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ベトナム・カンボジア・ラオスの国立図書館は今
－シンポジウム＆ワークショップ「東南アジア地域研究情報資源の共有化をめざして」

での報告を元にして－（その 1　ベトナム国家図書館）

南　亮一（国立国会図書館関西館アジア情報課長）

はじめに
筆者は、京都大学東南アジア地域研究研究

所（CSEAS）からの依頼を受け、2019年9
月17日・18日の2日間、ベトナム・ハノイ市
で開催された「東南アジア地域研究情報資源
の共有化をめざして」（京都大学東南アジア
地域研究研究所（CSEAS）・ベトナム社会科
学通信院（ISSI）共催）というシンポジウム
＆ワークショップ1 （以下「S＆W」という。）
に参加するため、同月15日から20日まで、ベ
トナム・ハノイ市に出張する機会を得た。

S&Wでの記念撮影写真。筆者は後段左から3人目

このS＆Wでの国立図書館からの報告や出
張期間における視察を通じ、筆者はベトナム、
カンボジアおよびラオスの国立図書館の最新
の情報を得ることができた。ベトナム国家図
書館（NLV）については、これまでいくつか

の文献にて取り上げられている2ものの、業
務寄りの紹介はほとんどなく、また、カンボ
ジア国立図書館（NLC）やラオス国立図書館
（NLL）については、ほとんど紹介されてい
ない3。このため、本稿では、これらの先行
文献では触れられていない内容を中心に、こ
れらの図書館の最新状況を紹介することとし
たい。なお、紙幅の関係で、本号ではNLVを、
次号ではNLCとNLLを取り上げることとし
たい。

1　ベトナム国家図書館
1.1  概略

NLVについては、S&Wの1日目に、同館図
書閲覧室課のトラン・プオン・ラン課長によ
り発表された概況報告と、9月17日午後に筆
者をはじめとするW＆Sの日本側参加者が同
館を視察した際に知り得た情報を元に、同館
の概況を紹介する。
同館は1917年に設立され、「インドシナ図

書館」と呼ばれていた。現在の名称となった
のは1958年のことである。
図書は、納本制度により収集しており、年

間58,000冊収集しているとのことであった。
このほか、寄贈や国際交換による収集も行っ
ている。蔵書数は270万点で、ベトナムの図
書のほか、外国語の図書も所蔵する。

2

1 このシンポジウム等については、CSEASウェブサイトの
次のページにおいて報告されている。「シンポジウム&ワー
クショップ「東南アジア地域研究情報資源の共有化をめざ
して」（9月 17、18日　於：ハノイ）https://kyoto.cseas.
kyoto-u.ac.jp/2019/09/20190917-18/#report_20190917
2 木村麻衣子「ベトナムの図書館における目録作成ツール」
『カレントアウェアネス』(323), 2015.3, p.10-13.では、訪
問調査による目録作成ツールの状況の紹介がなされてい
る。兼松芳之、竹内若生「世界図書館紀行　ベトナム」『国
立国会図書館月報』(672)2017.4,p.14-19.では、沿革につ
いて簡単に触れた後、施設紹介を兼ねた業務・サービスの
簡単な紹介がされている。佐藤章太「ベトナム国家図書館」
（U-PARL編集『世界の図書館から　アジア研究のための

図書館・公文書館ガイド』（勉誠出版 , 2019）p.64-69）で
は、同館を利用するにあたって必要となる情報を詳細に説
明されている。なお、井上靖代「アメリカの図書館は、いま。
90－番外編：ベトナムの図書館はいま。」『みんなの図書館』
(490)2018.2, p.66-75.では、NLVについては触れられてい
ない。
3 NLCについては、山口学「カンボジア国立図書館の再生
へ向けて－コーネル大の援助プロジェクト」『カレントア
ウェアネス』(122), 1989.10.20, p.3-4.、宮島安世「カンボ
ジアの図書館の現状」同 (202), 1996.6.20, p.3-4.で触れら
れている程度である。NLLについて記載した日本語文献は、
国立国会図書館オンラインで検索した限りでは見当たらな
かった。

https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/2019/09/20190917-18/#report_20190917 
https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/2019/09/20190917-18/#report_20190917 
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また、国の中央図書館として、様々な図
書館業務への技術を導入する活動を行ってお
り、MARC21、デューイ十進分類法第23版
（DDC23）のほか、2018年末にはRDAを導
入し、全国各地の司書のための研修も行った
とのことである。
博士論文は、32,233冊所蔵する。ベトナム

