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欧文の部 
 
＜歴史・地理＞ 
The Republic of Korea : themes and archives. -- Daejoen : 
National Archives of Korea, Ministry of the Interior, 2016.  
-- 175 pages :illustrations ; 27 cm  Includes 
bibliographical references (page 174). 
ISBN: 9791195641574           (GE136-P27) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
World heritage in Korea, 1995-2015 / Cultural Heritage 
Administration. -- Enlarged edition. -- Daejeon, Republic 
of Korea : Cultural Heritage Administration, 2015. -- 253 
pages :color illustrations ; 25 cm  Includes 
bibliographical references (pages 250-251). 
ISBN: 9788929907792  (K275-P14) 
 
Ipsa : Korean traditional silver or gold inlaying / writer 
Choi Eung-chon. -- Seoul, Korea : Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Korea Craft & Design Foundation, 
2016. -- 159 pages :illustrations (some color) ; 21 cm. --  
(Korean craft & design resource book ; 11) Includes 
bibliographical references (page 156) and index. 
ISBN: 9788997252701           (KB321-P5) 
 
Maedeup : Korean traditional decorative knotting / 
writer Kim Si-jae. -- Seoul, Korea : Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Korea Craft & Design Foundation, 
2016. -- 161 pages :illustrations ; 21 cm. -- (Korean craft 
& design resource book ; 10) Includes bibliographical 
references (page 158) and index. 
ISBN: 9788997252695           (KB441-P40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
Routledge handbook of Asian law / edited by Christoph 
Antons. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 
2017. -- xiv, 431 pages ; 26 cm. -- (Routledge handbooks) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780415659406  A141-P6 
 
The Silk Road encyclopedia / written & compiled by 
Jeong Su-IL. -- English edition. -- Gyeongsangbuk-do, 
Korea : Gyeongsangbuk-do Province ; Seoul, Korea : 
Korea Institute of Civilizational Exchanges, 2016. -- 1085 
pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 
cm 
Includes bibliographical references (pages 1020-1021) 
and index. 
ISBN: 9781624120664  G2-P23 
 著者の朝鮮語による陸と海それぞれのシルクロードに

関する先行書『실크로드 사전（シルクロード事典）』

『실크로드 도록. 해로편（シルクロード図録. 海路編）』

（計2,061項目、いずれも当館未所蔵）をまとめて英訳。

排列はアルファベット順。 

 

東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 

タイ・インドネシア自動車産業の実態. 2015年版. -- 名古

屋 : アイアールシー, 2015.2. -- 752p ; 30cm. – (特別企画

調査資料)  DL438-L307 
 
Routledge handbook of the environment in Southeast 
Asia / edited by Philip Hirsch. -- Abingdon, Oxon ; New 
York, NY : Routledge, 2017. -- xviii, 521 pages ; 26 cm. – 
(Routledge handbooks) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780415625210 (EG295-P60) 
 
＜インドネシア＞ 

Indeks artikel hukum = Law articles index. -- [Jakarta] : 
Perpustakaan Nasional RI, 2011. -- ix, 225 p. ; 30 cm 
Includes index. 
ISBN: 9789790084391 Y735-TS-2571 
 
Profil perempuan Indonesia 2011. -- [Jakarta] : 
Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 
[2011] -- xviii, 219 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 cm 

  Y735-TS-2573 
（インドネシアにおける女性統計） 

 主に2010年の全国社会経済統計及び全国労働力統計をも

とに、インドネシアにおける女性の社会経済的立場につい

て、「人口」「教育」「健康と家族計画」「雇用」「住

宅・生活環境」「女性への暴力」など 8 つに分けて分析。

巻末に、本文中の表のもととなる統計表を付す。 
 
＜シンガポール＞ 

Hospitality resource directory 2008 / 2009. -- Singapore : 
Citrus Media Private Limited, [2009?]. -- 1 volume 

アジア情報室通報 第 15 巻第 3 号（2017.9） 

 2 

イランにおけるデジタルライブラリー等の現況 

 

緒方 佑衣（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

はじめに 
イランの公用語であるペルシア語は、13～

19 世紀に共通文章語として、イランのみなら

ず、インド、中央アジア及びその周辺の地域

で広く用いられ、写本が多数作成された1。イ

ランでは、写本の収集が重視され、更に資料

保存の観点からマイクロ化やデジタル化が行

われてきた。また、写本以外の貴重書や、よ

り新しい年代の資料のデジタル化も始まって

おり、近年、これらがウェブ上でも公開され

るようになってきている。 
筆者は、平成 28（2016）年 11月から 12月

にかけて、イラン・イスラム共和国（以下、

「イラン」という。）の図書館等を訪問する

機会を得た。本稿では、その際に得られた知

見に基づき、日本から利用可能なイランのデ

ジタルライブラリー等の現況を紹介する。 
  

1. イラン・イスラム共和国国立図書館・ 
文書館 

1.1. 図書館の概要 
イラン・イスラム共和国国立図書館は、

1937 年に国立図書館として正式に成立し、幾

度かの改組を経て、2002 年に国立文書館と合

併し、現在の組織、イラン・イスラム共和国

国立図書館・文書館（ سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
となった。図書館と文書館は、異なる（ايران

建物で運営されている2。国立図書館は、規

                                 
1 羽田亨一, 近藤信彰 共編『ペルシア語写本の世界』

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 , 
2006, p.1.  
 سازمان اسناد و کتابخانه ”,（組織について） درباره سازمان“ 2
 http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=403  ملی ايران
（以下、ウェブサイトの最終アクセス日は 2017 年 7
月 28 日である。） 
3 水上遼「【世界の図書館から】イラン国立図書館」

東京大学附属図書館 U-PARL ウェブサイト 
http://u-parl.lib.u-
tokyo.ac.jp/archives/japanese/world-library27 
4 2016 年イラン訪問時のヒアリングに基づく。以下

特に注記のない限り、同じである。 

模、来館者数共に、イラン最大の図書館であ

り3、イラン国内刊行の全ての刊行物の収集を

納本制度に基づいて行うとともに、イラン国

外で刊行されたペルシア語刊行物、イランに

関する刊行物の網羅的な収集を目指している4。 
蔵書数は、2017 年 3月現在、図書約 300 万

点、逐次刊行物約 25 万点、非図書資料約 50
万点等、合計約 375万点で、年間 20万点程度

増加する5。イランには CIP6の制度があり、

刊行物のデータがすべて全国書誌作成機関で

ある同館に送られる。この仕組みにより、同

館はイランの全ての刊行物を把握でき、資料

を網羅的に収集することが可能となっている。 
CIP によって網羅的に得た書誌情報や、同

館及び国立文書館の所蔵資料は、ウェブサイ

ト（図 1）上で提供しているシステム（図 1-
①）7で検索できる。 

 
図 1 イラン国立図書館・文書館ウェブサイト 

 
（出典） بخانه ملی ايرانسازمان اسناد و کتا   http://nlai.ir/ 

年第（(2017 / 2016) 1395）’.سه ماهه چهارم سال 1395‘ 5 4
四半期） 
http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=7885&ctl=De
tails&mid=15186&ItemID=18305 
6 Cataloging in Publication。出版社が出版物の校正

刷を全国書誌作成機関へ提出し、それに基づき当該機

関が作成した書誌データ（CIPデータ）を当該出版物

に掲載する制度である。「CIP」日本図書館情報学会

用語辞典編集委員会編『図書館情報学用語辞典 第 4
版』丸善出版, 2013, p.88. 
詳細検索－国立図書） جستجوي پيشرفته مدارک - کتابخانه ملی 7

館） 
http://opac.nlai.ir/opac-prod/searchHomePage.do 

2
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1.2. デジタルライブラリー 
同館では、写本、逐次刊行物やリトグラフ、

40 年前までに刊行された図書をデジタル化し

ており、これは、所蔵資料のうち約 7％に相

当する。2015 年には学位論文を 50,000 点以

上、それ以外の資料を 20,000 点以上デジタル

化する等、同館では、資料のデジタル化を精

力的に進めている。デジタル化した資料は同

館のウェブサイト（図 1）で利用可能である。

検索フォームの左上ラジオボタン（ كتابخانه
図。（デジタルライブラリー）ديجيتال 1-②）に

チェックを入れると、デジタルライブラリー

の資料を検索することができる。なお、画面

右のكتابخانه ديجيتال（デジタルライブラリー。図

1-③）からは、デジタルライブラリーのペー

ジ（図 2）にアクセスすることができる。 
 

図 2 イラン国立図書館デジタルライブラリー 

 
（出典） ديجيتال -کتابخانه و اسناد رقمی ملی    
http://dl.nlai.ir/UI/Forms/Index.aspx 
 

デジタルライブラリーのページでは、検索

窓（図 2-四角囲み部分）で各種のデジタル資

料を一括検索することができる。閲覧可能な

資料は幅広く、一例として、ژاپن（日本）で検

索すると、日本関係資料のほか、写真なども

収録されていることが確認できる。 
 
 
 

                                 
8 ‘About the Library.’ Library, Museum and 
Document Center of Iran Parliament Website
（کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی）
http://www.ical.ir/en/  
（2017 年 7 月 21 日現在、一部の検索エンジンで、

閲覧に関する注意喚起が表示される。閲覧時はご注

意いただきたい。） 

図 3 検索結果画面 

 
（出典）図 2 に同じ 

 
検索結果のサムネイルとنمايش（表示。図 3-

①）からデジタルデータを、شناسنامه（詳細。

図 3-②）から書誌情報を見ることができる。

資料によっては、閲覧するために登録が必要

なものもある。 
 

2. イスラム諮問評議会図書館・博物館・ 
文書館 

2.1. 図書館の概要 
イスラム諮問評議会図書館・博物館・文書

館（以下、「議会図書館」という。）は、

1906 年のイラン立憲革命による二院制議会の

設置と憲法の発布に伴い、上下両院にそれぞ

れ設置された図書館が、1979 年のイスラム革

命で上院が廃止され一院制になった際、統合

され現在の形となった8。2015 年 5 月現在、

図書約 20 万冊、製本済み逐次刊行物約

27,000 冊等を所蔵している9。 
同館は、ナショナリズム形成のためイラン

とは何かを示す資料の収集を大きな存在意義

とし、写本や1600年代等の古い年代に欧州で

刊行されたイラン関係資料等、イラン学・イ

スラム学に関する資料を多数含む、世界的に

も貴重な資料群を所蔵している10。 

9 ‘Ketabkhane, Muze va Markaz-e Asnad-e Majles-
e Shora-ye Eslami,’ World guide to special libraries 
2015, vol.1, De Gruyter Saur, [2015], p.652. 
10 この収集方針のため、立法に資する資料が少な

く、議会との関係が希薄である点が、議会図書館とし

ての課題であるとも考えられている。 

3

アジア情報室通報　第 15 巻第 3 号（2017.9）



アジア情報室通報 第 15 巻第 3 号（2017.9） 

 

 

17 

 韓国の行政機関が法律、大統領令、総理令および部令の

制定・改定・廃止をするにあたっての必要な手続を解説。 
 
2016 대한민국 에너지 편람 = 2016 Korea energy 
handbook / 에너지관리공단 [編]. -- 용인 : 
에너지관리공단, 2016.5. -- 407p ; 26cm 

（2016大韓民国エネルギー便覧） AK4-411-K112 
 2016 年の韓国内外のエネルギーおよび気候変化の情勢、

エネルギー危機への対応、エネルギー効率の向上、新・再

生エネルギーの普及および気候変化への対応のための主要

施策の推進状況を整理して収録。 
 
한국의 언론법 = The communication law of Korea / 신평 

지음. -- 제3판･2014-2015. -- 서울 : 높이깊이, 2014.8. -- 
657p ; 27cm 索引あり. 
ISBN: 9788975882838  
（韓国の言論法） AK4-611-K47 
 言論法、名誉棄損法について、判例を交えながら解説。

「言論の自由と責任」「言論法と名誉棄損法」「名誉棄損

法の体系」「韓国言論法の理論の最近の動向」の4編から

なる。付録として、言論仲裁および被害救済等に関する法

律などの全文を付す。巻末に判例索引、事項索引を付す。 
 
알기 쉬운 군사법규 / 인길연, 김용현, 김성우, 류언무, 
박갑룡, 이진영 공저. -- 인천 : 진영사, 2016.8 (5 쇄). -- 
366p ; 25cm 
ISBN: 9788993076264 

（分かりやすい軍事法規） AK4-651-K67 
 軍の将校や下士官に新たに任官された者向けの教材。

「刑事手続および懲戒制度」「軍刑法総論」「軍刑法各論」

「戦争法」「国家賠償」「軍人服務規律」「軍人事法」

「兵役法」「保安規定」の9編からなる。 
 
방위사업청 백서 = Defense acquisition program 
administration white paper : 개청 10 년 (2006~2015) / 
한국방위사업연구원 편집. -- [서울] : 방위사업청, 2015.12. 
-- 602p ; 27cm 索引あり. 
（防衛事業庁白書 : 開庁10年(2006~2015)） 

 AK4-651-K68 
 
국군과 대한민국 발전 / 장삼열, 김경록, 김창규, 남정옥, 
이미숙, 김진섭 집필. -- [서울] : 국방부 군사편찬연구소, 
2015.11. -- 320p ; 27cm 文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791155980323 

