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海外出張報告－韓国の出版事情を中心に 
網野美美（国立国会図書館アジア情報課）

2004 年 3 月初旬、韓国の出版および図書館事情

を調査するためにソウルに渡った。折りしも韓国は

100 年ぶりの大雪となり、連日雪にまみれながらの

行軍となった。以下に、大韓出版文化協会とその事

業に関連して韓国の出版概況、そして韓国雑誌情報

館について紹介する。 

＜大韓出版文化協会＞ 

大韓出版文化協会は、日本の『出版年鑑＋日本書

籍総目録』（日本書籍出版協会,出版年鑑編集部

編）に当たる『韓国出版年鑑』を刊行しており、韓

国の出版・出版界に関するさまざまな統計の提供元

である。協会を訪問したのは大雪となるほんの数日

前、雪が降り始める直前の寒い日であった。 

 李朝の王宮として有名な景福宮の東側、大きな路

を挟んだ向かい側に出版文化会館の建物がある。小

ぢんまりとした造りのビルで、入り口を入ってすぐ

横に納本受付窓口があり、大韓出版文化協会の事務

室はその上にあった。大韓出版文化協会は 1947 年

に「出版の自由の確保と出版文化の建設および向上

発展」のための活動を行なう機関として創設された。

1952 年に社団法人として認可され、1957 年には国

際出版協会に加入。その後、韓国出版研究所（1986

年）、著作権相談室（1988 年）、編集者養成のた

めの出版大学（1989 年）など関連機関を次々と立

ち上げ、出版事業を支援している。 

図書館員として最も関心を持ったのが「納本受付

業務代行」である。韓国では文化観光部・国立中央

図書館・国会図書館の 3 機関が、それぞれ違う法律

に依拠して納本を規定しており、分野によって対象

機関と納本部数が異なる（表「対象機関・分野別納

本部数」を参照）。 

大韓出版文化協会は、納本の窓口として出版社が

送付してきた資料について『韓国出版年鑑』に目録

を載せるため、また納本対象機関に合わせた種類・

部数を選別するために、目録・分類作業を行なう。

必要部数よりも多く納本された場合には、適宜出版

社へ返却することもあるそうだ。これらの納本資料

を基にして、毎年、出版統計を集計し（政府刊行物

や出版社から直接各機関に納本される資料は含まな

い）、ホームページ上でも広く公開している。 

なお、協会の主要事業の一つに国際交流推進が挙

げられており、私が訪問した 3 月には「2004 東京

国際ブックフェア」の参加出版社募集が行なわれて

いた。『出版文化』（大韓出版文化協会発行）2004

年 6 月号を見ると、韓国館に 39 の出版社から

1,200 点余りが出品され、特に韓国の児童書が観客

の関心を引いたようだ。また現在は、「2004 北京

国際図書展」の韓国館参加募集の公示が掲げられて

いる。 

● 出版概況 

統計およびグラフから、韓国出版界の動向を見て

みよう。図 1 は 1980 年～2003 年までの出版統計で

ある。まず目に付くのが 1991 年の急激な減少であ

ろう。これは 1991 年に納本制度が変更されたこと

に起因している。変更点の一つに、それまでは内容

や体裁が同じでも追加印刷されたものは納本対象で

あったが、「重版を除外した初版および改訂版（全

訂版を含む）」に縮小したことが挙げられる。つま

り、内容が同じならば納本する必要はないというこ

とである。これにより初版以外の発行点数、発行部

数はそれぞれ前年比約 20,000 点、102,570,000 冊

と激減した。その当時の出版年鑑を見ると、国内の

出版量の全貌を把握できなくなったという意見があ

る一方、重版までも納本していた出版社側の負担と

煩雑さが軽減されたこと、またこれを機に「版」と

「刷」の概念が厳密に区別されるようになったこと

が利点として挙げられている。 

1999 年は発行部数だけが前年に比べて半減して

いる。分野別に見ると、社会科学分野が 91.6％も

減少していることから、当時の出版年鑑では、前年

まで含まれていた教科書の発行量が 1999 年の集計

から除外されたためと分析している。また、その後

の統計表注記には教科書の納本量が減少したためと

記している。教科書は専門の出版社などから直接納

＜対象機関・分野別納本部数＞ 
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本することが多いため、出版統計に含まれない場合

があるそうだ。同じく 1999 年には文化観光部への

納本対象が縮小されたという事実も関係するかもし

れない。従前の「全ての刊行物」から、「マンガ・

写真集・画報集・小説」へと対象が縮小された。文

化観光部では猥褻物などを区別し、制限する（ビニ

ール袋に入れるなど）ために納本を受けているとい

う。たしかにビニール袋入りの本を書店で見かける

ことがあった。 

● 翻訳図書 

韓国では外国書籍の翻訳出版が非常に盛んである。

新刊図書発行点数に占める翻訳書の割合は、2001

年が 28.2％、2002 年が 28.8％、2003 年が 29.1％

と、3 年続けて約 3 割を占めている。図 2 を見ると

1995 年以降翻訳書の発行点数は上がりつづけ、

2003 年で 1.4％減少したものの、全体に占める割合

は増加している。国別では日本とアメリカの翻訳が

多く、両国をあわせると全体の約 75％を占める。

マンガを含めると日本が一番多く、マンガを除くと

アメリカがトップだそうだ。日本書の翻訳は、マン

ガ以外に社会科学、技術科学、文学、児童書が多い

が（図 3 参照）、2002 年以降は全体的にやや減少

傾向にある。 

訪問した 3 月頃、韓国では『아침형 인간（朝型

人間）』（税所弘著、한스미디어）がとても好評で、

65 万部を突破したと聞いたが、大韓出版文化協会

の機関紙『出版文化』8 月号によれば、「2004 年上

半期に最もよく売れた本」として挙げられ、昨年

10 月発行以降今年の上半期までで 80 万部を突破し

た。現在韓国では失業増加や不況の余波を受けてか、

自己啓発を始めとした経済・経営分野の本に人気が

集まっているという。その中で『朝型人間』は単な

る健康法ではなく、経済・経営分野における成功法

として韓国人の注目を集めているようだ。 

＜韓国雑誌情報館＞ 

汝矣島は漢江を埋め立てて作った人工島であり、

国会議事堂や証券取引所、新聞社、放送局などが集

まった政治・経済の中心地といえる。その南東の一

角に「韓国雑誌情報館」がある。 

「잡지회관（雑誌会館）」と大きく銘打たれた 7

階建てのビルの地下 1 階へ降りると雑誌情報館の入

り口がある。まず、ドアの手前にあるロッカーに私

物を入れてから入館する。といっても、特別な入館

手続きなどは無く、誰でも自由に利用できる。中に

入ると、右側が「雑誌博物館」、左側は雑誌が開架

された書架がいくつも並んだ「雑誌展示館」になっ

ている。残念ながら、訪問したのが平日の朝 10 時

頃で利用者は一人も見当たらなかったが、普段は記

者たちの利用が多いそうだ。 

 2002 年 3 月 21 日に開館した韓国雑誌情報館は、

それまで雑誌協会の附設として運営されてきた「韓

国雑誌博物館」と「韓国雑誌総合展示館」が統合さ

れ、生まれ変わった姿である。月曜日から土曜日の

10:00～18:00 まで開館しており、無料で誰でも利

用できる。広く門戸を開くことで雑誌の宣伝も兼ね

ているという。 

● 雑誌博物館 

雑誌博物館には『親睦会会報』創刊号（1896.2）

や『開闢』（1920.6）をはじめ、2,775 タイトル、

5,065 冊に及ぶ歴史的に貴重な雑誌が保存、展示さ

れている。展示室は左右に第 1 館、第 2 館の 2 室に

分かれ、「第 1 期胎動期（1896～1909）」「第 2 期

武断統治時期（1910～1919）」「第 3 期文化統治標

榜時代（1920～1936）」と時代別に代表的な雑誌が

並べられている。直接手にとって見ることはできな

いが、表紙・装丁などから視覚的に雑誌の歴史を、

同時に各時代の息吹きを感じることができる。ほと

んどが原本であるが、ときどき影印も含まれている

ようだ。 

● 雑誌展示館 

案内カウンターで尋ねると、現在韓国で発行され

ている雑誌約 3,700 タイトルを開架しており、最新

のものを書架に並べているが、バックナンバーも 6

ヶ月程度保存しているそうだ。基本的に複写はでき

ないが、室内にカフェのような柔らかい雰囲気のテ

ーブルセットが置いてあり、くつろぎながら閲覧す

ることができる。雑誌は時事誌・教養・文学・交通

観光・スポーツ・法律・健康医学・機械技術など、

かなり細かく分類され、文芸誌や女性誌・マンガ雑

誌の他、専門誌も豊富であった。また、地域誌や機

関紙コーナーには書店でもあまり見かけないような

特色豊かな資料が並んでいた。 

● Online 韓国雑誌情報館 

(http://kmpa.or.kr/museum/) 

韓国雑誌協会はインターネット上で「Online 韓

国雑誌情報館」というサイトを公開している。画像

情報が多く、非常に鮮やかに韓国雑誌の歴史を映し

出している。また、雑誌検索機能も有する。 

（雑誌博物館） 
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（図2）過去10年間の翻訳図書発行点数

年度
翻訳図書
発行点数

日本書の翻
訳刊行点数

1994 5,356 -

1995 4,803 1,244

1996 4,834 1,496

1997 6,129 2,465

1998 6,633 2,852

1999 6,860 3,584

2000 8,839 4,837

2001 9,680 5,239

2002 10,444 4,983

2003 10,294 4,770
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（図3）2003年　分野別翻訳図書発行点数

分野　 総発行点数 翻訳書全体 日本書籍

総類 152 14 0

哲学 609 215 24

宗教 1,240 382 24

社会科学 4,125 849 214

純粋科学 466 204 40

技術科学 3,330 487 149

芸術 1,205 264 43

語学 1,512 189 71

文学 5,586 1,749 372

歴史 915 225 38

学習参考 1,931 68 0

児童 5,219 2,048 239

小計 26,290 6,694 1,214

マンガ 9,081 3,600 3,556

合計 35,371 10,294 4,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

・『出版年鑑』（出版年鑑編集部編、出版ニュース社）

1992 年版～2001 年版 

・『出版年鑑＋日本書籍総目録』（日本書籍出版協会,出

版年鑑編集部編、出版ニュース社）2002 年版～2003

年版 

・『出版文化国際交流会 50 年史』（出版文化国際交流会、

2003） 

・『出版ニュース』（出版ニュース社）2003 年 1 月号～

2004 年 8 月号 

・『韓国出版年鑑』（大韓出版文化協会）1991 年版～

2003 年版 

・『출판문화』（大韓出版文化協会）2004 年 1 月号～ 

2004 年 8 月号 

・『한국잡지정보관』（韓国雑誌協会） 

・ 大韓出版文化協会（http://www.kpa21.or.kr/） 

・ 韓国雑誌情報館（http://kmpa.or.kr/museum/） 

(図1）韓国出版統計

年度 発行点数 発行部数

1980 20,985 64,609,972

1981 23,983 73,127,664

1982 29,190 88,326,989

1983 33,321 104,411,111

1984 33,156 110,498,770

1985 33,743 114,970,687

1986 37,411 145,100,138

1987 38,301 155,801,083

1988 39,454 167,258,201

1989 38,837 197,224,979

1990 41,712 241,839,337

1991 22,769 134,616,495

1992 24,783 136,752,198

1993 26,304 139,221,724

1994 29,564 152,326,103

1995 27,407 144,183,607

1996 26,664 158,136,723

1997 27,313 188,707,879

1998 28,838 157,510,364

1999 25,910 75,840,951

2000 25,632 68,407,991

2001 25,162 75,020,756

2002 27,126 81,555,027

2003 26,290 78,090,894
※マンガを含まない。
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モンゴル国立中央図書館について 