人か、ベトナムで博士の学位を取った外国人
の場合、博士論文の最終版を同館に納める義
務があるとのことである。
さらに、インドシナ関係の資料68,500点を

所蔵する。そのうち1,700点は逐次刊行物で
あり、特別な資料として所蔵しているとのこ
とである。
また、漢喃資料４を5,200冊所蔵しており、

貴重な資料として指定され、漢喃研究所の研
究員も利用してもらっているとのことである。
デジタル化については、博士論文24,000冊、

英語資料338冊、漢喃資料1,852冊、ハノイに関
する図書や地図を対象とするとのことである。

1.2  納本制度
ベトナムにおける納本制度は、ベトナムの

出版法を根拠とし、1部から5部の範囲で、
直接NLVに持参するか、郵送することとされ
ている。地方の出版物については、出版社と
取引のある業者に持参してもらっているとの
ことである。なお、納本された資料は、１部
は納本書庫に収納され、利用には供されない

とのことであった。
現在は約8割については自発的に納本がさ

れるが、残りについては、強制力を用いるこ
とになる。納本の有無は、出版を所管する情
報通信省出版局から出版情報を入手のうえ、
毎月確認しており、未納本の資料については、
情報通信省出版局に連絡し、納本するよう取
り計らってもらうとのことである。
このように、ベトナムの納本制度は、出

版法を根拠とし、出版の規制当局である情報
通信省出版局が督促を担当するという、かな
り強力な制度となっている。この制度と、出
版情報を網羅的に収集する立場である同局か
ら出版情報を入手していることを鑑みると、
NLVは、ベトナム国内で出版される出版物を、
ほぼ網羅的に収集しているものと思われる。

1.3  書誌作成
このようにして収集した資料は、１週間で

整理、分類、納架され、利用に供される。整
理は目録編成室に所属する19人の司書が行
い、週500冊から600冊程度整理していると
のことである。なお、雑誌については、納本
室という別の部署で作業しているとのことで
ある。

目録編成室の様子

目録作成フォーマットはMARC21、目録
規則はAACR2だったが2018年にはRDAを採
用し、分類表はDDC23を採用している。書誌
作成が終わると自動的にOPACに搭載される。

3

4 中国文字（漢字）で書かれた資料と、漢字から派生的に
考案されたベトナム固有文字（喃字。チェノムともいう。）

で書かれた資料とをあわせて表現したもの。

ラン課長の発表の様子
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整理作業の様子

なお、DDC23の採用により、欧米の図書館
の書誌データと共通となり、コピーカタロギ
ングができるようになったとのことである。

 
使い込まれたDDC23

1.4  排架と標示
整理を終えた資料は、まず開架式書架に排

架され、４年経過すると書庫に移される。開
架式書架と書庫では、ラベルも排架の順序も
異なる。開架式書架がDDCで排架されている
のに対し、書庫は受入順で排架されている。

 
左の標示が開架用、右の標示が書庫用

上の写真の左の標示が開架用、右の標示が
書庫用のものである。書庫用の標示にはバー
コードと記号（Vから始まるもの）が、開架

用の標示は書庫用のものより一回り大きく、
DDCによる分類記号も表示されている。開
架用の標示は、書庫用の標示に重ねるように
貼り付け、4年経過後に書庫に配置換えをす
る際に剥がしてしまうとのことである。
なお、この標示はNLV独自のものではなく、

他の視察先であるISSI図書館、漢喃研究所図
書館でも見られたものであり、漢喃研究所図
書館の司書によれば、1948年にベトナムの図
書館界で定まったとのことである。

 
ISSI図書館の書架。同じ標示が見られる。

1.5  資料保存
NLVでは、デジタル化のほかに、紙の資料

の保存にも力を入れている。このため、保存
室を設けて、1954年までのインドシナの書物
の修復を行っている。修復すべき資料は大量
にあるため、まずはベトナム語のものから優
先的に修復しているとのことである。
保存室には技術者5人と修復前の状態を記

録する者1人の計6人が配属している。

 
保存室の様子

保存技術はNLVと関係のある欧米の専門家
や元国立国会図書館職員の安江明夫氏を研修
講師として招いて教わったとのことである。

4
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日本の和紙は高価なため、文字でないところ
はベトナムの紙を使っているとのことであ
る。また、糊はでんぷんではなく、CMC（カ
ルボキシメチルセルロース）を海外から輸入
して使っているとのことであった。

 
保存室に掲示されている資料保存の手順図

1.6  利用者サービス
利用者サービスについては、佐藤5や兼松6

による紹介では触れられていなかったことを
中心に紹介する。
資料は社会科学関係の利用が多いとのこと

であり、約4万冊所蔵している。そのうちの
一部については、社会科学系の資料室で利用
に供している。科学技術・自然科学系の資料
は約2万冊所蔵している。また、貸出は、1
日300回から400回程度とのことである。
新聞と雑誌については、1つの部屋を設け