（国軍と大韓民国の発展） AK4-651-K69 
 韓国軍の通史。「大韓民国政府樹立と軍の創建」「6・
25 戦争と国家防衛」「北朝鮮の脅威と国家防衛」「海外

派兵と国家の地位の強化」「国民と共に歩む国軍」の5章
からなる。巻末に年表、関連法令、索引などを付す。 
 
마약류 밀수동향. -- 서울 : 관세청. -- ; 27cm 2014 년도 
(2015.10)- 
（麻薬類密輸動向） Z41-AK756 
 
의료분쟁 조정・중재 통계연보 = Medical dispute 
mediation and arbitration statistical yearbook. -- 서울 : 
한국의료분쟁조정중재원. -- ; 26cm 2015년도 (2016.4)- 
（医療紛争調整・仲裁統計年報） Z41-AK757 
 

방위사업 통계연보. -- 서울 : 방위사업청. -- ; 26cm 

2016년 (2016.6)- 
（防衛事業統計年報） Z41-AK758 
 

국회입법조사처 연차보고서 = NARS annual report. -- 
서울 : 국회입법조사처. -- ; 26cm 2015 (2016.8)- 
ISSN: 2005-887X 
（国会立法調査処年次報告書） Z41-AK759 
 

국민안전처 통계연보. -- 서울 : 국민안전처 기획조정실 
정보통계담당관. -- ; 26cm 2015 (2015.12)- 
（国民安全処統計年報） Z41-AK760 
 

출입국・외국인정책 연감 = Annual report Korea 
immigration service. -- [과천] : 법무부 

출입국・외국인정책본부 출입국기획과. -- ; 26cm 2014 
(2015.12)- 
（出入国・外国人政策年鑑） Z41-AK761 
 

방송통신심의 연감 = Korea communications standards 
commission annual report. -- 서울 : 방송통신심의위원회. 
-- ; 27cm 2015 (2016.5)- 
（放送通信審議年鑑） Z41-AK762 
 

개인정보보호 연차보고서 = Annual report on personal 
information protection. -- 서울 : 개인정보보호위원회. -- ; 
26cm 2016 (2016.8)- 
（個人情報保護年次報告書） Z41-AK763 
 

지식재산권 침해단속 연간보고서 = Annual report : 
intellectual property rights seizures. -- [대전] : 관세청. -- ; 
26cm 2015년 (2016.7)- 
（知的財産権侵害取締年間報告書） Z41-AK764 
 
＜経済・産業＞ 
국가기록원 소장 주요 정책기록 해설집. 2 산업 편 / 
국가기록원 [編]. -- 대전 : 국가기록원 기록서비스부 

콘텐츠기획과, 2015.10. -- 292p ; 26cm 
（国家記録院所蔵主要政策記録解説集. 2 産業編） 

 DC147-K243 
 

2016업계지도 = The maps of business investment : 한발 

앞서 시장을 내다보는 눈 / 한국비즈니스정보 지음. -- 
서울 : 어바웃어북, 2015.4. -- 355p ; 26cm 
ISBN: 9788997382361 
（2016業界地図 : 一歩先に市場を眺める目）  
 DC147-K244 
通信、半導体、銀行、証券、建設、化学、流通、エンター

テイメントなど 48 業種における、代表的企業の経営実績、

事業領域、業界のトピックと展望などを、カラー図版で収

録。 
 

2015 년 인터넷경제활동실태조사 / 김주영, 조찬형, 
장세정, 윤은정 참여연구. -- 서울 : 한국인터넷진흥원, 
2015.12. -- 322p ; 26cm 
（2015年インターネット経済活動実態調査）DK411-K51 
 インターネットの経済的活用状況に関する調査報告書。

「海外直接購買の利用現況」「O2O サービスの利用現況」

「フィンテックサービスの利用現況」など5章からなる。

巻末に「用語説明」など5つの付録を付す。 
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2.2. デジタルライブラリー  
同館は、所蔵資料のデジタル化に力を入れ

ており、2016 年 11 月現在、約 27,000 冊11の

写本、約 12,000 冊のリトグラフ、約 12,000
点の写真等、約 1,200 万点の議会関係文書、

約 70万冊の図書、議会図書館刊行の逐次刊行

物をデジタル化している。そのうち、同館の

ウェブサイト上で、写本と逐次刊行物は無料

で、リトグラフは有料で公開している12。 
同館ウェブサイト上部バナーの「DIGITAL 

SOURCES」（図 4-①）から、資料種別アー

カイブへのプラットフォームページにアクセ

スが可能である。 
 

図 4 議会図書館ウェブサイト 

 
（出典）Library, Museum and Document Center of 
Iran Parliament Website  http://www.ical.ir/en/ 

 
3. イラン統計センター 
3.1. 図書館の概要 
イラン統計センターの図書館（ کتابخانه مرکز  

13は、2016（آمار ايران 年 11 月現在、約 20,000
タイトルの逐次刊行物、統計資料、統計セン

ター刊行物等、統計センターの業務に資する

資料の収集と、統計センターが実施した調査

に係る記録文書等の保管を行っている。 
 

3.2. ウェブ上で利用可能な情報 
イラン統計センターは、2008 年以降、図書、

逐次刊行物ともに含む全ての刊行物を、冊子

と電子版の両方で刊行しており、ウェブサイ

                                 
11 タイトル数で数えると約 80,000 タイトルとなる。

ヒアリングによれば、1 冊に複数のタイトルが入って

いる資料もあるため、冊数よりもタイトル数の方が多

いとのことであった。 
12 他のデジタル化資料は同館内の端末で閲覧できる

ほか、DVD 化して販売している。 
  ; /https://www.amar.org.ir  مرکز آمار ايران 13
Statistical Center of Iran（英語サイト）  
https://www.amar.org.ir/english 

ト（図 5）14で全ての内容を閲覧することがで

き、メールで電子版を送信するサービスもあ

る。このほか、統計センターの過去の全刊行

物もスキャニングし、ウェブサイトで公開し

ている。また、メールによるレファレンスサ

ービスを行っており、ウェブサイトからでは

入手できない統計情報については、このサー

ビスを通じて入手できる可能性がある。 
 

図 5 統計センターウェブサイト 

 
（注）画面左上（図 5-Ⓐ）でペルシア語と英語を切

り替えることができる。 
（出典）مرکز آمار ايران  https://www.amar.org.ir/ 
  

図 6 統計情報のページ 

 
（出典） آماری-اطالعات-و-دادهها   
https://www.amar.org.ir/ آماری-اطالعات-و-دادهها  

 
統計センターサイトの画面右側の 
統計データ及び情報。図）آماری-اطالعات-و-دادهها

なお、図書館独自のウェブサイトは、2017 年 8 月 22
日現在存在していない。蔵書の検索は、SIMORGH 
Web access.  
https://lib.sci.org.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebP
ortal.dll?LANG=2 
14 ペルシア語版と英語版があるが、英語版は接続が

不安定である。ペルシア語版である程度進めてから英

語版に切り替えると、円滑に英語版での検索が可能と

なる。 
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18 Cultural Services > Library. Malek National 
Library and Museum Institution Website 
http://malekmuseum.org/en/page/51/Library
19 “   

,”     
http://www.malekdlib.org/UI/Forms/DynamicPage.a
spx?ID=da1b8202-4446-4183-aeb7-1b4351e9edd2
20          
http://www.malekdlib.org 
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5-①）から、統計情報のページ（図 6）に遷移

する。  
右上のブロック（図 6-①）は上から人口、

人口成長率、失業率、インフレ率、経済成長

率が表示されている。人口成長率以下のブロ

ックのリンク先には主要な統計がまとめられ

ている。また、右下のブロック（図 6-②）が

分野ごとの統計で、ここから主要な統計を閲

覧することができる。左下のブロック（図 6-
③）には、上から国勢調査、統計センター刊

行物に掲載されている統計情報のデータベー

ス、統計年鑑データベース、開発指標、統計

の分類と基準についての解説が、それぞれま

とめられている。 
 なお、統計センタートップページ（図 5）
のプルダウンメニュー ها و خدماتسامانه （システ

ムとサービス）＞  
( وریتقسيمات کش-هااطالعات مکانی (نقشه دهستان （空間

データ（行政区画-デヘスターン15の地図）。

図 5-②）からは、統計センターが統計採取の

ために収集している各地方の地図を閲覧でき

る。 
 

4. マレク国立図書館・博物館 
4.1. 図書館の概要 
マレク国立図書館・博物館（ کتابخانه و موزه

16は、アースターネ・ゴドセ・ラザ（ملی ملک

                                 
15 イランの行政区域の最小単位で、複数の村落から

成る。松永泰行「イランの地方行政制度と新州設立を

めぐる政治プロセスの動態」伊能武次, 松本弘共編

『現代中東の国家と地方 2』日本国際問題研究所, 
2003, pp.31-33. 
16 イラン・イスラム共和国大使館文化部によると、

国の機関ではないが、慣用的に「ملی（National）」

は「国立」と訳し、マレク国立図書館・博物館とする

とのことである。 
17 アースターネ・ゴドセ・ラザヴィー財団 
は、マシュハド市のイマーム・レザ（رضوی قدس آستان）

ー廟を管理するワクフ財団であり、寄進及びその運用

による豊富な財源を元に各種の文化事業を行っている。 
杉山隆一「イラン・イスラーム共和国体制下のイマー

ム・レザー廟 : 同国におけるシーア派聖地イマーム

廟の運営と諸活動」『イスラム世界』85 号, 2016.5, 
pp.33-72 ；  ‘About Astan Quds Razavi.’ Malek 
National Library and Museum Website 
http://malekmuseum.org/en/page/6/About-Astan-

ヴィー財団17傘下の非営利組織によって運営

される図書館及び博物館である。同館ウェブ

サイト18によると、図書館は、写本約 20,000
点、石版本約 4,000 冊、図書約 10 万冊、逐次

刊行物約 800 タイトル 7,000 冊以上等を所蔵

している。イラン最大の写本所蔵図書館の一

つで、イラン美術、イスラム美術に特化した

図書館として、同財団の潤沢な資金により、

国内外のイラン美術及びイスラム美術に関す

る資料を収集している。 
 

4.2. デジタルライブラリー 
同館ウェブサイト19によると、同館でデジ

タル化した所蔵資料のうち、写本 5,000 点、

石版本1,566点、図書1,667点、新聞463点、

雑誌 1,627 点等を、ウェブサイト（図 7）に

て一部（各写本の 15ページ分等）を公開して

いる20。公開範囲外のページは、電子メール

による有料のデータ送信サービスを行ってい

る。（2,000 リヤル（日本円換算約 6.6 円）／

ページ）。 
 左上の検索ボックス（図 7-①）にキーワー

ドを入力し、ボックス左の検索ボタンで検索

する。ليست کامل（コレクション全リスト。図

（③-人気の資料。図7）پر بازديد ترين ها、（②-7

等から資料を選ぶこともできる。資料は 、نمايش

（表示）又はنيم نگاه（半分閲覧）（図 8-四角囲

Quds-Razavi 
ワクフとは、イスラム法に基づき、収益性のある

私財（不動産等）の所有権を放棄して寄進し、管財人

がそれ（ワクフ財源）を運用して収益を特定の慈善目

的に充てる、イスラム独自の寄進制度である。 
「ワクフ」大塚和夫［ほか］編『岩波イスラーム辞典』

岩波書店, 2002, pp.1076-1078；「ワクフ」日本イス

ラム協会［ほか］監修『新イスラム事典』平凡社 , 
2002, pp.531, 532. 
18 Cultural Services > Library. Malek National 
Library and Museum Institution Website 
http://malekmuseum.org/en/page/51/Library 
デジタルライブラリーにつ） درباره کتابخانه ديجيتال“ 19

いて）,”کتابخانه و موزه ملی ملک  
http://www.malekdlib.org/UI/Forms/DynamicPage.a
spx?ID=da1b8202-4446-4183-aeb7-1b4351e9edd2 
 کتابخانه ديجيتال موسسه ی کتابخانه و موزه ملی ملک 20
http://www.malekdlib.org 
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ISBN: 9787509797594                      EG15-C2 
（中国社会保障発展報告. 2017 No.8 （社会保障・反貧

困）） 
 
第五次国家卫生服务调查分析报告 = An Analysis Report 
of National Health Services Survey in China. 2013 / 国家

卫生计生委统计信息中心 编著. -- 北京 : 中国协和医科大

学出版社, 2015.12. -- 2, 2, 6, 285p ; 30cm 
ISBN: 9787567904941  EG225-C57 
 2013 年に行われた第 5 次国家衛生サービス調査の結果

を分析した報告書。「调查家庭人口基本情况」「居民健康

和卫生服务需要」など11章からなる。 

 
104 年原住民族就業狀況調查 = Employment status 
survey of indigenous peoples, 2015 / 原住民族委員會 編. 

