
ＩＳＳＮ １３４８－２１４９ 
 

国立国会図書館 

National Diet Library 
 

アジア情報室通報 
Bulletin of Asian Resources Room 

第 4 巻第 1 号(2006 年 3 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次 

 

韓国史研究・教育の社会資本―大学・学会・ツール 

 吉田光男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 2 

 

平成 17 年度アジア情報研修の概要報告 5 

 

新着参考図書目録 ７ 

 

アジアの図書館・情報学関係主要外国雑誌目次情報 １６ 

 

レファレンス事例紹介 １９ 

 

第 7 回 CO-EXIST-SEA（東南アジア科学技術情報の経験・専門知識交換協力 

プログラム）ワークショップ参加報告 

  小笠原綾 国立国会図書館アジア情報課 ２０ 



アジア情報室通報 第 4 巻第 1号（2006. 3） 

2 

韓国史研究・教育の社会資本―大学・学会・ツール 

吉田光男（東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

 

（１）はじめに 

日本では現在、いくつかの大学に専門課程が設置

され、歴史をはじめとしてさまざまな韓国朝鮮関係

の教育が行われており、韓国朝鮮史関係の学会も複

数が活動している。とりわけ 1990 年代以降の変化

には目覚ましいものがある。日本における韓国朝鮮

史の研究と教育の社会資本について、その歴史と現

状を概観する。 

 

（２)前史―第２次世界大戦前 

a.東京帝国大学と京都帝国大学 

日本の高等教育機関でもっとも早く韓国朝鮮関係

の専門的な教育を開始したのは、東京外国語専門学

校朝鮮語科で 1880 年のことであった。同科は、

1927 年まで継続した。 

はじめて正式に歴史の講座が設置されたのは、

1914 年の東京帝国大学文科大学史学科の朝鮮史講座

である。ところが、この講座の教員は最後まで池内

宏氏１人だけであり、同氏が定年退官する 1939 年

まで存続したが、その後、閉鎖されたまま日本の敗

戦をむかえることになる。これと同じころ、京都帝

国大学でも今西龍氏によって朝鮮史の講義が始まっ

た。今西氏は 1926 年からは京城帝国大学と併任し

ていたが、1932 年に在職のまま死去し、講義も閉鎖

された。 

b.京城帝国大学と朝鮮史編修会 

戦前期の日本で研究と教育の中心となったのは、

1926 年に第 6 番目の帝国大学として京城（現ソウ

ル）に開設された京城帝国大学である。その 2 年前

に京城帝国大学はすでに予科を開設していたが、こ

の年、進学生を迎え、大学課程が開始された。京城

帝国大学は開設当初から、法文学部史学科に朝鮮史

講座を設置し、今西龍氏（前近代史）小田省吾氏

（近代史）による 2 講座制で運営された。その後、

同講座は藤田亮策（考古学）と末松保和（古代史）

に引き継がれ、京城帝国大学最後の日まで継続され

た。 

京城帝国大学には、朝鮮史講座と合わせて、小倉

進平と高橋亨の 2 氏を擁して朝鮮語学文学講座も開

設された。その他の学科や講座に属した人々の中に

も韓国朝鮮に関する研究と教育を行う人も多く、そ

の数は法文学部の教授・助教授合計 35 名の 4 分の 1

を越えていた。それら教員はすべて日本人であり、

朝鮮人が専任になることはなかった。 

京城には、修史事業を行うため、朝鮮総督府中枢

院の朝鮮史編修会が開設され、多くの歴史研究者を

擁していた。本会と京城帝国大学が両輪となって朝

鮮における研究活動が進められた。こうして京城は

戦前期における韓国朝鮮史研究・教育の中心となっ

ていた。 

 

（３）歴史と現状 

a.大学 

第 2 次大戦後、最初に韓国朝鮮関係の専門研究教

育組織を開設したのは、1950 年の天理大学文学部朝

鮮文学語学科であった（文学部は後に外国語学部に

変わる）。 

1963 年には、国立大学としてはじめて大阪外国語

大学外国語学部に朝鮮語学科が開設された。1970 年

代になると、各地で新たな研究教育組織の開設が見

られるようになる。1974 年には九州大学文学部史学

科に朝鮮史専攻が開設されたが、これが現在に至る

まで、学部レベルでは唯一の韓国朝鮮史教育の専門

課程である。1977 年には東京外国語大学外国語学部

に朝鮮語学科が開設され、1978 年には富山大学人文

学部に朝鮮語学文学コースが開設されて、それまで

西日本だけに偏っていた研究教育組織が東日本と中

日本にも広がった。 

天理大学以後、1970 年代までに韓国朝鮮関係研究

教育組織を設置したのはすべて国立大学であったが、

1989 年の神田外語大学外国語学部韓国語学科開設か

ら私立大学にもその動きが広がっていった。1994 年

には熊本学園大学外国語学部東アジア学科韓国語コ

ース、1998 年には福岡大学人文学部東アジア地域言

語学科韓国コースと相次いで開設された。こうして

20 世紀末には、国立大学と私立大学それぞれ 4 校ず

つ、合わせて 8 校に韓国朝鮮関係の学科・コースが

整備された。その一方で、1993 年には東京大学文学

部附属文化交流研究施設に朝鮮文化部門が、また

2000 年には九州大学に韓国研究センターが開設され、

研究組織も整備されていった。 

21 世紀に入ると、2002 年 4 月に東京大学が、教

養学部に韓国朝鮮地域文化研究コースを、また文学

部附属文化交流研究施設朝鮮文化部門を廃止して大

学院人文社会系研究科に韓国朝鮮文化研究専攻を開

設した。後者は 9 名の専任教員を擁し、韓国朝鮮歴

史社会、韓国朝鮮言語思想、北東アジア文化交流の

3 専門分野で構成される、日本で最初の大学院にお

ける韓国朝鮮に関する総合研究教育組織である。 
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以上の歴史と現状を 2005 年度現在でまとめると、

以下のようになる。まず開設当時の名称を示し、組

織改編等による現在の名称を→の次に示す。 

1950 年 天理大学文学部朝鮮文学語学科 

 →国際文化学部アジア学科韓国・朝鮮語 

 コース 

1963 年 大阪外国語大学外国語学部朝鮮語学科 

  →外国語学部アジアⅠ講座東アジア地域 

  文化研究専攻朝鮮語専攻 

1974 年 九州大学文学部史学科朝鮮史学専攻 

  →文学部人文学科朝鮮史学専攻 

1977 年 東京外国語大学外国語学部朝鮮語学科 

 →外国語学部東アジア課程朝鮮語専攻 

1978 年 富山大学人文学部朝鮮語学文学コース 

1989 年 神田外語大学外国語学部韓国語学科 

1993 年 東京大学文学部附属文化交流研究施設朝鮮

文化部門 

 →2002 年に廃止 

1994 年 熊本学園大学外国語学部東アジア学科韓

国語コース 

1998 年 福岡大学人文学部東アジア地域言語学科

韓国コース 

2000 年 九州大学韓国研究センター 

2002 年 東京大学教養学部地域文化研究学科韓国朝

鮮地域文化研究コース 

2002 年 東京大学大学院人文社会系研究科韓国朝

鮮文化研究専攻 

2005 年度にはこれらのうち５校に歴史の専任教員

による専門講座が置かれている。また、管見のかぎ

りでは、全国で 50 以上の大学が専任教員を有して

韓国朝鮮史関係の講座を開設している。教育と研究

をめぐる状況は大きく変化しつつある。 

b.学会 

①朝鮮学会（本部：天理大学、創立：1950 年、機

関誌：『朝鮮学報』（季刊）） 

本会は、歴史学、文学、言語学、文化人類学、民

俗学など、人文社会系各分野から自然科学まで、韓

国朝鮮研究のあらゆる分野の研究者を糾合して発足

した総合学会である。会員数は約 600 名で、現在の

構成を専門分野別に見ると、歴史学（29.1％）、言

語 学 （ 28.7 ％ ） 、 文 学 （ 15.6 ％ ） 、 考 古 学

（6.0％）の順になる。 

原則的に天理大学を会場として毎年 10 月に年次

研究大会を開催し、研究発表の場を継続して確保し

てきた。その回数は 50 回を超えている。また韓国

との交流が困難な時期から、大会の講演者・発表者

として韓国の研究者を招聘し、日韓の学術交流に貢

献してきた。 

機関誌『朝鮮学報』（季刊）の通算刊行数は

200 輯に達し、韓国からの投稿も多い。 

②朝鮮史研究会（本部：一橋大学、創立：

1959 年、機関誌：『朝鮮史研究会論文集』（年

刊）、http://wwwsoc.nii.ac.jp/chosenshi/） 

日本における唯一の韓国朝鮮史専門の全国学

会であり、関東・関西の 2 部会制をとっている。

会員数は、関東部会約 350 名、関西部会約 150

名で、合計約 500 名である。会員構成を見ると、

大学教員（44.4％）についで、学生（21.5％）

と小中高教師（10.5％）が多い。韓国朝鮮史研

究者と大学院生の大部分が加入している。 

本会は発足当時、3 つの特色をもっていた。第

1 に、日本人と在日韓国朝鮮人がともに対等の立

場で参加するかたちをとり、幹事は両者同数と

した。第 2 に、民間団体としての性格を重視し、

会員資格を「本会の綱領に賛成する者」として、

ほとんど制限を設けなかった。第 3 に、能動的

な研究活動を重視した。これは、現在まで継続

している。 

月例研究発表会、年次研究大会、『朝鮮史研

究会論文集』を活動の 3 本柱としている。 

月例研究発表会は、関東・関西の両部会ごと

に毎月開催され、研究報告、書評、研究動向紹

介などを行っている。通算開催数は、両部会合

わせるとおよそ 1000 回にのぼる。 

年次研究大会は、原則として 10 月に、関東が

3 年に 2 回、関西 1 回の割合で開催されており、

2005 年で 42 回になる。講演とシンポジウム形式

のテーマ研究発表で構成されている。 

機関誌『朝鮮史研究会論文集』は 2005 年で 43

集を数える。前年度のシンポジウム関連論文や

投稿論文のほか、文献目録などで構成されてい

る。 

本会は研究活動以外に社会活動にも積極的に

関与し、多くの声明や決議を表明してきた。

1970 年代までは、在日韓国朝鮮人の人権問題に

関する発言が多く、1980 年代以降は、いわゆる

歴史教科書問題での積極的な意見表明が目に付

くようになる。 

朝鮮史研究会が刊行した主要出版物には、研

究手引『新朝鮮史入門』（龍渓書舎、1981 年）、

研究文献目録『戦後日本における朝鮮史文献目

録』（緑陰書房、1994 年）、通史『新版・朝鮮

の歴史』（三省堂、1995 年）などがある。 
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③韓国・朝鮮文化研究会（本部：東京大学、創

立：2000 年、機関誌：『韓国朝鮮の文化と社会』

（年刊）、http://www007.upp.so-net.ne.jp/askc/） 

「現場性」と「非境界性」の二つを共通項として、

歴史学、文化人類学、民俗学、社会学など、人文社

会科学諸分野の研究者が集まって結成された。会員

のほとんどが韓国に長期滞在の経験をもち、韓国朝

鮮語を研究言語として駆使している人々である。 

2005 年現在の会員数は約 200 名で、これを専門分

野別構成で見てみると、人類学（31.6％）、歴史学

（24.3％）のほか、社会学、宗教学、音楽学、美術

学の順になる。 

毎年 10 月に年次研究大会を開催し、年間 4 回の

例会を行って研究発表の場を提供している。研究大

会は自由論題による個別研究発表とシンポジウムで

構成されている。 

機関誌『韓国朝鮮の文化と社会』は 2005 年で 4

号を数える。同誌は研究論文のほか、研究エッセイ、

展覧会評、韓国学界動向紹介などで構成されている。 

④関連学会 歴史学と間接的に関係する学会には

以下の２つがある。 

a.現代韓国朝鮮学会（本部：東京大学、創立：

2000 年、機関誌：『現代韓国朝鮮研究』（年刊）、

http://www.meijigakuin.ac.jp/~ackj/front/） 

現代の現代の韓国朝鮮を研究対象とする社会科学

系研究者が集まって結成した。会員は約 400 名で、

例会と年次大会を開催している。 

b.朝鮮語研究会（本部：東京大学、創立：1983 年、

機関誌：『朝鮮語研究』（年刊）http://www.l.u-

tokyo.ac.jp/tyosengo/） 

韓国朝鮮語研究者が結集して結成した。会員は約

300 名で、月例会と年次大会を開催している。 

 

