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北朝鮮の新聞やウェブサイトでみる日本関係記事 

 

田中 福太郎（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

はじめに 

北朝鮮は閉鎖的な国という印象もあるが、

新聞やウェブサイトを通じてその主張を公表

しており、これらから、北朝鮮の動きや考え

方をある程度把握することができる。 

北朝鮮の新聞等で対外的な問題を扱う際に

は、アメリカや韓国を批判するものが多いが、

日本について論じることもある。特に、2017

年 10月 22日に行われた衆議院議員総選挙の

前後から、この選挙は北朝鮮脅威説を借りた

現政権の延命策である、といった論調が散見

される。 

本稿では、アジア情報室において現在継続

して収集している朝鮮語新聞のうち、朝鮮労

働党中央委員会機関紙の『労働新聞』【当館

請求記号 Z91-AK15】、最高人民会議常任委

員会及び内閣機関紙の『民主朝鮮』【Z91-

AK14】、主に統一問題についての記事を扱

う独立系新聞の『統一新報』【Z91-AK28】

の 3 紙について、ウェブサイトで記事を閲覧

する方法を紹介する。次に、日本について論

じた最近の記事の一例を紹介する。 

  

1. 紙面をウェブサイトで確認する 

北朝鮮の新聞・ニュースサイトへは、当館

リサーチ・ナビ内の「AsiaLinks-アジア関係

リンク集」からも入ることができる1。ここで

は、上記 3紙のウェブサイトを紹介する。 

 

1.1. 労働新聞 

http://www.rodong.rep.kp/ko/ 

 当日の紙面については、トップページ右側

「《로동신문》 면별보기（『労働新聞』をペー

ジごとに見る）から、PDF 形式で閲覧できる

（図 1）。2016年 1月以降の記事は、検索と

                                 
1 国立国会図書館リサーチ・ナビ「朝鮮民主主義人民

共和国（北朝鮮）: 新聞・ニュースサイト, サーチエ

テキスト形式での閲覧が可能である。以下、そ

の方法を紹介する。 

 

図 1 『労働新聞』ウェブサイトのトップページ 

 

 

トップページ上方にある「검색（検索）」

をクリックすると検索画面となる（図 2）。

タイトルや本文に「日本」が含まれる記事を

検索する場合、주제（主題）を「국제（国

際）」とし、内容欄に「일본（日本）」と入

力して「검색（検索）」を押下する。表示さ

れた記事一覧からタイトルをクリックすると、

別ウインドウで本文が閲覧できる。 

 

図 2 『労働新聞』ウェブサイトの検索画面 

 

 

日付が分かっている場合は、前述した

「검색（検索）」の右隣にある「날자별보기

（日付別にみる）」を用いるとよい。表示さ

れるカレンダーから該当の日付を選択すると、

その日の記事のタイトル一覧が表示される。 

 

ンジン・ポータルサイト」 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-prk10.php#17 

http://www.rodong.rep.kp/ko/
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-prk10.php#17
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なお、『労働新聞』ウェブサイトでは、一

部の記事を、英語と中国語に翻訳して提供し

ている。 

 

1.2. 民主朝鮮 

http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptyp

e=igisa4 

 同紙は、조국평화통일위원회（祖国平和統

一委員会）2が運営するポータルサイトである

「우리민족끼리（わが民族同士）」ウェブサイ

ト（http://www.uriminzokkiri.com/）内で、過

去 1 年分の一部の記事が、テキスト形式で閲

覧可能である（図 3）。 

検索は、テキスト形式で閲覧できる記事の

タイトルのみが可能である。 

 

図 3 「わが民族同士」ウェブサイト内の 

『民主朝鮮』のページ 

  

 

1.3. 統一新報 

http://www.uriminzokkiri.com/uri_foreign/tong

ilsinbo/ 

 同紙は、1.2.と同じく、「우리민족끼리

（わが民族同士）」ウェブサイト内で、記事

の閲覧や検索ができる。 

 トップページの右上にある「기사（記事）」

を押下すると、2011年 8月以降の一部の記事

が、テキスト形式で閲覧できる。 

検索は、テキスト形式で閲覧できる記事の

タイトルのみが可能である。例えば、

「섬나라（島国）」で検索すると 3 件ヒット

し（図4）、3.③で紹介する記事が、テキスト

                                 
2 朝鮮半島の統一問題を扱う北朝鮮の国家機関。以前

は朝鮮労働党の外郭機関であったが、2016年 6月に

国家機関となった。 

形式で閲覧できる3。 

 

図 4 『統一新報』記事のタイトル検索の結果 

 

 

また、トップページの左上にある「PDF 

보기（PDFで見る）」を選ぶと、2013年1月

の以降の記事が閲覧できる（図 5 は、3.③で

紹介する記事）。 

 

図 5 『統一新報』2017年 12月 9日付記事の 

紙面イメージ 

 

 

3 紙のウェブサイトで記事を閲覧・検索す

る方法をまとめると、表 1のとおりとなる。 

 

表1 各紙ウェブサイトにおける記事の閲覧・検索 

紙名 
PDFの 

閲覧 

テキストの

閲覧 
検索 

労働新聞 当日のみ 2016年 1月

以降 

左記のタイ

トルと本文 

民主朝鮮 不可 過去 1 年分

の一部 

左記のタイ

トルのみ 

統一新報 2013年 

1月以降 

2011年 8月

以降の一部 

左記のタイ

トルのみ 

（出典）筆者作成 

 

3 なお、テキスト形式では、記事の日付が 2017年 12

月 14日となっているが、誤りと思われる。 

http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=igisa4
http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=igisa4
http://www.uriminzokkiri.com/
http://www.uriminzokkiri.com/uri_foreign/tongilsinbo/
http://www.uriminzokkiri.com/uri_foreign/tongilsinbo/
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2. 「우리민족끼리（わが民族同士）」ウェ

ブサイトで得られるその他の情報 

同ウェブサイトでは、朝鮮語のほか、日本

語、英語、中国語、ロシア語でも朝鮮中央通

信の配信記事の一部を翻訳して配信している。

3.①で紹介する記事は、朝鮮中央通信からも

配信されているが、それを日本語に要約した

記事を掲載している（図 6）。 

 

図6 「わが民族同士」の日本語ページにある記事 

 

（出典） 

http://www.uriminzokkiri.com/index.php?lang=jpn

&ftype=document&no=6679&pagenum=1 

 

また、同ウェブサイトは、朝鮮中央 TV の

ページにもリンクしており、同 TV で放送さ

れた番組の一部の動画が視聴できる。 

 

3. 日本について論じた記事の例 

次に、日本について論じた記事の例として、

2017年 10月から 2017年 12月の間に、衆議

院総選挙に触れたものの概要を紹介する。な

お、①と③の記事は、ウェブでも閲覧できる。 

 

① 朝鮮アジア太平洋平和委員会4報道官談話

「日本当局は全朝鮮民族の対日敵愾心を正し

く知り、軽挙妄動をやめなければならない」

（『労働新聞』2017年 10月 23日, 5面） 

日本当局は、自分たちの劣悪な政権運営能

力が招いた国難が、あたかも「北朝鮮の核の

脅威」から生じたように世論を導き、「危機

打開の求心点」は自分たちしかいない、と分

別を失い騒ぎ立てている。これは、米国がも

                                 
4 朝鮮労働党の外郭機関で、対外窓口機関の一つ。 
5 国立国会図書館リサーチ・ナビ「北朝鮮の基本情報

たらす核戦争の煙幕の中で、朝鮮半島再侵略

の布石を築こうとするものである。 

 

② シン・ヨンナム「自滅を促進する愚かな妄

動」（『民主朝鮮』2017年 11月 7日, 6面） 

衆議院総選挙で自民・公明連立政権が勝利

したことで、安倍長期政権が可能となった。

早期の解散・総選挙の根本的な目的は、「平

和憲法」の改正にある。 

安倍政権が憲法改正にそれほど神経を集中

させているのは、現行憲法の「かせ」から抜

け出さなければ、到底海外侵略の野望を実現

できないからである。 

 

③ キム・ジョンヒョク「軍国主義へと疾走す

る島国には未来がない」 

（『統一新報』2017年 12月 9日, 8面） 

「北朝鮮脅威説」をより大きく浮き出たせ

るため、日本は、朝鮮半島問題と何ら関係が

なく、既に解決した「拉致問題」を取り上げ、

「北朝鮮核脅威、ミサイル脅威」に備えると

いう美名のもとに住民退避訓練を大々的に繰

り広げた。日本の当局者らが、衆議院選挙に

おいて勝利したのは「北朝鮮のおかげだ」と

公然と語ったのも、偶然ではない。 

 

おわりに 

本稿で紹介したように、北朝鮮の各機関の

見解は、ウェブ上である程度確認できる。ア

ジア情報室等では、新聞紙面を直接確認する

ことができるが、リアルタイムに情報を入手

するためには、やはりウェブ情報を活用する

方がよいだろう。 

また、当館の「リサーチ・ナビ」において、

「北朝鮮の基本情報について調べる」5を公開

している。調査に際して、併せてご参照いた

だきたい。 

（たなか ふくたろう）  

について調べる」

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-

asia-143.php 

http://www.uriminzokkiri.com/index.php?lang=jpn&ftype=document&no=6679&pagenum=1
http://www.uriminzokkiri.com/index.php?lang=jpn&ftype=document&no=6679&pagenum=1
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-143.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-143.php
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台湾情報の調べ方 ～諸制度と統計を中心に～ 

―平成 29年度アジア情報研修 概要報告― 

 

 丹治 美玲（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 

はじめに 

平成 29（2017）年 10 月 26 日（木）及び

27 日（金）、独立行政法人日本貿易振興機構

アジア経済研究所（以下、「アジ研」とい

う。）において、当館とアジ研との共催によ

り、平成 29年度アジア情報研修を実施した。

この研修は、アジア情報の収集・提供に関す

る知識の増進と探索スキルの向上を図り、ま

た、当館とアジア情報関係機関との連携を深

めることを目的として、当館が平成 14（2002）

年度から毎年実施しており、今年度で 16回目

となる。 

今回は、「台湾情報の調べ方」をテーマに、

台湾の諸制度や統計の調べ方に主眼を置いた

研修を行った。以下、その概要を報告する。 

 

