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現代中国研究の動向‐現代中国学会の動向を中心にして 
佐々木信彰（大阪市立大学大学院経済学研究科教授） 

 

 

はじめに‐自己紹介 

私は 1949 年生まれ、1949 年 10 月 1 日建国の中華人

民共和国と同年である。2 月生まれなので革命前に生ま

れたことになる。中国で「現代」というと中華人民共和

国成立以降、つまり1949年10月1日以降を言う。「近

代」は、アヘン戦争（1840 年）、辛亥革命（1911 年）

から、五・四運動（1919 年）、中国共産党の創立

（1921 年）以降など様々な説があるが、中国では「近

代」と「現代」を区別している。日本では区別していな

い。現代中国学会に所属している人も、必ずしも 1949

年 10 月 1 日以降だけを研究対象としているのではなく、

文学・歴史を研究する人はもう少し広く、近代、明末・

清初を研究している人もいる。私は大学院に入ってから

中国研究をはじめた団塊の世代なので、日本における現

代中国研究の第一世代の方、例えば旧満鉄調査部におら

れて帰国された天野元之助先生などが第一世代、 第二

世代は革新政党の方、共産党と係わりの深い方が第二世

代、これらを継ぐ第三世代になる。今、現代中国研究を

志す人が増えていて、この第四世代が研究や教育面にお

いて大きな担い手になっている。 

第三世代までは中国研究をやる人はあまり多くなかっ

た。1973 年に国交回復があり、その翌年に 3 週間ほど

訪中したり、中国語をやらなければならないということ

で、1980 年に上海の復旦大学のサマースクールで中国

語を勉強したりした。大阪市立大学に職を得てから、84

年に半年、90 年に半年上海にいた。その後毎年 3～5 回

訪中している。最初の訪中から 32 年余り、中国は大変

ひろく、日本の 26 倍あり、例えば四川省、江蘇省など

は面積、人口などヨーロッパの大国に匹敵するものもあ

る。首都北京をはじめ4直轄市、5民族自治区、22省と

2 特別行政区、合わせて 33 行政区があり、そのうち私

は27～8を回ってきた。私は現代中国の経済、特に少数

民族の経済を研究テーマにしている。民族問題に関心が

あったからだが、国立民族学博物館の横山廣子さんが代

表となった科学研究費補助金基盤研究 A（2）「中国に

おける諸民族文化の動態と国家をめぐる人類学的研究」

（平成 9 年度～11 年度）というプロジェクトで 3 年ほ

ど中国の民族地域を回り、現在は、一橋大学の西村幸次

郎先生が研究代表である基盤研究(B)「中国民族法制の

総合的研究」（平成 15 年度～17 年度）にかかわり中国

の民族経済を研究している。それ以外に、日中経済協会

の研究会に所属し、毎年中国経済に関する年次レポート

を出している。これは学生時代からなので 30 数冊の報

告書（『日中経報; 中国経済関係調査報告書』）に関わ

っている。 

他方、教育面では、学部と大学院で中国経済について

教えているが、中国の勢いがいいので、それにつられて

ゼミの志望学生が急増している。ロシア研究の場合、ソ

連崩壊後、ロシア研究を志すものはほとんどいなくなっ

ている。マスター2年生に6名いてそのうち5人が中国

人留学生である。残り 1 人は 70 才を超えた社会人院生

である。テーマは社会保証制度の構築‐年金改革、中国

の地方財政、金融改革‐国有商業銀行不良債権問題の分

析、西部大開発と多岐にわたる。1979 年以降の改革開

放は東部沿海地域が舞台だったが、そのため地域間経済

格差が生じている。1999 年から西部大開発ということ

で、内陸の民族自治区・省の開発に重点がおかれるよう

になった。これについて、新疆ウイグル族の学生が「西

部大開発と新疆経済の研究」というテーマで研究してい

る。社会人院生は、大阪経済の凋落が中国と日本の経済

関係の緊密化と関係しているのではないかという視点か

ら、大阪府下の製造業、例えば繊維産業における生産拠

点の中国移転、雇用流出を分析している。同じ中国を研

究しているがバラエティーに富んだ修士論文が多かった。

中国からも大学院に進学したい、客員でうけいれて欲し

いというメールがよく来る。 

1. 日本現代中国学会の沿革 

この学会は 1951 年 5 月に成立して、半世紀あまりの

歴史を持った老舗学会である。会員数は 80 年代には

400 名くらい。はじめ私が加盟した 70 年代は 300 人。

あれよあれよという間に750名の規模になった。文系の

学会で一番大きな学会、例えば、社会政策学会、日本経

済学会などの1400から1500名規模、アジア政経学会の

1300 人と比べると小さいが中規模学会である。国際交

流が盛んになると、現代中国学会という名称ではどこの

国の現代中国学会がわからないので頭に日本をつけた。

英語では The Japan Association for Modern China 

Studiesと1993年度から表記するようにした。 

2. 日本現代中国学会の目的 

学会の目的は「現代中国および現代アジアに関心を持

つ研究者によって組織され、研究者相互の交流と協力を

はかり、その研究の発展を促進することを目的」として

いる。事業は年1回の全国学術大会、各地域部会、関東、

関西、西日本（九州）に3つの地域部会があり、そこで

年1回から3回の研究会を開催、また、学会誌『現代中

国』は年1回発行している。日本学術会議の登録団体で

「地域研究」「東洋学」部門に属し、カバーする分野は、

政治・法律・経済・社会・語学・文学・歴史・教育・哲

学・思想・社会科学・人文科学などあらあゆる領域にわ

たっている。 
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3. 学会員の分布特徴 

学会員の分布特徴として、在日外国人が130名、多く

は日本に留学し大学院博士課程で会員になられた方、あ

るいはそれを修了して日本の大学に職を得た方で会員総

数の 17.3 パーセント、6 人に１人という外国人会員が

かなり多いということがある。さらにいうと外国人会員

は職を得たら固定するが、得られないと帰国するなど流

動性が高い。教員だけでなく大学院生を含めた会員の多

い研究機関は、東京大学24名、愛知大学21名、一橋大

学 19 名、早稲田大学 15 名などで、上位 10 校で 149 名、

全体の 2 割を占める。ちなみに大阪市立大学は 12 名で

7位である。 

4. 全国学術大会の歩み 

1951 年に第 1 回全国学術大会が開かれて、昨年秋に

法政大学で第 54 回が開催された。現代中国学会のホー

ムページをみればすべて記してあるが、10 年ごとにど

んなテーマで現代中国学会が全国大会を開いているかを

見てみる。 

第1回は東洋文庫で「新しい中国文化の特質」、1959

年第 9 回は慶応大学で「人民公社」（1958 年から中国

は大躍進政策のもと人民公社を作りにかかっていた）で

あった。人民公社は1982－3年に消滅したが、できたば

かりの人民公社をテーマにしたわけである。第 17 回

1967 年には専修大学で「文化大革命」、第 29 回 1979

年は東京大学で「現代中国の課題‐革命の論理と国家の

論理」であった。1978 年 12 月に中国共産党第 11 期 3

中総会が開かれ、改革開放政策、今日の市場経済化、外

資の積極的な導入政策に転換した。そうすると文化大革

命中の論理‐革命の論理と国家の論理のせめぎ合いが出

てきて早くもそれをテーマとした。1989 年第 39 回は同

じく東京大学で「改革 10 年‐矛盾の構造」、これは、

改革により計画経済から市場経済、閉鎖社会から開放社

会に移行する中で色々な矛盾が出てきているということ

を共通テーマにしたものである。1999 年第 49 回は東京

経済大学で「建国50年‐毛沢東・鄧小平時代と21世紀

中国」。1949年の建国以後は、1949年から1978年のお

よそ30年間を毛沢東時代、改革開放の1979年以降を鄧

小平時代と区分することができよう。鄧小平は 1997 年

3 月に亡くなり、その後、江沢民、胡錦濤は鄧小平路線

を継承しているので、それを包括すると鄧小平時代は

1979年から25年、4半世紀続いている。2003年の第53

回は大阪市立大学で「世界の中の中国‐強権体制、経済

発展、地域格差、社会不安の先は‐」をテーマとした。

2001 年 12 月に WTO に中国は加盟した。その前から開放

改革政策を実施していたが、加盟すると関税を大幅引き

下げなければならない、外国から企業・資本が入ってい

たが、開放していない領域、例えば通信、金融、証券、

小売、物流分野も含めた全面的な開放を約束した。グロ

ーバリズムが中国に全面的に入ってきているのでそれを

共通テーマとした。 

昨年2004年の第54回は法政大学で「東アジア地域間

の融合と相克の構図‐現代中国研究の視点から」が共通

テーマであった。中国は今積極的に FTA（自由貿易協

定）を結ぼうとしている。既にタイとは締結し、アセア

ン、さらに日中韓を加えたアセアン＋3 を打上げ、その

リーダーシップをとろうとしている。日本も一緒にやろ

うと言われているが、小泉総理は中国はWTOに加盟した

ばかりで、加盟に伴う中国国内の法律・制度の整備がま

だまだ充分に出来ていない段階でのFTA締結提案は時期

尚早であり、また関税率の引き下げ・国内市場の開放な

どの国際公約の履行が先行されるべきとの判断である。

東アジアにおけるFTAのリーダーシップ争いが起きてい

る。FTA が結ばれると東アジア経済共同体が形成される

と言われている。EU がうまくいっているのでそれにな

ぞらえている。わたしは経済の領域では貿易、投資面で

はかなり緊密化しているが、克服しなければならない政

治的な対立、社会、歴史認識などそう簡単にはいかない

と思っている。ともかく、さかんに共同体の形成が言わ

れているのでそれを意識したテーマである。 

以上の全国学術大会の共通論題から見ると、その時々

の研究対象である現代中国の動きと対応したテーマが設

定されている。現代中国の動態に引きずられざるを得な

い側面を強くもっていると言える。 

5. 『現代中国』掲載論文の特徴 

74 号（2000 年）から 78 号（2004 年）までの掲載論

文（「研究ノート」を含む）合計 94 本を分野別にカウ

ントした。それによると、文学28（29．8％）、経済24

（25.5％）、政治 16（17.0％）、歴史 15（16.0％）、

社会 10（10.6％）となり各分野のバランスが取れてい

る。ただし、研究者の数から言えば経済分野の研究者が

一番多い。経済分野の研究者は掲載する雑誌がほかにも

多いが、文学・歴史は多くないので、このような傾向に

なるのだと思う。また、地域的特長として関東では政治

研究者が多く、現代中国学会理事長の毛里和子（早稲田

大学）、天児慧（早稲田）、小島朋之 、国分良成 （慶

應）、高原明生 （立教大学）など有名な現代中国政治

の研究者は関東にほぼ集中している。これに対し関西に

は経済研究者が多い。東京と関西では政治研究と経済研

究の住み分けがあるのだと思う。 

6. 現代中国研究の需要と供給 

1 人の研究者として本を書いたり、論文を書いたり、

講義などを行うと言う意味では情報の供給者であり、同

業の研究者の本を読んだり、新聞、雑誌、研究成果、資

料を読むということでは情報の需要者でもあるという両

方の側面がある。現代中国研究がさかんになっているの

は中国自身の大きな変化にかかわっている。 

計画経済から市場経済、閉鎖社会から開放社会への

180 度転換、1992 年の鄧小平の南巡講話、2001 年末の

WTO 加盟と中国国内市場は対外開放され、いまや中国に

進出している外資系企業の数は 50 万社、そのうち日系

企業は 2 万社といわれる。中国が受入れた外資は 7,000

億ドルを超え、2002 年からはアメリカを抜き世界最大

の外資受入国になっている。ダイナミックな高度成長に

ともない、社会も急激に変わってきている。 
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エピソードをひとつはさむと、1973 年に全国学生友