（４）研究情報 

代表的な研究文献目録・研究者銘鑑には以下のも

のがある。 

①末松保和編『朝鮮研究文献目録 1868-1945＜単行

書編＞』（3 冊、東京大学東洋文化研究所附属東洋

学文献センター、1970 年）、末松保和編『朝鮮研究

文献目録 1868-1945＜論文・記事編＞』（3 冊、東

京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター、

1972 年） 

1945 年 8 月 15 日以前に発表された朝鮮研究の包

括的な目録であり、人文科学・社会科学・自然科学

の単行本・雑誌論文等を網羅的に収集し、分野別に

編成している。いずれも汲古書院から 1 冊本の復刻

版（1980 年）が出版されている。 

②朝鮮史研究会編『戦後日本における朝鮮史文献目

録』（緑陰書房、1994 年） 

第 2 次大戦後に日本で上梓された韓国朝鮮史関係

単行本や雑誌論文の目録である。①と合わせると、

明治初期から 1991 年までの著作を網羅的に調査す

ることができる。 

③『朝鮮史研究会論文集』「文献目録」 

前年 1年間に日本で発表された韓国朝鮮史の研究

書と研究論文の目録である。

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/sengo/

で全年分を検索することができる。 

④『史学雑誌』各年 5月号「回顧と展望」 

日本で前年に発表された歴史研究を総括しており、

研究動向を知ることができる。韓国朝鮮史も古代・

中近世・近現代の 3 部に分けて研究の紹介と評価が

されている。 

⑤日韓文化交流基金編『日本における韓国・朝鮮研

究研究者ディレクトリ（2004 年調査）』（同基金、

2005 年） 

研究者銘鑑である。専門や所属などが記載されてい

る。同基金ホーム・ページ（http://www.jkcf.or.jp/）

で公開されている。 

 

（本稿は平成17年度アジア情報研修における講義内容

にもとづいて執筆したものである） 
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平成 17 年度アジア情報研修の概要報告 
 

 

平成 17 年 11 月 24 日（木）、25 日（金）に平成

17 年度アジア情報研修を実施した。第 4 回目となる今

年度は共通テーマを「東アジア情報の検索と情報ニー

ズへの対応」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。昨年度は近畿圏

が全体参加者の3 分の 2、大学図書館が 8 割を占めたが、

今年度は館種も多様で地域的にも全国からほぼ偏りなく

参加が見られた。 

 東北 関東 中部 近畿 中国 九州 合 計

大学図書館 1 3 2 5 2  13 

公共図書館    １  １ 2 

専門図書館他  4 １ １   6 

合 計 1 7 3 7 2 1 21 

2. 研修内容 

研修の各科目の概要を以下に紹介する。 

■１日目 

(1)「日韓学術書籍の相互流通―過去・現在、今後

の展望―日本語と共に歩んだ一韓国書店人の 45

年」（講師：金星天 (有)京都金星堂取締役） 

1960 年（昭和 35 年）～1989 年（平成元年）を「過

去」、1990 年～2005 年を「現在」として論ずる。

「過去」はいわゆる「規制・取り締まり」の時代であ

る。60 年代は、韓国における外国図書輸入量のうち、

全体の 3 分の 2 を日本書籍が占めており、大半は専門

図書であった。政府が行う「輸入推薦制度」と呼ばれ

る事前検閲審査制度のもとでの輸入であった。文教部

で一般図書、著作権及び出版業務、公報部では定期刊

行物を取り扱っていた。これらが一元化され 68 年に

文化公報部出版課が発足し、「外国刊行物配布に関す

る法律」の公布とともに規制は強化された。 

70 年代に入っても日本図書の輸入は活発で、外国

書輸入の 53～60 パーセントを占めていた。ただし、

輸入のパターンに変化が現れ、専門図書だけでなく

定期刊行物、全集物、百科事典の輸入が増加した。

また、日本書一辺倒から欧米書優勢に変化する兆し

が見え始めた。一方、米国の編集物の無断複写版

（海賊版）が急増するという問題も起こった。 

80 年代は韓国出版界の「向上的転換期」と位置付

けられる。韓国初の大規模書店「教保（キョーボ）

文庫」のオープン（81 年）、「万国著作権条約」へ

の加入、社会主義関係書籍の出版容認（82 年）、効

率的な出版流通システム確立に向けた政府の取組み

等、出版界と書店界に重大な転機をもたらした。 

「現在」である 90 年代以降は「規制緩和」「規制

撤廃」の時代である。社会の「民主化」「多元化」が

一層進み、他方インターネットの普及により情報のグ

ローバル化が進んでいる。上記の文化公報部が 90 年

に廃止される（文化部と公報処に分離され、現在では

文化観光部となっている）など出版界に望ましい動き

があり、また、92年には教保文庫が拡大再オープン、 

ほぼ同規模の大型書店「永豊（ヨンプン）文庫」が開

店し、両書店はともに現在全国チェーン展開中である。

97 年には出版流通市場の全面解放、金大中政権になっ

てからは日本大衆文化の全面解放も行われた。 

韓国での日本語教育の普及、日本での韓国語教育

の拡大により、日韓の出版の相互流通が今後さらに

盛んになると予想される。 

(2)「環日本海関係資料・情報の提供」（講師：薛

末子 鳥取県立図書館環日本海交流室相談員） 

1993 年 9 月に鳥取県立図書館に環日本海コーナーと

して出発し、その後 95 年 4 月に、環日本海交流室を

設置した。中国語、ハングル、ロシア語の資料（図書、

代表的な雑誌・新聞）及び環日本海諸国に関する日本

語資料、約1万4千冊を所蔵している。 

収集に関しては、人文・社会科学分野を中心にして、

各国の地理・歴史、社会事情、文化及び日本紹介に関

するものを重点的に収集している。特に、外国語資料

では中国、韓国、ロシアで話題になった図書、日本で

出版された翻訳本の原書、風俗、文化に関するもの、

及び絵本の収集に力を入れている。環日本海地域の相

互関係を伝える史料も集中的に集めている。代表的な

ものは『朝鮮王朝実録』（全49巻）である。 

利用については、県民のほか、県内在住の外国人

（中国人、韓国・朝鮮人、ロシア人等）を主たる利用

者と考えている。近年は特に中国人（留学生、企業研

修生、短期就労者等）の利用が増えており、ロシア人

の利用は減少が見られる。県民からのレファレンスは

高度な内容のものが増えており、蔵書の質の転換が問

われている。利用促進事業として、東アジアに関する

連続講座、講演会、有志による歴史学習会等を開催し

てきた。また、諸国の特色ある絵本を翻訳し、小学生

に原文と翻訳文で読み聞かせを行っている。 

国際協力として、中国の河北省図書館、韓国江原

道春川市立図書館、ロシア沿海地方ゴーリキー図書

館と図書交換事業及び相互訪問を実施している。 

(3)「アジア情報検索入門－インターネット情報を

中心に」（講師：関西館資料部アジア情報課 小笠

原綾、安藤一博、田中福太郎） 

アジア情報室ホームページのリンク集（研修後

AsiaLinksと改称）から特に使いやすく便利なサイト

について解説を交えて紹介した。詳細は同ホームペ

ージの研修テキスト（http://www.ndl.go.jp/jp/ 

service/kansai/asia/contents/asia_workshop17.htm

l）を参照のこと。 

■2 日目 

(1)「韓国史研究・教育の社会資本―大学・学会・

ツール」（講師：吉田光男 東京大学大学院人文社

会系研究科教授） 

巻頭記事参照 

(2)「漢籍の扱い方－日本における漢籍を中心に」

（講師：土屋紀義 大阪学院大学国際学部教授） 

資料論、情報サービス論の観点に重点をおき参考文

献を紹介しつつ漢籍の扱い方について述べる。（①②、

以下括弧内は下記「参考文献」の番号） 
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１. 漢籍とはなにか：  概括的に言えば「中国の書物。

中国人が漢文で書いた書物」だが、実務的観点で見る

と洋装本の問題等曖昧さが残る。（③④） 

２. 目録学：  漢籍を扱う場合に必要不可欠な四部分

類法は、中国に固有の「目録学」を背景にしている。

（⑤⑥） 

３. 漢籍と和刻本と準漢籍：  和刻本は版本、テキス

ト伝来のうえで一定の意義を持ち、日本が中国の文化

をどう受容してきたかを示す意義ももつ。準漢籍は漢

籍との線引きが難しく、整理にも頭を悩ませられる。

（⑦～⑫） 

４. 漢籍を取扱う際の諸相：  昔の版本では全く同一

の複本はありえないので「刊、印、修」が重要である。

「印記、書き入れ」もその本の伝来や鑑定のための情

報になる。和紙は耐久性が高いが、保存環境に配慮す

る必要がある。補修も図書館員がある程度手をかける

べき。（⑦～⑪、⑬） 

５. レファレンスに役立つツールと留意事項： ⑭は漢

籍と日本におけるその受容という観点から有用。⑮は

歴史学中心だが、コメントつきでツールを紹介してい

る。⑯は情報が新しく、かつ中国語のツールの評価が

あり判定に役立つ。⑱は中国の制度の変遷について知

るのに現在でも十分通用する。（⑭～⑱） 

(ⅰ)文献の確認： 「全国漢籍データベース」

（ http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki ） が

有効。諸橋徹次『大漢和辞典』（大修館書店、1989-

90（修訂第 2 版））や大きな図書館の漢籍所蔵目録な

どにもあたる。 

(ⅱ)出典調査： 台湾の中央研究院のデータベース

「漢籍電子文献」（http://www.sinica.edu.tw/ 
~tdbproj/handy1/）が画期的。諸橋『大漢和辞典』

は用例が多く､返り点がついており有用である。四角号

碼索引の習得を薦める。また、詩文の語句を探す場合は

『佩文韻府』も併用する。中国語に慣れていれば『漢語

大詞典』（漢語大詞典出版社、1986-94）も使う。 

(ⅲ)人物調査： 諸橋『大漢和辞典』は人名をはじ

め事項調査に便利である。出ていない場合は中国の大

型の人名辞典等を調べる。人名標記には「諱、字、号、

諡」があるので注意。原則として「諱」で項目が立て

られている。わからない場合は「別名索引」、「別号

索引」の類を見る。 

(ⅳ)地名、地図： 近年地名の変化が激しい。『中

国歴代地名要覧』、『中国古今地名大辞典』は 1920

年代から 30 年代のものに基づく。現代の地名は中国

の新しい辞典で調べる。また、民国時代の地図と今の

地図を付き合わせると地名の変化がわかる。 

(ⅴ)年表： ⑰の『東方年表』を座右に置くとよい。

元号、年号と数字、干支が並んでいるもの。 

(ⅵ)簡化字の問題： 『新華字典』を使う。 

(ⅶ)原典の翻訳： 『漢文叢書』（有朋堂）、『漢

籍国字解全書』（早稲田大学出版部）、『国訳漢文大

成』（国民文庫刊行会）が有用。一方、『中国古典文

学大系』（平凡社）など近年の翻訳は、付属資料に当

時の制度等の解説が丁寧で、情報量が多い。『翻訳図

書目録』（日外アソシエーツ）、相島宏「中国詩詞翻

訳索引（1～4）」（『アジア資料通報』『参考書誌研

究』（ともに国立国会図書館刊）に掲載）も有用。 

６. 漢籍以外の文字資料：  金石文は史料として、ま

たは書道の観点で扱われる。⑲の観点は後者だが、前

者についても役立ち、これに紹介されているツールは

信頼できる。⑳  は出土文献の最新の情報を把握す

るのに有用である。（⑲～ ） 

７. 参考文献： 

①井波陵一『知の座標』（白帝社、2003） 

②京都大学人文科学研究所附属漢字情報センター

『漢籍目録－カードのとりかた』（朋友書店、

2005） 

③陳国慶著、沢谷昭次訳『漢籍版本入門』（研文出

版、2001（4刷）） 

④長沢規矩也『図書学辞典』（三省堂、1979） 

⑤内藤湖南「支那目録学」（『内藤湖南全集』第 12

巻 pp.363-464、筑摩書房、1976（2刷）） 

⑥倉石武四郎『目録学』（汲古書院、1979） 

⑦橋口侯之介『和本入門－千年生きる和本の世界』

（平凡社、2005） 

⑧中野三敏『書誌学談義  江戸の板本』（岩波書店、

1995） 

⑨廣庭基介、長友千代治『日本書誌学を学ぶ人のた

めに』（世界思想社、1998） 

⑩中村幸彦「漢籍－和刻、注釈、翻訳、翻案」

（『中村幸彦著述集』第 7 巻、pp.363-399、中央公

論社、1984） 

⑪長沢規矩也『和刻本漢籍分類目録』、『和刻本漢

籍分類目録補正』（汲古書院、1976、1980） 

⑫高橋智、高山節也、山本仁「漢籍目録編纂におけ

る準漢籍の扱いについて」（『汲古』46 号、pp.25-

35、2004.12） 

⑬遠藤諦之輔『古文書修補六十年－和装本の修補と

造本』（汲古書院、1987） 

⑭頼惟勤「工具書」（『中国文化叢書』9 「日本漢

学」5章4節 pp.335-360、大修館書店、1968） 

⑮島田虔次「序論」（『アジア歴史研究入門』1 中

国Ⅰ pp.1-50、同朋社、1983） 

⑯ Wilkinson, Endymion “ Chinese history : a 

manual”rev. and enl. Harvard Univ. Pr., 2000 

⑰藤島達朗、野上俊静編『東方年表』（平楽寺書店、

1990（29刷）） 

⑱伊藤東涯『制度通』上、下（岩波書店、2005（3

刷）（岩波文庫）） 

⑲杉村邦彦編『中国書法史を学ぶ人のために』（世

界思想社、2002） 

⑳浅野裕一、湯浅邦弘編『諸子百家＜再発見＞－掘

り起こされる古代中国思想』（岩波書店、2004） 

 冨谷至『木簡・竹簡の語る中国古代－書記の文化

史』（岩波書店、2003） 

3. 研修を振り返って 

今回の研修は、特殊な取扱いが必要な漢籍の基礎知

識、最近特にニーズが高まっている韓国・朝鮮情報の

探索、そして現在必要不可欠となっているインターネ

ットによるアジア情報の検索を中心に取り上げた。各

分野の第一線で活躍中の講師が科目を担当したことも

あり、終了後の研修生のアンケートでは、「大いに役

に立つ」と総じて高い評価を受けた。また、第 1 日目

終了後の懇親会は例年以上の多数の参加が得られ、各

館の実情とともに当研修に対する忌憚のない意見を伺

うことができた。この場を借りてお礼申し上げたい。 
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新着参考図書目録（2005.10～2005.12） 