1. 研修の特徴と目的 

ここ数年、本研修には 3 つの特徴と目的を

持たせることとしている。 

第一は、アジ研との共催である。今年度は

一昨年度と同様に、アジ研を会場とした。こ

れを反映してか、参加者 19名のうち 12名が、

関東地方からの参加者であった。 

第二は、研修の形式である。グループワー

クで調べる実習形式を中心とし、事前課題も

課した。他の参加者の取り組み方や考え方を

知ることで、各研修生が、主体的に成果を得

られると考えた。 

第三は、参加者の多様な属性である。本研

修が情報交換の場ともなることを期待して、

当館及びアジ研は、台湾研究の学会や、イベ

ントカレンダー等も活用し、広く参加を呼び

かけた。その結果、大学図書館員 5、公立図

書館員 5、研究者 4、大学院生 3、大学職員 1、

企業 1 という多様な属性の研修生が集まり、

グループワーク等において、活発な意見・情

報交換が行われることにつながった。 

さらに今回工夫した点は、事前課題の再調

査及び解説を軸としたことである。これは、

過去のアンケートで寄せられた、より多くの

実習時間を求める声に応えたものである。 

また、本研修は中国語の読解力を有するこ

とを参加要件としなかったため、約半数の研

修生は中国語の読解力を有しない方々であっ

た。中国語読解力の有無は調査プロセス等に

も影響すると思われたため、その有無でグル

ープ分けを行った（読解力ありの班が 2 つ、

なしの班が 2つ、計 4班（各班 4～5人））。 

 

2. 各科目の概要 

2.1. イントロダクション 

（アジア情報課課長補佐 冨田 圭一郎） 

 最初に、前述した本研修の特徴と目的を明

示した上で、諸制度や統計を信頼性の高い資

料・情報にあたって調べることの意味や意義

について説明した。 

 

・諸制度や統計は、台湾に限らず、各国・各

地域の事情を調べる際に把握しておくべき

基礎的な情報である。 

・諸制度や統計を調べる際には、他人によっ

て編集・加工されていない一次資料・情報

に当たることが重要である。 

・一次情報を調べることは、自分で事実関係

を確認する（裏を取る）作業である。多少

手間はかかるが、図書館員や研究者だけで

なく、一般の公務員や会社員等の仕事にお

いても、必要かつ有益である。 

 

2.2. 実習① 台湾の諸制度を調べる 

（アジア情報課アジア第二係長 丹治 美玲） 

研修当日の配布資料は、当館及びアジ研の

ウェブサイトに掲載したので、実習①②の講
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義内容はそちらをご参照いただくこととし1、

本稿では、実習の流れと、研修中に気づいた

点や当日の質疑等について簡単に紹介したい。 

 

初めに、グループワークによって各参加者

が事前課題の調査プロセスや参照したウェブ

サイト等について情報交換を行った。 

次に、台湾に関する基本的な情報や最新情

報を得るための参考となる資料・ツールを紹

介した後、グループワークの形で事前課題に

ついて再調査を行った。研修生による調査結

果の報告後に、解答例を紹介し、あわせて台

湾の法令が検索できるウェブサイト等の参照

方法を解説した。 

課題に対し、各グループとも二次情報のみ

で満足せず、中国語の政府サイト等で一次情

報を調べようとする意識が見られた。中国語

の読解力を有するグループと有しないグルー

プとの間に、調査プロセスや結果に大きな違

いが見られなかったのが、やや意外であった。 

 

質疑では、以下のようなやりとりがあった。 

・乗用車の登録実態等、法令ではわからない

現地事情は、どのように調べたらよいか。 

⇒あまりに細かい現地情報は、情報として現

れない可能性がある。調査の方法としては、

現地の新聞記事等を見ていくことが考えら

れる。満足する情報が得られない場合、最

終的には、現地調査が必要ではないか。 

 

・古い資料や専門的な資料等のデジタルアー

カイブ等はないか 

⇒リサーチ・ナビのコンテンツ「アジアの文

化機関のデジタルアーカイブ（中国・台

湾・韓国）」2等で紹介している。 

 

                                 
1 国立国会図書館リサーチ・ナビ「平成 29年度アジ

ア情報研修」 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-workshop29.php 

日本貿易振興機構アジア経済研究所「図書館イベント

開催報告：平成 29年度アジア情報研修「台湾情報の

調べ方――諸制度と統計を中心に――」」 

http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Event_report

2.3. 実習② 台湾の統計を調べる 

（アジア経済研究所図書館研究情報企画課課長

代理 澤田 裕子 氏） 

初めに、アジ研図書館が所蔵する統計コレ

クションを紹介し、国際機関の統計では台湾

のデータが得られないことや、台湾の統計制

度や統計組織について解説された。 

次に、実習①と同様に事前課題に関してグ

ループワークを行った後、事前課題について

の使用言語別の解説や、台湾の省庁の統計デー

タベース等の参照方法について紹介された。 

 グループワーク後の発表では、最初から中

国語でアプローチする方法も紹介される等、

実習①よりも調査方法にばらつきが見られた

ことが、筆者にとっては興味深かった。 

 

質疑では、以下のようなやりとりがあった。 

・台湾に関する参考図書を調べられるツール

はないか。 

⇒アジ研ウェブサイトには、所蔵する参考図

書のリストがある。また、赤松美和子,若松

大祐『台湾を知るための 60章』（明石書店, 

2016）の付録に「台湾理解のための文献案

内」があり、ツールが紹介されている。 

 

・台湾の統計について信頼性のある日本語情

報が見つからなかった場合は、行政院主計

総処のホームページを参照すれば良いか。 

⇒行政院主計総処のポータルサイトが手始め

としてお薦めできる。様々な統計の情報が

掲載されており、そこから政府各部のサイ

トに行くこともできる。 

 

2.4. 講演 台湾情報の入手方法 

（アジア経済研究所新領域研究センター長 

佐藤 幸人 氏） 

/20171026_kouen.html 

（ウェブサイトの最終アクセス日は 2018年 2月 6日。

以下同じ） 
2 https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme

-asia-129.php 

以下、本稿の注記では、本文中に明記している情

報源の作成者及び名称の記述は省略する。 

http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Event_report/20171026_kouen.html
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Event_report/20171026_kouen.html
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-129.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-129.php
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-workshop29.php
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3 つの観点から、台湾情報の入手に役立つ

ウェブサイトや文献情報等が紹介された。 

 

① 問題を発見する 

地域研究では、継続的に対象地域の動向を

観察することが新たな問題の発見につながる。

台湾の最新動向を知るためには、新聞や雑誌

のウェブサイトが参考になる。具体的には、

聯合報・経済日報3、中国時報・工商時報4、

自由時報5、蘋果日報6、商業周刊7、今周刊8、

新新聞9、財訊10、天下雑誌11、遠見雑誌12や、

IT IS 智網13、Y’s News14、NNA 倶楽部ビジ

ネスニュース15等のニュースまとめサイトが

ある。 

② 先行研究を調べる 

中国語の先行研究を調べるには、台湾国家

図書館が提供するデータベース「台湾期刊論

文索引系統16」「台湾博碩士論文知識加値系

統17」「台湾人文及社会科学引文索引資料庫18」

等が有用である。日本語の先行研究を調べる

には、日本台湾学会作成の「戦後日本におけ

る台湾関係文献目録19」が有用である。 

③ 研究の材料を集める 

研究の目的や手法により、必要な材料は異

なるが、ここでは文献情報について紹介する

（佐藤氏はインタビューも重視している）。 

・政策や産業に関する情報：政府の白書、報

告書、ニュースリリース、統計は基本資料

である。そのほか、経済団体、業界団体が

独自の情報を発信している場合がある。前

者はウェブサイトから無料で入手できるも

のが多いが、後者はその割合が低い。 

・企業や企業家に関する情報：公式ウェブサ

イトを参照するのが基本である。伝記やオ

                                 
3 https://udn.com/news/index 
4 http://www.chinatimes.com/ 
5 http://www.ltn.com.tw/ 
6 http://www.appledaily.com.tw/ 
7 http://www.businessweekly.com.tw/ 
8 http://www.businesstoday.com.tw/ 
9 http://www.new7.com.tw/ 
10 http://www.wealth.com.tw/ 
11 http://www.cw.com.tw/ 
12 https://www.gvm.com.tw/ 

ーラルヒストリーが刊行されていることも

ある。過去の発言等を調べる際には、台湾

国家図書館内のみで利用できる、新聞記事

の検索システムが有用である。 

 

3. 研修に対する反応 

終了時のアンケートでは、全研修生から、

本研修に対して肯定的な評価（満足：14、ど

ちらかといえば満足：5）が得られた。個別

の意見や感想としては、事前課題があったこ

とで研修の理解を深められた、語学力別のチー

ム分けは安心できてよかった、中国語ができな

くても勉強になった、専門家による講演が良

かった等、内容や形式を評価する声が多く寄

せられた。一方、当日新たな課題に挑戦した

かった、との意見もあった。 

 

おわりに 

短い研修では十分に紹介できなかった内容

もあるが、本研修を通じて、①現地の最新情

報を正確に把握するためには一次情報を調べ

る必要があること、②少し手間がかかるが、

一次情報を調査すればそれに見合う正確な情

報が得られること、の二点は実感していただ

けたのではないかと考えている。本研修が成

功裡に終了したことについて、研修生の皆様

に、この場を借りて改めて御礼申し上げる。 

次回のアジア情報研修は、平成 30年秋頃

に関西館で実施予定であり、東南アジア各国

の政府情報をテーマとする予定である。ぜひ

奮ってご参加いただきたい。 

（たんじ みれい） 

 

