にとりながら購入する場と

もなっている。そのため、出版社にとっては

プロモーションの場となっており、売り出し

た書籍に関連する文化イベント、出版文化を

考えるイベント、インドの歴史や文化遺産を

紹介するイベントなど、書籍の販売だけにと

どまらず、様々なイベントが開催されている。 

2016 年のこのブックフェアでは中国が「主

賓」となっており、その力の入れようは印象

的であった。イベントに合わせて出版した中

印の歴史的関係に関する新刊本の記念イベン

トや、中国の紹介に繋がるような多様な出版

物の紹介・展示等々が行われていた。 

日本とインドには、歴史的に見れば、仏教

やインド哲学、民族運動などなど、多種多様

な交流があった。また、インドにおける日本

語学習熱は今も高い。日本の政府系機関も、

インドで一般の人にも広がりがあるようなか

たちで、出版物や書籍関連のイベントや文化

交流を企画することが期待されるし、そこに

国立国会図書館が何らかの形で関与すること

があってもよいのではないだろうか。 

 最後に、一点、付記させていただきたい。

将来、国立国会図書館で南アジア関係の独自

の資料群に即した研究会が、研究者によって

開催されることを想定するのは、過度な期待

であろうか。そうしたことが実現されれば、

研究者の意識の中での国立国会図書館の位置

づけが変わってくるだろうし、同館が研究者

のみならず一般市民によってさらに利用され

るようになってゆくきっかけともなるだろう。 

（おおいし たかし）

のから国際的なものまで多くのブックフェアを主催。）

が主催する国際ブックフェア。第 1 回は 1972 年開催、

今年は第 23 回。 
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レファレンス事例・ツール紹介 3 中国の漢詩や言葉の出典 

-インターネット情報を中心に- 
 

齊藤 まや（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

アジア情報室には、中国の漢詩や言葉の出典

に関する質問が多く寄せられます。出典を調査

する際には、専門的な中国語資料が必要になる

場合もありますが、多くの場合はインターネッ

ト情報だけでもある程度の調査が可能です。 
本稿では、実際に問合わせがあった事例を用

いて、主に無料で使えるインターネット情報を

活用した出典の調査方法をご紹介します。 
 

＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最終

アクセス日は 2016 年 8 月 4 日です。 
 
事例 1 
書道作品に書かれている「独上高楼望帝京 鳥

飛猶是半年程」という句の出典を調べたい 

作者や時代等は不明です。まずは手がかりを

得るために Google 等の検索エンジンで検索す

ると、この句は漢詩の一部であることや、「李

徳裕」という人物が作者である等の情報を得ら

れます。インターネット情報は信頼性に欠ける

場合があるので注意が必要ですが、まずは上記

が正しいと仮定して裏付け調査を進めます。漢

詩の出典調査に使えるツールには様々なものが

ありますが1、ここでは、その中から以下のデ

ータベースを検索します。 
 

诗词鉴赏（金陵图书馆） 

http://www1.jllib.cn/c/scjs/ 
先秦から近現代までの約 10 万首の詩・詞の

全文を収録しており、全文検索および作者名検

索が可能なデータベースです。時代や作者が分

                                 
1 当館ウェブサイト内リサーチ・ナビの「漢詩の出典」

（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-
asia-16.php）で紹介しています。 
2 中国のデータベースは、簡体字か繁体字で入力しなけ

ればならないのが通例です。中国語の入力ができない場

合は、「漢字ピンインハングル読み変換」（一橋大学付

属図書館）（http://www.lib.hit-
u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html）等の漢字変換

からない漢詩の出典を調べたい場合はまずこれ

を検索するとよいでしょう。簡体字で検索する

必要があります2。詩の本文は「搜索诗词」、

作者名は「搜索诗人」の欄に入力して検索しま

す。 
「搜索诗词」に句を入力して検索し、ヒット

した「[唐·李德裕]登崖州城作」をクリックす

ると、以下の画面が表示されます（図 1）。探

していた句は唐代の詩人李徳裕の「登崖州城作」

というタイトルの漢詩の一部であり、出典は

『全唐詩』3の巻 475 の第 44 首目であることが

分かります4。「[唐] 李德裕」の下に表示され

る 28 字が漢詩の全文です。 
 

図 1  「诗词鉴赏」の検索結果 

 
 

 この事例は、データベースで比較的容易に出

典が分かりましたが、データベースで見つから

なかった場合には、インターネット検索で名前

が挙がった「李徳裕」の著作から探す方法もあ

ります。NDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検

索・申込システム）(http://ndlopac.ndl.go.jp/)

サイトを活用してください。 
3 唐代の漢詩約 5 万首を収録する漢詩集です。冊子体だ

けではなく、「全唐诗库」（鄭州大学網絡管理中心）

（http://www3.zzu.edu.cn/qts/）等、インターネットで

公開されている無料データベースもあります。 
4 「诗词鉴赏」の収録詩の全てに出典が表示されるとは

限りません。個々で特定した詩人名や詩のタイトルから

別途の調査が必要になる場合があります。 

7
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ればならないのが通例です。中国語の入力ができない場

合は、「漢字ピンインハングル読み変換」（一橋大学付

属図書館）（http://www.lib.hit-
u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html）等の漢字変換
サイトを活用してください。 
3 唐代の漢詩約 5万首を収録する漢詩集です。冊子体だ
けではなく、「全唐诗库」（鄭州大学網絡管理中心）

（http://www3.zzu.edu.cn/qts/）等、インターネットで
公開されている無料データベースもあります。 
4 「诗词鉴赏」の収録詩の全てに出典が表示されるとは
限りません。個々で特定した詩人名や詩のタイトルから

別途の調査が必要になる場合があります。 
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アジア情報室の新着資料紹介（2016.4～2016.6） 
 
アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介する（2016 年 4 月から 6 月まで）。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

思われる資料には解題を付した。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。 
地域ごとに、『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は、請求記号順に排列

した。なお、中国、コリア以外のアジア諸地域については、地域・国（各地域内の国は五十音順）ご

とに排列し、その中を、言語別（諸言語、日本語、欧米言語）、請求記号順に排列した。 
 
 

1.  中国（香港・マカオを含む）、台湾 
 
中国語の部 

 

＜政治・法律・行政＞ 
中国历代官制大辞典 : 修订版 / 张政烺 名誉主编 ; 吕
宗力 主编. -- 北京 : 商務印書館, 2015.1. -- 6, 147, 
1025p ;  27cm 
ISBN: 9787100103077 A112-C148 
 1994 年刊の修訂。先秦時代から清代までの中央およ

び地方の官名、官署名、官制に関する用語など21,666項
目を収録。排列は筆画順。巻末に付録として「历代职官

品位表」および「历代中央机构简表」を付す。 
 
中国政治参与报告  = Annual report on political 
participation in China. 2015 / 房宁 主编. -- 北京 : 社会

科学文献出版社, 2015.7. -- 4, 6, 415p ;  24cm. -- (政治参

与蓝皮书 = Blue book of political participation) 
ISBN: 9787509777992                 AC9-251-C25 
 県、郷レベルの人民代表大会代表選挙への国民の参加

状況に関する報告書。「上篇」と「下篇」の 2 篇からな

り、上篇では県レベル、下篇では郷レベルの選挙への参

加状況を性別、民族、年齢、学歴などによって比較する。 
 
中国信用发展报告 = Annual report on China’s credit 
development. 2014-2015 / 章政，田侃 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2015.4. -- 3, 2, 5, 415p ;  24cm. -- (信
用蓝皮书 = Blue book of credit) 
ISBN: 9787509773130                AC9-361-C136 
 企業や政府機関などの評価指標の策定、監督制度や法

令の整備など中国における社会信用体系の構築に関する

報告書。「总报告」「分报告」「行业研究报告」「专题

研究报告」「附录」の 5 部からなり、「附录」には「信

用建设大事记」を収録する。 
 
＜経済・産業＞ 
英汉-汉英金融与银行词典 = An English/Chinese & 
Chinese/English dictionary of finance and banking /  程
超凡 主编. -- 北京 : 中國經濟出版社, 2015.1. -- iv, 2, 2, 
1044p ;  22cm 
ISBN: 9787513615266                     D2-C177 
 金融および銀行に関する約 55,000 語について、中国

語と英語を対照。「英汉金融与银行词典」と「汉英金融

与银行词典」の 2 部からなり、それぞれアルファベット

順、拼音順に排列。巻末に「金融与银行常用缩略语表」

など 14 の付録を付す。 
 
国民经济学辞典 /  林木西, 黄泰岩 主编. -- 北京 : 经济科

学出版社, 2014.11. -- 2, 10, 484p ;  23cm. -- (国民经济学

系列丛书) 
ISBN: 9787514152197 D2-C178 
 国家による経済管理体制、経済政策や GDP をはじめ

とする経済評価指標など、国民経済学に関する 237 項目

を収録。「国民经济学综述」「国民经济运行」「国民经

济管理」「国民经济管指标与方法」の 4 つに大別して排

列。巻末にアルファベット順の英文索引を付す。 
 
新英汉汉英经贸词典  = The new English-Chinese 
Chinese-English dictionary of economics and trade / 徐
美莲  主编 . -- 北京  : 商務印書館国际 , 2015.7. -- 
586p ;  19cm. 
ISBN: 9787517601289 D2-C179 
 国際経済、国際貿易、国際金融、企業管理、財務会計

などに関する約 40,000 語について、中国語と英語を対

照。「英汉部分」と「汉英部分」の 2 部からなり、それ

ぞれアルファベット順、拼音順に排列。 
 
金融学大辞典 / 李扬 主编. -- 北京 : 中国金融出版社, 
2014.12. -- 2, 4, 1318p ; 27cm 
表紙タイトル: The great dictionary of finance. 
索引あり. 
ISBN: 9787504977625   D2-C180 
金融学に関する総合辞典。「经济学基础」「货币理论