林明日香（国立国会図書館アジア情報課） 

 
はじめに 

今年の 1 月から 7 月にかけて、当館の在外研修制

度を利用してモンゴル国立大学に語学留学する機会

を得た。マイナス 40 度の厳寒の冬からナーダム

（相撲・競馬・弓道を競う国民の祭典）が行われる

真夏の期間であった。この間、モンゴル国立中央図

書館（Улсын Төв Номын Сан.以下 УТНС）を数回

見学し、館長の Ж.Сэржээ 氏、および収集整理担当

の Энхтунгалаг 女史とお会いすることができた。以

下、簡単ではあるが同館について紹介してみたい。 

 

沿革 

УТНС は、人民革命が起こった 1921 年に設置され

た典籍委員会（現在の科学アカデミー）に付設され

た図書館を前身としている。その後 1924 年にこの

図書館を国立の公共図書館とすることが決定され、

1990 年、名称が国立中央図書館となった。現在、

УТНС は首都ウランバートル市の中心であるスフバ

ートル広場の南側にあり、政府宮殿（国会議事堂）

や政府機関の庁舎にも近く便利な立地である。1951

年に完成した図書館の建物は地上 3 階地下 1 階の図

書館専用の庁舎である。建物の両端と地階は主に書

庫である。また本館以外にも、2003 年 5 月に開館し

た子供図書館*1などの閲覧室を持っている。 

УТНС の総職員数は 92 人、うち司書業務に携わっ

ているのは 53 人である。以前は 6 つの部局があっ

たが、昨年組織機構の改変によって、3 つの部（フ

ォンド部、情報・社会関係部、収集・教育・交換

部)*2と 1 つの支部（子供図書館）になり、職員数も

減少したようである。 

УТНС は研究者を利用の対象にしているが、大学

の授業期間中は大学生の利用が非常に多く、閲覧室

が混雑している。ウランバートル市には УТНС のほ

かに、モンゴル国立大学図書館をはじめとする大学

図書館、公共図書館としてナツァグドルジ記念ウラ

ンバートル市中央図書館などがある。 

（モンゴル国立中央図書館） 

 

所蔵資料 

УТНС の蔵書数は、ホームページ*3 によれば 1998

年で 350 万冊である。また 1991 年発行の同図書館

のパンフレット*4 には 300 万冊の蔵書のうち 200 万

冊がマニュスクリプト類であると記載されている。

このことからかなり細かく仏典などのマニュスクリ

プトの断片を数に入れていると考えられる。今回直

接お話をうかがったときには現在の蔵書数は 350 万

冊、そのうちチベット語の資料が 120 万冊というこ

とであった。 

УТНС のマニュスクリプト資料の多くは、典籍委

員会が 1920 年代に収集した資料に由来し、世界的

にみても大変貴重なコレクションである。13 世紀の

パスパ文字文献、17 世紀のトド文字文献、17 世紀

後半のソヨンボ文字文献などモンゴル文字以外の文

字で書かれたモンゴル語文献、『アルタン・トプ

チ』『元朝秘史』等の歴史書、14 世紀のチベット大

蔵経のモンゴル語訳などの仏典が収められている。

またチベット語資料、満州語資料が数多く収蔵され

ていることも特徴である。 

 

資料の収集 

УТНС の報告*5 によると、モンゴル人民共和国時

代の 1935 年、政府決定によりすべての出版物を 3

部ずつ納本することが決定されたとあるが、館長の

話では、現在納本制度はないということであった。 

図書の収集は購入、寄贈、国際交換の三つの手段

によって行われている。購入に関しては今年の予算

が 36,000,000 トゥグルグ（約 360 万円）であり、

年間に 7,000～8,000 冊の図書を購入している。

УТНС では各閲覧室に配置したり国際交換に提供し

たりするため、1 タイトルにつき 5～15 冊購入して

おり、購入タイトル数は年間約 1,500 程度というこ

とであった。またモンゴルにある各国大使館や国際

機関などから定期的に年間 3,000～4,000 冊の寄贈

を受けている。担当者によると、購入と寄贈による

資料収集によって、モンゴル国内で出版された図書

の大部分は収集できているということであった。ま

た国際交換は、当館を含め世界 17 ヶ国の 22 の図書

館と資料を交換している*3。1968 年からは国連の寄

託図書館にも指定されている。逐次刊行物に関して

は、1921 年以降のすべての新聞、雑誌を所蔵してい

るという。逐次刊行物は 1 タイトルにつき 2 部以上

収集され、1 部は保存用書庫に保管される。現在新

聞のタイトル数は 121 タイトルである。 

 

資料の整理 

長い間、モンゴルの図書館・図書館学はソ連の影

響を強く受けていたため、現在でも整理法はロシア

（ソ連）式を踏襲している。2003 年に УТНС からモ

ンゴルの目録規則 “Баримтын ном зүйн бичилт, 
бичилтэнд тавих нийтлэг шаардлага дүрмүүд”
（統一目録規則）が出版され、モンゴル国内の図書

館はこれを採用している。分類は基本的に、1983 年

以前に整理されたものはデューイ十進分類法、1984

年以降のものはロシアの分類法 “Библиотечно 
Библиографическая Классификация”（図書館書誌
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学分類法）をもとに、モンゴル関係の分類だけを展

開した“Номын сан номзүйн ангилал”（図書館書誌

学分類）を使用している。現在モンゴル国立中央図

書館が所蔵しているモンゴル語資料のすべての書誌

データは、マニュスクリプト資料も含めて電子化さ

れ、2001 年までに整理された図書の目録“Монголын 
үндэсний ном зүйн бүртгэл мэдээллийн сан I”（モ

ンゴル基本書誌登録情報）が CD-ROM で販売され

ている。なおこの CD-ROM はモンゴル語（キリル

文字）であり、英語版の Windows 以外では文字化け

してしまうようである。館内ではカード目録のほか、

カタログ室にあるコンピューターから、登録されて

いるすべての図書の目録を検索することができるが、

今のところインターネットなどでの外部への公開は

計画されていない。全国書誌は刊行していないが、

“Шинэ номын мэдээ”（新着図書通信）が毎月発行

されている。これは毎号約 24 ページ、モンゴルの

ほか外国で出版された図書も含む 100 件程度の書誌

が掲載されている。 
 
資料の閲覧 

УТНС は閉架式で、閲覧は館内においてのみであ

る。閲覧室は、定期刊行物（新聞・雑誌）閲覧室、

一般閲覧室、研究閲覧室に分かれている。研究閲覧

室を利用するには研究者カードが必要である。研究

者カードは、大学院生以上であれば申し込んで作成

してもらうことができる。どの部屋においても基本

的にカードまたはコンピューターによってカタログ

を検索して申し込み、資料を出納してもらう。マニ

ュスクリプトなどの貴重書以外の資料は、有料でコ

ピーすることもできる。 

閲覧室のほかに貴重書の展示室があり、主にチベ

ット大蔵経『ガンジョール』（仏語部）『ダンジョ

ール』（教理部）をはじめとする貴重な仏典や元朝

秘史などが展示されている。 

また館内には有料でインターネットが利用できる

部屋もあるが、これは図書館ではなく外部の団体が

運営しているインターネットカフェのようなもので

ある。 

(書庫。床に置かれたたらいには、書庫内の湿度

を上げるために水がはられている) 

終わりに 

私が УТНС を訪問したときはちょうど夏休みで、閲

覧者はそれほど多くなく、天井の高い開放的なつくり

とあいまってのんびりした雰囲気であった。社会主義

時代の建築ではあるが、事務室や書庫はやはり日本の

図書館とよく似ていて懐かしく感じた。 

当館は、1996 年に資料保存の調査のため職員を派

遣し、同年当館が開催した第 7 回資料保存シンポジ

ウムには УТНС の担当者が参加、報告*6 を行った。

また 1994 年には国際交流基金を通して日本語資料

の整理に関する研修生を УТНС から受け入れるなど

の交流があった。しかしその後継続的な交流は行わ

れていない。 

最後に、丁寧に応対してくださった館長をはじめ

とする УТНС の皆さんに謝辞を述べたい。 

 

*1 “Book Palace for Children (News from the 
National Library of Mongolia)” CDNLAO 
newsletter(49):2004.3(http://www.ndl.go.jp/

en/publication/cdnlao/049/494.html  

last access:2004.8.20) 

*2 各部局名のモンゴル語表記は以下のとおり。 

Фондын хэлтэс 

Мэдээлэл, олон нийттэй ха 

рилцах хэлтэс 

Номбүрдүүлэх, боловсруулах, 

солилдох хэлтэс 

Хүүхдийн номын ордон 

*3 http://www.mnlibrary.org/ (last access: 

2004.8.20) 

*4 “State Central Library of the Mongolian 

People’s Republic” (State Central Library of 
the Mongolian People’s Republic, 1991) 

*5 “80 Years of Excellence of the State 

Central Library of Mongolia(News from the 

National Library of Mongolia)” CDNLAO 

newsletter(44):2002.7(http://www.ndl.go.jp/

en/publication/cdnlao/044/441.html  

last access:2004.8.20) 

*6 カンジャブ・ガンスフ「モンゴルの経典とその保

存」（『保存環境を整える: 厳しい気候、各種災

害から資料をいかに守るか : 資料保存アジア・

オセアニア地域国際シンポジウム』）国立国会図

書館編、日本図書館協会 1997. pp. 69-73） 

参考文献 

中村真咲「モンゴル国の図書館について」『News 

letter』[近現代東北アジア地域史研究会編], 

(15):2003.12 

西宮能敬「70 周年を迎えたモンゴル国立中央図書

館」『びぶろす』43(6):1992.6 

ナイダン・ツァガーチ「モンゴルの書籍と図書館」

『国立国会図書館月報』(420):[1996.3] 

小沢重男「モンゴル国立図書館」（『世界の図書

館』徳永康元編 丸善 1981.10 pp.283-289） 

Ｄ．マイダル著『草原の国モンゴル』新潮社 

1988.7  
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新着参考図書目録（2004.5～2004.7） 

2004 年 5 月から 2004 年 7 月までの間に、アジア情報室に新しく開架した参考図書の目録であ
る。言語ごとに『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)、請求記号順の排列とした。 

記入は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号の順に記載し、必要と思われる資料には解
題を付した。ハングルのみのタイトルの資料には邦訳を補記した。 

請求記号を併記している場合は（ ）内が、関西館請求記号である。 

中国 
 

中国語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

中国历代国家管理辞典 / 王俊良撰. -- 长春 : 吉

林人民出版社 , 2002.6. -- 2,1,1,190,1839p ; 

27cm 

ISBN: 7206039839 AC8-141-C139 

古代から清代までの法律､行政などの用語約

21,000 語を収録。｢国家机构｣｢行政区划｣｢职官制度｣

など 14 の分類に分け、同一分類内を拼音順に排列。

巻末に頭字の筆画索引を付す。 

＜経済･産業＞ 

中国产业地图 = China industrial map . 2003 / 

全球并购研究中心编. -- 北京 : 人民邮电出版社, 

2003.10. -- 13,265p ; 29cm 

ISBN: 7115111294 DC157-C146 

｢金融业｣｢交通运输业｣など 9 章からなり、43 の産

業について概況、主要企業などを解説。 

华侨华人研究中文书目 / 徐斌编. -- [厦门] : 厦

门大学出版社, 2003.9. -- 3,515p ; 25cm 

ISBN: 7561521375 DC851-C70 

近代以降、国内外で出版された中国語図書 4,320

タイトルを収録。｢华侨华人概况｣｢华侨华人政治｣

｢华侨华人经济｣など 6 に大別し、その中をさらに細

分類して排列。 

＜社会・労働＞ 

臺灣族群研究目録 : 1945-1999 / 黄士旂編. -- 臺

北 : 捷幼出版社 , 2000.3 -- 4, 298p ; 21cm -- 

（中國-臺灣研究書目 ; 4） 

ISBN: 9578523505 E1-C14 

1945 年から 1999 年までに発表された台湾のエス

ニック･グループに関する著作 4,350 件を収録。｢圖

書專著｣｢期刊論文｣｢報紙論文｣の 3 に大別、それぞ

れ｢族群總論｣｢客家族群｣｢外省族群｣など 6 に分類し、

そのなかを発表年代順に排列。巻末に筆画順の作者

索引を付す。 

中国的世界遗产 = World heritage of China / 

中华人民共和国建设部, 中国联合国教科文组织全国

委员会, 中华人民共和国国家文物局联合编写 ; 曹

南燕主编 -- 第 2 版 -- 北京 : 中国建筑工业出版

社 , 2003.7 -- 17, 571p ; 30cm  

付属資料: CD-ROM1 枚 ISBN: 7900046402 

ISBN: 711205690X EG321-C3 

＜歴史・地理＞ 

中华民国史大辞典 = A dictionary about Republic 

of China's history / 张宪文, 方庆秋, 黄美真主

编. -- 南京 : 江苏古籍出版社, 2001.8. -- 2, 175, 

2090p ; 27cm  

ISBN: 7806434569   GE8-C78 

民国時期（1912～1949 年）の重要法令規章、文学

芸術、人物、事件など約 16,000 項目を収録。排列

は筆画順。巻末に「中华民国中央政府组织系统沿革

表」「民国省区沿革」など 5の付録を付す。 

明人室名別稱字號索引 / 楊廷福, 楊同甫編. -- 上

海 : 上海古籍出版社 , 2002.12. -- 2冊 ; 27cm 

ISBN: 7532532534 GE12-C84 

｢甲編｣｢乙編｣の 2 編からなり、約 23,000 名約

50,000 項目の室名、別称、字、号を収録。｢甲編｣は

室名、別称、字、号から姓名を、｢乙編｣は姓名から

本籍地、字、号、室名、典拠資料を検索できる。 

历代名人并称辞典 / 龙潜庵, 李小松, 黄昏编著. -

- 上海 : 上海辞书出版社 , 2001.12. -- 21, 329p ; 