13 http://www.itis.org.tw/Default.aspx 
14 https://www.ys-consulting.com.tw/news/ 
15 https://www.nna.jp/club_contents 
16 http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/ 
17 http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-

bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge 
18 http://tci.ncl.edu.tw/cgi-

bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=EvPGif/tcisearcharea?opt=1

&mode=basic 
19 https://www.koryu.or.jp/taiwanstudies.nsf 

https://udn.com/news/index
http://www.chinatimes.com/
http://www.ltn.com.tw/
http://www.appledaily.com.tw/
http://www.businessweekly.com.tw/
http://www.businesstoday.com.tw/
http://www.new7.com.tw/
http://www.wealth.com.tw/
http://www.cw.com.tw/
https://www.gvm.com.tw/
http://www.itis.org.tw/Default.aspx
https://www.ys-consulting.com.tw/news/
https://www.nna.jp/club_contents
http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge
http://tci.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=EvPGif/tcisearcharea?opt=1&mode=basic
http://tci.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=EvPGif/tcisearcharea?opt=1&mode=basic
http://tci.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=EvPGif/tcisearcharea?opt=1&mode=basic
https://www.koryu.or.jp/taiwanstudies.nsf
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レファレンス事例・ツール紹介 9 植民地期台湾で活動した日本人の足跡 
 

水流添 真紀（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 本誌では以前、「植民地期の京城（現・ソウ

ル）の地図（レファレンス事例・ツール紹介 

4）」1をご紹介しましたが、植民地期台湾に関

する情報をお探しの方も多いようです。 

 本稿では、下記の質問を例に、日本統治期の

台湾に関する情報、特に人物情報や地名・地図

を調べる方法をご紹介します。 

 

① 日本統治期の台湾で教師をしていた秋吉音

治氏の経歴 

② 同氏が勤務していた学校の場所や様子 

 

＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最

終アクセス日は 2018年 2月 7日です。 

 

1. 人物情報の調査 

質問①の場合、調査の糸口は複数考えられま

す。例えば、台湾の人物情報、日本統治期台湾

に関する各種資料、旧外地の公文書、などが考

えられます。 

これらに関して、当館のリサーチ・ナビでは、

次のような「調べ方案内」を公開しています。 

 

・台湾の歴史上の人物を調べる2 

・公務員（官吏）の人物情報を調べる（戦前編）3 

・人物文献（伝記など）を探す（日本）4 

・台湾所在の植民地期日本関係資料の調べ方5 

・台湾の公文書（档案）を調べる  

(1) 明清～日本統治期6 

・旧外地官庁資料の調べ方：朝鮮・台湾・関東 

州7 

 

                                 
1 福山潤三著、『アジア情報室通報』14巻 4号, 2016.

12, pp.7-9. 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin14-4-2.php 
2 以下、本稿の注記では、本文中に明記している情報源

の作成者及び名称の記述は省略します。 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia

-19.php 
3 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-771.

まず、「台湾の歴史上の人物を調べる」の中

の「3. 日本統治期（1895-1945）」で紹介して

いる下記の人名辞典、人物データベースを用い

て調べます。 

 

『台湾人名辞典』（台湾新民報社編、日本図書

センター, 1989.5）【GE12-E4】 

日本語資料。『改訂台湾人士鑑』（台湾新民

報社, 昭和12年刊）の複製で、日本人・台湾人

約 2,300 名を収録しています。五十音順の索引

があります。 

 

近現代人物資訊整合系統 

http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/mhpeople/index.p

hp 

台湾の中央研究院が提供する人物データベー

スで、英語版もあります。「日治時期台灣人士

紳資料庫(1915-42)」には『臺灣列紳傳』など

16種の人名録から約5,800名の人物情報を収録、

「日文人名錄（1910-1960）」には十数種の人

名録から日本人を含む約 33,000 名を収録して

います。人名検索も可能です。 

 

臺灣總督府職員錄系統 

http://who.ith.sinica.edu.tw/ 

台湾の中央研究院が提供するデータベースで

す。明治 29（1896）年から昭和 19（1944）年

の間に刊行された台湾総督府の職員録の画像を

閲覧できます。人名、官職名などでの検索のほ

か、年ごとに各部局の構成員を一覧表示するこ

ともできます。 

 

php 
4 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-ho

nbun-101121.php 
5 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-as

ia-116.php 
6 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-as

ia-133.php 
7 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-781.

php 

http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/mhpeople/index.php
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/mhpeople/index.php
http://who.ith.sinica.edu.tw/
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin14-4-2.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-19.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-19.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-771.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-771.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101121.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101121.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-116.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-116.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-133.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-133.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-781.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-781.php
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これらのツールで検索したところ、「臺灣總

督府職員錄系統」で秋吉音治氏がヒットしまし

た。同氏に関するデータは 4 件あり、大正 8

（1919）年から大正 9（1920）年にかけて、

「臺北高等女學校」で勤務していたことが分か

ります（図 1）。さらに、「調閱影像」をクリ

ックして個々のデジタル画像を閲覧すると、学

校長を務めていたことも確認できます（図2）。 

             

                                 
8 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-as

ia-55.php 
9 このほか、次の資料で戦前期台北の地図が確認できま

す。『近代中国都市地図集成』柏書房, 1986【YP7-130】

には 1927 年当時の地図（p.104）が、『中国商工地図

集成』柏書房, 1992【YP7-158】には 1936 年当時の地

図（p.26）が、『台湾鉄道旅行案内』台湾総督府交通局

また、日本語資料からも、秋吉氏の情報が得

られます。国立国会図書館オンライン（以下、

「NDL オンライン」という。）で同氏の氏名

で検索すると、『日本産業人名資料事典 II 第

1巻』日本図書センター, 2002.12【D6-H9】の

目次データがヒットします。この資料を参照す

ると、「[大正]七年十二月臺灣総督府臺北高等

女學校長に轉じ同十年三月退官す」（アの部

p.14）等とあり、経歴が確認できます。 

 

2. 地図の調査 

質問②について、台北高等女学校の場所を地

図で確認します。学校名の下に記載のある「臺

北城内南門街(二九二)」を手掛かりに、調査を

進めます。調べ方案内「台湾の地図（日本統治

期）8」で紹介しているツールを参照します。 

 

臺灣百年歷史地圖 

http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ 

台湾の中央研究院が提供しています。台湾全

体および台北、高雄など 11都市の 1895年から

現代までの様々な地図を閲覧できます。現在の

地図の上に過去の地図を重ねて表示・比較する

機能もあります。『日治十萬分一臺灣圖』や都

市地図、航空写真などを収録しています。 

 

当該サイトの「図階」メニューから、台北の

地図を1919年から1945年まで年代を追って確

認したところ、高等女学校は一貫して同じ位置

にありました。ただし、地名については「臺北

市區改正圖」（1919 年）では南門街、「改正

町名臺北市街圖」（1922 年）では文武町と表

記されており、町名が変更されたことが分かり

ます。また、1922 年頃 に、校名が、第一高等

女学校に変更されていることも分かります9。 

 

次に、秋吉音治氏が在職していた高等女学校

について、校名の変遷やその他の情報を、他の

鉄道部, 1935【292.24-Ta1653t2】（国立国会図書館デ

ジタルコレクション（インターネット公開）http://dl.n

dl.go.jp/info:ndljp/pid/1875798/51）には「臺北市街略

圖」（51 コマ目）が、それぞれ収録されています。い

ずれにおいても、第一高等女学校は、総督府庁舎の南東

に位置しており、地名は、文武町となっています。 

図 1 「臺灣總督府職員錄系統」での検索結果 

図 2 「臺灣總督府職員錄系統」の 

デジタル画像の一部 

http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-55.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-55.php
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1875798/51
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1875798/51
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資料で確認します。 

 

3. 台湾の教育史 

台湾の女学校について調べるため、「台湾 

女学校」「台北 高等女学校」などのキーワー

ドで NDL オンラインを検索し、次の資料を参

照します。 

 

山本禮子 著『植民地台湾の高等女学校研究』

（多賀出版, 1999.2）【FB54-G19】 

高等女学校の沿革、回想、卒業生へのアンケ

ート調査等を収録した学術書です。 

 

阿部洋 編『日本植民地教育政策史料集成 台湾

篇』（龍溪書舎, 2012.12） 

第 63 巻【FB54-L9】には「（台北第一高等

女学校）創立二十五周年記念」（昭和 4（1929）

年 10 月）を収録しています。秋吉音治氏の回

想が掲載されています。 

 

『台北第一高女ものがたり』第 2版（台北第一

高等女学校同窓会みどり会, 1999.2）【FC36-

G222】 

同校の同窓会から出版された資料で、学校の

沿革、当時の回想、写真等が掲載されています。

秋吉音治氏の肖像も掲載されています。 

 

『楝花盛開時的回憶 : 日治時期畢業紀念冊展

圖錄.』第1-4冊（國史館臺灣文獻館, 2005.12）

【FB54-C415】 

植民地期台湾における教育課程、制服、修学

旅行などについて、卒業アルバムの写真を豊富

に引用して解説するとともに、関連する法令、

学校一覧等を収録しています。なお、本書は当

時の台湾人向けの学校10の卒業アルバムを中心

に収録しており、今回の調査対象である台北高

等女学校の写真は掲載されていません。 

 

これらの資料から、同校の名称が次の表のよ

うに変遷したこと、当時の様子、また、現在は

                                 
10 台湾総督府における初等教育は、日本人向けの小学

校と台湾人向けの公学校に分かれていました。中等以上

の教育機関は、大正 11（1922）年の「台湾教育令」に

より、日台共学とされました。 

台北市立第一女子高級中学として存在している

ことなどが分かります。なお、同高級中学のウェ

ブサイトには、第2代目校長である秋吉氏の写真

も掲載されています11。 

 

まとめ 

今回の事例では、人物情報、地図、教育史と、

様々な情報を調査しました。手順をまとめると、

次のようになります。 

 

・人物情報を、職員録データベース等から得る。 

・その人物の勤務校の位置を、各年代の地図で

確認する。 

・勤務校の名称の変遷等を、台湾の教育史に関 

する資料で確認する。 

 

