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ISBN: 978-4-02-263047-6 GE136-L58 
 

韓国はなぜ危機か / 韓国経済新聞 著 ; 豊浦潤一 訳. -- 
東京 : 中央公論新社, 2016.6. -- 270p ; 18cm. -- (中公新書

ラクレ ; 556) 
ISBN: 978-4-12-150556-9 GE136-L59 
 
欧文の部 
 
＜歴史・地理＞ 
The global impact of South Korean popular culture : 
Hallyu unbound / edited by Valentina Marinescu. -- 
Lanham, Maryland : Lexington Books, [2014] -- vi, 159 
pages :illustrations ; 24 cm 
Includes bibliographical references (pages 147-148) and 
index. 
ISBN: 9780739193372 (cloth : alk. Paper) 
  (GE136-P23) 
 
＜哲学・宗教＞ 
Eastern learning and the heavenly way : the Tonghak 
and Ch'ŏndogyo movements and the twilight of Korean 
independence / Carl F. Young. -- Honolulu : University 
of Hawaiʻi Press : Center for Korean Studies, University 
of Hawaiʻi, [2014] -- xxiii, 271 pages ; 24 cm. -- (Hawaiʻi 
studies on Korea) 
Includes bibliographical references (pages 247-259) and 
index. 
ISBN: 9780824838881 (cloth : alk. paper)  
  (HK41-P91) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
National Palace Museum of Korea : the king at the 
palace : Joseon royal court culture at the National 
Palace Museum of Korea / coordinated and edited by Ro 
Myounggu, Park Suhee. -- Seoul : National Palace 
Museum of Korea, 2015. -- 307 pages :illustrations 
(some color), maps, plans, genealogical tables ; 26 cm 
ISBN: 9788929906771  (K3-P133) 
 
In blue and white : porcelain of the Joseon dynasty / 
authors, Kang Dae-gyu [and six others] ; translators, 
Phillip Maher [and three others]. -- First edition. -- 
Seoul : National Museum of Korea, 2015. -- 343 
pages :color illustrations ; 30 cm 
Includes bibliographical references (pages 330-337) and 
index. 
ISBN: 9788981641313  (K3-P134) 
 
Pathways to Korean culture : paintings of the Joseon 
Dynasty, 1392-1910 / Burglind Jungmann. -- London, 
UK : Reaktion Books, 2014. -- 392 pages :color 
illustrations, portraits ; 26 cm 
Includes bibliographical references (pages 351-367) and 
indexes. 
ISBN: 9781780233673  (K144-P6) 
 
Onggi : Korean traditional earthenware / writers Yun 
Yong-i, Lee Han-seung. -- Seoul, Korea : Korea Craft & 

Design Foundation, 2016. -- 171 pages :illustrations ; 21 
cm.-- (Korean craft & design resource book ; 08) 
Includes bibliographical references (pages 167-168) 
ISBN: 9788997252565  (KB382-P3) 
 
Chimseon : Korean traditional sewing / writers Park 
Ga-young, Kim Yeo-kyung, Song Su-jin. -- Seoul, 
Korea : Korea Craft & Design Foundation, 2016. -- 163 
pages :illustrations ; 21 cm. -- (Korean craft & design 
resource book ; 09) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9788997252589  (KB441-P39) 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
日本企業のアジア進出総覧. 2016 / 重化学工業通信社 編. 
-- 東京 : 重化学工業通信社, 2016.6. -- 875p ; 26cm 
ISBN: 978-4-88053-170-0 DE151-L457 
 
JNTO訪日旅行誘致ハンドブック. 2016 アジア6市場編 

/ 日本政府観光局 編著. -- [東京] : 日本政府観光局, 
[2016]. -- 236p ; 30cm. DK261-L303 
 
Oxford handbook of the international relations of Asia / 
edited by Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill and 
Rosemary Foot. -- Oxford ; New York : Oxford 
University Press, [2014] -- xxiii, 810 pages ; 26 cm 
ISBN: 9780199916245 (hardback : alk. paper)   

  A76-B208 
 
南アジア 
 
＜インド＞ 
The Oxford handbook of the Indian economy in the 21st 
century : understanding the inherent dynamism / 
edited by Ashima Goyal. -- First edition. -- New Delhi, 
India : Oxford University Press, 2014. -- lxxiv, 965 
pages : illustrations ; 24 cm. – (Oxford India handbooks). 
Contributed articles. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780198097532 (DC251-P113) 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The Oxford handbook of European Islam / edited by 
Jocelyne Cesari. -- First edition. -- Oxford, United 
Kingdom : Oxford University Press, 2015. -- xviii, 869 
pages : illustrations ; 26 cm 
Includes bibliographical references and indexes. 
ISBN: 9780199607976 (hardback)  EC143-B21 
 
Handbook of research on higher education in the Mena 
region : policy and practice / Neeta Baporikar. -- 
Hershey PA, USA : Information Science Reference, 
[2014] -- ⅹⅹiii, 497 pages :  illustrations ; 29 cm. – 
(Advances in higher education and professional 
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関西館アジア情報室が所蔵するベトナム語資料について 
 

下條 尚志（京都大学東南アジア研究所機関研究員、 

前 国立国会図書館非常勤調査員） 

 

はじめに  

筆者は、平成 27（2015）年 4 月から平成

28（2016）年 3 月にかけて、国立国会図書館

の非常勤調査員として、同館関西館アジア情

報室（以下、「アジア情報室」とする。）で

所蔵しているベトナム語資料の蔵書評価及び

整理等を行った。 
本稿では、上記の作業を通じて得られた知

見に基づき、アジア情報室所蔵のベトナム語

資料について、その内容の傾向を考察し、特

長及び改善が望まれる点等を指摘したい。 
 
1. 収集方法 
近年、アジア情報室は、年間 100～200 冊

程度のベトナム語図書を収集している。これ

らは、①米国議会図書館の東南アジア共同収

集プログラム（ Cooperative Acquisitions 
Program for Southeast Asia、以下「CAP-
SEA」とする。）による購入、②世界各国の

外国語図書を取り扱う日本の書店からの購入、

③現地図書館からの交換・寄贈を通じて収集

されたものである。 
アジア情報室は、平成16（2004）年から、

CAP-SEA によるベトナム語図書の収集を開

始し、これにより、多分野にわたるベトナム

語の新刊図書を効率的に収集できるようにな

った。近年では、収集図書の約 8 割を同プロ

グラムを利用して収集している。CAP-SEA
による資料収集傾向は、アジア情報室のベト

ナム語資料の内容に大きな影響を及ぼしてい

る。 
 
2. 蔵書構成とベトナムの出版状況 
 最初に、アジア情報室におけるベトナム語

図書の構成を見てみよう。平成28（2016）年

1 月現在のベトナム語図書は計 3,316 冊で、

その分野別内訳は表のとおりである。 
最も多いのが、「歴史・地理」分野（998

冊、30.1％）である。この分野には、ベトナ

ムの前近代史・近現代史、民族学・文化人類

学・考古学的研究、地誌、地図、またホー・

チ・ミンをはじめとするベトナム共産党指導

者の伝記など、幅広い分野の人文社会系書籍

が含まれている。 
2 番目に多いのが、「芸術・言語・文学」

分野（786 冊、23.7％）である。この分野に

は、ベトナムの古典文学や現代文学、文芸批

評、外国文学の翻訳、詩集、伝統芸能の概説

書、辞書などがある。 
3 番目に多いのが「経済・産業」分野（505

冊、15.2％）である。この分野は、ベトナム

共産党の経済思想や1986年に打ち出されたド

イモイ（経済刷新）路線以降の企業・経営、

運輸・通信、工業、農業・林業・水産業等各

種産業の政策やその問題、また各種統計資料

等が含まれている。 
 

表 アジア情報室所蔵ベトナム語図書の分野別 

書誌数（平成 28（2016）年 1 月現在） 

分野 冊数 割合 
歴史・地理 998 30.1％ 
芸術・言語・文学 786 23.7％ 
経済・産業 505 15.2％ 
政治・法律・行政 480 14.5％ 
社会・労働 200 6.0％ 
科学技術 156 4.7％ 
哲学・宗教 100 3.0％ 
学術一般・ジャーナリ

ズム・図書館・書誌 
44 1.3％ 

教育 38 1.1％ 
その他 9 0.3％ 

総計 3,316 100.0％ 
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「経済・産業」分野とほぼ同程度に多いの

が、「政治・法律・行政」分野（480 冊、

14.5％）である。この分野には、ベトナム共

産党政府の統治機構や、ドイモイ路線以降に

整備されてきた各種法令、法令に関する概

説・研究書が含まれている。 
以上の 4 分野が、全体の 80％強を占めてい

るが、すべての分野において、共産党関連の

文献が含まれている。具体的には、「国家政

治出版局（Nhà xuất bản Chính trị quốc gia）」、

「人民軍隊出版局（Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân）」といった党・政府、軍系の出版局の刊

行物である。 
なお、表 1 には含まれていないが、アジア

情報室では、共産党機関紙の Nhân dân（人民）

【Y741-SN-5】1や Quân đội nhân dân（人民軍

隊）【Y741-SN-4】、Tập chí cộng sản（共産

雑誌）【Y741-ZS-7】、また学術誌の Tập chí 
dân tộc học（民族学雑誌）【Y741-ZS-16】な

どの、各種新聞、雑誌を所蔵している。 
 
ここで、ベトナム国内の出版状況を簡単に

紹介しておきたい。日本とは異なり、研究書

やジャーナリズムのような分野では言論の自

由が保障されておらず、党・政府の検閲が実

施されている。学術誌を発行する学術機関や、

時事ニュースや娯楽情報を提供する各種メデ

ィアは、党・政府の管轄下に置かれているた

め、国家の主張とは異なる私人の自由な見解

を表明することは難しい状況にある。 
 とはいえ、近年こうした出版状況は変化し

つつあることも指摘しておきたい。ドイモイ

路線以降、アカデミズムの世界では、旧東側

諸国以外の国々への留学者が増加している。

以前は主流であったソ連・中国式の経済学、

歴史学、民族学は影を潜めつつあり、アメリ

カやオーストラリアなどの英語圏の研究が取

り入れられ、良質で自由度の高い研究書が出

版され始めている。海外の研究者や越僑（海

外在住ベトナム人）が執筆した書籍、また、

                                 
1 【 】内は当館請求記号。以下同じ。 

仏領インドシナ時代（1887～1954 年）、南

ベトナム（ベトナム国、ベトナム共和国）時

代（1954～1975 年）に刊行されていた書籍

が検閲を通過し、一般書店に陳列されるよう

になっている。ベトナム国内で発刊されてい

る党・政府系新聞の記事には、党幹部の汚職

や個別の政策に対する批判が展開されること

もある。 
 
3. 蔵書の特長 
アジア情報室のベトナム語蔵書の特長とし

ては、次の 3 点が挙げられる。 
 
第 1 に、個人では入手困難な高額の文献

（辞書、図鑑、地誌、写真集、古文書の写本

など）が充実していることである。 
例えば、前近代ベトナムの文書の読解に欠

かせない Đại tự điển chữ Nôm（チューノム大字

典）【Y741-T260】、伝統医学に使用される

薬草がイラスト付きで紹介・説明されている

Từ điển cây thuốc Việt nam（ベトナムの薬用植

物辞典）【Y741-V75】、ハノイの歴史に関

係する貴重な写真と説明が掲載された Thủ đô 
Hà Nội（首都ハノイ）【Y741-TS-378】、か

つてベトナム中部にチャンパー王国を築いた

チャム人に関する博物誌 Du khảo văn hóa Chăm
（チャム文化の遍歴）【Y741-N297】、19世

紀ベトナム社会を知るための貴重な写本 Khoa 
bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản 
triều Nguyễn（グエン朝木版資料から見える中

部・南部科挙試験合格者）【Y741-TS-354】
などがある。これらは、ベトナムの歴史と文

化に関心を持つ研究者が参照すべき貴重な資

料である。 
 
第 2 に、党・政府及び軍に関する歴史、政

治分野の文献が多いことである。 
例えば、著名な軍人の人物伝 Đại tướng, tổng 

tư lệnh Võ Nguyên Giáp, vị tướng của hòa bình（ヴ

ォー・グエン・ザップ大将、総司令官、平和

3
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지방자치 20년 평가 / 행정자치부, 한국지방행정연구원 
[編]. -- [서울] : 행정자치부 : 한국지방행정연구원, 
2015.10. -- xxiv, 599p ; 26cm. -- (지방자치 20년 평가 ; 
1권) 
（地方自治 20 年評価） AK4-391-K76 
民選地方自治が始まった1985年から2015年までにつ

いて、様々な観点から地方自治について評価する。「第

1編 評価の目的及び設計」「第2編 地方自治20年の

意義と成果」「第 3 編 自治要素評価」の 3部構成。 

 
관광법규론 = The laws of tourism / 조진호, 김도영, 
김형철, 남재학, 이황, 최용준 공저. -- 개정 9 판. -- 서울 : 
현학사, 2016.3. -- 490p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9788959013449  
（観光法規論） AK4-471-K24 
 
사회복지법제론 = Social welfare and law / 김종엽, 
이영식, 이은경, 김영준 공저. -- 제2판. -- 서울 : 탑북스, 
2016.3. -- 558p ; 26cm 