21cm 

ISBN: 7532607410 GE12-C85 

古代から 1949 年までの「孔孟」「竹林七賢」

「二十四孝」など複数人物に対する呼称 1,708 を収

録。｢二人篇｣から｢十人以上篇｣まで 11 に分類、同

一人数のなかを筆画順排列。巻末に筆画索引を付す。 

中國古代名人生卒・歴史大事年譜 / (清)吴榮光

編 ; 陳垣校注. -- 北京 : 北京圖書館出版社 , 

2002.10. -- 1165, 95p ; 27cm  

ISBN: 7501319529 GE12-C86 

陳垣校注本『歷代名人年譜 1０卷附 1 卷』の影印。

巻末に筆画順および拼音順の人名索引を付す。 

20 世紀中华人物名字号辞典 / 周家珍编著. -- 北

京 : 法律出版社, 2000.6. -- 2, 7, 242, 1247p ; 

26cm  

ISBN: 7503628324  GE12-C90  

19,305 名について通用名のもとに生没年、業績、

主要著作、原名、別名などを収録。排列は拼音順。 

＜哲学・宗教＞ 

周易論著目録 / 董金裕編輯. -- 台北 : 洪葉文化

事業 , 2000.6. -- 504p ; 27cm. -- (十三經論著目

録 ; 1)  

ISBN: 9578424930  H1-C12 

先秦から 1992 年までの国内外学者による中国語

著作 9,008 タイトルについて書名、存佚、版本、収

録雑誌などのデータを収録。排列は分類順で、その

なかを時代順で排列。 
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詩經論著目録 / 朱守亮編輯. -- 台北 : 洪葉文化

事業, 2000.6. -- 501p ; 27cm. -- (十三經論著目

録 ; 2)  

ISBN: 9578424930   H1-C13 

先秦から 1993 年までの 8,810タイトルを収録。 

尚書禮記論著目録 / 許錟輝， 黃俊郎編輯. -- 台

北 : 洪葉文化事業, 2000.6. -- 171, 269p ; 27cm. 

-- (十三經論著目録 ; 3)  

ISBN: 9578424930   H1-C14 

「尚書論著目録」「禮記論著目録」の 2 部分から

なる。「尚書論著目録」は先秦から 1992 年までの

3,033 タイトル、「禮記論著目録」は 1993 年までの

4,440タイトルを収録。 

周禮儀禮三禮論著目録 / 劉兆祐編輯. -- 台北 : 

洪葉文化事業, 2000.6. -- 121, 105, 133p ; 27cm. 

--  (十三經論著目録 ; 4)  

ISBN: 9578424930 H1-C15 

「周禮論著目録」「儀禮論著目録」「三禮論著目

録」の３部分からなる。「周禮論著目録」は先秦か

ら 1993 年までの 2,322 タイトル、「儀禮論著目

録」は 1993 年までの 1,903 タイトル、「三禮論著

目録」は 1993 年までの 2,725タイトルを収録。 

左傳春秋公羊傳春秋穀梁傳春秋總義論著目録 / 簡

宗梧, 周何編輯. -- 台北 : 洪葉文化事業, 2000.6. 

-- 161, 71, 55, 223p ; 27cm. -- (十三經論著目

録 ; 5)  

ISBN: 9578424930   H1-C16 

「左傳論著目録」「春秋公羊傳論著目録」「春秋

穀梁傳論著目録」「春秋總義論著目録」の 4 部分か

らなる。「左傳論著目録」は先秦から 1993 年まで

の 2,353 タイトル、「春秋公羊傳論著目録」は 1994

年までの 908 タイトル、「春秋穀梁傳論著目録」は

1994 年までの 650 タイトル、「春秋總義論著目録」

は 1994 年までの 4,141 タイトルを収録。 

論語論著目錄 / 傅武光編輯. -- 台北 : 洪葉文化

事業, 2000.6. -- 424p ; 27cm. -- (十三經論著目

録 ; 6)  

ISBN: 9578424930  H1-C17 

先秦から 1993 年までの 7,066タイトルを収録。 

孟子四書總義孝經論著目録 / 傅武光編輯. -- 台

北 : 洪葉文化事業, 2000.4. -- 208, 134, 72p ; 

27cm. -- (十三經論著目録 ; 7)  

ISBN: 9578424930  H1-C18 

「孟子論著目録」「四書總義論著目録」「孝經論

著目録」の 3 部分からなる。「孟子論著目録」は先

秦から 1992 年までの 2,964 タイトル、「四書總義

論著目録」は 1993 年までの 3,125 タイトル、「孝

經論著目録」は 1993 年までの 1,357 タイトルを収

録。 

爾雅群經總義論著目録 / 汪中文 [ほか] 編輯. -- 

台北 : 洪葉文化事業, 2000.6. -- 72, 291p ; 

27cm. -- (十三經論著目録 ; 8)  

ISBN: 9578424930   H1-C19 

「爾雅論著目録」「群經總義論著目録」の 2 部分か

らなる。「爾雅論著目録」は先秦から 1994 年まで

の 1,250 タイトル、「群經總義論著目録」は 1992

年までの 4,473 タイトルを収録。 

哲學大辞典 / 冯契主编. -- 修订本. -- 上海 : 上

海辞书出版社, 2001.6. -- 2 冊 ; 30cm  

ISBN: 7532607550   H2-C11 

初版は 1992 年刊。国内外古今の哲学用語、人物

など 14,210 項目を収録。排列は拼音順。付録とし

て「中国哲学大事年表」「外国哲学大事年表」を付

す。巻末に筆画索引、分類索引、欧文索引を付す。 

佛教大辞典 / 任继愈主编. -- 南京 : 江苏古籍出

版社, 2002.12. -- 95, 11, 12, 1478p, 図版 36

枚 ; 27cm  

ISBN: 7806434461  HM2-C9 

11,899 項目を収録。排列は筆画順。巻末に分類索

引を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中國古代璽印大典 / 吴鴻清主編. -- 北京 : 中央

廣播電視大學出版社, 2002.11. -- 2, 847p ; 29cm  

ISBN: 7304023260   KB361-C29 

「先秦古璽巻」「秦漢魏晋南北朝印章巻」「封泥

及陶印巻」「隋唐宋元印章巻」「明代篆刻流派巻」

「清代篆刻流派巻」の 6 巻からなる。元代までの官

印、私印および明清の篆刻作品 10,683 点について

釈文、所有者、作者などを収録。排列は各巻のなか

で官印を時代順、私印を筆画順または所有者の生年

順。明清時代巻は作者の生卒年順に排列。巻末に拼

音順の「明清篆刻家姓名索引」を付す。 

形音義規範字典 / 李行健主編. -- 臺北 : 五南圖

書, 2003.7. -- 7, 1136p ; 24cm 

ISBN: 9571133175  KK12-C209 

『現代漢語規範字典』の台湾版改訂。台湾教育部

制定「國語標準字體」準拠の約 10,000 字を収録。

排列は注音順で、巻末に部首索引を付す。 

古今汉语词典 / 商务印书馆辞书研究中心编. -- 北

京 : 商务印书馆 , 2000.1. -- 46, 2042p ; 21cm 

ISBN: 7100028221 KK12-C210 

親字 11,400 余字、見出し語 33,000 語を収録。排

列は親字の拼音順で、部首索引を付す。 

漢語大詞典詞目音序索引 / 漢語大詞典编纂處編 ; 

梅維恒主編. -- 上海 : 世纪出版集团 , 汉语大词典

出版社 , 2003.10. -- 9, 1505p ; 27cm 

ISBN: 7543209470 KK12-C211 

「漢語大詞典」全 12 巻収録の見出し語 347,426

語の拼音順索引。漢字表記および該当巻､頁を掲載。 

汉语成语多用词典 / 林颉凯主编. -- 增订本-- 成

都 : 四川人民出版社 , 2003.1. --  4, 22, 990p ; 

20cm 

ISBN: 7220029993 KK12-C212 

現在よく使われている成語約 8,000 語について意

味、用例、同義語、反義語、誤用例などを収録。排

列は拼音順。巻末に筆画索引を付す。 

中国秘密语大辞典 / 陈崎主编. -- 上海 : 汉语大

词典出版社 , 2002.12. --  43, 1630p ; 20cm 

ISBN: 7543207753 KK37-C13 

文字記載または口頭流伝の隠語約 31,000 語につ

いて、流伝時期、地域、通用範囲、語釈、語源、出

典などを収録。排列は筆画順。巻末に附録として

「秘密语稀见文献资料汇钞」「秘密语研究论著要

目」を付す。 



アジア情報室通報 第 2 巻第 3 号（2004. 9） 

9 

清人别集总目 / 李灵年, 杨忠主编 ; 王欲祥[ほか]

著. -- 合肥 : 安徽教育出版社 , 2000.7. -- 3

冊 ; 27cm 

ISBN(set): 7533620836 KK61-C54 

1949 年以降出版された蔵書目録をもとに、約

20,000 名 約 40,000 タイトルの個人別詩文集につい

て作者、書名、版本および記載書目または所蔵機関、

作者略伝およびその典拠資料を収録。排列は作者名

の筆画順。巻末に筆画順の「别集书名索引」「别集

序跋题咏辑抄校注编选刊行者名号索引」を付す。 

藏蒙汉对照大辞典 / 特木尓其都尓, 钢卓力克, 孟

根其木格主編. -- 沈阳 : 辽宁民族出版社 , 

2001.12. -- 12, 3, 1788p ; 27cm 

ISBN: 780644453X KL52-C2 

チベット語約 60,000 語を収録。モンゴル語およ

び中国語の訳語を対照。排列はチベット文字字母順。 

＜科学技術＞ 

中国历代科技人物生卒年表 / 李迪, 查永平编. -- 

北京 : 科学出版社 , 2002.8. -- xvi, 159p ; 

26cm 

ISBN: 7030104781 M12-C5 

春秋時代から民国末年までの科学技術関係の人物

1,522 名について姓名、字号、本籍地、生没年月､分

野および業績を収録。排列は生年順。巻頭に拼音順

の人名索引、巻末に付録として「明清西方来华科技

人物生卒年表」を付す。 

中华人民共和国强制性国家标准目录. 2003 / 国家

质量技术监督局编. -- 北京 : 中国标准出版社 , 

2003.4. -- 6,451p; 29cm 

ISBN: 7506630869 M361-C7 

国家标准代替废止目录. 2003 / 国家标准化管理委

员会编. -- 北京 : 中国标准出版社 , 2003.6. -- 5, 

421p ; 30cm 

ISBN: 7506631091 M361-C9 

中国地质图集 / 《中国地质图集》编委会 [编] ; 