台湾など旧外地に関しては、日本国内だけで

なく、現地に有用な情報源が存在し、かつウェ

ブで公開している場合があります。ただし、日

本関係の情報とはいえ、海外のツールの存在を、

一から探して調べるのは困難です。 

当館のリサーチ・ナビの「調べ方案内」や

「AsiaLinks-アジア関係リンク集」では、海外

の情報源にも目配りして有用なツールや効果的

な調べ方を紹介していますので、調査の手がか

りとして、ぜひご活用ください。 

（つるぞえ まき） 

 

 

 

遠流台湾館 編著『台湾史小事典 第 3版』中国書店, 

2016.11, pp.151, 183.【GE8-L11】 
11 歷屆校長（臺北市立第一女子高級中學）

http://www.fg.tp.edu.tw/files/11-1001-584.php 

表 台北第一高等女学校の沿革 

 校名 

明治 40 (1907) 台湾総督府中学校附属高等女学校 

明治 42 (1909) 台湾総督府高等女学校 

大正 6 (1917) 台湾総督府台北高等女学校 

大正 10 (1921) 台北州立台北第一高等女学校 

（出典）前掲 山本『植民地台湾の高等女学校研究』

pp.84-85から筆者作成。 

http://www.fg.tp.edu.tw/files/11-1001-584.php
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 16 
 

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

を中心に、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 書名（日本語訳） 出版地：出版者 出版年 ページ数 

 【当館請求記号】 

 

1. 中国語 

1.22.  杜农一, 周辉, 杨凯 著『新中国军事外

交与国际维和研究 = Military diplomacy of new 

China and international peacekeeping（新中

国の軍事外交と国際平和維持研究）』北京 : 

国防大学出版社, 2015, 3, 3, 2, 236p. 

【A99-C9-C149】 

 「軍事外交」とは中国の特徴的な概念であり、

本書では、「①軍事的性質を帯びた、または安

全保障に関連する外交活動、②軍事力をもって

行う外交活動、または軍事力による外交的手段

を通して国益を実現し国家の安全を維持するこ

と1」と定義している（p.11）。 

本書では、中国の軍事外交と、その重要な構

成要素と位置づける国連平和維持活動（以下、

「PKO」という。）について論じている。実際

に軍事外交に携わる者（著者のうち杜農一は、元

人民解放軍国際関係学院副院長、2014 年から

駐韓国中国大使館の駐在武官）の視点も反映さ

れており、中国の軍事外交や PKO 参加につい

て理解するうえで有用な資料であると思われる。

主な内容は、下記のとおりである。 

 

 まず第 1章「中国軍事外交理論概説」では、

中国の軍事外交の概念やその歴史的変遷を整理

している。軍事外交の発展を大きく 2つの時期

に分け、後半の 1979 年以降は「平和と発展の

                                 
1 例えば、第 1 次、第 2 次台湾海峡危機における対応

（金門島への砲撃等）を、軍事外交の代表例として挙げ

ており、軍事力の行使も外交活動の一種であると位置づ

けている（pp.14-15）。 
2 発言する権利を指す「発言権」よりも積極的な言葉で、

自らの発言を聴いて受け止めさせることのできる力を意

味している。鎌田文彦「中国からみた日米関係―「話語

権」概念による一視角―」『日米関係をめぐる動向と展

時代」であるとして、①相互訪問等の交流、安

全保障対話、合同演習、技術協力といった多様

な軍事交流、②「上海協力機構  (SCO)」

「ASEAN地域フォーラム (ARF)」等の地域安

全保障機構の構築による多国間軍事外交、③テ

ロリズムへの対処等非伝統的安全保障分野での

国際協力、④PKO 参加等による国際協力活動

への関与の拡大、⑤国際的な「話語権2」の拡

大による中国軍の良好なイメージの形成といっ

た活動によって、中国の軍事外交は全面的に発

展したとしている。 

 第 5章「国際平和維持活動と中国の参加」で

は、まず、中国のPKO政策について、1980年

代に、国連の活動に積極的に参加し個別柔軟に

対応する方針に転換して PKOを肯定し、90年

代以降は積極的な参加を続け、現在では、安保

理常任理事国中最多の要員を派遣している、と

整理している3。次に、PKO に対する中国政府

の基本的立場は、1995 年に銭其琛副首相兼外

交部長（当時）が示した基本原則（内政不干渉、

平和的手段による解決、二重規範への反対、

PKO 基本原則（当事国の同意、中立性、自衛

を除く武力不使用）の遵守、条件の整わない

PKO の不実施）と、その後強調している 5 点

（①「国連憲章」の趣旨・原則に基づく安保理

の主導的役割の発揮、②国連の主導的役割の下

での地域組織との協力強化、③平和的手段によ

望 : 総合調査報告書』国立国会図書館調査及び立法考

査局, 2013, p.117. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8278214 
3 各国の派遣要員数等のデータは、下記を参照。 

“Troop and police contributors,” United Nations 

Peacekeeping website. 

https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-

contributors 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8278214
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors


アジア情報室通報 第 16巻第 1号（2018.3） 

 

 

12 

る紛争解決の堅持、武力使用の反対、④PKO

基本原則の遵守、⑤実事求是（事実に基づく真

理の追求）、力量に応じた行動という原則によ

るPKOの機能強化）であると説明している。 

 第 6章「中国の国際平和維持活動参加の戦略

的チャンスと制約要因」では、中国の PKO 参

加には、責任ある大国としての国際的な責任の

履行、和諧世界（調和のとれた世界）の理念の

集中的な体現、中国軍の良好なイメージの提示、

軍の新たな使命の履行、外国軍との交流や協力

の促進といった意義があるとしている。また、

現在、中国と国連は良好な関係にあるが、PKO

参加には「韜光養晦（とうこうようかい）4」政策

と「責任ある大国」の役割の矛盾や、PKO に

おける中国の話語権の欠如といった制約要因も

あると指摘している。 

 第 7章「中国の国際平和維持活動参加に関す

る戦略的思考」では、今後は、中国の話語権や

PKO の政策決定権及び指揮権の強化によって、

「PKO 参加」から「PKO 主導」へ転換すべき

であり、PKO 参加規模の拡大や作戦部隊の選

択的な派遣を進めていく必要があると提言して

いる。 

 （アジア情報課 山本 彩佳） 

 

1.23. 中共中央台湾工作办公室, 国务院台湾事

务办公室『中国台湾问题 : 干部读本 修订版

（中国台湾問題：幹部読本 改訂版）』北京：

九州出版社, 2015, 3, 3, 190p.【A76-C196】 

 1998 年、本書の初版である『中国台湾問題』

が、中国共産党中央台湾工作弁公室及び国務院

台湾事務弁公室の編集により刊行された5。そ

の後、『台湾問題読本：党校教材』6（2001

年）、『中国台湾問題外事人員読本』7（2006

年）が刊行され、中国においては、この 3冊が

                                 
4 1990年代に鄧小平が掲げた「力を隠し蓄える」とい

う外交方針。 
5 中共中央台湾工作办公室, 国务院台湾事务办公室 [编]

『中国台湾问题』九洲图书出版社, 1998.9.【A76-C73】 
6 アジア情報室では、書誌情報がやや異なる下記資料を

所蔵している。前言に「党校教材として編集」との説明

があるため、内容はほぼ同一であると思われる。 

中共中央党校, 中共中央台湾工作办公室编著『台湾问题

读本 : 试用本』中共中央党校出版社 : 九州出版社, 

2001.9.【A76-C40】 
7 国务院台湾事务办公室 [编] 『中国台湾问题外事人员

台湾問題に関する宣伝及び教育において重要な

機能を果たしてきた。今回紹介するのは、これ

らを基礎とした改訂版である。 

「幹部読本」の副題があるが、共産党及び政

府のトップレベルだけでなく、各地各部門の幹

部と大衆が対台湾政策への理解を深め、両岸関

係の発展と平和的統一に資することを目的とし

ている。なお、関連法規や文献等を収録した資

料集8も、併せて刊行されている。 

 本書は 7章からなる。1998年版、2001年版

と見比べると、その時々の情勢や編者の問題意

識を反映して、構成や内容に変化が見られる。

本稿では、以前の版には見られなかった内容を

中心に紹介する。 

 

 第 3章では、1949年から 2014年までを、5

つの時期に区切って概観している。 

このうち、第 4節では、党綱領で「台独」を

謳う民進党の初政権となる2000年から2008年

の中台の動きを取り上げ、陳水扁政権が進めた

新憲法の制定、住民投票などについて、「台独」

実現のための施策であると批判している。また、

2005 年の「反国家分裂法」の制定、胡錦濤総

書記及び国民党の連戦主席との会談などを、

「台独」に対抗する措置として紹介している。 

第 5節では、国民党の馬英九政権が誕生した

2008 年 5 月以降の状況について、中国共産党

と国民党が、「92 年コンセンサス」9及び反

「台独」の立場を取ると合意するなど、両岸関

係が改善したとしている。この時期の成果とし

て、中国の海峡両岸関係協会及び台湾の海峡交

流基金会10の協議の 9年ぶりの再開、2009年の

「三通（通商、通航、通信の直接往来）」の実

現、「海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）」

の締結交渉などを紹介している。 

读本』九州出版社, 2006.【当館未所蔵】 
8 中共中央台湾工作办公室, 国务院台湾事务办公室 编

『中国台湾问题 : 配套资料』修订版. 九州出版社, 

2015.3.【A76-C172】 
9 1992年に台湾と中国の間で「一つの中国」について

形成したとされる合意。下記も参照。  

湯野基生「『「九二共識」文集』：アジア情報室の社会

科学分野の資料紹介(5)」『アジア情報室通報』13巻 2

号, 2015.6, pp.18-19.  