文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791185647906  
（社会福祉法制論） AK4-541-K57 
 
＜経済・産業＞ 
지방재정론 / 유훈, 신희권, 이재원 공저. -- 신판. -- 
파주 : 法文社, 2015.2. -- xxi, 478p ; 26cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788918024318 
（地方財政論） DG291-K11 
  
한국우정 130 년사 : 1884-2014 / 우정사업본부 [編]. -- 
서울 : 우정사업본부, 2014.11. -- 2 冊 ; 27cm 
2권に年表あり. 
1권. 1884-1981. 2권. 1982-2014. 
ISBN: 9788997110612 (set)  
（韓国郵政 130 年史 : 1884-2014） DK321-K10 
韓国の郵政の歴史を 6 つの時期に分けて解説する。2

巻からなり、1 巻は第 1-4 期（1884-1981 年, 開始、停

滞、再建、発展）を、2巻は第5-6期（1982-2014年, 跳
躍、独立）を収録する。2 巻の巻末に「各種統計」「各

種変遷史」など 6の付録を付す。 
 
광업・광산물 통계연보 = Yearbook of minerals 
statistics. -- 대전 : 한국지질자원연구원. -- ; 26cm 
2013년도 (2014.4)- 
（鉱業・鉱産物統計年報） Z41-AK746 
 
＜社会・労働＞ 
한국 복식 사전 = Dictionary of Korean costumes / 
강순제, 김미자, 김정호, 백영자, 이은주, 조우현, 
조효숙, 홍나영 지음. -- 서울 : 민속원, 2015.10. -- 910p ; 
24cm 
漢字タイトル: 韓國服飾事典. 
索引あり. 
ISBN: 9788928507269 
（韓国服飾事典） E2-K16 
上古時代から使用されてきた服飾用語のうち髪型、冠、

官服など 20 の分野の中から抜粋した約 1,600 語につい

て、解説のほか、挿絵、関連用語、参考文献を収録。排

列は見出し語のハングル字母順。巻頭に分野別目次、巻

末に索引を付す。 
 
의료관광마케팅 = Tourism marketing for global health 
care / 강한승, 서병로, 김기홍 지음. -- 제 2판. -- 서울 : 
대왕사, 2016.2. -- 408p ; 26cm 
文献あり.  
ISBN: 9788945690159 
（医療観光マーケティング） EG211-K5 
  
근로복지공단 통계연보. -- 서울 : 근로복지공단. -- ; 
26cm 
2014년도 (2016.1)-  
（勤労福祉公団統計年報） Z41-AK747 
 
＜教育＞ 
교육과정 개편 한눈에 보기 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2015. 11. -- 217p ; 23cm. -- (한눈에 보기 = 
Fact Book ; 50) 
文献あり. 
ISBN: 9791186927007 ; 9788996973256 (set) 
（教育課程改編 一目で見る） FC41-K4 
 
＜歴史・地理＞ 
서울시 도로명･지번 안내도 : 부동산 택배 행정용 : 1: 
3,350 / 영진문화사 [編]. -- 최신판. -- 서울 : 영진문화사, 
2015.10. -- 311p ; 54cm 
ISBN: 9788969010155 
（ソウル市道路名･地番案内図 : 不動産宅配行政用 : 1: 
3,350） G71-K108 
道路名住所の構成要素となる道路名（大路、路、キ

ル）・建物番号と、地番を併載する都市地図。集合住宅

については、棟番号、面積、階数も収録する。 

 

대경성부대관 / 서울역사박물관 조사연구과 [編]. -- 
서울 : 서울역사박물관 조사연구과, 2015.2. -- 150p ;  
28cm 
漢字タイトル: 大京城府大觀. 
索引あり. 
ISBN: 9791186324011 
（大京城府大観） G72-K34 

1936 年に製作された鳥瞰図「大京城府大観」を、87
等分し、1.4 倍程度に拡大して収録した地図集。京城府

のほか、永登浦、明水台、仁川府の地図も含む。巻末に

「論考」5 点と、町名索引、協賛者索引（本地図の製作

に協賛した団体等の建物が掲載されている箇所を町名ご

とに検索可能）を付す。 
 
국사편찬위원회 수집 일본 자료 편람 / 국사편찬위원회 

[編]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2015.12. -- xiii, 418p ; 
23cm 
ISBN: 9788982366529 
（国史編纂委員会収集日本資料便覧） GE5-K28 
国史編纂委員会が韓国関連資料を収集した日本の機関

（国立国会図書館など主要 7 機関、京都大学など 13 大

学、山口県文書館など地方 16 機関および個人文庫など）

について、概要および収集資料の解題を収録。 
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の名将）【Y741-TS-218】、共産党創立から

現在までの活動を総括した記念誌 80 năm 
Đảng cộng sản Việt Nam, 1930-2010（1930～
2010 年のベトナム共産党 80 年）【Y741-TS-
98】、ベトナム戦争期（1954～1975 年）の

革命戦争史 Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, 1954-1975（1954～1975 年の抗米救国

史）【Y741-TS-408】など、党・政府が編纂

した歴史書が豊富にある。また、現ベトナム

共産党書記長グエン・フー・チョン（Nguyễn 
Phú Trọng）著 Quyết tâm cao, biện pháp quyết liệt, 
nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng（党

建設について新たな変化を目指す強い決心と

思い切った措置）【Y741-TS-406】や、中央

政府および地方政府の閣僚人事名簿が掲載さ

れている Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp 
tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011（2004～2011 年任期

の第 12期政府と省政権）【Y741-TS-194】な

ど、現代ベトナムの政治動向を理解するため

に欠かせない最新の政府刊行物が揃っている。 
 
第 3 に、ベトナムの伝統文化や少数民族に

関連する資料が数多く所蔵されていることで

ある。 
特に、 伝統衣装の変遷を扱った Trang phục 

Việt Nam : dân tộc Việt（ベトナムの衣服―ベト

族）【Y741-D233】や、仏領時代の人々の生

活や地図、建造物に関する写真集Một số tư liệu 
quý về Hà Nội（ハノイに関する貴重資料）

【Y741-TS-281】、現代絵画を紹介した Mỹ 
thuật Việt Nam, thời kỳ 1975-2005（1975～2005
年のベトナム美術）【Y741-T313】、少数民

族の物質文化についての Từ điển hiện vật văn 
hóa các dân tộc Việt Nam : dựa trên bộ sưu tập của 
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam（ベトナム諸民族

の文化物辞典―ベトナム民族学博物館の収集

品に依拠して）【Y741-N654】は、ベトナム

語を解さない読者も、掲載された多数の写真

や図像を通じて、ベトナムの社会や文化への

                                 
2 Vietnam Acquisitions Programs. 
http://www.locjkt.or.id/acq-program/vacq-eng.asp
（ウェブサイトの最終アクセス日は 2016 年 10 月 19

理解を深めることができる。 
 
最後に、CAP-SEA による収集の利点を指

摘したい。米国議会図書館は、インドネシア

の首都ジャカルタに事務所を設け、東南アジ

ア各国の文献収集を行っている。同事務所は、

ベトナムにおいて現地図書の提供者、交換パ

ートナーとの間でネットワークを構築し、毎

年、数千点もの新刊図書を入手している2。ア

ジア情報室は、この CAP-SEA から提供され

る情報をもとにして、ベトナムや日本の書店

による情報だけでは把握できない多様な分野

の新刊書籍を、効率的に収集している。 
 
4. 充実が望まれる資料 
 筆者は、平成 21（2009）年 9 月から平成

24（2012）年 3 月まで、調査研究を目的にベ

トナムに留学し、現地の図書館や書店、また

個人所蔵の文献資料を収集した。筆者がベト

ナムでの資料収集を通じて得た知見をもとに、

アジア情報室で今後充実が望まれる資料を 3
点挙げたい。 
 
① 党・政府系以外の資料 
前述のように、近年ベトナムにおいて刊行

されている学術書は、海外の新しい研究動向

を取り入れたものが増えてきた。出版過程に

は依然として政府による規制が働いているも

のの、従来は禁書扱いにされていた書籍が、

近年では検閲を潜り抜けて、大手出版社から

刊行され、一般書店に陳列されるようになっ

てきている。しかしながら、こうした新しい

傾向は、アジア情報室の蔵書にはあまり反映

されていない。 
この要因として、アジア情報室の資料収集

において、CAP-SEA のウェイトが大きいこ

とが挙げられる。CAP-SEA が提携している

現地の資料提供者および交換パートナーは、

検閲が厳しいベトナムにおいて大量の文献資

日。以下同じ。） 

4
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料を一括して取り扱いかつ海外に輸送する権

限を持つ者、例えば、国家図書館や党・政府

系の出版社等であろう。この場合、選定され

た資料の出版元や内容に偏りが生じるのは避

けられない。 
実際に、筆者がアジア情報室で整理した図

書の多くは、党・政府、軍関連の出版社であ

る「国家政治出版局」「人民軍隊出版局」に

よって出版されたものであった。これは、

「政治・法律・行政」、「経済・産業」分野

のみならず、「歴史・地理」、「芸術・言

語・文学」分野においても同様で、特に、

「歴史・地理」や「芸術・言語・文学」分野

の図書は、しばしば党・政府、軍関係者によ

る著書であった。こうした図書は、ベトナム

の政治指導者が抱く歴史観やナショナル・ア

イデンティティを理解するための一次資料と

して活用することは可能であるが、研究書、

あるいは文学・芸術作品としては玉石混淆の

感が否めない。 
 
② ハノイ以外で刊行された資料 
ベトナムでは、首都ハノイと最大都市ホー

チミン市に出版地が二極化しているため、出

版される図書の内容に地域差が生じている。

ハノイで出版された文献は、ベトナム北部出

身の作家が北部の歴史、社会、文化を扱った

ものが多く、ホーチミンで出版された文献は、

南部出身の作家が南部を扱ったものが多い。 
アジア情報室所蔵の蔵書は、ハノイに本社

を置く出版社から刊行された著作が多数を占

める。これは、CAP-SEA に資料を提供して

いる組織の拠点が、おそらくハノイにあるこ

とと無関係ではないだろう。こうした現状で

は、アジア情報室の蔵書から得られる情報が

北部社会の問題に偏る傾向が出やすく、利用

者がベトナムという地域の全体像を包括的に

捉えることは難しくなる恐れがある。 
さらに、ハイフォンやフエ、ダナン、カン

トーなど、地方の主要都市で発行されている

図書も少ない。ベトナムにおける主要メディ

アの情報は、ハノイやホーチミン市のような

大都市圏の情報に偏りがちであるが、ベトナ

ム社会の状況を俯瞰的に把握するためには、

地方発行資料の収集も不可欠である。 
 
③ 世論を知るための資料 

1980 年代後半にドイモイ路線に転換するま

で、ベトナム共産党政府は長く外国人に門戸

を閉ざしてきた。ベトナムの地に足を踏み入

れることができた外国人研究者はごく少数で、

たとえ現地に滞在できたとしても、閲覧・収

集可能な文献資料は限られていた。そのため、

日本の研究者は、ベトナムの社会や政治を理

解するにあたって、党・政府発行の公式資料

に依拠せざるを得なかった。代表的な公式資

料として、ベトナム共産党の Văn kiện Đảng 
toàn tập（党文献全集）【Y741-D106】や共産

党機関紙の Nhân dân（人民）などが挙げられ

る。 
管見のところ、アジア情報室所蔵の蔵書は、

ベトナムの公式資料が充実している。そのこ

と自体は、他の図書館には類を見ない国立国

会図書館の特色をなしていると言えるが、実

際に現地で文献資料を収集した経験を持つ筆

者には、物足りなさがある。例えば、アジア

情報室に所蔵されている新聞は、Nhân dân
（人民）、Quân đội nhân dân（人民軍隊）など、

すべてが中央の党・政府の機関紙である。  
その一方で、ベトナムの一般庶民が購読し

ている日刊紙 Tuổi Trẻ（若者）や Thanh Niên
（青年）といった大衆向けの新聞は所蔵され

ていない。もちろん、これらの新聞各社も

党・政府の管轄下にある。しかし、これらの

メディアはしばしば党・政府に対して、幹部

の汚職批判などを展開しており、国民一般が

現在のベトナム社会や政治の現状に対してい

かなる見解を持っているのかを知る上では、

貴重な情報を提供している。 
  

5
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状況などの職歴についてまとめた調査報告書。「調查統

計結果綜合分析」「統計結果表」など 4 部からなる。

「統計結果表」には「45 歲以上者勞動力狀況」「45 歲

以上者工作總年資」など関連する 29 の統計を収録。巻

末に「性別專題分析」など 4 つの付録を付す。 
 
＜教育＞ 
中国大学校训、校风、师风、学风大全 / 沈永社 主编. -- 
北京 : 金城出版社, 2015.6. -- 3, 36, 304p ; 25cm 
ISBN: 9787515511597      F4-C20 
 中国の大学 946 校について、校章および校訓・校風な

どのスローガンを収録。省ごとに大別して排列。 
 
＜歴史・地理＞ 
新编中国抗日战争大辞典 / 章绍嗣, 田子渝, 陈金安 主编. 
-- 武汉 : 武汉出版社, 2015.7. -- 16, 2, 64, 1024p ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787543093355 GE8-C130 
 日中戦争に関する事件や人物など 6,500 項目を収録。