好訪中団のメンバーで訪中した。文革の続いている時期、

日中友好協会が組織した訪中団だったが、その時の注意

として、「社会主義中国を建設している青年学生は理想

に燃えているので、資本主義の害毒に満ち満ちたあなた

方は、彼らを毒さないように」と言われた。いまや、信

じられないような市場経済、日本を上回るようなダイナ

ミックな市場経済の現実が進行している。金儲け、実利

本位とか、大阪で商売をするのは大変なことだが、上海

には敵わないのではないか。上海でビジネスをして成功

しているひとは尊敬できる。「社会主義時代の中国はな

んだったのか」というくらい様変わりしている。 

この 1 月には人口が 13 億人を突破した。世界最大の

人口大国、国土も 960 万平方キロ、日本の 26 倍という

国土大国、そしてソ連崩壊後、アメリカが圧倒的な軍事

大国だがそれに次ぐ軍事大国でもある。経済面でも大国

化している。GDP でイタリアをかわして世界６位、貿易

は日本を超えてアメリカ、ドイツに次ぐ世界3位の貿易

大国になった。今日の『日本経済新聞』では日本の貿易

パートナーとして中国はアメリカを超えたとあった。今

や、超大国になりつつあると言ってもよい。 

大学の現代中国研究も昔は大阪外大、東京外大など、

いくつかの大学の中国語学科、旧帝大、旧三商大の法学

部、経済学部や文学部で法律・政治・経済・歴史を研究

する人が少しいる程度であった。中国のプレゼンスが増

大するにつれて中国研究も発展し、規模も大きくなって

きた。 

愛知大学の現代中国学部のように、現代中国研究を名

称に掲げる学部が出てきたり、私立大学、国公立大学で

の現代中国関係研究講座・科目の新設ラッシュが続いて

いる。現代中国研究は売れ筋の分野になってきた。大学

院で研究者養成をしているが、国士舘大学、和歌山大学、

流通科学大学、立命館大学に就職が決まった院生、中国

に帰って、上海財経大学の先生、天津商学院の学長にな

った留学生など、ポストもどんどん増えている。しかし、

急激に需要は増えたけれど供給が間に合わない、正規に

大学院で勉強した方に加え、新聞社の北京･上海の現地

特派員、外務省出身者がこれらのポストを埋めていった

が、いまや一服感がある。今日の状況は中国関係のポス

トを募集すると 40～50 名が殺到するというほど厳しく

なっている。 

研究のあり方は、以前は、『人民日報』を読んだり、

『経済研究』のような雑誌を買ったり、日本語で発行さ

れている『人民中国』『北京週報』を読んだり、先生と

『毛沢東思想万歳』など文革中に流出した中国語原典を

ゆっくり読んだりと、資料も少なくお金もかからなかっ

た。いまや資料の数が圧倒的に増え、時間的体力的に悲

鳴があがる。お金も間に合わない。同業者の寄贈本も読

みきれない。資料の洪水の中で溺れかかっている。私の

時代はオーソドックスに全体的な研究ということでやっ

てきていたが、これからはもっと細かくテーマを絞り込

んでいかないとだめである。経済の分野だけでなく政

治・文学でも専門性が問われ細分化がすすんでいると思

われる。 

7. 競争と共存 

日本現代中国学会は現代中国研究の老舗であり、品揃

えの多い百貨店と言えるが、流通業界における新しい業

態（スーパー、コンビニなど）の登場にみられるような

現象が起っている。 

アジア研究全般を見ると1,300名の会員を誇る同じく

名門老舗百貨店のアジア政経学会があり（現代中国学会

の会員はこの学会の会員とかなり重複している）、新し

くは、経済分野で中国経済学会（2002 年成立,会員 400

名）、中国経営管理学会（2000 年成立,会員 300 名）、

歴史分野では中国現代史研究会（1969 年成立,会員 200

名）、1998 年には日本台湾学会の成立など新興学会が

目白押しであり、会員は重なる中で競合状況も起こって 

いる。 

日本アジア学会のような大きな傘を広げるような学会

が必要だと思う。東南アジア、南アジアを包み込むよう

なものが必要になるであろう。アメリカではすでに、全

米アジア学会（Association for Asian Studies）があ

る。このようなアカデミックな現代中国研究とは別に、

2 万社にものぼる日系企業の存在が象徴するような日本

経済の中国経済への深いコミットに伴い、産業界からの

現代中国研究のニーズに応えるべく、民間のシンクタン

ク（例；野村総研、三菱総研、UFJ 総研など）、日中経

済協会（『日中経協ジャーナル』など、その他調査報告

書の発行）、JETRO（『月刊中国経済』などの発行）も

それぞれ大きな役割を果たしている。 

現代中国研究のあり方について中国学会を中心にお話

した。中国のプレゼンスはこれからもっと大きくなる。

これまでは日本から中国への投資だったが、逆の動きも

ある。中国の有力な企業、ハイアールなどが日本に進出

してきている。大学の領域では少子化のため 18 歳人口

が減り、私立大学では4割の大学で定員充足ができず、

経営難に陥っているところもある。定員充足のため留学

生を入れるところも多くなっている。一方その反面、日

本の留学生を中国の大学が吸引している例もある。日本

で外大や中国語学部で中国語を学ぶのではなく、北京大

学や復旦大学などの名門大学に入って中国語や中国研究

をするほうが、メリットがあると考える層も出てきた。

大学も日本国内での生き残りだけでなく、東アジアの中

での大学間競争が発生している。東京大学や一橋大学、

京都大学が北京や上海にセンターや事務所を開き、そこ

で試験をして優秀な学生を囲い込む。他方、例えば中国

の有力大学である上海の同済大学が大阪に出てきて、大

阪市立大学、大阪大学、京都大学と提携し大学院を開講

する動きなど、逆のベクトルも出てきている。中国の学

生や院生と日常的に付き合うが、彼らは数が多いしハン

グリー精神がある。やがて中国の企業が大量に日本に進

出してきて、日本人学生が雇用されることもあるだろう。 

このように中国との関係が緊密化し、中国の存在はます

ます大きくなっていく中、現代中国研究は一層重要にな

っていくであろう。 
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中国の出版関係機関と図書館－出張報告 

鴇田潤（国立国会図書館アジア情報課） 

 

 
2004年11月16、17日に南京で開催された第四次中文文

献資源共建共享合作会議に参加した後（『国立国会図書

館月報』No.528 2005年3月号参照）、中国の出版関係

機関および図書館を訪問する機会を得たので、各機関の

概要を紹介する。 

 

Ⅰ 出版関係 

1 新聞出版総署（国家版権局） 

北京の東四南大街に位置する新聞出版総署（著作権管

理に関わる場合は国家版権局の名義を使用する）は、辧

公庁、政策法規司、図書出版管理司、報紙期刊出版管理

司、音像電子和網絡出版管理司、印刷複製管理司、出版

物発行管理司、出版物市場監管局、版権管理司、人事教

育司、対外交流与合作司からなり、国内の出版関連業務

の管理・監督および著作権の保護・管理を行っている。

具体的には、出版・発行に関する企画・実施、出版社お

よび出版市場の管理・監督、出版・著作権保護関係の法

案作成、国内の著作権管理と出版・著作権関係の国際交

流などがその主な業務である。 

①出版社のグループ化 

現在、推進している計画に出版社、印刷業、発行業の

グループ化がある。試験的な出版グループ化は 1998 年

に始まり 2002 年に正式に成立した。印刷グループ、発

行グループについてもすでに成立している。グループ化

の目的は企業経営方式により市場競争力を増強して出版

業を発展させることにある。 

現状ではグループ化による規模の拡大が必ずしも収益

増大にはつながっていない。今後、グループ内の体制整

理、調整がなお必要とされる。 

②音楽映像資料、電子出版およびネットワーク出版 

音像電子和網絡出版管理司が所掌しており、音楽映像

資料班、電子出版班、ネットワーク出版班と媒体ごとに

担当が分かれている。出版量が急激に増えている分野で

ある。出版社から提出された計画の審査・許可、年度出

版計画や重点出版物の計画策定、またこうした出版物の

管理・監督などを行っている。インターネットによる情

報発信サービスもその管理・監督対象となる。海賊版駆

逐も業務のひとつであるが、実際の著作権処理は著作権

保護センターが主管する。 

③著作権管理 

版権管理司が、関係法規の起草、その実施状況の監視、

著作権侵害事件の処理等を担当している。現在、文学作

品の著作権団体の設立が急務であるという。 

データベース化、デジタル化にあたって著作権処理に

問題があって、著作権者が図書館を訴えるケースが増え

ている。そのため、全国文化信息資源共享工程（後述）

やデジタル図書館プロジェクト関係者から、著作権処理

について相談を受けることも多いという。 

④古籍の整理出版 

図書出版管理司（古籍整理出版規画辧公室）が担当し、

例えば国家プロジェクトとして古籍の CD-ROM 化を企画

する。 

1999 年に全国古籍整理出版規画領導小組が設けられ、

2000 年 12 月に≪国家古籍整理出版“十五”（2001-

2005 年）重点規画≫が制定された。すでに『全元文』

『林則徐全集』などが出版されている。 

同小組は古籍整理業務のレベル向上のために 2001 年

～2003 年に「全国古籍出版社編輯培訓班」を開催した。

その内容はそれぞれ『古籍整理出版十講』（岳麓書社、

2002）、『古籍編輯工作漫談』（斉魯書社、2003）、

『古籍整理出版漫談』（上海古籍出版社、2004）にまと

められている。 

2 精華同方光盤股份有限公司中国学術期刊（光盤版）

電子雑誌社 
清華同方光盤股份有限公司は清華大学構内に位置する。

電子出版については、新聞出版総署と文化部の指導のも

と事業化に着手した最初の企業である。 

清華同方が構築した CNKI(China National Knowledge 

Infrastructure）は世界でも最大規模のデジタル図書館

で、中国語情報資源の共同構築・共同利用を目的とする

国の情報化重点プロジェクトとして開始された。そのう

ち CAJFD （ China Academic Journals Full-text 

Database）は中国最大の電子ジャーナルで、すでに日本

国内でも複数の大学が導入している。1994 年以降発行

の人文・社会・自然科学分野の 6,600 タイトル、990 万

件以上の本文を収録しており、毎年約 80 万件が追加さ

れる予定である。現在中国の雑誌刊行数は約8,400タイ

トルであり、文学・文芸分野などを除き、学術雑誌の

99％が収録されているといえる。 

新規発行雑誌の収録については、出版から 3～6 ヶ月

購読・審査の後、収録が決定される。 

著作権処理は、清華同方社が出版社に対して著作権料

を支払い、著作者個人には出版社から支払われる。 

印刷媒体と電子版についても国家版権局の指導のもと

著作権を処理している。 

収録論文については9分野ごとに専門家による査読を

行っており、誤植の訂正も行う。 

今回、西三旗にあるデータ加工センターを見学したが、

校正、分類、件名付与などフロアごとになされる厳密な

作業は圧巻であった。 

新聞の全文データベースとして CCND（China 

Core Newspapers Database）があるほか、10数タイト

ルの全文データベースを開発している。 



アジア情報室通報 第 3 巻第 1 号（2005. 3） 

6 

3 中国国際図書貿易総公司 

現在日本国内に流通している中国書の大部分を取り扱

っている。1949 年に国際書店として創立され、1983 年

に今の名称になった。香港支社（和平公司）のほか、深

圳、広州、上海、西安、米国、英国、ベルギー、ドイツ、

そして日本に支社を置く。 

 日本の大学の独立行政法人化による資料購入の減少

を危惧していたが杞憂であったとのことである。 

 

Ⅱ 図書館 

1 南京図書館 

1907年設立の江南図書館を前身とする南京図書館は、

740万冊を所蔵する国家一級図書館で、中国国家図書館、

上海図書館に次ぐ中国第三の図書館である。また江蘇文

化事業発展の拠点として「江蘇文化網」を運営している

（http://www.jscnt.gov.cn/）。2005年10月には長江路

に新館が開館する予定である。 

虎踞路にある歴史文献部は、同館所蔵の古籍を収録し、

150万冊のうち善本約10万冊である。古籍の修復・保護

を重視しており、『中文善本保存保護国際研討会論文

集』（北京図書館出版社、2002）に同館の報告が収録さ

れている。 

また、民国時期文献 70 万冊も貴重なコレクションで

ある。 

2 上海図書館 

1952 年の設立で、1995 年に上海科学技術情報研究所

と合併し、1996 年に淮海中路に開館した新館が現在の

上海図書館である。 

所蔵する家譜 12 万冊は世界一の量であり、全 328 姓

氏の家譜について『上海図書館館蔵家譜提要』（上海古

籍出版社、2000）がある。 

古籍は善本 17 万冊を所蔵し、文献の修復と保護につ

いても研究を進めている。古籍閲覧エリアのほか古籍修

復展示室が置かれている。 

日本語資料8万冊を所蔵し、目録に『上海圖書館館藏

舊版日文文獻總目』（上海科學技術文獻出版社, 2001）

がある。また、日本の古いレコードを多く所蔵する。 

『全国報刊索引』は上海図書館で編さんされている。

香港､台湾を含む雑誌・新聞約 8,000 タイトルの論文・

記事を収録する。1993 年に開発に着手し 1995 年に完成

した『全国報刊索引数据庫』は200年以降、毎年社科版、

科技版とも 26 万件が追加されている。社科版について

は1857-1919 年、1950-1999 年の 464 万件について遡及

データが入力済みで、1920-1949 年の 70 万件について

は今年中に入力完了の予定である。 

3 徐家匯蔵書楼 

フランスのイエズス会が上海に創立した最初の近代図

書館で、1956 年に上海図書館に併合された。上海漕渓

北路に位置し、2002 年に修繕されて現在の外観になっ

た。 

 主に1949年以前に出版された外国語文献56万冊を所

蔵し、毎週土曜日に一般に公開している。閲覧室では主

に中国早期の新聞雑誌を閲覧提供している。 

外国語文献の補修作業現場では、製本された日本語の

極秘資料パンフレットを目にした。 

4 中国国家図書館 

 1912 年開館の京師図書館を前身とし、国立北平図書

館、北京図書館を経て、1987 年紫竹院公園北側に新館

が建てられ、1998 年に中国国家図書館と改称した。善

本27万冊、古籍164万冊を所蔵する。 

①全国文化信息資源共享工程国家中心 

2002 年文化部と財政部が共同で組織した、一般大衆

を対象に、中国文化に関する情報をデジタル化し提供す

ることを目的とする機関である。同館内に事務所を置く

が中国国家図書館と同じレベルの別組織である。 

このプロジェクトは、最終的には１つの国家センター、

30 の省級センター、5000 以上の県、郷、街道、社区の

基層センターからなるネットワーク（135 計画）形成を

目指している。 

②北京北図図新書店 

当館が中国国家図書館の協力を得て 2001 年から行っ

ている中国書の購入は、北京北図図新書店がサービス拠

点となっている。電子的に提供された書誌データの中か

らアジア情報課で選書したものを送付してもらう方式で

ある。現在は、大陸の出版データのみの送付を受けてい

るが、香港、マカオ、台湾の出版データについても送付

可能とのことであった。 

5 大連図書館 

大連市西崗区長白街に位置する国家一級図書館である。

1907 年の南滿洲鉄道株式会社資料室、1919 年の満鉄大

連図書館を前身とし、1951 年の旅大市図書館を経て、

1981 年に大連図書館と改称、現在の大連図書館は 1986

年に建設された。満鉄大連図書館旧址に補修されたのが

魯迅路分館（日本文献資料館）である。 

満鉄旧蔵書 44 万冊には地方志、地図、明清小説など

が含まれる。貴重な明清通俗小説 150余タイトルを含む

大谷文庫は 1925 年に満鉄大連図書館に寄贈されたもの

である。明清小説のうち 55 タイトルが『大連図書館孤

稀本明清小説叢刊』として影印出版されている。大量に

所蔵する戦前期の日本語新聞も貴重なコレクションとい

える。 

おわりに 

 出版界、図書館界のいずれにおいても、文献とそれ

を取り扱う専門職員、および受容者・利用者の文化的・

知的水準を高めようという国家の意志、中国文化発揚へ

の情熱が見られ、そのための各種プロジェクト推進力の

強さに、発展する中国の力を感じた。 

最後に、訪問を承諾し案内をいただいたすべての機関

と関係者に心から感謝する。 
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平成 16 年度アジア情報研修を終了して 

 
 
 

