
ＩＳＳＮ １３４８－２１４９ 
 

 
 

 

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

 

第１２巻第１号（２０１４年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次 

 

 

中国の資料デジタル化プロジェクト・CADALの利用と参加

について 

湯野 基生 
 

 
 

２ 
 

シンガポール、マレーシアの華人関係資料専門図書館 
—在外研究報告— 

齊藤 まや 
 

 
 

６ 
 

レファレンスツール紹介 3３  中東・北アフリカの新聞 

大西 啓子 
 

１２ 
 

アジア情報室の新着資料紹介（2013.10-2013.12） 

 

１６ 

 

  

 

 

ＩＳＳＮ １３４８－２１４９ 
 

 
 

 

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

 

第１２巻第１号（２０１４年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次 

 

 

中国の資料デジタル化プロジェクト・CADALの利用と参加

について 

湯野 基生 
 

 
 

２ 
 

シンガポール、マレーシアの華人関係資料専門図書館 
—在外研究報告— 

齊藤 まや 
 

 
 

６ 
 

レファレンスツール紹介 3３  中東・北アフリカの新聞 

大西 啓子 
 

１２ 
 

アジア情報室の新着資料紹介（2013.10-2013.12） 

 

１６ 

 

  

 

 



アジア情報室通報 第 12巻第 1 号（2014.3） 

 

23 
 

ファベット順に排列。人物ごとに顔写真、参考文献

を付す。 
 
A dictionary of the Kedang language : Kedang-
Indonesian-English / by U.B. Samely, R.H. 
Barnes ; with the assistance of A. Sio Amuntoda, 
M. Suda Apelabi. -- Leiden : Brill, 2013. -- vi, 785 
pages ; 25 cm. -- (Handbook of Oriental studies = 
Handbuch der Orientalistik. Section three, 
Southeast Asia, ISSN: 0169-9571 ; volume 20) 
The Kedang entries are translated first into 
Indonesian and then into English. For ease of 
access, finder lists are provided in Indonesian and 
in English.  
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9789004255326 (hardback : alk. paper) ; 
9789004256361 (e-books : alk. paper)  
 (KL122-P36) 
 
＜シンガポール＞ 
The fall of Singapore : 90 days : November 1941-
February 1942 / Justin Corfield and Robin 
Corfield. -- Singapore : Talisman, 2012. -- 742 p. : 
ill. (some col.), maps (some col.) ; 31 cm. 
ISBN: 9789810709846 (GB541-P19) 

1941 年 11 月 29 日から 1942 年 2 月 26 日までの

90 日間に起きたマレー作戦とシンガポール陥落に

関する軍事上、政治上重要な動向を、死亡した連合

軍兵士に関する情報とともに各日ごとに掲載。

2,000 点余の写真、図版を収録。 
 
＜ベトナム＞ 
ベトナム優良企業  = The excellent Vietnamese 
companies in Northern and Central Vietnam : 金
型、プラスティック加工、金属加工、精密部品、機

械、電子電気部品、めっき、他. 北・中部ベトナム

編 . -- 第 5 版 . -- [ ハノイ ] : JETRO Hanoi 
Representative Office, 2013.9. -- 174p ; 30cm. 
 D4-L103 

前版（2012 年刊、当館未所蔵）の改訂増補版。

既に日本企業とビジネスを行える水準の企業と、将

来日本企業とビジネスを行える可能性を秘めた企業

に分け、その中を金型製造、機械加工など各企業の

主要加工業務ごとに細分。約 150 社について、各企

業ごとに会社概要、主要設備などを収録。 
 
ベトナム情報通信白書 = Viet Nam information & 
communication technology. 2012. -- 伊豆 : ビスタ

ピー・エス, 2013.6. -- 161p ; 26cm. 
英語併記.  
ISBN: 978-4-939153-93-8 DK341-L26 

ベトナム国家情報通信技術指導委員会とベトナム

情報通信省が共同で発行する年次報告書の日本語訳

を、英文との対訳形式で収録。2011 年時点におけ

る関係政府組織、情報通信技術インフラ、IT・通

信・郵便・放送の各産業概要、関係法律・政策、主

要企業などについて解説。 
 
 
 

南アジア 
 
＜インド＞ 
インド自動車産業の現状と将来性. 2012 年版. -- 名
古屋 : 総合技研自動車業界研究グループ, 2012.10. 
-- 104 枚 ; 30cm.  DL438-J494 

インドの自動車産業を概説した上、2012 年に実

施した現地調査に基づき、主要自動車メーカーの販

売戦略、生産・開発体制、今後の方向性、主要日系

自動車部品メーカーの進出動向について解説。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
Bibliography of art and architecture in the 
Islamic world / edited by Susan Sinclair ; with the 
assistance of Heather Bleaney and Pablo García 
Suárez. -- Leiden ; Boston : Brill, 2012. -- 2 v. ; 25 
cm. -- (Supplements to the Index Islamicus, ISSN: 
18762123 ; v. 2) 
Includes indexes.  
ISBN: 9789004170582 (set) ; 9789004211773 (v. 
1) ; 9789004211780 (v. 2)  (K1-P11) 

1906 年から 2011 年までにヨーロッパ諸言語で書

かれた、イスラム世界の芸術、建築に関する図書、

論文約 36,000 件の書誌情報を収録。第 1 巻「芸術」

は細密画、絨毯、陶器など 30 に大別し、その中を

主に地域別に細分。第 2 巻「建築」は主に地域別に

大別し、その中を国別に細分。各巻とも細分内は図

書と論文に分け、その中を著者名のアルファベット

順に排列。各巻末に各巻ごとの主題索引、人名索引

を付す。 
 
＜クウェート＞ 
Business Laws of Kuwait and Qatar / DLA Piper 
Middle East LLP. -- 2012 ed. -- [S.l.] : West Group 
c2012. -- xxxi, 286, 27 p. : ill., maps ; 25 cm.   
他タイトル: Business Laws of Kuwait & Qatar. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780314608000  (AK5-861-P2) 
 
＜トルコ＞ 
Historical dictionary of the Ottoman Empire / 
Selcuk Aksin Somel. -- Second edition. -- 
Lanham : The Scarecrow Press, Inc., 2012. -- lxxii, 
497 pages : illustrations ; 24 cm. -- (Historical 
dictionaries of ancient civilizations and historical 
eras) 
Includes bibliographical references (pages 413-
495). 
ISBN: 9780810871687 (cloth : alk. paper) ;  
0810871688 (cloth : alk. paper) ; 9780810870970 
(ebook) ; 0810870975 (ebook) GE8-B91 
 
＜レバノン＞ 
Business laws of Lebanon / Alem & Associates. -- 
2012 ed. -- Eagan, MN : West, c2012. -- xxxii, 518, 
44 p. : ill. ; 25 cm. 
Compiled by Alem & Associates.  
Includes index. 
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中国の資料デジタル化プロジェクト・CADAL の利用と参加について 
 

湯野 基生（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

1．CADALについて 

国立国会図書館は、 2013 年 12 月に

CADAL プロジェクト管理センター副センタ

ー長の黄晨氏（浙江大学図書館副館長）を招

へいし、CADAL プロジェクトの現状と今後

の展望についての講演会を開催した1。 
CADAL とは、China Academic Digital 

Associative Library の略称であり、中国語名

は「中国数字图书馆国际合作计划（中国デジ

タル図書館国際協力計画）」という。中国の

大学図書館が中心となり、所蔵機関がデジタ

ル化資料を提供することで協力し、各機関の

デジタル化資料を参加機関全体で共有する国

際的な資料デジタル化プロジェクトである。 

2014 年 1 月現在、中国の 70 の主要な大学

図書館が参加している。中国国外では、米国

の Internet Archive、コロンビア大学図書館2

等 9 機関、インド 16 機関3のほか、ドイツの

ベルリン国立図書館等が参加している4。 
元々CADAL は、中国と米国、インドの機

関を中心に進められた国際プロジェクトであ

る MBP（Million Book Project）の中国にお

                                 
1 概要は『国立国会図書館月報』637 号（2014 年 4
月号）で紹介する予定である。 
2 コロンビア大学では、中華民国期の雑誌『玲瓏』の

ようなデジタル化コレクションを提供するほか、所蔵

資料を共同でデジタル化する計画である。 

China Academic Digital Associative Library Opens 
Its 1.75 Million E-book Collection to Columbia 
University, January 6, 2014. 
http://library.columbia.edu/news/libraries/2014/201
4-1-6_CADAL_Opens_To_Columbia_University.htm
l （ウェブサイトの最終アクセス日は、2014 年 2 月

20 日である。以下全て同じ。） 
3「中国の資料デジタル化プロジェクト―国際連携を

進める CADAL」（2013 年 12 月 11 日国立国会図書

館関西館での講演資料）による。 
4 “Staatsbibliothek zu Berlin unterzeichnet 
Abkommen mit ZhejiangUniversitat”CrossAsia 
Newsletter Nr.5, 2013.2, S.1-2. 
http://crossasia.org/fileadmin/user_upload/Newslett
er_PDF/CrossAsia_Newsletter_005.pdf 

ける名称である5。第 1 期（2001～2006 年）

では、中国国内 16 の機関が参加し、米国の

機関と中国政府の資金を得て、100 万点を越

える資料をデジタル化した。第 2 期（2009～
2012 年）では、中国政府から 1.5 億元の資金

を得て、さらに 150 万点をデジタル化した。

2014 年以降、第 3 期を始動する予定である。 
2013 年末までにデジタル化した資料総数は

約 275 万点で、世界最大級の規模に達する。

主な資料群は、表１のとおりである。 
 

表 1 CADAL デジタル化資料数6 

資料類型 点数 

古典籍 236,581 
中華民国時期の図書 171,367 
中華民国時期の雑誌 156,433 
現代の中国語図書 692,514 
学位論文 166,925 
外国語図書 763,925 
新聞 198,909 
図形画像 107,059 

 

2014 年 1 月現在、CADAL に参加する日本

の機関は無い。しかし、CADAL 未参加の機

関や個人でも、一部のデジタル資料を閲覧で

きる（後述）ため、日本からの利用も多く、

2013 年 1～9 月の間でも、61 の日本の機関が

利用しており、中国国外では米国に次ぐ7。利

用者の関心が高いにも拘らず、参加機関が無

                                 
5 第 1 期の CADAL は、China-America Digital 
Academic Library（中美百万册数字图书馆）の略称。

篠田麻美「中国における Million Book Project―中国

の大学図書館の資料電子化戦略―」『カレントアウェ

アネス』298 号, 2008.12, pp.13-16. 
http://current.ndl.go.jp/ca1678 
6 「CADAL项目统计表（13 年 12 月）」から 10 万

点以上の資料種別を抽出して作成。 

http://www.cadal.cn/zydt/index1312.htm 
7 前掲注(3)講演資料。 

2
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いため CADAL を十全に利用できていない日

本の現状において、当館が CADAL に関する

講演会を開催し、その内容を紹介することは、

日本における中国情報のインフラ整備の面で、

有益と思われる。 

以下、CADAL デジタル化資料の利用方法

及び CADAL 参加のための条件について、黄

晨氏による講演内容、同氏から聴取した内容

及び後日提供された情報に基づいて、紹介し

たい。 

 

2．CADALポータルの利用方法 

CADAL のデジタル化資料は、CADAL ポ

ータル8（図 1）から閲覧することができる。

以下では、2014 年 1 月現在公開中のインタ

フェースにより、利用登録から資料閲覧まで

の流れを概観する。 

 

図 1 CADAL ポータルのトップページ 

 

2．1．利用権限 

ポータルの利用権限は表 2 のとおりである。 
 
表 2 CADAL ポータルの主な機能の利用権限 

ユーザ 登録 検索 閲覧 貸出し 
参加館 可 可 可 可 
非参加館 可 可 一部可 不可 

 

参加機関に属さない個人でも、デジタル化

資料を閲覧することはできる。しかし、閲覧

                                 
8 http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
なお、CADAL では、中国文学や書法、漢方等の主

題別データベースを公開しているが、ここでの説明は

割愛する。 

できるのは、著作権上の問題が無い古典籍と

一部の外国語図書のみである。 
その他の大部分の資料は、貸出し（2.7 後

述）をしないと閲覧できない。そして、この

貸出し機能を利用できるのは、CADAL 参加

機関に所属するユーザに限られている。 

 
2．2．登録方法 

デジタル化資料を閲覧するには、個人単位

での登録が必要である。トップページ上部の

「注册（Register）」から、登録画面に遷移

する（図 2）。 

ユーザ名（用户名 Username）、メールア

ドレス（邮箱 Email）、パスワード（登录密

码 password。确认密码 confirm password に

も入力）、所属機関（所在单位 From）、居

住地（常居地 Residence）、関心（兴趣

Interest）が必須項目である。このほか専攻

（专业 Major）、性別（性别 Gender）、生

年月日（生日 Birthday）が任意項目である。

必須項目を入力の上、画面下部の「注册」を

クリックすると登録完了である。 

 

図 2 CADAL ポータルの登録画面 

 

 

2．3．ユーザ情報管理 

ユーザ登録をすでに完了している場合は、

トップページ上部の「登录（Login）」をク

リックして、ユーザ名とパスワードを入力し

てログインする。ログインをすると、画面右

部にユーザ情報が表示される（図 3）。「设

3
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증보 개정. -- 서울 : 기운센, 2013.4. -- 719p ; 22cm 
タ イ ト ル 関連情報: 우리 역사와 세계 역사가 
만나는. 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788996817567 
（韓国史年表 : 北韓･世界史含む） GE9-K20 
先史時代から現代（2012 年 12 月）までの期間を

収録。「歴代王一覧」「年号一覧」「年表」「索引」

からなる。「索引」の排列はハングル字母順で、約

1 万項目を収録する。 
 

한국의 역사와 문화 / 한국사교양교재편찬위원회 
지음. -- 춘천 : 강원대학교 출판부, 2010.2. -- 370p ; 
22cm 
文献あり. 
ISBN: 9788971572740 
（韓国の歴史と文化） GE121-K178 
 
고려묘지명집성 색인 : 원문･역주 / 김용선 역주. -- 
개정중판. -- 춘천 : 한림대학교 출판부, 2012.1. -- 
vii, 461p ; 24cm 
ISBN: 9788964020210 
（高麗墓誌銘集成索引 : 原文･訳注） GK15-K68 
 

매헌윤봉길전집 = The complete works of patriot 
Maeheon Yun Bong-Gil : 별책 해제･총목차 / 
매헌윤봉길전집편찬위원회 편. -- 서울 : 
매헌윤봉길의사기념사업회, 2012.6. -- 384p ; 27cm 
ISBN: 9788959335527 
（梅軒尹奉吉全集 : 別冊解題･総目次） GK269-K4 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국 역대 서화가 사전 = Dictionary of Korean 
painters and calligraphers through the centuries / 
김지연, 황정연, 김명주, 유미나, 김경미, 신광희 
편집. -- 대전 : 국립문화재연구소 
미술문화재연구실, 2011.11. -- 2 冊 ; 27cm 
漢字タイトル: 韓國歷代書畵家事典. 
文献あり. 
상. 가서일 - 의호 -- 하. 이가환 - 희원. 
ISBN: 9788963257754 (상) : 9788963257754 (하) 
（韓国歴代書画家事典） K9-K9 
 
유네스코지정 한국세계문화유산 : 1995-2009 / 
김연경, 문홍일 지음. -- 서울 : 솔과학, 2010.9. -- 
169p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 9788992988490  
（ユネスコ指定韓国世界文化遺産 : 1995-2009） 
 K144-K88 
 
한국의 전통색 : 한국 문화와 色의 비밀 / 이재만 
저. -- 서울 : 일진사, 2011.4. -- 209p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9788942912230 
（韓国の伝統色 : 韓国文化と色の秘密） KC418-K2 
 
K･POP 세계를 홀리다 : 1970 년대부터 현재까지 
한국 대중음악의 성장기 / 김학선 지음. -- 서울 : 

을유문화사, 2012.4. -- 407p ; 23cm 
奥付 タ イ ト ル : K･POP 세계를 홀리다 : 
1970 년대부터 현재까지 한국 대중음악을 만든 
사람들. 
ISBN: 9788932471938 
（K･POP 世界を魅入らせる : 1970 年代から現在ま