「军事」「事件」「政府・机构」など 11 部に大別し、

その中を細分して筆画順に排列。巻末に付録として「大

事记（1931-1945 年）」および拼音順の項目索引を付す。 
 
臺灣總督府檔案事典 / 陳文添 主編. -- 南投 : 國史館臺

灣文獻館, 2015.12. -- VIII, 502p ; 26cm 
ISBN: 9789860472721  GE461-C514 
 台湾総督府檔案（文書）など日本統治期（1895-1945
年）台湾の文書類に出現する、当時の統治機関、主要人

物、法令・制度、事件など約 700 項目について解説。排

列は筆画順。 

 

＜芸術・言語・文学＞ 
两岸通用词典 / 李行健 主编. -- 北京 : 髙等教育出版

社, 2015.12. -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787040429084      KK12-C423 
 中国および台湾で使用される漢字と単語約 8 万語につ

いて、簡体字形および繁体字形、拼音、注音符号、語義、

例文を収録。排列は拼音順。中国または台湾のみで使用

される語にはアイコンを付して区別している。下巻巻末

に「汉语拼音与注音符号对照表」「两岸标点符号对照简

表」など 5 つの付録を付す。 

 
莫言作品及研究文献目录汇编 : 1981-2013 /  范晓琴 编
著 . -- 太原  : 北岳文艺出版社 , 2014.7. -- 3, 2, 5, 
275p ;  24cm. -- (山右中文學術文库) 
ISBN: 9787537841634 KK61-C117 
 1981 年から 2013 年までに発表された莫言の作品およ

び莫言に関する研究文献約 3,000 件について、タイトル

および書誌事項を収録。「莫言作品」と「莫言研究文献」

の 2 つに大別し、それぞれを随筆、短編小説、総合研究、

作品別研究などのカテゴリ別に細分して年代順に排列。

巻末に付録として「莫言创作大事年表」を付す。 

 
＜科学技術＞ 
水利水电工程英汉图文辞典  = Illustrated English-
Chinese dictionary of water resources and hydropower 
engineering. 水工卷 /  中国电建集团成都勘测设计研究

院有限公司 编著. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2015.1. 
-- 227p ;  21cm 
索引あり. 

ISBN: 9787517027553 NA2-C32 
 水資源開発や水力発電技術に関する英語約 3,000 語に

ついて、中国語訳と例文を収録。排列はアルファベット

順。巻末に拼音順の中国語索引を付す。 

 

英汉网络空间缩略语大词典 =  An English-Chinese 
dictionary of cyberspace abbreviations /  戚建平, 邬江兴 
主编 . -- 北京  : 國防工業出版社 , 2015.7. -- VIII, 
523p ;  22cm 
ISBN: 9787118103090 ND2-C24 
宇宙工学、情報通信、コンピューター、計測・観測機

器、宇宙ステーション、スペースシャトルなど宇宙開発

に関する分野のアルファベット略語約 20,000 語につい

て、英語の正式名称および中国語の訳語を収録。排列は

略語のアルファベット順。 
 
汉日医学大词典 = 漢日医学大辞典 / 王禾 主编. -- 第 2
版. -- 北京 : 人民卫生出版社, 2015.5. -- 27, 2420p ; 27cm 
ISBN: 9787117204453    SC2-C61 
 「西医西药词汇」「中医中药词汇」の 2 部からなる。

「西医西药词汇」は西洋の医学および薬学に関する用語

約 29 万語について、中国語と日本語を対照、「中医中

药词汇」は中国の医学および薬学に関する用語約 12,000
語について、中国語および日本語の説明を収録する。排

列はいずれも拼音順。巻末に付録として「植物药学名」

を付す。 

 

汉英医学大词典  = The Chinese-English medical 
dictionary / 赵群 主编. -- 第 3 版. -- 北京 : 人民卫生出

版社, 2015.2. -- 28, 2244p ; 27cm 
ISBN: 9787117194860    SC2-C62 
 「西医西药词典」「中医中药词典」の 2 部からなる。

「西医西药词典」は西洋の医学および薬学に関する用語

約 27 万語について、中国語と英語を対照、「中医中药

词典」は中国の医学および薬学に関する用語約11,700語
について、中国語および英語の説明を収録する。排列は

いずれも拼音順。 

 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

数字文化资源需求与使用状况研究. 2014 / 畅榕, 魏超, 谭
锐 著. -- 北京 : 知识产权出版社, 2015.5. -- 3, 3, 214p ; 
23cm 
ISBN: 9787513028172   UL31-C82 
 中国におけるデジタル情報の利用状況に関する報告書

で、映画、ゲームなどのコンテンツおよび、携帯電話、

パソコン、タブレットなど端末の種類や使用頻度等を調

査している。北京における調査結果の報告、今後の公共

デジタル文化サービスへの提言のほか、農民工、留守児

童（農村に残された農民工の子供）、高齢者など、属性

ごとの分析報告を収録する。 

 

中文核心期刊要目总览 = A guide to the core journals of 
China : 2014年版 / 朱强, 戴龙基, 蔡蓉华 主编. -- 第 7
版. -- 北京 : 北京大学出版社, 2015.9. -- 40, 5, 944p ; 
27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787301261897   UP15-C46 
 中国のコアジャーナル 1,983 誌について、出版動向の

分析と目録を収録。「核心期刊表」「核心期刊简介」の

2 部からなる。「核心期刊表」は、『中国图书馆分类法』
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5. 改善に向けた提言 
アジア情報室は、統計表を見るかぎり、多

様な分野の資料を網羅的に収集できているよ

うに見えるが、収集された各分野の図書を精

査すると、内容に偏りが生じている。CAP-
SEA は、日々変化を遂げているベトナムの出

版状況には十分対応できていないと思われる

ため、他の独自の収集方法を模索し、蔵書に

特色を持たせることが必要なのではないか。 
そのためには、例えば、日本国内の大学や

研究機関に所属する研究者（教員や大学院生）

や、日本在住のベトナム人コミュニティと会

合の場を設けて彼らの需要を把握し、購入資

料の選定をしてみてはどうであろうか。 
ベトナムに出張する予定の研究者・専門家

に資料収集を委託するという方法も考えられ

る。私費では購入困難な図書がアジア情報室

に所蔵されていれば、研究者は必ず資料を閲

覧しに来る。これは、研究者・専門家とアジ

ア情報室の協力関係を強化し、双方に利益を

もたらすであろう。 
また、ベトナムの大学・研究機関は、日本

の大学や公的機関とパートナーシップを結ぶ

ことに積極的であるため、例えば、2014 年に

ハノイに設立された「越日大学」3のような大

学や、「国家大学出版局（Nhà xuất bản Đại học 
quốc gia）」、「社会科学出版局（Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội）」等の出版社と直接提携

して学術書、専門書を収集することも、検討

に値すると思われる。これにより、現地の大

学・研究機関が出版した図書の厚みを増すこ

とが出来る。 
最後に、図書購入先の書店の選定も重要で

あることを指摘したい。現在アジア情報室は、

日本の書店からベトナム語の新刊図書を購入

                                 
3 越日大学管理委員会  

http://vju.vnu.edu.vn/ja/ 
越日大学は、ハノイ国家大学と越日友好連合議員、

日本ベトナム経済協力フォーラム（JVEF）、日本国

際協力機構（JICA）、東京大学など日本の諸大学が

共同して設立したもので、同大学は 2016 年 9 月から

修士課程を開講し、ベトナム、日本両国から数多くの

教員が着任することになっている。 

しているが、研究者、特に歴史学者は新刊の

研究書のみならず、一次資料としての価値が

高い古書にも関心がある点に注意を払う必要

がある。研究者・専門家を介して古書を扱う

書店と提携すれば、良書を広く入荷すること

が可能になり、アジア情報室所蔵図書の利用

者は確実に増加していくだろう4。 
（しもじょう ひさし） 

 

  
 

4 例えば、神戸市にはベトナム語図書を専門に扱うレ

ロイ書店があり、仏領時代から現代までの多様な文献

資料を幅広く輸入している。また、ベトナムのハノイ

のバットダン（Phố Bát Đàn）通りには、ファン・チャ

ック・カイン（Phan Trác Cảnh）氏が経営する有名な

古本屋があり、日本の研究者の間で貴重な歴史資料が

保管されていることで知られている。 
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レファレンス事例・ツール紹介 4 植民地期の京城（現・ソウル）の地図 
 

福山 潤三（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

アジア情報室には、植民地期の台湾、朝鮮半

島や旧満州の地図に関するお問い合わせが数多

く寄せられます。その中でも一筋縄ではいかな

いのが、市街図の調査です。昔住んでいた家の

住所や、会社の名前等の情報から、当時や現在

の地図上の場所を調べたい、というものです。 
朝鮮半島の地図については、当館のリサー

チ・ナビ「調べ方案内」で主要な情報源を紹介

しています1。しかし、建物名や、地番から掲

載箇所を検索できる資料はほとんどありません。

また、影印資料やデジタルデータの場合は、画

質が低く、文字の判別が難しいこともあります。 
このような限界はあるものの、地図以外の参

考情報も活用することで、地図上の場所をある

程度同定することができます。今回は、1930
年代に京城（現在のソウル）にあった、「朝鮮

金融組合連合会」と「山口楽器店」の所在地を

調べてみます。 
 
＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最終

アクセス日は 2016 年 11 月 4 日です。 
 
1. 主要な植民地期京城の地図 

植民地期の京城を、比較的大縮尺で収録した

資料としては、以下のものがあります。 
 
서울역사박물관 조사연구과 [編]『대경성부대 

관（大京城府大観）』（서울역사박물관 조사 

연구과 2015）【G72-K34】 
1936 年に製作された鳥瞰図「大京城府大観」

を 87 等分し、1.4 倍程度に拡大して収録した地

図集です。町名索引、協賛者索引（この地図の

製作に協賛した団体等の掲載箇所を町名ごとに

検索可能）があります。 
 
서울역사박물관 유물관리과[編]『서울지도（ソ

ウ ル 地図）』（서울역사박물관 유물관리과 
                                 
1 「朝鮮半島の地図（1945 年以前発行）」http://rnavi.
ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-48.php ; 

2006）【G71-K26】 
ソウル歴史博物館所蔵地図の写真図版を、古

地図、近現代地図と時代別に分類して掲載して

います。ソウル特別市のウェブサイト「지도 
전시관（地図展示館）」（http://gis.seoul.go. 
kr/Information/Pavilion.jsp）で、デジタルデ

ータが公開されています。 
 

許英桓著『定都600年서울地圖（定都600年ソ

ウル地図）』（汎友社 1994）【G71-K4】 
ソウルの地図の写真図版を、朝鮮時代、「日帝」

時代、大韓民国時代に分けて掲載しています。 
 
2. 住所を調べる 

住所が分かれば、『대경성부대관（大京城府

大観）』に付されている協賛者索引等で、検索

できるかもしれません。そのため、まずは住所

を調べてから、地図を確認することにします。 
 
2.1. 国立国会図書館デジタルコレクション 

公的機関や経済団体の場合は、その出版物の

奥付に詳しい住所が記載されているかもしれま

せん。当館で所蔵し、デジタル化している資料

について、「国立国会図書館デジタルコレクシ

ョン」（http://dl.ndl.go.jp/）を以下の条件で検

索すると、23 件のデータがヒットしました。 
 

・公開範囲：インターネット公開 
・出版者：朝鮮金融組合連合会 
 
検索結果の中から『金融組合統計年報 : 昭

和 14 年度』（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/
1904212）を開き、奥付部分の画像（図 1）を

確認すると、「發行所 朝鮮金融組合聯合會」

の住所が「京城府竹添町一丁目七五番地」であ

ることが分かります（73 コマ目）。 
 

「朝鮮半島の地図（1945 年以降発行）」http://rnavi.n
dl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-92.php 