ており、1日300人ほどが利用しているとの
ことである。
新聞雑誌室の入口を入ったところには、排

架されている新聞雑誌のタイトル一覧表が掲
示されており、この表で目当ての新聞雑誌を

確認した上で該当の書架に向かうことになる。
新聞は最新から数号前のバックナンバーま

で排架しており、タイトルのロゴが貼付され
ている扉を縦に開く方式となっている。

 
新聞棚　　　　　　　雑誌棚

閲覧室の資料はDDCにより排架されるが、
背表紙にはDDCではなく書庫用の標示がさ
れていて一見して分類が分かりづらいことか
ら、背表紙に貼付されたシールの色を変える
（赤色）ことで、視認性を確保している。

 
閲覧室の入口の様子

 
テープの色によって分類を区別

閲覧室のローテーションは、朝8時から午
後2時までと、午後2時から午後8時までを
1人ずつで担当し、排架整頓は、その交代時
と閉館時に行うとのことである。（以下次号）

（みなみ　りょういち）　新聞雑誌室の入口　新聞雑誌タイトル一覧

5

5 佐藤・前掲注 2を参照。なお、この記事の元となったコ
ラム（佐藤章太「【世界の図書館から】ベトナム国家図書
館」U-PARLウェブサイト http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/

archives/japanese/world-library33）は、ウェブ上で閲覧
可能である。
6 兼松ほか・前掲注 2を参照。

http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/world-library33
http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/world-library33
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はじめに
令和元（2019）年12月12日（木）及び13

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、令
和元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、今回が18回目となる。
今年度は、「中国の法令・政府情報と統計

を調べる」をテーマに、中国の法令や統計の
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.　アジア情報研修の特徴
ここ数年の本研修の特徴は、アジ研との共

催、受講者の多様な属性、グループワークに
よる実習形式の三点である。
今年度の会場はアジ研としたが、これを反

映してか、受講者20名のうち17名が関東地方
からの参加者であった。受講者の内訳は、公
共図書館員5名、大学図書館員6名、専門図
書館員1名、大学職員1名、一般財団法人職
員2名、民間企業の社員4名及びジャーナリ
スト1名である。
今回は、アンケートでも開催の要望の多い

中国を4年ぶりに取り上げた。申込時のアン
ケートから、受講者の中国語能力に差がある
ことが分かっていたため、中国語能力及び所
属機関等の属性によってグループ分けし、グ
ループ内での議論が活発になるよう配慮した。
また、グループごとに検討内容を発表するこ

とで、自身とは異なる語学力や属性を持つ受
講者の調査方法等を共有できるようにした。
さらに、図書館とは異なる視点での情報収

集手法や、現地の情報流通事情などを研究者か
ら伺うことも、受講者にとって有意義であると
考えられること、当研修の目的の一つである、
当館とアジア情報関係機関との連携の推進に
も資することから、アジ研開発研究センターの
研究員である丁可氏に「中国を知るためのSNS
活用法」のタイトルでご講演いただいた。

2.　各科目の概要
2.1.　イントロダクション
（国立国会図書館関西館アジア情報課長　
南　亮一）
本研修の目的とそのねらいを次のように明

示し、法令・政府情報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義を説明し
たうえで、有効なツールとして「AsiaLinks-ア
ジア関係リンク集-」1を紹介した。

・実習を通じて、アジア情報の収集・提供に
関するスキルを向上させる。
・異業種間の交流を通じて、連携協力の機会
とする。
・法令・政府情報や統計は、その国の事情を
理解するための基礎的な情報であり、信頼性
の高い情報源へのたどり方を身に着けること
は、調査研究や仕事の質の向上につながる。

2.2.　科目①　中国の法令・政府情報を調べる
 （国立国会図書館関西館アジア情報課　水
流添　真紀、中山　正義）
科目①②の資料は、当館及びアジ研のウェ

中国の法令・政府情報と統計を調べる
－令和元年度アジア情報研修　概要報告－

水流添　真紀（国立国会図書館関西館アジア情報課）

6

1 国立国会図書館リサーチ・ナビ「AsiaLinks-アジア関係
リンク集 -」
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php

（ウェブサイトの最終アクセス日は 2020年 1月 17日。以
下同じ）

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php
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ブサイトに掲載2しているので、詳しい講義
内容はそちらをご参照いただきたい。本稿で
は、講義の流れと、研修中に気づいた点や当
日の質疑応答等について簡単に紹介したい。

初めに、信頼性の高い情報を得るための
調査の進め方や、日本語及び中国語の情報源
の使い分けの方法、インターネット上のツー
ルの紹介を行った。ドローンの飛行に関する
規定をテーマとした事前課題については、グ
ループ内で調査過程を共有した後、講師から
回答例を紹介した。また、留意点として、中
国語の法令名の日本語訳について、意訳や漢
字表記の揺れを念頭に置いて調査する必要が
あることを指摘した。
公共の場所での喫煙規制をテーマとした当

日課題においては、グループごとに回答の発
表を行った。講師とは異なる方法で回答を導
き出したグループもあり、手法の共有の点で
も意義深いものとなった。
主な質疑応答は次のとおりである。