-- 新北 : 原住民族委員會, 2016.5. -- 1冊 ; 30cm 
ISBN: 9789860488166 EL21-C7 
15 歳以上の台湾原住民族の就業状況に関する報告書。

「調查結果分析」「專題分析」「結論與政策建議」など 5
章からなる。巻末に「統計結果表」など 3 つの付録を付す。

原住民族委員會ウェブサイト「就業狀況調查統計」

（ http://www.apc.gov.tw/portal/docList.html?CID=19F6
DD25969C101D）[2017 年 8 月 18 日最終アクセス] で、

最新版が公開されている。 
 
＜歴史・地理＞ 
二二八事件文獻目錄解題 / 蔡秀美 編著. -- 台北 : 財團法

人二二八事件紀念基金會, 2015.12. -- xiv, 257p ; 27cm 
ISBN: 9789868795495                     GE2-C326 
 
中国地名掌故词典 /  牛汝辰 编著. -- 北京 : 中国社会出

版社, 2016.2. -- 3, 50, 541p ; 24cm  
索引あり. 
ISBN: 9787508752389  GE11-C71 
 行政区画および著名な山岳、河川などを含む約3,600の

地名について、設置の沿革や命名の由来などを収録。行政

区画は『2015 年中华人民共和国行政区划简册』に準じて

排列し、その他は「山名」「河名」などの種類ごとにピン

イン順に排列。巻末にピンイン順の索引を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
中国文化产业辞典 / 郭万超 主编. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2015.8. -- 1, 2, 314p ; 26cm 
ISBN: 9787513638999                        K2-C26 
（中国文化産業辞典） 
 
中国建筑图解词典 / 王其钧 主编. -- 北京 : 机械工业出版

社, 2016.8. -- 318p ; 21cm 

文献あり. 

ISBN: 9787111200956   KA2-C7 
（中国建築図解辞典） 

 

中国戏曲论文索引 : 1982-2010  / 颜全毅, 李菁 编著. -- 
北京 : 文化藝術出版社, 2016.5. -- 5, 2, 377p ; 24cm. -- (中
国戏曲研究资源信息丛书 / 杜长胜, 学从远 主编) 
ISBN: 9787503961533  KD1-C21 
（中国戯曲論文索引 : 1982-2010） 

 

海峡两岸音乐名词 / 海峡两岸音乐名词工作委员会 [编]. -- 
北京 : 科学出版社, 2016.6. -- vii, 221p ; 27cm 

ISBN: 9787030487841              KD2-C45 
 「正篇」「副篇」の2篇からなる。それぞれ音楽に関す

る用語約2,000語について、欧文名、大陸名、台湾名を対

照。排列は正篇が大陸名のピンイン順、副篇が欧文名のア

ルファベット順。巻末の「外国音乐家」「外国作では、国

外の音楽作品1,000タイトルについて、欧文名、大陸名、

台湾名を対照し、欧文名のアルファベット順に排列。 
 

中国古代文体学论著集目 : 1900-2014 / 李南晖 主编 ; 伏
煦, 陈凌 编. -- 北京 : 北京大学出版社, 2016.4. -- 2, 2, 
775p ; 23cm. – (中国古代文体学研究丛书) 
ISBN: 9787301159477 KK11-C33 
（中国古代文体学論著目録集成 : 1990-2014） 

 

新世纪新词语大词典 : 2000 年-2015 年 / 亢世勇, 刘海润 
主编. -- 上海 : 上海辞书出版社, 2015.9. -- 3, 761p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532643684             KK12-C436 
 2000年から2015年までに出現した中国語の新語約5,400
語について、意味、例文、出典を収録。排列はピンイン順。巻

末に筆画順の頭字索引を付す。 

 

汉日新语词典 / 陈岩 主编. -- 北京 : 外语教学与研究出版

社, 2016.5. -- 292p ; 21cm 

ISBN: 9787513574273  KK12-C441 
（中日新語辞典） 

 

台語作家著作目錄  / 施俊州 編著. -- 台南 : 國立台灣文

學館, 2015.12. -- 591p ; 23cm 

索引あり. 
ISBN: 9789860467031 KK61-C119 
（台湾語作家著作目録） 

 

汉英翻译大词典  = The Chinese-English translation 
dictionary / 吴文智, 钱厚生 主编. -- 南京 : 译林出版社, 
2015.12. -- 45, 2237p ; 22cm 
ISBN: 9787544760461   KS12-C45 
（中英翻訳大辞典） 

 
＜科学技術＞ 
实用水文学词典 / 宋洪涛 [ほか] 编. -- 北京 : 中國水利水

电出版社, 2015.12. -- 55, 251p ; 21cm 
ISBN: 9787517039945   ME2-C28 
（実用水文学辞典） 
 
中国未来极端气候事件变化预估图集 / 徐影 等 编著. -- 北
京 : 气象出版社, 2015.10. -- 175p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9787502962074      ME231-C44 
（中国将来異常気象変動予測図集） 
 
英汉爆破技术词典 = An English-Chinese dictionary of 
blasting technology / 汪旭光 编著. -- 北京 : 冶金工业出

版社, 2016.5. -- XII, 631p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787502472344    NA2-C35 
（英中爆破技術辞典） 
 
精细化学品辞典 / 朱洪法 主编. -- 北京 : 中国石化出版社, 
2016.1. -- 57, 1050p ; 21cm 
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み部分）から、無料公開分のみ閲覧できる。 
 
図 7 マレク国立図書館デジタルライブラリー 

 
（出典） موسسه ی کتابخانه و موزه ملی ملک کتابخانه ديجيتال   
http://www.malekdlib.org/ui/forms/index.aspx 
 

図 8 検索結果画面 

 
（出典）“آثار پزشکی اسالمی（イスラム医学の作品）,”کتابخا
 نه ديجيتال موسسه ی کتابخانه و موزه ملی ملک
http://www.malekdlib.org/UI/Forms/CollectionView.
aspx?CollID=d8725f89-7539-4ad8-ab30-7323de4c1d
c1 
کتابخانه ديجيتال موسسه ی کتابخانه و موزه ملی م”,（詳細）شناسنامه“
http://www.malekdlib.org/UI/d320fcb6-53a3-445 لک
4-a1b9-d72656334136/Catalogue.aspx 

 
5. イスラム・イラン史専門図書館 
5.1. 図書館の概要 
イスラム・イラン史専門図書館（ کتابخانه

、21は、元議会図書館長（تخصصی تاريخ اسالم و ايران

現テヘラン大学人文科学部歴史学科教授のジャ

アファリヤーン（رسول جعفريان）氏の私設図書

館であり、イラン及びイスラムの歴史に関す

                                 
  کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران 21
http://historylib.com/ 
イスラ）معرفی کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران“ 22

ム・イラン史専門図書館の紹介）,” 

る資料を、アラブ諸国や欧米で刊行されたも

のも含めて幅広く収集している。2016 年 12
月現在、蔵書は約 18 万 5,000 冊であり、1 年

で約 10,000 冊増加している。 
 
5.2. デジタルライブラリー 
同館では、所蔵資料のデジタル化を行って

いる。同館ウェブサイト22によると、6,000 点

以上のシーア派に関するデジタル化された資

料を、同館が開設しているウェブサイト e-
book.shia23（図 9）で公開している。 

 
図 9 e-book.shia 

 
（出典）e-book.shia Website   
http://ebookshia.com/ 
 
 検索窓（図 9-①）からキーワード検索がで

き、検索窓の下の分野別リンクから各分野の

資料の一覧を見ることができる。例えばتاريخ
（歴史分野。図 9-②）をクリックすると、図

10 のような資料の一覧画面になる。 
 

図 10 資料一覧 

 
（出典）e-book.shia Website > تاريخ  
http://ebookshia.com/categories/title/تاريخ 

  کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران
http://historylib.com/index.php?action=about/view 
23 e-book.shia Website 
http://ebookshia.com/ 
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左上のブルダウン（図 10-①）で絞り込み

が可能（右から頭文字、ファイルタイプ、言

語、資料の種類）で、画面右のスライドメ

ニュー（図 10-②）からは中分類、小分類に

よる資料の一覧を見ることができる。 
各資料の情報（図 10-③）は、サムネイル、

タイトルと著者（図 10-④）、資料種別（図

10-⑤）からなり、サムネイルをクリックする

ことで各資料のページに遷移する。各資料の

詳細ページ（図 11）では、中央のスライドメ

ニュー（図11-四角囲み部分）からデータのダ

ウンロードをすることができる。 
 

図 11 資料の詳細情報 

 
（出典）e-book.shia Website >  از اسالم شناسی تا شيعه پژوهی
  در ژاپن
http://ebookshia.com/books/view/1578/+از+اسالم+شناسی
 تا+شيعه+پژوهی+در+ژاپن

 
なお同館は、このウェブサイトに掲載され

ていない資料についても、電子メール等によ

る問合せにより、権利関係を確認し、PDF 方

式でデジタル化したうえで、有料で提供して

いる24。 
 
6. イランのデジタルライブラリーの現況 
これまでご紹介した内容は、概ね以下のよ

うに整理できる。 
 
・資料のデジタル化 

基本的に写本等の貴重書からデジタル化を

着手したところが多く、一部の機関では刊行

物のデジタル化も行っている。ただし、デジ

タル化といっても、画像データ化のみで、全

                                 
24 料金を振込で支払う形式である。ただし、2017 年

8 月現在、日本からイランへの送金手段が確立してい

文検索まで可能としている機関は少なく25、

データ形式も機関により異なる。 
現段階では、利用の利便性よりも、各機関

における原本の保存を主目的として行われて

いるものと思われる。 
 
・デジタル化資料の提供 

デジタル化資料の提供及び管理は、各機関

がそれぞれ異なる方式で行っており、自館内

のみで提供している機関が多い。また、イラ

ン全体を視野に入れた、デジタル化資料の検

索ポータルサイトの構築や、デジタルコレク

ションの統合等の動き等はみられない。 
ただし、国立図書館や議会図書館等では、

インターネットでの公開を進めていることか

ら、イラン国内でインターネット公開に向け

て取り組む気運が形成されれば、各機関で資

料のデジタル化を行っている以上、その後は

迅速に進展するのではないかと予想される。 
 また、ウェブサイトでの無料公開範囲外の

資料であっても、有料でデータを送付する機

関が多い。さらに、デジタル化されていない

資料であっても、デジタル化して電子メール

等で送付する機関もある。このように、個々

の資料のデジタル化やその提供については積

極的に取り組んでおり、また、インターネッ

トを通じたサービスへの取組は比較的意欲的

であるように見受けられる。 
 
おわりに 
本稿では、日本から利用可能なイランのデ

ジタルライブラリー等を紹介した。一昔前ま

では、現地に行かなければ見ることのできな

かった資料が、徐々にではあるが日本国内か

ら利用できるようになりつつある。本稿が、

日本におけるイラン研究やイラン関係情報の

充実に資するところがあれば幸いである。 
（おがた ゆい） 

 

ないため、このサービスの利用は難しい。 
25 書誌データの検索自体ができない機関もある。 
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散防止の義務を履行すると述べている。 
「5. 党の強化発展のために」では、党活動

について述べている。張成沢派を指すとされる

「現代版宗派分子」を適時に摘発・粛清したこ

とを述べ、幹部らにある官僚主義・不正腐敗行

為の根絶を目指すとした。また、「全党が偉大

な人民のために滅私服務しよう」というスロー

ガンを掲げ、人民の利益と便宜を最優先すべき

だとしている。 
 
この報告に対し、韓国・国防部は、2016年 5

月 9 日の記者会見で、「北朝鮮を決して核保有

国として認めないということは、韓国と国際社

会の一貫した態度」だとし、「韓国政府は、強

力な制裁と圧力により、北朝鮮に核を放棄させ

るよう努める」とのコメントを出した。また、

軍事会談の提案を一蹴したほか、「核・ミサイ

ルの完成度を高めるための追加核実験、ミサイ

ルの試験発射などを続けることが予想される」

とした。7 
パク・クネ大統領（当時）は、2016 年 5 月

10日の国務会議で、「南北関係改善のための真

の変化を見せないまま、核保有国という強引な

主張とともに核能力の強化を表明するなど、国

際社会の警告を無視し、挑発行為を続けている」

と批判する発言を行った。8 
また、韓国の研究者は、以下のように論評し

ている。 
イ・スンヨル（国会立法調査処政治行政調査

室外交安保チーム立法調査官）は、総括報告で

核保有の公式化に言及していることについて、

                                 
7 「국방부『북한 핵보유국으로 결코 인정 안해』『북 
군사회담 제안, 전혀 진정성 없어…비핵화 의지 먼저 
보여야』（国防部『北朝鮮核保有国とは決して認定せ

ず 』『北 の 軍事会談 の 提案、全 く 認 め ら れ な い

…非核化の意思をまずみせねば』）」2016.5.9.  
政策ブリーフィングウェブサイト 
http://www.korea.kr/policy/diplomacyView.do?newsId
=148814825 
8 「박 대통령『이란 방문 계기로 제 2의 중동붐 
일어나길 기대』국무회의 주재…성과확산 위한 
점검·부처 간 협력 등 당부（朴大統領『イラン訪問き

っかけに第 2 の中東ブームが起きることを

期待』国務会議主宰…成果拡大のための点検・部処間

の協力等要請）」2016.5.10.  
政策ブリーフィングウェブサイト 
http://www.korea.kr/policy/diplomacyView.do?newsId