7
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している。以下、特徴的と思われる内容を紹介

する。 
 
第 2 部では、現在の韓国の保育政策を 14 章

に分けて概説している。 
第 1 章「保育料支援と無償教育」では、無償

保育の現状を概観している。保育支援予算をも

とに算出した乳幼児1人当たりの支援額は2002
年から2012年の10年間で7倍以上に増加した

一方で、保育施設が未設置である自治体の解消、

保育施設より割高な幼稚園に通う児童との公平

性の担保、巨額の財政支出に見合った監督体制

の強化、良質の保育サービスの提供等が課題だ

とされている。 
第 4 章「国公立保育施設」では、施設利用の

現状の分析がなされている。2012 年現在、保

育施設全体に占める国公立施設の割合が 5.2％
であるのに対し民間施設の割合は 36.0％、利用

児童の割合は、国公立10.1％に対し民間55.1％
などとなっている。サービスの質が比較的担保

されている国公立保育施設の充実を望む声が多

いにも関わらず、地方自治体の設置費用負担の

増大により、国公立施設の整備は進んでいない。

そのため、国庫支援を拡大することや、小規模

施設の設置を国公立にも認めるなどし、国公立

の比率を高めることが必要だとされている。 
第 12 章「保育サービスの質の管理」では、

保育施設の量的拡大と保育料無償政策により、

保育施設の数は増えたものの、保育サービスの

質の管理が追いついていない状態であるとした

上で、保育施設に対する評価認証制度の改善を

図り、公的部門による実効性ある常時監督シス

テムの構築が必要であるとしている。 
 
第 3 部は 4 章から成り、今後の保育政策にお

ける課題を挙げている。 
第 1 章「保育料の自由化と上限制」では、民

間保育施設のサービスの質を高めるためには、

保育施設間の質的競争が可能となるよう保育料

の自由化が必要だという主張に対し、保育料の

自由化は保育の公共性を放棄するものであり、

保育料の上昇を招くだけで、サービスの質的水

準向上とは無関係だという批判があるとしてい

る。 

第 2 章「公共型保育所と国公立保育所」では、

国公立施設の新規拡充が難しいため民間の優れ

た保育所に財政支援を行うことで公共性を高め

るという、政府の公共型保育所支援の施策につ

いて、質が確保されている国公立保育所の充実

を望む声に応えていないと指摘している。 
第 3 章「就業母優先支援と普遍的支援」では、

全階層を対象に同一な保育サービスを支援する

よりは、低所得者層と母親が就業中の子どもを

優先的に支援すべきだという意見に対し、保護

者の所得や雇用形態に関わらず、子どもが保育

サービスを享受できるような政策をとるべきだ

と主張している。 
第 4 章「保育財政の児童支援と施設支援」で

は、保育政策の実効性を高めるための財政支援

の方式について、保育サービスの運営者らはサ

ービス施設に対する支援を好み、政策決定者や

父母らは、児童に対する直接支援を好む傾向が

あると分析している。そして、今後の方向性と

して、1）民間施設支援と国公立保育施設の拡

充を並行させること、2）民間施設に対する政

府や地方自治体の財政支援が効果的に使われて

いるかどうかを、国・施設管理者・保護者等が

一緒にチェックできる仕組みを構築すること、

3）保育料以外の追加費用を徴収せずに保育施

設がサービスを提供できる仕組みを構築するこ

と、を挙げている。 
（アジア情報課 田中 福太郎） 
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図 1 『金融組合統計年報 : 昭和 14年度』奥付 

 
 

2.2. 人名録・商工録 
一方、山口楽器店に関するデジタルデータは

見つかりませんでした。個人や、個別の商店に

ついては、出版物が見つからないことが少なく

ありません。そうした場合でも、当時刊行され

ていた商工録等で住所が確認できることがあり

ます。国立国会図書館デジタルコレクションで

「朝鮮」「名録」「商工録」等のキーワードで

ヒットするもの2のほか、以下の資料でも、日

本語で調べることができます。 
 

芳賀登 [ほか]編『日本人物情報大系』（皓星社 

2001）【GB12-G22】  
第 71 巻から第 80 巻が朝鮮編で、『朝鮮在住

内地人実業家人名辞典 第 1 編』（1913 年刊、

第 72 巻に収録）、『京城仁川職業名鑑』

（1926 年刊、第 73 巻に収録）等、人物名や業

種から住所等の情報を検索できる資料が多数影

印・収録されています。 
このうち、『大正12年/昭和5年/昭和8年/昭

和11年版京城商工名録』（第80巻に収録）は、

類別索引（食料品、布帛等の業種別）、品名別

索引（白米、精肉等の取扱品目の頭字いろは順）

で商工業者が検索できます。昭和 11（1936）
年版の品名別索引の「蓄音機及レコード」の項

を見ると、山口楽器店の関連情報が掲載されて

おり、住所は「本町二ノ一一」と判明しました

（原資料の p.81, 本資料の p.239）。 
 

                                 
2 例えば、インターネット公開資料として、『大日本商

工録』『帝国商工録』『朝鮮工場名簿』等があります。 
3 「대경성정도 大京城精圖」지도전시관ウェブサイト 
http://gis.seoul.go.kr/Information/PavilionPopup.jsp?

3. 地図上の掲載箇所を探す 
3.1. 町名索引で検索する 
これらの住所を基に、今度は最初にご紹介し

た『대경성부대관（大京城府大観）』の索引を

確認します。この索引の排列はハングル字母順

なので、「죽첨정 1 정목（竹添町一丁目）」

「본정 2정목（本町二丁目）」で検索します。

協賛者索引の方は、どちらの団体も掲載されて

いませんでしたが、町名索引によると、竹添町

一丁目は分図 19 に、本町二丁目は分図 34 と 4
7 に掲載されていることが分かりました。 
各分図の下部には、分図中に記載されている

協賛者名が黒字で、それ以外の分図中に描かれ

ている建物名が青字で書かれています。分図19
（p.36）の下部には青字で「朝鮮金融 I-7」と

記載されていました。地図の横軸が「I」、縦

軸が「7」の部分（分図 19 の右下）を見ると、

「竹添町一丁目」の表記のすぐ下に「朝鮮金融」

が見つかります。一方、分図 34 と 47 には、山

口楽器店の名前は見えません。分図 47 に「本

町二丁目」の表記があるため、その付近と思わ

れますが、この資料から、より正確な所在地を

同定することは難しそうです。 
 

3.2. 地番入り地図で絞り込む 

山口楽器店の住所は「本町二ノ一一」なので、

11番地の場所が分かれば、かなり正確に絞り込

めます。本稿の最初でご紹介した『서울지도

（ソウル地図）』や、『定都 600 年서울地圖

（定都 600 年ソウル地図）』には、「地番区画

入大京城精図」（1936 年）、「地番入大京城

精密地図」（1940 年）、「地番区画入京城精

図」（1946 年）等の地番が記載されている地

図も収録されています。 
これらの中で、比較的文字が判読しやすい

「地番区画入大京城精図」を確認してみましょ

う。この地図は13分図、4補図に分割されてお

り、京城中心部は、分図第 5 号に収録されてい

ます3。非常に文字が小さいですが、本町二丁

目部分を見ると、広大な「フランス教会」（明

mg_id=20101221028&CAT_ID=20101221002&CAT_
TYPE=1 ; 『서울지도（ソウル地図）』pp.58-59 ; 
『定都 600 年서울地圖（定都 600 年ソウル地図）』
pp.124-125. 

8
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治町 2 丁目 1 番地）の南西に隣接する区画が本

町 2 丁目 11 番地であることが分かりました。 
 

4. 現在の地図で該当箇所を探す 

最後に、現在の地図で該当する場所を調べて

みましょう。戦前期の京城と比べると、現在の

ソウル市は、街並みも、行政地名も大きく変化

しています。そのため、厳密には同定できない

こともありますが、範囲の絞り込みに活用でき

る情報源をご紹介いたします。 
 

4.1. 歴史的建造物等の場所を参照する 

歴史的建造物や大きな道路は、地図上の場所

を比較する上で有用な指標となります。ソウル

の場合は、慶福宮（旧朝鮮総督府庁舎所在地）、

徳寿宮、崇礼門（南大門）、昌徳宮、宗廟等の

建造物や、世宗大路（光化門通）、鍾路、南大

門路、乙支路等の道路との位置関係から、ある

程度場所を絞り込めます4。 
竹添町一丁目は、慶福宮から光化門通を南下

し、鍾路の交差点を西に折れ、西大門方向に道

なりに南下したあたりですが、現在もほぼ同じ

軌跡で道路が走っており、概ね同定できます。

（図 2 の①） 
本町二丁目は、南大門路と乙支路の交差点の

南東方面ですが、道が込み入っており、この情

報だけでは確定できません。 
 

4.2. 新旧町名が併記された地図を参照する 

1947 年に刊行された「서울特別市精圖（ソ

ウル特別市精図）」には、新旧町名が併記され

ています5。この地図によると、竹添町一丁目

は「忠正路一街」に、本町二丁目は「忠武路二

街」に変わったようです。 
改めて現在の地図6を確認すると、確かに南

大門路と乙支路の交差点の南東に、忠武路二街

があります。その東側、三一大路に面した場所

に「明洞大聖堂」があります。明洞大聖堂は、

                                 
4 「지도 전시관（地図展示館）」 
（http://gis.seoul.go.kr/Information/Pavilion.jsp）には
地図上のアイコンをクリックすると、対応する現在の
場所に関する情報が表示される地図もあります（「최신 
경성전도 最新京城全圖」等）。 
5 『定都 600 年서울地圖（定都 600 年ソウル地図）』

1898 年にパリ外国宣教会によって設立された

韓国カトリック教会の象徴とされる建造物なの
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図 2 現在の地図上の位置 

 
 

まとめ 

本稿では、以下の手順をご紹介しました。上

手く見つけ出せない場合は、アジア情報室にお

気軽にお問合せください。 
 

1 出版物や人名録・商工録から当時の住所を調

べる 
2 その住所（町名）から地図上の大まかな場所

を探し、建物名や番地等の情報で絞り込む 
3 現在の地図上の場所を、歴史的建造物との位

置関係や、新旧町名情報を基に絞り込む 

 

（ふくやま じゅんぞう） 
 
 
 

 
 

pp.168-169. 
6 最近の大縮尺の地図帳として、『서울시 도로명･지번 
안내도 : 부동산 택배 행정용 : 1: 
3,350（ソウル市道路名･地番案内図 : 
不動産宅配行政用 : 1: 3,350）』（영진문화사 
2015）【G71-K108】があります。 
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 11 
 
アジア情報室では、国会サービス（国会議員に対する各種調査報告の作成、資料・情報等の提

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

地域における立法や政策動向等を知るために必要な政府刊行物や研究書等である。 
これらのうち、中国語圏と朝鮮語圏の国・地域の最近の動向を知るうえで有益と思われる資料

について、内容をやや詳しく紹介する。現代アジア各国・地域の政治、法律、経済、社会等につ

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

ページ数. 【当館請求記号】 
 

1. 中国語 
1.16. 戴茂堂, 周海春, 江畅 等 著『我国主流
价值文化及其构建调查 : 调查报告集（中国の

主流価値文化とその構築に関する調査 : 調査

報告集）』北京:人民出版社, 2014.5. 4, 357p
【EC225-C53】 
本書のテーマである「主流価値文化」1とは、

ある国の方向性を決定づける重要な要素の一つ

であり、その国と外交や経済上の関係を築く上

で注目すべき要素であるとされている。近年の

中国社会では、経済発展や対外交流の増加とと

もに価値観が多様化しているが、中国共産党は、

このような状況をふまえ、「社会主義の核心的

な価値観（社会主義核心価値体系）」の構築を

打ち出すなど、中国式社会主義2の価値観を揺

るぎないものとする必要性をしばしば強調して

いる3。 
本書は、こうした動きを受けて、2011 年に

国家社会科学基金重要プロジェクトに採択され

た「中国主流価値文化構築研究」による研究成

果の一部である。湖北大学哲学学院の江暢教授

らからなる研究グループは、西洋文化や中国の

伝統文化等の価値観と共存するなかで、「社会

                                 
1 その国や地域の国民の多くが共有する価値観や文化を

指し、近年中国で重視されるようになった概念である。

例えば、米国における資本主義文化は主流価値文化であ

り、カトリックキリスト教文化は非主流価値文化である

としている（江畅「主流价值文化与非主流价值文化论」

『中原文化研究』2014 年 5 期, 2014.10）。 
2  科学的社会主義（マルクス主義）を中国の実情に合

わせて発展させた中国共産党の公式思想。1982 年の中

国共産党第 12 回全国代表大会の鄧小平による開会スピ

ーチで初めて明確に打ち出された思想である。 
「建设有中国特色社会主义」中国共产党新闻网 
http://dangshi.people.com.cn/GB/221024/221027/1490
7092.html 

主義の核心的な価値観」を主流価値文化として

構築すべきという問題意識から、約 1 万名を対

象に実施したアンケート調査の結果を用いて、

そのための課題等を論じている。 
以下、アンケートの回答結果を分析した 16

の報告のうち、数点の概要を紹介する。 
 
・報告 1 現代中国の主流価値文化の構築の必

要性 
 「主流価値文化の構築は必要か」への回答は、

「必要」56.2％、「不必要」16.6％、「分から

ない」24.3％であった。他の回答結果と総合す

ると、文化により国家は強化されると考える者

や、中国式社会主義をよく理解している者ほど、

「必要」と答える割合が高い。 
しかし、主流価値文化の構築を不要と考える

者や無関心な者も少なからず存在していること

から、国民の意識向上、中国式社会主義への理

解を高める教育、広報の強化等を提言している。 
 
・報告 8 社会公衆の伝統文化に対するアイデ

ンティティ分析 
 儒教思想を基礎とする中国の伝統文化と現代

3 「中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的

决定（2006 年 10 月 11 日中国共产党第十六届中央委员

会第六次全体会议通过）」人民网 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/72347
/6347991.html 
また、2012年の共産党第18回全国代表大会における

胡錦濤総書記・国家主席（当時）の報告では、「社会主

義の核心的な価値観」の具体的な内容として、富強、民

主、平等、和諧、愛国などを挙げている。 
「胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告

【6】（2012 年 11 月 8 日）」人民网 

http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-
19612151-6.html 
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の主流価値文化の関係について考察する。「現