马丽芳主编. -- 北京 : 地质出版社 , 2002.11.  -- 

348, VIIp ; 39cm 

ISBN: 7116021922 ME628-C70 

臺灣植物圖鑑 = The illustrated flora of Taiwan 

/ 鄭武燦編著 ; 國立編譯館主編. -- 臺北 : 茂昌

圖書 , 2000.2. -- 2 冊 ; 27cm  

ISBN:(上冊)9578981619,(下冊)9578981627 RA5-C7 

3,673 種について中国語名、学名、別称、英語名、

日本語名、解説を収録。排列は分類順。付録として

「學名異動及新増中名表」「植物的鑑別特徴（植物

慣用語釋義）」を付す。巻末に筆画順の中国語名索

引、アルファベット順の英語名索引、五十音順の日

本語名索引、アルファベット順の学名索引を付す。 

草药彩色图集 / 汪毅[ほか]编写. -- 贵阳 : 贵州

科技出版社 , 2001. -- 6,13,873p ; 21cm 

ISBN: 7806621377 SD2-C17 

民間薬約 800 種類について薬名、民間名、学名、

主要化学成分、用法、用量などを収録。排列は分類

順。巻末に筆画順索引、学名索引を付す。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

情报语言学词典 / 张琪玉编著. -- 北京 : 北京圖

書館出版社 , 2000.7. -- 121, 386p ; 21cm 

ISBN: 7501310963 UL2-C22 

約 2,300 語を収録。排列は拼音順。巻末に付録と

して「中国情报检索语言种简目」「外国情报检索语

言种简目」「中国情报语言学文献简目」を付す。 

中国索引综录 / 中国索引学会, 上海师范大学图书

馆合编 ; 卢正言主编. -- 上海 : 上海辞书出版社 , 

2000.7. -- 22, 398p ; 19cm 

ISBN: 7532606724 UP41-C73 

1900 年から 1998 年に台湾、香港、澳門を含む中

国および日本、アメリカなどで発表または出版され

た索引 3,192 タイトルを収録。「中国图书馆图书部

分类法」により 15 に大別、それぞれそのなかを総

合、個別に分け、同一主題はさらに発表年代順に排

列。巻末に拼音順の書名索引、責任者索引を付す。 
 
日本語の部 
 

＜政治・法律・行政＞ 

中国契約法の実務 : 逐条解説 / 塚本宏明監修. -- 

東京 : 中央経済社, 2004.1. -- 581p ; 22cm  

ISBN: 4502915505  AC9-531-H2 

 

中国税務六法. 2004 年版 / 中央青山監査法人編著. 

-- 東京 : 日本国際貿易促進協会, 2003.12. -- 

33,665p ; 22cm  

ISBN: 4930867347  CC9-481-H1 

 

中国知的財産権法令集 : 日中対訳. 2003 年度版 / 

谷口由記翻訳・監修・解説 ; 関口美幸訳. -- 大

阪 : アイ・ピー・エム, 2003.11. -- 607p ; 21cm  

ISBN: 4901154125  CC9-561-H1 

＜経済・産業＞ 

中国進出企業経営戦略ガイドブック : 中国子会社

経営の現地化・日本企業の国際化に必携 / 筧武雄

[ほか]著 ; パワートレーディング編. -- 東京 : 

明 日 香 出 版 社 , 2004.2. -- 499p ; 21cm. -- 

(Asuka business & language books)  

ISBN: 4756907342   DE151-H75 

中国の投資・会計・税務 Q&A / トーマツ編. -- 第

2 版. -- 東京 : 中央経済社, 2004.5. -- 596p ; 

22cm 

ISBN: 4502373303 DE151-H84 

＜歴史・地理＞ 

中国近現代政治史年表 : 1800～2003 年 / 家近亮子

編. -- 増補版. -- 京都 : 晃洋書房, 2004.6. -- 

192p ; 21cm 

ISBN: 4771015686 GE9-H4 

台湾史研究入門 / 林玉茹,李毓中著 ; 森田明監訳. 

-- 東京 : 汲古書院, 2004.1. -- 328p ; 22cm  

ISBN: 4762926957 GE461-H38 



アジア情報室通報 第 2 巻第 3 号（2004. 9） 

10 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国古典文学案内 / 東京 : 日外アソシエーツ, 

2004.3 ; 東京 : 紀伊國屋書店 (発売). -- 386p ; 

22cm  

ISBN: 4816918299 KK61-H1 

チベット語辞典 : 蔵日・日蔵 / ケルサン・タウワ

編著 ； 加世田光子共編. -- 東京 : カワチェン, 

2003.11. -- 218,222p ; 19cm 

ISBN: 4902464004 KL52-H2 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

東京都立中央図書館中国語図書目録. 補遺版 / 東

京都立中央図書館編. -- 東京 : 東京都立中央図書 

館, 2004.1. -- 1 冊 ; 30cm UP111-H59 
 

欧文の部 
 

＜政治・法律・行政＞ 

From opposition to power : Taiwan's Democratic 

Progressive Party / Shelley Rigger. -- Boulder, 

Colo. / London : Lynne Rienner Publishers, 

2001. -- vii, 232 p. : ill. ; 24 cm 

ISBN: 1555879691 ((hc : alk. paper))  

A56-C8-A24(A56-C8-P2)  

＜経済・産業＞ 

Harbin Russian imprints : bibliography as 

history, 1898-1961 : materials for a 

definitive bibliography / Olga Bakich. -- New 

York : Norman Ross, c2002. -- xx, 584 p. ; 28 

cm  

ISBN: 883543869 D1-B1(D1-P5) 

＜哲学・宗教＞ 

I Ching : an annotated bibliography / Edward 

Hacker, Steve Moore, and Lorraine Patsco.-- 

New York : Routledge, 2002. -- xvii, 336 p. : 

ill. ; 26 cm  

ISBN: 415939690 H1-A37(H1-P5) 

 

Western philosophy in China, 1993-1997 : a 

bibliography / Werner Meissner. Euro-Sinica ; 

Bd. 11. -- Bern / New York : P. Lang, c2001. -- 

ix, 689 p. ; 22 cm  

ISBN: 3906767914 / 0820456357 ((U.S.))  

H1-B1(H1-P1) 

＜芸術・言語・文学＞ 

An Encyclopaedia of translation : Chinese-

English, English-Chinese / edited by Chan Sin-

wai, David E. Pollard. -- 1st pbk. ed. -- Hong 

Kong : Chinese University Press, 2001. -- 

xxvii, 1150 p. ; 23 cm  

ISBN: 9622019978 KK13-A8(KK13-P1) 

 
Paiwan-Worterbuch : Paiwan Deutsch, Deutsch 

Paiwan / Hans Egli. -- Wiesbaden : 

Harrassowitz, 2002. -- 618 p. ; 25 cm  

ISBN: 3447045094 KL122-B1(KL122-P3) 

コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

북한법 = North Korean law  / 崔鐘庫 著. -- 

증보신 2 판. -- 서울 : 博英社, 2001.6. -- xi, 

726p ; 25cm 

인명색인: p721-722  사항색인: p723-726 

ISBN: 8910508736 

（北韓法） AK3-121-K8 

地方行政區域要覽. -- 서울 : 行政自治部, 2003.4. 

-- 1416p ; 26cm 

折り込 2枚 AK4-391-K13 

 

감사원결정례집 / 감사원 사무처 편. -- 서울 : 

감사원. -- ; 21cm 

2002～  

（監査院決定例集） Z41-AK328 

＜経済・産業＞ 

新 경제용어사전. 2004 년판 / 이청무 엮음. --  

개정 6 판. -- 서울 : 더난출판, 2003.11. -- 1010p ; 

20cm  

（新経済用語辞典） D2-K12 

過去 10 年間に発行された国内外の新聞・雑誌等

から、使用頻度が高く、重要と思われる語を収録。

実生活でよく使われる用語および韓国経済独自の用

語は特に詳説。見出し語はハングル表記の後に英語

を併記し、ハングル字母順に排列。英文用語はアル

ファベット順。巻末に英文略語表および英文索引を

付す。初版は 1997 年刊。 

 

경제신어사전. 2004 년판 / 매경출판 출판부 엮음. 

-- 서울 : 매경출판, 2003.11. -- 1083p ; 19cm  

標題紙の出版者表示: 매일경제신문사 

ISBN: 8974422786  

（経済新語辞典） D2-K13 

 

한국직업사전 = Korean dictionary of occupations. 

2003. -- 서울 : 한국산업인력공단 중앙고용정보 

원, 2003.6. -- 1685p ; 31cm 

색인: p1662-1685 

ISBN: 8971608544 

（韓国職業辞典） D8-K2 

 
北 韓 經 濟 總 覽 . 2002, 2002(부록). -- 서울 : 

국제정보연구원, 2002.2. -- 2 冊 ; 27cm DC148-K8 

 

서울統計資料集. 日帝強占期篇, 大韓帝國時期篇, 

美軍政期篇  / 서울特別市史編纂委員會 編著. -- 
서울 : 서울特別市, 1993.11-. -- 冊 ; 27cm 

（ソウル統計資料集） DT191-K2-K2 

ソウルの土地･気候、人口、財政、産業経済、公

共施設物、職制、保健衛生、教育、交通、逓信、治

安に関する統計を図表として再編修。大韓帝國時期

篇は 1906～1910 年、日帝強占期篇は 1910 年頃～

1934 年、美軍政期篇 1945 年 9 月～1948 年 8 月を収

録。 
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도표로 보는 통계 = A statistical chart. -- 대전 : 

통계청. -- ; 19cm 

2002～ 

（図表で見る統計） Z41-AK329 

 

문화산업통계 -- [서울] : 문화관광부. -- ; 26cm 

ISSN: 15994686(2001-) 

2000～ 

（文化産業統計） Z41-AK331 

＜教育＞ 

한국스포츠총람. [本編], 화보집 / 한국스포츠정보 

편집. -- 서울 : 스포츠서울 21, 2001.8.  -- 2 冊 ; 

31cm 

ISBN(set): 8995102136  

（韓国スポーツ総覧） FS2-K2 

韓国体育 100 年史、プロスポーツ（サッカー・野

球・バスケットボール・ゴルフ・シルム（韓国相

撲）・ボクシング）の種目別協会・連盟・チーム等

の紹介、海外進出選手の分析、スポーツ関連団体の

紹介などからなる。画報集を別冊刊行。 

＜歴史・地理＞ 

韓中關係論著目録 : 1900~1999 / 金渭顯 編. -- 

서울 : 藝文春秋館, 2002.6. -- 415p ; 23cm 

ISBN: 8985090062 GE1-K2 

 

百濟史研究論著總攬 / 呂弘基, 白種伍, 金炳熙 

編著. -- 서울 : 서경문화사, 2003.4. -- xlv, 

466p ; 27cm  

저자별색인: p361-372  연도별색인: p373-421 

ISBN: 8986931559 GE3-K28 

 

해외소재 한국사자료 수집목록집. 1-5 / 국사편찬위원회 

[편]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2001.12. -- 

5 冊 ; 27cm  

1 : 총목・일본편 1  2～5: 미국편 1～4  

ISBN: 1:8982361685. 2:8982361693. 3:8982361707.  