・中国と日本で「条例」の意味は異なるか。
⇒『現代中国法入門』（有斐閣, 2016.3）に「日
本の地方自治体の条例とは違うことに留意し
たい」との記載がある。また、「行政法规制

定程序条例3」の第5条で、法制法規の名称
は一般に「条例」と呼ぶこと、国務院の各部
門や地方人民政府が定める規章は「条例」と
呼んではいけないことが規定されている。

・今回の課題で出たドローンなど、辞書に載っ
ていない新語は、どのように調べるか。
⇒Wikipediaで言語を切り替えると分かるこ
とがある。また、英語を介して調べるのも一
つの方法である。確実に訳せない場合は、訳
文の後に（　）で原文を併記しておくとよい。

2.3.　講演　中国を知るための SNS 活用法
（アジア経済研究所開発研究センター　丁
　可氏）
中国を知るための情報源として、中国でよ

く使われるSNSアプリを、豊富な画像ととも
に紹介いただいた。講演の要旨は次のとおり
である。

・中国では、モバイルインターネットが広く
普及している。一方、中国国外のウェブサイ
トへの接続には制限があるため、WeChat（微
信）、Weibo（微博）など中国独自のソーシャ
ルメディアが広く使われ、生活に欠かせない
ものとなっている。
・WeChatは、LINEのような、コミュニケー
ション機能、決済機能（WeChat Pay）等を
持つSNSアプリである。企業等の公式アカウ
ントを検索対象にでき、情報収集に活用する
ことができる。また、WeChat Index（微信
指数）では、特定のキーワードの使用数の変
化を時系列で閲覧することが可能である。
・Weiboは、Twitterと似たオープンなSNSで
ある。WeChatよりも経営者、ジャーナリス
トなど特定個人の定点観測に最適である。
・快手は、動画投稿SNSであるTikTok（中国
版は抖音）と似た機能を持つが、利用者層は、
抖音と比べて地方都市在住者に偏っており、
収入及び学歴も低い傾向がある。投稿される
動画は、生活や労働事情が反映されたものが
多く、中国の地方の実態を知るのに有用な情
報源となっている。

これらのアプリは、いずれも日本からも利
用でき、情報収集に活用することができる。
質疑応答では、次のようなやり取りがあっ

た。
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2 国立国会図書館リサーチ・ナビ「令和元年度アジア情報
研修」
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-workshop2019.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：令和元年度アジア情報研修「中国の法令・政府情報
と統計を調べる」 」
https://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Event_report/20191212_

kouen.html
3 行政法规制定程序条例（2001 年 11 月 16 日中华人民共和
国国务院令第 321 号公布　根据 2017 年 12 月 22 日《国务院
关于修改〈行政法规制定程序条例〉的决定》修订）中华人
民共和国中央人民政府
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・WeChatやWeiboはフロー型の情報源であ
るが、絶えずウォッチするわけにはいかない。
見落としを避けるにはどうすればよいか。
⇒情報が消えることはないので、特定のキー
ワードで検索する、時系列でまとめて閲覧す
るなどの方法で確認することができる。

・中国の政府機関の情報はどのように収集す
るのがよいか。SNSも有効か。
⇒政府機関は、SNSよりもウェブサイトから
の情報発信が多い。しかし、公式機関以外の
様々な組織でSNSも含めた情報発信が増えて
いるため、研究者は様々な情報源にアクセス
し、総合的に判断するようになってきている。

2.4.　科目②　中国の統計を調べる
（アジア経済研究所図書館　狩野　修二氏）
初めに、統計情報の基本的な調査方法が紹

介された。また、情報源によって、入手でき
るデータの種類が異なることを整理して示さ
れたほか、日本語による質問内容に対し、中
国語での表記や定義を検討する必要があるこ
とが説明された。
事前課題は、中国の都市住民の可処分所得

を問うものであった。出題の意図として、統
計データの定義によって複数の回答がありう
ること、統計局のデータの入手先によって数
値が異なる場合があることが説明された。
当日課題では、西安市の人口を例題として、

グループワーク形式で検討及び回答の発表を
行った。講師からは、情報源ごとのデータの
違いとその理由が丁寧に解説された。
質疑応答では、次のようなやり取りがあっ

た。

・陝西省と西安市、国家統計局のデータにタ
イムラグがあるのはなぜか。
⇒各機関のデータの公開時期が原因である。
例えば、国家統計局からは、例年、速報版と
位置付けられる『統計公報』が2月から3月、
概略版である『中国統計摘要』が5月、『中
国統計年鑑』が11月頃に刊行され、ウェブサ

イトもこれに準ずる。一方、省以下では公開
時期が統一されていない場合もあり、同じ省
でも例年同じではない。このような事情があ
るため、複数の情報源に当たることが重要で
ある。