代中国において主流価値文化に対してアイデン

ティティを持つことを阻害する要因は何か」へ

の回答では、「西洋文化価値観の負の影響」

「伝統文化の軽視」などが上位を占め、「中国

の主流価値文化の核心は何であるべきか」への

回答では、「中国の伝統文化」が最も多く、

「マルクス主義」を上回った。 
この結果を受け、近代中国の社会変化の中で、

消失の危機にすらさらされてきた伝統文化であ

るが、国民への影響力は現代においてもなお無

視できない要素であるとしている。また、伝統

文化と主流価値文化の今後の関係性については、

更に歴史経験を経てから答えを出すべきこと、

そして伝統文化自体も社会の変化に合わせて現

代化していく必要があることを指摘している。 
 
・報告11 主流価値文化構築に作用する要素の

整理 
 「主流価値文化は何に基づいて構築されるか」

への回答は、「思想教育」が 47.6%、「共産党

と政府」は 22.6%であった。 
一定数の者が「共産党と政府」と回答してお

り、また、主流価値文化の構築には共産党が提

唱する「社会主義の核心的な価値観」への理解

と共感が欠かせないことから、共産党と政府に

は、広報の強化だけでなく、法制度や公共政策

の改善等が求められると指摘している。 
  
以上のアンケート結果分析は、前述した著者

の問題意識を前提としているため、やや恣意的

な分析や問題提起がみられることに留意する必

要がある。しかし、このような資料が刊行され

たこと自体が、現在の中国社会では価値観の多

様化が急速に進んでいること、党や政府がこの

ような現状に強い危機感を抱いていることを端

的に表していると思われ、興味深い。 
（アジア情報課 齊藤 まや） 

 

                                 
4 「中华人民共和国人口与计划生育法」（2015.12.27
修正）国务院法制办公室 
http://www.chinalaw.gov.cn/article/fgkd/xfg/fl/201512/2
0151200479829.shtml 
「35 年独生子女政策正式终结 一对夫妇可生育两个孩

1.17.  国务院发展研究中心 著『中国家庭发展
报告 = China family development report. 2015
（中国の家庭の発展に関する報告 2015）』 
北京 : 中国人口出版社, 2015.5. 4, 2, 165p
【EC84-C35】 
中国では、人口及び計画出産法の改正により、

2016年1月から一人っ子政策が廃止され、「夫

婦に子供二人」の原則が示された。その目的は、

人口推移のバランスを取り、少子高齢化問題に

対処するためとされている4。同国では近年、

農村から都市への労働力の移動の影響を受け、

年齢別人口構成のみならず家庭の形態（後述）

にも変化が生じている。 
本書は、2014 年に国家衛生・計画生育委員

会が 32,494 の家庭を対象に実施した、家庭の

現状や動向についての調査報告書である5。8 章

から成り、第 1 章から第 7 章まではテーマに基

づき調査結果を分析し、第 8 章で総括及び政策

提案を行っている。 
 
第 1 章「家庭と婚姻」では、伝統的な大家族

の減少、核家族化の進行と、「流動家庭」（戸

籍登録地から離れ出稼ぎ先で生活する家庭）、

「留守家庭」（出稼ぎに行った後に農村に残さ

れた家庭）、「空巣家庭」（子が家を離れ高齢

者が残った家庭）、単身家庭などに代表される

家庭形態の多様化を指摘し、農村男性や都市女

性の未婚率の高さなど、婚姻状況の特徴を述べ

ている。 
第 2 章「家庭の経済」では、家庭間には非常

に大きな収入格差があり、また、都市と農村の

間に1.8倍の収入格差、1.5倍の支出格差が存在

すると指摘している。 
第 3 章「健康と医療衛生サービス」では、年

代別に健康状況について分析し、また、特に農

村の高齢者の医療費の負担が大きいことを指摘

している。 
第 4 章「家庭内のサポート」では、経済的な

支援や生活の世話が必要な児童、青少年及び高

子」新华网, 2015.10.30. 
http://news.xinhuanet.com/finance/2015-
10/30/c_128374476.htm 
5 今後 2 年ごとに追跡調査が行われる予定である。 
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齢者を対象に分析を行っている。前者について

は、父親の育児への関与の不足や、児童の教

育・健康保障、青少年の在学率などにおける都

市・農村間の格差などを、後者については、経

済的な理由で疾病を治療できない人が一定程度

存在すること、身内による高齢者介護の多さな

ど、社会保障の不十分さを指摘している。 
第 5 章「家族計画を実行する家庭」では、一

人っ子政策に基づくものをはじめとする家族計

画を実行している家庭と実行していない家庭を

比較し、前者が児童教育、親子間のコミュニケ

ーション、高齢者の健康、経済収入などにおい

てより良い状況にあると述べている。 
第6章「城鎮化6の過程における家庭」では、

「城鎮化」が進行する中、流動家庭と留守家庭

が増加していると述べ、留守家庭の経済状況は

比較的良いが、児童の教育・健全な成長、女性

の健康状態、高齢者の介護などにおいて問題を

抱えると指摘している。 
第 7 章「家庭への外部サポート」では、農村

における上下水道などの公衆衛生のインフラ整

備の必要性を説き、農村の託児所や養老施設の

設置率は都市に比べ大幅に低いなど、農村の公

共サービスが不十分であることを指摘している。 
第 8 章「結論と政策提案」では、第 7 章まで

の結論を整理した上で、小中学生への健康教

育・無料健康診断の実施、高齢者の長期介護保

障制度の構築、医療機関と養老施設の連携推進、

家族計画を実行する家庭への助成、出稼ぎ労働

者家族に対する公共サービスの提供及び定住化

推進など、7 つの政策を提案している。 
（アジア情報課 丹治 美玲） 

                                 
6 都市化を意味する語だが、大都市だけでなく中小都市
も発展させ、そこに農村から流出した人口を定着させる
意図が含まれている。「国家新型城镇化规划（2014－
2020 年）」中华人民共和国中央人民政府门户网站, 
2014.3.16 も参照。 
http://www.gov.cn/zhengce/2014-
03/16/content_2640075.htm 
7 女性家族部（当時）が主管。 
『새싹플랜, 제 1차 중장기 보육계획('06~'10)（セサク

プラン、第 1 次中長期保育計画）』 
韓国職業能力開発院ウェブサイト, 2006.9.25. 
http://www.nhrd.net/board/view.do?boardId=BBS_000
0004&menuCd=DOM_000000102003000000&dataSi
d=16488 
8 保健福祉家族部（当時）が主管。 

2. 朝鮮語 
2.12.  장하진, 이옥, 백선희 저（チャン・ハ

ジン、イ・オク、ペク・ソニ著）『한국의 
보육정책（韓国の保育政策）』高陽 : 
공동체（共同体）, 2015.5. 492p【EG57-K12】 
日本では、保育所の待機児童や民間保育所の

質などが問題になっているが、韓国では、所得

制限なしの無償保育制度の導入に伴って保育需

要が急増する一方、政府や地方自治体の財政負

担の増大や、保育所での事故の増加が問題とな

っている。 
韓国における現行の保育政策は、盧武鉉政権

時に策定された「第一次中長期保育計画（2006
～2010）：セサク（新芽）プラン」7が基とな

っている。その後、李明博政権時には「アイサ

ラン（子どもの愛）プラン（2009～2012）」8

として拡充されて、0～2歳児の無償保育が始ま

り、朴槿恵政権下の2013年からは、0歳～5歳

児について、所得制限なしの無償保育及び養育

費支給が実施されている。また、同年には「第

二次中長期保育計画（2013～2017）」9も策定

されている。 
 
本書は、「第一次中長期保育計画」策定にか

かわった 3 名の専門家によるもので、韓国の保

育政策の背景、決定過程、争点、課題を整理し

たものである。チャン・ハジン氏（忠南大学校

名誉教授）は、同計画策定時の女性家族部長官

である。イ・オク（徳成女子大学校名誉教授）、

ぺク・ソニ（ソウル神学大学校社会福祉学科教

授）の両氏は、大統領諮問高齢化及び未来社会

委員会委員として育児政策に関わった経歴を有

『중앙보육정책위원회 개최, 아이사랑플랜 
심의（中央保育政策委員会開催、アイサランプラン

審議）』 
保健福祉部ウェブサイト, 2009.4.29. 
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0301vw.jsp?P
AR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&BOARD_ID=
140&BOARD_FLAG=00&CONT_SEQ=212393&page
=1 
9 保健福祉部が主管。 
『제 2차 중장기보육 기본계획 
마련（第 2 次中長期保育基本計画整備）』保健福祉部

ウェブサイト, 2013.12.31. 
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0301vw.jsp?P
AR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=2&CON
T_SEQ=295051 
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治町 2 丁目 1 番地）の南西に隣接する区画が本

町 2 丁目 11 番地であることが分かりました。 
 

4. 現在の地図で該当箇所を探す 

最後に、現在の地図で該当する場所を調べて

みましょう。戦前期の京城と比べると、現在の

ソウル市は、街並みも、行政地名も大きく変化

しています。そのため、厳密には同定できない

こともありますが、範囲の絞り込みに活用でき

る情報源をご紹介いたします。 
 

4.1. 歴史的建造物等の場所を参照する 

歴史的建造物や大きな道路は、地図上の場所

を比較する上で有用な指標となります。ソウル

の場合は、慶福宮（旧朝鮮総督府庁舎所在地）、

徳寿宮、崇礼門（南大門）、昌徳宮、宗廟等の

建造物や、世宗大路（光化門通）、鍾路、南大

門路、乙支路等の道路との位置関係から、ある

程度場所を絞り込めます4。 
竹添町一丁目は、慶福宮から光化門通を南下

し、鍾路の交差点を西に折れ、西大門方向に道

なりに南下したあたりですが、現在もほぼ同じ

軌跡で道路が走っており、概ね同定できます。

（図 2 の①） 
本町二丁目は、南大門路と乙支路の交差点の

南東方面ですが、道が込み入っており、この情

報だけでは確定できません。 
 

4.2. 新旧町名が併記された地図を参照する 

1947 年に刊行された「서울特別市精圖（ソ

ウル特別市精図）」には、新旧町名が併記され

ています5。この地図によると、竹添町一丁目

は「忠正路一街」に、本町二丁目は「忠武路二

街」に変わったようです。 
改めて現在の地図6を確認すると、確かに南

大門路と乙支路の交差点の南東に、忠武路二街

があります。その東側、三一大路に面した場所

に「明洞大聖堂」があります。明洞大聖堂は、

                                 
4 「지도 전시관（地図展示館）」 
（http://gis.seoul.go.kr/Information/Pavilion.jsp）には
地図上のアイコンをクリックすると、対応する現在の
場所に関する情報が表示される地図もあります（「최신 
경성전도 最新京城全圖」等）。 
5 『定都 600 年서울地圖（定都 600 年ソウル地図）』

1898 年にパリ外国宣教会によって設立された

韓国カトリック教会の象徴とされる建造物なの

で、「地番区画入大京城精図」に描かれた「フ

ランス教会」と見てよさそうです。そのため、

「本町二ノ一一」は、明洞大聖堂の南西に隣接

する一帯と考えられます（図 2 の②）。 
 
図 2 現在の地図上の位置 

 
 

まとめ 

本稿では、以下の手順をご紹介しました。上

手く見つけ出せない場合は、アジア情報室にお

気軽にお問合せください。 
 

1 出版物や人名録・商工録から当時の住所を調

べる 
2 その住所（町名）から地図上の大まかな場所

を探し、建物名や番地等の情報で絞り込む 
3 現在の地図上の場所を、歴史的建造物との位

置関係や、新旧町名情報を基に絞り込む 

 

（ふくやま じゅんぞう） 
 
 
 

 
 

pp.168-169. 
6 最近の大縮尺の地図帳として、『서울시 도로명･지번 
안내도 : 부동산 택배 행정용 : 1: 
3,350（ソウル市道路名･地番案内図 : 
不動産宅配行政用 : 1: 3,350）』（영진문화사 
2015）【G71-K108】があります。 
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している。以下、特徴的と思われる内容を紹介