与货币政策」など 9 篇に大別し、さらに「国内生产总值」

「货币供给」など 216 項目に細分して体系的に解説。巻

末に拼音順の索引を付す。 
 

新编经济金融词典 / 杨明基 主编. -- 北京 : 中国金融出

版社, 2015.1. -- 110, 1315p ; 27cm 
表紙タイトル: New economic and financial dictionary. 
索引あり. 
ISBN: 9787504970527            D2-C181 
 経済および金融に関する用語約 13,000 語を収録。排

列は拼音順。巻末にアルファベット順の英文索引を付す。 
 
日本经济与中日经贸关系发展报告 : 日本能源形势与能

源战略转型 = Annual report on Japanese economy and 
Sino-Japanese economic & trade relations. 2015 / 王洛

林, 张季风 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2015.5. 
-- 2, 3, 401p ; 24cm. -- (日本经济蓝皮书 = Blue book of 
Japanese economy) 
ISBN: 9787509774205    DE9-C12 
 日本経済や日中貿易関係に関する報告書。「中日经贸

合作现状与走势」「日本能源战略转型」など 8 部からな

る。巻末に付録として「日本经济与中日经贸关系主要数

据变化」を付す。 
 
中国零售业发展监测与分析报告  = Report on the 
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で「李徳裕」をキーワード検索すると、『李卫

公会昌一品集.1～4』(【XP-A-21927】ほか)等

の著作がヒットします。 

もし、人名で NDL-OPAC 等を検索してもヒ

ットしない場合には、その人物について辞典類

を調査し、別名や著作名等で再度検索する方法

をお試しください5。例えば、以下の資料で

「李徳裕」を調べてみます。 
 

『大漢和辞典』 (諸橋轍次著 大修館書店 

1989～1990 年)【KF4-E18】 
国内最大の漢和辞典です。漢字や語句だけで

なく、人名等の固有名詞の調査にも有用です。

五十音順の「語彙索引」巻が便利です。 
「語彙索引」巻で「李徳裕」を検索して該当

項を見ると、李徳裕には「文饒」という字（あ

ざな=別名の一種）があることが分かります。 
 
改めて、NDL-OPAC で「李文饒」をキーワ

ード検索すると、先ほどはヒットしなかった

『李文饶文集』6【XP-B-45515】がヒットしま

す。このように、検索語を変えると新たな情報

が見つかる場合があります。 
 上記の調査結果から見つかった李徳裕の著作

を確認すると、『李卫公会昌一品集.3』【XP-
A-21929】p.205と『李文饶文集』p.138に探し

ていた句を含む漢詩を確認できます。 
 
事例 2 
「古書澆胸」という言葉の出典を調べたい。 

次に、言葉の出典の事例です。この言葉は、

インターネットで検索しても手がかりを得られ

ません。中国の言葉であることが推測されます

が、中国語の辞典等には掲載されていません。

このような事例では、以下のような、中国の漢

籍を収録する全文データベースを検索するのが

有効です。 
 

                                 
5 人物情報を調べるツールについては、「中国の歴史上

の人物を調べる」

（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-
asia-31.php）で紹介しています。 
6 『吕和叔文集』等の複数タイトルと合冊されており、
NDL-OPAC の検索結果一覧では『吕和叔文集』としか
表示されないのでご注意ください。 

捜神 (北京爱如生数字化技术研究中心) 7 
http://m.soshen.cn/soshen/ 
漢籍約 1 万点を検索できる「古代典籍」と近

代以降の雑誌や新聞の記事を検索できる「近代典

籍」を収録する無料のデータベースです（図 2）。 
 

図 2 「捜神」トップページ 

 
 
出典や人名・固有名詞の調査等に役立ちます。

キーワード検索すると、キーワードを含む文章

の前後約 20 文字とその出典が表示されます。

簡体字・繁体字のいずれでも検索できますが、

日本の漢字では検索できません。ここでは、漢

籍を検索したいので、「古代典籍」にチェック

を入れ、「古書澆胸」と入力して検索すると、

次の 1 件がヒットします。 
 

（清）張玉書 《佩文韻府》（清文淵閣四庫全

書本） 御定佩文韻府卷二之二 ：  

琳札者胸有偃骨 古書澆胸 黄庭堅書人胸中久 
 

『佩文韻府』8という資料に「古書澆胸」を

含む文章が掲載されているようです。「黄庭堅」

という人名らしきものも見えます。「捜神」は、

約 20 文字しか本文を表示しないので、引用元

の『佩文韻府』を確認する必要があります。 

 
 

7 2016 年 8 月時点では「测试版（テスト版）」となっ

ており、今後サービス内容が変更される可能性がありま

すのでご注意ください。 
8 詩で使われる語句を韻字（末尾の字のこと）で分類配

列した作詩用の辞典です。様々な語句の出典が収録され

ているので出典調査のツールとしても有用です。 

8
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『佩文韻府』(博文館 明 23.5)【特 70-501】 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903551 
（インターネット公開）9  
 通常の辞書等と異なり、韻体系の順に排列さ

れているため、知識がないと検索するのが困難

です。まず「捜神」で収録巻を特定してから探

すのがよいでしょう。「捜神」の検索結果から、

「古書澆胸」の掲載巻が巻 2 と分かっているの

で、『佩文韻府 2,3 巻』を確認します。 

（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903552） 
まずは韻字の「胸」を探し、「胸」の一覧から

「古書澆胸」の記述を見つけます （図 3）。  
 

図 3 『佩文韻府 2,3巻』の 19コマ目より 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903552/19 

 

 

この部分の記述から、「古書澆胸」は、黄庭

堅という人物の「人胸中久不用古書澆灌之則塵

俗生其間」という文章に由来する言葉というこ

とが分かります。 
ただし、『佩文韻府』は、出典調査のツール

の一つにすぎないので、これだけでは調査とし

ては不十分かもしれません。黄庭堅の著作から

前述の文章を見つけることができれば確実です。

この文章の一部を検索語として、再度「捜神」

を検索すると、黄庭堅の著作『山谷别集』10巻

                                 
9 第 1 巻の URL です。画面右上の「他の巻号を探す」
で他の巻を探せます。 
10 『山谷别集』は、NDL-OPAC で検索してもヒットし
ませんが、CD-ROM 版の『四庫全書』というデータベ

15 等に収録されていることが分かります。 
 
以上のほか、事例 1 と同様に黄庭堅の著作を

探す方法もあります。前述の『大漢和辞典』等

を調べると、黄庭堅は宋代の詩人・書家である

ことが分かります。NDL-OPAC で「黄庭堅」

を検索してヒットした『黄庭堅全集』

【KK163-C3】を確認すると、第3冊 pp.1378-
1379 の「與宋子茂」という文章に「毎相聚，

輙讀數葉《前漢書》，甚佳。人胸中久不用古今

澆灌之，則俗塵生其間～」が掲載されています。

『佩文韻府』では原文を短縮した形で引用され

ていたため、一部の字句が異なります。 

このように、漢籍では引用元によって字句が

異なる場合があるので、うまく見つからない場

合はキーワードを短くする等して検索してくだ

さい。なお、この部分の大意は、「いつも集ま

っては『前漢書』を数葉ずつ読むのは良いもの

だ。人は、長らく古今(の知識)を胸中に注がず

にいれば、俗世の塵にまみれてしまう。」であ

り、「古書澆胸」は、「古典を学んで知識を得

る」を意味します。 

 

まとめ 

以上、2 つの出典調査の事例をご紹介しまし

た。基本的な手順は以下の 3 ステップです。 

 

1 インターネット検索で手がかりを探す 

2 漢詩や漢籍の全文データベースを検索する 

3 作者と思われる人名の著作を確認する 

 

出典調査は一見難しいように感じられますが、

無料のインターネット情報だけでもある程度の

調査が可能です。まずはこれらを活用いただき、

さらに当館所蔵資料の確認等が必要になった場

合は、ご遠慮なくアジア情報室にご相談くださ

い。  

 （さいとう まや） 
 

ースに収録されており、当館に来館すれば利用可能です。
詳しくは、「『四庫全書』と関連叢書の調べ方」
（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-
130.php）をご参照ください。 
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 10 
 
アジア情報室では、国会サービス（国会議員に対する各種調査報告の作成、資料・情報等の提

供）に資する目的で、社会科学分野の資料を重視して収集している。具体的には、アジア各国・

地域における立法や政策動向等を知るために必要な政府刊行物や研究書等である。 
これらのうち、中国と韓国の最近の動向を知るうえで有益と思われる資料について、内容をや

や詳しく紹介する。現代アジア各国・地域の政治、法律、経済、社会等について調査研究を行う

方々にも、是非ご活用頂きたい。 
 
（凡例） 文献番号（通番） 編著者名（日本語表記）『書名（日本語訳）』出版地：出版者, 出版年月,  

ページ数. 【当館請求記号】 
 

1. 中国 
1.15.  王义桅 著『"一带一路" : 机遇与挑战

（"一帯一路" : 機会と挑戦）』北京 : 人民出版

社, 2015.4. 2, 249p ; 23cm【DE9-C22】 
「一帯一路」とは、「シルクロード経済ベル

ト（一帯）」と「21世紀海上シルクロード（一

路）」の総称であり、2013 年に習近平国家主

席により発表された構想である1。 
本書は冒頭で、「一帯一路」は、中国の全方

位的な対外開放、かつてシルクロード交易で繁

栄したユーラシア諸国の現代における復興、文

化や発展段階が異なる諸国を取り込んだグロー

バル化という要請への対応であり、中国がグロ

ーバル化を「創造する存在」になる象徴である

と概括している。 
また、「一帯一路」の趣旨は、沿線諸国との

経済協力パートナーシップを発展させ、政治・

経済・文化を包含した共同体を形成することで

あり、長江経済ベルト2、自由貿易試験区3、ア

ジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）などととも

に、「中国の夢」4を実現するための大戦略の

一部であると指摘している。 
 
第 1 部「“一帯一路”の歴史的な突破」では、

「一帯一路」推進の理由を、生産過剰産品の市

場の獲得、天然資源の獲得、安全保障上の観点

からの内陸部開発に求めている。また、「一帯

                                 
1 「一帯一路」をインフラ建設の面からサポートする存

在として、アジアインフラ投資銀行（AIIB）がある。

「一帯一路」と AIIB の関係については、田中菜採兒、

湯野基生「アジアインフラ投資銀行（AIIB）の概要」

『調査と情報 –ISSUE BIREF-』888 号, 2015.12.24 を

参照。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9578214 
2 長江流域の 11 省を対象に、流域一体としての経済発