2005 年 10 月から 2005 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 

＜政治･法律･行政＞ 

日中・中日双解法律用语词典 / 魏景赋, 魏游编著. 
-- 北京 : 法律出版社, 2002.6. -- 3, 3, 1, 
375p ; 22cm 
ISBN: 7503636386 A112-C70 
审校: 河原和郎 
「日中篇」と「中日篇」の 2 篇からなる。「日中

篇」は 5,220 語について日本語、日本語読み、中国
語を対照し、五十音順に排列。「中日篇」は 5,070
語について中国語、拼音、日本語を対照し、拼音順
に排列。 
 
中华人民共和国国旗国徽、国歌、图集 / 中国革命
博物馆编著. -- 北京 : 新华出版社, 2003.12. -- 
119p ; 30cm 
ISBN: 7501164258 AC9-212-C24 
 
中国法规 / 国务院法制办公室编. -- 北京 : 中国
法制出版社, 2002.4. -- 8 冊 ; 27cm 
ISBN: 7800839419(set) CC9-3-C26 
 
中华人民共和国法库 / 肖扬总主编. --北京 : 人民
法院出版社, 2002.10. -- 16 冊 ; 27cm 
ISBN: 7801613740(set) CC9-3-C27 

＜経済･産業＞ 

台灣地區大型企業排名: top5000. 2004 / 中華徴信
所企業股份有限公司著. -- 臺北 : 中華徴信所, 
2004.6. -- 866p ; 30cm 
ISBN: 9578398875 D4-C32 
 
中国调味品企事业名录 : 2003 版 / 中国调味品协会, 
北京英才文化交流中心. -- 北京: 中国商业出版社, 
2003.8. -- 4, 336p ; 29cm 
ISBN: 7504448788 D4-C74 
 
中国石油化工产品大黄页 / 《中国石油化工产品大
黄页》编委会编. -- 北京 : 石油工业出版社, 
2002.9. -- 424p ; 29cm  
ISBN: 7502139060 D4-C75 
 
中国文化产业国际竞争力报告 / 祁述裕主编. -- 北
京 : 社会科学文献出版社, 2004.8. -- 4, 4, 4, 9, 
359p ; 24cm 
ISBN: 7801902351 DC157-C170 
 

人民币图鉴 / 余继明编著. -- 第 2 版 -- 杭州 : 
浙江大学出版社, 2000.1. -- II, 154p ; 21cm. -- 
(中国收藏鉴赏丛书 ; 第 2 辑) 
ISBN: 7308010732 DF11-C51 
「第一套人民币」「第二套人民币」「部分公债

券」「纪念币」の 4 部分からなる。紙幣の第 1 セッ
ト 74 種、第 2 セット 13 種、公債券 28 種、記念硬
貨 38 回分について両面写真、入手難度、参考価格、
大きさ、発行年月、発行数などを収録。 
 
中国金融发展报告. No.1(2004) / 李扬主编. -- 北
京 : 社会科学文献出版社, 2004.10. -- 2, 4, 3, 
563p ; 24cm. -- (金融蓝皮书) 
ISBN: 7801499557 DF137-C37 
付属資料: CD-ROM1 枚. 

＜教育＞ 

中国高等学校大全 : 中国高等教育资源及研究 / 中
国高等学校大全编委会编. -- 第 2 版 -- 北京 : 新
华出版社, 2004.8. --  2冊 ; 29cm 
ISBN: 7501156964(set) F4-C13 
初版は 2002 年刊。「中国高等教育研究专论」

「中国高等教育研究专题」「中国高等教育资源」の
3 部分からなる。約 2,000 の大学、学院についての
データのほか、98 の論文を収録。 

＜歴史・地理＞ 

中国古代生活辞典 / 何本方, 李树权, 胡晓昆主编. 
-- 沈阳 : 沈阳出版社, 2003.5. -- 2, 67, 1155p, 
図版 8枚 ; 27cm 
ISBN: 7544120120 GE8-C83 
古代の社会生活に関する 8,470 余項目を収録。

「城市」「人口」「交通」など 29 に大別し、その
中をさらに分類して排列。 
 

中国历史地名大辞典 / 史为乐主编 ; 邓自欣, 朱玲
玲副主编. -- 北京 : 中國社会科学出版社, 2005.3. 
-- 2冊 ; 27cm 
ISBN: 7500449291(set) GE11-C29 
1949 年 9 月以前の地名、山川名など 70,000 余に

ついて 1994 年 12 月現在の地名、沿革、古籍におけ
る引用文などを収録。排列は筆画順。下册末に
「1995 年以后行政区计划变化资料（摘要）」を付す。 
 
中国古今地名大词典 / 戴均良[ほか]主编. -- 上
海 : 上海辞书出版社, 2005.7. -- 3 冊 ; 29cm 
ISBN: 7532617432（set） GE11-C30 
地名、山川名など 60,000 余について古地名、旧地

名、今地名のほか沿革、現況などを収録。現況のデー
タは県級以上は 2004 年 6 月現在、鎮級は 2002 年現在。
排列は筆画順。第 3 冊末に「中华人民共和国县级以上
行政区划简表」「中国的世界遗产和全国重点文物保护
单位名单」など6の付録と「中国历史地图」を付す。
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中国专家大辞典. 第 2-14 巻 / 江涛, 刘国雄, 王海
滨主编. -- 北京 : 中国人事出版社, 1999.5-
2003.3. -- 13 冊 ; 26cm 
ISBN: 7801393546（2 巻）; 7801393589（3 巻）; 
7801393678 （ 4 巻 ） ; 7801393686 （ 5 巻 ） ; 
7801393929 （ 6 巻 ） ; 7801394356 （ 7 巻 ） ; 
7801394739 （ 8 巻 ） ; 780139478X （ 9 巻 ） ; 
7801395662 （ 10 巻 ） ; 7801396626 （ 11 巻 ） ; 
7801397746 （ 12 巻 ） ; 7801398610 （ 13 巻 ） ; 
7801399846（14 巻） GE12-C97 
 
日语世界姓名译名词典 : 翻译参考资料 / 王健编. 
-- 北京 : 商务印书馆, 2004.10. -- 2, 5, 1211p ; 
18cm 
ISBN: 7100039916 GE12-C98 
日本を除く世界各国の人物姓名 67,000 余を収録。

日本語カナ読みと原名、中国語訳名を対照。排列は
五十音順。 
 
中国历代人物图像集 / 华人徳主编. -- 上海 : 上
海古籍出版社, 2004.11. -- 3 冊 ; 22cm 
ISBN: 7532539679（set） GE12-C99 
上古から清代までの人物 3,037 人について画像、

彫塑像、線画木刻、石刻、写真など 3,033 幅の図像
のもとに人物名、生没年（または時代）、字号、籍
貫、身分、事蹟、出典を収録。排列は生没年順。巻
末に拼音順の人名索引を付す。 
 
福建省历史地图集 / 福建省地方志编纂委员会编; 
卢美松主编. -- 福州 : 福建省地圖出版社, 2004.4. 
-- 289p ; 29cm. -- (中华人民共和国地方志. 福建
省志) 
ISBN: 7805166536 GE16-C11 
 
中國古代地图集  : 城市地图  = An atlas of 
ancient maps in China : city maps / 郑锡煌主编. 
-- 西安 : 西安地图出版社, 2005.3. -- 16, ix, 
371p ; 38cm 
ISBN: 7806707174 GE194-C5 

＜哲学・宗教＞ 

中国原始宗教百科全书 / 《中国原始宗教百科全
书》编纂委员会编 ; 杨学政主编. -- 成都 : 四川
辞书出版社, 2002.12. -- 76, 1020p, 図版 48p ; 
27cm 
ISBN: 7805439893 HK2-C10 
5,700 余項目を収録。排列は拼音順。巻末に「条

目笔画目录」「条目分民族目录」など 5 の付録を付
す。 
 
藏汉对照徳格印经院藏版总目录 / 噶玛降村编译.  
-- 成都 : 四川民族出版社, 2004.9. -- 6, 13, 
416, 2p, 図版 1枚 ; 21cm 
ISBN: 7540930160 HM1-C8 

四川省のデルゲ印経院蔵版についてチベット語タ
イトルとその中国語訳、頁数を収録。「大藏经部」
「从刊部」「文集类」「综合类」の 4 に大別、その
中をさらに全集、文集などで分類して排列。 
 
中央研究院歷史語言研究所藏北魏紀年佛教石刻拓本
目錄 / 佛教拓片研讀小組編. -- 臺北 : 中央研究
院歷史語言研究所, 2002.12. -- xiv, 133p ; 31cm 
ISBN: 9576719119 HM114-C5 

造像記など 254 タイトル 725 の拓片について年代、
大きさ、原石の出土地、所蔵地、同所収蔵番号、著
録、尊像名または経名などを収録。排列は年代順。
巻末に付録として「歷代著錄題名對照表」を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中國歴代畫家人名詞典 / 朱鑄禹编. -- 北京 : 人
民美術出版社, 2003.12. -- 3, 23, 448, 4, 39, 6, 
9, 5, 205, 1946, 5, 94, 85, 10p ; 27cm 
ISBN: 710201080X K9-C23 

｢漢至宋卷｣「元明清卷」の 2 巻からなる。『唐前
畫家人名辭典』(人民美術出版社, 1961)『唐宋畫家
人名辭典』（中國古典藝術出版社, 1958）および
『元明清畫家人名辭典』(未刊)をもとに増訂改編。
「漢至宋卷」は約 1,700 名、「元明清卷」は約
16,000 名について、通称､事跡、典拠などを収録。
排列はそれぞれ姓の筆画順で、同一姓の中は朝代順、
同一朝代の中は第 2 字目以降の筆画順。それぞれの
巻頭に付した筆画順の索引は本名の姓名形でも検索
できる。巻末に紀元公元対照表、生卒年表、別名称
号索引など 4 の付録を付す。 
 

二十世纪汉语词汇学著作提要･论文索引 / 苏新春主
编. -- 上海 : 上海辞书出版社, 2004.8 -- 4, 6, 
594p ; 21cm 
ISBN: 7532615855 K11-C12 
「著作提要」と「论文索引」の 2 部分からなる。

「著作提要」は 2003 年までに出版された 350 余タ
イトルについて書名、著者、出版事項、解題を収録。
「论文索引」は 2003 年までに発表された雑誌論文
11,000 余タイトルを収録。排列はそれぞれ「现代汉
与词汇」「语义学」などに大別、さらに細分類して
その中を出版または発表年月順。巻末に拼音順の著
者名索引を付す。 
 

全国重点文物保护单位 : 第一批至第五批 / 《全国
重点文物保护单位》编辑委员会编. -- 北京 : 文物
出版社, 2004.12 -- 3 冊 ; 32cm 
ISBN: 7501015252(set) K275-C5 
1,271 の単位について名称、解説、公布年、写真、

図版などを収録。排列は行政区画順で、それぞれの
地域の中を｢古建筑｣、「石窟寺及石刻」｢古遗址｣､
｢古墓葬｣、｢近现代重要史迹及代表性建筑｣「其他」
に分類。第３冊末に拼音順の単位名称索引を付す。 
 