・西安市が属する省を知る方法は？
⇒検索エンジン、Wikipedia等で手がかりを
得た後、その省（ここでは陝西省）のウェブ
サイトで確認するのがよい。陝西省の人民政
府のウェブサイトにはその省の行政区が掲載
されており、裏付けを取ることができる。

3.　研修に対する反応
終了時のアンケートでは、本研修に対して

大変肯定的な評価（満足：17、どちらかと言
えば満足：2）が得られた。個別の意見や感
想として、実習のおかげで調査方法が身につ
いた、実習時間をもっと長く取ってほしかっ
た等の声があった。課題のレベルについては、
適切である、もっと難易度の高い課題に挑戦
したかった等、様々な意見が寄せられた。

おわりに
本研修を通じて、①中国の最新情報を正確

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、

アジ研及び受講者の皆様に、この場を借りて
御礼申し上げる。

次回のアジア情報研修は、インドの法令・
政府情報と統計をテーマとして、令和2年秋
以降に国立国会図書館関西館で実施予定であ
る。ぜひ奮ってご参加いただきたい。

（つるぞえ　まき）
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レファレンス事例・ツール紹介 17　インドネシアの影絵人形芝居ワヤン・クリ

藤田　美奈子（国立国会図書館関西館アジア情報課）

インドネシアの影絵人形芝居Wayang Kulit
（以下「ワヤン・クリ」という。）は、バリ島とジャ
ワ島の伝統芸能でユネスコの無形文化遺産に
も登録されています。ワヤンは影、クリは皮
の意味ですが、ワヤンという言葉は皮で作ら
れた人形そのものを指すこともあります。
本稿では、ミュージカルの演出の参考にワ

ヤン・クリの上演風景と人形の図版を見たい、
東南アジアの他の影絵人形芝居の人形とも見
比べたい、というレファレンス事例をもとに、
カラー図版（イラスト、画像を含む）を多数
掲載した資料や、無料で使えるインターネッ
ト情報をご紹介します。

＊【　】内は当館請求記号、国立国会図書館
オンライン（https://ndlonline.ndl.go.jp/）に
おいて請求記号による検索ができない資料
は、請求記号の代わりに【（　）】内に国立国
会図書館書誌IDを記載。ウェブサイトの最終
アクセス日は2020年1月20日です。

1.　ワヤン・クリの概要を知る
初めに、ワヤン・クリの概要を知るため、

以下のような事典を参照します。

石川栄吉 [ほか]編『文化人類学事典』（弘文堂, 
1987.2）【G2-29】
事項、人名、民族、部族など合計約2,600

項目を収録しています。排列は項目の五十音
順で、各項目に参考文献を付しています。巻
末に事項、民族・部族・語族名、人名のそれ
ぞれの和文、欧文索引と、解説されている民
族・部族の居住地を示す民族・部族地図があ
ります。

信田敏宏 編集委員長『東南アジア文化事典』
（丸善出版, 2019.10）【GE8-M1】
「I．東南アジアとは」、「II．東南アジアの
社会と文化の諸相」、「III．日本と東南アジア
の社会文化交流」の3部からなり、その中に「宗
教と世界観」、「芸術・芸能・娯楽」など13章

を設け、合計363項目を収録しています。巻
頭に見出し語五十音索引、巻末に事項索引、
人名索引、付録に「地図にみる東南アジアの
生態、歴史、言語分布」、「各国基本情報」が
あります。

World Encyclopedia of Puppetry Arts
https://wepa.unima.org/en/
国際演劇協会（UNIMA）が運営する人形

劇のオンライン版百科事典です。アルファ
ベット順の見出し語、キャラクターなどによ
る索引のほかキーワード検索もできます。歴
史や技術、人形遣いに関する1,272の項目が
あり、「Wayang」を含む一部の項目には画像
も掲載されています。

以上から、ワヤン・クリは古い歴史のある
伝統芸能で、観客は人形遣いの側からも鑑賞
でき、人形は鮮やかに彩色されていることが
わかりました。マレーシアやタイにも影絵人
形芝居があるようです。そこで、こうした観
点をもとに資料を探すことにします。以下に
ご紹介する資料には、全てカラー図版が掲載
されています。

2.　上演風景の図版を探す
まず、無形文化遺産やインドネシアのさまざ

まな伝統芸能を紹介している資料などから、ワ
ヤン・クリの上演風景の図版を探してみます。

マッシモ・チェンティーニ 編著　岡本千晶 訳
『ユネスコ世界の無形文化遺産 : フォトミュー
ジアム』（原書房, 2019.10）【K275-M73】
ユネスコの無形文化遺産57件を取り上げ、

ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカの
地域ごとに排列しています。巻末に無形文化
遺産リストを付しています。ワヤン人形劇の
項目では、人形の装飾の様子がわかります。