一路」は、中国国内の不均等な発展を解消して

内陸部を含む全土の全面的な発展を促進するた

め、各地方政府による国外との経済関係強化を

促す意味を持つと指摘している。 
第 2 部「“一帯一路”の機会」では、「一帯一

路」は、①「全方位」的な対外開放、②周辺地

域との外交、③地域協力の枠組み、④地球規模

の発展といった方面で好機をもたらすと指摘す

る。①の「全方位」とは、対外開放分野の拡大、

中国国内の地域格差の調整等を目指したもので

ある。②では、東アジア、東南アジア、南アジ

ア、中央アジア、中東の地域別に、「一帯一路」

が対外関係にもたらし得るプラスの効果を概観

している。③では、アジアと欧州の各経済圏の

協力関係の発展により、欧州諸国にとって、対

ロ関係の改善、域内の統合強化、EU の国際的

影響力の上昇といったメリットがあること等を

指摘している。④では、「一帯一路」は中国モ

デルを世界に広め、その発展の果実を世界にも

たらすものとしている。また、東アジア地域包

括的経済連携（RCEP）、環太平洋パートナー

シップ（TPP）等とは競合関係にはなく、相互

に協調、補完を進めるべきと述べている。 
第 3 部「“一帯一路”の挑戦」では、様々な側

面から想定されるリスク要因について述べてい

る。中央アジア、中東、東南アジア、アフリカ

の地域別に政治リスク分析するとともに、「封

展、産業構造の高度化を進め、内陸部と沿岸部との連動

強化を促進することを目的とする計画。 
3 2013 年に上海に設置された、外国企業の進出、投資

に係る各種障壁の撤廃を試験的に導入した開発区。 
4 習主席が 2012 年から提起した政策スローガンで、

「中華民族の偉大な復興」の実現を内容とする。 
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じ込める米国」「猜疑するロシア」「戦略的非

協力のインド」「撹乱する日本」の存在を指摘

している。 
第 4 部「“一帯一路”をいかに進めるか」では、

習主席が提唱する「五通」5を実現させるため、

まず道路、通信等のインフラ建設協力から着手

して、その基礎の上に政策面の連携を進め、自

由貿易区の建設を推進し、相手国のニーズに応

じて中国の生産過剰産業の国外移転等を進め、

ひいては沿線諸国内での生産物資、労働力、資

本等の自由な移動を実現していく構想を述べて

いる。また、実務的な協力により利益の最大化

を図る「利益共同体」、環境や対テロなどの問

題を共同で解決する「責任共同体」等から、よ

り強固な「運命共同体」6の構築を目指すとし

ている。 
最後の「結語」では、まず、「一帯一路」に

対する外国からの「10の誤解」に反駁を加え、

次いで、関係国の関与の度合い等に応じて、文

明共同体、利益共同体などの意義を使い分けて

強調すべきこと、西側諸国が主導してきたこれ

までのグローバル化とは異なる革新性を強調す

べきこと等を述べている。 
 
本書は中国の「一帯一路」に対する基本的立

場を知る上で参考になる。著者の王義桅氏は、

中国人民大学国際関係学部教授、同大学の国際

事務研究所所長、重陽金融研究院高級研究員で、

本書発表以後も「一帯一路」に関する論考7を

多数発表している。 
（前アジア情報課 湯野 基生） 

 
                                 
5 ①太平洋とバルト海、インド洋を連結するユーラシア

大陸の交通幹線の建設、②手続きの簡素化、高付加価値

製品の比率拡大等の貿易、投資の発展、③現地通貨によ

る決済等の貨幣流通の促進拡大、リスク管理能力の増強、

④政策面の連携強化、利益共同体と運命共同体の構築、

⑤文化面の協力強化、民心の相互理解の実現、を指す

（p.161）。 
6 上記 3 つの「共同体」は、「三同」と略称され、前出

の「五通」と合わせて用いられることが多い。また、著

者は上記のほか、①ユーラシアに歴史を共有する「文明

共同体」、②経済や安全保障上の利害を共有する「安全

共同体」の概念も提示している。 
7 例えば、「观察者网」の同氏のコラムのページ

（http://www.guancha.cn/WangYiWei）には、「“一帯

一路”に対するカンボジアの 10 の懸念」などの「一帯

2. 韓国 
2.11.  신용하, 이성환, 송휘영, 최장근, 유하영, 
김호동 저（愼鏞廈、李盛煥、宋彙榮、崔長根、

ユ・ハヨン、キム・ホドン著） 
『한일양국의 독도정책과 그 비교（韓日両国

の 独島政策 と そ の 比較）』 ソ ウ ル , 
지성인（知性人）, 2015.3, 194p【A171-K116】 
本書は、韓国で竹島（韓国名「独島」）が所

属するとされる慶尚北道の独島研究機関統合協

議体が刊行する研究叢書の一冊である。 
日韓両国の中央・地方政府における竹島関係

政策の現況と動向に焦点を絞っており、近年韓

国で刊行された竹島関係の資料のなかでは、比

較的珍しい存在である8。独立した6論文からな

り、全体を通じたまとめや要約はない。以下、

各論文の内容を紹介する。 
 
第 1 論文「韓日間独島領有権を取り巻く主要

争点」（愼鏞廈 ソウル大学校名誉教授）は、

日韓両国の主張や、国際法上の争点等について、

歴史的経緯を整理している。大韓帝国勅令第41
号（1900年）、SCAPIN第677号（1946年）

等、類書でも頻繁に言及される事項が中心であ

り、特段目新しい情報は含まれていない。 
第 2 論文「日本の独島政策と韓日関係の亀裂

―2012 年李明博大統領の独島訪問を中心に―」
（李盛煥 啓明大学校国境研究所長）は、現状

維持を基調としていた両国の姿勢が 1990 年代

後半以降変化し、2012 年の李明博前大統領の

竹島上陸を契機として、日韓関係が大きく悪化

していく過程を分析している。 
 

一路」に関する論考が収録されている。 
8 近年韓国で刊行された竹島関係の資料については、下

記を参照。 
鎌田文彦・濱川今日子・福山潤三「尖閣諸島、竹島等に

関する最近の中国語、朝鮮語資料」『レファレンス』

758 号, 2014.3, pp.134-144. 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8436649 
 このほか、最近刊行された資料集として、『독도총람 
= The superintendence on Dokdo（独島総覧）』선인

（先人）, 2015.4【A171-K112】がある。韓国の歴代政

権の竹島関係政策の概要や（第XIX 章）、「日本自衛

隊の独島上陸の違法性」等 6 編の論考（第XXI 章）も

収録するが、大部分が竹島問題に関係する主要史資料の

引用である。 
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じ込める米国」「猜疑するロシア」「戦略的非

協力のインド」「撹乱する日本」の存在を指摘

している。 
第 4 部「“一帯一路”をいかに進めるか」では、

習主席が提唱する「五通」5を実現させるため、

まず道路、通信等のインフラ建設協力から着手

して、その基礎の上に政策面の連携を進め、自

由貿易区の建設を推進し、相手国のニーズに応

じて中国の生産過剰産業の国外移転等を進め、

ひいては沿線諸国内での生産物資、労働力、資

本等の自由な移動を実現していく構想を述べて

いる。また、実務的な協力により利益の最大化

を図る「利益共同体」、環境や対テロなどの問

題を共同で解決する「責任共同体」等から、よ

り強固な「運命共同体」6の構築を目指すとし

ている。 
最後の「結語」では、まず、「一帯一路」に

対する外国からの「10の誤解」に反駁を加え、

次いで、関係国の関与の度合い等に応じて、文

明共同体、利益共同体などの意義を使い分けて

強調すべきこと、西側諸国が主導してきたこれ

までのグローバル化とは異なる革新性を強調す

べきこと等を述べている。 
 
本書は中国の「一帯一路」に対する基本的立

場を知る上で参考になる。著者の王義桅氏は、

中国人民大学国際関係学部教授、同大学の国際

事務研究所所長、重陽金融研究院高級研究員で、

本書発表以後も「一帯一路」に関する論考7を

多数発表している。 
（前アジア情報課 湯野 基生） 

 
                                 
5 ①太平洋とバルト海、インド洋を連結するユーラシア

大陸の交通幹線の建設、②手続きの簡素化、高付加価値

製品の比率拡大等の貿易、投資の発展、③現地通貨によ

る決済等の貨幣流通の促進拡大、リスク管理能力の増強、

④政策面の連携強化、利益共同体と運命共同体の構築、

⑤文化面の協力強化、民心の相互理解の実現、を指す

（p.161）。 
6 上記 3 つの「共同体」は、「三同」と略称され、前出

の「五通」と合わせて用いられることが多い。また、著

者は上記のほか、①ユーラシアに歴史を共有する「文明

共同体」、②経済や安全保障上の利害を共有する「安全

共同体」の概念も提示している。 
7 例えば、「观察者网」の同氏のコラムのページ

（http://www.guancha.cn/WangYiWei）には、「“一帯

一路”に対するカンボジアの 10 の懸念」などの「一帯

2. 韓国 
2.11.  신용하, 이성환, 송휘영, 최장근, 유하영, 
김호동 저（愼鏞廈、李盛煥、宋彙榮、崔長根、

ユ・ハヨン、キム・ホドン著） 
『한일양국의 독도정책과 그 비교（韓日両国

の 独島政策 と そ の 比較）』 ソ ウ ル , 
지성인（知性人）, 2015.3, 194p【A171-K116】 
本書は、韓国で竹島（韓国名「独島」）が所