する。 
 
第 2 部では、現在の韓国の保育政策を 14 章

に分けて概説している。 
第 1 章「保育料支援と無償教育」では、無償

保育の現状を概観している。保育支援予算をも

とに算出した乳幼児1人当たりの支援額は2002
年から2012年の10年間で7倍以上に増加した

一方で、保育施設が未設置である自治体の解消、

保育施設より割高な幼稚園に通う児童との公平

性の担保、巨額の財政支出に見合った監督体制

の強化、良質の保育サービスの提供等が課題だ

とされている。 
第 4 章「国公立保育施設」では、施設利用の

現状の分析がなされている。2012 年現在、保

育施設全体に占める国公立施設の割合が 5.2％
であるのに対し民間施設の割合は 36.0％、利用

児童の割合は、国公立10.1％に対し民間55.1％
などとなっている。サービスの質が比較的担保

されている国公立保育施設の充実を望む声が多

いにも関わらず、地方自治体の設置費用負担の

増大により、国公立施設の整備は進んでいない。

そのため、国庫支援を拡大することや、小規模

施設の設置を国公立にも認めるなどし、国公立

の比率を高めることが必要だとされている。 
第 12 章「保育サービスの質の管理」では、

保育施設の量的拡大と保育料無償政策により、

保育施設の数は増えたものの、保育サービスの

質の管理が追いついていない状態であるとした

上で、保育施設に対する評価認証制度の改善を

図り、公的部門による実効性ある常時監督シス

テムの構築が必要であるとしている。 
 
第 3 部は 4 章から成り、今後の保育政策にお

ける課題を挙げている。 
第 1 章「保育料の自由化と上限制」では、民

間保育施設のサービスの質を高めるためには、

保育施設間の質的競争が可能となるよう保育料

の自由化が必要だという主張に対し、保育料の

自由化は保育の公共性を放棄するものであり、

保育料の上昇を招くだけで、サービスの質的水

準向上とは無関係だという批判があるとしてい

る。 

第 2 章「公共型保育所と国公立保育所」では、

国公立施設の新規拡充が難しいため民間の優れ

た保育所に財政支援を行うことで公共性を高め

るという、政府の公共型保育所支援の施策につ

いて、質が確保されている国公立保育所の充実

を望む声に応えていないと指摘している。 
第 3 章「就業母優先支援と普遍的支援」では、

全階層を対象に同一な保育サービスを支援する

よりは、低所得者層と母親が就業中の子どもを

優先的に支援すべきだという意見に対し、保護

者の所得や雇用形態に関わらず、子どもが保育

サービスを享受できるような政策をとるべきだ

と主張している。 
第 4 章「保育財政の児童支援と施設支援」で

は、保育政策の実効性を高めるための財政支援

の方式について、保育サービスの運営者らはサ

ービス施設に対する支援を好み、政策決定者や

父母らは、児童に対する直接支援を好む傾向が

あると分析している。そして、今後の方向性と

して、1）民間施設支援と国公立保育施設の拡

充を並行させること、2）民間施設に対する政

府や地方自治体の財政支援が効果的に使われて

いるかどうかを、国・施設管理者・保護者等が

一緒にチェックできる仕組みを構築すること、

3）保育料以外の追加費用を徴収せずに保育施

設がサービスを提供できる仕組みを構築するこ

と、を挙げている。 
（アジア情報課 田中 福太郎） 
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アジア情報室の新着資料紹介（2016.7～2016.9） 

アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介する（2016 年 7 月から 9 月まで）。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

思われる資料には解題を付した。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。

地域ごとに、『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は、請求記号順に排列

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

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

1. 中国（香港、マカオを含む）、台湾

中国語の部

＜経済・産業＞ 

国家高新区创新能力评价报告. 2014 /  科技部火炬高技术

产业开发中心, 中国高新区研究中心 著. -- 北京 : 科学技

术文献出版社, 2015.9. -- 4, 3, 113p ; 29cm.--（国家创新

调查制度系列报告）

ISBN: 9787518906161 DC157-C445
中国の国家ハイテク産業開発区のイノベーション能力

に関する報告書。2 章からなる。第 1 章「国家高新区创

新能力评价分析」では、人材、予算などのリソースの集

中度、起業環境、国際化度合などの指標に基づいて、国

家級ハイテク産業開発区のイノベーション能力を分析す

る。第 2 章「国家高新区创新发展综合分析」では、企業

の業績や特許出願数などのデータを用いて、イノベーシ

ョン能力を総合的に分析する。

“一带一路”环球行动报告 = The report on the global 
action of one belt and one road. 2015 /  杨善民 主编. -- 
北京 : 社会科学文献出版社, 2015.9. -- 2, 10, 473p ; 24cm 
文献あり. 
ISBN: 9787509779163 DE9-C39 
中国の「一帯一路」政策に関する報告書。「总报告」

「中央篇」「地方篇」「国际篇」「企业篇」など 7 篇か

らなる。「总报告」で「一帯一路」政策全体の枠組など

を整理した後、行政機関別や省別、国別、業種別などの

カテゴリー別に政策を概括する。 

中国国际收支报告  = China’s balance of payments 
report. 2015上半年 / 国家外汇管理局国际收支分析小组

[编]. -- 北京 : 中国金融出版社, 2016.1. -- 181p ; 29cm 
ISBN: 9787504983428 DE161-C1 
中国の国際収支状況に関する報告書。「国际收支概况」

「国际收支主要项目分析」「国际投资头寸状况」など 5
部からなる。巻末に付録として「国际收支」「对外贸易」

「外汇市场和人民币汇率」など 8 つの統計資料を付す。

中国外债报告 : 2011-2013 年 /  国家外汇管理局《中国

外债报告》编委会 [編]. -- 北京  : 中国金融出版

社, 2015.6.-- 5, 205p ; 29cm 
ISBN: 9787504979629 DE161-C5 
中国の外国債券に関する報告書。2 章からなり、第 1

章「2011-2013 年中国跨境资金流动与外债形势」では中

国における外国債券の流通状況や管理制度について整理

し、第 2 章「2013 年世界其他国家（地区）外债有关情

况」では米国や日本など諸外国における外国債券の状況

を紹介する。巻末に付録として「中国外债统计与历年外

债数据」および「2011-2013 年中国外债管理与统计有关

法规」を付す。 

中国银行业发展报告 = Report on the development of the 
Chinese banking industry. 2015 /  中国银行业协会行业

发展研究委员会 编. -- 北京 : 中国金融出版社, 2015.8. -- 
3, 4, 5, 8, 6, 221p ; 29cm 
ISBN: 9787504980694 DF241-C73 
中国の銀行業に関する報告書。「经营环境篇」「机构

发展篇」「资产业务篇」など 9 篇からなる。巻末に付録

として国内外の「行业大事记」を付す。 

文化发展统计分析报告 = Statistical analysis report on 
cultural development. 2015 / 中华人民共和国文化部 编. 
-- 北京 : 中国统计出版社, 2015.9. -- 332p ; 30cm 
ISBN: 9787503775956       DT191-C9-C24 
文化施設の利用状況や文化事業費などを基に、中国全

体および省別の文化振興の状況を分析した報告書。「综

合篇」「专题篇」「地区篇」「背景篇」の4篇からなる。 

＜社会・労働＞

僱用管理性別平等概況調查報告. 103 年 / [勞動部 編]. -- 
臺北 : 勞動部, 2015.3. -- III, 105p ; 26cm 
ISBN: 9789860443264   EL97-C27 
台湾における企業のセクシャルハラスメント対策の状

況や、産前・産後休暇、育児休業の承認状況など、性別

工作平等法（日本の男女雇用機会均等法に相当）の実施

状況についてまとめた調査報告書。「統計結果提要分析」

「統計結果表」など 4 部からなる。「統計結果表」には

「事業單位對懷孕員工提供友善措施情形」「事業單位員

工申請「產假」情形」など関連する 44 の統計を収録。

巻末に「僱用管理性別平等概況調查表」など 3 つの付録

を付す。

15-29 歲青年勞工就業狀況調查報告 / [勞動部 編]. -- 台
北 : 勞動部, 2015.3. -- V, 20, 91, 8p ; 26cm 
ISBN: 9789860445992   EL97-C28 
台湾における 29 歳以下の青年労働者の就労状況につ

いてまとめた調査報告書。「統計結果提要分析」「統計

表」など 4 部からなる。「統計表」には「青年勞工目前

工作的職類」「青年勞工獲得目前工作的方法」など関連

する36の統計を収録。巻末に「15-29歳青年勞工就業狀

況調查調查表」など 2つの付録を付す。 

中高齡工作歷程調查報告 = Report on the middle-aged 
work history survey / 行政院主計總處 編. -- 臺北 : 行
政院主計總處, 2015.7. -- 30, 151p ; 26cm 
ISBN: 9789860453706   EL97-C29 
台湾における 45 歳以上の中高年者の労働経験、離職
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状況などの職歴についてまとめた調査報告書。「調查統

計結果綜合分析」「統計結果表」など 4 部からなる。

「統計結果表」には「45 歲以上者勞動力狀況」「45 歲

以上者工作總年資」など関連する 29 の統計を収録。巻

末に「性別專題分析」など 4 つの付録を付す。 
 
＜教育＞ 
中国大学校训、校风、师风、学风大全 / 沈永社 主编. -- 
北京 : 金城出版社, 2015.6. -- 3, 36, 304p ; 25cm 
ISBN: 9787515511597      F4-C20 
 中国の大学 946 校について、校章および校訓・校風な

どのスローガンを収録。省ごとに大別して排列。 
 
＜歴史・地理＞ 
新编中国抗日战争大辞典 / 章绍嗣, 田子渝, 陈金安 主编. 
-- 武汉 : 武汉出版社, 2015.7. -- 16, 2, 64, 1024p ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787543093355 GE8-C130 
 日中戦争に関する事件や人物など 6,500 項目を収録。

「军事」「事件」「政府・机构」など 11 部に大別し、

その中を細分して筆画順に排列。巻末に付録として「大

事记（1931-1945 年）」および拼音順の項目索引を付す。 
 
臺灣總督府檔案事典 / 陳文添 主編. -- 南投 : 國史館臺

灣文獻館, 2015.12. -- VIII, 502p ; 26cm 
ISBN: 9789860472721  GE461-C514 
 台湾総督府檔案（文書）など日本統治期（1895-1945
年）台湾の文書類に出現する、当時の統治機関、主要人

物、法令・制度、事件など約 700 項目について解説。排

列は筆画順。 

 

＜芸術・言語・文学＞ 
两岸通用词典 / 李行健 主编. -- 北京 : 髙等教育出版

社, 2015.12. -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 9787040429084      KK12-C423 
 中国および台湾で使用される漢字と単語約 8 万語につ

いて、簡体字形および繁体字形、拼音、注音符号、語義、

例文を収録。排列は拼音順。中国または台湾のみで使用

される語にはアイコンを付して区別している。下巻巻末

に「汉语拼音与注音符号对照表」「两岸标点符号对照简

表」など 5 つの付録を付す。 

 
莫言作品及研究文献目录汇编 : 1981-2013 /  范晓琴 编
著 . -- 太原  : 北岳文艺出版社 , 2014.7. -- 3, 2, 5, 
275p ;  24cm. -- (山右中文學術文库) 
ISBN: 9787537841634 KK61-C117 
 1981 年から 2013 年までに発表された莫言の作品およ

び莫言に関する研究文献約 3,000 件について、タイトル

および書誌事項を収録。「莫言作品」と「莫言研究文献」

の 2 つに大別し、それぞれを随筆、短編小説、総合研究、

作品別研究などのカテゴリ別に細分して年代順に排列。

巻末に付録として「莫言创作大事年表」を付す。 

 
＜科学技術＞ 
水利水电工程英汉图文辞典  = Illustrated English-
Chinese dictionary of water resources and hydropower 
engineering. 水工卷 /  中国电建集团成都勘测设计研究

院有限公司 编著. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2015.1. 
-- 227p ;  21cm 
索引あり. 

ISBN: 9787517027553 NA2-C32 
 水資源開発や水力発電技術に関する英語約 3,000 語に

ついて、中国語訳と例文を収録。排列はアルファベット

順。巻末に拼音順の中国語索引を付す。 

 

英汉网络空间缩略语大词典 =  An English-Chinese 
dictionary of cyberspace abbreviations /  戚建平, 邬江兴 
主编 . -- 北京  : 國防工業出版社 , 2015.7. -- VIII, 
523p ;  22cm 
ISBN: 9787118103090 ND2-C24 
宇宙工学、情報通信、コンピューター、計測・観測機

器、宇宙ステーション、スペースシャトルなど宇宙開発

に関する分野のアルファベット略語約 20,000 語につい

て、英語の正式名称および中国語の訳語を収録。排列は

略語のアルファベット順。 
 
汉日医学大词典 = 漢日医学大辞典 / 王禾 主编. -- 第 2
版. -- 北京 : 人民卫生出版社, 2015.5. -- 27, 2420p ; 27cm 
ISBN: 9787117204453    SC2-C61 
 「西医西药词汇」「中医中药词汇」の 2 部からなる。

「西医西药词汇」は西洋の医学および薬学に関する用語

約 29 万語について、中国語と日本語を対照、「中医中

药词汇」は中国の医学および薬学に関する用語約 12,000
語について、中国語および日本語の説明を収録する。排

列はいずれも拼音順。巻末に付録として「植物药学名」

を付す。 

 

汉英医学大词典  = The Chinese-English medical 
dictionary / 赵群 主编. -- 第 3 版. -- 北京 : 人民卫生出

版社, 2015.2. -- 28, 2244p ; 27cm 
ISBN: 9787117194860    SC2-C62 
 「西医西药词典」「中医中药词典」の 2 部からなる。

「西医西药词典」は西洋の医学および薬学に関する用語

約 27 万語について、中国語と英語を対照、「中医中药

词典」は中国の医学および薬学に関する用語約11,700語
について、中国語および英語の説明を収録する。排列は

いずれも拼音順。 

 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

数字文化资源需求与使用状况研究. 2014 / 畅榕, 魏超, 谭
锐 著. -- 北京 : 知识产权出版社, 2015.5. -- 3, 3, 214p ; 
23cm 
ISBN: 9787513028172   UL31-C82 
 中国におけるデジタル情報の利用状況に関する報告書

で、映画、ゲームなどのコンテンツおよび、携帯電話、

パソコン、タブレットなど端末の種類や使用頻度等を調

査している。北京における調査結果の報告、今後の公共

デジタル文化サービスへの提言のほか、農民工、留守児

童（農村に残された農民工の子供）、高齢者など、属性

ごとの分析報告を収録する。 

 