核保有が金正恩統治の死活にかかわるもので、

経済政策について目新しいものを提示できず

「自強力第一主義」を打ち出さざるを得なかっ

たほか、朝鮮半島の非核化を望む中国との関係

も難しくなるだろうとしている。9 
チョン・ソンユン（統一研究院北韓研究室副

研究委員）は、北朝鮮が米国を中心とする国際

社会の制裁についての不満と、核保有および核

能力の強化を表明したことで、制裁が長引くと

する一方、中国とロシアに対する言及がなかっ

たことから、両国の関わり方次第で局面の転換

がありうると予想している。また、並進路線が

行き詰った際には、核能力を頻繁に誇示するこ

とで、経済部門の損失を埋めようとすると展望

している。10 
イ・スソク（国家安保戦略研究院統一戦略研

究室長）は、統一問題の言及の中に軍事境界線

付近での対北朝鮮心理戦放送やビラ散布が含ま

れていることは、それほど体制が脆弱である証

左だと指摘している。また、経済問題について、

失敗を認定した以上、今後何らかの経済政策を

打ち出さざるを得ないが、総括報告では「自強

力第一主義」と「ウリ式経済管理方法」が提示

されただけであり、今後、国民生活の統制が予

想されるとしている。11 
（アジア情報課 田中 福太郎） 

 
 

=148814905 
9 이승열「조선노동당 제 7차 대회의 내용과 
특징（朝鮮労働党第 7 次大会の内容と特徴）」 
『이슈와 논점（イシューと論点）』1164호, 
2016.5.16. 
http://www.nars.go.kr/brdView.do?brd_Seq=18609&c
msCd=CM0018 
10 정성윤「조선노동당 제 7차 대회 분석（4） : 
국제관계와 안보（朝鮮労働党第 7 次大会分析（4） : 
国際関係と安保）」Online Series CO 16-15, 2016.5.18. 
統一研究院ウェブサイト 
http://lib.kinu.or.kr//wonmun/007/0001476768.pdf 
11 이수석「김정은 대관식에 그친 7차 당대회 
（金正恩戴冠式に終わった 7 次党大会）」 
『北韓』2016.6월호, 2016.6, pp.52-58. （【Z23-
AK24】） 
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レファレンス事例・ツール紹介 7 植民地期朝鮮で発行された新聞記事 
 

田中 福太郎（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

今から 100 年前の 1917 年に、朝鮮近代文学

の祖といわれる李光洙による小説「無情」が、

新聞紙上で連載されました。 
本稿では、その李光洙が、1943年の11-12月

頃に『毎日新聞』に志願兵の学生に対する激励

文を書いたというが、具体的な日付を知りたい

というレファレンスを例に、植民地期朝鮮で発

行されていた新聞記事の調べ方をご紹介します。 
 
＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最

終アクセス日は 2017 年 8 月 1 日です。 
 
1. 文学史からのアプローチ 
李光洙は朝鮮文学史で著名な人物であるため、

まず、リサーチ・ナビ内の調べ方案内「朝鮮半

島の近現代文学について調べる1」で紹介して

いる事典類などを調べます。 
 
権寧珉 編著 ; 田尻浩幸 訳『韓国近現代文学

事典』（明石書店 2012）【KJ42-J14】 
日本語資料。後述の『韓国現代文学大事典』

の主要項目を再編集して翻訳したものです。事

典篇と概説篇からなり、事典篇では、約 240 の

大項目（作家、雑誌、新聞、文学芸術団体、文

学用語）を収録しています。項目の排列は、漢

字の「日本語音読み」（例：이광수（李光洙）

＝りこうしゅ）による五十音順です。 
 
권영민 편『한국현대문학대사전（韓国現代文 
学大事典）』（서울대학교출판부2004） 
【KJ42-K99】 
朝鮮語資料。19 世紀後半から 2000 年までを

対象に、文学史的意味を持つ人物、作品、事項

等を解説しています。巻末に詩集目録、小説作

品集目録、戯曲作品集目録、批評集、研究書目

録等が収録されています。 
 
                                 
1 国立国会図書館リサーチ・ナビ「朝鮮半島の近現代文

学について調べる」

『韓國近代文人大事典』（亞細亞文化社 

1990）【KJ52-K107】 
朝鮮語資料。1900 年から 1945 年に活動した

作家について、作家名、生涯、作品活動概要、

作品一覧（作品名、発表誌・紙、発表時期）、

研究文献等を収録しています。 
 
韓承玉 편저『이광수 문학사전（李光洙文学 
事典）』（고려대학교 출판부 2002） 
【KJ42-K140】 
 朝鮮語資料。李光洙の小説に登場する語彙と

その用例を収録しています。付録として、論説

のほか、1913 年から 2001 年までに単行本・論

文・新聞記事等に発表された論評等を整理した

「李光洙文学研究書誌目録」、「李光洙年譜」

が収録されています。 
 
今回は書いた人物と時代が分かっているので、

まず『韓國近代文人大事典』の「李光洙」の項

を見てみます。簡単な年譜と、主要作品の紹介

のほか、詩、小説、エッセイ、評論、研究論文

等が、それぞれ発表年月順に、表形式で掲載さ

れています。李光洙には別名が多数あり、孤舟、

長白山人、春園、香山光郎などの名でも作品を

発表していたようです。1940 年代前後を見て

みますが、学生への激励文らしきものは見当た

りませんでした。 
また、『이광수 문학사전（李光洙文学事

典）』に収録されている「李光洙年譜」の

1943 年には、激励文は掲載されていません。 
さらに、李光洙の著作集である『李光洙全集』

（三中堂 1963）【KJ71-K31】、『李光洙全

集』（又新社 1979）【KJ71-K41】を確認し

ましたが、前者の 20 巻、後者の別巻にある年

表には、1943 年の項がありませんでした。 
 

 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-
asia-127.php 
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2. 新聞記事の特定 
次に、掲載されたという新聞記事を調べます。

まず、当時発行されていた新聞にどのようなも

のがあったかを確認します。リサーチ・ナビ内

の調べ方案内に「1945 年以前に朝鮮半島で発

行された日本語新聞および洋新聞2」と「1945
年以前発行の当館所蔵の朝鮮語新聞3」があり

ます。それぞれ、対象時期に発行されていた新

聞を一覧で紹介しています。 
前者を確認すると、『毎日新聞』の朝鮮版が

発行されていたようです。一方、後者には同じ

紙名のものはありませんでしたが、似たタイト

ルとして『毎日新報』がありました。 
 
まず、当館所蔵の『毎日新聞・西部.地方版』

【YB-1777】に含まれる「朝鮮版」について、

1943 年 11 月から 12 月までの記事を確認しま

す4。李光洙のほか、春園、香山光郎などでの

名で記事が登場しないかも確認しましたが、見

当たりません。 
次に、念のため『毎日新報』について、以下

の索引を手がかりに確認します。 
 

大村益夫, 布袋敏博 編.『「毎日新報」文学関

係記事索引 : 1939.1～1945.12.31』（早稲田大

学語学教育研究所 2002）【KE111-H2】 
『毎日新報』は、1910 年に『毎日申報』と

して創刊され、朝鮮総督府の機関紙の役割を果

たしました。1938 年に『毎日新報』と改題し、

1940 年に『朝鮮日報』と『東亜日報』が停刊

になった後は、唯一の朝鮮語新聞となっていま

した5。 
この索引には、同紙の文学関係、美術・音楽、

文化一般の記事が収録されています。排列は年

月日順で、記事の分類、標題、筆者等が表形式

で掲載されています。 
1943 年 11 月から 12 月にかけて確認してみ

                                 
2 国立国会図書館リサーチ・ナビ「1945 年以前に朝鮮

半島で発行された日本語新聞および洋新聞」

http://rnavi.ndl.go.jp/ 
research_guide/entry/theme-asia-62.php 
3 国立国会図書館リサーチ・ナビ「1945 年以前発行の

当館所蔵の朝鮮語新聞」 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/ 
theme-asia-52.php 

ると、以下の記事がありました。 
 

① 香山光郎「朝鮮의學徒여（朝鮮の学徒よ）」

1943年 11月 4日夕刊（13015号） 

② 同「學兵에게感謝（学兵に感謝）」 

1943年 12月 10日夕刊（13051号） 

 
当館で所蔵している『毎日新報』縮刷版

【Z99-AK32】を確認すると、実際には、それ

ぞれ翌日付の新聞に掲載されていました。①は、

1943年 11月 5日付の 1面、②は、同年 12月 11

日付の 2 面です。ただし、この縮刷版は、印刷

が不鮮明で、判読が困難な状態です。 
 
3. 朝鮮語の新聞記事データベース 
韓国では、植民地期朝鮮で発行されていた新

聞のデータベース化が進んでおり、インターネッ

ト上で多くの紙面イメージを確認できます。以

下のようなデータベースがあります。 
 
BIGKinds（韓国言論振興財団） 
https://www.bigkinds.or.kr/ 
고신문(古新聞)で、『毎日新報』などの新聞

12 タイトルの原文が、PDF 形式で閲覧できま
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です。 
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http://newslibrary.naver.com/ 
『동아일보（東亜日報）』など 4 紙が創刊号
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5 「매일신보[每日申報]」（대한민국 신문 
아카이브（大韓民国新聞アーカイブ）の解題を参照。 
http://www.nl.go.kr/newspaper/sub05.do?paper=%EB
%A7%A4%EC%9D%BC%EC%8B%A0%EB%B3%B4_
%E6%AF%8F%E6%97%A5%E7%94%B3%E5%A0%B
1 
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『毎日新報』は、上記のうち「BIGKinds」

と「大韓民国新聞アーカイブ」で閲覧可能です6。

①の記事（1943年11月5日）を、「BIGKinds」
で記事名から検索して探す方法をご案内します7。 

 
トップページ＞뉴스라이브러리（ニュースラ

イブラリー）＞고신문(古新聞)＞키워드 검색 
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ら、1943 年 11 月 5 日の行の右端にある PDF
ファイルで紙面が確認できます（図 1 参照）。 

 
図1 「BIGKinds」のキーワード検索による「朝鮮의學

徒여」の検索結果 

 
（出典） 
https://www.bigkinds.or.kr/news/libraryNews.do 
 
紙面イメージの PDF ファイルを確認すると、

詩の形式で、朝鮮半島の学徒志願兵に対して激

励したものでした。 
なお、②の記事は、学徒志願兵への期待を述

べた寄稿です。いずれも本文は朝鮮語です。 
 
 

                                 
6 両者とも、データベースでの新聞名は、創刊時の『毎

日申報』となっています。 

「대한민국 신문 아카이브（大韓民国新聞

アーカイブ）」でも、キーワード検索にて『毎

日新報』の原文が閲覧できます。ただし、当館

所蔵の縮刷版同様、文字の判読が困難な部分が

あります。 
 

図 2 「大韓民国新聞アーカイブ」のキーワード検索に

よる「朝鮮의學徒여」の検索結果 

 
（出典）http://www.nl.go.kr/newspaper/ 
 
4. まとめ 
今回は、新聞名は違ったものの、お尋ねの趣

旨の新聞記事を特定することができました。 
以上の手順をまとめると、 

 
1 文学事典や新聞記事索引などを参照し、掲

載媒体や日付の情報を得る（ただし、情報

が得られない場合もある）。 
2 得られた情報をもとに、新聞原紙あるいは

データベースで当該記事を確認する。 
 
特に新聞の場合は、日付が不確かなまま紙面

を確認していくのは大変骨が折れます。索引類

などを使って絞り込むことに少し時間をかける

と、調査がスムーズにいくのではないかと思い

ます。アジア情報室では、そのお手伝いもでき

ますので、お気軽にお声掛けください。 
 （たなか ふくたろう） 

 
 

 

 

 

 

 

7 ただし、記事の執筆者名からは検索できません。 
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 14 
 
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 
1.19. 马爱民（馬愛民）著『“扫黄打非”案

与法（“ポルノ・違法出版物一掃”の事例と

法）』太原：山西经济出版社, 2016.1, 4, 2, 
410p.【AC9-711-C101】 
“掃黄打非”とは、ポルノ（「黄」）及び違

法出版物（「非」）等の撲滅を目指す、中国政

府のスローガンである1。中国では、著作権法

の施行（1990 年）、刑法改正（1997 年、猥褻

または違法な出版物の制作・販売及び著作権侵

害に関する項目の追加）などの法的整備を行い、

これら出版物の取り締まりを行ってきた2。近

年では、例えば、中国共産党第 18 回全国代表

大会における胡錦濤総書記（当時）の報告で、

「“掃黄打非”を推進し、低俗な現象を排除す

る。」3と言及している。 
著者の馬愛民は、山西省新聞出版局出版物市

場“掃黄打非”事務局主任、全国“掃黄打非”