现代汉语词典 / 中国社会科学院语言研究所词典编
辑室编. -- 第 5 版 -- 北京 : 商务印书馆, 2005.6 
-- 10, 78, 1869p ; 19cm  
ISBN: 7100043859 KK12-C232 
前版は 2002 年刊。親字約 10,000 字、見出し語約

65,000語を収録。排列は親字の拼音順。 
 
同义词词典 / 张清源, 田懋勤, 余惠邦审定 ; 史继
林[ほか]修订. -- 2 版, 修订本. -- 成都 : 四川人
民出版社, 2002.6. -- 2, 4, 1, 2, 45, 557p ; 
20cm 
ISBN: 722005789X KK32-C68 
初版は 1994 年刊。現代中国語の同義語約 2,000

組について、意味と異同、用例を収録。排列は各組
１字目の漢字の拼音順。 
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＜科学技術＞ 

英徳汉广播电视技术词典 / (徳) 赫伯特・蒂尓曼 
(Herbert Tillmann)编 ; 梁瑛, 徐衍艳, 张莉译. -- 
北京 : 中国广播电视出版社, 2002.3. -- 10, 
448p ; 20cm 
ISBN: 7504337935 
表紙標題:An Enlgish-German-Chinese dictionary 
of radio and television terms ND2-C10 
"Dictionary of radio and televison terms" 

(5th ed., Publicis MCB Verlag, 2000.)の英語-ド
イツ語対照部分の英語語釈を中国語訳して追加。放
送、通信用語約 25,000 語を収録。排列は英語見出
しのアルファベット順。巻末に「技术缩略语」「常
用因特网域名地址」を付す。 
 
英汉生物学词汇 = English-Chinese biological 
dictionary / 科学出版社名词室编. -- 第 3 版. -- 
北京 : 科学出版社, 2005.5. -- ix, 2020p ; 22cm 
ISBN: 7030056515 RA2-C10 
前版は 1997 年刊。約 151,000 語について、英語と

中国語を対照。排列は英語見出しのアルファベット順。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

中国媒体概览 / 新闻出版总署信息中心编纂 ; 邓泽
辉主编. -- 北京 : 新华出版社, 2004.1. -- 2 冊 ; 
30cm 
ISBN: 7501165483 UC4-C3 
「中国媒体管理机构与社团」「全国性媒体概况」

「地方媒体概况」「中国媒体集团」「政策・法律・
法规」「媒体服务机构」「传媒院校及专业」「媒体
大事记」の 8 部分からなる。メディア関係機関約
1,500 機関について、名称、住所、連絡先、代表者
や概況などのデータを収録。データは 2003 年 10 月
現在。「全国性媒体概况」「中国媒体集团」「政
策・法律・法规」「媒体服务机构」はメディア別、
「地方媒体概况」「传媒院校及专业」は地域別、
「媒体大事记」は年代順に排列。 
 
中国图书馆百年纪事 : 1840-2000 / 陈源蒸, 张树
华, 毕世栋编. -- 北京 : 北京图书馆出版社, 
2004.5. -- 2, 3, 19, 410, 5p ; 26cm 
参考文献: p407-409 
ISBN: 7501324409 UL65-C40 
 
日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

台湾総督府文書目録. 第 18 巻 / 中京大学社会科学
研究所台湾総督府文書目録編纂委員会編著 ; 中京
大学社会科学研究所,国史館台湾文献館監修. -- 東
京 : ゆまに書房, 2005.8. -- 624p ; 27cm 
ISBN: 4843319333 A111-H62 
内容細目: 明治 41 年 
 
台湾総督府文書目録. 第 19 巻 / 中京大学社会科学
研究所台湾総督府文書目録編纂委員会編著 ; 中京
大学社会科学研究所,国史館台湾文献館監修. -- 東
京 : ゆまに書房, 2005.10. -- 576p ; 27cm 
ISBN: 4843320560 A111-H67 
内容細目: 明治 42 年. 上 
 

中国ビジネス法必携. 2005-2006 / 射手矢好雄,石
本茂彦編著. -- 東京 : ジェトロ, 2005.7. -- 
297p ; 26cm 
ISBN: 4822410056 AC9-121-H11 
 
現代中国の憲法集 : 解説と全訳、関係法令一覧、
年表 / 土屋英雄著. -- 東京 : 尚学社, 2005.3. -- 
168p ; 19cm 
ISBN: 4860310292 AC9-212-H5 
 
中国経済六法. 2005 年版 / 射手矢好雄,張和伏編集
代表. -- 東京 : 日本国際貿易促進協会, 2005.1. 
-- 2211p ; 22cm 
ISBN: 493086738X CC9-361-H4 
 
中国関税率表. 2005 年版. -- 東京 : エヌ・エヌ・
エー, 2005.2. -- 348p ; 30cm 
ISBN: 4901270613 CC9-411-H4 

＜経済･産業＞ 

中国語-英語-日本語貿易用語辞典 / 李榮標編著. -- 
東京 : 国際語学社, 2005.9. -- 1129p ; 22cm. -- 
(中国貿易実務用語辞典 ; 2 巻) 
ISBN: 4877312625 D2-H176 
 
中国市場に挑む日系企業 : その戦略と課題を探る 
/ ジェトロ編著. -- 東京 : ジェトロ, 2004.9. -- 
215p ; 21cm 
ISBN: 4-8224-0990-2 DE151-H127 
 
日中貿易必携. 2005 年版. -- 東京 : 日本国際貿易
促進協会, 2004.12. -- 447p ; 19cm 
ISBN: 4930867371 DE237-H6 
 
中国語ネーミング開発ハンドブック : 中国人に受
容されるネーミングのつくり方 / 博報創名プロジ
ェクト,莫邦富,筧裕介著. -- 東京 : 日本能率協会
マネジメントセンター, 2005.10. -- 319p ; 21cm 
ISBN: 4820743139 DH428-H113 
 
中国企業情報. 2005 年下期版 / サーチナ企画編集. 
-- 東京 : サーチナ: 中経出版 (発売), 2005.7. -- 
814p ; 19cm 
ISBN: 480612253X YU7-H2808 
付属資料: CD-ROM1 枚(8cm) 

＜歴史・地理＞ 

《満洲国》文化細目 / 植民地文化研究会編. -- 東
京 : 不二出版, 2005.6. -- 26,795p ; 22cm 
ISBN: 4835041577 GE2-H6 
 
中国の暮らしと文化を知るための 40 章 / 東洋文化
研究会編. -- 東京  : 明石書店, 2005.3. -- 
267p ; 19cm. -- (エリア・スタディーズ) 
ISBN: 4750320803 GE351-H47 
 
チベット史 / ロラン・デエ著 ; 今枝由郎訳. -- 
東京 : 春秋社, 2005.10. -- 410,79p ; 20cm 
ISBN: 4393118030 GE431-H23 
原タイトル: Histoire du Tibet. 
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＜芸術・言語・文学＞ 

橋本氏収藏中國書畫録 / 味岡義人,曾布川寛編. -- 
京都 : 京都大學人文科學研究所附屬漢字情報研究
センター, 2005.3. -- 11,260p ; 26cm. -- (東方
學資料叢刊 ; 第 13 册) K3-H185 
 
東方広東語辞典 / 千島英一編著. -- 東京 : 東方
書店, 2005.7. -- 1253p ; 20cm 
ISBN: 4497205088 KK46-H2 
 
台湾新文学運動四〇年 / 彭瑞金著 ; 中島利郎,澤
井律之訳. -- 東京 : 東方書店, 2005.3. -- 458p ; 
22cm 
ISBN: 4497204200 KK318-H3 
 
欧文の部 

＜歴史・地理＞ 

The administrative history of the Hong Kong 
government agencies, 1841-2002 / Ho Pui-yin.. 
-- Hong Kong : Hong Kong University Press, 
c2004. -- xvi, 337 p. : ill. ; 26 cm. + 1 
computer optical disc (4 3/4 in.) 
ISBN: 9622096573 (pbk.) (GE446-P3) 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

국회의원총람 : 2004 / 국회의원총람편찬위원회 
[編]. -- 서울 : 국회의원총람편찬위원회, 2004.8. -- 
431p ; 27cm 
第 17 代國會議員찾아보기: p[14]-[15] 
ISBN: 8995405716 
(国会議員総覧: 2004)  A2-K9 
 
한국의 e 폴리틱스 : 인터넷이 정치를 바꾼다 / 
조석장 지음. -- 서울 : 향연, 2004.2. -- 328p ; 
23cm 
참고문헌: p323-328 
ISBN: 8991094007 
(韓国の e ポリティクス : インターネットが政治を
変える)  A51-K4-K30 
 
법령용어사례집 / 한국법제연구원[編]. -- 증보판.  
-- 서울 : 법제처 : 한국법제연구원, 2003.12. -- 
3 冊 ; 26cm 
상: 가부～바부 중: 사부～아부 하: 자부～하부 
ISBN: 8995405716 
(法令用語事例集) A112-K22 
韓国の現行法令において使用されている法令用語の

うち、使用頻度が高く基礎的な用語及び専門的かつ難
解な用語 5,183 件について、字母順に排列し、簡略な
解説及びその用語が使用されている条文例を掲載。巻
末に用語索引及び法令名から引く法令索引あり。 
 
韓國憲法論 / 許營著. -- 新 4 版. -- 서울 : 
博英社, 2004.3. -- xlvi,1042p ; 26cm 
判例索引: p1007-102 
人名索引: p1022-1023 
事項索引: p1024-1042 
ISBN: 891051163X AK4-211-K14 

헌법재판소결정해설집 / 헌법재판소[編]. -- 
서울 : 憲法裁判所, 2003.10-. -- 冊 ; 23cm 
各巻末に索引あり 
(憲法裁判所決定解説集)  AK4-211-K15 
 
제 16 대 대통령선거 투표행태 = Trial-heats of the 
2002 presidential election by Gallup Korea / 
한국갤럽조사연구소[編]. -- 서울 : 한국갤럽, 
2003.2. -- 362p ; 26cm. -- (선거연구 ; 7) 
(第 16 代大統領選挙投票行態) AK4-251-K15 
 
제 17 대 국회의원 선거 투표행태 = Trial-heats of 
the 2004 national election by Gallup Korea / 
한국갤럽조사연구소[編]. -- 서울 : 한국갤럽, 
2004.11. -- 337p ; 26cm. -- (선거연구 ; 8) 
(第 17 代大統領選挙投票行態) AK4-251-K16 
 
제 16 대 대통령선거 백서 / 새천년민주당 제 16 대 
대통령선거 백서발간위원회[編]. -- 서울 : 
새천년민주당, 2003.3. -- 502p ; 30cm 
付属資料: CD-ROM1 枚 
(第 16 代大統領選挙白書)  AK4-251-K17 
 
國務調整室 三十年史 / 國務總理國務調整室[編].  
-- 서울 : 國務總理國務調整室, 2003.6. -- 931p ; 
27cm AK4-311-K28 
 
第 3 回 全國同時地方選擧總覽 : 2002.6.13 施行 / 
中央選擧管理委員會編集. -- [과천] : 中央選擧管 
理委員會, 2002.12. -- 1431p ; 27cm AK4-391-K19 
 
지방자치백서 : 민선지방자치의 성과와 발전방향 : 
1995~2001 / 行政自治部 自治制度課 編輯. -- 
[서울] : 行政自治部, 2002.6. -- 310p ; 26cm 
(地方自治白書 : 民選地方自治の成果と発展方向 : 
1995～2001)  AK4-391-K20 
 
地方行政區域發展史 / 행정자치부 자치제도과 편집. 
-- 증보판. -- [서울] : 行政自治部, 2001.7. -- 
764p ; 26cm 
折り込図 2枚 
 AK4-391-K21 
 
한미동맹 50 년 : 법적 쟁점과 미래의 전망 / 
심지연, 김일영 편. -- 서울 : 백산서당, 2004.2. 
-- 367p ; 23cm 
ISBN: 8973273353 
(韓美同盟 50 年 : 法的争点と未来の展望) 

AK4-651-K11 
 
부패방지백서 = annual report -- [서울] : 
부패방지위원회. -- 冊 ; 23cm 
2003(2004.1)～ 
(腐敗防止白書) Z41-AK357 
 
정보공개 연차보고서 / 행정자치부 정부혁신본부 
제도혁신팀 -- 서울 : 행정자치부. -- 冊 ; 26cm  
2004 년도(2005.8)～ 
(情報公開年次報告書) Z41-AK360 
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전자정부사업 연차보고서 = E-government project 
annual report -- 서울 : 행정자치부. -- 冊 ; 26cm 
2005(2005.8)～ 
(電子政府事業年次報告書) Z41-AK361 