での韓国大衆音楽の成長記） KD841-K5 
 韓国の大衆音楽について、1970 年代以後を 10 年

ごとに区切り、その年代の解説、主要な歌手、代表

的な音盤を収録。 
 
제주속담사전 / 고재환 지음. -- 개정 증보판. -- 
서울 : 민속원, 2013.3. -- 서울 : 민속원, 2013.3. -- 
774p ; 24cm 
漢字タイトル: 濟州俗談辭典. 
索引あり. 
ISBN: 9788928504381 
（済州ことわざ辞典） KJ42-K213 
 
우리말 형태소 사전 / 백문식 편찬. -- 서울 : 
박이정, 2012.8. -- 1257p ; 26cm 
ISBN: 9788962923223 
（韓国語形態素辞典） KJ42-K214 
 
외래어와 외국어 표현 3300 = Useful loanword & 
expression of foreign language in Korean : 알수록 
스마트 smart 해지는 한국어 / 조형일, 남주혜 지음. 
-- 서울 : 역락, 2012.4. -- 508p ; 23cm 
ISBN: 9788955569865  
（外来語と外国語の表現 3300 : 分かるほどスマー

トになる韓国語） KJ42-K216 
 
敎學 大漢韓辭典 / 李家源, 安炳周 監修 ; 
大漢韓辭典編纂室 編. -- 서울 : 교학사, 1998.9. -- 
2 冊 ; 27cm 
[本文] -- 索引.  
ISBN: 9788909180122 KJ42-K219 
 
한눈에 알아보는 공문서 바로 쓰기 / 국립국어원 
[編]. -- 서울 : 국립국어원, 2009.12. -- 91p ; 23cm 
索引あり. 
（一目でわかる公文書の正しい書き方） KJ43-K285 
 
국어문법 = A Korean grammar / 서정수 저. -- 
서울 : 집문당, 2013.3. -- xv, 1568p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788930315685 
（国語文法） KJ43-K287 
 
한국어의 발음 = The pronunciation of Korean / 
배주채 지음. -- 2판, 개정판. -- 서울 : 삼경문화사, 
2013.3. -- 384p ; 25cm 
索引あり. 
ISBN: 9788988408360 
（韓国語の発音） KJ43-K288 
 
개정 조선어방언학 / 김영황 지음. -- 파주 : 태학사, 
2013.6. -- 334p ; 23cm 
ISBN: 9788959665877 
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置（Setting）」でユーザ登録情報の変更、

「历史（History）」で貸出し履歴の確認、

「退出（Logout）」でログアウトができる。 
なお、CADAL ポータルには、他のユーザ

をフォローできる SNS 的機能がある。自分

がフォローするユーザや自分をフォローする

ユーザについても、ここから一覧できる。ま

た、貸出し履歴の傾向から、ユーザの関心に

合う資料や同じ志向を持つユーザが推薦され

る。 
ログイン中は、画面上部に「（ユーザ名）

的 CADAL」という文字が表示され、これを

クリックすると、ユーザ情報の画面に遷移す

ることができる。 

 

図 3 ログイン後のユーザ情報画面 

 

 

2．4．検索 

検索は、トップページ上部の検索窓に検索

語を入力する。大部分の書誌は簡体字で記述

されているが、繁体字や日本の漢字で記述さ

れる書誌もある。 

また、トップページ上に表示されるタグに

より検索することもできる。例えば、古典籍

には「府志」「实录」といった多数のタグが

あり、クリックすると、検索窓にタグの字句

が入力される。検索結果から他のタグを選択

して、さらに絞り込むこともできる。 

 

2．5．閲覧 

資料のサムネイルまたは書誌情報の下にあ

る「阅读（Read）」をクリックすると、ビュ

ーワ（図 4）が開き、資料の内容を閲覧する

ことができる。「详情（Detail）」をクリッ

クすると、より詳細な書誌情報を確認できる。

なお、CADAL では、著作権保護の理由から、

ビューワにプリント機能を設けていない。 

 

図 4 CADAL デジタル資料のビューワ（Flash） 

 

2．6．タグ付け 

閲覧した資料には、タグを付けることがで

きる。タグを付けた資料は、CADAL トップ

ページやユーザ情報のページ上の「标签

（Tag）」から一覧できる（図 5）。資料の種

類や関心によって、自由にタグを設定し、分

類することができる。 
 
図 5 タグを付けた資料の一覧画面 

 

 

2．7．貸出し 

フリーアクセス可能なものを除く大部分の

資料を閲覧するには、まず借りる必要がある。

これは参加機関に属するユーザのみ可能だが、

資料を借りて閲覧できるのは、CADAL が指

定する IP アドレスの範囲内に限られる。 

資料を借りるには、「借阅（Borrow）」を

クリックする。章や節のように細分化された

4
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部分ごとに貸出し可能のため、アクセス数の

制限内で、一度に多くのユーザが借りること

ができる。資料は最大 2 週間借りることがで

き、延長も可能だが、別のユーザがリクエス

トしている場合は、そのユーザが資料を返却

しないと借りることができない。 

このほか、資料の一部分を指定して、コメ

ントをつける（评注 Comment）機能等も備

えられている。 
 
3．CADALへの参加 

以上のように、全ての CADAL デジタル化

資料を利用するには、機関として CADAL に

参加する必要がある。最後に、主に国外機関

向けの参加申請規則と申込書9に基づき、参加

条件を紹介する。 

 

3．1．参加条件 

CADAL に参加するには、3,000 点以上の

デジタル化資料またはデジタル化用の紙資料

を CADAL に提供することが必要である。中

国語資料及び中国に関係する内容の外国語資

料が優先される。ただし、CADAL 収録済の

資料と重複するものは除く。 
参加申請に必要な提供資料点数は、デジタ

ル化済資料だけではなく、デジタル化可能な

紙資料との合算でもよい。CADAL では、参

加機関が自らデジタル化するための設備や規

格を定めている。参加申請機関が冊子体資料

を提供して、CADAL と共同でデジタル化す

るという選択肢もあり得る。 
また、必ずしも単館で参加条件を満たす必

要は無い。CADAL の規則によれば、デジタ

ル資源の共同構築・共同利用のためのコンソ

ーシアムを結成し、その中の 1 館が代表とな

り、規定数の資料を CADAL に提供すれば、

加盟する全ての機関が参加できる。 

                                 
9 「海外机构数字资源共建共享申报办法」と「海外机

构数字资源共建共享申报表」。CADAL プロジェクト

管理センター黄晨氏から提供を受けたものである。こ

れらは 2014 年 1 月現在の条件であり、随時更新され

る可能性があることをお断りしておく。 

さらに、この 3,000 点以上という基準にも

例外規定がある。貴重なコレクション資料が

あれば、CADAL のデジタル資源評価委員会

の了承の上で、参加条件を緩和できる。 

また、参加方式についても、上記の方式に

限らず、より良い共同構築・共同利用の方式

を提案することもできる。 

 

3．2．参加までの流れ 

参加申請する機関は、所定の申請書様式に、

(1)機関概況、(2)CADAL に提供可能なデジタ

ル及び冊子体資料の種類・冊数、(3)参加方式

（デジタル化資料のみ提供か、冊子体資料も

合わせての提供か、コンソーシアム形式での

参加か）といった情報を記入する。コンソー

シアム形式での参加を希望する場合は、主な

参加館の連絡先、担当者の情報も記入する。 
CADAL の専門家委員会は、申請機関の提

示した提供資料リストについて審査を行い、

希望する資料を選定し、CADAL 登録済資料

との重複調査の結果とともに、申請機関に通

知する。その後、申請機関は資料を CADAL
に提供し、CADAL 側での品質チェックを経

て、最終的に CADAL ポータルにおいて、デ

ジタル化資料が公開される10。なお、参加費

やシステム維持費の負担は発生しない。 
また、正式な参加申請に先立ち、最長半年

間のトライアルを申請することができる。そ

の場合は、トライアルを申請した機関との間

で協定を結び、トライアル終了後にあらため

て参加申請するかを決定することができる。 
 
以上、CADAL ポータルサイトの機能及び

CADAL 参加のための条件について、現時点

で知り得た情報を紹介した。中国情報を提供

する日本国内の機関にとって、CADAL の現

状を把握し、参加を検討する一助になれば幸

いである。 
 

（ゆの もとお） 

                                 
10 「加入我们」 http://www.cadal.cn/jrwm/ 
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（北核日誌 : 1955~2009） AK3-311-K35 
北朝鮮の核開発の歴史を整理して、1955 年 3 月

から 2010 年 1 月 15 日までの出来事を時系列順に

排列。 
 
한국정치와 헌법재판소 / 박재형 지음. -- 파주 : 
집문당, 2010.6. -- 348p ; 23cm 
漢字タイトル: 韓國政治와 憲法裁判所. 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788930314732 
（韓国政治と憲法裁判所） AK4-211-K31 

韓国の政治過程における憲法裁判所の政治的性格

と機能を分析した研究書。「序論」「概念及び理論」

「韓国政治と憲法裁判所：主要判例」「韓国政治と

憲法裁判所：裁判官の構成」「結論にかえて」の 5
章構成。巻末にハングル字母順の索引を付す。 
 
제 18 대 국회의원 선거 투표행태 : 2008 년 총선 
과정을 생생하게 밝혀주는 선거여론조사 자료집 / 
한국갤럽 [編]. -- 서울 : 한국갤럽, 2008.12. -- 
349p ; 26cm 
ISBN: 9788993516050 
（第 18 代国会議員選挙投票行態） AK4-251-K41  
 
歷代大統領選擧狀況 : 初代~第 14 代 / 中央選擧管

理委員會 [編]. -- [出版地不明] : 中央選擧管理委員

會, 1996.12. -- 367p ; 27cm AK4-251-K42 
初代（1948 年 7 月 20 日）から第 14 代（1992 年

12 月 18 日）までの韓国大統領選挙について、当選

者、候補者登録状況、投票状況等を収録。巻末に付

録として「歴代 副統領選挙状況（総括）」「歴代 

副統領選挙」を付す。 
 
제 19 대 국회의원선거총람 : 2012.4.11. 시행 / 
중앙선거관리위원회 선거 1 과 편집. -- 과천 : 
중앙선거관리위원회 선거 1과, 2012.11. -- 1378p ; 
27cm 
（第 19 代国会議員選挙総覧 : 2012.4.11.施行）  
 AK4-251-K43 

2012 年 4 月 11 日実施の第 19 代国会議員選挙・

国会議員在外選挙について、概況、選挙事務管理、

違反行為の監視・取締、公明選挙・マニフェスト政

策選挙の推進活動などを収録。各選挙の統計や当選

者・候補者名簿、候補者別・政党別の得票状況、同

時に実施された世宗特別自治市の市長・教育監選挙

や地方自治団体の長・地方議会議員の再・補欠選挙

についても収録。 
 
大韓民國選擧史. 第 1 輯: 1948.5.10~1972.10.16 / 
中央選擧管理委員會 [編]. -- [出版地不明] : 中央選

擧管理委員會, 1973.12. -- 1650p ; 27cm 
 AK4-251-K44 
 
大韓民國選擧史. 第 2 輯: 1972.10.17~1973.12.31 / 
中央選擧管理委員會 [編]. -- 再版. -- [出版地不明] : 
中央選擧管理委員會, 1981.8. -- 736p ; 27cm 
 AK4-251-K45 
 

지방행정구역요람 / 행정안전부 [編]. -- 서울 : 

행정안전부, 2009.12-2012.12. -- 冊 ; 26cm 
2009년도 -- 2012년도. 
（地方行政区域要覧） AK4-391-K49 
 2012 年 7 月現在の 17 市道（広域自治団体）、74
市、84 郡、69 自治区について、市・郡・区ごとに

沿革、下部行政区域（邑・面・洞）、人口・面積の

推移、略図などを収録。沿革は 13 道制が実施され

た 1896 年以後のものを重点的に収録。巻末に「未

収復地区行政区域」「機関別所在地一覧」の付録を

付す。 
 
勞動法 / 李相潤 著. -- 第 13 全面改訂版. -- 파주 : 
法文社, 2013.2. -- lvi, 1038p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788918089331 AK4-512-K12 

韓国の労働関係法令の解説書。「総則」「個別的

勤労関係」「集団的労使関係」の 3 編構成。第 13
全面改訂版では、直接雇用・間接雇用の概念、年棒

制、外国人勤労者、勤労時間免除制度等について、

説明を追加する。巻末に時系列順の判例索引と、ハ

ングル字母順の事項索引を付す。 
 
외교통상업무 참고자료 : 2011 / 외교통상부 
정책기획관 정책분석담당관실 편집. -- [서울] : 
외교통상부 정책기획관 정책분석담당관실, 2011.5. 
-- 186p ; 17cm 
（外交通商業務参考資料 : 2011） AK4-631-K4 
 
천안함 피격사건 : 합동조사결과 보고서 / 대한민국 
국방부 [編]. -- [서울] : 대한민국 국방부, 2010.9. -- 
289p ; 27cm 
ISBN: 9788976777119 
（天安艦被撃事件 : 合同調査結果報告書） 
 AK4-651-K35 
 
한국군 무기연감 = ROK Military Weapon Systems. 
2012-2013 / 방위사업청 감수 ; 안승범, 오동룡 
지음. -- 개정판. -- 서울 : 디펜스타임스, 2012.9. -- 
518p ; 22cm 
索引あり.  
ISSN: 2287-464x 
（韓国軍武器年鑑.改訂版） AK4-651-K36 
 
역사 속의 사법부 / 사법발전재단 [編]. -- [서울] : 
사법발전재단, 2009.12. -- 698p ; 26cm 
索引あり. 
ISBN: 9788993171136 
（歴史の中の司法府） AK4-771-K39 
 
민사소송법 / 김상수 지음. -- 서울 : 법우사, 2013.2. 
-- xxxiv, 544p ; 26cm + 付図 1 枚. 
索引あり. 
ISBN: 9788997060184 
（民事訴訟法） AK4-771-K40 

韓国の「民事訴訟法」の解説書。学生を主たる読

者として想定し、判例を多数参照しつつ、基本的な

内容を中心に解説する。巻末にハングル字母順の事

項索引と、時系列順の判例索引を付す。 
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シンガポール、マレーシアの華人関係資料専門図書館 ―在外研究報告― 
 

 齊藤 まや（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 
はじめに 

 中国以外の国や地域に居住する中国系民族

の住民は、「華人」と呼ばれる1。彼らは、各

地で集住地域を形成したり、「会館」と呼ば

れる同郷出身者の集会所を建設したりするな

ど、結びつきが強く、居住先の国や地域の政

治や経済に大きな影響を及ぼすことも多い。 

こうした華人の歴史、社会、文化の研究は、

中国や台湾はもちろん、日本や北米など世界

中で行われており、各地に研究機関や学会が

存在する2。中でも、華人が全人口の 74.2％
を占めるシンガポール3及び全人口の 22％を

占めるマレーシア4の華人については研究が盛

んである5。この両国には、シンガポール南洋

学会(新加坡南洋学会)や、後述する華社研究

センターなどの学会や研究機関があり、華人

関係資料の専門図書館も存在する。こうした

専門図書館が所蔵する特色ある資料は、華人

研究に欠かせない情報源となっている。また、

世界的な資料デジタル化の流れを受け、これ

らの専門図書館でも資料のデジタル化を検討

                                 
1 類似の呼称に「華僑」がある。居住国の国籍を取得

した者を「華人」、中国籍のまま海外に居住する者を

「華僑」と区別する(平田幹郎『中国を読む事典』古

今書院, 2002.12, p.49)ことが多いが、本稿では、国

籍取得の有無に関わらず、中国以外の地域に居住する

中国系民族の住民を「華人」と呼ぶこととする。 
2 中国の華僑大学華僑華人研究所、台湾の中華民国海

外華人研究学会、米国の Chinese Historical Society 
of America、日本の日本華僑華人学会など。 
3 Population Trends 2013. Department of Statistics, 
p.3 http://www.singstat.gov.sg/Publications/ publica 
tions_and_papers/population_and_population_struc
ture/population2013.pdf （ウェブサイトの最終ア