業務査察員等を務めるなど、“掃黄打非”業務

に 18 年間従事してきた人物である。本書は、

出版関係者、公務員及び一般向けに、“掃黄打

非”の実例や法解釈を紹介することを目的とし

ている。 
 
第 1 章から第 4 章では、“掃黄打非”が対象

とする、「ポルノ商品の販売」「違法出版」

「著作権侵害」「偽記者による恐喝・詐欺」を

                                 
1 「黄」は、中国では猥褻な書物・映像等を指す。公的

な場における初期の使用例として、1989 年に国務院が

開催した全国整頓整理書報刊及び音楽映像市場電話会議

が確認できる。 
「党中央国务院召开电话会议作出部署 健康深入地开展

“扫黄”工作」『人民日报』1989.8.25, p.1. 
2 現在の国及び地方レベルの活動状況については、以下

それぞれ取り上げ、関連法規、犯罪の定義、違

法出版物の識別方法等を紹介している。事例の

紹介部分には、「“目の保養”のために罪人とな

る：私利私欲に走りポルノを広めた司某と孫某

の例」「ゲーム名人の人生の敗北：章某らの著

作権侵害例」など、読者の興味を引くようなタ

イトルが付され、経歴、犯罪に至る経緯、処罰

の根拠、裁判の焦点などが平易に紹介されてい

る。 
 
第 1 章では、ポルノ商品や関連する犯罪行為

の種類、罰則、法規上の定義、関連法規や、書

籍、映像・電子資料など媒体別の識別方法を紹

介している。また、ポルノ商品に関する犯罪が

青少年の育成や治安へ悪影響をもたらすと指摘

するとともに、ポルノサイトのサーバやポルノ

DVD 等の多くが海外由来のものであることか

ら、中国に敵対する勢力が中国国内に反動思想

や猥褻な文化を浸透させようとしている、と考

察している。 
第 2 章では、違法出版物について、出版許可

を得ずに出版された「非法出版物」と、法律で

禁止された内容を掲載する「違禁出版物」の 2
種類に分けて説明し、また、内容、出版情報、

外見などから違法出版物を識別する方法も紹介

している。 
 

を参照。 
全国扫黄打非网 http://www.shdf.gov.cn/ 
3 「胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告

（2012.11.8）【6】」人民网

http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-
19612151-6.html 
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第 3 章では、著作権侵害においては、DVD
等の映像製品が多数を占めると指摘している。

識別方法として、2 章で紹介したもののほか、

映画やドラマの公開後すぐに発売されたもの、

1 枚の媒体に複数の国または映画会社の作品を

収録したものは海賊版の疑いが強いこと、その

他、媒体に刻印された識別コードなどによる判

別が可能なこと等を紹介している。 
第 4 章で取り上げる「偽記者による恐喝・詐

欺」とは、新聞記者4を騙って企業等に「取材」

を行い、スキャンダルを見つけて口止め料を要

求すること、宣伝記事を掲載する見返りを要求

すること、あるいは、一般人に対して、記者の

人脈を利用して就職・進学への便宜を図ると持

ちかけ、見返りを要求すること、といった行為

を指している。著者は、「偽記者」の行為につ

いて、被害者の損失だけでなく、新聞社及び正

規の新聞記者全体への信頼を損ねるなど、社会

への悪影響も問題であるとしている。 
第 5 章「権利保護、通報、奨励」では、違法

出版物等に対し一般公衆及び出版関係者が理解

を深めることが必要であると説くほか、当局や

警察への通報方法、奨励金5の支給等について

紹介している。 
（アジア情報課 水流添 真紀） 

 
2. 朝鮮語 
2.14. 김정은（金正恩）[著]『조선로동당제 7
차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고 （朝鮮

労働党第 7 次大会で行った中央委員会事業総括

報告）』[平壌]：조선로동당출판사（朝鮮労働

党出版社）, 2016.5, 2, 125p. 
【A56-K3-K12】 

2016 年 5 月 6 日から 9 日まで、朝鮮労働党

大会が36年ぶりに開催された（第7次大会）。

                                 
4 中国で新聞記者として活動するには、新聞社に正式に

雇用されるなど一定の条件を満たし、記者証を公布され

ている必要がある。 
「新闻记者证管理办法（中华人民共和国新闻出版总署令

第 44 号）」2009.8.24. 
http://press.gapp.gov.cn/contents/250/129755.html 
5 例えば、海賊版については、通報内容に応じて最高

10 万元の奨励金が支給されることが紹介されている。 
6 本報告の全文は、以下で公開されている。 
「김정은제 1비서 조선로동당 제 7차대회 

ここで、金正恩氏が朝鮮労働党委員長に推戴さ

れ、党の最高指導者となった。 
本書は、同氏が同大会で行った中央委員会事

業総括報告の全文である6。5 つの部に分かれて

いる。 
 
「1. 主体思想、先軍政治の偉大な勝利」で

は、前大会から今大会までを総括している。経

済建設と核開発を同時に推し進める「並進路線」

の恒久化に言及している。 
「2. 社会主義偉業の完成のために」では、

北朝鮮国内の課題を述べている。自らの力を信

じて進むしかないとする「自強力第一主義」を

提示したほか、衛星打ち上げをはじめとする

「科学技術強国」の建設について述べている。

「経済強国」の建設については、経済部門が相

応の高みに達しておらず、「国家経済発展 5 か

年戦略」に沿って生活向上を目指すべきだとし

た。また、対外貿易を拡大すべきこと、国家が

統一的に指導しつつ各部門が主体的に経営・活

動する旨の「ウリ式（我々式）経済管理方法」

の確立を求めている。 
「3. 祖国の自主的統一のために」では、朝

鮮半島統一問題を述べている。韓国に対し、北

朝鮮を刺激する一切の敵対行為の中止と、軍事

当局間の対話を求めている。米国には、休戦協

定に代わる平和協定の締結及び在韓米軍の撤収

を要求している。日本については、「朝鮮半島

に対する再侵略の野望を捨て、朝鮮民族に対し

て犯した過去の罪悪を反省し、謝罪しなければ

ならないと同時に、朝鮮の統一を妨害してはな

らない」と言及している。 
「4. 世界の自主化のために」では、国際関

係について、再び「並進路線」に触れつつ、責

任ある核保有国として、核の先制不使用と核拡

당중앙위원회 
사업총화보고（金正恩第 1 秘書朝鮮労働党第 7 次大会

党中央委員会事業総括報告）」2016.5.7.  
朝鮮通信ウェブサイト 
http://www.kcna.co.jp/calendar/2016/05/05-07/2016-
0507-022.html 
本報告の日本語訳及びそれに対する論評は、『北朝

鮮政策動向』2016 年 6 号, 2016.5.25, pp.51-99
（【Z39-106】）に掲載されている。 
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2. 新聞記事の特定 
次に、掲載されたという新聞記事を調べます。

まず、当時発行されていた新聞にどのようなも

のがあったかを確認します。リサーチ・ナビ内

の調べ方案内に「1945 年以前に朝鮮半島で発

行された日本語新聞および洋新聞2」と「1945
年以前発行の当館所蔵の朝鮮語新聞3」があり

ます。それぞれ、対象時期に発行されていた新

聞を一覧で紹介しています。 
前者を確認すると、『毎日新聞』の朝鮮版が

発行されていたようです。一方、後者には同じ

紙名のものはありませんでしたが、似たタイト

ルとして『毎日新報』がありました。 
 
まず、当館所蔵の『毎日新聞・西部.地方版』

【YB-1777】に含まれる「朝鮮版」について、

1943 年 11 月から 12 月までの記事を確認しま

す4。李光洙のほか、春園、香山光郎などでの

名で記事が登場しないかも確認しましたが、見

当たりません。 
次に、念のため『毎日新報』について、以下

の索引を手がかりに確認します。 
 

大村益夫, 布袋敏博 編.『「毎日新報」文学関

係記事索引 : 1939.1～1945.12.31』（早稲田大

学語学教育研究所 2002）【KE111-H2】 
『毎日新報』は、1910 年に『毎日申報』と

して創刊され、朝鮮総督府の機関紙の役割を果

たしました。1938 年に『毎日新報』と改題し、

1940 年に『朝鮮日報』と『東亜日報』が停刊

になった後は、唯一の朝鮮語新聞となっていま

した5。 
この索引には、同紙の文学関係、美術・音楽、

文化一般の記事が収録されています。排列は年

月日順で、記事の分類、標題、筆者等が表形式

で掲載されています。 
1943 年 11 月から 12 月にかけて確認してみ

                                 
2 国立国会図書館リサーチ・ナビ「1945 年以前に朝鮮

半島で発行された日本語新聞および洋新聞」

http://rnavi.ndl.go.jp/ 
research_guide/entry/theme-asia-62.php 
3 国立国会図書館リサーチ・ナビ「1945 年以前発行の

当館所蔵の朝鮮語新聞」 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/ 
theme-asia-52.php 

ると、以下の記事がありました。 
 

① 香山光郎「朝鮮의學徒여（朝鮮の学徒よ）」

1943年 11月 4日夕刊（13015号） 

② 同「學兵에게感謝（学兵に感謝）」 

1943年 12月 10日夕刊（13051号） 

 
当館で所蔵している『毎日新報』縮刷版

【Z99-AK32】を確認すると、実際には、それ

ぞれ翌日付の新聞に掲載されていました。①は、

1943年 11月 5日付の 1面、②は、同年 12月 11

日付の 2 面です。ただし、この縮刷版は、印刷

が不鮮明で、判読が困難な状態です。 
 
3. 朝鮮語の新聞記事データベース 
韓国では、植民地期朝鮮で発行されていた新

聞のデータベース化が進んでおり、インターネッ

ト上で多くの紙面イメージを確認できます。以

下のようなデータベースがあります。 
 
BIGKinds（韓国言論振興財団） 
https://www.bigkinds.or.kr/ 
고신문(古新聞)で、『毎日新報』などの新聞

12 タイトルの原文が、PDF 形式で閲覧できま

す。日付での絞り込みやキーワード検索が可能

です。 
 
뉴스 라이브러리（ニュースライブラリ）（ネ

イバー） 
http://newslibrary.naver.com/ 
『동아일보（東亜日報）』など 4 紙が創刊号

から閲覧できます。日付での絞り込みやキーワ

ード検索が可能です。印刷はできません。 
  
대한민국 신문 아카이브（大韓民国新聞アーカ

イブ）（国立中央図書館） 
http://www.nl.go.kr/newspaper/ 

4 なお、毎日新聞の記事を検索・閲覧できるデータベー

スの「毎索」には、朝鮮版が収録されていません。 
5 「매일신보[每日申報]」（대한민국 신문 
아카이브（大韓民国新聞アーカイブ）の解題を参照。 
http://www.nl.go.kr/newspaper/sub05.do?paper=%EB
%A7%A4%EC%9D%BC%EC%8B%A0%EB%B3%B4_
%E6%AF%8F%E6%97%A5%E7%94%B3%E5%A0%B
1 
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散防止の義務を履行すると述べている。 
「5. 党の強化発展のために」では、党活動

について述べている。張成沢派を指すとされる

「現代版宗派分子」を適時に摘発・粛清したこ

とを述べ、幹部らにある官僚主義・不正腐敗行

為の根絶を目指すとした。また、「全党が偉大

な人民のために滅私服務しよう」というスロー

ガンを掲げ、人民の利益と便宜を最優先すべき

だとしている。 
 
この報告に対し、韓国・国防部は、2016年 5

月 9 日の記者会見で、「北朝鮮を決して核保有

国として認めないということは、韓国と国際社

会の一貫した態度」だとし、「韓国政府は、強

力な制裁と圧力により、北朝鮮に核を放棄させ

るよう努める」とのコメントを出した。また、

軍事会談の提案を一蹴したほか、「核・ミサイ

ルの完成度を高めるための追加核実験、ミサイ

ルの試験発射などを続けることが予想される」

とした。7 
パク・クネ大統領（当時）は、2016 年 5 月

10日の国務会議で、「南北関係改善のための真

の変化を見せないまま、核保有国という強引な

主張とともに核能力の強化を表明するなど、国

際社会の警告を無視し、挑発行為を続けている」

と批判する発言を行った。8 
また、韓国の研究者は、以下のように論評し

ている。 
イ・スンヨル（国会立法調査処政治行政調査

室外交安保チーム立法調査官）は、総括報告で

核保有の公式化に言及していることについて、

                                 
7 「국방부『북한 핵보유국으로 결코 인정 안해』『북 
군사회담 제안, 전혀 진정성 없어…비핵화 의지 먼저 
보여야』（国防部『北朝鮮核保有国とは決して認定せ

ず 』『北 の 軍事会談 の 提案、全 く 認 め ら れ な い

…非核化の意思をまずみせねば』）」2016.5.9.  
政策ブリーフィングウェブサイト 
http://www.korea.kr/policy/diplomacyView.do?newsId
=148814825 
8 「박 대통령『이란 방문 계기로 제 2의 중동붐 
일어나길 기대』국무회의 주재…성과확산 위한 
점검·부처 간 협력 등 당부（朴大統領『イラン訪問き

っかけに第 2 の中東ブームが起きることを

期待』国務会議主宰…成果拡大のための点検・部処間

の協力等要請）」2016.5.10.  
政策ブリーフィングウェブサイト 
http://www.korea.kr/policy/diplomacyView.do?newsId