平成 17 年 1 月 27 日（木）、28 日（金）に昨年度に引

続き第3回目のアジア情報研修を実施した。今年度は共

通テーマを「アジア研究の動向と情報ニーズ：図書館の

対応と情報資源の共有」とした。 

1. 受講者について 

受講者の内訳は、以下の通りである。 

 近畿 首都圏 
中部 
北陸 

九州 
合
計 

大学図書館 12 3 1 1 17 

公共図書館 2 2 1  5 

専門図書館他 1    1 

合計 15 5 2 1 23 

2. 研修内容 

以下に、懇談会、アジア情報室見学を除く科目につい

て、その概要を紹介する。 

■研修１日目 

（1）「「地域研究コンソーシアム」設立の背景－研究

とその基盤としての情報資源について」（講師：押川文

子 国立民族学博物館地域研究企画交流センター長） 

地域研究に関わる研究機関、大学院の研究科、COE プ

ログラム、地域で展開している NGO、NPO を含めた組織

で作っている地域研究コンソーシアムでは、その地域研

究情報の共有化に取り組んでいる。課題として、（1）

資料を系統的かつ継続的に集めるには研究者主導ではな

く、図書館員が収集のイニシアチブをとることが必要で

あり、そのためには学識をもった専門職としての図書館

員の地位を向上させ組織内での発言権を保証することが

必要であること、（2）コンソーシアムの連携を深める

ためには、各機関の予算の使い方など、実質的な情報交

換が必要なこと、（3）公開性に関連しては著作権が大

きな問題であるが、図書館・研究機関が個々に取り組む

のではなく、大学の法学部などとタイアップしつつ、地

域研究者、資料担当者、情報学研究者が協力し、ノウハ

ウを共有することが必要であるという3点が挙げられた。 

特に（1）の課題に対応するため、コンソーシアムで

は、研究者・図書館員の双方が、情報資源の収集と共有

に関する歴史と現状を確認し、地域研究の基盤となる情

報資源の共有化の方向性を検討する組織として「情報共

有化研究会」を2004年12月に設けた。この研究会には、

コンソーシアムの理事会メンバーもオブザーバーとして

出席し、検討内容が理事会に反映される仕組みとなって

いる。 

専門性を備えた図書館員による組織的・系統的、そし

て持続的な情報資源の収集が強調された。 

（2）「現代中国研究の動向－現代中国学会の動向を中

心に」（講師：佐々木信彰 大阪市立大学大学院経済学

研究科教授） 

巻頭記事を参照。 

（3）「情報ニーズ把握の試み－アジア経済研究所にお

ける取組み」（講師：重城忠純 日本貿易振興機構アジ

ア経済研究所図書館長） 

A）定点観測ネットワーク、B）図書館利用者アンケー

ト、C）調査研究懇談会、D）業績評価委員会を用いて研

究ニーズを把握するよう努めている。A）調査対象は、

民間企業、公的機関、途上国関連の学会、言論界・国民

一般の４ブロックに分けて、大体 700～800 機関・人を

定点にしてアンケート調査を平成 15 年 6 月～7 月に実

施した。項目は①アジ研およびその出版物の認知度、②

期待する研究領域、分野、スタイル、③重点的に取り組

む地域、④期待する研究分野テーマ、⑤その他であり、

①の認知度は高かった。②は圧倒的に地域研究、カレン

ト性を持ったものに対する期待が大きい。③地域はアジ

アが 40％、中東は 20％だが、これはイラク戦争の影響

であろう。アジア地域では中国・台湾が 32％、東南ア

ジアが 28％、朝鮮半島 14％、南アジア 16％となる。中

央アジアも今回は 10％でている。④研究分野・テーマ

は圧倒的に経済関係、2 番目に政治、3 番目は社会とな

る。B）は図書館業務の改善のために実施しているが、

この中に研究ニーズを聞く項目が入っている。定点観測

と似たような傾向を示している。テーマに環境・教育・

民族問題・農業・エネルギーが入り範囲が広くなってい

る。ちなみに蔵書の状況は 29％が経済、17％が政治で

あるが、分野的には幅広く収集している。C）は過去に

参与顧問会、調査協議会として実施していたものを統

合・再編したもので、委員の先生の顔が見えるのが特徴。

A）～C）は業務の参考にするものだが、D）は対応を求

められる。1993 年度から調査研究活動と研究会運営の

活性化のため導入したものだが、2003 年度から対象を

全事業に拡大している。この他に経済産業省、総務省の

独立行政法人評価システムがあり、ここで重大な指摘な

いしマイナスの評価を受けないようにする点からも、ニ

ーズを的確に把握する必要がある。 

（4）「アメリカのアジア研究と図書館」（講師：

Karen T. Wei 全米アジア学会東亜図書館協会中国語

資料部会長） 

①北米の東アジア（中国、日本、韓国）研究のための

コレクションの発展の歴史、②東亜図書館協会

（CEAL:Council on East Asian Libraries）、全米アジ

ア学会（AAS:Association for Asian Studies）につい

て、その歴史、組織、活動、③CEAL 中国語資料委員会

（CCM：Committee on Chinese Materials）について、

会員と会員機関のコレクション、協力活動とその課題、

中国研究司書のプロフィール、中国研究司書に求められ

る能力、研修、④イリノイ大学アジア図書館について、

歴史、図書館資料の選書と収集、関連分野の動向、利用

者の要望の認識、利用サービス等について紹介された。 
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CCM に関連する活動として、中国地域研究ウエッブペ
ージ、中国マイクロフィルム新聞プロジェクト、インタ
ーネットを介したレファレンス・サービスである、東ア
ジア図書館に聞く（AskEASL）、教育省の支援で開始さ
れた中国語、朝鮮語雑誌の目次をインターネットで提供
する東アジア図書館協力ＷＷＷ、北東地域における中国
地方誌の分担収集や中国学術雑誌全文データベースの導
入におけるコンソーシアム形成などがある。また、中国
研究司書に必要とされる能力として、語学力、対象地域
に対する理解、コンピュータ能力のほか、対人関係の処
理能力も重要なものとして指摘された。人材育成の例と
して、ルース基金による中堅職員を対象とした3週間に
わたる中国情報に関する研修が紹介された。 

■研修2日目 
（1）「大学図書館における情報発信とニーズへの対
応」（講師：江川和子 東京大学東洋文化研究所附属東
洋学研究情報センター 業務係長） 
当センターは 1999 年に今の組織に改組され、文献と

造形の二つを対象とする研究・整理を進めること、アジ
ア全体を視野に入れて活動することが大きな柱となり、
データベースによる情報発信を推進することになった。
データベース作成はプロジェクト体制をとり、研究者が
データベースの企画を行いセンターに申請し、委員会が
採択し、予算を配分するという仕組みである。 
最近の情報発信の事例は、①アジア研究情報 Gateway、

②東京大学東洋文化研究所（以下「東文研」）所蔵タイ
語書誌データベース、③漢籍善本全文影像資料庫がある。
①では、研究者等の協力を得ながら、アジア研究の最新
動向、アジア研究の最新動向、アジアの図書館・公文書
館の紹介、紹介文付きリンク集など、アジア研究関連情
報を広く集積・紹介している。②は東文研図書室が中心
になって取り組んできたもので、2005 年 3 月に公開予
定である。③は東文研所蔵貴重書のデジタル化事業であ
り、これも間もなく公開予定である。 
データベースを構築し外に発信する場合、前提となる

ニーズを想定するというのが一般的なことだと思うが、
センターでデータベース事業に携わる研究者の意識は必
ずしもそうではない。研究者によっては情報発信に対す
るモチベーションが弱いこともあり、図書館職員は研究
情報資源としてのデータベース公開の意義を伝え研究者
を説得することも求められる。 
頻繁な人事異動等のため、研究者の信頼を受けるに足

る主題専門性を養うことは困難であるが、情報発信に主
体的に取り組むために、図書館職員には調整・交渉力が
必要である。 

（2）「公共図書館におけるアジア情報ニーズへの対
応」（講師：佐藤晋 福岡市総合図書館 国際資料専門
員） 
福岡市はアジア太平洋都市宣言を出すなど、アジアに

目を向けることを行政の方向性としているため、「アジ
アマンス」「アジアフォーカス・福岡映画祭」などの事
業を実施している。こうした背景下、在日外国人を含め
た市民のアジアに対するニーズは、レファレンス件数の
変化に現れているが、増大そして多様化している。 
中国・韓国の情報ニーズが多いが、近年ではタイ、マ

レーシア、スリランカなどの南アジア、東南アジアの資
料の要望も増えてきている。資料群では雑誌・新聞への
要望が高く、在日・滞日外国人の増加を反映し、分野と
しては女性・家庭関係のものが多くなっているほか、経
済・政治の需要も高い。旧外地での生活体験を持つ人、 

あるいは関係の方から、現在の場所の特定などの質問
が寄せられたり、観光・ビジネスで海外に行く人も増え、
地図情報に対するニーズが増えており、できるだけ詳細
なものを収集するようにしている。 
中国・朝鮮以外については、年度計画にしたがって書

店に作成依頼したリストから選書している。中国・朝
鮮・欧米言語は書評誌・紙等の他、ウェッブ情報も利用
して選書をしている。雑誌・新聞の選定や、個々の資料
選定の判断に困る場合は、地元の領事館・大使館、大学
の研究機関・友好協会などに助言を仰ぐこともある。中
国や韓国の年鑑類はできだけ現地語資料を収集し、その
他のアジア地域は国連資料を含めた英語資料を活用して
いる。この他、特色あるコレクションとして、アジア地
域の教科書、映画コレクションもある。 

（3）「日本におけるアジア情報資源の現状：「アジア
情報関係機関ダイレクトリー」を編集して」 
平成 16 年度中に提供する標記ダイレクトリーの意義、

収録機関、内容等を紹介した。特に統計データを利用し
たアジア言語資料の言語別所蔵機関一覧、所蔵数の集計
結果から、国内のアジア関係情報資源の配置状況が概観
された。言語別所蔵統計が利用できない機関が多いこと
もあり、参考データではあるが、中国語・朝鮮語資料を
所蔵する機関数が多いこと、特に収録機関の所蔵総数に
おいては、中国語資料がきわだって多いという結果が紹
介された。 

（4）「東南アジア刊行資料の充実に向けて」（関西館

資料部アジア情報課） 

①米国議会図書館（LC）による外国資料の収集、②

LC の共同収集プログラム（CAP）、③現地事務所の活動、

④国立国会図書館と CAP という内容で、国立国会図書

館が参加している LC ジャカルタ現地事務所の CAP につ

いて紹介した。これまでのシンガポール、マレーシア、

インドネシア、ブルネイに加え、新しくタイ、ベトナ

ム、ラオス、カンボジア、フィリピンも対象とすると

ともに、分野も拡充、また、これまでの英語中心から

現地語資料も対象とするようにした。 

 

3. 終わりに 

懇談会では、館種の異なる機関の活動を知ることがで

きた等内容が豊富であったとの評価とともに、ツール紹

介等、実務にすぐ活かせる科目についての要望もあった。

研修科目を系統的な組み立てにすること、また、アジア情

報に同じく関心を寄せる図書館員の交流の場とすべく、今

後も検討を続けていきたい。 
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新着参考図書目録（2004.10～2004.12） 

2004 年 10 月から 2004 年 12 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。 

（ ）内は、関西館請求記号である。 

中国 
 

中国語の部 

＜経済･産業＞ 

珠江三角洲研究文献指引 / 李郇[ほか]主编. -- 广
州 : 中山大学出版社, 2003.8. -- 19, 1, 588p ; 
21cm. -- (新时期港澳珠区域经济合作与发展丛书) 
ISBN:7306021389 D1-C15 

 
中国电子厂商名录. 产品篇, 区域篇 / 信息产业部
电子科技情报研究所, 北京市鑫海威信息中心编. -- 
2003-2004 第 13 版. -- 北京 : 电子工业出版社, 
2003.7. -- 2 冊 ; 29cm  
ISBN: 7505388843 D4-C53 

 
中国机械通用零部件制造业厂商名录 / 中国机械通
用零部件工业协会, 机械工业出版社《名录》编辑部
编. -- 北京 : 机械工业出版社, 2003.10. -- 64, 
578p ; 29cm 
折り込 1枚 
ISBN: 711111826X D4-C59 

 
中国环保产业设备精品供应名录 / 邢梦龄主编. --
北京 : 航空工业出版社, 2003.6. -- 229p ; 29cm 
ISBN: 7801831225 D4-C60 

 
新编全国供销合作社机关、企事业单位名录 / 中华
全国供销合作总社信息中心编. -- 北京 : 中国环境
科学出版社, 2002.12. -- 341p ; 27cm  
ISBN: 780163473X D4-C61 

 
新编中国纺织企业名录 / 中国纺织工业协会统计中
心编. -- 北京 : 中国环境科学出版社, 2002.7. -- 
645p, 図版 38p ; 30cm  
ISBN: 7801633253 D4-C62 

 
中国 ISO9000 获证企业及产品数据库 / 信息产业部
电子信息中心编辑. -- [北京] : 信息产业部电子信
息中心, 2000.9. -- 521p ; 29cm. -- (中国企业名
录总汇)  
付属資料: CD-ROM1 枚 D4-C63 

ISO9000 取得の約 15,000 企業について住所、電話
番号、FAX 番号、認証規格、認証番号、認証製品、
認証機関を収録。「电子,通讯设备,计算机整机及配
件制造业」「医药制造业」など 34 に分類して排列。 
 

大蓝筹时代 : 2004 年中国证券市场投资策略 = 
Blue-chip era : investment strategies for 
China capital markets in 2004 / 刘慧敏主编 ; 
国泰君安证券研究所[编]. -- 北京 : 社会科学文献
出版社, 2004.3. -- 4, 2, 4, 467p ; 24cm. -- 
(国泰君安系列报告)  
ISBN: 7801901738 DF178-C14 

 
中国流通产业发展报告 : 2000-2003 / 高铁生, 郭
冬乐主编. -- 北京 : 中国社会科学出版社, 2004.1. 
-- 2, 2, 3, 560p ; 21cm  
ISBN: 7500442947 DH417-C5 

 
中国大交通指南 : 2002-2003 版本. -- [北京] : 交
通部科学研究院, [出版年不明]. -- 8, 99, 590p ; 
29cm. DK11-C28 

 
中关村科技园区商务指南. 2002 版 / 中关村科技园
区管理委员会编. -- 北京 : 中国财政经济出版社, 
2002.5. -- 615p ; 29cm. 
付属資料: CD-ROM1枚 
ISBN:7306021389 DL319-C29 

 
中国电子信息产业统计资料汇编 : 1997-2001 / 信
息产业部经济体制改革与经济运行司编. -- 北京 : 
电子工业出版社, 2003.7. -- 387p ; 27cm  
ISBN: 7505388533 DT673-C1 

＜社会・労働＞ 

中国医院大全 : 2002-2003 版 / 卫生部医药卫生科
技发展研究中心编辑 ; 苏同泳主编. -- 北京  : 中
华医学电子音像出版社, 2003.1. -- 1124p ; 29cm 
付属資料: CD-ROM1 枚 
ISBN: 7900106197 E2-C20 

 
2003 年中国医院索录.  -- [出版地不明] : [出版者
不明], [2003]. -- 2 冊 ; 29cm 
背表紙標題:中国医院医长 E2-C21 

 
中国城市地价图集 / 中华人民共和国国土资源部主
编. -- 北京 : 中国地图出版社, 2003.6. -- 275p ; 
38cm 
ISBN: 7503132604 EF53-C12 
35 の都市について「土地综合定级级别」「商业用

地基准地价」「居住用地基准地价」「工业用地基准
地价」「监测点地价表」を収録。データは 1999 年
度から 2001 年度にかけて国土資源部が行った土地
価格調査の結果による。排列は行政区画順。 
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＜教育＞ 

中国教育大事典 : 1840-1949 = Book of major 
educational events in China / 刘英杰主编. --  
杭州 : 浙江教育出版社, 2001.7. -- 26, 1084p ; 
29cm 
ISBN: 7533839552 FB54-C106 
「基础教育」「高等教育」「职业教育」など 10巻

からなり、それぞれ沿革、趣旨、政策などについて
解説。 

新编基础教育文件汇编 : 1999-2003 / 教育部基础
教育司编. -- 北京 : 北方交通大学出版社, 2003.9. 
-- 15, 746p : 26cm 
ISBN: 7810821989  FB54-C107 

＜歴史・地理＞ 

中国历代宰相大词典 / 张哲永主编. -- 广州 : 广
东教育出版社, 2004.3. -- 10, 2, 47, 1406p ; 
22cm 
ISBN: 7540640952 GE12-C91 
 夏商周から清朝までの正統王朝とそれ以外の王朝
のすべての宰相について生没年、官職名、略伝、典
拠などを収録。「先秦篇」「秦漢篇」など 12篇か
らなり、そのなかを王朝で分類、生没年順に排列。
巻末に「唐代使相表」「秦汉农民政权宰相表」など
10の付録を付す。 
 
首都信息博览 / 北京纪史文化研究中心, 北京市企
业文化建设协会编辑. -- [北京] : 學苑出版社, 
[出版年不明]. -- 662p, 図版 24p ; 29cm 
ISBN: 7800601765 GE367-C73 
 「卷首篇」と「信息篇」の 2篇からなる。「卷首
篇」では北京市の旅行、生活情報など、「信息篇」
では北京市にある政府、教育、文化、医療、マスコ
ミ、企業などの機関について住所、電話番号などの
データを収録。 

＜哲学・宗教＞ 

十三経索引 / 欒貴明, 田奕主編. -- 北京 : 中国
社会科学出版社, 2004.3. -- 4 冊 ; 30cm 
第 1冊: 周易,尚書,詩經,論語,孝經,爾雅,孟子 
第 2冊: 春秋左傳 
第 3册: 春秋公羊傳,春秋穀梁傳,儀禮 
第 4册: 周禮,禮記,索引總表 
ISBN: 7500440529(set)  HB23-C33 
世界書局、中華書局、浙江古籍出版社影印の嘉慶重