クセス日は 2014 年 2 月 18 日。以下全て同じ。）  
4 Monthly Statistical Bulletin Malaysia, November 
2013. Population and Vital Statistics 
(http://www.statistics.gov.my/portal/download_Bule
tin_Bulanan/download.php?file=BPBM/2013/NOV/
03_Population.xls)より算出。 
5 例えば、福崎久一『華人・華僑関係文献目録』(ア

ジア経済研究所, 1996.3)に掲載されている国別の華

人研究文献数は、シンガポールとマレーシアだけで全

体の約 33%を占め、他国より圧倒的に多い。 

又は実施しており、資料へのアクセス向上が

期待される。 

2013 年 11 月、筆者は、華人関係資料を所

蔵するシンガポールとマレーシアの 5 つの主

要な図書館（表 1）を訪問する機会を得た。

訪問時のヒアリングにより、各図書館とも、

寄贈資料を中心に特色あるコレクションを構

築しているが、他方では、慢性的な人員や予

算不足と資料費高騰の影響から、運営経費の

ねん出が共通課題となっていることが明らか

になった。本稿では、これまで日本ではあま

り知られてこなかった、これらの専門図書館

の現況を紹介したい。 

 

表 1 訪問図書館一覧 

名称 所蔵規模 

シンガポール国立大学 

中文図書館 
1.7 万冊* 

シンガポール宗郷会館連合総会文

史資料センター 
2 万冊 

南洋理工大学 

王賡武図書館 (シンガポール) 
6 万冊 

南方大学学院図書館 

馬華文学館 (マレーシア) 
2 万冊 

華社研究センター 

集賢図書館 (マレーシア) 
3.8 万冊 

*中文図書館全体では約 61 万冊の資料を所蔵するが、
ここでは華人関係資料の蔵書数を記載した 

 

1．シンガポール国立大学中文図書館6 

(1) 概要 

 シ ン ガ ポ ー ル 国 立 大 学 中 文 図 書 館

（National University of Singapore Chinese 
Library）は、シンガポール国立大学の 7 館

ある図書館の 1 つである。同大学中央図書館

の北側に位置し、2 フロアからなる。上階に

は、現代図書、雑誌、新聞などを配架するほ

か、貸出・返却カウンターを設置する。下階

には、叢書類や利用頻度が低い研究書、貴重

                                 
6 http://libportal.nus.edu.sg/frontend/ms/chinese-
library/about-chinese-library 

6
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書などの閉架資料を配置する。 

同館は、1953 年に設立され、中国語学、中

国文学専攻の学生や研究者を主たる利用者と

して、中国語資料を収集、提供してきた。

2002 年には、日本語資料室を統合し、現在で

は、中国語資料約 53 万冊、日本語資料約 8
万冊を所蔵している。これは、東アジア言語

資料所蔵図書館としては、東南アジア最大級

の規模である。 

 

(2) 所蔵資料 

 同館の所蔵資料は、中国語や日本語の現代

図書のほか、『文淵閣四庫全書』や『続修四

庫全書』など影印版の叢書類、10 万冊以上に

及ぶ古典籍線装本などの貴重資料もある。 

 華人関係資料としては、「南洋研究資料」

がある。南洋研究資料は、東南アジア各国の

華人会館、華人学校などの華人関係団体の刊

行物や、東南アジア華人に関する研究文献を

中心とする資料群で、約 17,000 冊からなる。

第二次世界大戦以前の刊行物など貴重な資料

も多い。これらの資料は、シンガポール国立

大学図書館の所蔵資料検索システム「LINC」

7で検索できるほか、一部の資料については、

同館ウェブサイト内の「主題目録（专题目

录）」8で、「シンガポール華人族譜書目（新

加坡华人族谱书目(1959-2002)）」などのテ

ーマ別にタイトルを一覧することができる。 

 

(3) 資料デジタル化 

同館は、南洋研究資料の利用促進のため、

1945 年までに刊行された資料をデジタル化し、

「Digitized Collections」9や「東南アジア華

人歴史文献データ化計画（东南亚华人历史文

献数据化计划）」10で公開している。これら

のデジタル画像は、外部にも公開されており、

                                 
7 http://libportal.nus.edu.sg/frontend/linc  
8 http://libportal.nus.edu.sg/frontend/ms/chinese-
sea/research-materials/subject-bibliographies 
9 http://libportal.nus.edu.sg/frontend/web/resources 
/library-initiatives/digitized-collections 
10 http://www.lib.nus.edu.sg/chz/SEAChinese/zynr.h 
tml 

日 本 か ら も 閲 覧 で き る 。 「 Digitized 
Collections」では、『叻報（Lat Pau）』

(1887-1932)、『振南日報（Cheng Nam Jit 
Poh）』(1913-1920)などの新聞 9 紙や、東南

アジアに関する日本語文献約 40 冊などを公

開している。一方、「東南アジア華人歴史文

献データ化計画」では、「歴史文献中の古代

南洋（历史文献中的南洋古国）」、「東南ア

ジア華人移民史料（东南亚华人移民史料）」

などのテーマごとに、研究書、雑誌、古典籍

などの幅広い資料群の中から、関連文献をデ

ジタル化して公開している。 

同館の職員 15 名のうち、資料デジタル化

を担当するのは 3 名である。この人員では、

全ての作業を行えないため、スキャン作業な

ど一部の工程は、外部委託のスタッフやアル

バイトの学生が行っている。 

デジタル化は、国外からも利用が見込まれ

る貴重資料及び社会団体の文書、会報、家譜、

族譜、文物、写真など他機関に所蔵が少ない

資料が優先される。選定の際は、まず図書館

職員が対象資料候補のリストを作成する。そ

の後、シンガポール国立大学の研究者などの

東南アジア研究の専門家にヒアリングを行い、

対象資料を最終決定する。 

 

2．シンガポール宗郷会館連合総会文史資料

センター11 

(1) 概要 

シンガポール宗郷会館連合総会（新加坡宗

乡会馆联合总会）は、1986 年に、福建会館、

潮州八邑会館、広東会館など、シンガポール

にある 7 つの華人会館が連合して設立された

組織である。文史資料センター（文史资料中

心）は、その付属施設として 1989 年に開館

し、連合総会事務局や華人学校が入る会館の

3 階に位置する。同センターは、華人研究の

活動を補助する目的で設置され、華人関係の

資料を収集、提供してきた。しかし、2014 年

2 月現在、同センターは利用を休止している。

                                 
11 https://www.sfcca.sg/node/443 

7
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中 国 农 民 状 况 发 展 报 告  = Chinese peasants 
development report. 2012, 经济卷 / 徐勇 [ほか] 
著 . -- 北京 : 北京大學出版社 , 2013.6. -- 1, 2, 
530p ; 23cm. -- (教育部哲学社会科学系列发展报告 

= MOE serial reports on developments in 
humanities and social sciences) 
ISBN: 9787301225882 DM358-C77 

中国における農民の農地、農業機械、家族構成、

教育程度、収入、支出、生活満足度などに関する報

告書。「上篇 农民生产状况」「下篇 农民生活状况」

の 2 に大別し、上篇は「生产资料」「生产者」など

5 章からなり、下篇は「生活资料」「农民收入」な

ど 3 章からなる。 
 

中国煤炭工业统计资料汇编 : 1949-2009 / 中国煤炭
工业协会 编. -- 北京 : 煤炭工业出版社, 2011.9. -- 
4, 847p, 図版 2 枚 ; 30cm 
ISBN: 9787502036102 DT633-C3 

中国の地域別の石炭産出量、炭鉱の採掘量や設備

投資、労働者の人数や賃金、福利厚生、死亡事故件

数などの石炭産業に関する 112 の統計表を収録。

「综合生产」「基建投资」など 10 部分からなる。 

 

＜社会・労働＞ 

醫療品質政策白皮書. 2012 / 行政院衛生署醫療品質
政策諮詢委員會  編 . -- 台北  : 行政院衛生署 , 
2012.11. -- 1 冊 ; 30cm 
ISBN: 9789860345063  EG225-C31 

台湾の医療行政に関連する組織とその所掌、各組

織の業務計画、病院の評価指標、現行の医療政策の

概要および運用状況や今後の政策などに関する報告

書。「背景」「運作方式與規劃歷程」など 6 章から

なる。巻末に「行政院衛生署醫療品質政策諮詢委員

會設置要點」「醫療品質政策發展論壇議程及建議彙

總」など 18 の付録を付す。 

 

＜教育＞ 

中国太极拳大百科  = Encyclopedia of Chinese 
Taijiquan  / 余功保 主編. -- 北京 : 人民体育出版
社, 2011.12. -- 33, 638p ; 29cm 
ISBN: 9787500940845  FS37-C19 

太極拳に関する用語、人物、文献など 4,489 項目

を収録。排列は拼音順。巻末に拼音順の分類索引を

付す。 

 
＜歴史・地理＞ 

岭南姓氏族谱辑录 / 骆伟 编著. -- 广州 : 广东人民
出版社, 2012.12. -- 5, 2, 12, 572p ; 27cm 
ISBN: 9787218083582  GE2-C289 

広東、海南、香港、マカオなどの地域の宗族の族

譜 4,140 タイトルについて書名、編著者、刊行年、

版本、宗族の由来、所蔵機関などを収録。「总录」

と「分录」の 2 部分からなる。「总录」は異なる宗

族を含む通譜などの族譜、郷土文献を収録。「分录」

は姓氏別の族譜を収録。巻末に「岭南姓氏族谱数量

表」「岭南姓氏族谱分布表」など 4 の付録を付す。 

 

高句丽研究文献目录 : 1952-2012 年 / 耿铁华, 李乐
营 主编. -- 長春 : 吉林大学出版社, 2013.1. -- 5, 
248p ; 24cm 

ISBN: 9787560196893  GE3-C18 
中国で発表された高句麗研究文献約 3,000 タイト

ルについて書名、編著者、収録誌、刊行年などを収

録。「第一部分 著作」「第二部分 论文」「第三部

分 博士、硕士论文」「第四部分 学者高句丽研究目

录」の 4 部分からなり、その中をさらに細分して排

列。第一部分から第三部分は年代順、第四部分は筆

画順に排列。 

 

2012 年-2013 年大陸情勢總觀察暨展望 / 中共研究
雜誌社編輯委員會 編輯. -- 新北 : 中共研究雜誌社, 
2013.1. -- 128p ; 27m 
ISBN: 9789579907163  GE341-C324 

中国共産党の政治、社会、軍事、外交、対台湾政

策および中国の社会、経済についての 2012 年の情

勢と今後の展開に関する報告書。「中共黨政情勢觀

察暨展望」「大陸社會情勢觀察暨展望」など 6 部分

からなる。巻末に「2012年大事紀要」を付す。 
 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国现代戏剧总目提要 / 董健 主编. -- 修订版. -- 北
京 : 中國戲劇出版社, 2012.12. -- 3, 60, 1835p ; 
31cm 
ISBN: 9787104038771  KD1-C15 

2003 年刊の増補改訂。1899 年から 1949 年に創

作、改作された演劇 5,830 件について演目、劇種別、

作者、版本、あらすじを収録。排列は年代順。巻末

に「待考剧目」のほか、拼音順の演目索引および作

者索引を付す。 
 
2013 中国电影产业研究报告 = The research report 
on Chinese film industry / 中国电影家协会产业研
究中心 编. -- 北京 : 中国电影出版社, 2013.4. -- 6, 
246p ; 26cm 
ISBN: 9787106036317 KD671-C138 
 中国の映画産業の概況、投融資、製作技術、売上

げなどに関する報告書。「2012 年电影投融资分析」

「2012 年电影营销分析」など 9 章からなる。巻末

に付録として「2012 年电影产业发展业界观点综述」

を付す。 

 

簡明日漢詞典 / 劉和民 [ほか] 作. -- 增訂版. -- 香
港 : 商務印書館, 2011.5. -- vi, 1150p ; 21cm 
ISBN: 9789620702983 KK12-C386 
 

新華字典 : 纪念版 : 附四角号码检字表. -- 第 11
版. -- 北京 : 商務印書館, 2012.10. -- 2, 235, 711p ; 
22cm 
ISBN: 9787100093729 KK12-C388 
 

商代金文全編 / 畢秀潔 编著. -- 北京 : 作家出版社, 
2012.12. -- 4 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787506364072 KK24-C257 
 殷代の青銅器 6,271 件に記された古漢字について

2011 年末までに刊行された拓本から採録した字形

とその出典を収録。「正編」「合文」「附錄」など

8 に大別し、その中をさらに細分して排列。第 4 冊

は「商代有銘銅器著錄表」「商代有銘銅器索引」な

どのほか、筆画順および拼音順の索引を付す。 
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休止の理由は、予算と人員の削減により十分

な運営体制が取れなくなったためである。現

在は、宗郷会館連合総会事務局との兼務職員

1 名が、寄贈資料の受け入れと書誌入力など、

最低限の維持作業を行っているのみで、再開

の目途は立っていない。 

 

(2) 所蔵資料 

文史資料センターは、シンガポールとマレ

ーシアで出版された華人関係の中国語資料を

中心に、約 2 万冊の資料を所蔵する。所蔵資

料の多くは、東南アジア史研究の第一人者、

許雲樵教授の遺族から寄贈された旧蔵書であ

る。東南アジア華人研究に実績がある許雲樵

教授の旧蔵書は、教授の著作を始め、東南ア

ジアの歴史、社会、文化や、華人史、華人社

会に関する資料を多く含む。中には、許雲樵

教授が編集に携わった雑誌『大馬少年』や、

全ての巻号が揃う『南洋學報』、『星洲週

刊』、『南洋文摘』など、他機関での所蔵が

少ない貴重な資料もある。 

許雲樵教授旧蔵書のほか、同センターは、

シンガポールを中心とする世界中の華人会館

や華人学校の刊行物、東南アジア史の研究書、

辞書や目録などの参考図書を所蔵しており、

利用休止前には、国内外の研究者や華人学校

の学生らが利用していたという。 
同センターには、外部に公開している所蔵

資料検索システムはないが、Excel で簡易な

書誌リストを作成しており、室内の端末で検

索することができる。書誌入力の労力軽減の

ために、タイトル、著者など最低限必要な書

誌情報のみ入力している。それでも、人員不

足から書誌入力が十分にできておらず、未整

理資料の滞貨が課題となっている。 
また、近年は、予算不足により新規の資料

購入がほとんどできておらず、華人会館など

の寄贈によってのみ、資料を入手している。

予算だけでなく、書庫スペースの問題もあっ

て、資料を増やすのは難しいことから、当面

は積極的な資料収集を再開する予定はない。 
 

(3) 資料デジタル化 
同センターでは、所蔵資料の適切な保存環

境を維持できておらず、資料の多くは、劣化

が進んでいる。しかし、修復やデジタル化の

目途は立っていない。同センターでは、貴重

資料の保存と利用促進のため、デジタル化を

行いたいと考えているが、現行の人員と予算

だけでは難しい。そのため、シンガポール国

立図書館やシンガポール国立大学図書館など、

他機関との連携を模索している。 

 

3．南洋理工大学王賡武図書館12 

(1) 概要 

 南洋理工大学王賡武図書館（Nanyang 
Technology University Wang Gungwu 
Library）は、シンガポールの西部に位置す

る南洋理工大学13に 8 館ある図書館14の 1 つ

で、同大学華裔館の 1 階に設置されている。

華裔館は、1995 年に設置された機関で、華人

に関する資料収集、展示会、学術文献の発行

を行っている。 

王賡武図書館は、華裔館開設時からその付

属図書館として設置され、当初は、華裔館資

料センター（华裔馆资料中心）という名称で

あった。その後、華人研究の第一人者で、多

数の蔵書を同館に寄贈した王賡武教授の実績

と貢献を称え、2003 年にその名を冠した現在

の名称に改称された。 

図書館の専任職員は 2 名のみで、カウンタ

ー業務はアルバイトの学生が担当している。

南洋理工大学の他の図書館と同様、貸出サー

ビスを利用できるのは、同大学に所属する教

職員や学生のみである。しかし、閲覧とレフ

ァレンスサービスは学外の研究者にも開放さ

れており、登録や紹介も不要である。また、

                                 
12 https://blogs.ntu.edu.sg/library/wgwl/ 
13 大学名は「理工大学」であるが、総合大学であり、

文系学部も設置されている。 
14 南洋理工大学には王賡武図書館とは別に、中文図

書館が設けられており、中国語資料を収集しているが、

収集対象は現代の図書で中華人民共和国、台湾等で発

行されたものを中心とし、王賡武図書館と収集方針が

異なる。 

8
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劣化資料や貴重資料を除いて全ての資料が開

架されている。 

 