UNESCO Intangible Heritage
https://ich.unesco.org/en/lists
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ユネスコの無形文化遺産リストのウェブサ
イトです。登録年順リストのほか、キーワー
ド、登録年、国で検索できます。それぞれの
無形文化遺産について簡潔な解説があり、動
画や画像も閲覧できます。カンボジアや中国
などの影絵人形芝居も登録されています。

“Indonesian heritage”（Archipelago Press ,
　c1996-）【（000007874443）】

10巻からなり、各巻末に索引と参考文献を
付しています。ワヤン・クリは以下の巻に記
載があります。1. 古代史　6. 建築 7. 視覚芸
術  8. 舞台芸術  9. 宗教と儀式  10.言語と文学

“Top 100 cultural wonders of Indonesia”
（Ministry of Education and Culture, 
Republic of Indonesia , 2012）【（025402349）】
名所旧跡62項目、「ワヤン影絵人形芝居」「伝

統的なガムラン音楽アンサンブル」といった
生活文化38項目を収録しています。巻末に参
考文献と索引を付しています。ガムラン音楽
は、ワヤンの伴奏にも使われる音楽です。

“Balinese dance, drama and music : a 
guide to the performing arts of Bali / text 
by I. Wayan Dibia and Rucina Ballinger ; 
illustrations by Barbara Anello”（Periplus, 
c2004）【（000007987314）】
バリ島の伝統舞踊と演劇、ガムラン音楽、

影絵人形芝居ワヤン・クリを取り上げていま
す。上演前に神に祈る人形遣いや、昼間に演
じられるワヤン・ルマの図版も掲載されてい
ます。

上記の資料から、ガムラン音楽をともない
一人の人形遣いが多くの人形を操って上演し
ている様子や、幕に映し出されたワヤン・ク
リの様子がわかりました。

3.　人形の図版を探す
人形の図版は、対象となるものだけが撮影

されたウェブサイト、展覧会の図録、博物館
の所蔵品カタログを使って確認してみます。

Google arts & culture
https://artsandculture.google.com/?hl=ja

グーグルが提供する、世界中の美術館の所
蔵作品や文化遺産を閲覧できるサイトです。
Wayangをキーワードに検索すると、オンラ
イン展示“Wayang: Playing with Shadows 
and Light”などを閲覧できます。

Europeana Collections
https://www.europeana.eu/portal/en

EU圏内の文化機関のデジタルアーカイブ
を横断検索できるポータルサイトです。検索
結果を年代、分野、静止画や音源といった種
別、再利用できる画像などで絞り込むことも
できます。

Collections Online (MOA-CAT)
Museum of Anthropology at UBC
http://collection-online.moa.ubc.ca/
カナダにあるUBC人類学博物館のオンラ

インカタログです。キーワードを入力する簡
易検索と、場所、文化、民族などを選ぶ詳細
検索があり、48,000点の所蔵品を閲覧できま
す。ヒットした所蔵品の画像をクリックする
と、歴史や素材もわかります。

東京国立博物館 編『ワヤン : インドネシアの
人形芝居』（2010.9）【Y111-J1892】
展覧会の図録です。ワヤン・クリの主な演

目であるマハーバーラタ、ラーマーヤナで用
いられる人形の図版40点を収録し、大きさ、
キャラクターの名前と人物設定もわかります。

Eky Tandyo, “The collections of the National 
Museum of Indonesia”（National Museum 
of Indonesia, Ministry of Education and 
Culture, Republic of Indonesia , 2013）
【（028067663）】
インドネシア国立博物館の所蔵品カタロ

グです。「輝く金」、「仮面とワヤン」、「宝石」
の3巻からなり、各巻末に参考文献と索引を
付しています。「仮面とワヤン」では、人形
の図版、素材、大きさ、起源、解説を掲載し
ています。

Museum Basoeki Abdullah (Indonesia), 
“Koleksi wayang kulit Museum Basoeki 
Abdullah”（バスキ・アブドゥラ博物館ワヤン・
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クリコレクション）（Departemen Kebudayaan 
dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah 
dan Purbakala, Museum Basoeki Abdullah , 
2008）【Y735-M823】
インドネシア語資料です。南ジャカルタに

あるバスキ・アブドゥラ博物館が所蔵するワ
ヤン・クリの図版を収録しています。同じキャ
ラクターの人形による装飾の違いがわかりま
す。

H. Solichin et al., “Ensiklopedi wayang 
Indonesia”（インドネシアワヤン百科事典）
（Mitra Sarana Edukasi,　2017）【Y735-
TS-3754】
インドネシア語資料です。9巻からなる総

合的な百科事典で、各巻頭に項目のリスト、
各巻末に用語集と索引を付しています。排列
は項目のアルファベット順です。キャラク
ターの名前やバリといった地域、人形制作や
人形遣いなど幅広く扱っています。

以上から、人形の図版を見ることができ、
併せて人形の大きさや作成された地域・年代
などの情報もわかりました。画像を大きく表
示できるインターネットサイトでは、形態を
よりわかりやすく確認できました。