4:8982361715. 5:8982361987.  (set):8982361677  

（海外所在韓国史資料蒐集目録集） GE3-K29 

 

朝鮮後期史論著目録 : 2000 年度 企劃 / 高麗史學

會 編. -- 서울 : 景仁文化社, 2001.9. -- 2 冊 ; 

27cm 

各巻末に索引あり 

ISBN: 문화:8949901293. 총류・정치・경제・사회: 

8949901285. (set):8949901277 GE3-K30 

 

韓國古代金石文綜合索引 / 權悳永 編著. -- 서울 : 

學研文化社, 2002.6. -- 635p ; 25cm 

ISBN: 8955080212 GE73-K181 

 

政府記録保存所日帝文書解題. 警務篇, 外事篇, 理

財・司計・商工・輕金属・燃料・勞務篇/ 行政自治部 

政府記録保存所 편집. -- 대전 : 行政自治部政府記録 

保存所, 2000.12-. -- 冊 ; 27cm  GE129-K66 

日本が朝鮮半島の植民地統治のために作成した文書

類のうち、現在、政府記録保存所で所蔵する資料を

警務・外事・理材などの部門ごとに収録。詳細な解

説のほか、文書の表紙写真、作成年、作成機関、文

書番号、マイクロフィルム番号、管理番号、頁数を

載せる。 

＜哲学・宗教＞ 

易思想辭典 / 金勝東 編著. -- 부산 : 釜山大學校出版部, 

 1998.11. -- 1504p ; 26cm 

表紙標題:역사상사전 

ISBN: 8973160850 HR511-K3 

＜芸術・言語・文学＞ 

한국영화 100 년 = Korean film / 호현찬 지음. --  

서울 : 문학사상사, 2000.7. -- 361p ; 23cm 

參考文獻: p[362] 

ISBN: 8970123512 
（韓国映画 100 年） KD671-K3 

 

신어. 2001 년, 2002 년 -- 서울 : 국립국어연구원,  

2001.12-. -- 冊 ; 26cm. -- (국립국어연구원) 

(新語)  KJ42-K80 

 

문학 용어 사전 / 신희천, 조성준 편저. -- 서울 : 

청어, 2001.9. -- 1762p ; 26cm 

背表紙標題: Text ＆ test literature dictionary 

ISBN: 8989232120 

(文学用語辞典) KJ42-K81 

 

토박이말 쓰임사전. 상, 하 / 이근술, 최기호 엮음.  

-- 서울 : 동광출판사, 2001.9. -- 2冊 ; 27cm 

ISBN: 상: 8974760851  하: 8974760843  (set): 

8974760835  

（生粋語使い方辞典） KJ42-K82 

 

북한어휘사전 / 연합뉴스[編]. -- 서울 : 연합뉴스, 

2002.3. -- 790p ; 23cm 

ISBN: 8974330563 

（北韓語彙辞典） KJ42-K84 

 

韓國學註釋事典 / 黃忠基 編著. -- 서울 : 국학자료원, 

2001.3. -- 587p ; 23cm  

ISBN: 8982065954 KJ42-K85 

漢文を読むにあたり､難しいと思われる漢字語に

ついて註釈を加えたもの｡標題語はハングル字母順

で排列され､地名や人名､使用頻度の低いと思われる

語彙､新たに特殊な解釈が加えられた語等を選択｡ 

 

띄어쓰기사전 / 이성구 편저. -- 개정판. -- 서울 : 

국어닷컴, 2001.1. -- 672p ; 22cm 

ISBN: 899514291X 

（分かち書き辞典） KJ42-K87 

 

敎學漢韓辭典 / 大漢韓辭典編纂室 編. -- 서울 : 

敎學社, 2001.10. -- 6, 76, 2604p ; 25cm 

ISBN: 8909070404 KJ42-K90 



アジア情報室通報 第 2 巻第 3 号（2004. 9） 

12 

로마자 표기 용례 사전 : 국어의 로마자 표기법

(2000.7.7.고시)에 따른 = Romanization reference 

for Korean place names and cultural terms. -- 서

울 : 국립국어연구원 : 문화관광부, 2000.7. -- ⅹ, 

417p ; 23cm 

（ローマ字表記用例辞典 : 国語のローマ字表記法

(2000.7.7.告示)による） KJ43-K115 

2000 年 7 月 7 日に改訂された表記法にもとづき、

行政区域、自然地名、交通関連地名、名所、文化財、

一般用語、歴史地名のローマ字表記の実例約 8,000

項目余りを掲載。旧法にもとづいた表記も併記する。

付録として「国語のローマ字表記法」の全文などを

載せるほか、巻末にハングル索引、ローマ字索引を

収録。 

이두자료 읽기 사전 / 장세경 지음. -- 서울 : 

한양대학교출판부, 2001.6. -- 490p ; 23cm. -- 

(한양대학교한국학연구소 한국학특수사전 ; 1) 

ISBN: 8972181625 

（吏読資料読み方辞典） KJ44-K1 

漢詩語辭典 / 田鸛洙 編著. -- 서울 : 国學資料院, 

2002.7. -- 1086p ; 27cm 

ISBN: 8982068066 KJ58-K34 

＜科学技術＞ 

KS 총람. 2001 년 / 한국표준협회[編]. -- 서울 : 

한국표준협회, 2001.5. -- 804p ; 30cm  

ISBN: 8945831177 

(KS 総覧) M361-K3 

KS（韓国産業規格）の総目録｡「A 基本」から「X

情報産業」まで 16 の部門別に規格番号･名称･定価･

英文版の有無等を記述｡規格名別索引や ICS 分類に

よる KS 目録､標準化関連団体･機関一覧等を付す｡ 

 

한 국 기 후 표  : 1971-2000 = Climatological 

normals of Korea / 기후국 기후예측과 편집. --

서울 : 기상청, 2001. 8. -- xvi, 632 p ; 26cm 

(韓国気候表) ME231-K６ 

1971 年から 2000 年までの 30 年間の韓国の気候平

年値を収録。気象庁傘下の 33 ヶ所の気象台と 35 ヶ

所の観測所における平年値を、日別・旬別（10 日

毎）・月別・季節別・年別に分けて掲載。季節値を

含む。 

 

機械 用語 大辭典 / 機械用語編纂委員會 編纂. -- 서울 : 

建設硏究社, 2002.12. -- 1544p ; 23cm 

참고문헌: p6 

ISBN: 8973070797 NB2-K1 

 

한국의 화훼원예식물 = Hortus of Korea / 윤평섭 지음. -

- 서울 : 교학사, 2001.3. -- 454p ; 20cm. --  (한국의 

자연 시리즈 ; 16) 

参考文献: p453-454 학명 찾아보기: p428-440  

한국명 찾아보기 : p441-452 

ISBN: 8909066334 

（韓国の花卉園芸植物） RA5-K8 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

한국의 박물관. 1-4 / 한국박물관연구회 엮음. -- 

서울 : 문예마당, 1999.5-2001.6. --  4 冊 ; 23cm 

1:갈촌탈박물관･하회동탈박물관･공주민속극박물관 

2:양구선사박물관･경보화석박물관 

3:목아불교박물관･통도사 

4:한국은행화폐전시실･한국조폐공사화폐박물관･서

울중앙우체국 우정박물관 

各巻末に索引あり 

ISBN: 1: 8982990739 2: 8982990755 3: 8982990968 

4: 8982991069 （set）: 8982990720 

（韓国の博物館） UA31-K4 

 

한국의 특수박물관 = Specialized museums in 

Korea / 이요섭 글씀. -- 제 2 판. -- 서울 : 세시, 

1999.6. -- 441p ; 24cm 

찾아보기: p438-441 

ISBN: 898598263X 

（韓国の特殊博物館） UA31-K5 

ある特定の主題(出版･キムチ･仏教等)に関する博

物館について､その展示内容や所蔵品を紹介し、観

覧時間や連絡先､交通案内等を地域別に掲載｡巻末に

博物館名の索引を付す。 

 

韓國印刷出版百年 / 趙誠出 著. -- 서울 : 寶晉齋, 

1997.10. -- 518p ; 27cm 

찾아보기: p567-578 

ISBN: 8971970847 UE21-K9 

 

國會圖書館五十年史 : 1952～2002. -- 서울 : 국회도서관, 

2002.4. -- xiii, 675p, 図版 15枚 ; 31cm UL215-K2 

 

책･冊과 歷史 / 呂丞九 編著. -- 서울 : 한국출판무역주식회사, 

2003.3. -- 287p ; 23cm 

（本･本と歴史） UM11-K9 
 
日本語の部 
 
＜経済・産業＞ 

韓国健康食品産業総覧.2003/2004 / DACO IRI 編. -

- 東京 : ビスタピー・エス, 2004.2. -- 187p ; 

26cm. -- (「韓国の産業と市場」別冊) 

ISBN: 4939153215    DL698-H18 

＜教育＞ 

韓国スポーツ産業総覧.2003/2004 / DACO IRI 編. -

- 東京 : ビスタピー・エス, 2004.3. -- 224p ; 

26cm. -- (「韓国の産業と市場」別冊) 

ISBN: 4939153223 FS25-H8 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

朝鮮総督府図書館新書部分類目録.上(第 1 門から第

4 門) / 加藤聖文,宮本正明編. -- 東京 : ゆまに書

房, 2003.8. -- 862p ; 27cm. -- (書誌書目シリー

ズ ; 62. 旧植民地図書館蔵書目録 ; 第 6 巻) 

朝鮮総督府図書館昭和 12 年刊の複製 

ISBN(set): 4843310050 UP115-H4 
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朝鮮総督府図書館新書部分類目録.中(第 5 門から第

6 門) / 加藤聖文,宮本正明編. -- 東京 : ゆまに書

房, 2003.8. -- 828p ; 27cm. -- (書誌書目シリー

ズ ; 62. 旧植民地図書館蔵書目録 ; 第 7 巻) 

朝鮮総督府図書館昭和 12 年刊の複製 

ISBN(set): 4843310050 UP115-H5 

 

朝鮮総督府図書館新書部分類目録.下 (第 7 門から

第 10 門・朝鮮門) / 加藤聖文,宮本正明編. -- 東

京 : ゆまに書房, 2003.8. -- 790p ; 27cm. -- 

(書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民地図書館蔵書目

録 ; 第 8 巻) 

朝鮮総督府図書館昭和 13 年刊の複製 

ISBN(set): 4843310050  UP115-H6 

 

朝鮮総督府図書目録 : 大正 2 年 /加藤聖文,宮本正

明編. -- 東京 : ゆまに書房, 2003.8. -- 770p ; 

27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民地図書

館蔵書目録 ; 第 9 巻) 

朝鮮総督府大正 2年刊の複製 

ISBN(set): 4843310050  UP115-H7 

 

朝鮮総督府図書目録 : 昭和 8 年 /加藤聖文,宮本正

明編. -- 東京 : ゆまに書房, 2003.8. -- 605p ; 

27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民地図書

館蔵書目録 ; 第 10 巻) 

朝鮮総督府昭和 8年刊の複製 

ISBN(set): 4843310050 UP115-H8 

 

朝鮮総督府古図書目録. 朝鮮総督府古図書目録補遺 

/ 加藤聖文,宮本正明編. -- 東京 : ゆまに書房, 

2004.3. -- 409p ; 27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 

62. 旧植民地図書館蔵書目録 ; 第 11 巻) 

「朝鮮総督府古図書目録」(朝鮮総督府大正 10 年

刊),「朝鮮総督府古図書目録.補遺」(京城帝国大学

附属図書館昭和 9年刊)の複製 

ISBN(set): 4843310069 UP115-H9 

 

朝鮮総督府鉄道局鉄道図書館蔵書目録 / 加藤聖文,

宮本正明編. -- 東京 : ゆまに書房, 2004.3. -- 

777p ; 27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民

地図書館蔵書目録 ; 第 12 巻) 

朝鮮総督府鉄道局鉄道図書館昭和 4年刊の複製   

ISBN(set): 4843310069 UP115-H10 

 

釜山府立図書館分類目録 /加藤聖文,宮本正明編. -

- 東京 : ゆまに書房, 2004.3. -- 434p ; 27cm. -

- (書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民地図書館蔵書目

録 ; 第 13 巻) 

釜山府立図書館昭和 16 年刊の複製 

ISBN(set): 4843310069 UP115-H11 

李王家蔵書閣古図書目録. 朝鮮総督府及所属官署主

要刊行図書目録 : 解説・解題 /加藤聖文,宮本正明

編. -- 東京 : ゆまに書房, 2004.3. -- 428p ; 

27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 62. 旧植民地図書

館蔵書目録 ; 第 14 巻) 

「李王家蔵書閣古図書目録」(李王職昭和 10 年刊),

「朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録」(朝鮮

総督府昭和 13 年刊)の複製 

ISBN(set): 4843310069 UP171-H50 

大阪府立中央図書館所蔵塚本文庫目録 : 塚本勲氏

寄贈(朝鮮語関係等資料コレクション).1(図書編 著

者名の部) / 大阪府立中央図書館編. -- 東大阪 : 