(2) 所蔵資料 

同館は、王賡武教授の寄贈書約 2 万冊や、

華人会館の刊行物や東南アジア史研究書など

約 6 万冊の華人関係資料を所蔵する。資料の

ほぼ全てが寄贈によるもので、ほとんど購入

していないのが特徴である。寄贈資料は、世

界各地の会館や大使館のほか、同館を訪問し

た研究者からも多く寄せられている。 

同館によると、世界各国の華人会館や華人

学校資料はこれまで比較的順調に収集できて

おり、世界各国で刊行された華人関係資料が

書架に並ぶ。ただ、日本の刊行物が、その華

人人口15に比して少ないのが課題であるとい

う。米国と比較しても、収集冊数は 10 分の

１以下に留まり、日本の華人刊行物の多くが

未収であると考えられている。そのため、今

後は、来館した日本の研究者から情報を収集

し、日本の華人会館などの関係機関に寄贈を

呼びかける予定である。 

同館の特色ある所蔵資料は、「早期教科書

コレクション（早期课本特藏）」である。こ

のコレクションは、1920 年代から 1970 年代

に中国、シンガポール、マレーシアなどの華

人学校で使用された教科書 2,000 冊以上から

なる。科目は、英語、マレー語、歴史が中心

であるが、仏教系華人学校で使用された教科

書が多いため、仏典解釈など仏教学の教科書

も多く含まれる。早期教科書コレクションは、

館内に設けられた専用の閲覧室（写真 1）で

閲覧できる。このコレクションは、申請すれ

ば誰でも閲覧できるほか、コレクションのう

ち約 120 冊は、閲覧室内に開架されており、

自由に手に取ることができる。 

                                 
15 法務省「平成 25 年 6 月末現在における在留外国人

数について（確定値）」(http://www.moj.go.jp/ 
nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00037.h
tml)及び「帰化許可申請者数等の推移」(http:// 
www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html)から、

日本の華人人口は 80 万人程度と推測される。 

 
写真 1 小学校の教室をイメージしたデザインの早期

教科書コレクション閲覧室 
 

(3) 資料デジタル化 

所蔵資料のうち、早期教科書コレクション

は、特に利用が多く、劣化が進んでいる。こ

のコレクションは、他機関では所蔵されてい

ない貴重な資料を多く含むため、同館は、資

料保存のためのデジタル化に取り組んでいる。

2013 年 11 月時点では、表紙や目次部分のみ

をデジタル化しており、その画像を閲覧室内

に設けられたタッチパネル式のモニターで閲

覧できる。同館は、早期教科書コレクション

の全文デジタル化とデジタル画像の外部公開

を目指している。しかし、作業にあたる人員

は、職員 2 名とアルバイトの学生のみと不足

しており、また予算の問題もあって、実現の

目途は立っていない。 

 

4．南方大学学院図書館馬華文学館16 

(1) 概要 

 マレーシアの南方大学学院は、1990 年に設

立された華人学校であり、シンガポールとの

国境に近い、ジョホール州のスクダイに位置

する。馬華文学館（马华文学馆）は、南方大

学学院図書館の 2 階に設置される、マレーシ

ア華人文学の専門図書館である。同館は、マ

ラヤ大学中文系の呉天才准教授の寄贈書約

3,000 冊をはじめ、研究者や研究機関から多

数の寄贈を受けて、1998 年に設立された。 

同館の人員は、兼任職員 1 名、非常勤職員

1 名のみである。小規模ながらも、資料を収

                                 
16 http://lib.sc.edu.my/index.php/en 
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集、提供するだけでなく、館内で展示会を開

催し、文学雑誌『蕉風』を発行するなど、マ

レーシア華人文学の研究推進のために、積極

的に活動している。 

 
(2) 所蔵資料 

同館は、1930 年以降に刊行された、マレー

シア華人に関する研究書や、マレーシア華人

作家の文学作品、世界各国で出版されたマレ

ーシア華人文学作品の翻訳書などの図書約 2
万冊のほか、各国の中国語新聞、マレーシア

で製作された中国語映画の DVD なども所蔵

する。所蔵資料の多くは、マレーシア、シン

ガポールなどの華人作家、中国系出版社及び

世界各国の研究者からの寄贈による。少数だ

が、日本の愛知大学などの機関との資料交換

で入手した日本語資料もある。 

同館の特色ある所蔵資料は、マレーシア華

人文学に関する雑誌・新聞記事コレクション

である。これは、同館職員が、『星洲日报』、

『南洋商报』、『联合早报』など、同館が収

集する新聞や雑誌に目を通し、マレーシア華

人作家やその作品に関連する記事を選択して

蓄積してきたコレクションで、マレーシア華

人文学研究の貴重な情報源となっている。 

 

(3) 資料デジタル化 

同館は、2011 年に資料のデジタル化を開始

し、検索と閲覧ができるデータベースを構築

している。このデータベースは、同館ウェブ

サイト内の「南方大学学院デジタル所蔵資料

システム（南方大学学院数位典藏系统）」17

で利用できる。このサイトは、複数のデータ

ベース18を収録するが、ここでは、馬華文学

館が運営する「マレーシア華語文学記事索引

データベース（马华文学论文索引资料库)」を

紹介する。 

                                 
17 http://xsystem.sc.edu.my/ug/ug-0.jsp 
18 馬華文学館が運営するデータベース以外に、南方

大学学院図書館が運営する「南方大学学院関連記事切

り抜き記事データベース(南方大学学院剪报资料库)」、

「キャンパス植物園植物図鑑データベース(校园植物

图鉴资料库)」などがある。 

マレーシア華語文学記事索引データベース

は、前述のマレーシア華人文学に関する雑

誌・新聞記事コレクションを収録するデータ

ベースで、約 10 万件の記事の書誌事項を検

索できる。一部の記事については、本文のデ

ジタル画像も収録しているが、画像の閲覧は

南方大学学院校内に限られる。なお、このデ

ータベースは、台湾の国立台湾師範大学と連

携して構築している。国立台湾師範大学はデ

ータベースのプラットホームの提供と障害時

のメンテナンスを担当し、馬華文学館は資料

提供とデータ投入を担当する。馬華文学館で

は、職員 1 名、非常勤職員 1 名、アルバイト

の学生 5 名が作業を行い、年間 6,000～7,000
件のペースでデータを追加している。 

 

5．華社研究センター集賢図書館19 

(1) 概要 

 マレーシアの首都クアラルンプールに位置

する華社研究センター(华社研究中心)は、マ

レーシア華人の歴史や文化について研究を行

う私立の研究機関である。1985 年、クアラル

ンプールの各省の華人会館など、15 のマレー

シア華人関係機関が、合同で華社資料研究セ

ンター（华社资料研究中心）を設立し、1996
年に現在の名称に改称した。 

集賢図書館（集贤图书馆）は、華社研究セ

ンターの付属図書館で、同センターの 2 階に

位置する。同センターに所属する研究員のほ

か、有料会員に対してサービスを提供してい

る。会員制図書館であるが、定められた会費

を支払えば国籍や身分を問わず会員になれる

ほか、非会員でも利用料を支払えば当日に限

り利用可能である。2013 年 11 月現在、同館

の会員数は約 900 名で、東南アジア史や華人

史の研究者を中心とし、国外の会員も多い。 

 

(2) 所蔵資料 

集賢図書館は、マレーシア華人に関する研

究書、文学作品、華人学校の刊行物などの図

                                 
19 http://www.malaysian-chinese.net/library/ 
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＜エジプト＞ 

Al-Ahram = األهرام 
[al-Ahrām]          【Y775-SN-3】 

カイロ発行。アラビア語。日刊。1875 年設立、

1876 年創刊。所蔵期間：1963.5.1-（欠多し） 
エジプトを代表する政府系 3 大新聞の 1 紙。

政権の監督下で政府の公式見解に基づく報道を

行ってきた。発行部数は 900,000 部（金曜版

1,100,000 部）。エジプトの全国ニュース・地

方ニュースに加えて、アラブ世界のニュースを

広く掲載する国際的な紙面構成が特徴。 
http://www.ahram.org.eg/（アラビア語） 
http://english.ahram.org.eg/（英語） 
 
Akhbar el-yom = أخبار اليوم 
[al-Akhbār al-yawm]      【Y775-SN-4】 

カイロ発行。アラビア語。週刊。1944 年創刊。

所蔵期間：1963.7.6-（欠多し） 

政府系 3 大新聞の日刊紙「Al-Akhbar」
（1952 年創刊、発行部数 850,000 部）の土曜

版。国内記事、特に社会記事を多く掲載する。 
http://www.akhbarelyom.com/（アラビア語） 
 
The Egyptian Gazette      【Z91-296】 

カイロ発行。英語。週 6 回刊。1880 年創刊。

所蔵期間：2004.1.1- 
エジプトで最も歴史のある英字日刊紙。発行

部数は 90,000 部。論調は政権寄りと言われて

いる。 
 

Egyptian Mail         【Z91-297】 

カイロ発行。英語。週刊。1914 年創刊。所蔵

期間：2004.1.3 - 
日刊紙「The Egyptian Gazette」の火曜版。 

 

 

 

(2) 電子媒体の新聞 

当館で契約している以下の電子ジャーナルに

は、中東・北アフリカの新聞も収録されており、

紙媒体では収集していない新聞も読むことがで

きる。 

 

LexisNexis 

 欧米諸国の判例・法令・議会情報、世界各国

の新聞・雑誌・通信ニュース、産業・企業情報

を収録するデータベース。「News & Business」
から国・地域を指定して新聞を探すことができ

る。 
アラブ首長国連邦の「Al Ittihad」などアラ

ビア語の新聞も収録されている。 

 

ProQuest Central 

世界各国の 1,300 以上の新聞、ニュース、ウ

ェブサイト等を収録したデータベースの

「ProQuest Newsstand」には、オマーンの

「 Times of Oman」やカタールの「 Qatar 

Tribune」など、英字紙を中心に中東・北アフ

リカの新聞も収録されている。 

 
（おおにし けいこ） 
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書約 38,000 冊及び雑誌、新聞、手稿、写真

資料などを所蔵している。所蔵資料の約 80％
が中国語資料で、残りの 20％は英語やマレー

語の資料である。 

所蔵資料は、研究者や華人関係団体からの

寄贈が多くを占める。寄贈は、国内外から寄

せられており、日本の研究者から寄贈された

日本語資料もある。少数だが、購入すること

もあり、出版社のウェブサイトや目録、華人

関係の学術雑誌の書評を参照し、同センター

の研究員の協力を得て選書している。 

同館の特色ある所蔵資料は、教科書コレク

ションと新聞記事切り抜きコレクションであ

る。教科書コレクションは、1930 年代から

1940 年代にマレーシアの華人学校で使用され

た教科書約 1,700 冊からなり、同館しか所蔵

していない貴重な教科書も多く含まれる。 

新聞記事切り抜きコレクションは、1985 年

の開館時から現在まで、中断することなく継

続され、すでに 150 万件以上もの記事が蓄積

されている。マレーシアの新聞記事アーカイ

ブとしては、他に類を見ない貴重なコレクシ

ョンである。同館では、マレーシアで刊行さ

れている新聞を出来る限り網羅的に収集して

いる。職員は、その全てに目を通し、ほぼ全

ての記事について、書誌情報と 2,000 以上に

細分化された分類記号20を付与して保存して

いる（写真 2）。館内利用に限るが、記事タ

イトル、収録紙、日付などを検索できるシス

テムもある。 

 

 
写真 2 分類記号別にスクラップされた新聞記事 

 

                                 
20 同館のウェブサイト(前掲注 19)で確認できる。 

(3) 資料デジタル化 

 同館は、所蔵資料のうち、新聞記事切り抜

きコレクションのデジタル化に 2011 年から

取り組んでおり、2 名の職員が小型スキャナ

を用いてデジタル画像データを作成している。

ただし、2013 年 11 月現在、デジタル画像閲

覧システムが構築されておらず、利用できる

状態にない。同館では、今後 1～2 年以内に

システムを構築し、会員限定でデジタル画像

の閲覧サービスを開始し、将来は一般公開す

ることも視野に入れている。また、今後は新

聞記事のほか、教科書や写真資料のデジタル

化も行いたいとしている。 

 

おわりに 

―華人関係資料専門図書館の課題と今後 

 以上、華人関係資料を所蔵する専門図書館

を紹介してきた。各館とも、限られた予算や

人員の中で工夫しながら、資料の収集やデジ

タル化を行っていることが分かる。 

一方で、シンガポールとマレーシアという、

隣り合う 2 国に複数の類似機関があるにも関

わらず、機関間での連携が見られないことが

課題であると感じた。例えば、複数の機関で

収集している華人会館資料の書誌情報を共有

して書誌作成にかかる労力を軽減すること、

資料の分担収集と保存により予算や所蔵スペ

ースを節約することが考えられる。 

デジタル化についても、馬華文学館が国立

台湾師範大学と連携している以外には、連携

事例はなかった。小規模図書館にとって、技

術や設備の面で負担が大きいデジタル化作業

を行う際には、国立図書館などの主要図書館

による技術支援など、類縁機関間に留まらな

い連携を検討する価値があると思われる。 

華人研究に欠かせない各図書館の貴重な資

料が、今後、上記のような取組みにより、更

に広く活用できるようになることを期待した

い。 

 

（さいとう まや） 
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レファレンスツール紹介 33 中東・北アフリカの新聞 
 

大西 啓子（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

新聞は、国・地域の最新動向を知るための基

本資料であると同時に、経年的な社会調査や現

代史研究においても重要な情報源となる。 
調査にあたっては、対象とする国・地域の新

聞の刊行情報や各紙の特徴を把握しておく必要

がある。また、近年は電子媒体の記事情報が充

実してきており、紙媒体と電子媒体それぞれの

特性や収録範囲を知ることで、調査年代や用途

に応じた媒体を選択することが可能である。 
そこで、本稿では、中東・北アフリカの新聞

について、①各国の新聞について調べるツール、

②新聞社のウェブサイトの情報、③当館で利用

できる紙媒体、電子媒体の新聞を紹介する。 
＊ 【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最終アク

セス日は2014年2月7日である。 
 
1. 各国の新聞について調べるツール 

(1) 現在発行されている新聞について 

The Middle East and North Africa
（Routledge、Europa regional surveys of the 
world シリーズ、年刊）【Z62-A93】 

中東・北アフリカの 22 か国について、国別

の「主要機関名簿（Directory）」の「報道機

関（The Press）」の項目に、主要日刊紙、週

刊紙の名称、新聞社所在地、連絡先、ウェブサ

イト、創刊年、言語、編集者名、発行部数など

を収録している。 
 
Newspapers in the Arab World（Arab Press 
Network） 

http://www.arabpressnetwork.org/（アラビア

語、英語、フランス語） 
Arab Press Network が提供するアラブ世界

22 か国の新聞と汎アラブ紙のダイレクトリー。

Arab Press Network は、世界新聞協会

（World Association of Newspaers）が運営す

るアラブ世界の報道機関を支援するネットワー

ク で あ る 。 英 語 版 ト ッ プ ペ ー ジ の

「Newspapers in the Arab World」で国名を選

択すると、国別に新聞の概況、名称、言語、創

刊年、刊行頻度、特徴、ウェブサイトなどを見

ることができる。 
 
(2) 各紙の歴史や特徴について 

『アラブ・プレス・ディレクトリー』（中東協

力センター、1981）【UM84-J5】 

サウジアラビア、クウェート、レバノン、イ

ラク、シリア、バーレーン、カタール、オマー

ン、アラブ首長国連邦、北イエメン、南イエメ

ン、エジプトの 12 か国の新聞、雑誌、通信社

について、名称、発行部数、歴史、論調、編集

者、読者層などを紹介している。 
 

『多文化社会図書館サービスのための世界の新

聞ガイド』(むすびめの会編、日本図書館協会、

1995)【UP15-G4】 

 アジア、アフリカ、中南米、環太平洋の 43
の国・地域の新聞を収録した資料。イラン、イ

スラエル、トルコ、エジプトの代表的な新聞に

ついて、名称、言語、発行地、発行頻度、創刊

年、発行部数、入手先、内容などを収録してい

る。 

 