属するとされる慶尚北道の独島研究機関統合協

議体が刊行する研究叢書の一冊である。 
日韓両国の中央・地方政府における竹島関係

政策の現況と動向に焦点を絞っており、近年韓

国で刊行された竹島関係の資料のなかでは、比

較的珍しい存在である8。独立した6論文からな

り、全体を通じたまとめや要約はない。以下、

各論文の内容を紹介する。 
 
第 1 論文「韓日間独島領有権を取り巻く主要

争点」（愼鏞廈 ソウル大学校名誉教授）は、

日韓両国の主張や、国際法上の争点等について、

歴史的経緯を整理している。大韓帝国勅令第41
号（1900年）、SCAPIN第677号（1946年）

等、類書でも頻繁に言及される事項が中心であ

り、特段目新しい情報は含まれていない。 
第 2 論文「日本の独島政策と韓日関係の亀裂

―2012 年李明博大統領の独島訪問を中心に―」
（李盛煥 啓明大学校国境研究所長）は、現状

維持を基調としていた両国の姿勢が 1990 年代

後半以降変化し、2012 年の李明博前大統領の

竹島上陸を契機として、日韓関係が大きく悪化

していく過程を分析している。 
 

一路」に関する論考が収録されている。 
8 近年韓国で刊行された竹島関係の資料については、下

記を参照。 
鎌田文彦・濱川今日子・福山潤三「尖閣諸島、竹島等に

関する最近の中国語、朝鮮語資料」『レファレンス』

758 号, 2014.3, pp.134-144. 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8436649 
 このほか、最近刊行された資料集として、『독도총람 
= The superintendence on Dokdo（独島総覧）』선인

（先人）, 2015.4【A171-K112】がある。韓国の歴代政

権の竹島関係政策の概要や（第XIX 章）、「日本自衛

隊の独島上陸の違法性」等 6 編の論考（第XXI 章）も

収録するが、大部分が竹島問題に関係する主要史資料の

引用である。 

11

アジア情報室通報　第 14 巻第 3 号（2016.9）



アジア情報室通報 第 14 巻第 3 号（2016.9） 

 

 

12 

まず、1996 年に排他的経済水域設定をめぐ

り日韓両国の竹島に関する主張が衝突した際に、

両国の現状維持路線が変化し始め、その後、

2005 年に島根県が「竹島の日」を制定したこ

とで、日本の竹島政策が領有権の奪還を目指す

ものに変化したと分析しつつ、一方で両国間に

は従来型の枠組みを維持して紛争を回避しよう

とする傾向もあったとの見解を紹介している。 
また、近年中国や韓国が見せている強硬な対

日姿勢の背景には、日本の国際的な影響力が低

下しているという認識があり、さらに、2012
年以降、日中韓各国は、政権交代後に国内の政

治基盤を確立させるために領土問題に対して積

極的な姿勢をとるようになったと指摘している。 
最後に、安倍政権の竹島関係政策を整理し、

日本国民の竹島に対する関心の高まりや、海外

広報の充実といった「政府の広報・教育の効果」

が上がっていると指摘している。 
第 3 論文「日本島根県独島政策の動向と方向」

（宋彙榮 嶺南大学校独島研究所研究教授）は、

竹島が所属する島根県の竹島関係政策と、県内

の竹島教育の動向を整理している。 
まず、島根県が「竹島の日」を制定した

2005 年に設置された「竹島問題研究会」の活

動を整理し、その研究成果が韓国政府の政策及

び教育と結びつき、「三位一体」の構造が成立

していると指摘している。また、島根県の小中

高等学校における竹島教育の実施率が 100％近

い水準まで高まっていることや、『竹島問題

100 問 100 答』（当館請求記号【A99-ZK4-
L40】）のような一般向け広報資料が多数刊行

されていることを紹介している。最後に「竹

島・北方領土返還要求運動県民大会」の開催や

要望書の提出等の中央政府に対する活発な働き

かけについて、韓国の中央政府と慶尚北道との

関係を考えるにあたって示唆的であると評価し

ている。 

第 4 論文「韓国政府の独島政策の現況と課題」

（崔長根 大邱大学校独島領土学研究所長）は、

李承晩政権から李明博政権までの各政権の関連

施策を簡単に整理している。現在、朴槿恵政権

が日本に要求している歴史問題や慰安婦問題の

清算については一歩も譲るべきではないが、い

たずらに日本を刺激する独島政策をとると、政

治・経済関係等が冷え込むため、独島に関して

何らかの実効的措置をとる場合、日本政府が

「独島を挑発する」タイミングに合わせる必要

があるという。最後に、歴史的権原、国際司法

裁判所への提訴、実効的支配といった主要論点

に対する朴槿恵政権の立場をまとめているが、

韓国外交部ウェブサイトに掲載されている「独

島に関する 15 種一問一答」9の引用に留まる。 
第 5 論文「慶尚北道独島政策の現況と課題」

（ユ・ハヨン 東北亜歴史財団研究委員）は、

類書で触れられることが少ない慶尚北道の関連

政策を整理している。現在は、「独島政策官」

が置かれ、①独島領有権強化のためのインフラ

構築10、②文化・芸術と広報を通じた領土主権

の守護11、③独島研究・教育の専門化及びグロ

ーバル化12の三分野を中心に、各種施策を実施

している。また、入島者の増加に対応する体制

の弱さ、人事異動に伴うノウハウの断絶、類似

事業の重複等が課題であり、中央・地方・民間

の協力が必要であると指摘している。 
第 6 論文「我が国独島教育政策の現況と課題」

（キム・ホドン（嶺南大学校独島研究所研究教

授））では、日本の教科書における竹島の扱い

に触れた後、韓国の教育課程の動向を整理して

いる。小中高等学校別、教科別に「独島」の扱

いが詳細に記述されている。第 5 論文同様、類

書では得難い体系的な情報である。 
（アジア情報課 福山 潤三） 

 
 

                                 
9 「독도에 관한 15가지 일문일답」外交部ウェブサイ

ト http://dokdo.mofa.go.kr/kor/dokdo/faq.jsp 
10 入島支援センター、防波堤等の施設整備のほか、韓

国から竹島にアクセスする際の中継地となる鬱陵島の道

路整備等が含まれる。 

11 広報冊子・音源等の製作、展示会・音楽祭の開催

等。 
12 研究会の運営、外国人の独島体験教育の実施、博物

館の運営等。 
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『佩文韻府』(博文館 明 23.5)【特 70-501】 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903551 
（インターネット公開）9  
 通常の辞書等と異なり、韻体系の順に排列さ

れているため、知識がないと検索するのが困難

です。まず「捜神」で収録巻を特定してから探

すのがよいでしょう。「捜神」の検索結果から、

「古書澆胸」の掲載巻が巻 2 と分かっているの

で、『佩文韻府 2,3 巻』を確認します。 

（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903552） 
まずは韻字の「胸」を探し、「胸」の一覧から

「古書澆胸」の記述を見つけます （図 3）。  
 

図 3 『佩文韻府 2,3巻』の 19コマ目より 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903552/19 

 

 

この部分の記述から、「古書澆胸」は、黄庭

堅という人物の「人胸中久不用古書澆灌之則塵

俗生其間」という文章に由来する言葉というこ

とが分かります。 
ただし、『佩文韻府』は、出典調査のツール

の一つにすぎないので、これだけでは調査とし

ては不十分かもしれません。黄庭堅の著作から

前述の文章を見つけることができれば確実です。

この文章の一部を検索語として、再度「捜神」

を検索すると、黄庭堅の著作『山谷别集』10巻

                                 
9 第 1 巻の URL です。画面右上の「他の巻号を探す」
で他の巻を探せます。 
10 『山谷别集』は、NDL-OPAC で検索してもヒットし
ませんが、CD-ROM 版の『四庫全書』というデータベ

15 等に収録されていることが分かります。 
 
以上のほか、事例 1 と同様に黄庭堅の著作を

探す方法もあります。前述の『大漢和辞典』等

を調べると、黄庭堅は宋代の詩人・書家である

ことが分かります。NDL-OPAC で「黄庭堅」

を検索してヒットした『黄庭堅全集』

【KK163-C3】を確認すると、第3冊 pp.1378-
1379 の「與宋子茂」という文章に「毎相聚，

輙讀數葉《前漢書》，甚佳。人胸中久不用古今

澆灌之，則俗塵生其間～」が掲載されています。

『佩文韻府』では原文を短縮した形で引用され

ていたため、一部の字句が異なります。 

このように、漢籍では引用元によって字句が

異なる場合があるので、うまく見つからない場

合はキーワードを短くする等して検索してくだ

さい。なお、この部分の大意は、「いつも集ま

っては『前漢書』を数葉ずつ読むのは良いもの

だ。人は、長らく古今(の知識)を胸中に注がず

にいれば、俗世の塵にまみれてしまう。」であ

り、「古書澆胸」は、「古典を学んで知識を得

る」を意味します。 

 

まとめ 

以上、2 つの出典調査の事例をご紹介しまし

た。基本的な手順は以下の 3 ステップです。 

 

1 インターネット検索で手がかりを探す 

2 漢詩や漢籍の全文データベースを検索する 

3 作者と思われる人名の著作を確認する 

 

出典調査は一見難しいように感じられますが、

無料のインターネット情報だけでもある程度の

調査が可能です。まずはこれらを活用いただき、

さらに当館所蔵資料の確認等が必要になった場

合は、ご遠慮なくアジア情報室にご相談くださ

い。  

 （さいとう まや） 
 

ースに収録されており、当館に来館すれば利用可能です。
詳しくは、「『四庫全書』と関連叢書の調べ方」
（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-
130.php）をご参照ください。 
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アジア情報室の新着資料紹介（2016.4～2016.6） 
 
アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介する（2016 年 4 月から 6 月まで）。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

思われる資料には解題を付した。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。 
地域ごとに、『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は、請求記号順に排列

した。なお、中国、コリア以外のアジア諸地域については、地域・国（各地域内の国は五十音順）ご

とに排列し、その中を、言語別（諸言語、日本語、欧米言語）、請求記号順に排列した。 
 
 

1.  中国（香港・マカオを含む）、台湾 
 
中国語の部 

 