核保有が金正恩統治の死活にかかわるもので、

経済政策について目新しいものを提示できず

「自強力第一主義」を打ち出さざるを得なかっ

たほか、朝鮮半島の非核化を望む中国との関係

も難しくなるだろうとしている。9 
チョン・ソンユン（統一研究院北韓研究室副

研究委員）は、北朝鮮が米国を中心とする国際

社会の制裁についての不満と、核保有および核

能力の強化を表明したことで、制裁が長引くと

する一方、中国とロシアに対する言及がなかっ

たことから、両国の関わり方次第で局面の転換

がありうると予想している。また、並進路線が

行き詰った際には、核能力を頻繁に誇示するこ

とで、経済部門の損失を埋めようとすると展望

している。10 
イ・スソク（国家安保戦略研究院統一戦略研

究室長）は、統一問題の言及の中に軍事境界線

付近での対北朝鮮心理戦放送やビラ散布が含ま

れていることは、それほど体制が脆弱である証

左だと指摘している。また、経済問題について、

失敗を認定した以上、今後何らかの経済政策を

打ち出さざるを得ないが、総括報告では「自強

力第一主義」と「ウリ式経済管理方法」が提示

されただけであり、今後、国民生活の統制が予

想されるとしている。11 
（アジア情報課 田中 福太郎） 

 
 

=148814905 
9 이승열「조선노동당 제 7차 대회의 내용과 
특징（朝鮮労働党第 7 次大会の内容と特徴）」 
『이슈와 논점（イシューと論点）』1164호, 
2016.5.16. 
http://www.nars.go.kr/brdView.do?brd_Seq=18609&c
msCd=CM0018 
10 정성윤「조선노동당 제 7차 대회 분석（4） : 
국제관계와 안보（朝鮮労働党第 7 次大会分析（4） : 
国際関係と安保）」Online Series CO 16-15, 2016.5.18. 
統一研究院ウェブサイト 
http://lib.kinu.or.kr//wonmun/007/0001476768.pdf 
11 이수석「김정은 대관식에 그친 7차 당대회 
（金正恩戴冠式に終わった 7 次党大会）」 
『北韓』2016.6월호, 2016.6, pp.52-58. （【Z23-
AK24】） 

13
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アジア情報室の新着資料紹介（2017.4～2017.6） 
 
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、注記、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 
 
＜政治・法律・行政＞ 
国民党政府政治制度词目汇解 / 孔庆泰 编著. -- 北京 : 学
苑出版社, 2016.7. -- 2, 16, 482p ; 24cm 
ISBN: 9787507750164               A2-C78 
 1919 年から 1949 年までの国民党及び同政府関係の組

織、会議など615項目について、沿革や構成員などを収録

する。巻末に「中国国民党第一至第六届中央执行委员会中

央执行委员、候补中央执行委员暨中央监察委员、候补中央

监察委员名、字、号对照简表（计577人）」など2つの付

録およびピンイン順の索引を付す。 
 
图解《政府工作报告》. 2016 / 图解《政府工作报告》编写

组 编著. -- 北京 : 中国言实出版社, 2016.3. -- 118p, 図版1
枚 ; 21cm                             AC9-311-C264 
 2016年3月5日に第12回全国人民代表大会で発表され

た「政府工作报告」の解説書。豊富な図表や「政府工作报

告」に関する李克強総理の記者会見なども収録する。 

 
考試院統計提要  = Statistical summary report of 
Examination Yuan Republic of China / 考試院 編印. -- 臺
北 : 考試院, [1987]- -- 冊 ; 30cm 
記述は2015 (2016.6)による.                Z41-AC511 
 台湾の考試院（日本の人事院に相当）の業務に関する統

計資料。分析部分と統計部分の2部からなり、後者は「院

務統計」「考選統計」など6分野の統計を収録する。 
 
銓敍統計年報 = Statistical yearbook of civil service / 銓敍

部 編印. -- 臺北 : 銓敍部, [2014]- -- 冊 ; 26cm 
記述は2015 (2016.3)による.                Z41-AC514 
 銓敍部（考試院の下部組織で、公務員の任免、人事評価、

福利厚生などを所管）が編纂した、台湾の公務員に関する

統計年報。行政機関、公営事業機構、衛生医療機構、公立

学校の職員を対象とする。分析と統計の2部からなり、統

計部分は「公務人員概況統計」「銓敘業務統計」など4分
野の統計を収録する。巻末に付録として「全國各機關(構)
及公立學校機關數」など3つの表を付す。 
 
＜経済・産業＞ 
实用英汉双解金融财会词典 = Practical dictionary of 
finance & accounting / 马建威 编著. -- 北京 : 机械工业出

版社, 2015.9. -- VIII, 1288p ; 22cm 
ISBN: 9787111487319    D2-C185 
会計、財務、金融、保険、税収、貿易などに関する英語

の語彙約 20,000 語について、中国語と対照し、英語の解

説を収録。排列は英語のアルファベット順。 

 
英汉汉英纺织服装词典 = An English-Chinese & Chinese-
English dictionary of textile & apparel / 秦世福, 盛宁明 
主编. -- 上海 : 東華大學出版社, 2016.1. -- 380, 698p ; 
19cm 
ISBN: 9787566908834    D2-C186 
紡織やアパレル産業に関する用語約 43,000 語について、

中国語と英語を対照。「英汉部分」と「汉英部分」の2部
からなり、それぞれアルファベット順、ピンイン順に排列。

付録として「常用外贸缩略词」を付す。 
 
中国仪器仪 表厂商名录  = Directory of China 
instrumentation industry. 2015-2016 / 机械工业仪器仪表

综合技术经济研究所 编. -- 北京 : 中国财富出版社, 2016.3. 
-- 48, 473p ; 29cm 
ISBN: 9787504760876                       D4-C111 
（中国器具計器製造業名鑑. 2015-2016） 
 
中国战略性新兴产业发展报告  = Report on the 
development of China’s strategic emerging industries. 
2016 / 中国工程科技发展战略研究院 [编]. -- 北京 : 科学

出版社, 2016.1. -- v, 544p ;  27cm 

ISBN: 9787030459992  DC157-C488 
 省エネルギー・エコ産業、新世代情報技術産業、バイオ

産業などの「戦略的新興産業」の発展状況に関する報告書。

「综合篇」「政策篇」「方法篇」および各産業篇の計 10
篇からなる。巻末に付録として「中英先进制造业研讨会概

要介绍」および「缩略词表」を付す。 
 
中国证券业发展报告 = Development report of China's 
securities industry. 2016 / 中国证券业协会 著. -- 北京 : 
中国财政经济出版社, 2016.5. -- 7, 395p ; 26cm 
ISBN: 9787509567166                    DF178-C11 
（中国証券業発展報告. 2016） 
 
＜社会・労働＞ 
中国城市地价报告蓝皮书 = Annual report on cities land 
price of China. 2015 / 国土资源部土地利用管理司, 中国土

地勘测规划院 编著. -- 北京 : 地质出版社, 2016.4. -- III, 
201p ; 28cm 
ISBN: 9787116082526                     EF53-C25 
（中国都市地価報告白書. 2015） 
 
中国社会保障发展报告 = China social security system 
development report. 2017 No.8 (社会保障反贫困) / 王延中 
主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2017.1. -- 5, 339p ; 
24cm. -- (社会保障绿皮书 = Green book of China social 
security system) 
文献あり. 
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ISBN: 9787509797594                      EG15-C2 
（中国社会保障発展報告. 2017 No.8 （社会保障・反貧

困）） 
 
第五次国家卫生服务调查分析报告 = An Analysis Report 
of National Health Services Survey in China. 2013 / 国家

卫生计生委统计信息中心 编著. -- 北京 : 中国协和医科大

学出版社, 2015.12. -- 2, 2, 6, 285p ; 30cm 
ISBN: 9787567904941  EG225-C57 
 2013 年に行われた第 5 次国家衛生サービス調査の結果

を分析した報告書。「调查家庭人口基本情况」「居民健康

和卫生服务需要」など11章からなる。 

 
104 年原住民族就業狀況調查 = Employment status 
survey of indigenous peoples, 2015 / 原住民族委員會 編. 

-- 新北 : 原住民族委員會, 2016.5. -- 1冊 ; 30cm 
ISBN: 9789860488166 EL21-C7 
15 歳以上の台湾原住民族の就業状況に関する報告書。

「調查結果分析」「專題分析」「結論與政策建議」など 5
章からなる。巻末に「統計結果表」など 3 つの付録を付す。

原住民族委員會ウェブサイト「就業狀況調查統計」

（ http://www.apc.gov.tw/portal/docList.html?CID=19F6
DD25969C101D）[2017 年 8 月 18 日最終アクセス] で、

最新版が公開されている。 
 
＜歴史・地理＞ 
二二八事件文獻目錄解題 / 蔡秀美 編著. -- 台北 : 財團法

人二二八事件紀念基金會, 2015.12. -- xiv, 257p ; 27cm 
ISBN: 9789868795495                     GE2-C326 
 
中国地名掌故词典 /  牛汝辰 编著. -- 北京 : 中国社会出

版社, 2016.2. -- 3, 50, 541p ; 24cm  
索引あり. 
ISBN: 9787508752389  GE11-C71 
 行政区画および著名な山岳、河川などを含む約3,600の

地名について、設置の沿革や命名の由来などを収録。行政

区画は『2015 年中华人民共和国行政区划简册』に準じて

排列し、その他は「山名」「河名」などの種類ごとにピン

イン順に排列。巻末にピンイン順の索引を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
中国文化产业辞典 / 郭万超 主编. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2015.8. -- 1, 2, 314p ; 26cm 
ISBN: 9787513638999                        K2-C26 
（中国文化産業辞典） 
 
中国建筑图解词典 / 王其钧 主编. -- 北京 : 机械工业出版

社, 2016.8. -- 318p ; 21cm 

文献あり. 

ISBN: 9787111200956   KA2-C7 
（中国建築図解辞典） 

 

中国戏曲论文索引 : 1982-2010  / 颜全毅, 李菁 编著. -- 
北京 : 文化藝術出版社, 2016.5. -- 5, 2, 377p ; 24cm. -- (中
国戏曲研究资源信息丛书 / 杜长胜, 学从远 主编) 
ISBN: 9787503961533  KD1-C21 
（中国戯曲論文索引 : 1982-2010） 

 

海峡两岸音乐名词 / 海峡两岸音乐名词工作委员会 [编]. -- 
北京 : 科学出版社, 2016.6. -- vii, 221p ; 27cm 

ISBN: 9787030487841              KD2-C45 
 「正篇」「副篇」の2篇からなる。それぞれ音楽に関す

る用語約2,000語について、欧文名、大陸名、台湾名を対

照。排列は正篇が大陸名のピンイン順、副篇が欧文名のア

ルファベット順。巻末の「外国音乐家」「外国作では、国

外の音楽作品1,000タイトルについて、欧文名、大陸名、

台湾名を対照し、欧文名のアルファベット順に排列。 
 

中国古代文体学论著集目 : 1900-2014 / 李南晖 主编 ; 伏
煦, 陈凌 编. -- 北京 : 北京大学出版社, 2016.4. -- 2, 2, 
775p ; 23cm. – (中国古代文体学研究丛书) 
ISBN: 9787301159477 KK11-C33 
（中国古代文体学論著目録集成 : 1990-2014） 

 

新世纪新词语大词典 : 2000 年-2015 年 / 亢世勇, 刘海润 
主编. -- 上海 : 上海辞书出版社, 2015.9. -- 3, 761p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532643684             KK12-C436 
 2000年から2015年までに出現した中国語の新語約5,400
語について、意味、例文、出典を収録。排列はピンイン順。巻

末に筆画順の頭字索引を付す。 

 

汉日新语词典 / 陈岩 主编. -- 北京 : 外语教学与研究出版

社, 2016.5. -- 292p ; 21cm 

ISBN: 9787513574273  KK12-C441 
（中日新語辞典） 

 

台語作家著作目錄  / 施俊州 編著. -- 台南 : 國立台灣文

學館, 2015.12. -- 591p ; 23cm 

索引あり. 
ISBN: 9789860467031 KK61-C119 
（台湾語作家著作目録） 

 

汉英翻译大词典  = The Chinese-English translation 
dictionary / 吴文智, 钱厚生 主编. -- 南京 : 译林出版社, 
2015.12. -- 45, 2237p ; 22cm 
ISBN: 9787544760461   KS12-C45 
（中英翻訳大辞典） 

 
＜科学技術＞ 
实用水文学词典 / 宋洪涛 [ほか] 编. -- 北京 : 中國水利水

电出版社, 2015.12. -- 55, 251p ; 21cm 
ISBN: 9787517039945   ME2-C28 
（実用水文学辞典） 
 
中国未来极端气候事件变化预估图集 / 徐影 等 编著. -- 北
京 : 气象出版社, 2015.10. -- 175p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9787502962074      ME231-C44 
（中国将来異常気象変動予測図集） 
 
英汉爆破技术词典 = An English-Chinese dictionary of 
blasting technology / 汪旭光 编著. -- 北京 : 冶金工业出

版社, 2016.5. -- XII, 631p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787502472344    NA2-C35 
（英中爆破技術辞典） 
 
精细化学品辞典 / 朱洪法 主编. -- 北京 : 中国石化出版社, 
2016.1. -- 57, 1050p ; 21cm 
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文献あり.  
ISBN: 9787511434746 PA2-C37 
 多品種・少量生産で付加価値が高く、医薬品、農薬、染