＜経済・産業＞ 

韓國産業總覽 / 韓國産業情報振興院[編]. -- 
서울 : 韓國情報産業振興院, 2004.7. -- 1375p ; 
27cm D4-K26 
 
한국산업사 연구 / 권병탁 지음. -- 경산 : 
영남대학교출판부, 2004.3. -- 693p ; 27cm. -- 
(영남대학교민족문화연구소 민족문화연구총서 ; 
29) 
찾아보기: p679-693 
ISBN: 8975811875 
(韓国産業史研究)  DC146-K26 
 
일제하 한국 경제 / 김낙년 지음. -- 서울 : 해남, 
2003.7. -- xi, 317p ; 24cm 
참고문헌: p293-310 
찾아보기: p311-317 
ISBN: 8986703424 
(日帝下韓国経済)  DC146-K27 
 
記者가 본 한국경제 100 년 / 한국신문기자클럽 
[編]. -- 서울 : 한국신문기자클럽, 2005.1. -- 
2 冊 ; 31cm. 
(記者が見た韓国経済 100 年)  DC147-K76 
近代以後の韓国経済について、表や写真とともに、

時代別に概観。1982 年以後については、各年の経済
を経済動向、国民所得、金融、財政、外資・国際収
支、貿易、中小企業等の項目別に説明。 
 
한국의 은행 100 년사 / 이영훈[ ほ か ]著. -- 
서울 : 산하, 2004.3. -- 781p ; 27cm 
ISBN: 8976502825 
(韓国の銀行 100 年史)  DF256-K19 
銀行の歴史について、時代別に経済状況との関連

を踏まえながら、種々のデータを参照しつつ詳述。
巻末に参考文献、年表、索引あり。 
 
한국재벌의 이론과 현실 / 최정표 저. -- 서울 : 
건국대학교출판부, 2004.2. -- 361p ; 23cm 
참고문헌: p345-361 
ISBN: 8971073713 
(韓国財閥の理論と現実)  DH117-K11 
  
북한의 IT 전갹 : IT 산업, 전자정부, 인터넷 / 
고경민 지음. -- 서울 : 커뮤니케이션북스, 
2004.1. -- ⅸ, 366p ; 23cm 
文献あり 
ISBN: 8984991716 
(北韓の IT 戦略 : IT 産業, 電子政府, インターネ
ット)  DK411-K8 
 
문화예술통계 = Culture & arts statistics in Korea / 
문화관광부, 한국문화관광정책연구원[編]. -- 
[서울] : 문화관광부 : 한국문화관광정책연구원, 
2005.2-. -- 冊 ; 26cm 
英文併記 
(文化芸術統計)  DT191-K4-K7 

項目別に I.文化遺産からⅧ.文化財政について、各種
統計を掲載。Ⅵ.社会文化的活動には､図書館の年度別現
況、市･道別公共図書館、大学図書館および特殊図書館
の現況､年間図書館利用についての統計を記載する｡ 
 
국가정보화백서 = National informatization 
whitepaper : 요약본 -- 서울 : 한국전산원. -- 
冊 ; 26cm 
2005(2005.8)～ 
(国家情報化白書 : 要約本) Z43-AK53 

＜社会・労働＞ 

광고로 읽는 한국 사회문화사 : 모던 뽀이에서 
N 세대까지 / 마정미 지음. -- 서울 : 개마고원, 
2004.11. -- 334p ; 23cm 
文献あり 
ISBN: 8957690255 
(広告で読む韓国社会文化史 : モダンボーイから N
世代まで)  EC236-K1 
 
한국 여성 정치사회사 / 전경옥[ ほ か ]著. -- 
서울 : 숙명여자대학교 아시아여성연구소 : 
숙명여자대학교 출판국, 2004.1-. -- 冊 ; 23cm. 
-- (한국여성근현대사) 
1: 개화기-1945 년 2: 1945-1980 
各巻末に参考文献、索引あり 
ISBN: 8971821450(set) ; 8971821469(1) ; 
8971821701(2) 
(韓国女性政治社会史)  EF73-K13 
 
한국 사회와 여성 교육 / 한정신 지음. -- 서울 : 
숙명여자대학교 아시아여성연구소 : 숙명여자대학 
교 출판국, 2005.2. -- 600p ; 23cm 
참고문헌: p567-595 
찾아보기: p596-600 
ISBN: 8971821671 
(韓国社会と女性教育)  EF73-K14 
 
한국현대여성사 = The current history of Korean 
women / 정진성, 안진[ほか]지음. -- 파주 : 한울, 
2004.11. -- 444p ; 23cm. -- (서울대 여성연구소 
총서 ; 4) -- (한울 아카데미 ; 690) 
참고문헌: p[371]-387 
연표: p[389]-431 
찾아보기: p[433]-444 
ISBN: 8946033061 
(韓国現代女性史)  EF73-K16 
 

한국여성문화사 / 전경옥[ほ か ]지음. -- 서울 : 
숙명여자대학교 아시아여성연구소 : 숙명여자대학 
교 출판국, 2004.1-. -- 冊 ; 23cm. -- 
(한국여성근현대사) 
1: 개화기-1945 년 2: 1945-1980 
索引あり 
文献あり 
ISBN: 8971821450(set) ; 8971821477(1) ;  
897182171X(2) 
(韓国女性文化史)  EF73-K17 
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한국여성인물사 / 전경옥, 김은실, 정기은 지음. -

- 서울 : 숙명여자대학교 아시아여성연구소 : 

숙명여자대학교 출판국, 2004.1. -- 376p ; 23cm. 

-- (한국여성근현대사) 

1: 개화기-1945 년 

ISBN: 8971821450(set) ; 8971821485(1) 

(韓国女性人物史)  EF73-K18 
 

17-21C 한국 노동사와 미래 / 김영곤 지음. -- 

서울 : 선인, 2005.2. -- 3 冊 ; 23cm 

1: 임노동의 맹아에서 4･19 까지 

2: 개발독재와 저임노동 

3: 세계화와 노동의 미래 

各巻末に索引あり 

ISBN: 898920593X(set) ; 8989205948(1) ; 

8989205956(2) ; 8989205964(3) 

(17-21C 韓国労働史と未来)  EL36-K10 
 

한국의 노동 : 1987~2002 / 이원덕 편. -- 

서울 : 한국노동연구원, 2003.9. -- xv, 627p ; 

25cm 

참고문헌: p598-617 

찾아보기: p618-627 

ISBN: 8973564374 

(韓国の労働 : 1987～2002)  EL36-K11 

 

家計調査年報 = Annual report on the household 

income and expenditure survey -- 大田 : 統計廳. 

-- 冊 ; 26cm 

2004(2005.5)～ 

ISSN: 17387426 Z41-AK355 

 

성 인지적 국제통계집 = International gender 

statistics -- 서울 : 여성부 국제협력담당관실. -- 

冊 ; 23cm  

2004(2004.11)～ 

(性認知的国際統計集) Z41-AK362 

＜教育＞ 

全國大學敎授名簿 = Faculty directory of universities 

of Korea. -- 서울 : 한국대학교육협의회, 2005 -

- 冊 ; 27cm 
 F2-K4 
 

중국조선민족교육사료집 = 中国朝鲜民族教育史料集 
/ 허청선, 강영덕, 박태수 주필. -- [延吉] : 

延边教育出版社, 2002.12-2005.5. -- 5 冊 ; 29cm 

ISBN: 754374113X(1) ; 7543747138(2) ;  

7543749459(3) ; (4 상) ; 7543756609(4 하) 

(中国朝鮮民族教育史料集)  FB54-K1 
 

일본 역사 교과서 왜곡 관련 신문 기사 자료집 / 

교육인적자원부 교육과정정책과 일본역사교과서왜 

곡대책반 편집. -- [서울] : 교육인적자원부 

일본역사교과서왜곡대책반, 2001.9. -- xxvi, 

614p ; 26cm. -- (일본 역사 교과서 왜곡 자료집) 

(日本歴史教科書歪曲関連新聞記事資料集) FC49-K6 
 

한국의 교과서상 = The feature of textbook in 
Korea / 李鍾國 지음. -- 서울 : 일진사, 2005.3. 
-- 454p ; 23cm 
참고문헌: p415-434 
찾아보기: p435-454 
ISBN: 8942908470 
(韓国の教科書像)  FC49-K7 
 
한국 근현대 청년운동사 : 청년운동 개념･역사･전망 / 
전상봉 지음. -- 서울 : 두리미디어, 2004.5. -- 
429p ; 23cm. -- (두리 인문학총서 ; 12) 
청년운동 연표: p359-413 
찾아보기: p417-429 
ISBN: 8977151406 
(韓国近現代青年運動史 : 青年運動概念・歴史・展
望)  FH24-K2 

＜歴史・地理＞ 

비교연구를 통한 한국민속과 동아시아 / 최인학 
[ほか]編. -- 서울 : 민속원, 2004.5. -- viii, 
1031p ; 24cm 
찾아보기: p1021-1031 
ISBN: 895638150X 
(比較研究を通じた韓国民俗と東アジア)   G131-K5 
 
日本地名便覧 : 일본주소한국어표기법. -- ソ ウ
ル : 明日社, [2004]. -- 2 冊 ; 31cm 
東日本版 西日本版 
ISBN: 8995410906(set) ; 8995410914(東日本版) ; 
8995410922 (西日本版) 
(日本地名便覧 : 日本住所韓国語表記法) GB11-K1 
東日本版と西日本版からなる。各市区町村内の地

名を五十音順に排列し、ハングル表記及び郵便番号
を掲載。巻末に韓国・日本間の姉妹・親善都市の現
況、都道府県別の韓国人の居住者数等、在日・滞在
韓国人に関するデータを収録。 
 
한･중･일 3 국의 8･15 기억 / 아시아평화와 
역사교육연대 편. -- 서울 : 역사비평사, 2005.3. 
-- 245p ; 23cm 
ISBN: 8976969081 
(韓中日 3国の 8・15 の記憶)  GE115-K1 
 
한국세시풍속자료집성 / 국립민속박물관[編]. -- 
서울 : 국립민속박물관, 2003.12. -- 冊 ; 24cm.  
-- (국립민속박물관 자료총서 ; 1-2) 
삼국･고려시대편 신문･잡지편(1876～1945) 
(韓国歳時風俗資料集成) GE121-K67 
 
전쟁으로 보는 한국사 / 김성남 지음. -- 서울 : 
수막새, 2005.1. -- 312p ; 23cm. -- (세계전쟁사 
 ; 001) 
찾아보기: p306-312 
ISBN: 8991205038 
(戦争で見る韓国史) GE122-K90 
 
古代韓日交流史 / 연민수 지음. -- 서울 : 혜안, 
2003.10. -- 466p ; 23cm 
索引あり 
ISBN: 8984941972 GE125-K106 
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환관과 궁녀 / 박영규 지음. -- 파주 : 김영사, 
2004.6. -- 373p ; 24cm 
索引あり 
ISBN: 8934915226 
(宦官と宮女) GE127-K148 
 
증보 3･1 운동사 / 윤병석著. -- 서울 : 국학자료 
원, 2004.1. -- 382p, 図版 7枚 ; 23cm  
年表あり  
文献あり 
ISBN: 895410164X  
(増補 3･1 運動史)  GE129-K75 
 
在日同胞 6・25 戰爭 參戰史 / 在日學徒義勇軍同 
志會[編]. -- 서울 : 在日學徒義勇軍同志會, 
2002.9. -- viii, 479p ; 27cm  
 GE134-K22 
 
변화하는 북한 변하지않는 북한 / 정창현 지음. -- 
서울 : 선인, 2005.2 -- 318p ; 23cm  
ISBN: 8989205999 
(変化する北韓変わらない北韓) GE138-K32 
 
북한 정치사 연구 1 : 건당 ･ 건국 ･ 건군의 역사 / 
김광운 지음. -- 서울 : 선인, 2003.12. -- 
(현대사총서 ; 5) 
文献あり  
索引あり 
ISBN: 8989205611 
(北韓政治史研究 1 : 建党･建国･建軍の歴史) 
 GE138-K33 
 
조선향토대백과＝Encyclopedia of North Korean 
geography and culture / 한국 평화문제연구소, 
조선 과학백과사전출판사 공동편찬. -- 서울 : 
평화문제연구소, 2003.10-2005.2. -- 20 冊 ; 29cm  
ISBN: 8975140067(set) ;  
8975140075(1: 평양시) ;  
8975140083(2: 남포시 ･ 개성시 ･ 라선시) ; 
8975140091(3: 평안남도 1) ;  
8975140105(4: 평안남도 2) ; (5: 평안북도 1) ; 
8975140121(6: 평안북도 2) ;  
897514013X(7: 자강도) ;  
8975140148(8: 황해남도 1) ;  
8975140156(9: 황해남도 2) ;  
8975140164(10: 황해북도) ;  
8975140172(11: 강원도) ;  
8975140180(12: 함경남도 1) ;  
8975140199(13: 함경남도 2) ;  
8975140202(14: 함경북도 1) ;  
8975140210(15: 함경북도 2) ;  
8975140229(16: 량강도) ;  
8975140237(17: 인물) ; 8975140245(18: 민속) ;  
8975140253(19: 색인 (가가거리-새지골)) ; 
8975140261(20: 색인 (새지내골-힘센골)) 
(朝鮮郷土大百科) GE141-K57 
2005 年 1 月現在の北朝鮮の行政単位を基準に編纂。