大阪府立中央図書館, 2002.3. -- 1 冊 ; 22×31cm

 YQ21-H2 

 
大阪府立中央図書館所蔵塚本文庫目録 : 塚本勲氏

寄贈(朝鮮語関係等資料コレクション).2(図書編 書

名の部) / 大阪府立中央図書館編. -- 東大阪 : 大

阪府立中央図書館, 2002.3. -- 1 冊 ; 22×31cm

 YQ21-H3 

 

大阪府立中央図書館所蔵塚本文庫目録 : 塚本勲氏

寄贈(朝鮮語関係等資料コレクション).3(図書編 分

類の部) / 大阪府立中央図書館編. -- 東大阪 : 大

阪府立中央図書館, 2002.3. -- 1 冊 ; 22×31cm

 YQ21-H4 

 

大阪府立中央図書館所蔵塚本文庫目録 : 塚本勲氏

寄贈(朝鮮語関係等資料コレクション).4(逐次刊行

物編 書名の部) / 大阪府立中央図書館編. -- 東大

阪 : 大阪府立中央図書館, 2002.3. -- 1 冊 ; 22×

31cm YQ21-H5 

大阪府立中央図書館所蔵塚本文庫目録 : 塚本勲氏

寄贈(朝鮮語関係等資料コレクション).5(逐次刊行

物編 分類の部) / 大阪府立中央図書館編. -- 東大

阪 : 大阪府立中央図書館, 2002.3. -- 1 冊 ; 22×

31cm YQ21-H6 
 
欧文の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
The North Korean nuclear program : security, 

strategy, and new perspectives from Russia / 

James Clay Moltz and Alexandre Y. Mansourov, 

editors. -- New York : Routledge, 2000.  -- xi, 

276 p ; 23 cm 

Includes bibliographical references and index  

ISBN: 0415923697 AK3-311-A5(AK3-311-P1) 

＜歴史・地理＞ 

Korea between empires, 1895-1919 / Andre 

Schmid. -- New York : Columbia University 

Press, c2002. -- xi, 372 p ; 24 cm -- (Studies 

of the East Asian Institute) 

Includes bibliographical references (p. [337]-

357) and index. 

ISBN: 0231125380 GE127-A27(GE127-P2) 
 

諸地域 
 
アジア全般 

発展途上地域日本語文献目録. 2002 /  アジア経済

研究所図書館編.--千葉 : 日本貿易振興機構アジア

経済研究所, 2003.12. -- 523p ; 26cm 

ISBN: 4258170437 D1-H23 

Asian marketing data and statistics    -- 

London : Euromonitor International. -- ; 30cm 

2002～ Z61-H647 
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アジア・太平洋地域 45 カ国の市場情報と統計を

収録。「各国概要」「経済指標」「労働」「観光」

「教育」など 23 章から成る。 
 

東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 

ASEAN statistical yearbook -- Jakarta : ASEAN 

Secretariat. -- ; 23cm 

2000～ Z61-H668 

分野ごとにまとめた ASEAN 各国の統計。「人口統

計」「教育、保健と出生」「労働と雇用」「マクロ

経済」「商取引」「海外直接投資」「交通と通信」

「観光」「その他」の 9章から成る。 

＜フィリピン＞ 

Foreign companies in the Philippines -- London : 

 Commercial Intelligence Service, a Division 

of Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H655 

＜インドネシア＞ 

Foreign companies in Indonesia -- London : 

Commercial Intelligence Service, a Division of 

Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H653 

＜マレーシア＞ 

Foreign companies in Malaysia -- London : 

Commercial Intelligence Service, a Division of 

Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H656 

＜シンガポール＞ 

Foreign companies in Singapore -- London : 

Commercial Intelligence Service, a Division of 

Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H649 

＜タイ＞ 

Foreign companies in Thailand -- London : 

Commercial Intelligence Service, a Division of 

Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H652 

＜ベトナム＞ 

Xuat nhap khau hang hoa -- Ha Noi : Nha xuat 

ban thong ke. -- ; 29cm 

2000～ Y741-ZS-103 

税関申告に基づいて編纂された国際商取引統計。

「輸出入の合計」「商取引」「主な地域との貿易」

「主な貿易相手国との貿易」の 4章から成る。 
 

南アジア 
 
＜インド＞ 

India book of the year -- Gurgaon, Haryana : 

Encyclopaedia Britannica (India). -- ; 23cm 

2002～ Z62-A899 

前年のインドにおける主な出来事や活躍した著名

人などを収録する総合年鑑。「Dates（主な出来事

と解説論文）」「People（受賞者、人物紹介、物故

者）」「Events（主題ごとの特別レポート）」

「Data（インド各州と連邦直轄地および世界各国の

基礎データ）」の 4 部から成る。巻末に索引を付す。 

＜パキスタン＞ 

Social development in Pakistan    -- Karachi : 

Social Policy and Development Centre. -- ; 

27cm 

2001～ Z61-H659 

パキスタンの社会開発状況を示す指標、政策等を

写真、グラフ、表とともに紹介。巻末に参考書誌を

付す。 
 

西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 

Encyclopedia of Islam and the Muslim world / 

editor in chief, Richard C. Martin. -- New 

York ：  Macmillan Reference USA, c2004. -- 2 

v ; 29 cm. 

ISBN: 0028656032(set) ; 0028656040 (v. 1) ; 

0028656059 (v. 2) HR32-B5(HR32-P3) 
 
The Arab world competitiveness report -- New York, 

NY : Oxford University Press. 

-- ; 28cm 

2002/2003～ Z61-H653 

アラブ諸国の経済、社会に関するデータ、市場分

析の他、各国別の基本情報、貿易関連のデータなど

を掲載。 

＜トルコ＞ 

Foreign companies in Turkey -- London : 

Commercial Intelligence Service, a Division 

of Business Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H654 

＜イラン＞ 

東京大学東洋文化研究所所蔵伊藤義教文庫目録 / 

青木健,永ノ尾信悟編. -- 東京 : 東京大学東洋文化

研究所附属東洋学研究情報センター, 2004.1. -- 

120p ; 26cm -- （東洋学研究情報センター叢刊 ; 3）

 UP171-H41 

＜エジプト＞ 

Foreign companies in Egypt -- London : Commercial 

Intelligence Service, a Division of Business 

Monitor International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H657 

＜サウジアラビア＞ 

Foreign companies and their representatives in 

Saudi Arabia -- London : Commercial Intelligence 

Service, a Division of Business Monitor 

International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H650 

＜アラブ首長国連邦＞ 

Foreign companies and their representatives in 

the UAE -- London : Commercial Intelligence 

Service, a Division of Business Monitor 

International. -- ; 30cm 

7:2004～ Z61-H651 



アジア情報室通報 第 2 巻第 3 号（2004. 9） 

15 

アジアの図書館・情報学関係主要外国雑誌目次情報 

◇凡例◇ 

・ 各雑誌の目次より、主要記事を選んで収載した。 

・ 2004 年 5 月から 2004 年 7 月に受け入れた各雑誌の目次から選んだ。また排列は誌名の、
中国はピンイン順、コリアはハングル字母順、諸地域は ABC 順とし、同一誌を複数号掲載
する時は巻号順とした。 

 
<中国の部> 
 
大學圖書館(Z21-AC60) 
7 卷 2 期(2003.9)  

以書目計量分析探討臺灣地區 OPAC 文獻特性 / 賴麗香

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙134-163 
 
大學圖書館學報 (Z21-AC55)  
22 卷 2 期(2004.3)  

馆际互借系统发展趋势研究 / 卢振波,姚晓霞,曾丽

军 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24-28 

CALIS“重点学科网络资源导航库”“十五”建设思

考 / 张惠君, 周敬恩, 张西亚, 肖小勃 ∙∙∙∙∙ 34-37 

外刊今昔 / 李晓明 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 46-48 

网上三大中文期刊数据库引文功能之比较 / 黄春燕 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 49-52 

对完善《全国高校图书馆事实数据库》的建议 / 艾

雰 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 53-56,61 

网上图书情报专业论坛模式研究 / 张文彦 ∙∙ 75-78 
 
國家圖書館館刊(Z21-AC54) 
2003 年第 2 期(2003.10) 

臺灣地區生命科學研究者發表期刊論文之生產力研究 

/ 蔡明月,尤慧敏 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1-27 

抗戰時期香港方面暨馮平山圖書館參與國立中央圖書

館搶救我國東南淪陷區善本古籍初探 / 盧錦堂 ∙∙∙∙  

･･････････････････････････････････････ 125-146 
 
國家圖書館館訊(Z21-AC20) 
[民國]93 年 1 期(2004.2) 

全國數位學習與教學資源博覽會—行銷國家圖書館遠

距學園及數位典藏 / 鄭寶梅∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙14-16 

科技與人文的新圖書館建築—出席 2003 海峽兩岸圖

書館建築研討會 / 嚴鼎忠∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙17-20 

參加｢2003 知識管理與知識服務國際研討會｣紀要 /  

曾彩娥 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 21-23 

｢遠距學園｣92 年度數位學習課程綜覽 / 鄭寶梅 ･････

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙24-26 
 
国家图书馆学刊(Z21-AC49)  
2004 年 1 期(2004.1)  
网络信息资源的采集与保存-国家图书馆的 WICP 和

ODBN 项目介绍 / 陈力,郝守真,王志庚 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2-6 

中国社会科学院图书馆系统的联机联合编目建设 / 

胡广翔 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 56-59,64 
 

國立中央圖書館臺灣分館館刊(Z21-AC47) 

第 10 卷第 1 期(2004.3) 

技術學院圖書館組織架構探析：以中部地區為例 /  

陳麗莉 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 37-49 

 

臺灣地區大學圖書館採編外包作業影響因素探討 / 

江慧娟 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50-57 

1999-2001 年海峽兩岸圖書館學期刊論文主題及引文

分析之統計研究 / 吳冠儀 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙58-74 

國立中央圖書館臺灣分館歷任館長實錄(西元 1915～

2003) / 張圍東 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙75-87 
 

情报资料工作 (Z21-AC19) 
2004 年 1 期(2004.1) 

学位论文的发表权辨析 / 党跃臣, 草树人∙∙∙∙∙∙17-19 

河南省社会科学网站建设现状分析与发展对策 / 石玉华

等 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙26-28，13 

近年来我国数字图书馆数据库建设的版权问题研究综

述 / 江向东 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙37-39，40 

影响我国数字图书馆建设的几个问题 / 张玉霞 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-42 

近年来高校图书馆学术研究状况分析 / 蔡丽萍 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙47-48，42 

我国图书馆网上专家咨询实施方案研究 / 李明鑫, 

田丹 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙64-66，36 

台湾图书馆的网上参考咨询及其特色 / 林立 ∙∙71-73 

我国文献编目的历史进程和发展趋势 / 游丽 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙79-80，46 
 
2004 卷 2 期(2004.3) 

对党校系统互联网站建设和发展的战略思考 / 柳丹枫

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙29-31，24 

关于北京市图书馆文献信息资源共建共享的思考 /王超湘

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-42，43 

高校复合图书馆藏书建设研究 / 曹鸿清 ∙∙47-48，74 

高校图书馆建立学科馆员制度论略 / 王林廷 ∙∙53-56 

西北地区信息化水平的定位与分析/ 刘珙 ∙∙∙ 60-63 

民族地区图书馆在西部大开发中的独特作用/张小莹

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙64-65 

我国图书馆参考咨询工作调查研究 / 刘峥 ∙∙∙∙67-70 

中英大学信息管理院系比较研究 / 邱城晓, 朱莉 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙75-78 

民族图书馆的职业培训模式及其效益分析 / 陈新颜

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙79-80，70 
 
图书馆 (Z21-AC58) 

2004 年 2 期(2004.4) 