料、顔料、食品添加剤など幅広い用途を持つファインケミ

カル約4,500種について、中国語名、英語名、化学式、性

質、用途、製法などを収録。排列はピンイン順。 

 
中国古兵器集成 / 沈融 编著. -- 上海 : 上海辞书出版社, 
2015.8. -- 2冊 ; 29cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532642779   PS112-C7 

1840 年以前の中国の兵器を表す一般名詞や出土した兵

器の名称など約 4,200 項目について、特徴、形態、出土地、

図版、参考文献などを収録。「基本名词」「史前」など

14篇に大別して排列。下巻末に筆画順の索引を付す。 
 
林学名词 = Chinese terms in forest science / 林学名词审

定委员会 [编]. -- 第2版. -- 北京 : 科学出版社, 2016.8. -- 
xix, 486p ; 26cm 
ISBN: 9787030494597    RB2-C33 
（森林科学用語） 
 
生物医学工程术语词典  = Biomedical engineering 
terminology dictionary /  周丹 主编. -- 北京 : 人民卫生

出版社, 2015.12. -- 19, 810p ; 22cm  
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787117217736 SC2-C65 
 医学に工学技術を取り入れた学問である医用生体工学

に関する用語4,293語について、中国語名、英語名、定義

などを収録。「基础学科术语」「数字医学术语」「医疗器

械术语」など6つに大別し、その中をさらに分野別に細分

して排列。巻末にピンイン順および英語のアルファベット

順の索引を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
出版物发行知识词典 / 王岩镔, 徐炯 主编. -- 上海 : 上海

辞书出版社, 2016.8. -- 30, 309p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532647200    UE2-C15 
出版物の発行、出版、印刷に関連する約 1,600 語を収録。

「发行」「相关出版」「相关印刷」の 3 つに大別して排列。

巻末に「中华人民共和国著作权法」など 10 種の付録およ

び筆画順の索引を付す。 
 
中国新闻出版统计资料汇编. 2015 / 国家新闻出版广电总局

规划发展司 编. -- 北京 : 中国书籍出版社, 2015.9. -- 3, 
284p ; 26cm 
ISBN: 9787506851282   UE21-C41 
（中国新聞出版統計資料集. 2015） 
 
中国阅读大辞典 / 王余光, 徐雁 主编. -- 南京 : 南京大学

出版社, 2016.4. -- 3, 22, 55, 1620p, 図版9枚 ; 24cm 
ISBN: 9787305155543     UG2-C1 
図書館や出版社などの組織や機関、読書理論、著名な蔵

書家、読書に関する故事、各国・各分野の名著など、読書

に関連する事項約 3,500 件を収録。「儿童阅读与书香家庭」

「藏书名家与书人事迹」など主題別に 7 篇に大別して排列。

巻末に「“影响中国历史的三十本书”目录」など 13 種の付

録を付す。 
 

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

232 개 개념어로 풀어쓴 남북관계 지식사전 / 통일부 

통일교육원 교육개발과 [編]. -- 서울 : 통일부 통일교육원 

교육개발과, 2015.12. -- 925p ; 19cm 
（232個のキーワードで説明した南北関係知識事典） 

 A2-K43 
1945年8月15日以降の朝鮮半島統一問題や南北関係に

関する232語について、背景、内容、歴史的意義、南北間

の立場の違いなどを収録。排列はハングル字母順。 
 
로스쿨 법정보학원론 = Law school Legal research / 
information science of law / 윤종민 저. -- 서울 : 진원사, 
2013.10. -- 343p ; 26cm. -- (충북대학교 법학전문대학원 
총서 ; 21) 索引あり. 
ISBN: 9788963463230 
（ロースクール法情報学原論）  A121-K15 
 法情報教育のための基本教材。「法学図書館と情報利用」

「オンライン情報検索方法論」「法令の理解と情報調査」

「判例の理解と情報調査」「海外法情報調査論」などの 8
章からなる。巻末に「事項索引」「法情報サイト索引」を

付す。 

 

新헌법입문 / 정재황 지음. -- 제 6 판. -- 서울 : 박영사, 
2016.2. -- xxxi, 828p ; 26cm. -- (법학신서 시리즈) 
索引あり. 
ISBN: 9791130328195 
（新憲法入門） AK4-211-K66 
 大韓民国憲法の原則と内容、法理についての概説書。

「憲法序説」「韓国憲法の基本原理と基本秩序」「基本権

論」「国家権力規範論」「憲法裁判」の5部構成。第6版
では、2015年12月までの憲法裁判所判例を反映する。巻

末に「大韓民国憲法」「事項索引」を付す。 
 
치안전망 2016 / 치안정책연구소 [編]. -- [용인] : 
치안정책연구소, 2015.12. -- 345p ; 26cm 

（治安展望2016） AK4-311-K227 
 韓国の治安状況について、2015 年の変化と推移および

2016年の予測と展望を記述。「2015年治安活動の回顧」

「治安環境の変化と警察」「2016 年分野別治安展望」

「2016年警察の対応」の4章からなる。巻末に「2015年

治安関連主要統計」を付す。 
 
2016 년 행정기관위원회 현황 = Status of the 
administration committee 2016 / 창조정부조직실 

주직정책관 경제조직과 편집. -- 서울 : 행정자치부, 
2016.8. -- 406p ; 26cm 索引あり. 
（2016年行政機関委員会の現況） AK4-311-K228 
 2016 年 6 月現在の法律と大統領令によって設置された

554 の行政機関委員会について、所属、委員会名、根拠法

令、設置日、委員数、開催回数等の一覧を収録。巻末に

委員会名索引を付す。 
 
2016 법제업무편람 / 법제처 저. -- 서울 : 진한엠앤비, 
2016.2. -- viii, 433p ; 26cm 
ISBN: 9791170092940 

（2016法制業務便覧） AK4-311-K229 
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 韓国の行政機関が法律、大統領令、総理令および部令の

制定・改定・廃止をするにあたっての必要な手続を解説。 
 
2016 대한민국 에너지 편람 = 2016 Korea energy 
handbook / 에너지관리공단 [編]. -- 용인 : 
에너지관리공단, 2016.5. -- 407p ; 26cm 

（2016大韓民国エネルギー便覧） AK4-411-K112 
 2016 年の韓国内外のエネルギーおよび気候変化の情勢、

エネルギー危機への対応、エネルギー効率の向上、新・再

生エネルギーの普及および気候変化への対応のための主要

施策の推進状況を整理して収録。 
 
한국의 언론법 = The communication law of Korea / 신평 

지음. -- 제3판･2014-2015. -- 서울 : 높이깊이, 2014.8. -- 
657p ; 27cm 索引あり. 
ISBN: 9788975882838  
（韓国の言論法） AK4-611-K47 
 言論法、名誉棄損法について、判例を交えながら解説。

「言論の自由と責任」「言論法と名誉棄損法」「名誉棄損

法の体系」「韓国言論法の理論の最近の動向」の4編から

なる。付録として、言論仲裁および被害救済等に関する法

律などの全文を付す。巻末に判例索引、事項索引を付す。 
 
알기 쉬운 군사법규 / 인길연, 김용현, 김성우, 류언무, 
박갑룡, 이진영 공저. -- 인천 : 진영사, 2016.8 (5 쇄). -- 
366p ; 25cm 
ISBN: 9788993076264 

（分かりやすい軍事法規） AK4-651-K67 
 軍の将校や下士官に新たに任官された者向けの教材。

「刑事手続および懲戒制度」「軍刑法総論」「軍刑法各論」

「戦争法」「国家賠償」「軍人服務規律」「軍人事法」

「兵役法」「保安規定」の9編からなる。 
 
방위사업청 백서 = Defense acquisition program 
administration white paper : 개청 10 년 (2006~2015) / 
한국방위사업연구원 편집. -- [서울] : 방위사업청, 2015.12. 
-- 602p ; 27cm 索引あり. 
（防衛事業庁白書 : 開庁10年(2006~2015)） 

 AK4-651-K68 
 
국군과 대한민국 발전 / 장삼열, 김경록, 김창규, 남정옥, 
이미숙, 김진섭 집필. -- [서울] : 국방부 군사편찬연구소, 
2015.11. -- 320p ; 27cm 文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791155980323 

（国軍と大韓民国の発展） AK4-651-K69 
 韓国軍の通史。「大韓民国政府樹立と軍の創建」「6・
25 戦争と国家防衛」「北朝鮮の脅威と国家防衛」「海外

派兵と国家の地位の強化」「国民と共に歩む国軍」の5章
からなる。巻末に年表、関連法令、索引などを付す。 
 
마약류 밀수동향. -- 서울 : 관세청. -- ; 27cm 2014 년도 
(2015.10)- 
（麻薬類密輸動向） Z41-AK756 
 
의료분쟁 조정・중재 통계연보 = Medical dispute 
mediation and arbitration statistical yearbook. -- 서울 : 
한국의료분쟁조정중재원. -- ; 26cm 2015년도 (2016.4)- 
（医療紛争調整・仲裁統計年報） Z41-AK757 
 

방위사업 통계연보. -- 서울 : 방위사업청. -- ; 26cm 

2016년 (2016.6)- 
（防衛事業統計年報） Z41-AK758 
 

국회입법조사처 연차보고서 = NARS annual report. -- 
서울 : 국회입법조사처. -- ; 26cm 2015 (2016.8)- 
ISSN: 2005-887X 
（国会立法調査処年次報告書） Z41-AK759 
 

국민안전처 통계연보. -- 서울 : 국민안전처 기획조정실 
정보통계담당관. -- ; 26cm 2015 (2015.12)- 
（国民安全処統計年報） Z41-AK760 
 

출입국・외국인정책 연감 = Annual report Korea 
immigration service. -- [과천] : 법무부 

출입국・외국인정책본부 출입국기획과. -- ; 26cm 2014 
(2015.12)- 
（出入国・外国人政策年鑑） Z41-AK761 
 

방송통신심의 연감 = Korea communications standards 
commission annual report. -- 서울 : 방송통신심의위원회. 
-- ; 27cm 2015 (2016.5)- 
（放送通信審議年鑑） Z41-AK762 
 

개인정보보호 연차보고서 = Annual report on personal 
information protection. -- 서울 : 개인정보보호위원회. -- ; 
26cm 2016 (2016.8)- 
（個人情報保護年次報告書） Z41-AK763 
 

지식재산권 침해단속 연간보고서 = Annual report : 
intellectual property rights seizures. -- [대전] : 관세청. -- ; 
26cm 2015년 (2016.7)- 
（知的財産権侵害取締年間報告書） Z41-AK764 
 
＜経済・産業＞ 
국가기록원 소장 주요 정책기록 해설집. 2 산업 편 / 
국가기록원 [編]. -- 대전 : 국가기록원 기록서비스부 

콘텐츠기획과, 2015.10. -- 292p ; 26cm 
（国家記録院所蔵主要政策記録解説集. 2 産業編） 

 DC147-K243 
 

2016업계지도 = The maps of business investment : 한발 

앞서 시장을 내다보는 눈 / 한국비즈니스정보 지음. -- 
서울 : 어바웃어북, 2015.4. -- 355p ; 26cm 
ISBN: 9788997382361 
（2016業界地図 : 一歩先に市場を眺める目）  
 DC147-K244 
通信、半導体、銀行、証券、建設、化学、流通、エンター

テイメントなど 48 業種における、代表的企業の経営実績、

事業領域、業界のトピックと展望などを、カラー図版で収

録。 
 

2015 년 인터넷경제활동실태조사 / 김주영, 조찬형, 
장세정, 윤은정 참여연구. -- 서울 : 한국인터넷진흥원, 
2015.12. -- 322p ; 26cm 
（2015年インターネット経済活動実態調査）DK411-K51 
 インターネットの経済的活用状況に関する調査報告書。

「海外直接購買の利用現況」「O2O サービスの利用現況」

「フィンテックサービスの利用現況」など5章からなる。

巻末に「用語説明」など5つの付録を付す。 
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＜歴史・地理＞ 
기록과 테마로 보는 대한민국 / 행정자치부 국가기록원 

[編]. -- 대전 : 행정자치부 국가기록원, 2016.8. -- 191p ; 
27cm 文献あり. 
ISBN: 9791195641567 
（記録とテーマで見る大韓民国）   GE136-K241 
 国家記録院ホームページのコンテンツ「記録で出会う大

韓民国」の中から、シンボルや歴史に関する 36 のテーマ

について、公文書や写真を収録。「国家の底力」「国家の

シンボル」「国家の伝統」の3部構成。 
 
북한이탈주민이 전하는 북한의 일상생활문화 : 아직 

끝나지 않은 이야기 = The stories of the everyday life's 
north korean refugees in North Korea : unfinished story 
/ 하도겸 글 ; 현대사연구소, 하도겸 사진. -- 서울 : 
국립민속박물관, 2015.12. -- 215p ; 25cm 
ISBN: 9788928901166 
（北韓離脱住民が伝える北韓の日常生活文化 : 未完の物

語） GE138-K178 
 
독도지리지 / 국토지리정보원 저. -- 서울 : 진한엠엔비, 
2015.10. -- 227p ; 26cm 
ISBN: 9791170091585 
（独島地理誌） GE167-K209 
 竹島（韓国名「独島」）の生物地理的特性を扱った研究

書。地理的概要、歴史地理、地質と地球物理、地形、気候、

海洋、生態系、海洋生物資源、経済活動に関する論文を収

録。「08.独島の海洋生物資源」の末尾に「独島沿岸で確

認された海洋動物、植物資源目録」を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
문화재대관 보물 토기･도자기 = Overview of Korean 
cultural heritage treasures earthenware and ceramics / 
문화재청 유형문화재과 [編]. -- 대전 : 문화재청 
유형문화재과, 2015.12. -- 640p ; 29cm + CD-ROM (12cm)  
文献あり. 英文併記. 
（文化財大観 宝物土器･陶磁器） KB16-K44 
 

한국민속예술사전 = Encyclopedia of Korean folk arts. 
민속극, 민속놀이 / 국립민속박물관 [編]. -- 서울 : 
국립민속박물관, 2015.12. -- 2冊 ; 29cm 索引あり. 
ISBN: 9788992128582 (set) ; 9788928901135 (민속극) ;  
9788928901142 (민속놀이)  
（韓国民俗芸術事典. 民俗劇、民俗遊び） KD2-K12 
 
＜科学技術＞ 
2015 원자력교육백서 / 미래창조과학부, 
한국원자력산업회의 편집. -- 과천 : 미래창조과학부, 
2015.11. -- 504p ; 22cm 

（2015原子力教育白書） NG31-K1 
 原子力関連人材の育成方針と、育成機関の現状をまと

めた白書。「原子力教育訓練の概観」「主要原子力機関に

おける原子力教育訓練」などの4章からなる。巻末に「国

内主要機関における原子力教育訓練関連組織の現況」など

3つの付録を付す。 
 
한식양념장 = Hansik Yangnyeomjang : 한식양념장으로 
간편하게 조리하기 / 농촌진흥청 [編]. -- 완주 : 
농촌진흥청 국립농업과학원 기술지원팀, 2015.7. -- 185p ;  
24cm 文献あり. 索引あり. 