＜政治・法律・行政＞ 
中国历代官制大辞典 : 修订版 / 张政烺 名誉主编 ; 吕
宗力 主编. -- 北京 : 商務印書館, 2015.1. -- 6, 147, 
1025p ;  27cm 
ISBN: 9787100103077 A112-C148 
 1994 年刊の修訂。先秦時代から清代までの中央およ

び地方の官名、官署名、官制に関する用語など21,666項
目を収録。排列は筆画順。巻末に付録として「历代职官

品位表」および「历代中央机构简表」を付す。 
 
中国政治参与报告  = Annual report on political 
participation in China. 2015 / 房宁 主编. -- 北京 : 社会

科学文献出版社, 2015.7. -- 4, 6, 415p ;  24cm. -- (政治参

与蓝皮书 = Blue book of political participation) 
ISBN: 9787509777992                 AC9-251-C25 
 県、郷レベルの人民代表大会代表選挙への国民の参加

状況に関する報告書。「上篇」と「下篇」の 2 篇からな

り、上篇では県レベル、下篇では郷レベルの選挙への参

加状況を性別、民族、年齢、学歴などによって比較する。 
 
中国信用发展报告 = Annual report on China’s credit 
development. 2014-2015 / 章政，田侃 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2015.4. -- 3, 2, 5, 415p ;  24cm. -- (信
用蓝皮书 = Blue book of credit) 
ISBN: 9787509773130                AC9-361-C136 
 企業や政府機関などの評価指標の策定、監督制度や法

令の整備など中国における社会信用体系の構築に関する

報告書。「总报告」「分报告」「行业研究报告」「专题

研究报告」「附录」の 5 部からなり、「附录」には「信

用建设大事记」を収録する。 
 
＜経済・産業＞ 
英汉-汉英金融与银行词典 = An English/Chinese & 
Chinese/English dictionary of finance and banking /  程
超凡 主编. -- 北京 : 中國經濟出版社, 2015.1. -- iv, 2, 2, 
1044p ;  22cm 
ISBN: 9787513615266                     D2-C177 
 金融および銀行に関する約 55,000 語について、中国

語と英語を対照。「英汉金融与银行词典」と「汉英金融

与银行词典」の 2 部からなり、それぞれアルファベット

順、拼音順に排列。巻末に「金融与银行常用缩略语表」

など 14 の付録を付す。 
 
国民经济学辞典 /  林木西, 黄泰岩 主编. -- 北京 : 经济科

学出版社, 2014.11. -- 2, 10, 484p ;  23cm. -- (国民经济学

系列丛书) 
ISBN: 9787514152197 D2-C178 
 国家による経済管理体制、経済政策や GDP をはじめ

とする経済評価指標など、国民経済学に関する 237 項目

を収録。「国民经济学综述」「国民经济运行」「国民经

济管理」「国民经济管指标与方法」の 4 つに大別して排

列。巻末にアルファベット順の英文索引を付す。 
 
新英汉汉英经贸词典  = The new English-Chinese 
Chinese-English dictionary of economics and trade / 徐
美莲  主编 . -- 北京  : 商務印書館国际 , 2015.7. -- 
586p ;  19cm. 
ISBN: 9787517601289 D2-C179 
 国際経済、国際貿易、国際金融、企業管理、財務会計

などに関する約 40,000 語について、中国語と英語を対

照。「英汉部分」と「汉英部分」の 2 部からなり、それ

ぞれアルファベット順、拼音順に排列。 
 
金融学大辞典 / 李扬 主编. -- 北京 : 中国金融出版社, 
2014.12. -- 2, 4, 1318p ; 27cm 
表紙タイトル: The great dictionary of finance. 
索引あり. 
ISBN: 9787504977625   D2-C180 
金融学に関する総合辞典。「经济学基础」「货币理论

与货币政策」など 9 篇に大別し、さらに「国内生产总值」

「货币供给」など 216 項目に細分して体系的に解説。巻

末に拼音順の索引を付す。 
 

新编经济金融词典 / 杨明基 主编. -- 北京 : 中国金融出

版社, 2015.1. -- 110, 1315p ; 27cm 
表紙タイトル: New economic and financial dictionary. 
索引あり. 
ISBN: 9787504970527            D2-C181 
 経済および金融に関する用語約 13,000 語を収録。排

列は拼音順。巻末にアルファベット順の英文索引を付す。 
 
日本经济与中日经贸关系发展报告 : 日本能源形势与能

源战略转型 = Annual report on Japanese economy and 
Sino-Japanese economic & trade relations. 2015 / 王洛

林, 张季风 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2015.5. 
-- 2, 3, 401p ; 24cm. -- (日本经济蓝皮书 = Blue book of 
Japanese economy) 
ISBN: 9787509774205    DE9-C12 
 日本経済や日中貿易関係に関する報告書。「中日经贸

合作现状与走势」「日本能源战略转型」など 8 部からな

る。巻末に付録として「日本经济与中日经贸关系主要数

据变化」を付す。 
 
中国零售业发展监测与分析报告  = Report on the 
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development of China's retailing. 2014 / 王强 主编. -- 
北京 : 中国人民大学出版社, 2014.7. -- 2, 3, 179p ; 26cm. 
-- (中国人民大学研究报告系列) 
ISBN: 9787300195704          DH468-C10 
中国の小売業について、産業別、地区別、業態別など

主題ごとの分析報告を収録。「中国零售业产业发展分析

报告」「中国零售业地区发展分析报告」など 8 章からな

る。 
 
中国家用纺织品行业发展报告. 2014 / 中国家用纺织品行

业协会 編著. -- 北京 : 中国纺织出版社, 2015.6. -- 202p ; 
29cm 
ISBN: 9787518017577            DL654-C6 
中国におけるカーテンやシーツなどの家庭用紡織品製

造の業界動向に関する報告書。「行业运行」「国际动态」

など8篇からなる。巻末に「2014年中国纺织工业联合会

奖项」「2013-2014 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强

名单(家纺)」など 6 つの付録を付す。 
 
中国农业展望报告 : 2015-2024 / 农业部市场预警专家委

员会 著. -- 北京 : 中国农业科学技术出版社, 2015.4. -- 2, 
2, 3, 3, 7, 170p ; 27cm 
ISBN: 9787511620521          DM49-C227 
中国の農水産業および畜産業について、2014 年の総

括と今後 10 年の展望をまとめた報告書。「概述」のほ

か、「油料」「棉花」「肉类」など生産物別の 12 章か

らなり、各章に参考文献を収録。巻末に付録として「术

语说明」「主要品种供需平衡表」を付す。 
 
＜社会・労働＞ 
十二五"中期中国省域环境竞争力发展报告 = Report on 
China’s provincial environment competitiveness in the 
mid of the 12th five-year plan / 李建平, 李闽 主编. -- 北
京 : 社会科学文献出版社, 2014.11. -- 2, 4, 10, 17, 740p ; 
26cm. -- ( 环境竞争力绿皮书  = Green book of 
eivironment competitiveness) 
ISBN: 9787509766651           G295-C127 
 中国の省別の環境競争力に関する報告書。緑地面積、

水環境、地方政府の環境管理能力などの要素を分析して

算出した省別の環境競争力指数を収録。巻末に「环境竞

争力的内涵及其要素构成」など 4 つの付録を付す。 
 
臺灣環境品質報告 : 1987-2014 / 李中光 [ほか] 編輯. -- 
臺北 : 行政院環境保護署, 2015.3. -- 244p ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9789860444285         EG295-C129 
台湾の環境問題について、酸性雨、土壌、水質などの

項目別に豊富な図表を付して紹介する報告書。「環境負

荷與國情基本資料」「大氣空氣品質」など 10 章からな

る。 
 
人力資源調查統計年報 = Yearbook of manpower survey 
statistics / 行政院主計總處 編印. -- 臺北 : 行政院主計

總處, 2015.1. -- ; 26cm 
民國 101 年 (2013.3)-                     Z41-AC500 
台湾の労働人口、就業状況、失業率など労働力に関す

る統計書。「歷年就業者之年齡」「教育程度別失業率」

など 78 の統計を収録。 
 
 

＜教育＞ 
中国研究生教育及学科专业评价报告 : 2015-2016 / 中国

科学评价研究中心, 中国科教评价网, 武汉大学中国教育

质量评价中心 研发 ; 邱均平, 赵蓉英, 董克 等 编著. --
北京 : 科学出版社, 2015.9. -- xviii, 330p ; 29cm. -- (大学

评价与求学成才丛书)  
ISBN : 978703045608-3           FD11-C268 
中国の大学院や研究生を受け入れる研究機関など計

580 機関の地区別、学科別、学校種類別など 541 のラン

キングを収録。巻末に付録として「国家及主要大学硕士

研究生招录情况」を付す。 
 
＜歴史・地理＞ 
上海掌故大辞典 / 薛理勇 主编. -- 上海 : 上海辞书出版

社, 2015.4. -- 2, 3, 27, 808p ; 25cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532640805         GE396-C179 
『上海掌故辞典』(1999 年刊)の修訂。地名、経済、建

築、風俗など上海の故事来歴に関する 1,780 余項目を収

録。「河流地名」「公用市政」など 16 の分野に大別し

て排列。巻末に付録として「上海旧新路名对照表」「旧

上海路名西文中文对照表」および筆画順の項目索引を付

す。 
 
臺灣大事年表 / 劉澤民 主編. -- 南投 : 國史館台灣文獻

館, 2015.7. -- VII, 382p ; 26cm 
ISBN: 9789860454062    GE9-C26 
 旧石器時代から 2014 年までの台湾の主要な出来事を

収録する年表。「荷西時期及以前」「明鄭時期」「清領

時期」「明治時期」「大正時期」「昭和時期」「光復後」

の 7 部からなる。 
 
＜哲学・宗教＞ 
佛光大辭典 : 增訂版 / 慈怡, 永本 主編. -- 高雄 : 佛光

出版社, 2014.7. -- 10 冊 ; 27cm + CD-ROM 1 枚 (12cm). 
-- (佛光工具叢書) 
ISBN: 9789865777500   HM2-C25 