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin13-2-5.php 
10 それぞれ、双方の交渉窓口となる機関。 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin13-2-5.php
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 第 6章では、中国返還後の香港及びマカオと、

台湾との関係について考察している。両地域は、

「一つの中国の原則」に則り、台湾との交流を

推進しているが、特に、2008 年の両岸関係の

改善以降は、人の往来、貿易、公的交流など、

様々な面で、台湾との関係が発展してきたと評

価している。また、台湾が、「一国二制度」の

成功例である香港及びマカオと交流を深めるこ

とが、問題の解決に好影響を及ぼすとしている。 

第 7章では、中国と台湾の対外政策及び台湾

問題に対する国際社会の態度を取り上げている。

後者については、アメリカと日本の動向のみを

扱っており、特に日本については、1998 年版

及び 2001 年版に比して多くの紙幅を割いて論

じている。 

日本政府は、1972 年の日中共同声明におい

て「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政

府である」と承認しているが、日本国内には、

台湾が貿易上重要な地理的位置にあるため、中

国の支配下に置かれることを望まない人がいる

等と指摘している。 

さらに、台湾問題は、日中間の不安定要素の

一つであるとして、例えば、2005 年の日米安

全保障協議委員会での共同発表11において「台

湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を

促す。」との文言を含めたことについて、台湾

海峡の有事の際には日本は米国の武力介入に参

加する可能性があり、これは中国の領土と主権

に対する侵犯かつ内政干渉であると警戒してい

る。また、李登輝元台湾総統や森喜朗元首相の

訪日・訪台や、日台民間漁業取決め12への署名

など、日台双方が交流を深めていることを例に

挙げ、日本政府は台湾問題を利用して継続的に

中国を牽制している、と批判している。 

（アジア情報課 水流添 真紀） 

 

 

                                 
11「共同発表 日米安全保障協議委員会」2005.2.19. 外

務省ウェブサイト 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2+2_05_0

2.html 
12 「「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の

漁業秩序の構築に関する取決め」（略称「日台民間漁業

取決め」）について」2013.4.10. 公益財団法人交流協

会ウェブサイト 

3. アジア諸言語（ベトナム語） 

  南シナ海の領有権をめぐる問題について、関

係国の一つであるベトナムで刊行された資料数

点の概要を紹介する。 

 

3.1. chủ biên GS. TS. Trần Ngọc Vương ; TS. 
Trần Công Trục, TS. Đinh Hoàng Thắng, Sự kiện 
giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung 
Quốc độc chiếm Biển Đông（石油リグHD-981事

件と中国の東海（南シナ海）独占の野心）, Hà 
Nội : Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 
2015, 258p.【Y741-TS-477】 

本書は、2014 年 5 月の石油リグ（石油掘削

装置）HD-981（HYSY-981）事件13から中国が

占拠した岩礁の埋立てまで、中国の海洋領土獲

得への動きを記している。75 の一問一答形式で、

「中国による南シナ海占領の野望を実現するた

めのロードマップ」、「南沙、西沙諸島におけ

るベトナムの主権を肯定する歴史的証拠及び法

的根拠並びに国際法からみた中国の違法行為」、

「中国の南シナ海占領の野心に対するベトナム

と世界の見解」の 3章に分かれている。 

出版者の情報通信出版社は、情報通信省下の

非営利部門であり、党及び国家・各省庁の情報

や宣伝に関する出版物を刊行している。 

 
3.2. Trần Đức Anh Sơn chủ biên, Hoàng Sa, 
Trường Sa : tư liệu và quan điểm của học giả quốc 
tế （南沙諸島、西沙諸島：資料と国際学者の
見解）, Hà Nội : Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2014,  

315p : illustrations, maps. 【Y741-TS-478】 

本書は、南シナ海及び西沙諸島、南沙諸島に

おけるベトナムの主権について、歴史的、法的

根拠を明確にすることを目的としている。国内

外のベトナム人による各分野の研究を基に、

様々な情報やデータを示すとともに、南シナ海

情勢及び国際法に詳しい学者の提言を紹介して

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/all/2CD490B

D755BBCC649257B4900248AAD?OpenDocument 
13 2014年 5月に、CNOOC（英語名：China National 

Offshore Oil Corporation. 中国語名：中国海洋石油総

公司）が、南シナ海のパラセル（西沙）諸島から 17 マ

イルの地点（ベトナムは自国の排他的経済水域（EEZ）内

であると主張）で、石油リグHD-981を稼働させたこと

を契機として、両国に緊張状態が続いたことを指す。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2+2_05_02.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2+2_05_02.html
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/all/2CD490BD755BBCC649257B4900248AAD?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/all/2CD490BD755BBCC649257B4900248AAD?OpenDocument
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いる。第 1部は、ベトナムが両諸島の主権を有

することを根拠づける外国の史資料に関する論

文 5本、第 2部は、両諸島をめぐる紛争の解決

法に関する論文 7本を収録している。 

編者は、ダナン社会経済開発研究所14副所長

で、出版者のベトナム作家協会出版社は、ベト

ナムや各国の文学や作家を紹介することを目的

とする機関である。 

 

3.3. Nguyễn Nhã, chủ biên, Đặc khảo về Hoàng 
Sa, Trường Sa : biển Đông và chủ quyền Hoàng Sa, 
Trường Sa của Việt Nam （西沙諸島、南沙諸島
に関する特別な研究：東海（南シナ海）とベト

ナムの西沙諸島、南沙諸島の主権）, TP. Hồ 
Chí Minh : Phương Nam Book ; Hà Nội : Nhà xuất 
bản Hội nhà văn, 2015, 436p. 【Y741-TS-479】 

本書は、「中国の南沙、西沙諸島の強奪及び、

中国人研究者による領有権に関する歴史的背景

や事実の歪曲」に対し、両諸島がベトナムの主

権に属することを示す目的で、歴史・地理資料

等を検証する論文集である。 

編者である Nguyễn Nhã 博士は、西沙諸島、
南沙諸島を専門とする研究者であり、両諸島の

主権に関する啓蒙活動も行っている。出版者は、

ベトナム作家協会出版社である。 

 

3.4. Biển Đông Việt Nam những ngày đấu tranh 
kiên cường, bất khuất và lập trường chính thức của 
Việt Nam（ベトナムの東海（南シナ海）：断固
として屈しない闘争の日々とベトナムの公式見

解）, Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-thông tin, 
2014, 399p : color illustrations. 

【Y741-TS-480】 

本書は、2014 年 5 月の石油リグ HD-981 事

件について、中国によるHD-981設置当時の概

況、南シナ海情勢に関するベトナム外務省の見

解、石油リグHD-981による中国の違法掘削に

関するベトナムの公式見解、中国がHD-981を

問題の海域から移動させた後のベトナム及び各

国の反応等についてまとめている。 

編集、出版を行う文化情報出版社は、情報通

                                 
14 Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 

信省下の国有企業であり、国内外の文化に関す

る資料の他、ベトナム及び共産党の業績、方針、

政策に関する資料を刊行している。 

 

3.5. Hà Nguyễn, 500 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt 
Nam （ベトナムの海と島についての 500 の質

問）, Hà Nội : Nhà xuất bản Thông tấn, 2015,  

401p : illustrations. 【Y741-TS-481】 

本書は、ベトナムの海と島について、基礎知

識、興味深い事実、法律上の問題に関する情報

等を、500 の一問一答形式で解説している。第

8章「ベトナムの海洋戦略と海洋法」、第13章

「1975年から 2010年の、南沙、西沙諸島及び

同海域におけるベトナムの主権の実現と保護に

対する数か国による侵害」等、南シナ海問題に

関する情報も含まれている。 

出版者の VNA 出版社は、ベトナムニュース

エージェンシー下の出版社であり、政治、経済、

国防から文化関係に至る幅広い分野の資料を刊

行している。 

（アジア情報課 緒方 佑衣） 

Website.   http://www.dised.danang.gov.vn/ 

 

http://www.dised.danang.gov.vn/
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アジア情報室の新着資料紹介（2017.10～2017.12） 
 

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（2017年 10月から 12月まで）。 

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＞ 

中国城市公共服务公众满意度蓝皮书 : 2015-2016 / 钟杨 

主编. -- 上海 : 上海人民出版社, 2017.3. -- 5, 220p ; 23cm 

ISBN: 9787208143548     AC9-311-C288 

教育、医療、社会保障などの公共サービス満足度につい

て、北京、上海など主要 35 都市の住民を対象とした調査

結果を収録。「公共サービス満足度の都市別概況」「公共

サービスの品質の満足度向上のための政策提案」など5章

からなる。 

 

＜経済・産業＞ 

全国水利普查数据汇编 / 《第一次全国水利普查成果丛

书》编委会 编. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2016.3. -- 

420p ; 26cm. -- (第一次全国水利普查成果丛书) 

ISBN: 9787517042228       DC961-C26 

（全国水利全面調査データ集） 

 

中国金融发展报告. 2016 (千村调查 : 农村金融服务的覆盖

与使用) / 上海财经大学信用研究中心, 上海国际金融中心

研究院, 上海财经大学金融学院 [編]. -- 上海 : 上海财经大

学出版社, 2016.12 -- 3, 3, 452p ; 23cm 

ISBN: 9787564226558       DF137-C38 

（中国金融発展報告. 2016 (千村調査 : 農村金融サービス

のカバー範囲と使用)） 

 

中国现代物流发展报告  = Report of China logistics 

development. 2016 / 国家发展和改革委员会经济运行调节

局, 南开大学现代物流研究中心 主编. -- 北京 : 北京大学

出版社, 2016.10. -- 2, 2, 3, 316p ; 23cm. -- (教育部哲学社会

科学系列发展报告 = MOE serial reports on developments 

in humanities and social sciences) 

文献あり. 

ISBN: 9787301276334           DH417-C21 

中国の物流の現状、問題点、今後の見通しなどについて

まとめた報告書。「総合篇」「業界篇」「主題篇」からな

る。巻末に「2015 年中国物流関連政策計画一覧表」など

2つの付録を付す。 

 

中国会计年鉴 = Accounting yearbook of China / 中华人民

共和国财政部 主管 ; 中国会计年鉴编辑委员会 编辑. -- 北

京 : 中国财政杂志社, [1996]-. -- ; 30cm 

索引あり. 