中文核心期刊要目总览 = A guide to the core journals of 
China : 2014年版 / 朱强, 戴龙基, 蔡蓉华 主编. -- 第 7
版. -- 北京 : 北京大学出版社, 2015.9. -- 40, 5, 944p ; 
27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787301261897   UP15-C46 
 中国のコアジャーナル 1,983 誌について、出版動向の

分析と目録を収録。「核心期刊表」「核心期刊简介」の

2 部からなる。「核心期刊表」は、『中国图书馆分类法』
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（第 5 版）に基づく 74 の分野別に、コアジャーナルの

一覧と論文の被引用回数などの選定基準を収録。「核心

期刊简介」は、各雑誌の書誌事項および解題を収録し、

誌名の拼音順に排列。巻末に「专业期刊一览表」「国内

版外文期刊一览表」など 6 つの付録を付す。「专业期刊

一览表」には、コアジャーナル以外のタイトルも含む分

野別の学術雑誌一覧を収録。 
 
汉译日文图书总书目 : 1719-2011 / 田雁 主编. -- 北京 : 
社会科学文献出版社, 2015.10. -- 4 冊 ; 27cm 
索引あり. 文献あり. 
ISBN: 9787509776872    UP63-C8 
 1719 年から 2011 年までに中国で出版された、日本語

図書の中国語版約 25,000 タイトルを収録した目録。年

ごとに書名の拼音順に排列。各巻の巻末に拼音順の書名

索引および著訳者索引を付す。 
 
湖北省图书馆馆藏旧版日文图书目录 / 湖北省图书馆 编. 
-- 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2014.10. -- 1, 2, 1, 435p ; 
27cm. -- (湖北省圖書館长江文库) 
索引あり. 
ISBN: 9787535270733           UP115-C57 
 湖北省図書館が所蔵する、1869 年から 1949 年に出版

された日本語図書 8,929 冊について、書名や出版事項な

どを収録。排列は日本語の五十音順。巻末に『中国图书

馆分类法』（第 5 版）に基づく分類索引を付す。 
 

日本語の部 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

《醒世姻緣傳》方言語彙辞典 / 植田均 著. -- 東京 : 白
帝社, 2016.3. -- 366p ; 22cm 
布装. 
索引あり. 
ISBN: 978-4-86398-208-6  KK271-L1 
 
 

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

政治人名大事典 : 대한민국 근현대사 / 
대한민국건국기념사업회 헌정 연구소 기획･편찬. -- 
서울 : 대한민국건국기념사업회 : 태평양저널, 2014.10. 
-- 2冊 ; 27cm.  
상권. 행정부 편. 하권. 입법부 편. 
ISBN: 9788990642219 (set) ; 9788990642189 (상권) ;  
9788990642196 (하권) 
（政治人名大事典 : 大韓民国近現代史） A2-K42 
李承晩政権から朴槿恵政権までの歴代大統領、国務総

理、副総理、長官、市長、道知事、国会議員 6,563 名に

ついて、生年月日、出生地、経歴、任期などを、顔写真

とともに収録。上巻「行政府編」では、期間内に生じた

主な出来事とその評価を記す。各巻末に人名索引を付す。 

 
헌법소송법론 = Rules of constitutional litigation / 허영 

저. -- 제 11판 [2016년판] -- 서울 : 박영사, 2016.1. -- 
xxxvi, 533p ; 25cm 
年表あり. 文献あり.  

ISBN: 9791130328522  
（憲法訴訟法論） AK4-211-K58 
 
2013 국회업무편람 / 행정자치부 기획재정담당관실 
지음. -- 서울 : 생각쉼표 : 휴먼컬처아리랑, 2016.1. -- 
286p ; 22cm 
ISBN: 9791155650158  
（2013 国会業務便覧） AK4-241-K47 
行政自治部職員のための国会関連業務手引書。「第 1

章 国会概要」「第 2 章 国会業務推進要領」「第 3 章 

国政監査」「第 4 章 人事聴聞会」「第 5 章 党政協議

業務」からなる。巻末に「主要用語解説」など 7 の付録

を付す。 
 
후보자와 정당을 위한 공직선거법 해설 / 오윤식 저. -- 
최신판. -- 서울 : 피앤씨미디어, 2016.1. -- xxvii, 982p ; 
26cm 
文献あり. 索引あり.  
ISBN: 9791157302543 
（候補者と政党のための公職選挙法解説） 

 AK4-251-K66 
 
현대인사행정론 = Modern public personnel 
administration / 박천오, 강제상, 권경득, 조성한, 
조경호, 배귀희, 박홍엽 공저. -- 제3판. -- 파주 : 法文社, 
2014.3. -- xvi, 505p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788918024141  
（現代人事行政論） AK4-311-K212 
韓国の公務員人事行政の理論と実情に関する概説書。

韓国の公務員制度、人材確保・教育訓練、人事異動、評

定制度、政治的中立・倫理などを解説する。巻末に「一

般職公務員の職級表（第 3条第 1 項関連）」を付す。 
 
대한민국 국민이라면 꼭 알아야 할 정보공개법 = 
Freedom of information act / 안상운 지음. -- 서울 : 
자음과모음, 2015.2. -- 805p ; 25cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN 9788954431439  
（大韓民国国民なら必ず知らなければならない情報公開

法） AK4-311-K218 
 
기록관리관련법령 / 이원규 지음. -- 서울 : 선인, 2015.2. 
-- 398p ; 23cm. -- (한국국가기록연구원 교육총서 ; 4) 
ISBN: 9788959338696 ; 9788959336067 (set)  
（記録管理関連法令） AK4-311-K219 
 
조세법강의 = Lectures on taxation law / 이태로, 한만수 

지음. -- 신정12판(2016년도판) -- 서울 : 박영사, 2016.3. 
-- xlix, 1334p ; 26cm 
索引あり. 
ISBN: 9791130328829  
（租税法講義） AK4-361-K75 
 
지방자치론 / 김병준 저. -- 제2수정판. -- 파주 : 法文社, 
2015.8. -- xxiii, 685p ; 27cm  

文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788918024363  
（地方自治論） AK4-391-K75 
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지방자치 20년 평가 / 행정자치부, 한국지방행정연구원 
[編]. -- [서울] : 행정자치부 : 한국지방행정연구원, 
2015.10. -- xxiv, 599p ; 26cm. -- (지방자치 20년 평가 ; 
1권) 
（地方自治 20 年評価） AK4-391-K76 
民選地方自治が始まった1985年から2015年までにつ

いて、様々な観点から地方自治について評価する。「第

1編 評価の目的及び設計」「第2編 地方自治20年の

意義と成果」「第 3 編 自治要素評価」の 3部構成。 

 
관광법규론 = The laws of tourism / 조진호, 김도영, 
김형철, 남재학, 이황, 최용준 공저. -- 개정 9 판. -- 서울 : 
현학사, 2016.3. -- 490p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9788959013449  
（観光法規論） AK4-471-K24 
 
사회복지법제론 = Social welfare and law / 김종엽, 
이영식, 이은경, 김영준 공저. -- 제2판. -- 서울 : 탑북스, 
2016.3. -- 558p ; 26cm 

文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791185647906  
（社会福祉法制論） AK4-541-K57 
 
＜経済・産業＞ 
지방재정론 / 유훈, 신희권, 이재원 공저. -- 신판. -- 
파주 : 法文社, 2015.2. -- xxi, 478p ; 26cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788918024318 
（地方財政論） DG291-K11 
  
한국우정 130 년사 : 1884-2014 / 우정사업본부 [編]. -- 
서울 : 우정사업본부, 2014.11. -- 2 冊 ; 27cm 
2권に年表あり. 
1권. 1884-1981. 2권. 1982-2014. 
ISBN: 9788997110612 (set)  
（韓国郵政 130 年史 : 1884-2014） DK321-K10 
韓国の郵政の歴史を 6 つの時期に分けて解説する。2

巻からなり、1 巻は第 1-4 期（1884-1981 年, 開始、停

滞、再建、発展）を、2巻は第5-6期（1982-2014年, 跳
躍、独立）を収録する。2 巻の巻末に「各種統計」「各

種変遷史」など 6の付録を付す。 
 
광업・광산물 통계연보 = Yearbook of minerals 
statistics. -- 대전 : 한국지질자원연구원. -- ; 26cm 
2013년도 (2014.4)- 
（鉱業・鉱産物統計年報） Z41-AK746 
 
＜社会・労働＞ 
한국 복식 사전 = Dictionary of Korean costumes / 
강순제, 김미자, 김정호, 백영자, 이은주, 조우현, 
조효숙, 홍나영 지음. -- 서울 : 민속원, 2015.10. -- 910p ; 
24cm 
漢字タイトル: 韓國服飾事典. 
索引あり. 
ISBN: 9788928507269 
（韓国服飾事典） E2-K16 
上古時代から使用されてきた服飾用語のうち髪型、冠、

官服など 20 の分野の中から抜粋した約 1,600 語につい

て、解説のほか、挿絵、関連用語、参考文献を収録。排

列は見出し語のハングル字母順。巻頭に分野別目次、巻

末に索引を付す。 
 
의료관광마케팅 = Tourism marketing for global health 
care / 강한승, 서병로, 김기홍 지음. -- 제 2판. -- 서울 : 
대왕사, 2016.2. -- 408p ; 26cm 
文献あり.  
ISBN: 9788945690159 
（医療観光マーケティング） EG211-K5 
  
근로복지공단 통계연보. -- 서울 : 근로복지공단. -- ; 
26cm 
2014년도 (2016.1)-  
（勤労福祉公団統計年報） Z41-AK747 
 
＜教育＞ 
교육과정 개편 한눈에 보기 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2015. 11. -- 217p ; 23cm. -- (한눈에 보기 = 
Fact Book ; 50) 
文献あり. 
ISBN: 9791186927007 ; 9788996973256 (set) 
（教育課程改編 一目で見る） FC41-K4 
 
＜歴史・地理＞ 
서울시 도로명･지번 안내도 : 부동산 택배 행정용 : 1: 
3,350 / 영진문화사 [編]. -- 최신판. -- 서울 : 영진문화사, 
2015.10. -- 311p ; 54cm 
ISBN: 9788969010155 
（ソウル市道路名･地番案内図 : 不動産宅配行政用 : 1: 
3,350） G71-K108 
道路名住所の構成要素となる道路名（大路、路、キ

ル）・建物番号と、地番を併載する都市地図。集合住宅

については、棟番号、面積、階数も収録する。 

 

대경성부대관 / 서울역사박물관 조사연구과 [編]. -- 
서울 : 서울역사박물관 조사연구과, 2015.2. -- 150p ;  
28cm 
漢字タイトル: 大京城府大觀. 
索引あり. 
ISBN: 9791186324011 
（大京城府大観） G72-K34 

1936 年に製作された鳥瞰図「大京城府大観」を、87
等分し、1.4 倍程度に拡大して収録した地図集。京城府

のほか、永登浦、明水台、仁川府の地図も含む。巻末に

「論考」5 点と、町名索引、協賛者索引（本地図の製作

に協賛した団体等の建物が掲載されている箇所を町名ご

とに検索可能）を付す。 
 
국사편찬위원회 수집 일본 자료 편람 / 국사편찬위원회 

[編]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2015.12. -- xiii, 418p ; 
23cm 
ISBN: 9788982366529 
（国史編纂委員会収集日本資料便覧） GE5-K28 
国史編纂委員会が韓国関連資料を収集した日本の機関

（国立国会図書館など主要 7 機関、京都大学など 13 大

学、山口県文書館など地方 16 機関および個人文庫など）

について、概要および収集資料の解題を収録。 
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국사편찬위원회 수집 러시아 자료 편람 / 
국사편찬위원회 [編]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2015.12. 
-- 419p ; 23cm 
ISBN: 9788982366628 
（国史編纂委員会収集ロシア資料便覧） GE5-K29 
国史編纂委員会が韓国関連資料を収集したロシアの機

関（ロシア連邦対外政策文書保管所、ロシア国防省中央

文書保管所、ロシア社会政治史国立文書保管所）につい

て、概要および収集資料の解題を収録。巻末にそれぞれ

の収集資料目録を付す。 
 
한국지명유래집 : 북한편. 1-2 / 국토지리정보원 저. -- 
서울 : 진한엠앤비, 2016.2. -- 2冊 ; 26cm 
2 に文献あり. 2 に索引あり.  
ISBN: 9791170092858 (1) ; 9791170092902 (2) 
（韓国地名由来集 : 北韓編） GE11-K26 
北朝鮮の地名 8,000 余りについて、地名の由来や変遷、

地図の引用などを収録。2 巻からなり、1 巻は平壌直轄

市、南浦特別市、平安北道、平安南道、黄海北道、黄海

南道を、2 巻は羅先特別市、慈江道、両江道、咸鏡北道、

咸鏡南道、江原道を収録する。2 巻の巻末に付録「市・

郡・区域の主要行政区域変化」「市・郡・区域管轄洞・

邑・労働者区・里地名（2008）」と、ハングル字母順の

索引を付す。 
 
한국지리지 대전광역시 / 국토지리정보원 저. -- 서울 : 
진한엠앤비, 2015.10. -- 565p ; 28cm 
文献あり. 
ISBN: 9791170091639  
（韓国地理誌大田広域市） GE163-K136 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국 TV 드라마 50 년사 : 연표 : 1961~2011 / 한국 