刻本『十三経注疏』を底本とする。「周易卷」「尚書
卷」「詩經卷」など 13巻からなり、各巻ごとに本文
と四角号碼順の逐字索引を収録。本文には中華書局本
と浙江古籍出版社本のページ番号を付す。第4冊末に
四角号碼順と筆画順の総索引を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中國藝術百科辭典 / 冯其庸主编. -- 北京 : 商務
印書館, 2004.1. -- 112, 120, 1505, 124p, 図版
34 枚 ; 29cm 
ISBN: 7100036038 K2-C13 
「绘画卷」「书法卷」など 16 巻からなる。各巻

ごとに「名词术语」「作品」「著述」「人物」に分
け、「名詞述語」はさらに細分類してそのなかを筆
画順、そのほかは年代順に排列。25,000 余項目、図
版 1400余を収録。巻末に筆画索引を付す。 

書法字海 / 张又栋主编. -- 修订. 縮印本. -- 北
京 : 新时代出版社, 2004.1. -- XXV, 2746p, 26cm 
ISBN: 7504208507 KC612-C9 

初版は 1994 年刊。6,517 字について中国、日本、
韓国など 8 カ国の書家 1,012 名、碑刻 525 種から
79,000 余字を収録。排列は筆画順。巻末に収録書家
および碑刻名録、拼音順索引を付す。 
 
古汉语语法研究论文索引 : 1900-2000 / 孙力平编. 
-- 北京 : 商务印书馆, 2003.12. -- 5, 172, 18, 
6p ; 26cm 
ISBN: 7100037700 KK11-C9 
中国大陸の雑誌、新聞および論文集で発表された

400 余タイトルを収録。「词类部分」「通论部分」
など 18 部分をさらに 129 に分類し、発表年代順に
排列。巻末に拼音順の作者索引、採録誌一覧を付す。 
 
近现代汉语新词词源词典  = An etymological 
glossary of selected modern Chinese words / 香
港中国语文学会统筹. -- 上海 : 世紀出版集团 : 
汉语大词典出版社, 2001.2. -- 9, 426p ; 21cm 
ISBN: 7543204754 KK12-C215 
19 世紀から 20 世紀半ばに現れた外国語起源の新

語 5,275 語について、意味、もととなった外国語、
用例を収録。排列は拼音順。巻末に引用文献一覧と
筆画順の語彙一覧を付す。 
 
谦词敬词婉词词典 / 洪成玉编著. -- 北京 : 商务
印书馆出版, 2002.10. -- 105, 389p ; 19cm 
ISBN: 7100029651 KK12-C216 
謙譲語、敬語、婉曲表現約 3,000 語について意味、

用例を収録。「谦词」「敬词」「婉词」の 3 部分か
らなり、そのなかを意味、用法のまとまりで分類し、
排列。拼音順索引を付す。 
 
现代汉语规范词典 / 李行健主编. -- 北京 : 外语
教学与研究出版社 : 语文出版社, 2004.1. -- 80, 
1758, 34p ; 22cm 
ISBN: 7560039758 KK12-C218 
現代中国の常用語について親字約 13,000 字、見

出し語約 68,000 語を収録。排列は親字の拼音順。
部首索引を付す。 
 
常见错读字词词典 / 许正元主编. -- 北京 : 商务
印书馆, 2004.1. -- III, 18, 401p ; 19cm 
ISBN: 780103340X KK24-C94 
発音をまちがえやすい約 900 語について、正しい

発音、意味、用例と誤読例を収録。排列は拼音順。 
 
新华反义词词典 / 商务印书馆辞书研究中心编写. -
- 北京 : 商务印书馆, 2003.11. -- 27, 298p ; 
19cm 
ISBN: 7100036682 KK32-C56 
2 字熟語 672 組、成語 135 組あわせて 807 の反義

語の組み合わせについて、意味、用例、関連反義語
などを収録。排列は組み合わせ 1 字目の漢字の拼音
順。熟語、成語の筆画順索引を付す。 
 
中囯惯用语大全 : 辞海版 / 温端政主编. -- 上海 : 
世纪出版集团 : 上海辞书出版社, 2004.5. -- 1, 5, 
12, 1, 1414p ; 22cm 
ISBN: 7532615332   KK32-C57 
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「上編」「下編」の 2 編からなる。「上編」は口
語約 50,000 語を収録。「下編」は古今の文献から
約 12,000語を収録。排列はそれぞれの拼音順。 
 
中囯歇后语大全 : 辞海版 / 温端政, 上海辞书出版
社语文辞书编纂中心主编. -- 上海 : 世纪出版集
团 : 上海辞书出版社, 2004.5. -- 1, 5, 12, 2, 
1293p ; 22cm 
ISBN: 7532615359 KK32-C58 
「上編」「下編」の 2 編からなる。「上編」は口

語のしゃれことば 85,000 語を収録。「下編」は古
今の文献から 5,000 語を収録。排列はそれぞれの拼
音順。 
 
古书人物辞典 / 庄克华主编. -- [2]版. -- 南昌 : 
江西教育出版社, 2004.1. -- 8, 53, 1089p, 図版 5
枚 ; 21cm 
ISBN: 7539240644 KK62-C91 
初版は 1994 年刊。先秦から清代までの約 1000 の

文学作品から 4,541 名を収録。排列は筆画順。 

＜科学技術＞ 

英汉信息技术缩略语大词典 = English-Chinese IT 
abbreviations dictionary / 戚建平, 邬江兴主编. 
-- 北京 : 國防工業出版社, 2004.1. -- VII, 
748p ; 21cm 
ISBN:7118032476 M3-C15 
情報技術に関する英語の略語 30,000 余語につい

て、英語の完全名称、中国語訳語を収録。排列はア
ルファベット順。 
 
英汉信息通信技术缩略语词典 / 吴娜达, 李辉编. -
- 北京 : 人民邮电出版社, 2004.4. -- 2, 612p ; 
21cm 
ISBN: 7115118469 M3-C16 

18,000 余語について、英語の完全名称、中国語訳
語を収録。排列はアルファベット順。 
 

日汉机电工程词典: 新编本 / 杨希武主編. -- 北
京 : 机械工业出版社, 2004.1. -- 2450p ; 22cm 
ISBN: 7111129067 ND2-C7 
 
中国藏医药文献目录索引: 1907-2001 / 黄福开主
编.-- 北京 : 中国藏学出版社, 2003.11. -- 226p, 
図版 2枚; 26cm. -- (藏医药研究丛书) 
ISBN: 7800576604 SC1-C15 

チベット医学、薬学に関する文献 2,000 余タイト
ルを収録。「藏医医史研究」「藏药研究」「藏医著
作」など 8 編からなり、それぞれのなかを細分類し
て刊行年月順に排列。巻末に拼音順の論文名索引、
書名索引、人名索引など 8 の付録を付す。 
 

新 汉 英 中 医 学 词 典  = New Chinese-English 
dictionary of traditional Chinese medicine  / 
方廷钰, 陈锋, 王梦琼主编. -- 北京 : 中国医药科
技出版社, 2003.7. -- 1, 758p ; 20cm 
ISBN: 7506726904 SC2-C26 

約 6,200 語について拼音表記、英語訳語、用例と
その英訳を収録。排列は親字の拼音順。巻末に拼音
索引、筆画索引など 5の付録を付す。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

中国报刊黄页 = China newspaper and periodical 
yellow pages, 2003 年度 / 北京金士兰广告中心编
辑 ; 张承责任编辑. -- 北京 : 中国社会出版社, 
2002.10. -- 230p ; 29cm  
ISBN: 7801466349 UC4-C2 
 
2004 中国 ISBN 出版者名录 / 新闻出版总署图书出版
管理司编. -- 南京 : 江苏教育出版社, 2004.4. -- 
323p；17×19cm 
ISBN: 7534356733 UE4-C9 
 
清代内府刻書圖録 / 翁連溪編著. -- 北京 : 北京
出版社, 2004.4. -- 4, 253, 69, 66, 10p ; 30cm  
ISBN: 7200050652 UM28-C18 
300 余タイトルの書影について「刻本」「套印

本」「活字本」「版畫」「曆書・滿漢合璧」に分け
て収録。巻末に「附一、清代内府刻書概述」「附二、
清代内府刻書總目録」「附三、清代内府刻書總目録
索引」を付す。附二は 700 余タイトルを収録。附三
は本編と附二の書名の拼音順索引。 
 
中文核心期刊要目总览 = A guide to the core 
journal of China / 戴龙基, 蔡蓉华主编. -- 2004
年版(第 4 版). -- 北京 : 北京大学出版社, 2004. 
-- 28, 5, 18, 782p ; 27cm  
ISBN: 7301073879  UP15-C22 
 
香港所藏古籍書目 / 賈晋華主編. -- 上海 : 上海
古籍出版社, 2003.12. -- 2, 880p ; 29cm 
ISBN: 753253555X UP72-C50 
香港中文大学、香港中央図書館など 11 の図書館

所蔵の 7,386 タイトル、叢書収録の 18,718 タイト
ルについて書名、巻数、著者、版本、所蔵館、請求
記号を収録。排列は四部分類順でその後に「叢部」
を置く。巻末に拼音順の書名索引、著者索引を付す。 
 
牛津当代百科大辞典 : 英汉・英英・彩色・图解 = The 
new Oxford illustrated English-Chinese 
dictionary / 刘延武编著. -- 北京 : 中国人民大
学出版社, 2004.1. -- 16, 2129p ; 30cm  
ISBN: 7300030386 UR54-C54 
『牛津当代大辞典』（台湾旺文社,1989）を中国

大陸向けに修訂。約 120,000 項目、4,000 点余のカ
ラー図版を収録。巻末に「図版名称漢英索引」など
11 の附録を付す。 
 
北京网络黄页 : 2002 = Bei Jing web yellow 
pages. -- [北京] : 世界图书出版公司北京公司, 
2001.9. -- 1869p ; 28m Y69-C3 
 
北京大黄页 = Beijing yellow pages / 北京市电话
号簿公司编辑. -- 北京 : 北京市电话号簿公司, 
[2003]. -- 880p ; 28cm   Y69-C4 
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日本語の部 

＜経済・産業＞ 

中国上場企業総覧. 2004-2005 年版 / T&C トランス
リンク企画・編集. -- 東京: T&C トランスリンク ; 
星雲社 (発売), 2004.1. -- 509p ; 26cm  
ISBN: 4434050257 D4-H355 
 
中国の機械産業 : 建機・重機から軸受・油圧・工
具まで主要 120 社の動向. 2005 / シープレス編. -
- 東京 : シープレス, 2004.1. -- 502p ; 26cm  
折り込 1枚 DL418-H12 
 
新中国五十年統計資料彙編 : 日本語 CD-ROM 版 / 
中国国家統計局国民経済総合統計司著 ; 日本統計
協会訳. -- 東京 : 日本統計協会, 2003.6. -- 
250p ; 30cm  
付属資料 ; CD-ROM1 枚 
英文併記 
ISBN: 482232835X  YU7-H994 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国最新用語辞典 : 中英日対照. 2004 年版. -- 東
京 : 日本国際貿易促進協会, 2004.7. -- 339p ; 
19cm  
ISBN: 4930867355   KK12-H24 

＜科学技術＞ 

図解中国機械認証 CCC 取得ガイド / 渡辺昭一著. -
- 東京 : 日刊工業新聞社, 2004.11. -- 166p ; 
26cm  
ISBN: 4526053724 M361-H405 
 
日英中印刷・出版・情報用語辞典 / 丁一編著. -- 
東京 : 印刷出版研究所, 1989.6. -- 475p ; 19cm  
ISBN: 4870861526  PE2-E7 
 

欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

Directory of officials and organizations in 
China / Malcolm L. Lamb. -- 3rd ed. -- Armonk, 
N.Y. : M.E. Sharpe, c2003. -- 2 v. ; 29 cm. -- 
(Contemporary China books ; no.25) 
ISBN: 0765610205 (alk. paper)   (A112-P9)  
 
Competition law in China / by Chaowu Jin & Wei 
Luo. -- Buffalo, N.Y. : W.S. Hein, 2002. -- 
xiv, 347 p. ; 23 cm. -- (Chinese Law series ; 
v.6) 
ISBN: 1575886790 (cloth : acid-free paper) 
 AC9-361-B1(AC9-361-P1)  
 
Business law in Hong Kong / general editor D.K. 
Srivastava. -- Hong Kong : Sweet & Maxwell 
Asia, 2002. -- l xxvii, 757 p. ; 26 cm.  
Includes bibliographical reference and index. 
ISBN: 9626611626  (AH3-861-P1) 

＜経済・産業＞ 
The China management handbook : a 
comprehensive question and answer guide to the 
world's most important emerging market / 
Engelbert Boos, Christine Boos, Frank Sieren ; 
foreword by Chris Patten. -- Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire [England] / New York : 
Palgrave Macmillan, 2003. -- xxiv, 407 p. : 
ill. ; 25cm.  
Includes bibliographical reference(p. 385-389) 
and index 
ISBN: 1403900248  DC157-B13(DC157-P6) 

＜歴史・地理＞ 

Chinese history : a manual / Endymion 
Wilkinson. -- Rev. and enl. -- Cambridge, 
Mass. : Published by the Harvard University 
Asia Center for the Harvard-Yenching 
Institute ; Distributed by Harvard University 
Press, 2000. -- xxiv, 1181 p. ; 24 cm. -- 
(Harvard-Yenching Institute monograph series ; 
52) 
ISBN: 0674002474 (alk. paper) ; 0674002490 
(pbk. : alk. paper)  GE2-A36(GE2-P18)  
 
Chinese biographical index / compiled by 
Stephan von Minden = Chinesischer 
biographischer Index / bearbeitet von Stephan 
von Minden. -- Munchen : K.G. Saur, 2000. -- 3 
v. (xiii, 1197 p.) ; 31 cm.  
Includes bibliographical references. 
ISBN: 3598339372   GE12-B1(GE241-P20)  
 
Sources of Chinese tradition / compiled by Wm. 
Theodore de Bary and Irene Bloom ; with the 
collaboration of Wing-tsit Chan.[et al.] ; and 
contributions by Joseph Adler.[et al.]. -- 2nd 
ed. -- New York : Columbia University Press, 
c1999-c2000. -- 2 v. : map ; 24 cm. -- 
(Introduction to Asian cirilizations) 
Includes bibliographica refevence and index. 
ISBN: 0231109385 (v. 1) ; 0231109393 (v. 1 : 
pbk.) ; 023111270X (v. 2) ; 0231112718 (v. 2 : 
pbk.)  (GE241-P4)  

＜芸術・言語・文学＞ 

A pocket Chinese-Russian-English dictionary : 
arranged by the Rosenberg graphical system : 
Araushkin and Nadtochenko's pocket Chinese-
Russian dictionary with an English text / John 
S. Barlow. -- Honolulu : University of Hawaii 
Press, c2000. -- xviii, 391 p. ; 17 cm.  
Includes index. 
ISBN: 824822943  (KK12-P6)  
 
ABC Chinese-English dictionary : 
alphabetically based computerized / editor, 
John DeFrancis ; associate editors, Bai 
Yuqing.[et al.]. -- Honolulu : University of 
Hawai'i Press, c2000. -- xix, 897 p. ; 24 cm. 
-- (ABC Chinese dictionary series) 
ISBN: 824823206  KK12-B1(KK12-P7) 
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コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