記述は2016=总21卷 (2016.12)による. Z41-AC522 

中国の財務・会計に関する動向や取組をまとめた報告書。

「2015 年度重大会計事件」「国家財務会計管理事業」な

ど 14 部分からなる。巻末に「国際財務報告基準の改正」

など9つの付録と、ピンイン順の索引を付す。 

 

食品工业发展报告. 2016 年度 / 工业和信息化部消费品工

业司 组织编写. -- 北京 : 中国轻工业出版社, 2015.7. -- 2, 

231p ; 29cm 

ISBN: 9787518411085   DL681-C8 

（食品工業発展報告. 2016年度） 

 

＜社会・労働＞ 

中国幸福婚姻家庭调查报告 : 2015年十城市抽样调查 / 中

国婚姻家庭研究会, 珍爱网 著. -- 北京 : 中国婦女出版社, 

2015.11. -- 3, 91p ; 24cm 

ISBN: 9787512711990   EC84-C44 

中国の結婚と家庭の幸福感についての調査報告書。10

都市の500家庭に対するアンケート調査を基に、結婚の際

に重視される事項や家庭生活の状況などについてまとめ、

結婚と家庭の幸福感に必要な要素を分析している。巻末に

「中国の幸福な結婚・家庭の故事選編」など2つの付録を

付す。 

 

婦女婚育與就業調查報告 = Report on women's marriage, 

fertility and employment / 行政院主計總處 編印. -- 臺

北 : 行政院主計總處, 2017.6. -- 19, 362p ; 26cm 

ISBN: 9789860529395       EF73-C136 

 台湾における女性の結婚、子育てと就業状況に関する

調査報告書。「調査結果総合分析」および「統計結果表」

からなる。「調査結果総合分析」では、満 15 歳以上の女

性を対象とした調査の結果について、「結婚、子育てと就

業の関係」「非就業者の就業希望」「無償労働時間」「子

の養育状況」の4つの側面から分析する。 

 

中国养老金发展报告 = China pension report. 2016 ("第二

支柱"年金制度全面深化改革) / 郑秉文 主编. -- 北京 : 经

济管理出版社, 2016.12. -- IV, II, II, VIII, 607p ; 29cm 

ISBN: 9787509647141   EG134-C2 

（中国年金発展報告. 2016 (「第二の柱」年金制度の改革

の全面的な深化)） 

 

中国低碳年鉴 / 《中国低碳年鉴》编辑委员会 [編]. -- 北

京 : 冶金工业出版社, [2010]-. -- ; 30cm 

記述は2016=总7卷 (2017.4)による. Z41-AC523 

 中国の低炭素社会の発展に向けた取組に関する報告書。

関連する公報、政府および各省の報告書、法令、政策文書

などを収録。巻末に「国家統計局統計データ」など3つの

付録を付す。 

 

＜教育＞ 

中国大学及学科专业评价报告. 2017-2018 / 中国科学评价
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研究中心, 中国科教评价网, 武汉大学中国教育质量评价中

心 研发 ; 邱均平 [ほか] 编著. -- 北京 : 科学出版社, 

2017.2. -- xviii, 306p ; 29cm. -- (大学评价与求学成才丛书) 

ISBN: 9787030517272  FD11-C115 

 中国国内の大学等高等教育機関2,581校の評価報告書。

大学教育の競争力ランキング、本科（4 年制以上の大学）

教育の学科・専攻別競争力ランキング、各大学の評価結果

および連絡先などの地域別一覧の3部からなる。 

 

＜歴史・地理＞ 

中国近现代史译名对照表 / 马军 编撰. -- 上海 : 上海書店

出版社, 2016.10. -- 4, 188p ; 21cm 

索引あり. 

ISBN: 9787545813654   GE8-C132 

 上海社会科学院歴史研究所が翻訳や編集に携わった出

版物8点に付された「訳名対照表」を統合し、中国近現代

史に関する用語2,048語について、外国語名と中国語名を

対照。「人物、家族」「新聞、定期刊行物、公文書、図書、

文書」「貨幣、商品」など6つに大別し、外国語名のアル

ファベット順に排列。巻末に中国語名のピンイン順索引を

付す。 

 

英汉汉英中国地名词典 = English-Chinese Chinese-

English Chinese geographical name dictionary / 余富林, 

张立丽 主编. -- 北京 : 科学出版社, 2016.7. -- xii, 549p ; 

21cm 

ISBN: 9787030492166   GE11-C72 

（英中・中英中国地名辞典） 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国民族语言文字大辞典 / 欧阳觉亚, 孙宏开, 黄行 主编. 

-- 北京 : 中国社会科学出版社, 2017.1. -- 3, 1981p ; 30cm. 

-- (中国社会科学院老学者文库) 

索引あり. 

ISBN: 9787516197554     KJ2-C1 

「中国少数民族の言語と文字に関する著作」「中国少数

民族の言語と文字の研究、翻訳、教育に従事する専門家及

び学者紹介」など4部からなる。前者は、専門書約700タ

イトルと論文約3,000件を収録し、それぞれを題名のピン

イン順に排列。後者は、約500名について、生年、略歴、

著作などを収録し、ピンイン順に排列。巻末に「中国少数

民族言語項目索引」を付す。 

 

＜科学技術＞ 

实用英汉轮机词典 = Practical English-Chinese marine 

engine dictionary / 施祝斌 主编. -- 第2版. -- 大连 : 大连

海事大学出版社, 2016.11. -- II, 397p ; 21cm 

ISBN: 9787563234066    NC2-C27 

（実用英中船舶用エンジン辞典） 

 

中國古代動物名稱考 / 黄复生 主编. -- 北京 : 科学出版社, 

2017.1. -- xvi, 804p ; 29cm 

索引あり. 

ISBN: 9787030499035    RA2-C33 

中国の古典に現れる動物の古称約 11,000 件を整理し、

現在の動物の門、綱、目、科、属の分類と名称に対応させ

た便覧。巻末に筆画順の古称索引、ピンイン順の中国語名

索引、アルファベット順の学名索引を付す。 

 

汉英实用医学翻译词典 = A Chinese-English medical 

dictionary / 唐国顺 主编. -- 上海 : 上海译文出版社, 

2017.1. -- ii, XII, 1287p ; 22cm 

ISBN: 9787532774197    SC2-C67 

（中英実用医学翻訳辞典） 

 

中医经典词典 / 邢玉瑞 主编. -- 北京 : 人民卫生出版社, 

2016.4. -- 63, 1008p ; 27cm 

索引あり. 

ISBN: 9787117210904    SC2-C68 

『黄帝内経』や『傷寒論』など中国医学の古典で用いら

れる漢字や語彙計 10,248 項目について、解釈や用例を収

録。排列は筆画順。巻末にピンイン順の索引など5つの付

録を付す。 

 

中医人名大辞典 / 李云 编著. -- 北京 : 中国中医药出版社, 

2016.8. -- 4, 2, 5, 141, 1495p ; 27cm 

索引あり. 

ISBN: 9787513224550    SC2-C69 

（中国医学人名大辞典） 

 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

中国出版业发展报告 = Annual report of publishing 

industry in China. 2015-2016 / 范军 主编. -- 北京 : 中国

书籍出版社, 2016.10. -- 5, 252p ; 25cm. -- (中国出版蓝皮书 

= China publishing blue book) 

ISBN: 9787506858373           UE21-C146 

（中国出版業発展報告. 2015-2016） 

 

中国图书的世界影响力年度研究报告 : 1949-2015 / 何明星 

著. -- 北京 : 新华出版社, 2016.7. -- 212p ; 24cm 

ISBN: 9787516626979           UE21-C224 

世界各国の図書館における中国の出版物の所蔵状況を調

査し、中国の出版社や図書が世界に与えた影響力を分析す

る報告書。「中国図書の世界への影響力に関する研究報告

(1949-2012)」「中国の文学書の世界への影響(2010-2011)」

など5章からなり、所蔵館数が多い中国語図書や中国の出

版社のランキングなどを収録する。 

 

日本語の部 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国語学習シソーラス辞典  = Chinese-Japanese 

Learner's Thesaurus / 相原茂 編. -- 東京 : 朝日出版社, 

2017.5. -- 861p ; 19cm 

索引あり. 

ISBN: 978-4-255-00993-3         KK12-L24 

 

中国語イラスト辞典 : 4000語以上収録! / 呉月梅 編. -- 東

京 : 三修社, 2017.5. -- 350p ; 21cm 

索引あり. 

ISBN: 978-4-384-05863-5                   Y48-L185 
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2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 

朝鮮語の部 

 
＜政治･法律･行政＞ 

문재인시대 파워엘리트 : 새 시대 새 정권이 선택한 

인재 / 매일경제 정치부 지음. -- 서울 : 매일경제신문사, 

2017.6. -- 321p ; 23cm 

ISBN: 9791155426784 

（文在寅時代のパワーエリート : 新時代新政権が選択し

た人材） A2-K45 

「01 文在寅のすべて」「02 1期内閣と青瓦台の人事」

「03 文在寅のパワーエリート」の3部からなる。01では

韓国の文在寅大統領の経歴、家族、側近などを記述。02

では青瓦台の高官 15 名、03 では側近など 104 名につい

て、経歴、人物像などを顔写真とともに収録。付録として

「文在寅時代パワーエリート一覧」を付す。 

 

문재인을 읽는 권력지도 : 문재인의 사람들 303 명 

총력해부 / 문갑식, 최우석, 박희석, 김정현 글. -- 서울 : 

조선뉴스프레스, 2017.5. -- 261p ; 20cm 

ISBN: 9791155784532 

（文在寅を読む権力地図 : 文在寅の人物 303 名総力解剖）

   A2-K46 

 韓国の文在寅大統領と、彼と関係の深い人物のプロフィ

ールを収録する。3 部構成で、「文在寅の人々」では、文

大統領と関係の深い人物303名について、学歴、経歴、人

物評などを顔写真とともに収録。 

 

러한 국방전문용어사전 = Русско-корейский словарь 

военных терминов / 정재호, 방교영, 김광환 공저 ; 

Kaplan Tamara 감수. -- 서울 : 한국외국어대학교 

지식출판원, 2016.2. -- xxi, 466p ; 20cm 文献あり. 