TV 드라마 50 년사 발간위원회 엮음. -- 서울 : 
한국방송실연자협회, 2014.9. -- 670p ; 26cm  
ISBN: 9788993632385 
（韓国TV ドラマ 50 年史 : 年表 : 1961~2011） 
  KD617-K4 

1962年以降に韓国で放映されたテレビドラマを1年単

位で整理した一覧表。ドラマのタイトル、脚本家、演出

家、出演者、放映期間、放映回数、分類、内容などを収

録。テレビ局で大別した後、ドラマの放映枠名のハング

ル字母順、放映日順で排列。索引はない。 
 
한국어 구어 빈도 사전 / 서상규 지음. -- 서울 : 
한국문화사, 2015.10-11. -- 2冊 ; 26cm 
文献あり. 
1. 잦기순. 2. 가나다순. 
ISBN: 9788968172885 (set) ; 9788968172892 (1) ;  
9788968172908 (2)  
（韓国語口語頻度辞典） KJ42-K239 
 
필사본 고어대사전 = Pre-modern Korean dictionary of 
handwritten literature / 박재연 주편. -- 서울 : 학고방, 
2010.11. -- 7冊 ; 27cm 
1. ㄱ. 2. ㄴ~ㄹ. 3. ㅁ~ㅂ. 4. ㅅ 5. ㅇ. 6. ㅈ~ㅊ. 7. 
ㅋ~ㅎ. 
ISBN: 9788960711792 (set) ; 9788960711808 (1) ;  
9788960711815 (2) ; 9788960711822 (3)  ;  

9788960711839 (4) ; 9788960711846 (5) ; 
9788960711853 (6) ; 9788960711860 (7) 
（筆写本古語大辞典） KJ42-K240 

15 世紀から 20 世紀初頭までのハングル筆写本約 200
種約 2,000 冊、簡札、古文書約 1,000 点に現れる語彙

70,615 語、例文188,034 文を収録。用例には出典を示す。

排列は見出し語のハングル字母順。 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
北朝鮮「終りの始まり」2001-2015 / 斎藤直樹 著. -- 東
京 : 論創社, 2016.3. -- 500p ; 20cm  
索引あり.  
ISBN: 978-4-8460-1517-6  A99-K3-L4 
 
韓国は裏切る / 室谷克実 著. -- 東京 : 新潮社, 2016.4. -
- 239p ; 18cm. -- (新潮新書 ; 665) 
ISBN: 978-4-10-610665-1  A99-ZK4-L132 
 

韓国家族法 : 伝統と近代の相剋 : 南山大学学術叢書 / 
青木清 著. -- 東京 : 信山社, 2016.3. -- 242p ; 22cm. -- (学
術選書 ; 51. 家族法)  
文献あり. 索引あり.  
ISBN: 978-4-7972-5851-6  AK4-811-L3 
 
＜経済・産業＞ 
ヤバイ!韓国経済絶望の真実 : 朴政権で広がる「下流」

と「貧困」. -- 東京 : 宝島社, 2016.2. -- 127p ; 26cm. -- 
(別冊宝島 ; 2421 号) 
ISBN: 978-4-8002-4968-5 Y94-L26207 
 
＜社会・労働＞ 
「慰安婦」問題の現在 : 「朴裕河現象」と知識人 / 前
田朗 編. -- 東京 : 三一書房, 2016.4. -- 243p ; 19cm 

ISBN: 978-4-380-16001-1 EG71-L103 
 
＜教育＞ 
危機に瀕する韓国教育 : 重圧に耐えられない生徒 / 湯
藤俊吾 著. -- [東京] : 東京図書出版 ; 東京 : リフレ出版 
(発売), 2015.4. -- 171p ; 19cm  

文献あり.  
ISBN: 978-4-86223-835-1 FB52-L16 
 
＜歴史・地理＞ 
韓国朝鮮の歴史 / 吉田光男 編著. -- 東京 : 放送大学教

育振興会 ; [東京] : [NHK 出版 (発売)], 2015.3. -- 279p ; 
21cm. -- (放送大学教材) 
文献あり 索引あり.  
ISBN: 978-4-595-31545-9 GE122-L13 
 
朝鮮現代史 / 糟谷憲一, 並木真人, 林雄介 著. -- 東京 : 
山川出版社, 2016.7. -- 414,40p ; 20cm 
文献あり 年表あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-634-64085-6 GE122-L19 
 

嫌韓問題の解き方 : ステレオタイプを排して韓国を考

える / 小倉紀蔵, 大西裕, 樋口直人 著. -- 東京 : 朝日新

聞出版, 2016.6. -- 253p ; 19cm. -- (朝日選書 ; 947)  
文献あり. 
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ISBN: 978-4-02-263047-6 GE136-L58 
 

韓国はなぜ危機か / 韓国経済新聞 著 ; 豊浦潤一 訳. -- 
東京 : 中央公論新社, 2016.6. -- 270p ; 18cm. -- (中公新書

ラクレ ; 556) 
ISBN: 978-4-12-150556-9 GE136-L59 
 
欧文の部 
 
＜歴史・地理＞ 
The global impact of South Korean popular culture : 
Hallyu unbound / edited by Valentina Marinescu. -- 
Lanham, Maryland : Lexington Books, [2014] -- vi, 159 
pages :illustrations ; 24 cm 
Includes bibliographical references (pages 147-148) and 
index. 
ISBN: 9780739193372 (cloth : alk. Paper) 
  (GE136-P23) 
 
＜哲学・宗教＞ 
Eastern learning and the heavenly way : the Tonghak 
and Ch'ŏndogyo movements and the twilight of Korean 
independence / Carl F. Young. -- Honolulu : University 
of Hawaiʻi Press : Center for Korean Studies, University 
of Hawaiʻi, [2014] -- xxiii, 271 pages ; 24 cm. -- (Hawaiʻi 
studies on Korea) 
Includes bibliographical references (pages 247-259) and 
index. 
ISBN: 9780824838881 (cloth : alk. paper)  
  (HK41-P91) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
National Palace Museum of Korea : the king at the 
palace : Joseon royal court culture at the National 
Palace Museum of Korea / coordinated and edited by Ro 
Myounggu, Park Suhee. -- Seoul : National Palace 
Museum of Korea, 2015. -- 307 pages :illustrations 
(some color), maps, plans, genealogical tables ; 26 cm 
ISBN: 9788929906771  (K3-P133) 
 
In blue and white : porcelain of the Joseon dynasty / 
authors, Kang Dae-gyu [and six others] ; translators, 
Phillip Maher [and three others]. -- First edition. -- 
Seoul : National Museum of Korea, 2015. -- 343 
pages :color illustrations ; 30 cm 
Includes bibliographical references (pages 330-337) and 
index. 
ISBN: 9788981641313  (K3-P134) 
 
Pathways to Korean culture : paintings of the Joseon 
Dynasty, 1392-1910 / Burglind Jungmann. -- London, 
UK : Reaktion Books, 2014. -- 392 pages :color 
illustrations, portraits ; 26 cm 
Includes bibliographical references (pages 351-367) and 
indexes. 
ISBN: 9781780233673  (K144-P6) 
 
Onggi : Korean traditional earthenware / writers Yun 
Yong-i, Lee Han-seung. -- Seoul, Korea : Korea Craft & 

Design Foundation, 2016. -- 171 pages :illustrations ; 21 
cm.-- (Korean craft & design resource book ; 08) 
Includes bibliographical references (pages 167-168) 
ISBN: 9788997252565  (KB382-P3) 
 
Chimseon : Korean traditional sewing / writers Park 
Ga-young, Kim Yeo-kyung, Song Su-jin. -- Seoul, 
Korea : Korea Craft & Design Foundation, 2016. -- 163 
pages :illustrations ; 21 cm. -- (Korean craft & design 
resource book ; 09) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9788997252589  (KB441-P39) 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
日本企業のアジア進出総覧. 2016 / 重化学工業通信社 編. 
-- 東京 : 重化学工業通信社, 2016.6. -- 875p ; 26cm 
ISBN: 978-4-88053-170-0 DE151-L457 
 
JNTO訪日旅行誘致ハンドブック. 2016 アジア6市場編 

/ 日本政府観光局 編著. -- [東京] : 日本政府観光局, 
[2016]. -- 236p ; 30cm. DK261-L303 
 
Oxford handbook of the international relations of Asia / 
edited by Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill and 
Rosemary Foot. -- Oxford ; New York : Oxford 
University Press, [2014] -- xxiii, 810 pages ; 26 cm 
ISBN: 9780199916245 (hardback : alk. paper)   

  A76-B208 
 
南アジア 
 
＜インド＞ 
The Oxford handbook of the Indian economy in the 21st 
century : understanding the inherent dynamism / 
edited by Ashima Goyal. -- First edition. -- New Delhi, 
India : Oxford University Press, 2014. -- lxxiv, 965 
pages : illustrations ; 24 cm. – (Oxford India handbooks). 
Contributed articles. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780198097532 (DC251-P113) 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The Oxford handbook of European Islam / edited by 
Jocelyne Cesari. -- First edition. -- Oxford, United 
Kingdom : Oxford University Press, 2015. -- xviii, 869 
pages : illustrations ; 26 cm 
Includes bibliographical references and indexes. 
ISBN: 9780199607976 (hardback)  EC143-B21 
 
Handbook of research on higher education in the Mena 
region : policy and practice / Neeta Baporikar. -- 
Hershey PA, USA : Information Science Reference, 
[2014] -- ⅹⅹiii, 497 pages :  illustrations ; 29 cm. – 
(Advances in higher education and professional 
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development (AHEPD) book series). 
Includes bibliographical references (pages 442-486) and 
index. 
ISBN: 9781466661981 (hardcover) ; 9781466662018 
(print & perpetual access) ; 9781466661998 (ebook) 

FD16-B16 
中東・北アフリカ（MENA）の高等教育に関する研究

論文 18 件を収録。「MENA における高等教育政策及び

実地例」「高等教育における喫緊の課題」「ケーススタ

ディとモデルケース」の 3 部からなる。巻末に参考文献

と索引を付す。 
 
A dictionary of idiomatic expressions in written Arabic : 
for the reader of classical and modern texts / Mahmoud 
Sami Moussa. -- Cairo ; New York : The American 
University in Cairo Press, 2014. -- 571 pages ; 25 cm 
Arabic idioms with meanings given in Arabic and 
English. 
ISBN: 9789774166419 (KM22-P37) 
今日までの各種文語アラビア語資料を採録対象とした

慣用表現辞典。8,500 項目以上の慣用表現を収録。各項

目は語根（単語の意味の基本となる最小単位）毎にまと

められ、語根の排列はアラビア語アルファベット順。 
 
Catalogue of Arabic manuscripts : codices Arabici & 
codices Arabici Additamenta / Irmeli Perho. -- 
Copenhagen : Nias : Det Kongelige Bibliotek, 2007. -- 3 
volumes : illustrations (some color) ; 28 cm. --  
(Catalogue of oriental manuscripts, xylographs, etc. in 
Danish collections (COMDC) ; volume 5.3) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9788776940126  (UP72-P97) 
デンマーク王立図書館が 17 世紀から現在までに収集

したアラビア語写本 358 点について、書誌事項、形態的

記述、解題、テキストの始めと終わりの語句、所蔵者に

ついての記述、巻頭と巻末の写真などを収録する。コー

ラン、歴史、文法、詩など 29 の主題に分けて排列。巻

末にタイトル、著者、書写者、所蔵者等、書写年の各索

引と参考文献を付す。 
 
＜イラン＞ 
Catalogue of Persian manuscripts / Irmeli Perho. --  
Copenhagen : NIAS Prress : Det Kongelige Bibliotek, 
2014. -- 2 volumes : illustrations (some color), 
facsimiles ; 29 cm. – (Catalogue of oriental manuscripts, 
xylographs, etc. in Danish collections (COMDC) ; 8.1) 
Includes facsimiles of first leaves of the manuscripts. 
ISBN: 9788776941352 (set) ; 8776941353 

 UP72-B164 
デンマーク王立図書館が所蔵する、 Arthur 

Christensen 収集のペルシア語写本、石版本 155 点、

David Simonsen収集のペルシア語写本10点、および同

図書館が収集したペルシア語写本 102 点の 3 つのコレク

ションについて、書誌事項、形態的記述、解題、テキス

トの始めと終わりの語句、来歴、巻頭と巻末の写真など

を収録する。巻末に参考文献と主題、タイトル、著者・

翻訳者、書写者、挿画家・装飾家、書写年、印刷年、印

刷地、所蔵者等 の各索引を付す。 
 
 

北アフリカ 
 
＜エジプト＞ 

〈図説〉古代エジプト文明辞典 / トビー・ウィルキン

ソン 著 ; 大城道則 監訳. -- 東京 : 柊風舎, 2016.5. -- 
397p ;  22cm 
原タイトル: Dictionary of Ancient Egypt. 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-86498-036-4 G2-L8 
エジプト初期王朝時代（紀元前3100年-2575年頃）か

らローマ時代（紀元前 30 年-紀元後 395 年）までの、古

代エジプト文明関連用語約 1,100 項目を収録。排列は五

十音順。巻頭に「王名一覧と編年表」、巻末に「遺跡平

面図と地図」、参考文献、図版クレジット、欧文項目対

照索引を付す。 
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