見出し語約 35 万語を収録。写真約 15,000 カット、
地図約 270 枚を掲載。政治、経済、社会、歴史、文
化、自然など、あらゆる分野を地域ごとに網羅した
地域編 16 巻、北朝鮮の主要人物約 5,000 人を収録
した人物編 1 巻、北朝鮮の衣食住と民俗風習を扱っ
た民俗編 1巻、索引 2巻の計 20 巻で構成。 

63 인의 역사학자가 쓴 한국사 인물 열전 / 한영우 

선생정년기념논총 간행위원회 엮음. -- 서울 : 

돌베개, 2003.12. -- 3 冊 ; 23cm  

文献あり 

ISBN: 897199178X(set) ; 8971991755(1) ;  

8971991763(2) ; 8971991771(3) 

(63 人の歴史学者が書いた韓国史人物列伝) 
 GK15-K38 

＜芸術・言語・文学＞ 

북한의 종교문화 / 하종필 지음. -- 서울 : 선인, 

2003.5. -- 428p ; 23cm  

年表あり  

文献あり 

ISBN: 8989205492 

(北韓の宗教文化) HK41-K17 
 

慶州南山 = Gyeongju Namsan / 

國立慶州文化財硏究所編著. -- 부산 : 民族文化, 

2000.11-2002.2. -- 2 冊 ; 35cm  

圖版篇は英文併記  

本文・解説編: 折り込図 3枚  

硏究論著目錄: 本文・解說篇 p199-202 

ISBN: 8982080511(set) ; 898208049X(圖版篇) ; 

8982080503(本文･解說篇) K15-K7 

 

한국미술의 역사 : 선사시대에서 조선시대까지 / 

김원용, 안휘준 지음. -- 서울 : 시공사, 2003.8. -

- 703p ; 27cm  

참고문헌 목록: p[673]-692  

찾아보기: p[693]-703 

ISBN: 8952730216 

(韓国美術の歴史 : 先史時代から朝鮮時代まで) 
 K144-K35 
 

조선의 절 안내 = Guide for Korean tenples -- 

[평양] : 조선문화보존사, 2003.5. -- 247p ; 30cm  

(朝鮮の寺案内) KA16-K2 

昔日の姿に復元された北朝鮮の代表的な寺 47 箇

所を取り上げる。寺ごとの外観、建物の内部、仏像

などの収蔵品のカラー写真を多数掲載。各寺を道別

にまとめ、それぞれに解説文と案内図を付す。 

 

서울의 공원 100 選 = Hundred parks in seoul : Hi 

seoul hi park / 서울특별시 공원과[編]. -- 

[서울] : 서울특별시, 2004.1. -- 181p ; 26cm  

(ソウルの公園 100 選) KA424-K1 

 

조선말사전 / 사회과학원 언어학연구소[編]. -- 

평양 : 과학백과사전출판사, 2004.9. -- 1726p ; 

30cm  

ISBN: 9946100134 

(朝鮮語辞典) KJ42-K101 

見出し語約 153,500 語を収録。金正日総書記の新

しい政治理念や経済改革に関連した用語、最先端の

科学技術や情報技術(IT)に関連した用語など、1992

年の『조선말대사전』(KJ42-K27)発行以降、北朝鮮

で新たに誕生した語彙を多数掲載。 
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동아 새국어사전 / 두산동아 사서편집국엮음. -- 
제 5 판 -- 서울 : 두산동아, 2005.1. -- 12, 2871, 
244p ; 23cm  
初版発行: 1999 年 1 月  
감수: 이기문  
活用字典: p[1]-244 
ISBN: 8900188232 
(東亜新国語辞典) KJ42-K103 
 
엣센스 국어사전 / 민중서림편집국편. -- 제 5 판 -
- 서울 : 民衆書林, 2001.1. -- xii, 3079p ; 23cm  
감수: 이희승  
初版は 1974 年 11 月  
교육･인명용 한자 사전: p2987-3079 
ISBN: 8938701360(특장판) 
(エッセンス国語辞典) KJ42-K104 
 
북한 방송 용어 조사 연구 / 전수태[編]. -- 서울 : 
국립국어연구원, 2002.12. -- 251p ; 23cm  
索引あり 
(北韓放送用語調査研究) KJ43-K136 

＜科学技術＞ 

한국의 기후 / 권원태[ほか]저. -- [서울] : 기상청 
기상연구소, 2004. -- 417p ; 27cm  
各章末に参考文献あり  
찾아보기: p405-412 
(韓国の気候) ME231-K8 
 
KSAE 자동차용어대사전 = Dictionary of Automotive 
Engineers / 한국자동차공학회 자동차 
용어사전 편찬위원회편찬. -- 서울 : 오토북스, 
2005.3. -- 950p ; 21cm  
영문 찾아보기: p721-923 
ISBN: 8995517530  
(KSAE 自動車用語大辞典) NC2-K1 
  
原色大韓植物圖鑑 = Coloured flora of Korea / 
이창복 지음. -- 서울 : 향문사, 2003.8. -- 3 冊 ; 
26-30cm  
索引あり  
付録のタイトル: 원색 대한식물도감 검색표 
ISBN: 8971871954(set) ; 8971871962(상) ;  
8971871970(하) ; (부록)  
 RA5-K12 

3200 種あまりの植物について､カラー写真ととも
に解説を記載｡下巻に植物名および学名索引があり、
別冊の付録には植物の特徴ごとにまとめた一覧を掲
載｡ 
 
지정폐기물 발생 및 처리 현황 -- [과천] : 환경부. 
-- 冊 ; 30cm 
2003(2004)～ 
(指定廃棄物発生及び処理現況) Z43-AK52 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

한국 박물관의 '근대적' 유산 / 최석영 지음. -- 
증보판 -- 서울 : 서경문화사, 2004.2. -- 353p ; 
23cm  
색인: p343-353 
ISBN: 8986931656 
(韓国博物館の‘近代的'遺産) UA31-K6 
 

2004 언론 경영실태 분석 = media industry 2004 / 
한국언론재단[編]. -- 서울 : 한국언론재단, 
2004.12. -- 287p ; 25cm. -- (조사분석 ; 2004-
04)  
ISBN: 8957110755 
(2004 言論経営実態分析) UC21-K2 
 
언론조선총독부 / 정진석 지음. -- 서울 : 커뮤니케 
이션북스, 2005.5. -- 473p ; 23cm  
참고 문헌: p456-459  
찾아보기: p462-473 
ISBN: 8984993301 
(言論朝鮮総督府) UC129-K20 
朝鮮総督府の機関紙、即ち日本語で発行された

「京城日報」、朝鮮語の「毎日申報」、英語の 
“The Seoul press”についての研究書｡朝鮮総督府
の言論政策、それに関わった人々についての記述が
豊富｡巻末の付録には毎日申報年度別従事者､社員名
簿等を掲載｡ 
 
2004 한국의 지역 신문 = Local newspaper 2004 : 
경영 실태･독자 의식 조사 / 한국언론재단 
[編]. -- 서울 : 한국언론재단, 2004.12. -- 
559p ; 25cm. --  (조사분석 ; 2004-02)  
ISBN: 8957110631 
(2004 韓国の地域新聞) UC129-K21 
 
2004 한국의 인터넷 신문 =Internet newspapers 
2004 / 신윤진 기획 및 책임연구 ; 황용석 공동연 
구. -- 서울 : 한국언론재단, 2004.12. -- 212p ; 
25cm. -- (조사분석 ; 2004-03)  
참고문헌: p170-171 
ISBN: 8957110658 
(2004 韓国のインターネット新聞) UC129-K22 
 
한국의 잡지출판 / 박기현 지음. -- 서울 : 늘푸른 
소나무, 2003.11. -- 287p ; 23cm. -- (뉴에이지 
문화총서) 
文献あり  
索引あり 
ISBN: 8988640292(set) ; 8988640306 
(韓国の雑誌出版) UE57-K3 
 
국민 독서실태 조사 2004 / 한국출판연구소[編]. -
- 서울 : 문화관광부, 2004.12. -- 359p ; 26cm  
(国民読書実態調査) UG31-K1 
2004 年「国民読書実態調査」の結果報告書｡読書

率､読書量､読書傾向、読書環境等について､成人(満
18 歳以上)と学生(小･中･高生)に分けて解説と統計
を記載｡ 
 
韓國雜誌總覽 = A survey of Korean magazines 
2005 -- 서울 : 韓國雜誌協會, 2005. -- 冊 ; 
26cm  
巻末に索引あり 
 UP15-K5 
 
조선대백과사전 : 간략본 / 과학백과사전출판사 
백과사전편찬국 편집. -- [평양] : 백과사전출판사, 
2004.4. -- 1156p , 肖像 ; 30cm  
折込み図 1枚 
ISBN 9946100061 
(朝鮮大百科事典 : 簡略本) UR7-K6 
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1995 年から 2001 年にかけて出版された『조선대 
백과사전(朝鮮大百科事典)』(UR7-K3)30 巻に掲載さ
れた語句の中から抽出した基本語句、重要語句約 6
万語を収録。新しい科学技術関連用語など、
『조선대백과사전』にはない語句も掲載されている。 
 
日本語の部 

＜歴史・地理＞ 

高句麗壁画古墳 = The Koguryo mural tombs / 平
山郁夫総監修 ;早乙女雅博監修 ; 共同通信社,ナリ
タ・エディトリアル・オフィス編. -- 東京 : 共同
通信社, 2005.9. -- 359p ; 30cm   
年表あり   
ISBN: 4764105594 GE73-H6 

＜芸術・言語・文学＞ 

世界遺産ガイド. 朝鮮半島にある世界遺産 / 古田
陽久,古田真美監修 ; 世界遺産総合研究所企画・編
集. -- 広島 :シンクタンクせとうち総合研究機構, 
2005.7. -- 128p ; 21cm. (世界遺産シリーズ) 
ISBN: 4862001025 K275-H145 
 
トーキングコリアンシネマ / 石坂浩一著. -- 東
京 : 凱風社, 2005.3. -- 258p ; 19cm. (現代世界
読本) 
ISBN: 4773629053 KD671-H35 
 
韓国映画・アニメ・ビデオ・DVD・放送産業総覧 : 
産業統計及び会社名鑑. 2005/2006 / DACO IRI 編. 
-- 東京 : ビスタピー・エス, 2004.10. -- 356p ; 
26cm. -- (韓国の産業と市場別冊) 
ISBN: 4939153428   KD671-H50   
 
欧文の部 

＜芸術・言語・文学＞ 

Essence English-Korean dictionary = Essensu 
Yong-Han sajon / Minjung Sorim Pyonjipkuk pyon. 
-- 9th ed., deluxe American ed. -- Elizabeth, 
N.J. : Hollym International Corp., c2003. -- 
3246 p. : ill, col. maps ; 23 cm   
Maps on lining papers.  (KJ42-P5) 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
SP's military yearbook. -- New Delhi : Guide 
Publications. -- ; 28cm 
Formerly: Military year-book, catalogued as 
book. 
ISSN: 0076-8782 
33rd year of issue (2003/2004)～ Z63-D301 
 
東南アジア 

＜インドネシア＞   

インドネシア語分類辞典 / 左藤正範編. -- 東京 : 
大学書林, 2005.7. -- 645p ; 17cm 
ISBN: 4475000998 KL124-H1 

＜マレーシア＞ 

Japan Malaysia trade directory. -- Singapore : 
Wesley Pub. Co. -- ; 28cm 
Includes: マレーシアナビ (2004-) 
ISSN: 0218-9798 
2004～ Z61-J24 

マレーシアを拠点とする 1,200 社以上の日系企業の
基本情報を収載。日本の製品・サービスを扱う現地企業
も産業部門別に紹介。巻末に日本人のための生活情報
「マレーシアナビ」を付載。 

＜ベトナム＞ 

Từ điển bách khoa xây dựng kiến trúc / Đoàn Định 
Kiến ... [et al.]. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Xây dựng , 
2003. -- 496 p. : ill. ; 25 cm 
 Y741-D150 
 
Từ điển chữ Nôm Tày / Hoàng Triều Ân, chủ biên ; 
Dương Nhật Thanh, Hoàng Tuấn Nam. -- Hà Nội : Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội , 2003. -- 702 p. ; 21 cm. 
Includes bibliographical references and index 
 Y741-H107 
 