ISBN: 9791159010460 

（露韓国防専門用語辞典） A112-K62 

 安保・軍事関連用語3,470語について、語義、同義語、

反対語などを収録。排列はキリル文字アルファベット順。

巻末に「国防実務用語」及び「付録」を付す。「国防実務

用語」は韓国語用語の英語及びロシア語訳を収録し、排列

はハングル字母順。 

 

지식재산의 이해 = Understanding of intellectual 

property : 지식재산 입문 / 특허청, 한국발명진흥회 편저. 

-- 서울 : 박문각, 2012.10. -- 465p ; 26cm 文献あり. 

索引あり. 

ISBN: 9788941477754 

（知的財産の理解 : 知的財産入門） A411-K26 

  

2016 제 20 대 국회의원선거 인터넷선거보도 심의백서 / 

중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 [編]. -- 

서울 : 중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회, 

2016.11. -- 499p ; 26cm 索引あり. 

（2016第20代国会議員選挙インターネット選挙報道審議

白書） AK4-251-K74 

 韓国の第 20 代国会議員選挙における、中央選挙管理委

員会のインターネット選挙報道に関する審議過程、審議事

例、各種活動などを整理した白書。「審議・議決の現況及

び分析」「審議議決事例」などの 5 部からなる。巻末に

「関連法規」など5つの付録を付す。 

 

자치감사백서 2015 / 시민자치감사포럼 편. -- 파주 : 

리북, 2016.3. -- 391p ; 26cm 文献あり. 

ISBN: 9788997496365 

（自治監査白書2015） AK4-361-K83 

 韓国の地方自治体に対する監査制度の概要及び現状、課

題等について記述した白書。「自治体の予算と監査の現況」

「監査機構、市民監査官の運営実態」「地方自治体の監査

自治権の実現方案」などの 5 部からなる。巻末に

「地方自治法」など10の付録を付す。 

 

최신 개정된 의료법 및 판례에 의한 

의료분쟁･사고소송총람 / 김태균 감수 ; 이창범 편저. -- 

서울 : 법률미디어, 2017.3. -- 1558p ; 27cm 文献あり. 

ISBN: 9788957551998 

（最新改正された医療法及び判例による医療紛争･事故訴

訟総覧） AK4-541-K66 

 

＜経済・産業＞ 

한국의 금융시장 : 2016 / 한국은행 [編]. -- 서울 : 

한국은행, 2016.12. -- 434p ; 26cm 文献あり. 索引あり. 

ISBN: 9791155383179 

（韓国の金融市場 : 2016） DF137-K70 

前版は2012年刊【DF137-K52】。「概観」「短期金融

市場」「資本市場」「派生金融商品市場」の4章からなる。

巻末に索引を付す。 

 

2015 한국 공익법인 백서 = 2015 Korea nonprofit report 

/ 사회복지공동모금회 [編]. -- 서울 : 한국가이드스타, 

2016.2. -- 161p ; 28cm 

ISBN: 9791195749409 

（2015韓国公益法人白書） DH151-K4 

韓国の公益法人が毎年国税庁に提出している事業現況及

び財務情報を整理した白書。データは 2014年基準。「公

益法人の総量分析」「個別の公益法人の比較分析」など 5

章からなり、公益法人の数や規模、活動内容、総収入の比

較等を収録する。巻末に、発行者である韓国ガイドスター

社の年表等2つの付録を付す。ウェブ上でも公開されてい

る。 

 

＜社会・労働＞ 

일제하 한국 아나키즘 소사전 = Korean anarchism 

under Japanese occupation / 오장환 엮음. -- 서울 : 

소명출판, 2016.12. -- 336p ; 22cm 

ISBN: 9791159051234 

（日帝下の韓国アナーキズム小事典）  E2-K17 

 植民地期朝鮮におけるアナーキズムについて、その思想、

人物、組織、文書等約1,000項目を収録。「韓国のアナー

キスト」「韓国のアナーキズム運動」など4章からなる。

排列は、章ごとに項目名のハングル字母順。巻末に用語及

び人名のハングル字母順索引を付す。 

 

2016 환자조사 / 신정우 [ ほ か ] [著]. -- 세종 : 

보건복지부 : 한국보건사회연구원, [2016]. -- 698p ; 26cm. 

-- (정책보고서 ; 2016-94) 

（2016患者調査） EG225-K33 

韓国の医療機関 11,679 か所を対象とした統計資料。作

成基準日は 2016年 5月。入退院及び外来患者について、

医療機関規模別、性別、年齢別、地域別、疾病別等の統計

を収録。ウェブ上でも公開されている。 
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스포츠 산업 백서 = Sport industry white paper. -- 

[세종] : 문화체육관광부. -- ; 26cm 2015- 

（スポーツ産業白書） Z41-AK766 

 

＜教育＞ 

북한의 대학 : 역사, 현실, 전망 = Universities in North 

Korea : history, reality and prospects / 정근식 엮음. -- 

과천 : 진인진, 2017.1. -- 265p ; 23cm. -- (세계 속의 

아시아연구 시리즈 ; 016) 文献あり. 索引あり. 

ISBN: 9788963473178 

（北朝鮮の大学 : 歴史、現実、展望） FD11-K173 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 한글서예･사경･전각 

/ 한국미술협회 [編]. -- 서울 : 한국미술협회, 2016.7. -- 

385p ; 27cm 

ISBN: 9791155472125 

（2016 韓国美術作家名鑑 : ハングル書芸･写経･篆刻）

 K9-K11 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 서양화 I / 

한국미술협회 [編]. -- 서울 : 한국미술협회, 2016.7. -- 

774p ; 27cm 

ISBN: 9791155472163 

（2016韓国美術作家名鑑 : 西洋画 I） K9-K12 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 서양화 

II･판화･디자인･조각 / 한국미술협회 지음. -- 서울 : 

한국미술협회, 2016.7. -- 771p ; 27cm 

ISBN: 9791155472170 

（2016韓国美術作家名鑑 : 西洋画 II･版画･デザイン･彫

刻） K9-K13 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 

전통미술･공예･서각･도예 / 한국미술협회 [編]. -- 서울 : 

한국미술협회, 2016.7. -- 586p ; 27cm 

ISBN: 9791155472187 

（2016韓国美術作家名鑑 : 伝統美術･工芸･塑刻･陶芸）

 K9-K14 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 문인화 / 

한국미술협회 [編]. -- 서울 : 한국미술협회, 2016.7. -- 

781p ; 27cm 

ISBN: 9791155472149 

（2016韓国美術作家名鑑 : 文人画） K9-K15 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 한국화 / 

한국미술협회 지음. -- 서울 : 한국미술협회, 2016.7. -- 

750p ; 27cm 

ISBN: 9791155472156 

（2016韓国美術作家名鑑 : 韓国画） K9-K16 

 

2016 한국 미술 작가 명감 = The comprehensive 

bibliography of Korean fine artists : 한문서예 / 

한국미술협회 지음. -- 서울 : 한국미술협회, 2016.7. -- 

1221p ; 27cm 

ISBN: 9791155472132 

（2016韓国美術作家名鑑 : 漢文書芸） K9-K17 

 

새로 쓰는 비슷한 말 꾸러미 사전 : 새롭게 살려낸 

한국말사전 / 숲노래, 책도둑 기획 ; 최종규 글. -- 서울 : 

철수와영희, 2016.6. -- 496p ; 23cm 文献あり. 索引あり. 

ISBN: 9788993463910 

（新たに書く類義語群辞典 : 新たに生かした韓国語辞典）

 KJ42-K252 

 

＜科学技術＞ 

2015 산림재해백서 = Forest disasters 2015 / 윤호중 [ほ

か] 집필. -- 서울 : 국립산림과학원, 2016.4. -- 219p ; 26cm. 

-- (국립산림과학원 연구자료 ; 제651호) 

ISSN: 2384-1001 

（2015山林災害白書） RB354-K10 

韓国の土砂災害及び山火事についての報告書。「1.気象

特性」「2.山地土砂災害」「3.山火事」の 3 章からなる。

2.は、政府の取組みのほか、国内外の災害の報道例207件

を収録。3.は、山火事危険予防システムによる山火事後の

モニタリング結果 30件、山火事の主要事例 8件を収録。

ウェブ上でも公開されている。 

 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

2016 인터넷 언론 백서 / 최민재, 김선호, 김위근, 

박대민, 양정애, 오세욱, 최일도 책임연구. -- 서울 : 

한국언론진흥재단, 2016.12. -- 241p ; 25cm. -- (연구서 ; 

2016-09) 

ISBN: 9788957114391 

（2016インターネット言論白書） UC21-K16 

韓国のインターネットニュースについて分析した報告書。

「インターネットニュース利用トラフィック分析」「ポー

タルニュース分析」など6章からなり、インターネットニ

ュースの媒体別利用状況、記事内容及び利用者数分析、利

用の多かった記事のニュース配信社等について、図表を交

えて詳述する。 

 

조선출판물목록 = Catalogue of Korean publications / 

조선출판물수출입사 [編]. -- 평양 : 조선출판물수출입사, 

2016. -- 473p ; 21cm 

ISBN: 9789946293431 

（朝鮮出版物目録） UP6-K15 

北朝鮮で出版されている図書約 4000タイトル、定期刊

行物約70タイトル、CD・DVD約200点について、タイ

トル、出版者、出版年、ページ数等を収録。タイトルは朝

鮮語と英文を併記。 

 

日本語の部 

 

＜政治・法律・行政＞ 

在日コリアンの歴史を歩く : 未来世代のためのガイドブ

ック / 在日コリアン青年連合 編著. -- 東京 : 彩流社, 

2017.8. -- 230p ; 21cm 年表あり. 