1988 年刊の増訂。仏教用語、人名、地名、寺院など

仏教に関する 30,405 項目を収録。排列は筆画順。索引

巻に筆画順の中国語索引およびアルファベット順の外国

語索引を収録。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
中国日语语言学研究论文索引 : 1949-2010 / 彭广陆, 盛
文忠 主编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2014.10. -- v, 
439p ; 21cm 
ISBN: 9787040410068     KF1-C1 
中国で刊行された 727 種の学術誌や論文集所載の日本

語学に関する論文 6,505 タイトルについて、論文名、著

者名、収録誌、巻号などを収録。「语言学、音韵学」

「文字学」など 19 の主題に大別し、その中をさらに細

分して排列。巻末に「采录刊物、论文集一览表」を付す。 
 
中外词语溯源故事大辞典 / 王占义 著. -- 上海 : 上海辞

书出版社, 2015.1. -- 2, 5, 2, 1147p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532642502                  KK12-C411 
外来語を含む中国語の語句 2,100 余語について、語釈、

由来、出典などを収録。排列は拼音順。巻末に「西文字

母开头的词语及符号」など 2 つの付録および筆画順の語
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句索引を付す。 
 
中华百年文学大辞典 : 1900-2000 / 秦亢宗 主编. -- 杭
州 : 浙江工商大學出版社, 2014.9. -- 2, 2, 1054p ; 27cm 
ISBN: 9787517804826          KK62-C148 
作家、作品、小説の登場人物など、20世紀の中国およ

び台湾の文学に関する5,000余項目を収録。「20世纪中

华文学主题部分」「20世纪台湾文学」に大別し、その中

をさらに細分して排列。 
 
＜科学技術＞ 
中国科普统计 : 2014 年版 / 中华人民共和国科学技术部 
著. -- 北京 : 科学技术文献出版社, 2015.3. -- 3, 6, 256p ; 
26cm 
ISBN: 9787502398552     M55-C4 
自然科学および社会科学の知識を国民に普及させ、理

解を深める活動に関係する人員数、施設数、予算などの

統計を収録。「科普人员」「科普场地」など 5 部からな

る。巻末に「2013年度全国科普统计调查方案」など8つ
の付録を付す。 
 
英汉航空技术缩略语词典  = An English-Chinese 
dictionary of aeronautic technology abbreviations and 
acronyms / 黄敏 主编 ; 蒋斯来 执行主编. -- 上海 : 上
海交通大學出版社, 2015.3. -- 2, 2, 985p ; 25cm. -- (大飞机

出版工程) 
ISBN: 9787313125859    NC2-C26 
航空技術に関する英語の略語約 64,000 語について、

英語の正式名称および中国語を収録。排列はアルファベ

ット順。巻末に「工艺装备」など 6 つの付録を付す。 
 
日汉英医护用语速查词典 = 日中英看護・介護用語便覧 
= Japanese-Chinese-English medical dictionary for 
nursing / 郁伟忠 主编. -- 上海 : 上海科学技术出版社, 
2015.1. -- 2, 3, 17, 10, 217p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 9787547824511    SC3-C19 
看護や介護に関する約 4,000 語について、日本語、中

国語および英語を対照。「日本語から調べる」「中国語

から調べる」の 2 部からなり、それぞれ五十音順、拼音

順に排列。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

明代刊工姓名全錄 / 李國慶 編. -- 上海 : 上海古籍出版

社, 2014.11. -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787532555796   UM2-C22 
『明代刊工姓名索引』(1998 年刊)の増補。上巻は、明

代の版木職人 15,000 余人について、手がけた刊本のタ

イトルを収録。排列は拼音順。下巻は、明代に刊行され

た資料 3,500 余タイトルについて、編著者、出版年、大

きさやレイアウト、版木職人の名前などを収録。排列は

拼音順。下巻末に付録として「虬川黄氏宗譜」を付す。 
 
日本語の部 

 

＜政治・法律・行政＞ 

台湾総督府文書目録. 第 30 巻 / 中京大学社会科学研究

所, 国史館台湾文献館 監修 ; 中京大学社会科学研究所

台湾総督府文書目録編纂委員会 編集. -- 東京 : ゆまに

書房, 2016.3. -- 686p ; 27cm 

大正四年. 
ISBN: 978-4-8433-3616-8   A111-L18 
 
＜経済・産業＞ 
日中経済産業白書. 2014/2015 (新常態への移行が求める

中国ビジネスの挑戦). -- 東京 : 日中経済協会, 2015.6. -- 
275p ; 26cm 
ISBN: 978-4-88880-220-8       DC157-L74 
 
台湾の経済data book. 2015. -- 東京 : 交流協会, 2015.12. 
-- 118p ; 30cm 
年表あり.     DT331-L5 
 
＜歴史・地理＞ 
香港を知るための 60 章 / 吉川雅之, 倉田徹 編著. -- 東
京 : 明石書店, 2016.3. -- 394p ; 19cm. -- (エリア・スタデ

ィーズ ; 142) 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-7503-4253-5       GE446-L22 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
台湾海陸客家語語彙集 : 附同音字表 / 遠藤雅裕 著. -- 
八王子 : 中央大学出版部, 2016.3. -- 436p ; 22cm. -- (中央

大学学術図書 ; 89) 
ISBN:978-4-8057-6187-8             KK41-L8 
 

 

2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

근로기준법 = The labor standard act / 하갑래 저. -- 
全訂 第 27 版. -- 서울 : 중앙경제, 2015.4. -- 1165p ; 
25cm 
索引あり. 
ISBN: 9788970173269 
（勤労基準法）  AK4-512-K15 
労働契約・解雇、労働時間、賃金、産業災害補償、仕

事と家庭の両立など、労働条件・労働災害に関する主要

法令の規定を解説。 
 
＜経済・産業＞ 
한국의 경제 발전 70년 : 1945 - 2015 / 이제민, 안국신, 

김경수, 전주성, 김대일, 송의영 지음. -- 성남 : 
한국학중앙연구원 출판부, 2015.11. -- 503p ; 24cm  
文献あり. 
ISBN: 9791158660536  
（韓国の経済発展 70 年） DC147-K231 
 経済成長、分配、金融、財政、労働、貿易の各分野に

ついて、大韓民国建国後から現在までの過程を、図表を

交えて解説。 
 
한국 철도의 역사와 발전. 1-3 / 이용상 외 공저. -- 
서울 : BG북갤러리, 2011.9-2015.8. -- 3冊 ; 23cm 
年表あり. 文献あり.  
ISBN: 9788964950227 (set) -- 9788964950234 (1) -- 
9788964950531 (2) -- 9788964950845 (3)  
（韓国鉄道の歴史と発展） DK55-K13 
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연차보고서. -- 서울 : 보험연구원. -- ; 26cm 
2014 (2014.12)- 
（年次報告書）                          Z41-AK733 
 保険・金融・リスク管理分野の専門研究機関である保

険研究院の活動実績を整理した年次報告書。研究成果、

セミナー等の開催内容、今後扱う研究課題、一般向け研

究活動、同院の組織現況等を収録。 
  
수협 연차보고서. -- 서울 : 수산업협동조합중앙회. -- ; 
26cm 
52기 (2014년)- 
ISSN: 2233-8942  
（水協年次報告書）                      Z41-AK735 
 水産業協同組合中央会の活動実績を整理した年次報告

書。水産経済動向、水協中央会業務状況、事業部門別経

営の 3 章からなる。巻末に「組織表」など 5 の付録を付

す。 
 
＜社会・労働＞ 
2014 년 빈곤통계연보 / 임완섭, 이주미 저. -- 세종 : 
한국보건사회연구원, 2014.12. -- 135p ; 24cm. --  
(연구보고서 ; 2014-19) 
文献あり.  
ISBN: 9788968271694 
（2014 年貧困統計年報）                   ED11-K6 
 
문화향수실태조사. -- [서울] : 문화체육관광부. -- ; 30cm 
2014 (2014.12)- 
ISSN: 1739-1148 
（文化享受実態調査）                    Z41-AK737 
韓国国民の文化活動の実態を整理した調査報告書。満

15 歳以上の男女 1 万名を対象に、芸術行事の観覧経験

（映画、演劇など）、観覧形態（現地、メディア経由な

ど）、学校外での文化教育経験、文化関係施設の利用割

合などを調査した結果を収録。 
 
국가손상종합통계 = National injury fact book. -- [청주] : 
질병관리본부. -- ; 30cm 
4차 (2013)- 
ISSN: 2288-0720 
（国家損傷総合統計）                    Z41-AK734 
事故または中毒により医療機関を利用した損傷(傷害)

について、全体損傷、交通損傷、産業災害（業務上事

故）、学校損傷、農作業損傷に分類し、発生率、男女別、

地域別などの統計を収録。 
 
건강검진통계연보 = National health screening 
statistical yearbook. -- 서울 : 국민건강보험공단.  -- ; 
26cm 
英文併記. 
2013 (2014.12)- 
ISSN: 2234-666X  
（健康検診統計年報）                    Z41-AK738 
 
＜歴史・地理＞ 
한국문화를 일본어로 소개하는 사전 = 

韓國文化を日本語で紹介する事典 / 임영철 저. -- 서울 : 
제이앤씨, 2009.12. -- 307p ; 24cm  
索引あり. 年表あり. 文献あり. 日本語併記. 
ISBN: 9788956687520                 GE141-K163 

 『韓国の日常世界』（2004 刊）を加筆・修正し、朝

鮮語併記としたもの。韓国の生活・社会・文化・精神世

界・自然環境等 230 以上の項目について、朝鮮語と日本

語で解説。巻末に項目名索引を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
일본어에서 온 우리말 사전 / 이한섭 편저. -- 서울 : 
고려대학교출판부, 2014.10. -- 983p ; 25cm 
文献あり.  
ISBN: 9788976418579 
（日本語から来た国語辞典） KJ42-K230 
開化期（19世紀末）以降に日本語から流入した朝鮮語

3,634 語について、意味、用例、語源、参考情報を収録。

排列はハングル字母順。 

 
의미 따라 갈래지은 우리말 관용어 사전 / 최경봉 지음. 
-- 서울 : 일조각, 2014.5. -- 559p ; 23cm 
ISBN: 9788933706800 
（意味により分類した国語慣用語辞典） KJ42-K232 
 