Tổng mục lục những phát hiện mới về khảo cổ học, 
1972-2001 = Catalogue of new archaeological 
discoveries, 1972-2001 -- Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội , 2003. -- 654 p. ; 27 cm. 
 Y741-K28 

1972-2001 年の間にベトナム考古学院刊の年刊雑誌
『Những phát hiện mới về khảo cổ học（考古学の新発
見）』（当館請求記号:Y741-ZS-111）に掲載された論
文の総目録。著者名順に排列し、論題の英訳を付す。 
 
Từ điển thực vật thông dụng / Võ Văn Chi -- [Hà Nội] : 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật , [2003]-. -- 2 v. : 
ill. ; 28 cm.  
Includes index Y741-V209 

 
ベトナム進出日系企業リスト : 完全収録.2005 / 
片岡利昭編. -- 東京 : ビスタピー・エス, 2005.7. 
-- 333p ; 26cm  
ISBN: 493915341X D4-H491 
 
西アジア 

＜西アジア全般＞ 

中東・イスラム関係記事索引.1990-2004 / 日外ア
ソシエーツ株式会社編. -- 東京 : 日外アソシエー
ツ, 2005.6 ; 東京 : 紀伊國屋書店 (発売) . -- 
515p ; 27cm 
ISBN: 4816919260  GE3-H12 
 
中央アジア 

＜カザフスタン＞ 

Kazakhstan i Rossiia v tsifrakh / [redaktsionnaia 
kollegiia, IU.K. Shokmanov ... et al.]. -- 
Almaty : Agentstvo Respubliki Kazakhstan po 
statistike : Goskomstat Rossii, 2003. -- 281 
p. : col. ill., col. maps ; 29 cm. -- (2003-
God Kazakhstana v Rossii) 
Chiefly statistics. 
ISBN: 9965251886  (DT191-K8-P1) 
2000 年から 2002 年までのカザフスタンとロシア

の社会経済統計を掲載。写真と共に 160 以上の図表
を収録、巻末には解説が付されている。 
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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。 

・ 2005 年 10 月から 2005 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、諸地域はアルファベット順とし、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) 
9 卷 1 期（2005.3） 

數位化計畫中合作之探討 / 洪淑芬 ······· 100-122 

楊氏海源閣其藏書略述 / 姜民 ··········· 123-142 

 
大学图书馆学报(Z21-AC55) 
23 卷 5 期（2005.9） 

论 20 世纪 90 年代以来文献采访工作的发展趋势 / 

王春生 ·································· 25-29 

中文图书缺藏成因和补缺对策 / 钟建法,苏素尽 ···

········································ 30-33 

 

国家图书馆学刊(Z21-AC49) 
2005 年 3 期 (2005.7) 

履行国家图书馆职能,为国家立法与决策服务——国

家图书馆为中央国家机关立法与决策服务八年回顾 /

张雅芳,卢海燕,王磊 ························ 2-6 

中文古籍数字化方法之检讨 / 陈力 ········· 11-16 

我国图书馆员职业资格认证制度建设的研究与进展 /

胡京波 ·································· 45-49 

2005 年 4 期 (2005.10) 

国家图书馆 Web OPAC 用户调查分析 / 李杉··· 42-45 

西夏文献资源库建设概况 / 全桂花 ······ 46-47,59 
 

情报资料工作(Z21-AC19) 
2004 年第 5 期(2005.9) 

新世纪我国图书情报学核心期刊的综合性和主题倾向

性分析 / 乔文明 ························· 69-71 

 

图书馆(Z21-AC58) 
2005 年 4 期(2005.8) 

中国近代图书馆建设的社会教育意识 / 范玉红 ····  

····································· 13-16,21 

从权利视角解读“苏图事件”的制度意义 / 薛文兰,

李跃珍 ·································· 25-27 

“同在蓝天下,共同成长进步”——湖南省少年儿童

图书馆为农民工子弟服务“蒲公英阅读大行动”纪实 

/ 杨柳 ·································· 30-31 

国内公共图书馆数字化建设项目综述 / 胡燕菘 ····  

········································ 51-54 

社区图书馆现状分析及发展构想 / 张晓原 . 110-113 

2005 年 5 期(2005.10) 

“读者为本,书籍至上,学贯古今,古通中西”——克

乃文在华首开图书馆学课程百年纪念（上） / 徐雁 

···································· 46-50 

从藏书楼到图书馆——浙江,湖南,湖北三省公共图书

馆创建探微 / 沈小丁 ······················51-55 

试论新世纪我国文献资源建设的主要矛盾 / 陈界,冯

泽伦,郝俊勤 ······························65-68 

抗战初期湖南的救亡图书室 / 李龙如 ......116-117 

 

图书馆论坛(Z21-AC57) 

25 卷 4 期 (2005.8) 

20 世纪末与 21 世纪初图书馆事业的发展特点及其主

要标志 / 原宏盛 ··························23-25 

我国高校图书馆网站及主页建设现状及发展策略 / 

范翠玲 ···································84-87 

广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库的建设与利

用 / 饶露玫 ····························202-204 

台湾地区专门图书馆概观 / 张华姿 ········212-213 

25 卷 5 期 (2005.10) 

东汉文献学发展史述论 / 王国强 ············27-29 

中文古籍数字化基本理论问题刍议 / 李明杰···97-100 

民国时期古籍丛书出版研究 / 杨嫚 ····235-237,231 

唐代广东藏书家赵德及其贡献 / 林欣 ······238-239 

 

图书馆学研究(Z21-AC2) 

2005 年 8 期(2005.8) 

香港地区高校图书馆的读者服务 / 胡燕菘 ····48-51 

 

2005 年 11 期(2005.11) 

中国目录学复兴论纲 / 徐跃权 ················· 2-5 

我国文献信息共建共享体系现状及发展趋势分析 / 

邹碗芬·································· 51-53,56 

武汉地区图书馆参考咨询服务的调查分析 / 郭沁峰  

············································71-75 

罗振玉的学术成就及其"大云书库"的丰富藏书 / 张

秀芝········································96-98 
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图书馆杂志(Z21-AC73) 
24 卷 9 期(2005.9) 

关于县（乡村）社区图书馆的调研报告 / 廖腾芳,周

敏 ··································· 32-34,21 

图书馆与读者之间的桥梁——香港浸会大学图书馆的

Library online tutorial / 王雪莲 ········ 61-63 

浅谈我国古代官私书目中的道教典籍 / 刘永海 ·· 64-68 

 

图书情报工作(Z21-AC67) 
49 卷 7 期（2005.7） 

上海城市发展与图书馆发展的互动作用 / 王世伟 ··

········································ 80-83 

49 卷 8 期（2005.8） 

十年来我国数字图书馆研究统计分析 / 赵秀君 ····

···································· 99-102,71 

清华大学图书馆虚拟参考咨询案例分析与服务对策—

—表单咨询问题统计分析 / 花芳,刘蜀仁 ·· 127-130 

博士论文引文分析与信息资源建设——南开大学经

济、管理学科部分重点学科博士论文引文分析 / 刘

庆亮 ·································· 131-135 

49 卷 9 期（2005.9） 

全球数学数字图书馆的发展与中文数学数字图书馆的

建设 / 姜爱蓉,冯立升,郑晓惠,董丽 ····· 77-79,104 

省级公共图书馆特色数据库建设调查 / 杨思洛 ····

·································· 105-107,111 

 

图书情报知识(Z21-AC16) 
2005 年 4 期(2005.8) 

哈佛燕京图书馆藏中文善本来源考 / 赵长海 ··· 36-40 

当前反盗版中存在的主要问题及对策 / 张志强 ····  

········································ 52-54 

2005 年 5 期(2005.10) 

中国的家法族规与家族藏书 / 仲伟行 ······· 37-41 

 

圖書與資訊學刊(Z21-AC84) 
54 期 (2005.8) 

從臺灣文化發展論我國國家圖書館的文化功能  / 王

梅玲 ···································· 43-57 

北平「世界日報」: 民初歷史性新聞報紙數位化之研

究 / 余顯強 ····························· 84-95 

 

中国图书馆学报(Z21-AC66) 
2005 年第 3 期(2005.5) 

我国省级以上公共图书馆网站的链接分析 / 王宏鑫

····································· 86-89,97 

 

中華民國圖書館學會會報(Z21-AC62) 
74 期 (2005.6) 

記錢存訓先生的生平與事業 / 鄭炯文 ········ 9-15 

錢存訓教授著述目錄（1931-2005） / 潘銘燊 ·· 69-76 

 

中華民國圖書館學會會訊(Z21-AC69) 
13 卷 1/2 期（2005.6） 

吳光清博士生平概要 / 錢存訓 ············· 21-23 

 

＜コリアの部＞ 
 
國會圖書館報 (Z21-AK21) 
42 卷 9 號(2005.9) 

사서의 직무스트레스 요인에 관한 연구 / 김성희, 

박상은 ···································38-54 

 

42 卷 10 號(2005.10) 

정보화 시대의 의회도서관의 과제 (기획특집 

디지털시대의 의정활동과 의회도서관) / 이현출

·········································24-31 

도서관에서의 저작물의 보호와 이용 / 신재호 ····

·········································32-49 

 
도서관(Z21-AK23) 
60 권 1 호(2005.6) 

사서직의 직업적 위상과 전문직성 / 윤희윤 ····3-42 

KDC 제 4 판의 한국역사 관련 용어에 대한 비판적 

고찰 / 전창호 ····························43-68 

국내 초등학교 도서관의 e-Book 서비스에 관한 

연구 / 유은미, 성기주 ····················69-98 

협력형디지털참고봉사시스템의 운영 / 김휘출 ····

········································99-124 

국립중앙도서관의 변화와 혁신 (제 9 회 한･일 

국립도서관 업무고류 주제발표) / 신인용···133-141 

국립어린이청소년도서관 설립 추진에 대하여 

(제 9 회 한･일 국립도서관 업무고류 주제발표) / 

이선화 ·································142-155 

새로운 시대의 국립국회도서관 (제 9 회 한･일 

국립도서관 업무고류 주제발표) / 도자와 

이쿠코(戶澤幾子) ·······················156-165 

‘국제어린이도서관 제 3 기 기본계획’의 책정 

(제 9 회 한･일 국립도서관 업무고류 주제발표) / 

가네바코 히데토시(金箱秀俊) ············166-176 

국제어린이도서관의 서비스 (제 9 회 한･일 

국립도서관 업무고류 주제발표) / 佐藤尙子(사토 

나오코) ································177-188 

 

도서관계(Z21-AK4) 

15 권 5 호(2005.6) 

체계적인 수집과 보존으로 지식문화유산 계승 

(클릭 국립중앙도서관) / 자료기획과 ·········4-8 

우리나라 독서정책의 현황과 개선 방향 / 홍인선

··········································9-13 

지식･정보･문화의 산실에서 늘 푸른 미래를 본다 

(도서관 탐방 : 대구광역시립중앙도서관) / 

이계향 ···································16-19 

도서관과 지적 자유에 대하여 (도서관 발자취) / 

조재순 ···································22-23 

공공도서관의 개인정보 보호 / 김준 ········24-28 
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15 권 6 호 (2005.7/8) 

분류･목록 업무의 표준화로 국가 서지 정보센터의 

역할 수행 (클릭 국립중앙도서관) / 자료기획과 ·

·········································· 4-9 

어린이도서관의 정책과 전망 (클릭 

국립중앙도서관) / 

국립어린이청소년도서관건립추진단 ········ 10-14 

검열의 역사와 도서관의 인터넷 검열 (도서관 

발자취) / 조재순 ························ 26-27 

 

15 권 7 호 (2005.9) 

선현들이 남긴 전적문화재의 체계적인 관리로 

학문 연구에 이바지 (클릭 국립중앙도서관) / 

자료기획과 고전운영실 ····················· 4-8 

책 읽는 소리로 소란한 도서관을 꿈꾸어 본다 / 

이용훈 ··································· 9-15 

용어의 변천사 : 참고정보서비스 (도서관 발자취) 

/ 조재순 ································ 28-29 

 

圖書館文化 (Z21-AK24) 

46 권 9 호 (2005.9) 

도서관과 개인정보 / 김기성 ·············· 29-32 

지역 중심의‘도서관 및 독서운동’을 주창하며 / 

이제환 ·································· 33-35 

학교도서관 현황 (통계로 보는 도서관계) ···········50 

 

46 권 10 호 (2005.10) 

제 43 회 전국도서관대회 및 한국도서관협회 창립 

60 주년 기념식 (특집) ···················· 30-59 

느티나무어린이도서관 (도서관탐방) ·········60-62 

 

46 권 11 호 (2005.11) 

제 43 회 전국도서관대회 프로그램별 진행보고 

(특집) ·································· 24-37 

이진아기념도서관 (도서관탐방) ············· 38-41 

디지털자료실의 서비스 현황과 미래 / 성명희··· 42-44 

출판 도시, 책 마을, 서점 거리 / 최성일 ······ 45-49 

2006 년 사서교사 현황 (통계로 보는 도서관계) ··

··········································· 57 

 