建设一个信息公平与信息保障的制度-纪念中国近代

图书馆百年 / 范兵思∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1-3,15 

中国新型图书馆事业百年(1904-2004) / 黄宗忠∙∙4-8 

新十年(1979-1989)的《图书馆学通讯》(中国图书馆

学报) / 袁咏秋 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9-11 
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我国图书馆人文精神研究综述(续) / 蒋建林 ∙∙∙∙∙24-26 

图书馆服务发展观的文化解读 / 郭玖玉 ∙∙ 27-30,34 

家谱研究价值新探析 / 杨一琼 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙48-49,52 

湖南省高校图书馆数字信息资源调查分析 / 涂湘波，黄

筱玲 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50-52 

中西部地区县级图书馆的能动 / 陶善耕 ∙∙∙∙∙ 53-55 

论省级图书馆为地方立法决策的咨询服务 / 马学林 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 56-57,44 

我国图书馆的文献资源共享探讨 / 宋小花，马艳 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 60-61,74 

以书育人 开展以青少年为主体的社会读书活动 / 刘

朝晖 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 68-69,79 

谈谈出版社样本书的管理和利用 / 陈利纯 ∙∙∙ 72-74 

对社区图书馆的建设的思考 / 简兰 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 85-86 
 
图书馆论坛(Z21-AC57) 
24 卷 2 期(2004.4) 

我国核心期刊的现状分析与研究 / 庞恩旭 ∙∙∙ 15-18 

从管理角度谈广东期刊市场 / 姚建华∙∙∙∙∙∙∙∙∙19-20 

开放寺院藏书弘扬佛教文化 / 沈春樵 ∙∙∙∙∙∙∙ 31-33 

广东省图书馆事业发展的新契机-建设“文化大省” 

/周倩芬 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 34-36 

地方院校图书馆读者信息需求与利用 / 黄连庆,黄海

岩,段巧云 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 65-67 

试论西部公共图书馆之间的数字合作 / 薛礼 ∙ 68-70 

近年来我国数字图书馆建设的主要障碍及发展策略 /

陆承兆 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 73-75,125 

TPI 与我国数字图书馆建设 / 黄立华 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 76-78 

高等职业院校农、医科类图书馆数字化建设的现状及

问题研究 / 舒群,杨文霞 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 79-81 

人物数据库人物信息收录范围研究 / 张晓源 ∙ 87-90 

提高电子出版物使用率迈向数字阅读新时代 / 唐晓

阳,林英∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 91-93 

广东高校网络信息资源布局与共建共享研究 / 张道

义 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 101-103 

利用现代高新技术整合潮汕美食文化资源-“潮汕美

食多媒体数据库”研究开发与利用 / 郑可因,夏年军,

张鹰 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 104-107 

论高校图书馆文献信息资源的共建共享 / 罗会群

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 108-110 

新时期医院图书馆采访工作思考 / 李捷斌 ∙∙ 120-122 

广东省公共图书馆信息服务调查报告 / 肖永英,潘妙

辉,陈小敏 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙133-137 

实行学科馆员制度深化文献信息服务 / 张阳武,叶静

华 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 141-143 

数字图书馆环境下的参考咨询工作 / 郑田菱 ∙ 151-153 

关于提高广东省高职院校图书馆服务效益的几点思考

/ 陈雅沙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 160-164 
 
图书馆学研究(Z21-AC2) 
2004 年第 4 期(2004.4) 

我国数字图书馆建设现状与发展趋势 / 陈嘉慧 ∙ 23-26 

高校图书馆主页规范化建设刍议 / 张玉珍 ∙∙ 27-29 

1995～2001 年文检课研究论文的统计与分析 / 郦金

花 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 75-77 
 

2004 年第 5 期(2004.5) 

图书馆古籍饮食文化数据库建设 / 何静 ∙∙∙∙∙14-16 

我国图书馆界建立职业资格制度探讨 / 刘晓莉 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19-20 

高校图书馆试行“学科馆员制度”综论 / 李秀娥，

安新华 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21-24 

临时馆员制度与图书馆管理变革 / 周维彬，董成娣  

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙25-26，24 

因特网上中国专利信息检索系统的分析与评价 / 杨

芹 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62-64 

Google 在中文信息检索中的应用 / 林建荣 ∙∙∙65-67 

民族院校信息素质教育特征分析与实践 / 金玲 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 80-81，93 

中国鞋都图书馆在温州鞋业发展中的作用 / 陈艳艳 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙85-87 
 
2004 年第 6 期(2004.6) 

当前我国图书馆事业建设八大认识误区 / 沈光亮 ∙8-10 

经济发达地区发展乡镇图书馆事业的思考 / 王茹 ∙11-13 

海南省高校图书馆数字化建设的基本思路探讨 / 李哲汇

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙86-88 

学位论文全文数据库建设探讨 / 陈亦伟 ∙∙∙∙∙∙∙∙89-91 
 
图书馆杂志 (Z21-AC73) 
23 卷 3 期(2004.3) 

国内外竞争情报网站比较分析 / 孙茂，郭乐 ∙21-23,36 

浦东开发与中小学图书馆发展 / 彭月珍 ∙∙∙∙∙∙47-49 
 
23 卷 4 期(2004.4) 

数字出版物复制权的中外立法比较研究 / 杨海平 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7-10 

试谈书目记录国际化 / 纪陆恩 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙28-30 

高校学术文库网页的栏目设计 / 韦庆媛 ∙∙∙∙∙∙36-37 
 
23 卷 5 期(2004.5) 

我国信息资源共享的发展的趋势 / 肖希明 ∙∙∙∙∙∙2-4 

民间资本介入图书馆建设的理论思考 / 钟建法 ∙∙5-7 

关于社区图书馆的发展战略 / 邹华华 ∙∙∙∙∙∙∙∙29-31 

公共图书馆在创建学习型城市中应发挥积极作用 /孙

淑新，刘晓武 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32-33,47 

高校图书馆网上服务的互动交流性评价 / 孙媛，王

益兵 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34-36 
 
23 卷 6 期(2004.6) 

企业竞争情报专业队伍的状况与改进 / 赵培云 ∙∙12-14 

关于图书馆建筑工程的前期管理 / 王富民等 ∙∙27-29 

分馆制的组织状态，模式选择与实施对策 / 王小云

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙30-32 

温州地方文献的收集与利用 / 卢礼阳 ∙∙∙∙∙∙∙∙33-37 

中美高教园区及图书馆信息资源管理模式比较研究 / 

严慧英等 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙38-4 
 
图书情报工作(Z21-AC67) 
2004 年 1 期(2004.1) 

NSTL 数字化参考咨询服务初探 / 顾德南∙∙∙∙∙∙19-22 

我国用户利用视音频信息的调查分析 / 段明莲等 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙48-52,77 

我国民族文献信息传递的受制因素与应对举措 / 于

显中∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81-83,90 

我国图书馆学理论基础研究述评 / 于鸣镝 ∙∙∙∙95-98 
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近5年网络信息分类组织研究述略 / 刘延章 ∙∙ 99-101 
 
2004 年 2 期(2004.2) 

信息传幡过程中的邻接权研究 / 裴成发 ∙∙∙∙∙5-7，28 

海峡两岸图书馆学情报学教育的比较分析 / 崔嫣 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 57-60 

中国公共图书馆投资分析 / 王德恒，关晓红∙∙∙61-64 

中外两大数据库中“CJD”与“ASP”的比较研究 /范

亚芳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 95-98 

我国文献计量学的发展 / 曹学艳，胡文静 ∙ 106-110 
 
2004 年 3 期(2004.3) 

中国现代文献学家海外访书的成就 / 王余光∙∙∙∙∙∙∙∙∙5-7 

董康日本访书述略 / 钱婉约 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8-11 

传增湘日本访书考略 / 王玮 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 12-15 

郑振铎海外访书记 / 刘富玉 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 16-18,21 

向达欧洲访书记 / 王艳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 19-21 

论数字图书馆信息报导的知识产权 /冉从敬 ∙∙∙∙48-50 

图书馆立法基础于理念 / 毛赣明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 51-53,85 

中国科学院文献情报系统知识创新工作评估研究与探

索 / 郭志明等 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 67-69，117 

湘西自治州公共图书馆调查报告 / 龙世谱，章小萍 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70-75，105 

面向专业和读者需求的数字资源的建设实践与思考 / 

郝矿荣，孙继林 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 76-78,89 

近十五年分类排架研究综述 / 梅国华 ∙∙∙∙∙ 102-105 

我国信息组织学术论文的统计和分析 / 冯璐∙∙ 106-111 
 

图书情报知识(Z21-AC16) 
2004 年 1 期(2004.2) 

日本的图书馆情报学研究生教育及其对我国的启示 /

周燕 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32-33 

我国城市弱势群体信息获取问题初探 / 王素芳 34-36 

信息产业人才结构分析 / 王少军 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 41-42 

期刊数据库版权建设相关问题研究 / 王静 ∙∙∙ 60-62 

论建立高校图书馆联合参考咨询服务系统 / 张爱优

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 68-69 

试析保存本管理与服务模式的变革 / 张惠林 ∙ 84-85 

浅议加强出版法规的建设 / 冯丽岩 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 86-87 

关于业外资本进入图书发行业的思考 / 王洁 ∙ 88-89 

本土书店应对外资书店的策略 / 雷永立 ∙∙∙∙∙ 90-91 

档案题材图书的出版历史、现状及发展趋势 / 董军,

余涛 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 92-93 
 
圖書與資訊學刊(Z21-AC84) 
第 48 期(2004.2) 

中國圖書十進分類法之修訂與展望 / 曾秋香, 郭麗

芳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 97-108 
 
第 49 期(2004.5) 

中國大陸文獻傳遞服務的現狀及發展 / 郭勁赤, 徐

遙琴 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 101-108 
 

现代图书情报技术(Z21-AC42) 
2004 年 3 期(2004.3) 

211 高校图书馆自动化集成管理系统的使用情况分析 

/ 程美群, 杨天军 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 17-19，4 

政府电子信息存储中心的构建研究 / 刘春年,娄策群

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 64-67 

2004 年 4 期(2004.4) 

江苏省高校图书馆主页建设调查与思考 / 石浩 40-42 

关于广东省高校图书馆网上信息服务的现状与分析 / 

林英，唐晓阳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙46-49 

基于 Z39.50 的 CALIS 日文文献联合编目系统查重技

术 / 韩明杰，康实 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙66-68，84 

CERNET 用户接入国外数据库的问题及对策 / 董斌，

阮立 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙93-96 
 

2004 年 5 期(2004.5) 

少数民族文字文献数字化的规范控制 / 包和平 ∙∙∙∙∙

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙86-87，93 

 

＜コリアの部＞ 
 
國會圖書館報 (Z21-AK21) 

41 卷 1 號(2004.1) 

지식정보화시대의 도서관정책 / 정동열 ∙∙∙∙∙∙6-15 

참여정부의 도서관정책 / 이용훈 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31-41 
 

41 卷 2 號(2004.2) 

울릉도･독도의 국제적 인식 역사 / 한상복 ∙∙46-53 

국회도서관 독도자료실 소개 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62-63 
 

41 卷 3 號(2004.3) 

광역지방의회자료실의 실태 분석 및 활성화 방안 

/ 최은주, 구승서 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62-69 

e-Library 를 위한 저작권 관리 기술 / 신용태 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙74-81 
 
41 卷 4 號(2004.4) 

해외학술 전자정보 구독현황 분석 및 주요시사점 

/ 한혜영 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-49 
 
도서관 (Z21-AK23) 

59 권 1 호(2004.봄) 

웹 검색엔진 특징 분석에 관한 연구 / 이란주∙∙∙∙3-42 

도서관의 저작물 복제와 전송에 관한 연구 / 이호신 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙43-64 

해외 전자책(e-book) 컨소시엄 도입 및 공동활용 현황 

분석 / 박연희 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙65-82 

西坡/東山文庫의 古書現況과 分析 / 윤동원 ∙∙∙83-114 

국립중앙도서관 이용자 행동 연구 / 이용봉사개선 

소위원회∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 115-136  
 
도서관계 (Z21-AK4) 

14 권 2 호(2004.3) 

‘도서관’ 명칭의 유래 (도서관 발자취) / 조재순 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 26-27 