ISBN: 978-4-7791-2338-2          A68-Z-L78 

 

朝鮮半島地政学クライシス = Geopolitical Crisis on the 

Korean Peninsula : 激動を読み解く政治経済シナリオ / 
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小倉和夫, 康仁徳, 日本経済研究センター 編著. -- 東京 : 

日本経済新聞出版社, 2017.6. -- 304p ; 20cm 

ISBN: 978-4-532-13472-3           A76-L113 

 

日韓安全保障協力の検証 : 冷戦以後の「脅威」をめぐる

力学 / 冨樫あゆみ 著. -- 東京 : 亜紀書房, 2017.7. -- 

270p ; 20cm 文献あり. 

ISBN: 978-4-7505-1514-4      A99-ZK4-L153 

 

「招待所」という名の収容所 : 北朝鮮による拉致の真実 

/ ロバート・S・ボイントン 著 ; 山岡由美 訳. -- 東京 : 

柏書房 , 2017.9. -- 274p ; 20cm 原タイトル : THE 

INVITATION-ONLY ZONE. 文献あり 索引あり. 

ISBN: 978-4-7601-4886-8       AK3-311-L12 

 

＜経済・産業＞ 

現代朝鮮経済 : 挫折と再生への歩み / 三村光弘 著. -- 東

京 : 日本評論社, 2017.9. -- 208p ; 21cm. -- (ERINA北東ア

ジア研究叢書 ; 6) 文献あり 索引あり.  

ISBN: 978-4-535-55884-7  DC148-L5 

 

＜教育＞ 

躍進する韓国教育の諸問題 / 鶴田義男 著. -- 東京 : 幻冬

舎メディアコンサルティング ; 東京 : 幻冬舎 (発売), 

2017.9. -- 309p ; 20cm 文献あり. 

ISBN: 978-4-344-91372-1 FB52-L27 

 

躍動する韓国の社会教育・生涯学習 : 市民・地域・学び 

/ 梁炳贊, 李正連, 小田切督剛, 金侖貞 編著. -- 東京 : エ

イデル研究所, 2017.6. -- 498p ; 22cm 年表あり 索引あり.  

ISBN: 978-4-87168-599-3 FH1-L201 

 

＜歴史・地理＞ 

旧日本軍朝鮮半島出身軍人・軍属死者名簿 / 菊池英昭 編

著. -- 東京 : 新幹社, 2017.7. -- 1346p ; 27cm 

ISBN: 978-4-88400-118-6  GB521-L182 

 

叢書東アジアの近現代史. 第 3 巻. -- 東京 : 講談社, 

2017.10. -- 332p ; 20cm 文献あり 年表あり 索引あり. 

日本人の朝鮮観はいかにして形成されたか / 池内敏 著. 

ISBN: 978-4-06-220792-8 GE113-L32 

 

朝鮮史. 1 / 李成市, 宮嶋博史, 糟谷憲一 編. -- 東京 : 山川

出版社, 2017.10. -- 529,97p ; 22cm. -- (世界歴史大系) 文

献あり 年表あり 索引あり.  

ISBN: 978-4-634-46213-7 GE122-L25 

 

朝鮮史. 2 / 李成市, 宮嶋博史, 糟谷憲一 編. -- 東京 : 山川

出版社, 2017.10. -- 381,78p ;  22cm. -- (世界歴史大系) 文

献あり 年表あり 索引あり.  

ISBN: 978-4-634-46214-4 GE122-L26 

 

朝鮮外交の近代 = Choson Korea's Modern Diplomacy 

and the Traditional World Order in East Asia : 宗属関係

から大韓帝国へ / 森万佑子 著. -- 名古屋 : 名古屋大学出

版会, 2017.8. -- 332,20p ; 22cm 文献あり 索引あり. 

ISBN: 978-4-8158-0883-9 GE128-L8 

 

ビッグデータから見える韓国 : 政治と既存メディア・

SNS のダイナミズムが織りなす社会 / チョファスン, ハ

ンギュソプ, キムジョンヨン, チャンスルギ 著 ; 木村幹 

監訳 ; 藤原友代 訳. -- 東京 : 白桃書房, 2017.10. -- 193p ; 

21cm. -- (アジア発ビジョナリーシリーズ) 文献あり 索引

あり.  

ISBN: 978-4-561-95138-4  GE136-L83 

 

金正恩体制形成と国際危機管理 : 北朝鮮核・ミサイル問

題で日本人が本当に考えるべきこと / 大澤文護 著. -- 東

京 : 唯学書房 ; [東京] : アジール・プロダクション (発売), 

2017.10. -- 310p ; 22cm 文献あり.  

ISBN: 978-4-908407-14-7    GE138-L50 

 
欧文の部 

 

＜歴史・地理＞ 

Sketches of Korea : an illustrated guide to Korean culture 

/ Benjamin Joinau, Elodie Dornand de Rouville. -- Irvine, 

CA, USA : Seoul Selection U.S.A., Inc., 2015. -- 211 

pages :illustrations (some color) ; 20 cm  Includes index.  

ISBN: 9781624120336             GE141-P5 

 

＜芸術・言語・文学＞ 

Hangeul : Korea's unique alphabet / [Korea Foundation]. 

-- Seoul, Korea : Seoul Selection, 2010. -- 100 

pages :illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; no. 1) 

In English and Korean. 

ISBN: 9788991913691              KJ43-P11 
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3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 

 

東南アジア 

 

＜インドネシア＞ 

Ensiklopedia suku, seni, dan budaya nasional / 

pengarang, M. Junus Melalatoa. -- Cetakan kedua, edisi 

revisi -- [Bekasi] : PT. Ensiklopedia Nasional Indonesia, 

2012. -- 6 volumes ; 26 cm 

Includes bibliographical references 

ISBN: 9786027528000 (set)  Y735-TS-2868 

（インドネシア民族、芸術、文化百科事典） 

インドネシアの民族、芸術、文化に関する語を項目語と

して収録。排列はアルファベット順。第1巻巻頭に、州別

民族名リストを付す。 

 

＜フィリピン＞ 

Chavacano de Zamboanga : compendio y diccionario : 

Chavacano-English, English-Chavacano / Rolando 

Arquiza Santos. -- Zamboanga City, Philippines : Ateneo 

de Zamboanga University Press, 2010. -- xlvi, 265 pages :  

color illustrations ; 29 cm 

     KL122-P42 

チャバカノ語-英語、英語-チャバカノ語語彙集。チャバ

カノ語はスペイン語が土着化したクレオール語であり、フ

ィリピンのサンボアンガ市等で使用されている。排列は見

出し語のアルファベット順。巻頭にサンボアンガ市及びチ

ャバカノ語の解説、チャバカノ語文法を、巻末に分野別用

語集と、比喩、言い伝え、諺を付す。 

 

＜ブルネイ＞ 

Field guide to reef-building corals of Brunei Darussalam 

/ Emre Turak, Lyndon DeVantier. -- Jalan Menteri Besar, 

Brunei Darussalam : Fisheries Department, Ministry of 

Industry and Primary Resources, 2011. -- 256 pages :  

color illustrations, color maps ; 24 cm 

Includes bibliographical references (pages 239-242) and 

index. 

ISBN: 9789991731490 RA517-P1 

 

Reef fishes of Brunei Darussalam / Gerald R. Allen. -- 

[Place of publication not identified] : Tropical Reef 

Research ; [Bandar Seri Begawan], Brunei Darussalam : 

Department of Fisheries, Ministry of Industry and 

Primary Resources, Government of Brunei Darussalam, 

2009. -- v, 271 pages : color illustrations ; 23 cm 

Includes bibliographical references (page 251) and index. 

ISBN: 9780646519562 RA554-P4 

 

＜ベトナム＞ 

パスポート初級ベトナム語辞典 / 田原洋樹, グエン・ヴ

ァン・フエ, チャン・テイ・ミン・ヨイ 編. -- 東京 : 白

水社, 2017.7. -- 423p ; 19cm 

文献あり 

ISBN: 978-4-560-08731-2  KL2-L3 

 

＜マレーシア＞ 

The pioneers Sarawak women in politics / Christina 

Thomas-Mamora ; editor, Toman Mamora. -- Petra Jaya, 

Kuching, Sarawak : Women and Family Department of 

Sarawak, Ministry of Welfare, Women and Family 

Development, Sarawak, [2016] -- 266 pages : illustrations 

(chiefly color) ; 26 cm 

Includes bibliographical references (page 266). 

ISBN: 9789671359501  EF77-P34 

20 世紀半ばのサラワク（ボルネオ島北西部）で活動し

た 13 名の女性政治活動家につき、生没年、経歴、逸話、

本人のコメント等を収録。排列はアルファベット順。 

 

南アジア 
 

＜インド＞ 

Brill’s encyclopedia of Sikhism / editors Knut A. Jacobsen, 

Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold, Eleanor 

Nesbitt. -- Boston : Brill, 2017- -- volumes : illustrations ; 

28 cm. – (Handbook of Oriental studies. Section two, 

South Asia, ISSN: 0169-9377 ; volume 31 =Handbuch der 

Orientalistik) 

Includes bibliographical references and index. 

v. 1. History, literature, society, beyond Punjab. 

ISBN: 9789004297456 (v. 1)  HR141-P152 

シク教の歴史、文献、社会、動向等に関する 78 項目を

収録。「歴史」「宗教文献」「歴史文献」「社会」「社会

的多様性」「宗教的多様性」「パンジャーブ地方以外での

動向」の7つに大別し、その中をさらにテーマ別または国

別に細分して解説する。刊行予定の第2巻に、シク教の慣

習、地名、芸術、文学、指導者、教育、概念、現代の問題

等の項目を収録予定。 

 

＜ネパール＞ 

ネパール語小辞典 / 森田宏, 森田かとり 編. -- 第 5版. -- 

[大町] : [森田宏], 2001.10. --1冊 ; 19cm 

ISBN: 4-9900994-0-0 KN52-G5 

 

西アジア 

 

＜西アジア全般＞ 
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