디지틀도서관 (Z21-AK18) 

39 호 (2005 년.가을) 

도서관에서의 독서치료 적용방안과 그 실제 / 

임성관 ·································· 15-24 

한국도서관협회 회장 한상완 교수 / 편집부 ··· 25-27 

학교도서관을 활용한 자기주도 학습에 관한 연구 

–국어과 교과목을 중심으로- / 이문예 ······ 30-56 

 

<諸地域の部> 

 

Alexandria (Z55-B307) 

Vol.17 No.2 (2005) 

National Policy for Library and Information 

Systems and Services in India : the New 

Scenario /  Kalpana Dasgupta ············97-103 
 

Herald of Library Science (Z55-B213) 

41(1/2) (2002.1/4) 

Reflections on the Organization and Working of 

the National Library and the Efforts at the 

Establishment of the National Central Library 

/ Kaula P N ·····························37-47 

 

Journal of East Asian Libraries (Z55-B307) 

137 (2005.10) 

A Special Achievment : Overseas Electronic 

Resources on Chinese Cultural Revolution /  
Yongyi Song ································1-9 

Learning the Ropes : Cooperation in Chinese 

Authority Work /  Maria Lau, Owen Tam, and 

Patrick Lo ·······························14-38 

How to Introduce Naxos Music Library Titles to 

OPAC – the Lingnan University Library 

Experience / Patrick Lo and Joe Chow ·····39-64 

 

SRELS Journal of Information Management 

(Z55-B307) 

Vol.42 No.3 (2005.9) 

Rural Library and Community Resource Centres 

(RLCRCS) in India with Special Reference to 

States having Library Legislation : Problems 

and Prospects / Sunil Kumar ············275-280 

 

Xuất Ba ̉n Việt Nam (Y741-ZS-75) 

Vol.9 No.9 (2005) 

Conference on implementation of publishing Law 

/ P.V ········································7 

Publishing Law going into life / NB ······16-18 
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レファレンス事例紹介 漢籍の探し方 

 
漢籍の書名や著者名について OPAC でヒットするものも

ありますが、書誌データにすべての内容細目が入力されて

いるわけではないので、各種目録、索引、事典を調べます。

また原文(刊本、鈔本とその影印)だけでなく、それを整理

したもの(校訂、校注)、さらには読み下し文、日本語訳な

どがあれば紹介したいところです。(<>内は当館請求記号) 

質問例. 「『河圖括地象』という文献が見たい。」 

①アジア言語OPAC によれば『河圖括地象』は『漢學堂知足

齋叢書』に収録されています。『國立國會圖書館漢籍目

録』(国立国会図書館, 1987)<UP111-490>によればほかに

『漢唐地理書鈔七十種附麓山精舍輯本六十六種』<292.2-

O112k>、『説郛』<わ 082-3>、『玲瓏山館叢書』<223-6>、

『漢學堂叢書』<222-21>に収録されているようです。全國

漢籍データベースで調べると55レコードがヒットしますが、

重複が多く、またすべての版本を網羅しているわけではあ

りません。当館所蔵の有無はあとで調べるとして、ここで

はどんな叢書に収録されているかだけ見ておきます。書誌

データに「守山閣叢書經部古微書河圖緯」、「漢學堂叢書

通緯河圖類」などとあり、収録叢書名、漢籍目録における

分類がわかります。「河圖緯」「通緯」「河圖類」などは

キーワードとして覚えておきます。また、NACSIS Webcat

によれば『叢書集成三編』のなかの『黃氏逸書考』に収録

されているようです。（ちなみに「河圖」でアジア言語

OPAC を検索すると『尚書緯;河圖;雒書』(上海古籍出版社, 

1993)<XP-B-6218>がヒットします。見ると『黃氏逸書考』

本の影印であることがわかります。） 

②有名な典籍かもしれないので『中国学芸大事典』(大修

館書店, 1978)<GE8-55>、『中国史籍解題辞典』(燎原書店, 

1989)<GE2-E11>などを調べます。『河圖括地象』では出て

いません。『中国学芸大事典』「河圖緯」の項からこれら

が「緯書」とよばれるものであることがわかります。 

③『黃氏逸書考』に収録されていることから『河圖括地

象』が佚書であると推測されます。佚書は輯本により内容

に異同があるので、一覧するために『古佚書輯本目録:附

考證』(中華書局, 1997)<UP52-C17>を見ます。『重較説

郛』、『諸經緯遺』（『青照堂叢書』所収）、『古微書』

(『守山閣叢書』、『墨海金壺』、『叢書集成初編』所収)、

『經義考』、『重訂漢唐地理書鈔』、『集緯』、『漢學堂

知足齋叢書』、『漢學堂經解』、『黃氏逸書考』、『緯

攟』(『山右叢書初編』、『喬勤恪公全集』所収)、『武陵

山人遺稿』に収録されているようです。 

④アジア言語OPACで確認できた『説郛三種』(上海古籍出

版社, 1988)<US1-C6>、『經義考』(中華書局, [19-])<XP-

C-842>、『漢唐地理書鈔』(中華書局, 1961)<XP-B-

639>(『重訂漢唐地理書鈔』の影印で、また前出『漢唐地

理書鈔七十種附麓山精舍輯本六十六種』と同じ)、『漢學

堂知足齋叢書』(書目文献出版社, 1992)<US1-C23>、『山

右叢書初編』(山西人民出版社, 1986)<US1-C4>を案内する

ほか、『景印文淵閣四庫全書目録:附文淵閣四庫全書分架

圖』(臺灣商務印書館, [1986])<US1-C1>(本体は『文淵閣

四庫全書』<US1-76>)、『四庫全書存目叢書. 首巻目録索

引』(齊魯書社, 1997)<US1-C32>(本体は『四庫全書存目叢

書』)、『四庫全書存目叢書補編. 目録索引』(齊魯書社, 

[2001])<US1-C33>(本体は『四庫全書存目叢書補編』。正

編と補編の綜合索引)、『續修四庫全書總目録索引』(上海

古籍出版社, 2003)<US1-C34>(本体は『續修四庫全書』)、

『四庫未収書輯刊. 首巻目録索引』(北京出版社, 

2000)<US1-C35>(本体は『四庫未収書輯刊』)、『四庫禁燬

書叢刊. 索引』(北京出版社, 2000)<US1-C38>(本体は『四

庫禁燬書叢刊』)、『叢書集成新編總目・書名索引・作者

索引』(新文豐出版, 1986)<US1-C24>(本体は『叢書集成新

編』)、『叢書集成續編提要・總目・書名索引・作者索

引』(新文豐出版, 1991)<US1-C36>(本体は『叢書集成續

編』)、『叢書集成三編提要･總目･書名索引･作者索引』

(新文豐出版, 1999)<US1-C37>(本体は『叢書集成三編』)

でその他の輯本、叢書に収録されている『河圖括地象』を

調べます。当館で所蔵していない叢書に含まれる『河圖括

地象』を簡便に（洋装本で）今ここで見るためです。いず

れの索引も『河圖括地象』の書名からは検索できず、『文

淵閣四庫全書』、『叢書集成新編』は『古微書』で、『叢

書集成續編』は『河圖緯』、『緯攟』で、『叢書集成三

編』は『漢學堂知足齋叢書』の作者名黃奭から『通緯八十

四種』を、『續修四庫全書』は『黃氏逸書考』の書名で検

索できます。また『青照堂叢書』を東京本館で所蔵するほ

か (『叢書集成續編』にも収録)、『日本見藏中國叢書目

初編』(杭州大学出版社, 1999)<UP52-C25>によれば『集

緯』を京都大学図書館で所蔵、『武陵山人遺稿』の国内の

所蔵は不明で『中國叢書廣録』(湖北人民出版社, 

1999)<UP52-C18>によれば上海図書館で所蔵しているよう

です。 

⑤あらためて「緯書」について『中国思想辞典』(研文出

版, 1984)<H2-35>で調べると、前出の輯佚書に未収佚書を

加えて整理、校勘した『重修緯書集成』(明徳出版社, 

1971-1992)<HB23-19>があることがわかります。NDL-OPAC

によればほかに『緯書』(明徳出版社, 1969)<HB23-1>、

『緯書と中国の神秘思想』（平河出版社, 1988）<HB23-

E3>などがあり、『緯書』を見ると一部について読み下し

文が掲載されています。なお『緯書と中国の神秘思想』の

「現存緯書篇目一覧表」によれば『河圖括地象』はほかに

『緯書』、『古書拾遺』に収録されています。『緯書』は

内閣文庫所蔵、『古書拾遺』は『竹柏山房十五種』所収で

『叢書集成三編』にも収録されています。 

 

回答例. 『尚書緯;河圖;雒書』、『説郛三種』、『經義

考』、『漢唐地理書鈔』、『漢學堂知足齋叢書』、『山右

叢書初編』、『叢書集成新編』、『叢書集成續編』、『叢

書集成三編』などに収録された『河圖括地象』のほか、緯

書を整理、校勘した安居香山,中村璋八編『重修緯書集

成』があります。また、一部ではありますが安居香山著

『緯書』に読み下し文が掲載されています。 
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第7 回CO-EXIST-SEA（東南アジア科学技術情報の経験・専門知識交換協力プログラム） 
ワークショップ参加報告      小笠原綾（国立国会図書館アジア情報課） 
 

 
CO-EXIST-SEA(Cooperative Program for the Exchange 

of Experience, Expertise, Information in S&T in 

South East Asian Countries)は、科学技術振興機構(JST)

が主催する、地域内協力体制の樹立を目的としたプログラム

である。1999 年に発足し、以後毎年、ワークショップと研修を

1 回ずつ実施している。東南アジアの参加国は、ASEAN10

加盟国のうち科学技術に一定以上の実績のある 5 カ国で、

各国の科学技術担当省傘下の情報センターから、センター

長や実務者が集まり、情報流通の状況や、オンラインデータ

ベースの開発について、情報交換を行っている。参加機関

は以下のとおりである。 

＜東南アジア＞ 

・インドネシア科学院 科学文献情報センター(PDII) 

・マレーシア科学技術環境省 

科学技術情報センター(MASTIC) 

・フィリピン科学技術省 科学技術情報研究所(STII） 

・タイ国立研究評議会 研究情報センター（NRCT） 

・ベトナム科学技術環境省 

国立科学技術情報文献センター(NACESTID） 

＜日本＞ 

・科学技術振興機構(JST) 

・国立情報学研究所(NII） 

 

 第 7 回目となる今回のワークショップは、2005 年 11

月 29 日-30 日の 2 日間、タイの国立研究情報センター

(NRCT)が共催し、バンコクで行われた。 

 第１日目は、ユネスコバンコク事務所の IT スペシャ

リストで CO-EXIST-SEA 立ち上げ時からの協力者、Clive 

Wing 氏による基調講演から始まった。無料で一次情報に

アクセスできる、オンラインジャーナルやデータベース

について、欧米のプロジェクトを紹介しつつ、その重要

性を説く内容であった。 

 その後、各国から､科学技術系インターネットコンテ

ンツの開発状況や問題点を報告した。さらに、報告者は

このワークショップに先立って自国のサイトを網羅的に

調査してきており、その結果をリストにして紹介した。

当館からは、アジア情報室ホームページのコンテンツ

｢AsiaLinks-アジア関係リンク集-｣(報告時の名称は｢イ

ンターネット情報資源｣)について報告した。各国からの

報告により、合計で 200 件以上のサイト情報が共有され

ることになった。 
 
 

 第2日目にはまとめの意見交換を行い、今後は、集ま

った膨大なコンテンツを各国で有効活用するため、サイ

トを大まかな分野に分類し、メタデータを付与して整理

していく方針となった。 

 科学技術関係の情報については、欧米言語の文献はフ

ルテキストの入手が可能になってきているが、東南アジ

ア言語の文献は、まだ情報を得にくいのが現状である。

東南アジアには、研究発表をほとんど母国語で行う国も

あり、地域内での情報共有には言語の問題が大きく立ち

はだかる。しかし、このワークショップを第一歩として、

東南アジアの統合的なデータベース、あるいはポータル

サイトが実現すれば、各国の科学技術の発展に大きく資

するものとなるであろう。 

 

＜参考＞ 

JSTマレーシア事務局ホームページ 

（http://www.jst.org.my/） 

今井敬子「科学技術振興事業団(JST)における東南アジ

アとの国際協力―アジア太平洋時代を中心に―」（『日

本情報の国際共有に関する研究』 文部省科学研究費補助

金基盤研究 A2（課題番号 10044018）研究成果報告書 内藤

衛亮;井上如;国立情報学研究所;学術情報センター 

1998-2000 平成12年度報告 pp.116-128） 
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