議政資料集 : 제헌국회-제 15 대국회 / 의사국의안과 
편집. -- [서울] : 國會事務處, 2000.10. -- 
732p ; 27cm 
(議政資料集：制憲国会-第 15 代国会) AK4-241-K16 
制 憲 国 会 か ら 第 15 代 国 会 （ 1948.5.31 ～

2000.5.29）までの議長団、国会議員、交渉団体、
会期、主要議案、常任委員会、特別委員会、全院委
員会、各種統計等を掲載。 
 
전국시도연구원총람. 2003 / 전국시도연구원협의회 
[編]. -- 대구 : 전국시도연구원협의회, 2003.5. -- 
295p ; 26cm 
（全国市道研究院総覧） AK4-391-K14 
 地方自治体が出資する地方行政および地域開発に
関する研究機関の総覧。「韓国地方行政研究院」を
始めとする 15 の市道研究院について、組織、職員、
研究計画、実績、刊行物等を掲載。 

＜経済・産業＞ 

한국통신 인터넷 옐로우페이지 = Korea 
telecom internet yellow pages. 2001 년도 / 
한국통신돔닷컴 [편]. -- 2 판. -- 서울 : 
한국통신돔닷컴, 2001.2. -- 606p ; 30cm 
奥付標題:한국통신돔닷컴 Internet yellow pages : 
인터넷 주소록 2001 
색인: p587-606   付属資料: CD-ROM1 枚 
ISBN: 8995201703 
(韓国通信インターネットイエローページ) D4-K22 
 
경제분야 주요 웹사이트. 2003 / KDI 경제정보센터 
[編]. -- 서울 : 한국개발연구원, 2003.11. -- 
473p ; 24cm 
ISBN: 8980631707 
(経済分野主要ウェブサイト) D4-K23 

経済分野の主要なウェブサイトを、韓国政府およ
び政府出資機関、地方自治団体、国内外の経済研究
所、学協会、大学経済学科、信用評価・コンサルテ
ィング会社、言論機関、国際機構、世界各国の中央
銀行および統計機関、Resources（図書室を運営し
オンライン目録を提供する機関および経済学関連ウ
ェブディレクトリ）に分類して収録。URL、主な内
容、提供資料、利用言語等を掲載。巻末に索引あり。 
 
우리나라의 해외직접투자 현지법인 경영현황 분석. 
2002 회계연도 / 韓國輸出入銀行[編]. -- 서울 ： 
韓國輸出入銀行, 2003.11. -- ⅸ, 311p ; 27cm 
（わが国の海外直接投資現地法人経営現況分析）   

DE151-K26 
 
통계로 보는 한국의 모습. -- 대전 : 통계청, 
2000.12. -- iixv, 525p ; 26cm 
색인: p503-514 
ISBN: 8988936035 
(統計で見る韓国の姿) DT191-K4-K5 
 

통계지도 2000 : 인구주택･농어업 총조사 = 
Mapping census 2000. -- 대전 : 통계청, 
2003.12. -- 153p ; 30cm 
奥付標題: Mapping census 2000 : Population and 
housing census : Agricultural and fishery 
census, 2000 
(統計地 2000:人口住宅･農漁業総調査) DT191-K4-K6 
 
한국관광레저연감. --  서울 : Korea data bank. 
-- ; 26cm 
1 호(2004)～ 
（韓国観光レジャー年鑑） Z41-AK335 
 
한국중소기업연감. -- 서울 : Korea data bank. -
- ; 27cm 
2004～ 
（韓国中小企業年鑑） Z41-AK336 
 
부품･소재산업 무역통계연보 / 한국기계산업진흥회 
편집. -- 과천 : 산업자원부. -- ; 26cm 
2004～ 
(部品･素材産業貿易統計年報) Z41-AK337 
 
北韓産業年鑑. -- 서울 : 韓國産業情報院. -- ; 
27cm 
2004～ Z41-AK338 

＜社会・労働＞ 

디지털도서관과 사회과학정보원 = Social science 
information sources in a digital library / 최은주 지
음 . -- 서울 : 한국도서관협회, 2000.8. -- v, 
528p ; 23cm. -- (현대정보관리학총서 ; 32) 
참고문헌: p492-498 국문색인: p499-508  
구문색인: p509-528 
ISBN: 8976780450 
（デジタル図書館と社会科学情報源）  E1-K4 
構成は「総論」と「社会科学分野別概観と参考情

報源」に大別される。後者では社会学・政治学・経
済学・法学・教育学・地理学・心理学･文献情報学
等について、概観、分類体系、主要参考情報源（書
誌・目録、索引、便覧､統計等）、電子情報源、関
連雑誌・団体等を記述｡ 

＜教育＞ 

한국의 교과서 출판 변천 연구 = A transition of 
textbook publishing in Korea / 李鐘國지음. -- 
서울 : 일진사, 2001.5. -- 546p ; 23cm 
各章末および巻末に参考文献あり 
찾아보기: p532-546 
ISBN: 8942905986 
(韓国の教科書出版変遷研究) FC49-K4 
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＜歴史・地理＞ 

고장이름사전 / 어문편집부 편집. -- [평양] :  
과학백과사전종합출판사, 2000.12-2002.4. -- 
10 冊 ; 26cm 
各巻頭に自然地図, 行政区域図あり 
[1]: 평안남도 [2]: 평양시,남포시 
[3]: 평안북도 [4]: 자강도 
[5]: 함경북도, 라선시 [6]: 함경남도 
[7]: 황해남도 [8]: 강원도 
[9]: 황해북도,개성시 [10]:량강도 
(地名辞典) GE11-K11 
北朝鮮の地名事典｡現行の道(直轄市)、市、郡

（区域）、邑、里、洞（労働者区）等の行政区域単
位ごとに項目を立て、各地名ごとにその意味や由来、
変遷、遺蹟、名勝等を記載。 
 
歷史人物肖像畵大事典 / 이강칠[ ほ か ][著]. --
서울 : 현암사, 2003.12. -- 614p ; 31cm 
ISBN: 8932311927 GE12-K18 
歴代の名人が描いた王、官吏、高僧の肖像画 250

余名分を収録。人物の略歴とともに、肖像画の服飾
について詳説。付録として「韓国服飾の変遷と種
類」「服飾用語解説」等を掲載。巻末に索引を付す。 
 
韓國考古學事典 = Dictionary of Korean 
archaeology / 유적조사연구실[編]. -- 서울 : 
國立文化財硏究所, 2001.12. -- v, 1345, 46p ; 
27cm 
ISBN: 8955080255 GE73-K182 

世界の考古学理論や遺跡に関する事項を含め、韓
国考古学を理解するために必須の用語、約 1,650 件
を収録。各項目に参考文献を付与するほか、図版、
図面等を豊富に掲載。ハングル字母順。巻末にハン
グル索引、漢字・原語索引あり。 
 
한국여인의 髮자취 / 손미경 지음. -- 서울 : 이환, 
2004.5. -- xxⅷ, 465p ; 27cm  
주요 참고자료: p459-[463] 
ISBN: 8995530103 
（韓国女性の髪の歴史） GE122-K83 
 
부산학연구문헌목록집. -- [부산] : 부산광역시 : 
부산대학교 한국민족문화연구소, 2001.12. -- 
415p ; 26cm. -- (부산뿌리찾기 ; 1) 
付属資料: CD-ROM1 枚  찾아보기: p377-415 
ISBN: 8984941492 
(釜山学研究文献目録集)  GE167-K10 
 
大韓民國獨立有功人物録 : 1949-2002 年度褒賞者 / 
國家報勳處[編]. -- [서울] : 國家報勳處, 2002.9. 
-- 626p : 図版 4枚 ; 27cm GK15-K36 

＜哲学・宗教＞ 

한국불교 100 년 : 1900-1999 / 김광식 편 ; 
윤창화 사진. -- 서울 : 민족사, 2000.5. -- 
454p : 挿図 ; 28cm 
찾아보기: p439-454 
ISBN: 8970093680 
（韓国仏教 100 年 : 1900-1999） HM81-K22 

＜芸術・言語・文学＞ 

디자인 사전 = The dictionary of contemporary 
design / 고영화[ ほ か ] 지음. -- 개정판. -- 
서울 : 안그라픽스, 2000.3． -- 471p ; 23cm 
한국근대디자인사연표: p404-417 
찾아보기: p450-470 
ISBN: 8970591133 
（デザイン辞典） KC2-K1 
 
현대한글서체자전 / 김용귀 엮음. -- 서울 : 
다운샘, 1998.3. -- 850p ; 27cm 
ISBN: 8986471116 
（現代ハングル書体字典） KC612-K1 
 
한국 전통음악 자료 분류법 = The classification of 
Korean traditional music / 예능민속연구실 편집. 
-- 서울 : 국립문화재연구소, 1997.6. -- 662p ; 
26cm 
國立文化財硏究所所藏資料目錄(DB 資料): p243-625 
曲目 索引: p627-649 人名 索引: p650-662 
(韓国伝統音楽資料分類法) KD1-K2 
 
한국 작곡가 사전 / 한국예술종합학교한국예술연구소 
편. -- 개정증보판. -- 서울 : 시공사, 1999. -- 
518p ; 23cm. -- (예연총서 ; 1)  
ISBN: 8952705238 ; 8952701313(set) 
（韓国作曲家辞典） KD9-K1 
 
韓國音樂學論著解題. 2:1980～1995 / 宋芳松, 
金聖惠, 高正閏 共著. -- 서울 : 민속원, 2000.3. 
-- 619p ; 27cm 
주제색인: p479-594 인명색인: p595-619 
ISBN: 8986252961 KD214-K22 
 
북한영화사 / 최척호 저. -- 서울 : 집문당, 
2000.12. -- 299p ; 25cm 
ISBN: 8930308031 
（北韓映画史） KD671-K4 
 
藏書閣古小說解題 / 國學振興硏究事業推進委員會 
編輯. -- 城南 : 韓國精神文化硏究院, 1999.11. -
- xvi, 636p ; 23cm. -- (韓國學資料解題) 
찾아보기: p623-636 
ISBN: 8971053674    KJ41-K13 
 
한국어 동음어사전 / 김병균 엮음. -- 서울 : 
태학사, 2000.3. -- 1474p ; 24cm 
ISBN: 8976265289 
（韓国語同音語辞典）   KJ42-K91 
 
國語語源辭典 / 徐廷範 著. -- 서울 : 보고사, 
2000.11. -- 49, 589p ; 20cm. -- 
(韓國語源學會硏究叢書 ; 1) 
ISBN: 8984330515    KJ42-K92 
 
현대조선말사전 / 조선 사회과학원언어과학연구소 
편찬. -- 牡丹江 : 중국 흑룡강조선민족출판사 : 
조선 과학백과사전출판사, 2003.7. -- 5, 2675p ; 
21cm 
奥付標題:现代朝鲜语词典 
ISBN: 7538911170 
（現代朝鮮語辞典） KJ42-K93 
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경북방언사전 / 이상규 편. -- 서울 : 태학사, 
2000.12. -- xii, 695p ; 23cm 
참고자료 및 문헌: p545-546 
ISBN: 8976265920 
(慶北方言辞典) KJ42-K94 

＜科学技術＞ 
야외원색도감 한국의 새 = A field guide to the 
birds of Korea / 이우신, 구태회, 박진영 지음 ; 
타니구찌 타카시 그림. -- 서울 : LG 상록재단, 
2000.11. -- 320 p ; 19 cm 
ISBN: 8995141506 
（野外原色図鑑 韓国の鳥） RA6-K7 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

한국의 언론인 2001 : 제 7 회 전국신문･방송･ 
통신사 기자 의식 조사 / 한국언론재단[편]. -- 
서울 : 한국언론재단, 2001.12. -- 388p ; 26cm. 
-- (조사분석 ; 2001-01) 
ISBN: 8985788671 
（韓国の言論人 2001 : 第 7 回全国新聞･放送･通信 
社記者意識調査） UC21-K1 
 
한국의 인터넷 신문 : 실태와 과제 / 한국언론재단[편]. 
 -- 서울 : 한국언론재단, 2001.12. -- 234p ; 
26cm. -- （조사분석 ; 2001-02） 
참고문헌: p193-194 
ISBN: 8985788795 
(韓国のインターネット新聞:実態と課題)UC129-K18 
第 1 部「韓国のインターネット新聞」、第 2 部

「世界のニュースサイト」の 2 部構成｡第 1 部では､
インターネット新聞社の組織と経営、インターネッ
ト新聞の編集および内容について調査した結果を記
載｡巻末に調査対象インターネット新聞のアドレス
（234 社）等を掲載｡ 
 
出版辭典 = Publication terminology dictionary / 
한국출판연구소 편저. -- 서울 : 범우사, 2002.11. 
-- 550p ; 27cm 
참고문헌: p545-550 
ISBN: 8908000488 UE2-K3 
 
한국 출판산업 실태조사 / 한국출판연구소[편]. -- 
서울 : 한국출판연구소, 2000.6. -- 578p ; 26cm. 
-- （출판연구총서 ; 34） 
ISBN: 8985668145 
（韓国出版産業実態調査） UE21-K10 
 
우리 출판 100 년 / 이중한[ほか]지음. -- 서울 : 
현암사, 2001.12. -- 327p ; 20cm. -- 
(방일영문화재단 한국문화예술총서 ; 12)  
참고 문헌: p[311]-312 
찾아보기 인명: p313-316  작품: p317-321 
출판사, 서점, 기타: p322-327 
ISBN: 8932310815 
(私たちの出版 100 年) UE21-K11 
 

韓國의 印刷文化 : 印刷文化의 새 千年을 열며 / 
朴忠一 編著. -- 서울 : 韓國印刷文化院, 2000.1. 
-- 567p ; 27cm 
인쇄문화사 연표: p524-544 
（韓国の印刷文化 : 印刷文化の新千年を開くとと
もに）  UE82-K1 
 
도서관 문화사 / 정필모, 오동근 공저. -- 
재편집판. -- 서울 : 구미무역주식회사 출판부, 
1998.4. -- 259p ; 23cm 
참고문헌: p245-246  국문색인: p247-254  
영문색인: p255-259 
ISBN: 897064024X 
（図書館文化史） UL51-K1 
 
참고정보원 = Basic reference sources / 朴俊植저. 
-- 대구 : 태일사, 2003.3. -- 445p ; 26cm 
ISBN: 898902336X 
（参考情報源） UL731-K2 
序論で参考情報源について概観。2 章以降で、一

般的な情報源を、書誌、百科事典、辞典、人物情報
源、地理情報源、クイックレファレンス情報源に分
け、それぞれの意義、発展過程、評価・選択の基準、
代表的な情報源等を記載。専門的な情報サービスに
ついては、別途「索引・抄録および専門サービス
Ⅰ･Ⅱ」の章を設けている。巻末に索引あり。 
 
중국조선문잡지목록색인 : 1954-1990 = 中国朝鲜 
文杂志目录索引 / 리옥금, 김덕모주필. -- 牡丹江 : 
흑룡강조선민족출판사, 2002.7． -- 3, 559, 
113p ; 26cm 
ISBN: 7538910883 
（中国朝鮮文雑誌目録索引：1954-1990） UP54-K11 
 
북 한  잡 지  총 목 록 과  색 인  :『 조 선 건 축 』 ･ 
『조선고고연구』･『조선미술』･『미술』･『조선
어문』 / 한국예술연구소 편. -- 서울 : 한국예 
술종합학교 한국예술연구소, 2002.12． -- 354p ; 
23cm 
（北韓雑誌総目録と索引 : 『朝鮮建築』･『朝鮮考
古研究』･『朝鮮美術』･『美術』･『朝鮮語文』） 