4.　他の影絵人形芝居を調べる
さらに、東南アジアにおける他の影絵

人形芝居について調べてみます。前述の
Europeana CollectionsやCollections Online 
(MOA-CAT)で、キーワードをshadow puppet
などとすることでも探すことができます。

金子量重 著『アジアの民族造形 : 「学び」と「遊
び」と「芸能」の美』（毎日新聞社,　1998）
【KB16-G423】
全体を「学」（文房具、書物など）、「遊」（玩

具、人形）、「芸」（影絵人形、操り人形など）
の3つに分け、その中を東北アジア、東南ア
ジア、南アジア、西アジアの順に排列してい
ます。巻末に概説と図版解説を付しています。
影絵人形では、タイ、インドネシア、インド
が紹介されています。

Ghulam-Sarwar Yousof , “The heritage of 
ASEAN puppetry”（Sena Wangi , 2013）
【（025495420）】
「起源と発展」、「ストーリーの起源」、「人
形芝居の機能」など14章からなります。イン
ドネシア、マレーシア、タイ、カンボジアの
影絵人形芝居が紹介されています。

ASIAN TRADITIONAL THEATER AND 
DANCE
https://disco.teak.fi/asia/
ヘルシンキ芸術大学の教授が運営する英語

サイトで、インドネシアをはじめ12ヵ国の
演劇と舞踊を扱っています。タイ、マレーシ
ア、インドの影絵人形芝居の記事もあります。

“The encyclopedia of Malaysia”（Archipelago 
Press, c1998-）【（000007874206）】
「環境」、「植物」、「宗教と信仰」など16巻
からなり、各巻末に索引を付しています。8
巻「舞台芸術」にマレーシアの影絵人形芝居
についての項目があり、バリ島、ジャワ島、
タイの影絵人形芝居とも比較されています。

まとめ
今回の調査のポイントは以下のとおりで

す。

･ 東南アジアや演劇に関する辞典・事典類を
参照し、ワヤン・クリの概要を確認する。

･ 上記で得られたキーワードをもとに、資料
やインターネットを用いて図版を探す。

ワヤン・クリをテーマとする資料に、求
める図版が多く掲載されているとは限りませ
ん。インドネシアの文化全般に対象を広げた
り、ワヤン・クリと関わりの深いガムラン
音楽から調べたり、検索時のキーワードを
shadow theatreやshadow figureなどに変え
てみることで、より効率的に多くの情報を得
ることができます。
アジア情報室では、地域や民族特有の芸能

に関する資料も多数所蔵しています。ぜひご
利用ください。

（ふじた　みなこ）
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 24

　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、キーワード、著者情報、出版の背景・目的、本書のポイント、目次等を紹介する。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
1.33.　余潇枫 , 罗中枢 , 魏志江 主编 .『中

国非传统安全研究报告 = Report on China's 
non-traditional security studies. No.7 
(2017-2018）（中国非伝統的安全保障研究報

告）』（非传统安全蓝皮书 = Blue book of non-
traditional security（非伝統的安全保障藍皮

書）） 北京：社会科学文献出版社 , 2018.9,  5, 
6, 5, 360p. 【A99-C9-C115】

【キーワード】
中国、国際関係、安全保障

【編集者・著者】
主編の3名のうち、余瀟楓氏は、中国人民

外交学会1理事、浙江大学非伝統的安全保障
と平和的発展研究センター 2主任であり、非
伝統的安全保障を専門研究分野とする。
羅中枢氏は、中国西部辺疆安全保障・発展

協同創造センター 3主任、四川大学国際関係学
院院長であり、辺疆学を専門研究分野とする。
魏志江氏は、中山大学国際関係学院教授で

あり、非伝統的安全保障、国際関係、シルク
ロード区域史を専門研究分野とする。

その他、国際軍事学や国際法など、国際分
野の研究者によって執筆されている。

【出版の背景・目的】
「非传统安全」（非伝統的安全保障）とは、
科学技術、情報、資源を始め、新たな政治・
経済・社会情勢を反映した安全をいう4。具
体的には、水質や大気などの環境汚染、食や
品質の安全、核、テロリズム、難民危機といっ
た問題に対しての安全保障を指す。中国国内
外の多様な「非传统安全」に対する脅威につ
き、「人類運命共同体の構築」5の理念に沿っ
て、分析と解決策の検討を行うことが、本書
の目的である。