『第三世界のマスメディア』（アジア経済研究

所編、明石書店、1995）【UC21-G3】 

 アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの

28 の国・地域のマスメディア事情を紹介した

資料。イラン、トルコ、イラク、エジプトのレ

ポートでは、各国の新聞事情が紹介されている。 

 

2. 新聞社のウェブサイトの情報 

「AsiaLinks -アジア関係リンク集-」＞「新

聞・ニュースサイト」 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/news.php 
当館で作成しているリンク集では、中東・北

アフリカ 23 か国の新聞社のウェブサイト、ニ

ュースサイトを国別に一覧することができる。 
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日本語で読む中東メディア 

http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/ 
 東京外国語大学のプロジェクトで、アラビア

語、ペルシア語、トルコ語の現地新聞 16 紙の

インターネット版の記事の一部を、日本語に翻

訳して公開している。 

 

新聞社のウェブサイトは、速報性に優れてい

るが、紙媒体の新聞に掲載されたすべての記事

が掲載されるとは限らない点、過去の記事がア

ーカイブに収録されない可能性がある点に注意

する必要がある。すべての掲載記事を対象に探

す場合や、記事の大きさ、周辺記事、広告など

を含めた紙面全体を確認したい場合には、紙媒

体の新聞にあたる必要がある。 

 

3. 当館で利用できる新聞 

当館では、歴史、発行部数、影響力の点で各

国を代表する現地語紙、英字紙を収集している。

以下では、当館で受入を継続している中東・北

アフリカの新聞 19 紙を中心に紹介する。各紙

の概要は、「1 各国の新聞について調べるツー

ル」で紹介した文献と各紙のウェブサイトに拠

った。 

＊ タイトルに補記した[ ]内は ALA-LC 方式のロー

マ字翻字形である。 
 

(1) 紙媒体の新聞 

＜中東・北アフリカ全般＞ 

Asharq al-Awsat = الشرق األوسط 
[al-Sharq al-Awsaṭ]      【Y775-SN-5】 

ロンドン発行。アラビア語。日刊。1978 年創

刊。所蔵期間：2000.1.1- 
ロンドンに拠点を置く汎アラブ紙で、サウジ

アラビアの出版グループ Saudi Research and 
Marketing Group が発行している。発行部数

は 23 万部（2004 年）。アラビア語紙として初

めて通信衛星を用いて発行された新聞で、現在

は中東・北アフリカを含む 4 大陸 14 都市で発

行されている。アラブ世界のニュースを中心に

世界のニュースを掲載し、中東やヨーロッパな

どで広く読まれている。 
http://www.aawsat.com/（アラビア語・英語） 
 

＜イスラエル＞ 

Haaretz = הארץ 
[ha-Arets]                   【Y781-SN-2】 

テルアビブ発行。ヘブライ語。日刊。1919 年

創刊。所蔵期間：1971.1.1-（欠多し） 

イスラエルで最も歴史のあるヘブライ語紙。

リベラルな新聞とされている。発行部数は

72,000 部（金曜版 100,000 部）。 
http://www.haaretz.co.il/（ヘブライ語） 
http://www.haaretz.com/（英語） 
 
The Jerusalem Post       【Z91-93】 
エルサレム発行。英語。日刊。1932 年創刊

（創刊時の紙名はThe Palestine Post）。所蔵

期間：1970.1.1- 
イスラエルの代表的な英字紙。発行部数は

15,000 部（週末版 40,000 部）。 
http://www.jpost.com/（英語） 
 

＜イラン＞ 

 اطالعات

[Iṭṭilāʻāt]           【Y771-SN-4】 

テヘラン発行。ペルシア語。日刊（夕刊）。

1926 年創刊。所蔵期間：1941.3.23-1976.8.16、
1979.2.19-（欠多し） 

現在イランで刊行中の新聞の中では最も歴史

がある。発行部数は 500,000 部。 
http://www.ettelaat.com/（ペルシア語・英語） 
 

 کيهان

[Kayhān]          【Y771-SN-10】 

テヘラン発行。ペルシア語。日刊（夕刊）。

1942 年創刊。所蔵期間：2005.1.1- 
イランを代表する新聞。発行部数は 350,000

部。 
http://kayhan.ir/（ペルシア語・英語） 
 

Tehran times          【Z91-288】 
テヘラン発行。英語。日刊。1979 年創刊。所

蔵期間：2003.1.1- 
党派的な偏りが少ないと言われており、国内

ニュースとイスラム関係記事が豊富。 
http://www.tehrantimes.com/（英語） 
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＜クウェート＞ 

Arab times : the first english language 

daily in free Kuwait      【Z91-309】 

クウェート発行。英語。日刊。1977 年創刊。

所蔵期間：2007.1.1- 
アラビア語紙「Al-Seyassah」の姉妹紙で、

編集長が同じ。発行部数は 41,922 部。 
http://www.arabtimesonline.com/（英語） 
 
＜サウジアラビア＞ 

Arab news                【Z91-293】 

ジッダ発行。英語。日刊。1975 年創刊。所蔵

期間：2004.1.1- 
サウジアラビアで最も歴史があり、代表的な

英字紙。国内・アラブ世界のニュースを掲載。

発行部数は 110,000 部。 
http://www.arabnews.com/（英語） 
 
＜シリア＞ 

Al Thawra = الثورة 
[al-Thawrah]         【Y775-SN-7】 

ダマスクス発行。アラビア語。日刊。1963 年

創刊。所蔵期間：2007.1.12- 
政府系新聞。バアス党が政権を握った直後に

同党から創刊された。発行部数は 40,000 部。 
http://www.althawranews.net/（アラビア語） 
 
＜トルコ＞ 

Hürriyet           【Y782-SN-2】 

イスタンブール発行。トルコ語。日刊。1948
年創刊。所蔵期間：1971.2.25-（欠多し） 

トルコで最も発行部数の多い一般紙。発行部

数は 495,567 部（2009 年）。政治的には中立

とされている。 
http://www.hurriyet.com.tr/（トルコ語） 
 

Milliyet           【Y782-SN-3】 

イスタンブール発行。トルコ語。日刊。1950
年創刊。所蔵期間：2004.12.19- 
トルコを代表する新聞のひとつで、影響力の

大きな新聞と言われている。発行部数は

200,532 部（2009 年）。政治的には中立とさ

れている。 

http://www.milliyet.com.tr/（トルコ語） 

Hurriyet daily news      【Z91-290】 

イスタンブール発行。英語。日刊。1961 年創

刊（創刊時の紙名は Daily news）。所蔵期

間 ： 2004.1.1-2008.11.1/2 （ Turkish daily 
news ）、 2008.11.3-2011.6.11/12 （ Hurriyet 
daily news & economic review）、2011.6.13-
（Hurriyet daily news） 

現在トルコで刊行中の英字日刊紙の中では最

も歴史がある。発行部数は 6,106 部（2009 年） 
http://www.hurriyetdailynews.com/（英語） 
 

＜バーレーン＞ 

Gulf daily news : the voice of Bahrain 

                【Z91-308】 

マナーマ発行。英語。日刊。1978 年創刊。所

蔵期間：2007.1.1- 
バーレーンを代表する英字紙。発行部数は

11,000 部。国内のニュースを中心に国際ニュ

ースも掲載し、主にバーレーンと湾岸諸国の英

語読者を対象としている。 
http://www.gulf-daily-news.com/（英語） 
 

＜レバノン＞ 

An-nahar = النهار 
[al-Nahār]                    【Y775-SN-6】 

ベイルート発行。アラビア語。日刊。1933 年

創刊。所蔵期間：2007.1.3- 
レバノンを代表する新聞。独立性の高い報道

で幅広い層に読まれているが、特にギリシア正

教のキリスト教徒に人気があるとされる。発行

部数は 50,000 部。 
http://www.annahar.com/（アラビア語） 
 

＜ヨルダン＞ 

The Jordan Times        【Z91-312】 

アンマン発行。英語。週 6 回刊。1975 年創刊。

所蔵期間：2007.1.3- 
ヨルダン最大の政府系アラビア語紙「Al-Rai」

と同じ Jordan Press Foundation が発行。発行

部数は 15,000 部。 
http://jordantimes.com/（英語） 
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書約 38,000 冊及び雑誌、新聞、手稿、写真

資料などを所蔵している。所蔵資料の約 80％
が中国語資料で、残りの 20％は英語やマレー

語の資料である。 

所蔵資料は、研究者や華人関係団体からの

寄贈が多くを占める。寄贈は、国内外から寄

せられており、日本の研究者から寄贈された

日本語資料もある。少数だが、購入すること

もあり、出版社のウェブサイトや目録、華人

関係の学術雑誌の書評を参照し、同センター

の研究員の協力を得て選書している。 

同館の特色ある所蔵資料は、教科書コレク

ションと新聞記事切り抜きコレクションであ

る。教科書コレクションは、1930 年代から

1940 年代にマレーシアの華人学校で使用され

た教科書約 1,700 冊からなり、同館しか所蔵

していない貴重な教科書も多く含まれる。 

新聞記事切り抜きコレクションは、1985 年

の開館時から現在まで、中断することなく継

続され、すでに 150 万件以上もの記事が蓄積

されている。マレーシアの新聞記事アーカイ

ブとしては、他に類を見ない貴重なコレクシ

ョンである。同館では、マレーシアで刊行さ

れている新聞を出来る限り網羅的に収集して

いる。職員は、その全てに目を通し、ほぼ全

ての記事について、書誌情報と 2,000 以上に

細分化された分類記号20を付与して保存して

いる（写真 2）。館内利用に限るが、記事タ

イトル、収録紙、日付などを検索できるシス

テムもある。 

 

 
写真 2 分類記号別にスクラップされた新聞記事 

 

                                 
20 同館のウェブサイト(前掲注 19)で確認できる。 

(3) 資料デジタル化 

 同館は、所蔵資料のうち、新聞記事切り抜

きコレクションのデジタル化に 2011 年から

取り組んでおり、2 名の職員が小型スキャナ

を用いてデジタル画像データを作成している。

ただし、2013 年 11 月現在、デジタル画像閲

覧システムが構築されておらず、利用できる

状態にない。同館では、今後 1～2 年以内に

システムを構築し、会員限定でデジタル画像

の閲覧サービスを開始し、将来は一般公開す

ることも視野に入れている。また、今後は新

聞記事のほか、教科書や写真資料のデジタル

化も行いたいとしている。 

 

おわりに 

―華人関係資料専門図書館の課題と今後 

 以上、華人関係資料を所蔵する専門図書館

を紹介してきた。各館とも、限られた予算や

人員の中で工夫しながら、資料の収集やデジ

タル化を行っていることが分かる。 

一方で、シンガポールとマレーシアという、

隣り合う 2 国に複数の類似機関があるにも関

わらず、機関間での連携が見られないことが

課題であると感じた。例えば、複数の機関で

収集している華人会館資料の書誌情報を共有

して書誌作成にかかる労力を軽減すること、

資料の分担収集と保存により予算や所蔵スペ

ースを節約することが考えられる。 

デジタル化についても、馬華文学館が国立

台湾師範大学と連携している以外には、連携

事例はなかった。小規模図書館にとって、技

術や設備の面で負担が大きいデジタル化作業

を行う際には、国立図書館などの主要図書館

による技術支援など、類縁機関間に留まらな

い連携を検討する価値があると思われる。 

華人研究に欠かせない各図書館の貴重な資

料が、今後、上記のような取組みにより、更

に広く活用できるようになることを期待した

い。 

 

（さいとう まや） 
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＜エジプト＞ 

Al-Ahram = األهرام 
[al-Ahrām]          【Y775-SN-3】 

カイロ発行。アラビア語。日刊。1875 年設立、

1876 年創刊。所蔵期間：1963.5.1-（欠多し） 
エジプトを代表する政府系 3 大新聞の 1 紙。

政権の監督下で政府の公式見解に基づく報道を

行ってきた。発行部数は 900,000 部（金曜版

1,100,000 部）。エジプトの全国ニュース・地

方ニュースに加えて、アラブ世界のニュースを

広く掲載する国際的な紙面構成が特徴。 
http://www.ahram.org.eg/（アラビア語） 
http://english.ahram.org.eg/（英語） 
 
Akhbar el-yom = أخبار اليوم 
[al-Akhbār al-yawm]      【Y775-SN-4】 

カイロ発行。アラビア語。週刊。1944 年創刊。

所蔵期間：1963.7.6-（欠多し） 

政府系 3 大新聞の日刊紙「Al-Akhbar」
（1952 年創刊、発行部数 850,000 部）の土曜

版。国内記事、特に社会記事を多く掲載する。 
http://www.akhbarelyom.com/（アラビア語） 
 
The Egyptian Gazette      【Z91-296】 

カイロ発行。英語。週 6 回刊。1880 年創刊。

所蔵期間：2004.1.1- 
エジプトで最も歴史のある英字日刊紙。発行

部数は 90,000 部。論調は政権寄りと言われて

いる。 
 

Egyptian Mail         【Z91-297】 

カイロ発行。英語。週刊。1914 年創刊。所蔵

期間：2004.1.3 - 
日刊紙「The Egyptian Gazette」の火曜版。 

 

 

 

(2) 電子媒体の新聞 

当館で契約している以下の電子ジャーナルに

は、中東・北アフリカの新聞も収録されており、

紙媒体では収集していない新聞も読むことがで

きる。 

 

LexisNexis 

 欧米諸国の判例・法令・議会情報、世界各国

の新聞・雑誌・通信ニュース、産業・企業情報

を収録するデータベース。「News & Business」
から国・地域を指定して新聞を探すことができ

る。 
アラブ首長国連邦の「Al Ittihad」などアラ

ビア語の新聞も収録されている。 

 

ProQuest Central 

世界各国の 1,300 以上の新聞、ニュース、ウ

ェブサイト等を収録したデータベースの

「ProQuest Newsstand」には、オマーンの

「 Times of Oman」やカタールの「 Qatar 

Tribune」など、英字紙を中心に中東・北アフ

リカの新聞も収録されている。 

 
（おおにし けいこ） 
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アジア情報室の新着資料紹介（2013.10～2013.12） 
 
2013 年 10 月から 12 月までの間に、アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介す

る。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

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

列した。なお、中国、コリア以外のアジア諸地域については、地域・国（各地域内の国は五十音順）
ごとに排列し、その中を、言語別（諸言語、日本語、欧米言語）、請求記号順に排列した。 

 
 

 
1. 中国（香港、マカオ、台湾を含む） 
 
中国語の部 

 

＜政治･法律･行政＞ 
2011 年中国国家安全概览 = A review of China’s 
national security in 2011 / 国际关系学院国际战略
与安全研究中心 [编]. -- 北京 : 时事出版社, 2012.6. 
-- 3, 518p ; 24cm 
ISBN: 9787802325203 AC9-331-C73 

中国の安全保障分野の政策、立法、国内外の情勢、

重大事件、学術成果に関する報告書。「大政方针」

「国际环境」「国内形势」など 5 編からなる。巻末

に付録として「2011 年中国国家安全大事记」を付

す。 
 

＜経済･産業＞ 
中国稅务大词典 / 范立新 主编. -- 北京 : 中國稅務
出版社, 2011.1. -- 2, 2, 55, 684p ; 30cm. 
ISBN: 9787802355897 D2-C164 

徴税に関する用語約 5,000 語を収録。「税收理论」

「税收管理」「国际税收」など 6 部分に大別し、そ

れぞれその中を細分して排列。巻末に拼音順の索引

を付す。 
 

中国城市竞争力报告 = Annual report on China’s 
urban competitiveness. No. 11, 新基准 : 建设可持

续竞争力理想城市 / 倪鵬飞 主编. -- 北京 : 社会科
学文献出版社, 2013.5. -- 3, 4, 442p ; 24cm 
ISBN: 9787509745755 DC157-C168 