UP54-K12 
 
日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

朝鮮民主主義人民共和国組織別人名簿. 2004 年版 
/ ラヂオプレス編. -- 川崎 : RP プリンティング, 
2004.7. -- 516p ; 26cm 
英文併記 
ISBN: 4947638621 A2-H17 
 
在日韓国・朝鮮人の国籍と人権 / 大沼保昭著. -- 
東京 : 東信堂, 2004.10. -- 394p ; 22cm 
ISBN: 4887135718 A911-H27 
 
韓国の工業所有権侵害事例・判例集. -- 東京 : 日
本貿易振興会投資交流部, 2001.3. -- 183p ; 30cm. 
-- (ジェトロ海外工業所有権情報 : 特許庁委託) 
 AK4-411-G11 
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日本と韓国の官僚制度 : その成立と変遷 / 中名
生正昭, 朴進山著. -- 東京 : 南雲堂, 2004.11. -
- 246p ; 20cm 
文献あり 
ISBN: 4523264430 AZ-311-H128 
 
＜経済・産業＞ 

植民地朝鮮における朝鮮語奨励政策 : 朝鮮語を学
んだ日本人 / 山田寛人著. -- 東京 : 不二出版, 
2004.6. -- 266p ; 22cm 
文献あり 
ISBN: 4835041550 DC664-H3 
 
韓国の環境とエネルギー : 21 世紀北東アジアの持
続的成長に向けて. -- 東京 : 総合研究開発機構, 
2004.7 印刷 ; 東京 : 全国官報販売協同組合 (発
売). -- 142p ; 21cm 
ISBN: 4795514283 DL71-H20 

＜教育＞ 
学歴・選抜・学校の比較社会学 : 教育からみる日
本と韓国 / 中村高康, 藤田武志, 有田伸編著. -- 
東京 : 東洋館出版社, 2002.2. -- 276p ; 22cm 
文献あり 
ISBN: 4491017913 FA51-G55 

＜歴史・地理＞ 

クロノロジーで見る北朝鮮 : 年表・日誌 / ラヂオ
プレス編. -- 川崎 : RP プリンティング, 2004.7. 
-- 441p ; 26cm 
ISBN: 494763863X GE138-H56 
 
ワーキングホリデーin 韓国. 2004-2005 / オセア
ニア交流センター編. -- 東京 : 三修社, 2004.8. 
-- 138p ; 21cm 
ISBN: 4384064632 Y77-H3804 

＜芸術・言語・文学＞ 

韓国語文法辞典 / 白峰子著 ; 大井秀明訳 ; 野間
秀樹監修. -- 東京 : 三修社, 2004.9. -- 535p ; 
22cm 
ISBN: 4384002246 KJ43-H9 
 
 
欧文の部 

＜社会・労働＞ 

The Korean Paekjong under Japanese rule : the 
quest for equality and human rights / Joong-
Seop Kim. -- London : RoutledgeCurzon, 2003. -
- xi, 212 p. : maps ; 25cm  
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0700717072 (EC63-P4) 

＜歴史・地理＞ 

The Koreas : a global studies handbook / Mary 
E. Connor. -- Santa Barbara, Calif. : ABC CLIO, 
c2002. -- xvii, 307 p. : ill., map ; 24cm. -- 
(Global studies, Asia)   
Includes bibliographical references and index.   
ISBN: 1576072770 (hardcover : alk. paper) ;  
1576077284 (ebook) （GE121-P2) 

History of Korea / edited by Clarence Norwood 
Weems. -- [Richmond, Surrey] : Curzon, c1999. 
-- 2 v. ; 25cm   
First published in 1905. This edition first 
published in England 1962. 
Includes bibliographical references and 
indexes.   
ISBN: 070070700X(set) （GE122-P4） 

＜芸術・言語・文学＞ 

Contemporary directions : Korean folk music 
engaging the twentieth century and beyond / 
edited by Nathan Hesselink. -- Berkeley, 
Calif. : Institute of East Asian Studies, 
University of California-Berkeley, Center for 
Korean Studies, c2001. -- 262 p. : ill. ; 23 
cm. -- (Korea research monograph ; 27) 
In part translated from Korean. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 1557290741 (alk. paper) (KD214-P1) 
 
Dictionnaire francais-coreen / Shim Seung-Ja. 
-- Paris : L'Asiatheque, 2001. -- 239 p. ; 15 
cm. -- (Dictionnaires des langues'O)   
ISBN: 2901795471     (KJ42-P3) 
 
A history of Korean literature / edited by 
Peter H. Lee. -- Cambridge, U.K, New York : 
Cambridge University Press, 2003. -- l xxvi, 
580 p. : ill., maps ; 24cm  
Includes bibliographical references (p. 512-
550) and index. 
ISBN: 0521828589  KJ52-B2 (KJ52-P3) 
 
諸地域 
 
北東・東アジア 

＜北東・東アジア＞ 

五国语科学技术术语词典 = 5 개국어과학기술용어사
전 = 5 languages dictionary of scientific and 
technical terms = 五ヶ国語科学技術用語辞典 
=Пятиязычныйнаучнотехнический словаль / 朝
鲜民主主义人民共和国科学院咸兴分院编. -- 牡丹
江  : 黒龙江朝鲜民族出版社 ; [出版地不明] : 朝
鲜科学技术出版社, 2002.8 -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 7538910298 (上) ; 7538910298 (下)  M3-C14 

＜モンゴル＞ 

Historical dictionary of the Mongol world 
empire / Paul D. Buell. -- Lanham, Md., 
Oxford :  Scarecrow Press, 2003. -- xliv, 335 
p. : maps ; 23cm. -- （Historical dictionaries 
of ancient civilizations and historical eras ; 
no. 8） 
Includes bibliographical references (p. 313-
333). 
ISBN: 0810845717 GE8-B13(GE8-P75) 
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Katalog mongoloiazychnykh folklornykh 
materialov Arkhiva vostokovedov pri SPbF IV 
RAN = the Catalogue of Mongolian folk 
materials in the Orientalists' Archives at the 
Saint-Petersgurg Branch of the Institute of 
Oriental Studies (Russian Academy of Sciences) 
/ I.V. Kulganek. -- Sankt-Peterburg :  
Peterburgskoe Vostokovedenie, 2000. -- 319 
p. : ports. ; 22cm. -- （ Arkhiv rossiiskogo 
vostokovedeniia） 
別 タ イ ト ル : Catalogue of Mongolian folk 
materials in the Orientalists' Archives at the 
Saint-Petersgurg Branch of the Institute of 
Oriental Studies (Russian Academy of Sciences). 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 5858031498 KJ111-B1(KJ111-P1) 
 
Bolshoi akademicheskii mongolsko-russkii 
slovar v chetyrekh tomakh : okolo 70000 slov / 
pod obshchei redaktsiei A. Luvsandendeva i TS. 
TSedendamba, otvetstvennyi redaktor, G.TS. 
Piurbeev. -- Moskva :  Academia, 2001-. -- 4 
v. ; 27cm.  
別タイトル: Mongol Oros delgerengui ikh tol 
Includes bibliographical references (v. 1, p. 
xxvii). 
ISBN: 587444047X (t. 1) ; 5874441417 (t. 2) ; 
5874441417 (t. 3) ; 5874441433 (t. 4) 

KJ112-B1(KJ112-P6) 
科学、歴史、モンゴル文化、方言、ことわざ、外

来語などを含む約 7 万語を収録する。巻末に地名一
覧、度量衡、暦を付す。 
 
東南アジア 
 
＜ベトナム＞ 
現代ベトナムを知るための 60 章 / 今井昭夫,岩井
美佐紀編著. -- 東京 :  明石書店, 2004.6. -- 
383p ; 19cm. -- （エリア・スタディーズ） 
ISBN: 4750319007 GE543-H20 
 
南アジア 

＜南アジア全般＞ 

Human development in South Asia. -- Karachi :  
Oxford University Press. -- ; 29cm 
2001～ Z61-H834 

＜インド＞ 

Indian public finance statistics. -- Delhi :  
Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs, 
Economic Division. -- ; 29cm 
2001/2002～ Z61-H792 
 
Indian railways annual report & accounts. --  
New Delhi : Directorate of Statistics and 
Economics, Ministry of Railways, Govt. of 
India. -- ; 28cm 
2000/2001～ Z61-H793 
 

Indian telecommunication statistics. -- New 
Delhi : Govt. of India, Ministry of 
Communications, Dept. of Telecommunications 
Economic Research Unit. -- ; 30cm 
2000～ Z61-H794 
 
Basic animal husbandry statistics. -- New 
Delhi : Govt. of India, Ministry of 
Agriculture, Dept. of Animal Husbandry & 
Dairying. -- ; 29cm 
8:2002～ Z61-H796 
 
Indian railways year book. -- New Delhi : 
Directorate of Statistics and Economics, 
Ministry of Railways, Govt. of India. -- ; 
22cm 
2000/2001～ Z61-H797 
 
Indian petroleum & natural gas statistics. -- 
New Delhi : Economics and Statistics Division, 
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of 
India. -- ; 30cm 
2000/2001～ Z61-H813 
 
Statistics of mines in India. Vol.1, Coal. -- 
Dhanbad : Directorate General of Mines Safety, 
Ministry of Labour, Govt. of India. -- ; 29cm 
2000～ Z61-H814 
 
Statistics of mines in India. Vol.2, Non-coal. 
-- Dhanbad : Directorate General of Mines 
Safety, Ministry of Labour, Govt. of India. --
; 29cm 
2000～ Z61-H815 
 
Health information of India. -- New Delhi : 
Central Bureau of Health Intelligence, 
Directorate General of Health Services, 
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of 
India. --; 30cm 
24:1999～ Z61-H816 
 
Handbook of industrial policy and statistics.  
-- New Delhi : Ministry of Commerce & Industry, 
Govt. of India. -- ; 28cm 
12:2001～ Z61-H817 
 
Crime in India. -- New Delhi : National Crime 
Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Govt. 
of India. -- ; 30cm 
47:1999～ Z61-H822 
インドにおける犯罪に関する統計調査報告書。28

州と６連邦直轄地域、首都圏の各主要都市のデータ
を載せる。「女性に対する犯罪」「子どもに対する
犯罪」「社会的弱者に対する犯罪」「青少年犯罪」
「警察官に対する告訴と警察官による人権抑圧」な
ど全 17 章から構成。 
 
Accidental deaths and suicides in India. --  
New Delhi : National Crime Records Bureau, 
Ministry of Home Affairs, Govt. of India. -- 
; 29cm 
33:1999～ Z61-H832 
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SIA statistics. -- New Delhi : Secretatriat 
for Industrial Assistance, Dept. of Industrial 
Policy and Promotion, Ministry of Commerce and 
Industry, Govt. of India. -- ; 28cm 
1998～ Z61-H833 
 
National human development report. -- New 
Delhi : Oxford University Press. -- ; 23cm 
2001～ Z61-H835 
 
India's national security annual review. --  
New Delhi : India Research Press. -- ; 30cm 
2:2002～ Z62-A911 

＜パキスタン＞ 

Foreign trade statistics of Pakistan. Exports 
& re-exports. -- Islamabad : Federal Bureau of 
Statistics. -- ; 21x28cm 
32/33:1996/1998～ Z61-H799 
 
Foreign trade statistics of Pakistan. Imports 
& re-imports. -- Islamabad : Federal Bureau of 
Statistics. -- ; 21x28cm 
32/33:1996/1998～ Z61-H800 

＜バングラデシュ＞ 

Report of the household income & expenditure 
survey. -- Dhaka : Bangladesh Bureau of 
Statistics, Planning Division, Ministry of 
Planning, Govt. of the People's Republic of 
Bangladesh. -- ; 28cm 
2000～ Z61-H821 
 
西アジア 

＜西アジア全般＞ 

The continuum political encyclopedia of the 
Middle East / Avraham Sela, editor. -- Rev. 
and updated ed. -- New York ：  Continuum,  
2002. -- 944 p. : maps ; 26 cm 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0826414133 (GE8-P72) 
1999 年刊『The political Encyclopedia of the 

Middle East』の改訂版。現代の中東に関するキー
ワードを ABC 順に排列。巻末に索引を付す。中東和
平やテロリズム、女性と政治等事項の解説も充実し
ている。 
 
新阿拉伯语汉语大词典 / 王培文主编. --北京  : 
商务印书馆, 2003.6 -- 4, 2361p ; 26cm 
表紙標題: 
主要参考书目: [2359]p 
ISBN: 7100019761  KM22-C5 
 
An Historical atlas of Islam = Atlas 
historique de l'Islam / edited by Hugh 
Kennedy ; [cartography, Marc Bel, Peter van 
der Donck]. -- 2nd rev. ed. -- Leiden, 
Boston ：  Brill, 2002. -- 1 atlas (xx, 86 
p.) : col. maps ; 38 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 
in.)  
Includes bibliographical references and index. 
ISBN:9004122354 (YU111-P6) 

Telecoms in the Middle East. -- Bucketty, 
NSW : P. Budde Communication. -- ; 30cm 
2:2003～ Z61-H790 
中東 14 カ国の通信市場の概況、基本統計、イン

フラ、インターネット、携帯電話、放送などについ
て簡潔に記す。 

＜トルコ＞ 

Historical dictionary of the Ottoman Empire / 
Selcuk Aksin Somel. -- Lanham, Md., Oxford : 
Scarecrow Press, 2003. -- cv, 399 p. : ill. ; 
23cm. --（Ancient civilizations and historical 
eras ; no. 7） 
Includes bibliographical references (p. 333-
398). 
ISBN: 0810843323 GE8-B12 (GE8-P74) 

＜イスラエル＞ 

Foreign companies in Egypt. -- London :  
Commercial Intelligence Service, a Division of 
Business Monitor International. -- ; 30cm 
7:2004～ Z61-H657 
 
Encyclopedia of the Dead Sea scrolls / 
Lawrence H. Schiffman, James C. VanderKam, 
editors in chief. -- New York, N.Y., Tokyo 
: Oxford University Press, 2000. -- 2 v. (xiv, 
1132 p.) ; 29 cm. 
別タイトル: Dead Sea scrolls 
ISBN: 0195084500(set) ; 0195137965(vol. 1) ; 
0195137973 (vol. 2) (HP2-P3) 
死海文書に関する事項を ABC 順に排列し、各項目

の最後に参考文献を付す。2 巻目の巻末にはユダ砂
漠文書の仮リスト、文書名文書番号対照リスト、辞
典の内容紹介、索引あり。 
 

Jewish translation history : a bibliography of 
bibliographies and studies / [compiled by] 
Robert Singerman ; with an introductory essay 
by Gideon Toury. -- Amsterdam, Philadelphia :  
John Benjamins Pub, c2002. -- xxxvi, 420 p. ; 
23 cm. -- （Benjamins translation library ; v. 
44） 
別タイトル: Dead Sea scrolls 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 1588113094（US : hbk.:alk.paper）; 
9027216509（Eur.:hbk.:alk.paper） 
 KM11-B1(KM11-P2) 
紀元 900 年から現在までにおけるユダヤ関連の翻

訳書誌と翻訳研究を収録した書誌。年代、言語など
から 13 章に大別し、2,620 件を収録する。巻末に著
者名索引、主題索引を付す。 
 
Encyclopedia of medicine in the Bible and the 
Talmud / Fred Rosner. -- Northvale, N.J. ： 
Jason Aronson, c2000. -- xxxiv, 361 p. ; 23 cm 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0765761025 (SC2-P1) 
医学に関係する用語約 500 語を、聖書やタルムー