부사사전 / 손남익 지음. -- 서울 : 역락, 2014.11. -- 
1353p ; 26cm 
ISBN: 9791156861294 
（副詞辞典） KJ42-K233 
 副詞約 1 万語について、意味、使用上の制約、用例等

を収録。排列はハングル字母順。 

 
한국어 어원 사전 / 김무림 저. -- 전명개정판. -- 서울 : 
지식과교양, 2015.7. -- 802p ; 20cm 
文献あり. 
ISBN: 9788967640408  
（韓国語語源辞典） KJ42-K234 
 
15세기 국어 활용형 사전 / 15세기 국어 활용형 사전 / 
이진호, 최영선, 이수진, 선한빛 편. -- 서울 : 박이정, 
2015.8. -- 941p ; 27cm 
ISBN: 9791158480691  
（15 世紀国語活用形辞典） KJ42-K237 
 
＜科学技術＞ 
최신 조선용어사전 = New shipbuilding dictionary : 
영한･한영 / 해광도서편찬회 편. -- 부산 : 해광출판사, 
2014.10. -- 580p ; 19cm  
ISBN: 9791185799025 
（最新造船用語辞典 : 英韓･韓英） NC2-K3 
 
대한민국 해군 전투함 = Republic of Korea navy 
combat ship / 장훈 [著]. -- [서울] : 디펜스타임즈코리아, 
2015.10. -- 196p ; 26cm  
ISBN: 9788998155018 
（大韓民国海軍戦闘艦） NC64-K2 
 韓国海軍の戦闘艦、潜水艦、支援艦について、名称、

特徴、諸元、写真を収録するほか、主な兵器についても

解説。 
 
한국 식물 생태 보감. 1, 주변에서 늘 만나는 식물 / 
김종원 지음. -- 서울 : 자연과생태, 2013.12. -- 1199p ; 
21cm 
漢字タイトル: 韓國 植物 生態 寶鑑. 
文献あり. 
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ISBN: 97889974293257 
（韓国植物生態宝鑑. 1, 周辺でいつも出会う植物） 
                     RA5-K25 
韓国でよく見られる植物 760 種類について、形態分類

（茎、葉、花、実など）、生態分類（分布など）、生態

解説、写真、引用文献を収録。主な生息地ごとに、道端、

田畑、草地、山林、湿地、隙間（岩肌など）に大別し、

その中を属の学名のアルファベット順で排列。見出し語

は朝鮮語、ラテン語学名、英語、日本語、中国語併記で、

巻末に言語別の索引を付す。 

 
2015 생명공학백서 = Biotechnology 2015 / 
미래창조과학부, 생명공학정책연구센터 편집. -- 과천 : 
미래창조과학부, 2015.12. -- 775p ; 26cm 
索引あり.  
ISBN: 9788967090623 -- 9788993675474 (set) 
（2015 生命工学白書）           RA71-K2 
ライフサイエンス、保健医療、農林畜産・食品、環境、

生命倫理といった生命工学に関するテーマについて、生

命工学の今後の展望、海外事情、韓国国内の政策・研究

開発・法制度の現状を解説する資料。巻末に「生命工学

年表」「生命工学主要統計」など 5 の付録を付す。 

 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
開港期朝鮮の戦略的外交 : 1882-1884 / 酒井裕美 著. -- 
吹田 : 大阪大学出版会, 2016.3. -- 335p ; 22cm  
文献あり. 年表あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-87259-531-4         A99-K2-L2 
 
日韓外交史 : 対立と協力の 50 年 / 趙世暎 著 ; 姜喜代 

訳. -- 東京 : 平凡社, 2015.11. -- 301p ; 18cm. -- (平凡社

新書 ; 795) 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-582-85795-5       A99-ZK4-L130 
 

朝鮮民主主義人民共和国の法制度と社会体制 / 大内憲

昭 著. -- 東京 : 明石書店, 2016.3. -- 582p ; 22cm   
ISBN: 978-4-7503-4318-1  AK3-121-L2 
 

韓流スターと兵役 : あの人は軍隊でどう生きるのか / 
康熙奉 著. -- 東京 : 光文社, 2016.1. -- 229p ; 18cm. -- (光
文社新書 ; 797) 
ISBN: 978-4-334-03900-4  AK4-651-L4 
 
＜経済・産業＞ 
韓国健康食品産業総覧 : 市場動向および展望. 2014～
2016 / DACO IRI 著. -- 伊豆 : ビスタピー・エス, 
2015.8. -- 538p ; 26cm 
「韓国の産業と市場」別冊 

索引あり. 
ISBN: 978-4-907379-04-9 DL681-L132 
 
＜社会・労働＞ 
福祉国家の日韓比較 : 「後発国」における雇用保障・

社会保障 / 金成垣 著. -- 東京 : 明石書店, 2016.2. -- 
195p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4302-0 EG1-L25 

＜歴史・地理＞ 
宿命の日韓二千年史 : 交流と攻防のドラマ / 康熙奉 著. 
-- 東京 : 勉誠出版, 2015.10. -- 241p ; 19cm 
年表あり.  
ISBN: 978-4-585-22128-9  GB73-L30 
 
解剖北朝鮮リスク = Dissecting the North Korean Risk 
/ 小倉和夫, 康仁徳, 日本経済研究センター 編著. -- 東
京 : 日本経済新聞出版社, 2016.2. -- 369p ; 19cm 
ISBN: 978-4-532-13464-8 GE138-L32 
 

＜哲学・宗教＞ 
日韓交流と高麗版大蔵経 / 馬場久幸 著. -- 京都 : 法藏

館, 2016.2. -- 332,88p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-8318-7396-5  HM13-L146 
 

＜芸術・言語・文学＞ 
歴史探訪韓国の文化遺産. 上 / 「歴史探訪韓国の文化遺

産」編集委員会 編. -- 東京 : 山川出版社, 2016.3. -- 
321p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15087-4 K144-L7 
 

歴史探訪韓国の文化遺産. 下 / 「歴史探訪韓国の文化遺

産」編集委員会 編. -- 東京 : 山川出版社, 2016.3. -- 
341p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15088-1 K144-L8 
 

李人稙と朝鮮近代文学の黎明 : 「新小説」「新演劇」

の思想的背景と方法論 / 田尻浩幸 著. -- 東京 : 明石書

店, 2015.10. -- 305p ; 20cm 
年譜あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4256-6 KJ52-L5 
 
欧文の部 
 
＜経済・産業＞ 
The Bank of Korea : a sixty-year history. -- Seoul, 
Korea : The Bank of Korea, 2010. -- 295 pages ; 25cm + 
1 CD-ROM (4 3/4 in.)  
At head of title: 60. 
ISBN: 9788992858373  (YU111-P118) 
 
＜歴史・地理＞ 
Korea : outline of a civilisation / by Kenneth M. Wells. -
- Leiden : Brill, [2015]. -- xv, 327 pages :illustrations, 
maps ; 25cm. -- (Brill's Korean studies library ; volume 
4) 
Includes bibliographical references (pages 307-318) and 
index.  
ISBN: 9789004299719  (GE121-P8) 
 
The history of Korea / Djun Kil Kim. -- Second edition. -
- Santa Barbara, California : Greenwood, an imprint of 
ABC-CLIO, LLC, [2014]. -- xxviii, 278 
pages :illustrations, maps ; 25cm. -- (The Greenwood 
histories of the modern nations) 
Includes bibliographical references and index. 
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ISBN: 9781610695817  (GE122-P18) 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
東南アジア 
 
＜インドネシア＞ 
Buk baang piminyuu : Bidayuh Biatah--English--
Malay : Bidayuh Biatah wordlist = daftar kata Bidayuh 
Biatah. -- Kuching, Sarawak, Malaysia : DBNA--Dayak 
Bidayuh National Association, [2013] -- xiv, 350 pages ;  
22cm 
Includes bibliographical references (page xiv). 
In English. 
ISBN: 9789832981091 (KL122-P38) 
 
Buk ubaang sanda’ : Bidayuh Serian--English--Malay : 
Bidayuh Serian wordlist = daftar kata Bidayuh Serian. 
-- Kuching, Sarawak, Malaysia : DBNA--Dayak 
Bidayuh National Association, [2013] -- xv, 367 
pages ;  22cm 
Includes bibliographical references (page xiv). 
In English. 
ISBN: 9789832981107 (KL122-P39) 
 

＜ベトナム＞ 
ベトナム大学全覧. 2015 / Ngô Minh Thủy 翻訳・編

集 ; 入管協会 監修. -- 東京 : 厚有出版, 2015.9. -- 
828p ;  27cm. 
索引あり. 
ISBN: 978-4-906618-75-0 F4-L120 
ベトナムの教育制度について述べた第１編「解説」、

第 2 編「ベトナム高等教育機関一覧」、第 3 編「ベトナ

ム後期中等教育機関一覧」からなる。第 2 編は 大学、

カレッジ（短期大学）それぞれに五十音索引を付したう

えで、種別ごとにベトナム教育訓練省所管資料の掲載順

で排列。第 3 編は高等学校を地域別に収録。巻末に、大

学・カレッジのベトナム語名、英語名それぞれのアルフ

ァベット順索引を付す。 
 

Gương trung hiếu tiết nghĩa của người Thăng Long / 
Nguyên Trường, biên soạn. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa 
thông tin, 2010. -- 235 p. ; 21cm. -- (Thăng Long-Hà Nội ngàn 
năm văn hiến) Y741-TS-297 
（タンロン人の忠孝節義の模範） 
 忠孝節義とされるハノイ（旧名タンロン）の歴史上の

人物 75 名について、名前、生没年、出生地、経歴、業

績、逸話、本人による詩歌、人物関係などを収録。 
 
Hà Nội, danh thắng và di tích / TS. Lưu Minh Trị chủ biên ; 
tham gia biên soạn, GS. TS. Đào Đình Bắc, TS. Nguyễn Thị Dơn, 
Đặng Bằng, Vũ Quang Du, Đặng Văn Biểu, Ngô Minh Tâm, 
Phan Văn Luật, Lê Liêm, Nguyễn Văn Quý, Bùi Ngọc Quý. -- 
Hà Nội : Nhà xuất bản Hà Nội, 2011. -- 2 volumes ; 24cm. -- 
(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
Includes bibliographical references. 
In Vietnamese. 