2004년도 전기 문헌정보학 석･박사학위논문 목록 및 

초록∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 28-35 

14 권 3 호(2004.4) 

「도서관 주간」의 탄생 (도서관 발자취) / 조재순 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 22-24 

2003년도 일본 궁내청 서릉부 소장 한국고전적 영인 

목록 / 고전운영실 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40-43 
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14 권 4 호(2004.5) 

근대 한국도서관계의 선구자 이범승(李範昇)선생 (도서 

관 발자취) / 조재순∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙33-35 

변화의 길목에 선 학위논문관 / 배정미 ∙∙∙∙ 36-38 
 
圖書館文化(Z21-AK24) 
45 권 4 호(2004.4) 

주 5 일제와 도서관, 현장의 목소리를 듣다. ∙22-28 

법률문화 발전에 기여하는 법원도서관의 부산고등 

법원도서실을 다녀와서 (도서관탐방) ∙∙∙∙∙∙ 30-31 

공공도서관 어린이실 연도별 변화 추이 (2000～2003) 

(통계로 보는 도서관계)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙49 

전문대학도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 서배원 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙52 

신규장각 (도서관분야 NGO 를 찾아서) / 이계정 ∙53 
 
45 권 5 호(2004.5) 

비정규직 사서 교사의 일상과 사회의 의식개혁 / 

김보영 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24-29 

비정규직 사서의 취업 현황과 해결방안 / 김지홍

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30-42 

21 세기 글로벌 리더의 지성과 감성을 책임지는 

민족사관고등학교도서관 (도서관탐방) ∙∙∙∙∙ 44-45 

공공도서관 전산화 현황 연도별 추이 (1994～2002) 

(통계로 보는 도서관계)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙75 

한국의학도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 김은희 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙76 

한국학교도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 송기호 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 77 
 
45 권 6 호(2004.6) 

삼성의학정보센터를 다녀와서 (도서관탐방) ∙ 40-41 

(사)과학기술정보관리협의회 (도서관분야 NGO 를 

찾아서) / 정현숙 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62 

전국어린이작은도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 

찾아서) / 전영순 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙63 

최근 3년간 공공도서관 운영 증감대비 (2001～2003) 

(통계로 보는 도서관계)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙66 

디지틀도서관 (Z21-AK18) 
33 호(2004 년.봄) 

홈페이지와 저작권 / 저작권심의조정위원회 (집필: 

김현철)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 44-72 

학교도서관 정보화를 기반으로 하는 학교도서관 중심의 

독서교육 / 오금고등학교∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙73-111 

도서관 협력수업을 통한 학교도서관 활성화 방안 / 혜원 

여자고등학교∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙112-153 

교육과정과 연계한 독서목록 작성 및 도서관의 

문화공간 실현 / 서울문영여자고등학교,경신고등학 

교, 고척고등학교, 동구여자상업고등학교,  여의도 

고등학교 공동연구 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 154-182 
 
<諸地域の部> 
 
Journal of East Asian Libraries (Z55-B307) 
133(2004.6)  

Korean Internet Resources for Basic 

Reference and Cataloging /  Hee-Sook Shin 
･･･････････････････････････････････････ 1-14 

Contributing Chinese records to OCLC : The 

Hong Kong Baptist University Library Experience/ 

Lolita  Kwok ････････････････････････････ 15-22 

Hong Kong versus Beijing : Comparative Study of 

Their Authority Control Work/ Liu Lijing, Owen 

Tam, and Patrick Lo ･････････････････････ 23-46 
 

Tâp San Thư Viê ̣n (Y741-ZS-53) 
2003(4) 2003 

Library – Publishing relation in the economic 

market following socialistic orientation of 

Vietnam / Nguyen Huu Gioi ･･･････････････ 20-22 

Preservation and archive of electronic documents 

–  what should be done in the future? / Pham 
Quynh Lan ･･･････････････････････････････ 28-29 

Users and information services in The 

Information – Documentation Center of Hanoi 

National University Library / Truong Thi Kim 

Thanh ･･･････････････････････････････････ 30-35 

Reading service to children in Quang Nam 

provincial Library  / Thai Thi Muoi ･････ 38-39 

Potentials of Lam Dong provincial Library in the 

knowledge economy  / Truong Van  Tung ･･･ 39-41 

National Library of Vietnam and The BEFAP 

project on Internet  / Hoang Mai Hong ･･･ 43-44 
 
2004(1) 2004 

Measures for the promotion of library and 

information services in the national 

industrialization and mordernization process / 

Bui Loan Thuy, Pham Tan Ha ･･････････････ 37-44 

Quang Ninh Provincial Public Library’s 
information services for local tourism / Phan 

Thi Hue ･････････････････････････････････ 49-52 

A Luoi District Library promotes the reading 

movement among local people / Tran Khanh Phong

････････････････････････････････････････ 54-56 
 

Xuất Ba ́n Viê ̣t Nam (Y741-ZS-75) 
Vol.8 No.4 (2004) 

Making publishing Law more suitable for pratical 

request / Nguyen Dinh Nha ･･･････････････ 13-14 

Strengthening leadership of Party, the role of 

state management for publishing and press 

activities / Mai Phi Nga ･･･････････････14-16 
 
Vol.8 No.7 (2004) 

Amended publishing Law meeting pressing demands 

arising from life / Lan Huong, Hoang Thuy ･13-14 

Draft publishing Law and confirmation of 

publishing plan  / Pham Hoe ････････････････ 14 

Promoting role of three stages in prevention of 

fraud printing / NXB Tre ････････････････ 16-17 

Three stages(publishing – printing and book 

distribution) and two sides of publishing   / 

Mai Thanh ･･･････････････････････････････ 20-21 
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レファレンス事例紹介 

ガンジー、ホー・チ・ミンが履いていたサンダル 

 

アジア情報室に寄せられる質問の中には、単にデ
ータベースを検索しただけでは回答がみつからず、
実際にあらゆる資料にあたった上で、ようやく解決
するものがあります。 
今回はそんな事例の一つを紹介します。 

 
「ガンジーやホー・チ・ミンはサンダルを履いて

いたと聞いているが、どのようなサンダルだったか
詳しく知りたい」という問い合わせがありました。 
まず当館の NDL‐OPAC で、履物や人名をキーワー

ドに資料を探してみました。しかし、一般的な履物
に関する資料や個人の伝記などはあっても、今回の
ような特定の人物のサンダルのみを扱った資料は見
あたりません。人名・歴史事典や服飾事典、さらに
は国立民族学博物館の「服装・身装文化（コスチュ
ーム）データベース」（http://www.minpaku. ac.jp 
/database/）などにもあたってみましたが、目当て
の資料は見あたりませんでした。 
そこで人物やその活動をとりあげた資料の中から、

サンダルが掲載されている箇所を探すことにしまし
た。 
 
ガンジーに関する資料は数多く出てきますが、今

回は写真・図版入り資料に絞って探すことにしまし
た。 
NDL-OPAC の「一般資料の検索（拡張）/申込み」

を選択し、件名：「Gandhi Mohandas Karamchand」
と資料形式：「H」（写真集）でかけあわせ検索し
てみます。 
和図書の件名がどのような形になっているかは、

「件名検索」で「個人名」にチェックを入れ、「ガ
ンジー」などのキーワードで検索すると調べること
ができます。また、書誌拡張検索画面で「各種コー
ド」の▼ボタンをクリック、「資料形式」を選択し、
さらにその右にある「リストから選択」で「H 写真
集」を選ぶことで、写真入りの資料を絞ることがで
きます。 
このようにして検索された資料の中から『アショ

カ、ガンジー、ネルー展カタログ : ガンジー生誕
125 周年記念』（東京富士美術館、1994.10、当館請
求記号 K233-E16 東京本館所蔵）と『マハトマ・ガ
ンジー』（みすず書房、1983.2、当館請求記号
HB171-9 東京本館、関西館所蔵）を見てみると、ガ
ンジーが履いていたサンダルの写真がありました。
ガンジーは一般庶民が使用していた、どこにでもあ
るサンダルを履いていたとのこと。この 2 点の資料
には、遺品である、親指と人差し指で突起を挟むだ
けの「鼻棒の下駄」が載っています。なお、インド
で一般的に使用されていた同様の下駄が『世界の木
製はきもの』（日本はきもの博物館、1983.3、当館
請求記号 G185-55 東京本館所蔵）に掲載されてい
ます。 
アジア言語資料の中にも該当するものがないか、

調べてみました。「ヒンディー語図書目録」（『ア
ジア資料通報』 1999 年 3 月）、「思想・宗教」の
中で「port.」（肖像）と書いてある書誌を探した
ところ、『Mahatma Gandhi』（当館請求記号 Y751-
S56 関西館所蔵）と『Javahararu Nehru』（当館請
求記号 Y751-S98 関西館所蔵）がありました。ネル

ーはガンジーと関係がある人物なので、後者も候補
とし、2 つの資料にあたってみたところ、両方にサ
ンダルを履いたガンジーが歩いている写真がありま
した。 
また、東京本館、関西館ともに電子ジャーナルを

提供しています。その１つ、「ProQuest 5000」は
全分野の雑誌・新聞記事の検索ができ、本文も収録
されています。「Gandhi Mohandas Karamchand」と
いうキーワードと、本文に写真がある場合の「全文
+画像」というアイコン表示を手がかりに探したと
ころ「Gandhi: Man of peace」という記事にサンダ
ルを履いたガンジーの写真がありました。 
 
ホー・チ・ミンについては、NDL-OPAC の雑誌記事

索引を検索してみたところ、『高崎経済大学論集』
（当館請求記号 Z3-437 東京本館所蔵）の第 30
巻 第 3･4 合併号と第 31 巻 第 1 号に「ホー・チ・
ミンの指導者像に関する一考察--『ホーチミニティ
ー』のドラマトゥルギー」という、白石昌也氏の論
文があることが分かりました。この論文の第 1 節
「視覚的イメージ:古ぼけたカーキ色の服とゴム製
のサンダル」には、ホー・チ・ミンが普段着のスタ
イルを選択したことについての分析をはじめ、タイ
ヤ製のサンダルを履いていたこと、ガラス製のホ
ー・チ・ミンの棺に、ゴム製サンダルが保存されて
いることなどが書かれています。 
この論文の注にあった『正伝・ホー・チ・ミン』

（毎日新聞社、1970、当館請求記号 GK444-5 東
京本館、関西館所蔵）を見たところ、サンダル履き
の写真が何点か掲載されていました。ベトナム労働
党機関紙『Nhân Dân』（当館請求記号 Y741-SN-5 
関西館所蔵）にも同様の写真が、数多く載せられて
います。 
また、『ホー・チ・ミン : ベトナム解放の父』

（弘文堂、1966、当館請求記号 289.2-cH68Oh）に
は、1954 年の秋、8 年ぶりでジャングルから首都ハ
ノイに戻ってきたホー・チ・ミンが抗戦靴を履いて
おり、「だれかがぶんどってきた、敵の自動車のタ
イヤを靴底にし、両横に四本のゴムひもを通してサ
ンダル風の靴を考案したが、これが抗戦靴の名でよ
ばれるようになった」「ホー・チ・ミンは抗戦の指
導者だったから、抗戦靴はホー･チ･ミン・サンダル
ともよばれた」と書かれています。 
 
以上、資料の探し方の一例を紹介しましたが、当

館の目録は、整理した年代や言語より適用規則の違
いがあり、件名の形も和書と洋書で異なるため、同
一のデータベースであっても、一つの検索方法で、
すべての資料が検索できるわけではありません。 
また、東京本館、あるいは関西館のみ所蔵という

場合があるため、資料を実際に利用する際には、所
蔵館にも注意が必要です。資料の調べ方や当館の利
用方法、書誌の作成などについては、当館ホームペ
ージ（http://www.ndl.go.jp/）に掲載されていま
す。 
アジア関係資料の所蔵、検索ツールについては、

アジア情報室のホームページで詳しく紹介していま
す。そちらも参考にしてください。
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（アジア情報室ホームページ URL；http://www.ndl.go.jp/servis/kansai/asia/index.html） 
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