2012 年における中国、香港、澳門および台湾の

293 都市の総合的経済競争力および 287 都市の住環

境、商業、情報、文化など主題別の競争力に関する

報告書。「总体报告」「可持续竞争力分项报告」

「区域报告」など 4 部分からなる。 
 
中国经济数字地图  = The atlas of economic 
indicators of China. 2012-2013 / 成思危 名誉主编 ; 
李毅 总主编 ; 武力 本书主编. -- 北京 : 科学出版社, 
2013.6. -- vii, 248p ; 26cm. -- (科学版经济数字地图
系列) 
ISBN: 9787030370853 DC157-C248 
 中国のマクロ経済、国際収支、外貨準備、金融、

収入分配、社会保障、三農問題などについて図表や

統計を収録。「新形势下的中国经济发展」「资源、

环保、节能减排」「人口、就业和社会保障」など 

 
10 章からなる。 
 
中国证券业发展报告. 2013 / 中国证券业协会 编. –  
北京 : 中国财政经济出版社, 2013.4. -- 1, 5, 368p ; 
26cm 
ISBN: 9787509544471 DF178-C11 
 中国の証券業界や、投資会社、コンサルティング

など各業種の現況と展望、証券分野における情報技

術の発展、コンプライアンスとリスク管理などに関

する報告書。「总报告」「分报告」「专题报告」の

3 部分からなる。 
 
中国信托业发展报告. 2013 / 中国人民大学信托与基
金研究所 著. -- 北京 : 中國經濟出版社, 2013.4. -- 1, 
12, 335p, 図版 7枚 ; 29cm. -- (中国人民大学中国财
政金融政策研究中心系列报告) 
ISBN: 9787513623650 DF281-C1 

中国の信託業とその関連企業、商品、市場、政策

法規などに関する報告書。「2012 年中国信托业回
顾与展望」「信托机构」「信托业务与集合资金信托

产品」など 6 章からなる。巻末に「中国银监会关于

加强 2012 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导
意见」「基金管理公司特定客户资产管理业务试点办

法」など 9 の付録を付す。 
 
中国电子商务报告 = China’s e-commerce. 2012 年  
/ 中华人民共和国商务部 [编]. -- 北京 : 清华大学出
版社, 2013.5. -- XV, 130p ; 26cm 
ISBN: 9787302323167 DH3-C2  

中国の電子商取引に関する環境整備、各産業での

活用状況、各都市の動向などに関する報告書。

「2012 年中国电子商务发展概况」「中国电子商务

发展环境」「中国电子商务应用状况」など 5 章から

なる。巻末に「我国已经颁布实施的电子商务标准」

「2011-2012 年我国电子商务相关政策、法规目录汇
总」など 5 の付録を付す。 
 
中国第三部门观察报告 = Observation report on 
the third sector of China. 2013 / 康晓光, 冯利 主
编. -- 北京 : 社会科学文献出版社,2013.1. -- 2, 4, 2, 
381p ; 24cm 
ISBN: 9787509741184 DH151-C8  
 中国の非営利団体や公益事業組織の現状や活動の

具体例などに関する報告書。「总报告」「分报告」

「典型案例」など 4 部分からなる。 
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劣化資料や貴重資料を除いて全ての資料が開

架されている。 

 

(2) 所蔵資料 

同館は、王賡武教授の寄贈書約 2 万冊や、

華人会館の刊行物や東南アジア史研究書など

約 6 万冊の華人関係資料を所蔵する。資料の

ほぼ全てが寄贈によるもので、ほとんど購入

していないのが特徴である。寄贈資料は、世

界各地の会館や大使館のほか、同館を訪問し

た研究者からも多く寄せられている。 

同館によると、世界各国の華人会館や華人

学校資料はこれまで比較的順調に収集できて

おり、世界各国で刊行された華人関係資料が

書架に並ぶ。ただ、日本の刊行物が、その華

人人口15に比して少ないのが課題であるとい

う。米国と比較しても、収集冊数は 10 分の

１以下に留まり、日本の華人刊行物の多くが

未収であると考えられている。そのため、今

後は、来館した日本の研究者から情報を収集

し、日本の華人会館などの関係機関に寄贈を

呼びかける予定である。 

同館の特色ある所蔵資料は、「早期教科書

コレクション（早期课本特藏）」である。こ

のコレクションは、1920 年代から 1970 年代

に中国、シンガポール、マレーシアなどの華

人学校で使用された教科書 2,000 冊以上から

なる。科目は、英語、マレー語、歴史が中心

であるが、仏教系華人学校で使用された教科

書が多いため、仏典解釈など仏教学の教科書

も多く含まれる。早期教科書コレクションは、

館内に設けられた専用の閲覧室（写真 1）で

閲覧できる。このコレクションは、申請すれ

ば誰でも閲覧できるほか、コレクションのう

ち約 120 冊は、閲覧室内に開架されており、

自由に手に取ることができる。 

                                 
15 法務省「平成 25 年 6 月末現在における在留外国人

数について（確定値）」(http://www.moj.go.jp/ 
nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00037.h
tml)及び「帰化許可申請者数等の推移」(http:// 
www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html)から、

日本の華人人口は 80 万人程度と推測される。 

 
写真 1 小学校の教室をイメージしたデザインの早期

教科書コレクション閲覧室 
 

(3) 資料デジタル化 

所蔵資料のうち、早期教科書コレクション

は、特に利用が多く、劣化が進んでいる。こ

のコレクションは、他機関では所蔵されてい

ない貴重な資料を多く含むため、同館は、資

料保存のためのデジタル化に取り組んでいる。

2013 年 11 月時点では、表紙や目次部分のみ

をデジタル化しており、その画像を閲覧室内

に設けられたタッチパネル式のモニターで閲

覧できる。同館は、早期教科書コレクション

の全文デジタル化とデジタル画像の外部公開

を目指している。しかし、作業にあたる人員

は、職員 2 名とアルバイトの学生のみと不足

しており、また予算の問題もあって、実現の

目途は立っていない。 

 

4．南方大学学院図書館馬華文学館16 

(1) 概要 

 マレーシアの南方大学学院は、1990 年に設

立された華人学校であり、シンガポールとの

国境に近い、ジョホール州のスクダイに位置

する。馬華文学館（马华文学馆）は、南方大

学学院図書館の 2 階に設置される、マレーシ

ア華人文学の専門図書館である。同館は、マ

ラヤ大学中文系の呉天才准教授の寄贈書約

3,000 冊をはじめ、研究者や研究機関から多

数の寄贈を受けて、1998 年に設立された。 

同館の人員は、兼任職員 1 名、非常勤職員

1 名のみである。小規模ながらも、資料を収

                                 
16 http://lib.sc.edu.my/index.php/en 
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中 国 农 民 状 况 发 展 报 告  = Chinese peasants 
development report. 2012, 经济卷 / 徐勇 [ほか] 
著 . -- 北京 : 北京大學出版社 , 2013.6. -- 1, 2, 
530p ; 23cm. -- (教育部哲学社会科学系列发展报告 

= MOE serial reports on developments in 
humanities and social sciences) 
ISBN: 9787301225882 DM358-C77 

中国における農民の農地、農業機械、家族構成、

教育程度、収入、支出、生活満足度などに関する報

告書。「上篇 农民生产状况」「下篇 农民生活状况」

の 2 に大別し、上篇は「生产资料」「生产者」など

5 章からなり、下篇は「生活资料」「农民收入」な

ど 3 章からなる。 
 

中国煤炭工业统计资料汇编 : 1949-2009 / 中国煤炭
工业协会 编. -- 北京 : 煤炭工业出版社, 2011.9. -- 
4, 847p, 図版 2 枚 ; 30cm 
ISBN: 9787502036102 DT633-C3 

中国の地域別の石炭産出量、炭鉱の採掘量や設備

投資、労働者の人数や賃金、福利厚生、死亡事故件

数などの石炭産業に関する 112 の統計表を収録。

「综合生产」「基建投资」など 10 部分からなる。 

 

＜社会・労働＞ 

醫療品質政策白皮書. 2012 / 行政院衛生署醫療品質
政策諮詢委員會  編 . -- 台北  : 行政院衛生署 , 
2012.11. -- 1 冊 ; 30cm 
ISBN: 9789860345063  EG225-C31 

台湾の医療行政に関連する組織とその所掌、各組

織の業務計画、病院の評価指標、現行の医療政策の

概要および運用状況や今後の政策などに関する報告

書。「背景」「運作方式與規劃歷程」など 6 章から

なる。巻末に「行政院衛生署醫療品質政策諮詢委員

會設置要點」「醫療品質政策發展論壇議程及建議彙

總」など 18 の付録を付す。 

 

＜教育＞ 

中国太极拳大百科  = Encyclopedia of Chinese 
Taijiquan  / 余功保 主編. -- 北京 : 人民体育出版
社, 2011.12. -- 33, 638p ; 29cm 
ISBN: 9787500940845  FS37-C19 

太極拳に関する用語、人物、文献など 4,489 項目

を収録。排列は拼音順。巻末に拼音順の分類索引を

付す。 

 
＜歴史・地理＞ 

岭南姓氏族谱辑录 / 骆伟 编著. -- 广州 : 广东人民
出版社, 2012.12. -- 5, 2, 12, 572p ; 27cm 
ISBN: 9787218083582  GE2-C289 

広東、海南、香港、マカオなどの地域の宗族の族

譜 4,140 タイトルについて書名、編著者、刊行年、

版本、宗族の由来、所蔵機関などを収録。「总录」

と「分录」の 2 部分からなる。「总录」は異なる宗

族を含む通譜などの族譜、郷土文献を収録。「分录」

は姓氏別の族譜を収録。巻末に「岭南姓氏族谱数量

表」「岭南姓氏族谱分布表」など 4 の付録を付す。 

 

高句丽研究文献目录 : 1952-2012 年 / 耿铁华, 李乐
营 主编. -- 長春 : 吉林大学出版社, 2013.1. -- 5, 
248p ; 24cm 

ISBN: 9787560196893  GE3-C18 
中国で発表された高句麗研究文献約 3,000 タイト

ルについて書名、編著者、収録誌、刊行年などを収

録。「第一部分 著作」「第二部分 论文」「第三部

分 博士、硕士论文」「第四部分 学者高句丽研究目

录」の 4 部分からなり、その中をさらに細分して排

列。第一部分から第三部分は年代順、第四部分は筆

画順に排列。 

 

2012 年-2013 年大陸情勢總觀察暨展望 / 中共研究
雜誌社編輯委員會 編輯. -- 新北 : 中共研究雜誌社, 
2013.1. -- 128p ; 27m 
ISBN: 9789579907163  GE341-C324 

中国共産党の政治、社会、軍事、外交、対台湾政

策および中国の社会、経済についての 2012 年の情

勢と今後の展開に関する報告書。「中共黨政情勢觀

察暨展望」「大陸社會情勢觀察暨展望」など 6 部分

からなる。巻末に「2012年大事紀要」を付す。 
 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国现代戏剧总目提要 / 董健 主编. -- 修订版. -- 北
京 : 中國戲劇出版社, 2012.12. -- 3, 60, 1835p ; 
31cm 
ISBN: 9787104038771  KD1-C15 

2003 年刊の増補改訂。1899 年から 1949 年に創

作、改作された演劇 5,830 件について演目、劇種別、

作者、版本、あらすじを収録。排列は年代順。巻末

に「待考剧目」のほか、拼音順の演目索引および作

者索引を付す。 
 
2013 中国电影产业研究报告 = The research report 
on Chinese film industry / 中国电影家协会产业研
究中心 编. -- 北京 : 中国电影出版社, 2013.4. -- 6, 
246p ; 26cm 
ISBN: 9787106036317 KD671-C138 
 中国の映画産業の概況、投融資、製作技術、売上

げなどに関する報告書。「2012 年电影投融资分析」

「2012 年电影营销分析」など 9 章からなる。巻末

に付録として「2012 年电影产业发展业界观点综述」

を付す。 

 

簡明日漢詞典 / 劉和民 [ほか] 作. -- 增訂版. -- 香
港 : 商務印書館, 2011.5. -- vi, 1150p ; 21cm 
ISBN: 9789620702983 KK12-C386 
 

新華字典 : 纪念版 : 附四角号码检字表. -- 第 11
版. -- 北京 : 商務印書館, 2012.10. -- 2, 235, 711p ; 
22cm 
ISBN: 9787100093729 KK12-C388 
 

商代金文全編 / 畢秀潔 编著. -- 北京 : 作家出版社, 
2012.12. -- 4 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787506364072 KK24-C257 
 殷代の青銅器 6,271 件に記された古漢字について

2011 年末までに刊行された拓本から採録した字形

とその出典を収録。「正編」「合文」「附錄」など

8 に大別し、その中をさらに細分して排列。第 4 冊

は「商代有銘銅器著錄表」「商代有銘銅器索引」な

どのほか、筆画順および拼音順の索引を付す。 
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普通話廣州話用法對比詞典 / 周無忌, 歐陽覺亞, 饒
秉才 編著. -- 香港 : 商務印書館, 2011.12. -- 28, 
371p ; 21cm 
ISBN: 9789620703225 KK46-C19 
 普通話 2,053 語と広州話 2,696 語を含む同義語の

組み合わせ 766 項目について用法と例文を収録。「

自然、時空」「人體」など 14 に大別して排列。巻

頭に筆画順索引のほか、巻末に付録として「廣州話

拼音方案」「廣州話特殊字表」を付す。 

 

達悟語詞典 = Yami (Tao) dictionary / 董碼女, 何德
華, 張惠環 編. -- 臺北 : 臺大出版中心, 2012.5. -- 
xxv, 302, xi, 338p ; 24cm 
ISBN: 9789860325195 KL122-C2 
 台湾のタオ語の語彙 6,450 語について発音記号と

語義、用例、派生語を収録。中国語部分と英語部分

からなり、ともにタオ語のアルファベット順に排列。

中国語部分の末尾に注音符号順の中国語とタオ語の

対照表を、英語部分の末尾にアルファベット順の英

語とタオ語の対照表を付す。 

 

＜科学技術＞ 

海峡两岸大气科学名词 / 海峡两岸大气科学名词工
作委员会 [编]. -- 第 2 版. -- 北京 : 科学出版社, 
2012.8. -- ix, 325p ; 27cm 
ISBN: 9787030351722 ME2-C20 
 初版は 2002 年刊。正篇と副篇の 2 篇からなる。

それぞれ大気科学に関する約 6,000 語について大陸

名、台湾名、英語名を対照。排列は正篇が大陸名の

拼音順、副篇が英語名のアルファベット順。 

 

新华网络语言词典 / 汪磊 主编. -- 北京 : 商務印書
館, 2012.8. -- 233p ; 19cm 
ISBN: 9787100085915 ND2-C22 
 俗語、略語などを含むインターネットで使われる

用語 2,946 語を収録。排列はアルファベット順。巻

末に付録として顔文字などの記号表現 280 件を付す。 

 

东亚高等植物分类学文献概览  = The outline of 
taxonomic literature of Eastern Asian higher 
plants / 马金双 著 . -- 北京  : 高等教育出版社 , 
2011.8. -- XI, 4, 4, 505p ; 27cm 
ISBN: 9787040329483 RA1-C2 
 中国およびアジア、欧米諸国で発行された高等植

物分類学に関する文献約 1,600 タイトルについて書

名、出版者、編著者、ページ数などを収録。「图书

类」「期刊类」の 2 部分からなる。「图书类」は「

检索类」「植物类」など 8 に大別し、その中をさら

に細分して排列。「期刊类」は「中国期刊」「外国

期刊」の 2 に大別し、それぞれその中を細分して創

刊年順に排列。巻末に「世界主要植物标本馆(室)简

介」「植物分类学常用网站」など 18 の付録のほか、

アルファベット順および拼音順の人名索引、植物名

索引、書名索引を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

图书馆学情报学大辞典 / 丘东江 主编. -- 北京 : 海
洋出版社, 2013.3. -- 1638p ; 27cm 

ISBN: 9787502783440 UL2-C26 
 『新编图书馆学情报学辞典』（科学技术文献出版

社 2006 年刊）の増補。図書館情報学に関する用語、

人物、機関など 13,000 余項目を収録。排列は拼音

順。巻末に拼音順およびアルファベット順の索引の

ほか、「专业缩略语」「主要专业期刊」など 10 の

付録を付す。 

 

欧文の部 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

A comprehensive Manchu-English dictionary / 
Jerry Norman ; with the assistance of Keith Dede 
and David Prager Branner. -- Cambridge, MA : 
Harvard University Asia Center, 2013. -- xxvi, 418 
p. ; 26cm. -- (Harvard-Yenching Institute 
monograph series ; 85) 
ISBN: 9780674072138 (alk. paper) (KJ92-P7) 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
日中中日物流用語集 / 根岸宏和 編. -- 東京 : オー

シャンコマース, 2013.9. -- 241p ; 19cm 
英語・中国語併載. 