ISBN: 9786045500910 Y741-TS-332 
（ハノイ、名勝と遺跡） 
 第 1 部「ハノイの地理、歴史、文化に関する総覧」、

第 2 部「ハノイの歴史的、文化的な名所旧跡、遺跡」か

らなる。自然景観、考古学遺跡、寺社仏閣の起源及び伝

承、革命・戦争遺跡、記念碑に関する出来事及び建造背

景などを収録。 
 
Khoa bảng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua tài liệu mộc 
bản Triều Nguyễn / chỉ đạo nội dung công bố, TS. Vũ Thị Minh 
Hương, Cục trưởng Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước ; chỉ đạo 
biên soạn, TS. Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc 
gia IV ; ban biên soạn, TS. Phạm Thị Huệ (chủ biên), Nguyễn 
Xuân Hoài, Cử nhân Phạm Thị Yến. -- Hà Nội : Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia-Sự thật, 2012. -- XL, 603 pages ; 28cm. 
At head of title: Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia IV. 
Includes bibliographical references (pages 597-598). 
In Vietnamese, with original text in Nôm script ; 
introduction, preface also in English. Y741-TS-353 
（阮朝木版資料から見たゲアン省、ハーティン省、クア

ンビン省における科挙試験合格者名簿） 
 
Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản triều 
Nguyễn / chỉ đạo nội dung công bố, TS. Vũ Thị Minh Hương 
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ; chỉ đạo biên soạn, 
TS. Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV ; 
ban biên soạn, TS. Phạm Thị Huệ (chủ biên), TS. Nguyễn Xuân 
Hoài, Cử nhân Phạm Thị Yến. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia-Sự thật, 2012. -- XL, 951 pages ; 29cm. 
At head of title: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia IV. 
Includes bibliographical references (pages 945-946) and 
index. 
In Vietnamese, with original text in Nôm script ; 
introduction, preface also in English. Y741-TS-354 
（阮朝木版資料から見た中部・南部における科挙試験合

格者名簿） 
 
Tổng tập âm nhạc Việt Nam : tác giả và tác phẩm / [nhóm tác 
giả, Trọng Bằng ... et al.]. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa dân 
tộc, 2010- -- v. <1> : ill. ; 27cm. 
At head of title: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Học 
viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Viện âm nhạc. 
Includes bibliographical references. Y741-TS-358 
（ベトナム音楽総集：作曲家と作品） 
 ベトナムの著名作曲家 61 名について、経歴、作品の

譜面、歌詞、解説を収録。排列は作曲家の出生年順。 
 
Đặc điểm nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam : bằng 
chứng thu thập từ cuộc điều tra hộ gia đình dân tộc thiểu số 
năm 2009 tại 11 tỉnh / Nguyễn Đăng Thành, chủ biên. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản Lao động-xã hội, 2010. -- 312 p. : col. ill. ; 
28cm. Y741-TS-380 
（ベトナム少数民族の人的資源の特徴：2009 年に 11 省

の少数民族世帯の調査から得られたデータ） 
「調査概要」「ベトナム少数民族の人的資源の特徴」

「変数の相関」「資料表を通じた初期的考察」の 4 章か

らなる。ベトナム少数民族の労働力に関する統計とその

分析を収録。 
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Từ điển đường-phố Hà Nội / Nam Hồng, Lăng Thị Nga. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2011. -- 498 p. ; 
19cm. 
Includes bibliographical references and index.  
         Y741-TS-401 
（ハノイ街路事典） 
 
Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam = 
Encyclopedia of Vietnam: country and people / Nguyễn 
Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt, đồng chủ biên. -- Hà Nội : Nhà xuất 
bản Từ điển bách khoa, 2010. -- 2 v. :ill., maps ; 27cm. 
In Vietnamese.  
ISBN: 9786049002236 Y741-TS-415 
ベトナムの歴史上の人物、地名、民族、動植物、歴史

的事件、組織、建造物、遺跡、宗教・信仰施設、伝統文

化、祭祀儀礼、概念、専門用語などの地誌的情報を収録。

排列は見出し語のアルファベット順。 
 
Từ điển chữ viết tắt quốc tế và Việt Nam : Anh-Pháp-Việt / 
Lê Nhân Đàm, Hà Đăng Tín. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam, [2010]. -- 847 pages ; 24cm. 
Includes bibliographical references (pages 847). 
In English, French and Vietnamese. Y741-TS-436 
（国際・ベトナム略語辞典：英仏越） 
 
Từ điển tục ngữ Việt / Nguyễn Đức Dương biên soạn, dịch, sưu 
tầm, tuyển chọn. -- [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản 
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, [2010] -- 965 p. ; 21cm. 
At head of title: Trung tâm biên soạn từ điển Ngôi sao; Ban 
biên soạn từ điển đơn ngữ. 
Includes bibliographical references (p. 963).  
 Y741-TS-439 
（ベトナムことわざ辞典） 
 
Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 
năm 2012 = Results of the 2012 Establishment Census. 
Tổng cục Thống kê -- Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê, [2013] 
-- 245 pages ; 27cm. 
At head of title: Tổng cục Thống kê = General Statistics 
Office. 
Vietnamese and English. Y741-TS-441 

2012 年事業所統計調査の結果概要及び統計表を収録。 
 
Vietnam war slang : a dictionary on historical principles 
/ Tom Dalzell. -- London ; New York : Routledge, 2014. -
- x, 173 pages ; 25cm. 
Includes bibliographical references (pages 170-173). 
ISBN: 9780415839402 (hardback) ; 9780415839419 
(paperback) (GE8-P191) 
 
＜マレーシア＞ 
Directors & the companies act / Nasser Hamid. -- 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan : Gavel 
Publications, 2013. -- lxviii, 260 pages ;  23cm. 
"Table of cases": pages vii-xliii. 
"Statutes search": pages xlv-lxviii. 
Includes the text of: Companies Act 1965 (Act 125) 
(revised 1973). 
In English. 
ISBN: 9789833519354 (AM12-861-P38) 

マレーシアの会社法「Companies act 1965 （Act 125）
（revised 1973)）」について、要点解説、条文ごとの関

連事案及び解説を収録。巻頭に、関連事案から引く条文

索引及び関連法規項番リストを付す。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The new encyclopedia of Islam / Cyril Glasse. -- Fourth 
edition. -- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., [2013] -- viii, 736 pages :  illustrations, 
maps ;  26cm. 
Includes bibliographical references (pages 729-736). 
ISBN: 9781442223486  (HR32-P35) 
イスラーム世界の信仰、実践、歴史、文化に関する約

1,500 項目を収録。排列はアルファベット順。巻末に年

表、地図、各種系図、参考文献を付す。なお、初版は

1989 年、第 2 版は 1991 年、第 3 版は 2002 年刊。 
 
北アフリカ 
 
＜エジプト＞ 

図説古代エジプト人物列伝 /トビー・ウィルキンソン 

著 ; 内田杉彦 訳. -- 東京 : 悠書館, 2015.1. -- 464p ;  
22cm. 
原タイトル: Lives of the Ancient Egyptians. 
文献あり 年表あり 索引あり. 

ISBN: 978-4-903487-97-7 GA43-L16 
古代エジプトの第 1 王朝（紀元前 3000 年頃）からプ

トレマイオス朝（紀元前 309～30 年）までの王、貴族、

軍人、神官、職人、芸術家など 100 人を収録。「第Ⅰ部 

建国：初期王朝時代」「第Ⅱ部 ピラミッド時代：古王

国時代」など 7 部にわけ、時代順に排列。巻末に年表と

王名一覧、引用出典、参考文献、図版出典、索引を付す。 
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お知らせ 
平成 28年度アジア情報研修 
「韓国の諸制度と統計を調べる」 

 
アジア情報の収集・提供に関するスキル向上

を図るとともに、アジア情報関係機関間の連携

を深めることを目的として、アジア情報研修を

行います。 
昨年度に引き続き、日本貿易振興機構（ジェ

トロ）アジア経済研究所との共催により実施し

ます。 
 
○日時 
 平成 28 年 11 月 24 日（木） 

13 時 30 分-17 時 30 分 
 平成 28 年 11 月 25 日（金） 
    9 時 30 分-12 時 00 分 

 
○会場 
 国立国会図書館 関西館 第 1 研修室 
 
○対象 
各種図書館、調査研究機関、中央省庁・地方

公共団体に所属する方、大学院生等 
 

○定員  
12 名（原則、1 機関につき 1 名）  

 
○参加費  
無料。 
ただし、旅費・滞在費等は受講者の方にご負

担いただきます。 
 
○内容・プログラム 
具体的な事例をもとに、韓国の法令や統計な

どの政府情報を調べる実習を行います。 
 

＊ 受講者の方には、事前課題にご回答いただ

きます。 

＊ 朝鮮語の入力・読解ができない方も参加で

きます。 

 

 
・11 月 24 日（木）13:30-17:30 
  実習①「韓国の諸制度を調べる」 

（当館関西館アジア情報課） 
 当館関西館アジア情報室・書庫見学 

＊終了後、情報交換会あり 
（会費制、希望者のみ） 

        
・11 月 25 日（金）9:30-12:00  
 実習②「韓国の統計を調べる」 

（アジア経済研究所図書館） 
 
○申込方法   
平成 28 年 10 月 30 日（日）までに、 
アジア経済研究所の下記ページからお申込み

ください。 
 

http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Library/2
01611_kensyu.html 
 
＊ 申込み状況によっては、期限前に受付を終

了し、調整させていただきます。 
＊ 参加の可否は、平成 28 年 11 月 2 日（水）

までにお知らせします。 
 
○問合せ先： 
日本貿易振興機構（ジェトロ） 
アジア経済研究所 図書館  
電話 043-299-9716 FAX 043-299-9734 
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