ISBN: 9788948030617 

（韓式ヤンニョムジャン : 韓式ヤンニョムジャンで簡単

に調理する） PC51-K2 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
日本型ヘイトスピーチとは何か : 社会を破壊するレイシ

ズムの登場 / 梁英聖 著. -- 東京 : 影書房, 2016.12. -- 
314p ; 19cm 文献あり. 
ISBN: 978-4-87714-468-5  A68-Z-L68 
 

朝鮮の領土 = Korea's Territory : 分析・資料・文献 / 浦
野起央 著. -- 東京 : 三和書籍, 2016.8. -- 418p ; 22cm  
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-86251-202-4    A76-L101 
 
戦後日韓関係史 = A Contemporary History of Japan-
South Korea Relations since World War 2 / 李鍾元, 木宮

正史, 磯崎典世, 浅羽祐樹 著. -- 東京 : 有斐閣, 2017.2. -- 
303p ; 19cm. -- (有斐閣アルマ. Specialized)  
文献あり 年表あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-641-22077-5 A99-ZK4-L146 
 
＜経済・産業＞ 
韓国コンテンツ産業動向. 2014-2015年 / デイコ産業研究

所 著. -- 伊豆 : ビスタピー・エス, 2017.1. -- 343p ; 26cm. 
-- (韓国の産業と市場別冊)  
ISBN: 978-4-907379-14-8 DK411-L467 
 
＜社会・労働＞ 
「家族」という韓国の装置 : 血縁社会の法的なメカニズ

ムとその変化 / 岡克彦 著. -- 東京 : 三省堂, 2017.5. -- 
248p ; 19cm 文献あり 年表あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-385-32311-4 EC84-L5 
 
＜歴史・地理＞ 
やさしい韓国文化の話 52 : チョガクポから儒教まで / 崔
俊植 著 ; 崔京国, 荒井淑子 訳. -- 大阪 : かんよう出版, 
2016.2. -- 302p ; 21cm 原タイトル : Korea culture 
textbook. 
ISBN: 978-4-906902-49-1 GE136-L51 
 
独裁国家・北朝鮮の実像 : 核・ミサイル・金正恩体制 / 
坂井隆, 平岩俊司 著. -- 東京 : 朝日新聞出版, 2017.1. -- 
355p ; 19cm 年表あり. 
ISBN: 978-4-02-251440-0 GE138-L43 
 

＜芸術・言語・文学＞ 
韓国映画 100 年史 : その誕生からグローバル展開まで / 
鄭琮樺 著 ; 野崎充彦, 加藤知恵 訳. -- 東京 : 明石書店, 
2017.3. -- 349p ; 20cm 文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4467-6 KD671-L38 
 
韓国古代文学の研究 / 岡山善一郎 著. -- 葛城 : 金壽堂出

版, 2017.1. -- 550p ; 22cm 索引あり. 
ISBN: 978-4-903762-15-9 KJ53-L3 
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欧文の部 
 
＜歴史・地理＞ 
The Republic of Korea : themes and archives. -- Daejoen : 
National Archives of Korea, Ministry of the Interior, 2016.  
-- 175 pages :illustrations ; 27 cm  Includes 
bibliographical references (page 174). 
ISBN: 9791195641574           (GE136-P27) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
World heritage in Korea, 1995-2015 / Cultural Heritage 
Administration. -- Enlarged edition. -- Daejeon, Republic 
of Korea : Cultural Heritage Administration, 2015. -- 253 
pages :color illustrations ; 25 cm  Includes 
bibliographical references (pages 250-251). 
ISBN: 9788929907792  (K275-P14) 
 
Ipsa : Korean traditional silver or gold inlaying / writer 
Choi Eung-chon. -- Seoul, Korea : Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Korea Craft & Design Foundation, 
2016. -- 159 pages :illustrations (some color) ; 21 cm. --  
(Korean craft & design resource book ; 11) Includes 
bibliographical references (page 156) and index. 
ISBN: 9788997252701           (KB321-P5) 
 
Maedeup : Korean traditional decorative knotting / 
writer Kim Si-jae. -- Seoul, Korea : Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Korea Craft & Design Foundation, 
2016. -- 161 pages :illustrations ; 21 cm. -- (Korean craft 
& design resource book ; 10) Includes bibliographical 
references (page 158) and index. 
ISBN: 9788997252695           (KB441-P40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
Routledge handbook of Asian law / edited by Christoph 
Antons. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 
2017. -- xiv, 431 pages ; 26 cm. -- (Routledge handbooks) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780415659406  A141-P6 
 
The Silk Road encyclopedia / written & compiled by 
Jeong Su-IL. -- English edition. -- Gyeongsangbuk-do, 
Korea : Gyeongsangbuk-do Province ; Seoul, Korea : 
Korea Institute of Civilizational Exchanges, 2016. -- 1085 
pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 
cm 
Includes bibliographical references (pages 1020-1021) 
and index. 
ISBN: 9781624120664  G2-P23 
 著者の朝鮮語による陸と海それぞれのシルクロードに

関する先行書『실크로드 사전（シルクロード事典）』

『실크로드 도록. 해로편（シルクロード図録. 海路編）』

（計2,061項目、いずれも当館未所蔵）をまとめて英訳。

排列はアルファベット順。 

 

東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 

タイ・インドネシア自動車産業の実態. 2015年版. -- 名古

屋 : アイアールシー, 2015.2. -- 752p ; 30cm. – (特別企画

調査資料)  DL438-L307 
 
Routledge handbook of the environment in Southeast 
Asia / edited by Philip Hirsch. -- Abingdon, Oxon ; New 
York, NY : Routledge, 2017. -- xviii, 521 pages ; 26 cm. – 
(Routledge handbooks) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780415625210 (EG295-P60) 
 
＜インドネシア＞ 

Indeks artikel hukum = Law articles index. -- [Jakarta] : 
Perpustakaan Nasional RI, 2011. -- ix, 225 p. ; 30 cm 
Includes index. 
ISBN: 9789790084391 Y735-TS-2571 
 
Profil perempuan Indonesia 2011. -- [Jakarta] : 
Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 
[2011] -- xviii, 219 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 cm 

  Y735-TS-2573 
（インドネシアにおける女性統計） 

 主に2010年の全国社会経済統計及び全国労働力統計をも

とに、インドネシアにおける女性の社会経済的立場につい

て、「人口」「教育」「健康と家族計画」「雇用」「住

宅・生活環境」「女性への暴力」など 8 つに分けて分析。

巻末に、本文中の表のもととなる統計表を付す。 
 
＜シンガポール＞ 

Hospitality resource directory 2008 / 2009. -- Singapore : 
Citrus Media Private Limited, [2009?]. -- 1 volume 
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(various pagings) ; 26 cm   D4-P29 
 シンガポールのサービス産業関連企業のダイレクトリー。

「食品・飲料」「生活用品」「設備」「サービス」の各

分野について、業務内容で細分し、アルファベット順で

排列。巻頭に業務内容索引、巻末にブランド名索引、ホテ

ル名索引、協会・クラブ名索引等を収録。 

 

＜タイ＞ 

แผนทีแ่ละขอมลูประเทศไทย 77 จงัหวดั. -- กรุงเทพฯ : ทงิคเน็ต, 
ทิงคเน็ต, 2556 [2013] -- 1 atlas (214 p.) : col. ill., col. maps ; 
30 cm 
Includes index and distance chart. 
ISBN: 9786167547237 Y745-TS-492 
（タイ77県の地図） 
 
The 2010 population and housing census. -- Bangkok : 
Population Statistics Group, Social Statistics Bureau, 
National Statistical Office, 2012- -- volumes ; 30 cm 
ISBN: 9789741130719 DT231-T2-P2 
 
2013 agricultural census. -- Bangkok : Agricultural 
Statistics Group, Social Statistics Bureau, National 
Statistical Office, 2014- -- volumes ; 30 cm 
ISBN: 9789749765647 DT591-P34 
 

＜ブルネイ＞ 

Brunei Darussalam street directory : quick & easy 
reference maps. -- Second edition. -- Bandar Seri 
Begawan, Brunei Darussalam : Survey Department, 
Ministry of Development : Brunei Press Sdn Bhd, 2014. -
- 1 atlas (239 pages) : color illustrations, color maps ; 30 
cm 
Includes index. 
ISBN: 9789991732411 (G72-P44) 
 

＜ベトナム＞ 

ベトナム進出日系企業総覧  = Complete guide of 
Japanese Companies in Vietnam. 2014年12月末現在 / 
Credit Rating Vietnmam 編. -- 伊豆 : ビスタピー・エス, 
2016.9. -- 948p ; 27cm. -- (ベトナム企業情報) 
ISBN: 978-4-907379-12-4  D4-L515 
 
Total portfolio of projects calling for investment in 
Vietnam up to 2020. -- Hà Nôị : Statistical Publishing 
House, 2013. -- 466, 654 pages ; 27 cm DE95-P6 
ベトナムで投資を募っている 2020 年までのプロジェク

トについて、名称、場所、投資要件、投資形態、期間、推

定投資額等を収録。58 の省及び 5 の中央直轄市に大別し、

その中をさらに業種又は地区ごとに細分して排列。ベトナ

ム語と英語を併載。 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 

The Pali Text Society’s Pali-English dictionary / edited by 
T.W. Rhys Davids and William Stede. -- Corrected reprint 
/ by K.R. Norman, William Pruitt and Peter Jackson. -- 
Bristol : The Pali Text Society, 2015. -- xvi, 664 pages ; 28 
cm 
ISBN: 9780860135036 ; 0860135039 KN42-P9 

パーリ語‐英語辞典。初版（1921-1925年刊、見出し語

17,920 語、当館未所蔵）及びその再版におけるスペルミ

ス、誤植を訂正した訂正再版。当館所蔵の再版は 1959 年

刊（当館請求記号【491.370132-P162p】）及び 1999 年

刊（同【KN42-P1】）。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
地図で見るアラブ世界ハンドブック / マテュー・ギデー

ル 著 ; 太田佐絵子 訳 ; クレール・ルヴァスール 地図

制作. -- 東京 : 原書房, 2016.12. -- 161p ; 21cm 
原タイトル: ATLAS DES PAYS ARABES 原著第3版の

翻訳. 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-562-05357-5  GE731-L13 
 
＜イスラエル＞ 
Historical dictionary of Judaism / Norman Solomon. -- 
Third edition. -- Lanham : Rowman & Littlefield, [2015] -
- xxxix, 599 pages ; 24 cm. – (Historical dictionaries of 
religions, philosophies, and movements) 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9781442241411 (hardcover : alk. paper) 

HR2-B11 
 
中央アジア 
 
＜中央アジア全般＞ 

Кумыкские писатели IX-XXI вв. : справочник / автор 
проекта Бадрутдин Магомедов. -- 
Махачкала : Дагестанское книжное 
издательство, 2014. -- 345 pages : portraits ; 21 cm. – 
(T︠S︡ikl "Pisateli Dagestana") 
ISBN: 9785297017276  KJ122-P67 
（9-21世紀のクムイク人作家：人名録） 

9 世紀から現在までのクムイク人（ダゲスタン共和国な

どに居住するテュルク系民族）作家の人名録。作家、詩人、

劇作家、翻訳者、文芸評論家、文学史家など計155人を収

録。各項目は、経歴、主な作品、主な参考文献などを含む。

排列は生年月日順。巻末にキリル文字順人名索引を付す。 
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