ドからの引用によって解説した辞書。巻末に索引を
付す。
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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 10 月から 2004 年 12 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> 
 
大学图书馆学报(Z21-AC55)  
22 卷 5 期 (2004.9) 

从 CALIS 到 CADLIS -- “中国高等教育数字化图书

馆”建设项目正式启动/ 李晓明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3-4,10 

香港公共图书馆的多媒体资讯系统 / 张晓毅 ∙∙∙∙∙38-40 

网络环境下大学图书馆学科馆员职责的扩展—清华大学图

书馆案例研究 / 郭依群,邵敏 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 51-55 

香港大学冯平山图书馆古籍善本的收藏与著录 / 张

丽娟 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 65-67 

世界华文文学资料的收集 / 高玛莉,洪丹萍,吴荫东 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙68-70 

1999～2003 年中国图书馆学教育进展 / 程焕文,潘燕

桃,倪莉,邱蔚晴∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙77-82 

聂崇岐：从哈佛燕京“引得”到中法汉学研究所“通

检”的关键人物 / 邹新明,孙金娟∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 83-86 

 

 
國家圖書館館訊(Z21-AC20) 
[民國]93 年 2 期(2004.5) 

豐富全民的資訊宴饗-92 及 93 年度公共圖書館共用

資料庫採購 / 彭慰,蔡佩玲 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 22-24 

《國家圖書館館訊》百期出版概況-民國 67 年 4 月至

93 年 5月 / 唐申蓉 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 43-49 
 
国家图书馆学刊(Z21-AC49)  
2004 年 4 期(2004.9)  
数字图书馆资源建设刍议—兼论国家数字图书馆的资

源建设 / 陈力∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 10-16 

实施“服务立馆”战略改善国家图书馆服务 / 汪东

波 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 17-23 
国家图书馆的数字资源建设 / 富平 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 24-27  
从国际图联《参考工作组战略计划》看国家图书馆参

考服务工作 / 卢海燕 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 28-31 

国家图书馆外文图书采访工作的回顾与展望 / 顾犇

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32-36 

论我国图书馆文献信息资源检索工具的现状及发展趋

势 / 卜抒庆,李爽 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 37-40 

 

國立中央圖書館臺灣分館館刊(Z21-AC47) 
10 卷 3 期(2004.9) 

國內大學圖書館參考服務現況與展望 / 潘淑惠 62-76 

國立中央圖書館臺灣分館歷任館長實錄（西元 1915-

2003） / 張圍東 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 84-92 

 

 
情报资料工作 (Z21-AC19) 
2004 年 4 期(2004.7) 

中国少数民族文献目录学的研究现状及发展趋势 / 

包和平,包爱梅∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙13-14,31 

当代社会科学学者信息需求特点 / 田丽君 ∙∙∙∙60-64 

 
图书馆 (Z21-AC58)  
2004 年第 5 期(2004.10)  

为了维护和保障公民的知识权利而奋斗：中国图书馆

事业第二个百年重任—中国近现代中国图书馆事业百

年纪念 / 蒋永福 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1-5,9 

我国第一个省级公共图书馆为何诞生于湖南 / 李龙

如 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6-9 

图书馆新旧五定律与可获得性论图书馆原理的比较研

究 / 梁灿兴 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙17-18,22 

图书馆理论 2003 年研究进展（上） / 罗晓鸣,王庆

前,韩继章 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31-35 

 

图书馆论坛(Z21-AC57) 
24 卷 5 期(2004.10) 

农村图书馆:中国图书馆事业发展中难解的一个结 / 

徐苇,盛芳芳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23-26,32 

图书馆学近十年发展之哲学思考 / 高峰 ∙∙∙27-29,12 

广州图书馆 2003 年图书资料实施政府采购情况分析

及建议 / 惠德毅,林志成,陈智颖 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81-84 

对揭阳市图书馆建设与发展之探讨 / 阳图文∙∙∙∙85-87 

 

 
图书馆学研究(Z21-AC2) 
2004 年 9 期 (2004.9) 

中国少数民族文献目录学的研究对象和任务 / 包和

平,包爱梅 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2-3 

特色数据库建设中信息发布的研究与实践 / 张森 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4-5,15 

吉林省图书馆的网络建设 / 杨梓鑫,陈昕 16-17,24 

中国图书馆职业资格认证制度的建立与实施 / 李丽

丽 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34-35,49 

航运类院校图书馆藏书结构的特色 / 姜红,王静 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42-44 
建筑院校图书馆的信息资源配置 / 徐贵军 ∙∙∙∙45-46 

Ei 的版本及收录文献的认定问题 / 董丕彦,余香云

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙78-80 

广东地区开办图书馆电视专栏节目可行性分析 /杨先

明 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙87-90 

 

2004 年 10 期 (2004.10) 

东北地区少儿图书馆的现状与发展 / 刘惠娟,高增辉

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 13-15 
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对松原市 21家工会图书馆的调查分析 / 张志宏 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 16-19 

吉林省图书馆缩微数据库的建设 /林树元 ∙∙∙∙ 44-45 

西部地区地方文献特色化建设研究 / 鞠红耘 ∙ 54-55 

我国网络信息资源管理的现状及对策分析 / 李颖 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 63-65 

近年来中文网络信息分类研究综述 / 刘鹏飞 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 66-69 

网络信息分类组织研究的特点与问题 / 袁文莉 ∙∙∙70-72 

 

2004 年 11 期 (2004.11) 

中美数字图书馆建设的进展 /杨子竞,杨秀丹 ∙ 10-13 

我国数字图书馆建设中的三大难点问题 / 刘颖 ∙∙ 14-16 

古籍全文数据库建设的技术与实践 / 李璐 ∙∙∙ 22-25 

吉林省情数据库建设构想 / 马民英 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 26-27 

浙江社区图书馆建设 /杨文广 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 45-46 

我国高校图书馆数字资源组织和掲示现状与分析 / 

魏争光,余迎娣 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50-52,60 

图书分类法电子化引发的思考 / 邓爱贞,张红莲 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55-57 

 

图书馆杂志 (Z21-AC73)  
23 卷 9 期(2004.9) 

论顾廷龙先生对中国现代图书馆事业的贡献 / 王世伟

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2-7 

现代图书馆管理的热门话题（下） / 吴建中 ∙ 18-23 

高校图书馆机构设置的调查与分析 / 吕秀云 ∙ 42-46 

 

23 卷 10 期(2004.10) 

顾廷龙：从“书缘”到“图书馆缘”/ 陈燮君∙∙∙∙ 2-5 

顾廷龙先生与《四库存目》研究 / 杜泽逊 ∙∙∙∙∙∙6-10 

古籍版本学界的长者--周叔弢与顾廷龙 / 白莉蓉 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 11-13 

质疑古越藏书楼的公共图书馆性质 / 黄少明 ∙ 24-25 

Web 资源保存现状与思想 / 杨道玲∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32-36 
 
图书情报工作(Z21-AC67)  
48 卷 4 期 (2004.4) 
台湾地区图书馆馆藏发展政策实践研究 / 张秋 ∙∙∙19-23 

乾嘉学派与《四库全书》 / 李杰 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙45-49,54 

论我国文献信息资源共建共享中的图书馆立法 / 郭

盛扬 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙55-57,93 

图书馆电子商务法律问题研究  / 王玉林∙∙∙58-61,81 

我国图书情报学核心期刊网站建设研究 / 钱国富, 

涂颖哲 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙94-97 

试论核心期刊认识上的误区 / 尧水根 ∙∙∙∙∙∙∙101-103 

1994—2003 年我国图书馆学核心期刊被引、自引、互

引、影响因子和即年指标测度评价 / 白崇远 ∙∙ 115-118 

元代书院藏书重要来源之一—书院刻书 / 周惠琴 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙119-121 

48 卷 5 期 (2004.5) 

论政府信息资源公共获取 / 赵莉 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6-9 

公共健康信息的公共获取问题研究 / 姚维保 ∙∙10-12 

试论我国证券信息资源公共获取 / 黄璇∙∙∙∙17-19,52 

推进国民经济宏观信息的公共获取 / 崔雁∙∙∙∙∙20-22 

我国气候资源管理的原则与政策研究 / 张钛仁等 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23-26 

胡适的图书馆理论和实践 / 张喜梅 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 53-55 

张之洞与广雅书局 / 张磊 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 56-57 

民族高校图书馆信息化建设初探 / 李静∙∙∙∙∙∙∙ 66-69 

中美国家信息实力比较研究 / 刘昆雄,李慧玲 ∙∙∙ 70-73 

1989—2002 年我国信息资源管理领域研究论文计量分

析 / 严贝妮 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙109-112 

我国文献信息资源共享研究论文(1995-2002 年)的定

量分析 / 李霜梅 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙113-115 

 

2004 年 6 期(2004.6)  

科学引文的时差分析 / 何荣利, 何萌∙∙∙∙∙∙∙∙∙44-46 

中国 50 所大学网站的网络影响因子比较分析 / 杨涛

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 47-50,54 

少数民族古籍保护现状及对策 / 何丽∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 64-66 

我国数字鸿沟与经济发展的相关分析 / 韩晓静 ∙∙∙ 67-70 

以科学预测的方法指导文献资源建设 / 周晓芳, 王

晓光∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 71-73 

馆藏使用问卷分析—兼谈我校图书馆文献资源建设对

策 / 徐晓琳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 83-85 

高校图书馆文献传递服务的计量分析与对策研究—以

武汉大学图书馆为例 / 刘霞, 雷霆 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 88-91,97 

1990-2002年MARC研究定量分析 / 赵冬梅∙∙∙∙∙110-113 

 

2004 年 7 期(2004.7)  

古籍数字画廊的实践与探讨 / 厉莉, 赵瑾 ∙∙∙∙ 76-77,99 

1993—2002 年情报学科研究主题分析 / 李文兰, 杨

祖国∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 96-99 

国内信息消费研究述评 / 邓胜利 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 105-109 
 

2004 年 8 期(2004.8) 

我国四大数据库网站 IA 评价研究 (一) / 甘利人,郑

小芳,束乾倩 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙26-29 

中国期刊全文数据库引文检索效果探析 / 李玖蔚,曾

宪英 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34-36 

综合性大学图书馆用户文献信息需求调查分析 / 昌

建纳,张禹,郑智英,刘宪银 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙44-47 

江苏省图书馆电子文献资源合理布局与共享研究 /赵

乃瑄 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙51-57 

图书在版编目(CIP)的问题及改进措施 / 曾照云 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙68-70 

我国高校图书馆网上参考咨询服务存在的问题与对策

/ 于迎娣 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙90-93 

图书情报学与传播学理论交叉研究综述 / 王传清,连

鸿江 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 94-94,106 

建设有中国特色的学科馆员制度 / 牛振恒∙∙∙∙∙117-120 

中国图书馆学情报学期刊近百年历程及发展趋势 / 

胡俊荣 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙121-125 

 

2004 年 9 期 (2004.9)  

构建具有首都特色的图书馆资源共享体系 / 冯守仁

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 18-20 

我国四大数据库网站 IA 评价研究 (二) / 甘利人,郑

小芳,束乾倩 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 28-29,96 

我国各地区信息化水平聚类分析 / 王卫,贾延霞,王

冬梅 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙41-44 

陕西省信息服务业的发展研究 / 周应萍 ∙∙∙∙∙∙56-59 

从近 5 年目录学论文的计量分析看目录学研究的非常

态 / 王玮 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙109-111,120 
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2004 年 10 期(2004.10)  
SCI 收录中国科技期刊论文的比较分析 / 梁虹妮,胡

德华∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8-11 

我国图书馆学情报学基金论文产出力调查研究与定量

分析 / 高凡,王惠翔 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 12-16 
情报学核心期刊网络引文的计量研究 / 王恺荣 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 17-19,24 

《图书情报工作》1999-2002 年载文的网络引文分析 

/ 柳丽花 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 20-23 
中国近代图书馆学的学术转型-以社定友,刘国钧为中

心 / 吴稌年 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 52-54,102 
我国公共图书馆社区信息服务研究的回顾和展望 / 

肖永英,谭英,庞蓓 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55-59 
河北省高校图书馆信息供给能力调研 / 张会珍,高夕

果,许梅,孟珊 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 64-68 
WTO 知识产权保护体系与我国图书馆维权策略/彭一中,

郑章飞,凌美秀 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 69-72 

近 5 年《图书情报工作》引文分析的若干问题 / 黄

萍建,方太强,曾国秀 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 73-77 

国内高校图书馆馆藏多媒体资料网络化管理利用情况

调查 / 任平  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 92-94 

试析我国图书馆情报学专业网站的建设 / 王蕾 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 98-102 

1994-2003 年图书馆管理引入新理论的现状分析 / 白

庆珉∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 103-106 

 
图书情报知识(Z21-AC16) 
2004 年第 4 期(2004.8) 

《图书情报知识》出版百期的回顾、评价和展望 / 

熊璐,王莉亚 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 11-14,52 

高校图书馆数字文献中心功能定位及其资源建设 / 

李哲汇 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 69-70 

CALIS 联机合作编目 B 级成员馆决策之我见 / 饶思军

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 80-82 

 

2004 年第 5 期(2004.10)  

唐代禁书考略 / 曹之 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 52-54 

 

现代图书情报技术 (Z21-AC42)  
2004 年 9 期(2004.9)  

古籍书目检索网站述略 / 熊伟华 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 76-79 

  

2004 年 10 期(2004.10)  

网络引文文献的特性研究 / 王恺荣 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39-43 

深化多媒体阅览室的多样化服务功能—北京林业大学

图书馆用户调查问卷分析 / 余彤心,李红云 ∙∙ 88-91 

 

2004 年 11 期 (2004.11) 

山东省高校图书馆网络数据库建设概况及发展对策 /

牟建波,陈少川 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39-42 

江苏省高校图书馆网络数据库资源现状调查分析 / 

张艳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  43-45 

山东大学图书馆现刊管理系统 / 王效锋 ∙∙ 96-98,57 

 

＜コリアの部＞ 
 
國會圖書館報 (Z21-AK21) 
41 卷 8 號(2004.8) 

일하는 국회, 공부하는 국회의원들 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2-3 

국회정치커뮤니케이션연구회 (의원마당국회도서 

관으로의 초대) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4-5 

과거사 청산을 위한 국회의원 모임 (의원마당 

국회도서관으로의 초대) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6-7 

반부패국회위원포럼 (의원마당 국회도서관으로의 

초대) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8-9 

국회행정자치연구회 (의원마당 국회도서관으로의 

초대) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙10-11 

서울균형발전을 위한 국회의원 모임 (의원마당 

국회도서관으로의 초대) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12-13 

문화관광부의「도서관법개정시안」의 문제점 /  

홍완식 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-43 

도서관 보상금제도에 관한 고찰 / 조정권 ∙∙∙44-50 

국회도서관의 국회의원 및 보좌직원 지원시설 

안내 / 장문중 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙51-57 

 

41 卷 9 號(2004.9) 

국회의 입법기능 강화를 위하여 – 지금국회도서 

관에서는∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4-9 

 

41 卷 10 號(2004.10) 