ISBN: 978-4-900932-57-9 D2-L28 
 

日中経済産業白書. 2012/2013 (逆風転じ中国ビジネ

ス新展開の道探れ). -- 東京 : 日中経済協会, 2013.7. 
-- 238p ; 26cm 
ISBN: 978-4-88880-191-1 DC157-L22 
 

中国データ・ファイル. 2013 年版 / ジェトロ 編. -- 
東京 : ジェトロ, 2013.8. -- 358p ; 30cm. -- (海外調

査シリーズ ; no. 390) 
年表あり. 

ISBN: 978-4-8224-1127-5 DC157-L30 
 

中国法務ハンドブック / 森川伸吾, 住田尚之, 谷友

輔, 岩井久美子, 金子広行 著. -- 東京 : 中央経済社, 
2013.9. -- 343p ; 21cm 

索引あり. 

ISBN: 978-4-502-07410-3 DE151-L94 
 
 
 
2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
주요국 국회의원직 한눈에 보기 / 국회도서관[編]. -
- 서울 : 국회도서관, 2012.5. -- viii, 164p ; 23cm + 
CD-ROM 1 枚 (12cm), -- (한눈에 보기 = Fact 
book ; 28) 
文献あり. 
（主要国国会議員職 一目で見る） A241-K4 

 
북핵일지 : 1955~2009 / 조민, 김진하 [編]. -- 서울 : 
통일연구원, 2009.12. -- 89p ; 23cm, --
(KINU정책연구시리즈 ; 09-05) 
ISBN: 9788984795471 
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（北核日誌 : 1955~2009） AK3-311-K35 
北朝鮮の核開発の歴史を整理して、1955 年 3 月

から 2010 年 1 月 15 日までの出来事を時系列順に

排列。 
 
한국정치와 헌법재판소 / 박재형 지음. -- 파주 : 
집문당, 2010.6. -- 348p ; 23cm 
漢字タイトル: 韓國政治와 憲法裁判所. 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788930314732 
（韓国政治と憲法裁判所） AK4-211-K31 

韓国の政治過程における憲法裁判所の政治的性格

と機能を分析した研究書。「序論」「概念及び理論」

「韓国政治と憲法裁判所：主要判例」「韓国政治と

憲法裁判所：裁判官の構成」「結論にかえて」の 5
章構成。巻末にハングル字母順の索引を付す。 
 
제 18 대 국회의원 선거 투표행태 : 2008 년 총선 
과정을 생생하게 밝혀주는 선거여론조사 자료집 / 
한국갤럽 [編]. -- 서울 : 한국갤럽, 2008.12. -- 
349p ; 26cm 
ISBN: 9788993516050 
（第 18 代国会議員選挙投票行態） AK4-251-K41  
 
歷代大統領選擧狀況 : 初代~第 14 代 / 中央選擧管

理委員會 [編]. -- [出版地不明] : 中央選擧管理委員

會, 1996.12. -- 367p ; 27cm AK4-251-K42 
初代（1948 年 7 月 20 日）から第 14 代（1992 年

12 月 18 日）までの韓国大統領選挙について、当選

者、候補者登録状況、投票状況等を収録。巻末に付

録として「歴代 副統領選挙状況（総括）」「歴代 

副統領選挙」を付す。 
 
제 19 대 국회의원선거총람 : 2012.4.11. 시행 / 
중앙선거관리위원회 선거 1 과 편집. -- 과천 : 
중앙선거관리위원회 선거 1과, 2012.11. -- 1378p ; 
27cm 
（第 19 代国会議員選挙総覧 : 2012.4.11.施行）  
 AK4-251-K43 

2012 年 4 月 11 日実施の第 19 代国会議員選挙・

国会議員在外選挙について、概況、選挙事務管理、

違反行為の監視・取締、公明選挙・マニフェスト政

策選挙の推進活動などを収録。各選挙の統計や当選

者・候補者名簿、候補者別・政党別の得票状況、同

時に実施された世宗特別自治市の市長・教育監選挙

や地方自治団体の長・地方議会議員の再・補欠選挙

についても収録。 
 
大韓民國選擧史. 第 1 輯: 1948.5.10~1972.10.16 / 
中央選擧管理委員會 [編]. -- [出版地不明] : 中央選

擧管理委員會, 1973.12. -- 1650p ; 27cm 
 AK4-251-K44 
 
大韓民國選擧史. 第 2 輯: 1972.10.17~1973.12.31 / 
中央選擧管理委員會 [編]. -- 再版. -- [出版地不明] : 
中央選擧管理委員會, 1981.8. -- 736p ; 27cm 
 AK4-251-K45 
 

지방행정구역요람 / 행정안전부 [編]. -- 서울 : 

행정안전부, 2009.12-2012.12. -- 冊 ; 26cm 
2009년도 -- 2012년도. 
（地方行政区域要覧） AK4-391-K49 
 2012 年 7 月現在の 17 市道（広域自治団体）、74
市、84 郡、69 自治区について、市・郡・区ごとに

沿革、下部行政区域（邑・面・洞）、人口・面積の

推移、略図などを収録。沿革は 13 道制が実施され

た 1896 年以後のものを重点的に収録。巻末に「未

収復地区行政区域」「機関別所在地一覧」の付録を

付す。 
 
勞動法 / 李相潤 著. -- 第 13 全面改訂版. -- 파주 : 
法文社, 2013.2. -- lvi, 1038p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788918089331 AK4-512-K12 

韓国の労働関係法令の解説書。「総則」「個別的

勤労関係」「集団的労使関係」の 3 編構成。第 13
全面改訂版では、直接雇用・間接雇用の概念、年棒

制、外国人勤労者、勤労時間免除制度等について、

説明を追加する。巻末に時系列順の判例索引と、ハ

ングル字母順の事項索引を付す。 
 
외교통상업무 참고자료 : 2011 / 외교통상부 
정책기획관 정책분석담당관실 편집. -- [서울] : 
외교통상부 정책기획관 정책분석담당관실, 2011.5. 
-- 186p ; 17cm 
（外交通商業務参考資料 : 2011） AK4-631-K4 
 
천안함 피격사건 : 합동조사결과 보고서 / 대한민국 
국방부 [編]. -- [서울] : 대한민국 국방부, 2010.9. -- 
289p ; 27cm 
ISBN: 9788976777119 
（天安艦被撃事件 : 合同調査結果報告書） 
 AK4-651-K35 
 
한국군 무기연감 = ROK Military Weapon Systems. 
2012-2013 / 방위사업청 감수 ; 안승범, 오동룡 
지음. -- 개정판. -- 서울 : 디펜스타임스, 2012.9. -- 
518p ; 22cm 
索引あり.  
ISSN: 2287-464x 
（韓国軍武器年鑑.改訂版） AK4-651-K36 
 
역사 속의 사법부 / 사법발전재단 [編]. -- [서울] : 
사법발전재단, 2009.12. -- 698p ; 26cm 
索引あり. 
ISBN: 9788993171136 
（歴史の中の司法府） AK4-771-K39 
 
민사소송법 / 김상수 지음. -- 서울 : 법우사, 2013.2. 
-- xxxiv, 544p ; 26cm + 付図 1 枚. 
索引あり. 
ISBN: 9788997060184 
（民事訴訟法） AK4-771-K40 

韓国の「民事訴訟法」の解説書。学生を主たる読

者として想定し、判例を多数参照しつつ、基本的な

内容を中心に解説する。巻末にハングル字母順の事

項索引と、時系列順の判例索引を付す。 
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＜経済･産業＞ 

세계를 향한 KOTRA 50 : 1962~2012 / KOTRA [編]. 
-- 서울 : KOTRA, 2012.6. -- 3 冊 ; 26cm 
年表あり. 
제 1 권. KOTRA 50 년 발자취 -- 제 2 권. 해가 
지지 않는 KOTRA, 도전하는 코트라맨 -- 제 3 권. 
화보로 보는 KOTRA 50년. 
（世界を目指す KOTRA50 : 1962~2012） D3-K74 
 
2011/2012 해외진출 한국기업 디렉토리 = 
Overseas Korean business directory / KOTRA [編]. 
-- 서울 : KOTRA, 2011.12. -- 3 冊 ; 26cm 
索引あり. 
상. 세계편 -- 중. 아시아･대양주편 -- 하. 중국편. 
ISBN: 9788994348209 (상) -- 9788994348223 (중) 
-- 9788994348216 (하) 
（2011/2012 海外進出韓国企業ダイレクトリー） 
 D4-K35 
 
대한민국의 화폐 : 1950 년 한국은행 창립 이후 / 
한국은행 [編]. -- 서울 : 한국은행, 2010.2. -- 88p ; 
30cm 
ISBN: 9788992858328 
（大韓民国の貨幣 : 1950 年韓国銀行創立以後） 
 DF27-K8 

1950 年の韓国銀行創立以後発行された銀行券・

硬貨・記念硬貨について、図案とともに発行背景と

特徴を収録。巻末に貨幣別流通期間一覧表を付す。 
 
한국의 관광자원 / 최기종 저. -- 제 2 판. -- 서울 : 
기문사, 2010.6. -- 404p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9788977234512 
（韓国の観光資源） DK261-K21 
 
원자력 발전과 폐기물 관리 한눈에 보기 / 
국회도서관 [編]. -- 서울 : 국회도서관, 2013.6. -- 
156 p ; 23cm + CD-ROM 1 枚 (12cm), -- (한눈에 
보기 = Fact Book ; 35) 
文献あり. 
年表あり. 
（原子力発電と廃棄物管理 一目で見る） DL211-K2 

韓国内外の原子力発電及び放射性廃棄物の現況や

関連施策を整理した資料集。「韓国の原子力発電と

放射性廃棄物の現況（第Ⅱ-Ⅲ章）」「主要国の放

射性廃棄物管理政策（第Ⅳ章）」「韓国国内の関連

組織、法令、予算（第Ⅴ-Ⅶ章）」「国会での議論

及び各界の見解（第Ⅷ章）」に大別し、関連データ

を収録する。 
 
장래인구추계 : 2010 인구주택총조사 기준 = 
Population projections for Korea : 2010∼2060 : 
based on the 2010 census : 2011년 12월 추계 / 
통계청 [編]. -- 대전 : 통계청, 2012.2. -- vi, 378p ; 
26cm 
（将来人口推計 : 2010 人口住宅総調査基準 : 2010
∼2060 : 2011 年 12 月推計） DT231-K4-K22 

2010 年の人口住宅総調査の結果をもとに今後 50
年間の全国人口を推計。出産・死亡・国際移動の人

口変動要因を中位・高位・低位に設定した推計のほ

か、各要因のレベルを変えて組み合わせた推計、出

産を現水準とした推計、国際移動を無とした推計の

結果を収録。 
 
＜社会・労働＞ 

2011 언론수용자 의식조사 / 한국언론진흥재단 
[編]. -- 서울 : 한국언론진흥재단, 2011.12. -- 344p ; 
26cm, -- (조사분석 ; 2011-03) 
ISBN: 9788957113066 
（2011 言論受容者意識調査） EC235-K5 

新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネット、

携帯端末といったメディアについて、利用形態と利

用者の認識を調査した報告書。満 18 歳以上の国民

5,000 名に対する調査結果の解説と統計データを収

録する。 
 
＜教育＞ 

서울大人名錄 : 2012 / 서울大學校總同窓會 [編]. -- 
서울 : 서울大學校總同窓會, 2012.2. -- 3 冊 ; 26-
27cm 
1. 1895~1999 -- 2. 2000~2011 -- 3. 人名索引. 
（ソウル大人名録 : 2012） F2-K11 

同大学校の卒業生及び大学院修了者約 37 万名に

ついて、氏名、入学年度、現在の職業、住所、電話

番号を収録（現在の職業以下 3 項目は、一部のみ収

録）。「Ⅰ 1895-1999 年」「Ⅱ 2000-2011 年」

「Ⅲ 人名索引」の 3 冊からなり、Ⅰ、Ⅱは卒業年

度で大別した後、その中を学部学科別に区分し、氏

名のハングル字母順に排列する。Ⅲの排列は氏名の

ハングル字母順。 
 
초･중등학교 교육과정 총론 : 교육과학기술부 고시 
제 2012-31 호 [별책 1] / 교육과학기술부 [編]. -- 
[서울] : 교육과학기술부, 2012.12. -- vi, 35p ; 26cm 
（小･中等学校教育課程総論 : 教育科学技術部告示

第 2012-31 号[別冊 1]） FC41-K2 
 
학교폭력 한눈에 보기 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2013.8. -- 135p ; 23cm + CD-ROM 1 枚 
(12cm), -- (한눈에 보기 = Fact Book ; 36) 
文献あり. 
（学校暴力 一目で見る） FC54-K1 

韓国内外の学校暴力（学生に対する身体・精神・

財産上の被害を伴う行為）の現況や関連施策を整理

した資料集。「学校暴力の現況（第Ⅱ章）」「学校

暴力対策（第Ⅲ章）」「主要国の学校暴力対策（第

Ⅳ章）」「韓国国内の関連組織、法律、予算（第Ⅴ

-Ⅶ章）」「国会での議論及び各界の見解（第Ⅷ

章）」に大別し、関連データを収録する。 
 
서울대학교 60 년사 / 서울대학교 60 년사 
편찬위원회 편. -- 서울 : 서울대학교, 2006.10. -- 
xxxi, 1099p, 図版 17 枚 ; 27cm 
折り込図あり.  
年表あり. 
文献あり.  
（ソウル大学校 60 年史） FD11-K140 
 
＜歴史・地理＞ 

한국사 연표 : 북한･세계사 포함 / 백태남 편저. -- 
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증보 개정. -- 서울 : 기운센, 2013.4. -- 719p ; 22cm 
タ イ ト ル 関連情報: 우리 역사와 세계 역사가 
만나는. 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788996817567 
（韓国史年表 : 北韓･世界史含む） GE9-K20 

先史時代から現代（2012 年 12 月）までの期間を

収録。「歴代王一覧」「年号一覧」「年表」「索引」

からなる。「索引」の排列はハングル字母順で、約

1 万項目を収録する。 
 

한국의 역사와 문화 / 한국사교양교재편찬위원회 
지음. -- 춘천 : 강원대학교 출판부, 2010.2. -- 370p ; 
22cm 
文献あり. 
ISBN: 9788971572740 
（韓国の歴史と文化） GE121-K178 
 
고려묘지명집성 색인 : 원문･역주 / 김용선 역주. -- 
개정중판. -- 춘천 : 한림대학교 출판부, 2012.1. -- 
vii, 461p ; 24cm 
ISBN: 9788964020210 
（高麗墓誌銘集成索引 : 原文･訳注） GK15-K68 
 