국가 디지털콘텐츠 식별체계 도입의 현황과 과제  

/ 강경훈 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62-67 

정보시대 한국의 입법정보서비스전략 (제 70 차 

IFLA 총회 보고) / 김유향 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙69-74 

 
41 卷 11 號(2004.11) 

알기쉬운 의회법령 DB 이용하기 ① / 윤미영 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙45-50 

 
도서관(Z21-AK23) 
59 권 2 호(2004.여름) 

집단 따돌림 피해자를 위한 독서요법 사례연구 /  

김종성･이규선 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙83-110 
홈페이지에 나타난 이용자의 요구 분석 및 개선  

방안에 관한 연구 / 윤동원 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙133-158 
 
도서관계(Z21-AK4) 
14 권 5 호(2004.6) 

한국십진분류법(KDC)의 역사 (도서관 발자취) /  

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

14 권 6 호(2004.7/8) 

도서관 국제교류의 원년 (도서관 발자취) /  

조재순 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34-36 
학교도서관진흥법(안) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙41-45 
 
圖書館文化(Z21-AK24) 
45 권 9 호(2004.9) 

도서관은 독서 활동의 장이다 / 이만수 ∙∙∙∙∙ 30-31 

공공도서관의 독서진흥 운동 : 광진정보도서관을 

중심으로 / 오지은 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32-34 
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책읽는 벙원 : 삼성제일병원 의학도서실의 

“나누는 책소식” / 이성욱 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙35-37 

국제영어대학원대학교 도서관을 다녀와서 

 (도서관탐방) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 38-39 

DDC 에서의 한국, 조선 및 동해의 표기 문제 / 

전창호 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 68-73 

광주･전남지구협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 김세빈 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙92 

프리유어북 (도서관분야 NGO 를 찾아서) / 이정식

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙93 

대학도서관 현황 주요 지표 (2001-2003) (통계로 보는 

도서관계)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙96 

 

45 권 10 호(2004.10) 

특집 : 제 42 회 전국도서관대회 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 23-63 

부천시 작은도서관을 다녀와서 (도서관탐방) 

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

한국도서관협회 대구･경북지구협의회 (도서관분야 

NGO 를 찾아서) / 김석봉 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙90 

아름다운재단, 아름다운 작은 도서관 가꾸기 

(도서관분야 NGO 를 찾아서) / 손옥경 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙91 

시도별 전문특수도서관 현황 (통계로 보는 도서관계) 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙96 

문화관광부 조직개편 방침에 대한 대정부 건의문  

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙100-101 
 

45 권 11 호(2004.11) 

한국원자력연구소 기술정보실을 다녀와서(도서관탐방)

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 48-50 

국가연구정보협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) /  

유수현 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙70 

어린이도서관연구소 (도서관분야 NGO 를 찾아서) / 

한상수 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙71 

학교도서관 담당인력 현황 (통계로 보는 도서관계) ∙∙76 

도서관박물관과 폐지에 따른 도서관계 요구사항∙∙∙∙∙80 

 

디지틀도서관 (Z21-AK18) 
35 호(2004 년.가을) 

도서관 협력수업이 학업성취도와 정의적 특성에 미치는 

효과 / 박순혜 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙54-71 

 
<諸地域の部> 
 
Journal of East Asian Libraries (Z55-B307) 
134(2004.10)  

Doctoral Dissertations Concerned with Library 

and Information Science, Publishing and 

Books : An Annotated Bibliography of Studies 

Relating to East Asia Completed between 1999 

and 2004 / Frank Joseph Shulman ･････････ 1-25 

 

Tập San Thư Viê ̣n  (Y741-ZS-53) 
2004(2) 2004 

Review on the training, continuation education 

and professional guidance in library and 

information science at the National Library of 

Vietnam in recent years / Nguyen Ngoc Bich   

････････････････････････････････････････････5-13 

Socialization of local libraries’ activities in 
Hai Duong Province / Đinh Xuan Quyen･･････ 31-33 

 

Activities of Cai Lay district library with the 

movement of socialization / Tran Thi Ut∙∙∙∙ 33-35 

 

Quynh Hau village builds its library / Ho Thi 

Khuong ････････････････････････････････････ 36-37 

 

Some remarks of the library of Dai Tu District, 

Thai Nguyen Province / Hong Van ･･･････････ 37-38 

 

Open access reading services at the Library of 

Hai Duong province during the last 10 years / 

Han Thi Thu ･･･････････････････････････････ 39-41 

 

Xuất Ba ̉n Viê ̣t Nam (Y741-ZS-75) 
Vol.8 No.9 (2004) 

Draft publishing Law received ideas from 

national Assembly Law – specialized members / 
Pham Hoe ･････････････････････････････････10-11 

 

Vol.8 No.10 (2004) 

The layout of draft amended publishing Law 

changed basically / Nguyen Viet Lenh ･････････ 13 

 

New matters in draft amended publishing Law / 

Pham Hoe ･･････････････････････････････････ 14-16 

 

Amended publishing Law : more comprehensive and  

suitable / Pham Tran Duc ･･････････････････ 17-18 

 

Draft amended publishing Law : making a good 

condition for development of publishing 

activities in the new situation / Van Anh, 

Hoang Thuy ･･･････････････････････････････19-22 

 

Vol.8 No.11 (2004) 

Amended publishing Law : private entities should 

share responsibilities… / Nguyen Van Toai ･ 11-12 

 

Paying attention to people’s reading culture as 
responsibility of public libraries / Nguyen Danh 

Thuan ･････････････････････････････････････ 17-18 

 

Vietnamese publishing in market economy / Pham 

Thanh Tam ･････････････････････････････････ 22-23 
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レファレンス事例紹介 
朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の人口 

 
北朝鮮の総人口、主要都市・道の人口および人口密度

については、北朝鮮公表値のほか、国連推計、韓国推計
等があり、そのため資料により掲載統計の種類と年代も
様々です。そこで、北朝鮮の統計が掲載されている日本
語と朝鮮語の主な資料について、その統計の出所等を簡
単に紹介します。なお、資料の書誌事項は最後にまとめ
て掲載し、文中では資料リストの番号で記述します。 
 
北朝鮮では、今までに一度しか人口センサスを行なっ

ていません。このセンサスは、1993 年 12 月 31 日を基
準時点として、1994 年 1 月 3 日～15 日にかけて行なわ
れました(以後、「1993 センサス」)が、調査の対象か
らは、労働党幹部と軍人が除かれています。また、人口
センサスを行なうに先立ち、国連人口基金（UNFPA）の
技術的・財政的援助を受け始めた北朝鮮は、1989 年、
UNFPA に対し1946-1987 年の人口資料および社会指標な
どを提出しています。しかし、1993 センサス以外の北
朝鮮の人口統計は、主に登録人口調査によるものであり、
⑥若林「人口問題」によると 1970 年以降は、やはり軍
人を除いた数値となります。なお、同資料の文末には、
朝鮮中央統計局の国連円卓会議提出資料の中から、軍人
を含む1960-1990年の概算値を掲載しています。 
 登録人口調査統計は、軍人除外の点以外にも、移住に
よる重複カウント等の問題点が指摘されていますが、⑨
文「登録人口調査」所載の北朝鮮社会科学院人口社会経
済研究室の説明では、1993 センサス以降の登録人口調
査統計は、国家中央統計局に設置された人口統計部の専
門スタッフによって集計されており、朝鮮労働党の一部
の幹部と軍部をも含めた数字であるそうです。 

＜全体の人口＞ 

北朝鮮公表値 
北朝鮮は⑩「朝鮮中央」に、毎年総人口数を公表して

いる。ただし、2002年版掲載データが1999年の値である
ように、数年のタイムラグがある。また、北朝鮮が発表
したデータ1946-2000年（数年おき）を⑤「現況」で一
覧できる。 
国連推計値 
②「世界」は、1993センサスの値と1995、2000年の国

連推計を掲載。また、同資料1997年版には、1948-1997
年の50年間の統計が掲載されている。④「予測」では、
1950-2050年の5年および10年毎の推計値を知ることがで
きる。ただし、1996年版までは登録人口調査資料に、
1998年版以降は1993センサス資料に基づいた推計である。 
韓国推計値 
⑤「現況」に1970-2002年分の統計が、⑪「総覧」の

[経済篇]には1965-1991年分が掲載されている。また、
韓国の統計情報システム⑫では、1970-2003 年までの総
人口を見ることができる。 
その他 
①「ARC」は、1990-2004 年の統計のうち、1997-1999

年は朝鮮中央年鑑、2002 年は国際連合食糧農業機関
（FAO）、2004 年はアメリカ中央情報局（CIA）、それ
以外は国連の推計値を掲載。出所が異なるため、このま
ま時系列的な比較はできないが、最新の推計値を調べる
には有用。また、⑤「現況」には、2003 年 CIA 推計値
が掲載されている。 

＜主要都市・道の人口と人口密度＞ 

1993 センサスデータのうち、首都および人口10 万人
以上の 12 都市の人口が、②「世界」に掲載されている
（都市名はアルファベット表記）。そのうち、恵山市
（Hyesan）以外の 11 都市については③「データブッ
ク」にも掲載されているが、平壌のみ 1999 年のデータ
である（都市名は漢字とカタカナ表記）。また、⑥若林
「人口問題」には、地域別（平壌、南浦、開城の3都市
と、平安南道、平安北道、慈江道、黄海南道、黄海北道、
江原道、咸鏡南道、咸鏡北道、両江道の9道）の人口と
人口密度の表がある。 
⑪「総覧」には、さらに多くの都市の推計人口数が掲

載されている。[総観篇]には道・市・郡までの人口と面
積の表があり、人口密度を求めることができる。出所お
よび基準年は不明であるが、同資料の他の統計と比較す
ると1992年の統計であると思われる。 [経済篇]には、
1990、1991 年の地域別人口と主要都市別人口（16 都
市）の 2 表、 [社会篇]には地域別の 1994-2000 年の推
計人口表があるほか、本文中に 1992 年の地域別人口密
度について記述されている。 
また、1999 年の地域別人口（韓国推計）が⑤「現

況」に、1987 年末の地域別人口および人口密度（北朝
鮮公表値）が⑦三満「人口統計」に収載されている。 

●日本語資料（＜ ＞内は当館請求記号） 
①『北朝鮮（ARC レポート）』2004（世界経済情報サー
ビス）＜Z41-B238＞ 
②『世界人口年鑑』2000（国際連合統計局原著編集、原
書房）＜Z41-125＞ 
③『データブック・オブ・ザ・ワールド』2004（二宮書
店）＜Z41-5933＞ 
④『国際連合世界人口予測 : 1950～2050』（国際連合
経済社会情報・政策分析局人口部編、原書房、1996.5）
＜DT211-G1＞ 
⑤『北朝鮮の現況：重要基本資料集』2004（ラヂオプレ
ス編、RPプリンティング）＜GE138-H51＞ 
⑥若林敬子「北朝鮮の人口問題」『北朝鮮の経済と貿易
の展望 』1998年版＜Z41-2002＞ 
⑦三満照敏「朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の人口
統計」『レファレンス』41巻7号1991.7＜Z22-554＞ 
⑧文浩一「現地報告 朝鮮民主主義人民共和国における
人口調査と研究事情 」『アジア経済』43巻4号2002.4
＜Z3-65＞ 
⑨文浩一「朝鮮民主主義人民共和国-登録人口調査と
1993 年人口センサス」『アジ研ワールド・トレンド』
10巻12号2004. 12 ＜Z3-B391＞ 

●朝鮮語資料 
⑩『조선중앙년감（朝鮮中央年鑑）』2002（조선중앙통
신사）＜Z42-AK5＞ 
⑪『北韓総覧：1983-1993』（北韓研究所、1994） 
＜GE138-K20＞ 

●韓国インターネットサイト 
⑫ KOSIS( 統 計 情 報 シ ス テ ム ) 韓 国 統 計 庁
（http://kosis.nso.go.kr/）[last access:2005.2.18] 
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 お知らせ

アジア情報機関ダイレクトリーの公開について 

 

平成 17 年 3 月 11 日から、当館のアジア情報室ホームページにおいて「アジア情報機関ダイレクトリー」

（以下、「ダイレクトリー」）の公開を始めました。ダイレクトリーは、国内におけるアジア資料を所蔵する

機関を総覧し、利用条件、所蔵資料等の紹介をおこなうことで、利用者の研究資料等へのアクセスを容易にす

ることに加え、所蔵資料の量、特色などを明確にすることで、国内における資料の分布状況を把握し、各機関

の蔵書構築の参考にすることを目的としています。 

収録機関は、73 機関で、館種別では、大学附属図書館等大学関係 52 機関、専門図書館 14 機関、公共図書

館 6機関、および国立国会図書館（当館アジア情報室）となります。 

 

ダイレクトリー本文は、 (1)名称、(2)英語名、(3)住所、(4) URL、(5)電話番号、(6)FAX 番号、(7)E-mail、

(8) 職員、（9）沿革、(10) 開館日/開館時間等、(11) 利用条件、(12)サービス、(13)交通機関、(14)所蔵資

料、(15)統計、(16)検索ツール、(17)アジア関係コレクション、(18)刊行物、(19)研修・講演会、(20)シンポ

ジウム・セミナー等、(21)プロジェクト、(22)案内パンフレット等、(23)その他、(24)更新日の項目からなっ

ています。また、機関名五十音、所在地別、対象地域別、言語別所蔵資料（各言語を東アジア、東南アジア、

南アジア、中東・北アフリカ、中央アジアの 6 地域に分け、その中を言語の五十音順）の各索引を設け、さら

に検索エンジンを使いダイレクトリー内検索ができるようにしました。 

 

これまでアジア関係機関を収録するものとしては、アジア・中近東関係機関を収録する『専門情報機関総

覧』（専門図書館協議会）、アラビア語、ペルシャ語、インドネシア語などの所蔵機関については、『日本に

おけるイスラーム地域の現地語資料の所蔵および整理状況の調査』（文部省科学研究費補助金創生的基礎研究

「イスラーム地域研究」、研究代表者：佐藤次高、1998）、また中国関係については、『中国情報源』（蒼蒼

社）があります。しかし、アジア情報関係機関を広く総覧できるものは存在していなかったため、関係機関の

全体像や国内の関係資料の分布などについては、漠然としたイメージにとどまっていたのではないかと思われ

ます。この点で、本ダイレクトリーの言語別所蔵資料索引は、アジアの各言語を所蔵する機関を一覧すること

ができるもので、資料の利用、利用案内は勿論、いろいろな分析の可能性を秘めたものではないかと思います。 

本ダイレクトリーの意義を高めるには、収録機関を拡充するほか、記載内容の充実、統計数値の標準化等の

課題が多く残されています。 

 

今回の企画は、各機関の好意的なご協力がなければ達成することはできませんでした。この場を借りてあら

ためて感謝するとともに、インターネットで提供する最大のメリットである記載内容の不断の更新と充実にご

協力をお願いする次第です。また、収録各機関の利用に際しては、各機関の利用規則等を十分に確認してから

利用して頂くようお願いいたします。 

 
ベトナム語図書のアジア言語 OPAC への搭載について 

 
 ベトナム語図書のデータをアジア言語 OPAC（http://asiaopac.ndl.go.jp/）に搭載いたしました。1986 年

以降に受け入れた約 1,400 冊が検索できます。なお、ベトナム語の逐次刊行物および 1985 年以前に受け入れ

たベトナム語の図書は NDL-OPAC（http://opac.ndl.go.jp/）で検索してください。 

 

（アジア情報室ホームページ URL ； http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/index.html） 
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