매헌윤봉길전집 = The complete works of patriot 
Maeheon Yun Bong-Gil : 별책 해제･총목차 / 
매헌윤봉길전집편찬위원회 편. -- 서울 : 
매헌윤봉길의사기념사업회, 2012.6. -- 384p ; 27cm 
ISBN: 9788959335527 
（梅軒尹奉吉全集 : 別冊解題･総目次） GK269-K4 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국 역대 서화가 사전 = Dictionary of Korean 
painters and calligraphers through the centuries / 
김지연, 황정연, 김명주, 유미나, 김경미, 신광희 
편집. -- 대전 : 국립문화재연구소 
미술문화재연구실, 2011.11. -- 2 冊 ; 27cm 
漢字タイトル: 韓國歷代書畵家事典. 
文献あり. 
상. 가서일 - 의호 -- 하. 이가환 - 희원. 
ISBN: 9788963257754 (상) : 9788963257754 (하) 
（韓国歴代書画家事典） K9-K9 
 
유네스코지정 한국세계문화유산 : 1995-2009 / 
김연경, 문홍일 지음. -- 서울 : 솔과학, 2010.9. -- 
169p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 9788992988490  
（ユネスコ指定韓国世界文化遺産 : 1995-2009） 
 K144-K88 
 
한국의 전통색 : 한국 문화와 色의 비밀 / 이재만 
저. -- 서울 : 일진사, 2011.4. -- 209p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9788942912230 
（韓国の伝統色 : 韓国文化と色の秘密） KC418-K2 
 
K･POP 세계를 홀리다 : 1970 년대부터 현재까지 
한국 대중음악의 성장기 / 김학선 지음. -- 서울 : 

을유문화사, 2012.4. -- 407p ; 23cm 
奥付 タ イ ト ル : K･POP 세계를 홀리다 : 
1970 년대부터 현재까지 한국 대중음악을 만든 
사람들. 
ISBN: 9788932471938 
（K･POP 世界を魅入らせる : 1970 年代から現在ま

での韓国大衆音楽の成長記） KD841-K5 
 韓国の大衆音楽について、1970 年代以後を 10 年

ごとに区切り、その年代の解説、主要な歌手、代表

的な音盤を収録。 
 
제주속담사전 / 고재환 지음. -- 개정 증보판. -- 
서울 : 민속원, 2013.3. -- 서울 : 민속원, 2013.3. -- 
774p ; 24cm 
漢字タイトル: 濟州俗談辭典. 
索引あり. 
ISBN: 9788928504381 
（済州ことわざ辞典） KJ42-K213 
 
우리말 형태소 사전 / 백문식 편찬. -- 서울 : 
박이정, 2012.8. -- 1257p ; 26cm 
ISBN: 9788962923223 
（韓国語形態素辞典） KJ42-K214 
 
외래어와 외국어 표현 3300 = Useful loanword & 
expression of foreign language in Korean : 알수록 
스마트 smart 해지는 한국어 / 조형일, 남주혜 지음. 
-- 서울 : 역락, 2012.4. -- 508p ; 23cm 
ISBN: 9788955569865  
（外来語と外国語の表現 3300 : 分かるほどスマー

トになる韓国語） KJ42-K216 
 
敎學 大漢韓辭典 / 李家源, 安炳周 監修 ; 
大漢韓辭典編纂室 編. -- 서울 : 교학사, 1998.9. -- 
2 冊 ; 27cm 
[本文] -- 索引.  
ISBN: 9788909180122 KJ42-K219 
 
한눈에 알아보는 공문서 바로 쓰기 / 국립국어원 
[編]. -- 서울 : 국립국어원, 2009.12. -- 91p ; 23cm 
索引あり. 
（一目でわかる公文書の正しい書き方） KJ43-K285 
 
국어문법 = A Korean grammar / 서정수 저. -- 
서울 : 집문당, 2013.3. -- xv, 1568p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788930315685 
（国語文法） KJ43-K287 
 
한국어의 발음 = The pronunciation of Korean / 
배주채 지음. -- 2판, 개정판. -- 서울 : 삼경문화사, 
2013.3. -- 384p ; 25cm 
索引あり. 
ISBN: 9788988408360 
（韓国語の発音） KJ43-K288 
 
개정 조선어방언학 / 김영황 지음. -- 파주 : 태학사, 
2013.6. -- 334p ; 23cm 
ISBN: 9788959665877 
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（改訂朝鮮語方言学） KJ43-K289 
 
＜科学技術＞ 

한국토종약용식물도감 / 정진해, 권영숙, 김경은 
공저. -- 서울 : 학연문화사, 2012.6. -- 2 冊 ; 25cm 
초본류. -- 목본류. 
ISBN: 9788955082753 (set) -- 9788955082760 
(초본류) -- 9788955082777 (목본류) 
（韓国土種薬用植物図鑑） SD2-K6 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
「日本の朝鮮統治」を検証する : 1910-1945 / ジョ

ージ・アキタ, ブランドン・パーマー 著 ; 塩谷紘 
訳. -- 東京 : 草思社, 2013.8. -- 310p ; 20cm 
背のタイトル (誤植) : 「日本の朝鮮統治を」検証す

る.  
ISBN: 978-4-7942-1997-8  DC664-L2 
 
LINE を生んだ NAVER の企業哲学 : 韓国最強企業

の成功方程式 / イムウォンギ 著 ; 吉原育子 訳. -- 
東京 : 実業之日本社, 2013.6. -- 183p ; 19cm 
ISBN: 978-4-408-10998-5 DK411-L54 
 
ハモの旅、メンタイの夢 : 日韓さかな交流史 / 竹
国友康 著. -- 東京 : 岩波書店, 2013.7. -- 246,3p ; 
19cm 
文献あり 
索引あり.  
ISBN: 978-4-00-024473-2 DM621-L7 
 
＜歴史・地理＞ 
韓国強制併合一〇〇年 : 歴史と課題 : 国際共同研

究 / 笹川紀勝, 邊英浩 監修 ; 都時煥 編著. -- 東
京 : 明石書店, 2013.8. -- 493p ; 22cm 
ISBN: 978-4-7503-3869-9 GB441-L11 
 
概説韓国考古学 / 韓国考古学会 編 ; 武末純一 監
訳  ; 庄田慎矢 , 山本孝文  訳 . -- 東京  : 同成社 , 
2013.10. -- 497p ; 21cm 
ISBN: 978-4-88621-639-7 GE73-L3 
 
北朝鮮で何が起きているのか : 金正恩体制の実相 / 
伊豆見元 著. -- 東京 : 筑摩書房, 2013.9. -- 220p ; 
18cm, -- (ちくま新書 ; 1031) 
ISBN: 978-4-480-06737-1  GE138-L16 
 
＜芸術・言語・文学＞ 

帝国日本の朝鮮映画 : 植民地メランコリアと協力 / 
李英載 著. -- 東京 : 三元社, 2013.10. -- 241,52p ; 
21cm  
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-88303-347-8 KD671-L5 
 
欧文の部 

 
＜芸術・言語・文学＞ 

A history of the Korean language / Ki-Moon Lee, S. 

Robert Ramsey. -- Cambridge ; New York : 
Cambridge University Press, 2011. -- viii, 336 
pages :illustrations, maps ; 24cm 
Includes bibliographical references (pages 316-
319) and index.  
Introduction -- 1. Origins -- 2. The formation of 
Korean -- 3. Old Korean -- 4. Early middle Korean 
-- 5. Late middle Korean -- 6. Early modern 
Korean -- 7. Contemporary Korean. 
ISBN: 9780521661898 (hardback)  (KJ43-P6) 
 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
アジアの情報分析大事典 : 幸福・信頼・医療・政

治・国際関係・統計 / 猪口孝 編著. -- 東京 : 西村

書店東京出版編集部, 2013.9. -- 477p ; 27cm. 
索引あり. 
ISBN: 978-4-89013-691-9 EC245-L5 

2003 年から 2008 年にかけてアジア 29 か国で実

施した、各国のサンプル規模が 800 から 2,000 に及

ぶ「アジア・バロメーター世論調査」の結果に基づ

く 40 余の論考を収録。「生活の質」「信頼」「健

康」「政治志向」「国際関係」など全 7 章からなる。 
 
Dictionnaire des orientalistes de langue française 
/ François Pouillon (éd.). -- Nouvelle édition revue 
et augmentée. -- Paris : IlSMM : Karthala, c2012. 
-- xxviii, 1073 p. ; 24 cm.  
他タイトル: Orientalistes de langue française. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9782811107901 (GE12-P69) 
 フランス語圏東洋学者事典。前版（2008 年刊、

当館請求記号 GE12-B25）の改訂増補版。生存者を

除く約 1,000 名を収録し、名前のアルファベット順

に排列。人物ごとに参考文献を付す。 
 
北東・東アジア 
 
＜モンゴル＞ 
Mongolian-English dictionary / compiled by 
Charles Bawden. -- London : Routledge, 2010. -- iv, 
595 p. ; 26 cm. 
ISBN: 9780710304391 (ISBN-13 : hbk) ;  
0710304390 (hbk)  (KJ112-P15) 
 
東南アジア 
 
＜インドネシア＞ 
Ensiklopedi tokoh profesional Indonesia / Gouzali 
Saydam. -- Cet. 1. -- Bandung, Jawa Barat : 
Pustaka Reka Cipta, 2010- -- v. <1> : ill. ; 25 cm. 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9789791956147 Y735-TS-1019 

現代インドネシアの 101 名を収録した人物事典。

独立運動家、法律家、軍人、ジャーナリスト、起業

家、宗教指導者の 6 章に分け、その中を名前のアル
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ファベット順に排列。人物ごとに顔写真、参考文献

を付す。 
 
A dictionary of the Kedang language : Kedang-
Indonesian-English / by U.B. Samely, R.H. 
Barnes ; with the assistance of A. Sio Amuntoda, 
M. Suda Apelabi. -- Leiden : Brill, 2013. -- vi, 785 
pages ; 25 cm. -- (Handbook of Oriental studies = 
Handbuch der Orientalistik. Section three, 
Southeast Asia, ISSN: 0169-9571 ; volume 20) 
The Kedang entries are translated first into 
Indonesian and then into English. For ease of 
access, finder lists are provided in Indonesian and 
in English.  
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9789004255326 (hardback : alk. paper) ; 
9789004256361 (e-books : alk. paper)  
 (KL122-P36) 
 
＜シンガポール＞ 
The fall of Singapore : 90 days : November 1941-
February 1942 / Justin Corfield and Robin 
Corfield. -- Singapore : Talisman, 2012. -- 742 p. : 
ill. (some col.), maps (some col.) ; 31 cm. 
ISBN: 9789810709846 (GB541-P19) 

1941 年 11 月 29 日から 1942 年 2 月 26 日までの

90 日間に起きたマレー作戦とシンガポール陥落に

関する軍事上、政治上重要な動向を、死亡した連合

軍兵士に関する情報とともに各日ごとに掲載。

2,000 点余の写真、図版を収録。 
 
＜ベトナム＞ 
ベトナム優良企業  = The excellent Vietnamese 
companies in Northern and Central Vietnam : 金
型、プラスティック加工、金属加工、精密部品、機

械、電子電気部品、めっき、他. 北・中部ベトナム

編 . -- 第 5 版 . -- [ ハノイ ] : JETRO Hanoi 
Representative Office, 2013.9. -- 174p ; 30cm. 
 D4-L103 

前版（2012 年刊、当館未所蔵）の改訂増補版。

既に日本企業とビジネスを行える水準の企業と、将

来日本企業とビジネスを行える可能性を秘めた企業

に分け、その中を金型製造、機械加工など各企業の

主要加工業務ごとに細分。約 150 社について、各企

業ごとに会社概要、主要設備などを収録。 
 
ベトナム情報通信白書 = Viet Nam information & 
communication technology. 2012. -- 伊豆 : ビスタ

ピー・エス, 2013.6. -- 161p ; 26cm. 
英語併記.  
ISBN: 978-4-939153-93-8 DK341-L26 

ベトナム国家情報通信技術指導委員会とベトナム

情報通信省が共同で発行する年次報告書の日本語訳

を、英文との対訳形式で収録。2011 年時点におけ

る関係政府組織、情報通信技術インフラ、IT・通

信・郵便・放送の各産業概要、関係法律・政策、主

要企業などについて解説。 
 
 
 

南アジア 
 
＜インド＞ 
インド自動車産業の現状と将来性. 2012 年版. -- 名
古屋 : 総合技研自動車業界研究グループ, 2012.10. 
-- 104 枚 ; 30cm.  DL438-J494 

インドの自動車産業を概説した上、2012 年に実

施した現地調査に基づき、主要自動車メーカーの販

売戦略、生産・開発体制、今後の方向性、主要日系

自動車部品メーカーの進出動向について解説。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
Bibliography of art and architecture in the 
Islamic world / edited by Susan Sinclair ; with the 
assistance of Heather Bleaney and Pablo García 
Suárez. -- Leiden ; Boston : Brill, 2012. -- 2 v. ; 25 
cm. -- (Supplements to the Index Islamicus, ISSN: 
18762123 ; v. 2) 
Includes indexes.  
ISBN: 9789004170582 (set) ; 9789004211773 (v. 
1) ; 9789004211780 (v. 2)  (K1-P11) 

1906 年から 2011 年までにヨーロッパ諸言語で書

かれた、イスラム世界の芸術、建築に関する図書、

論文約 36,000 件の書誌情報を収録。第 1 巻「芸術」

は細密画、絨毯、陶器など 30 に大別し、その中を

主に地域別に細分。第 2 巻「建築」は主に地域別に

大別し、その中を国別に細分。各巻とも細分内は図

書と論文に分け、その中を著者名のアルファベット

順に排列。各巻末に各巻ごとの主題索引、人名索引

を付す。 
 
＜クウェート＞ 
Business Laws of Kuwait and Qatar / DLA Piper 
Middle East LLP. -- 2012 ed. -- [S.l.] : West Group 
c2012. -- xxxi, 286, 27 p. : ill., maps ; 25 cm.   
他タイトル: Business Laws of Kuwait & Qatar. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780314608000  (AK5-861-P2) 
 
＜トルコ＞ 
Historical dictionary of the Ottoman Empire / 
Selcuk Aksin Somel. -- Second edition. -- 
Lanham : The Scarecrow Press, Inc., 2012. -- lxxii, 
497 pages : illustrations ; 24 cm. -- (Historical 
dictionaries of ancient civilizations and historical 
eras) 
Includes bibliographical references (pages 413-
495). 
ISBN: 9780810871687 (cloth : alk. paper) ;  
0810871688 (cloth : alk. paper) ; 9780810870970 
(ebook) ; 0810870975 (ebook) GE8-B91 
 
＜レバノン＞ 
Business laws of Lebanon / Alem & Associates. -- 
2012 ed. -- Eagan, MN : West, c2012. -- xxxii, 518, 
44 p. : ill. ; 25 cm. 
Compiled by Alem & Associates.  
Includes index. 
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ISBN: 9780314611796  (AL2-861-P2) 
 
中央アジア 
 
＜中央アジア全般＞ 
トゥバ音楽小事典 / 等々力政彦 編著・イラスト・

写真. -- 浜松 : 浜松市楽器博物館, 2012.6. -- 64p ; 
21cm. 
文献あり.  KD2-L10 

トゥバ音楽に関する約 150 項目を収録。特に楽器

の素材、製法、形態、奏法、音色、CD 音源につい

て詳しく解説。カラー図版を多数付す。 
 
Библиографический указатель по Центральной 
Азии, международным отношениям и 
геополитике / [составители Шайхутдинов М.Е., 
Лаумулин М.Т.]. -- Алматы : Институт мировой 
экономики и политики при Фонде Первого 
Президента Республики Казахстан, 2008. -- 210 
p. ; 21 cm.  
At head of title: Институт мировой экономики и 
политики Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан.  (A1-P7) 
（中央アジア、国際関係および地政学に関する文献

目録） 
 

＜カザフスタン＞ 
Топонимика Казахстана : энциклопедический 
справочник / Акайулы Спандияр ; перевод, 
Жуманханов, А. [and three others]. -- Алматы : 
Издательство "Аруна", 2010. -- 815 pages : 
illustrations, maps ; 25 cm. -- (Культурное 
наследие) 
Includes bibliographical references (page 815).  
ISBN: 9965263302 ; 9789965263309 (ISBN-13) 
 (GE11-P19) 
（カザフスタン地名事典） 
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Includes bibliographical references (page 815).  
ISBN: 9965263302 ; 9789965263309 (ISBN-13) 
 (GE11-P19) 
（カザフスタン地名事典） 
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