【本書のポイント】
「III　主題報告」において、「国連平和維持
活動において直面する脅威とその対策」、「21
世紀の国際的な核の安全保障体制と核の安全
の維持」、「非伝統的安全保障を視野に置いた
日中の食品安全保障協力」といった、日本に
おいても関心の高いテーマや日本を関係国に
据えたテーマが取り上げられている。その他
のテーマも含め、隣国でのこれら安全に対す
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1  http://www.cpifa.org/ 
1949年に設立された、国際情勢や外交政策の研究機関であ
り、国の領袖や高級官僚を顧問に据え、外交官や外交問題
の専門家が理事を務める。
2  浙江大学非传统安全与和平发展研究中心

http://www.nts.zju.edu.cn/ 
2006年に設立された、国内外の安全保障理論、公的危機管
理、エネルギー安全保障等、非伝統的安全保障分野の研究
機関である。
3  中国西部边疆安全与发展协同创新中心

http://cwf.scu.edu.cn/
2012年に、四川大学、雲南大学、西蔵大学、新疆大学、国
家民族事務委員会民族理論政策研究室、国務院発展研究セ
ンター民族発展研究所などが共同で設立した、チベットや
新疆などの中国西部辺境を研究対象とする研究機関である。

4  岡村志嘉子「中国の新たな国家安全法制―国家安全法と
反テロリズム法を中心に―」『外国の立法』267（2016. 3）
pp.223-240
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9914666
5  習近平政権が推し進める、公正で合理的な国際秩序の構
築を目指す外交理念。2018年 3月 11日付の改正で憲法前
文にも盛り込まれた。
飯田将史「第 3章　漂流する対外政策」大西康雄編『習近
平政権二期目の課題と展望』調査研究報告書（アジア経済
研究所 , 2017）
http://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/
Report/2016/pdf/C33_ch03.pdf
中华人民共和国中央人民政府 -中华人民共和国宪法

http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.
htm

http://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Report/2016/pdf/C33_ch03.pdf
http://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Report/2016/pdf/C33_ch03.pdf
http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm
http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm
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る脅威への認識を把握することは、日本の外
交政策、また安全保障対策に資すると思われ
る。

【目次】
Ⅰ　全体報告

1　 非伝統的安全保障と「人類運命共同体」
の建設

Ⅱ　総合報告
2　2017年中国非伝統的安全保障研究総論

Ⅲ　主題報告
＜多因/多元性の非伝統的安全保障研究＞

3　中国軍の戦争以外の軍事作戦研究
4  国連平和維持活動において直面する脅
威とその対策

5  戦争以外の軍事作戦における海軍と航
空母艦―海上の非伝統的安全保障に対
する脅威への対応を例として

6  21世紀の国際的な核の安全保障体制と
核の安全の維持

＜外因性の非伝統的安全保障研究＞
7  現在の国際的移民の趨勢、安全への脅
威とそれへの対応

8  東南アジアの非伝統的安全保障研究と
対策

9　 対立における統合と再生：ロシアの自
己認識と国家の安全

10  難民問題の世界的対策としての中国モ
デル

＜両因性の非伝統的安全保障研究＞
11 中韓の海洋問題と海域の「安全化」
12  非伝統的安全保障対策と中国・インド
の新型大国関係の構築

13  21世紀の中国とベトナムの薬物取り締
まりに関する協力：非伝統的安全保障
の見通しを軸とした越境犯罪対策

14  西部辺疆地区の宗教の安全－新疆イス
ラム問題を例として

15  非伝統的安全保障を視野に置いた日中
の食品安全保障協力

＜内因性の非伝統的安全保障研究＞
16 司法に関する世論と社会的安全保障
17  「全面的二人っ子」政策を背景とする中

国幼児監護制度と安全保障研究
18 キルギスタンの労働移民と社会の安定
19  中国の質的安全保障研究の現状と趨勢
―14の学科研究の解読をもとに

（アジア情報課　新谷　扶美子）

研究会開催のご案内

　国立国会図書館は、公益財団法人東洋
文庫との共催で、研究会「新たな現代中
国研究の推進―国立国会図書館関西館及
び東洋文庫の所蔵資料をめぐって」を開
催します。本研究会では、国立国会図書
館関西館所蔵中国語資料の一部である上
海新華書店旧蔵書コレクションを使用し
た研究等について、発表等を行います。
開催要領は以下のとおりです。

○日時　 令和 2年 4月 18日（土） 
10 : 30～ 16 : 30

○会場　国立国会図書館関西館 1階会議室
○内容　 プログラム等の詳細は、以下を

ご覧ください。
　［国立国会図書館リサーチ・ナビ］
　  ・ 「国立国会図書館関西館・（公財）東

洋文庫合同企画研究会『新たな現代
中国研究の推進―国立国会図書館関
西館及び東洋文庫の所蔵資料をめ
ぐって』」

　https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/toyo2020.php
○参加費　無料
○申込方法　事前申込不要
○問合せ先　 関西館 アジア情報課 アジア

第二係
　電子メール　ml-asia2@ndl.go.jp
　電話　0774-98-1390
　FAX　0774-94-9115

13



アジア情報室通報　第 18巻第 1号（2020.3）

アジア情報室の新着資料紹介（2019.10 ～ 2019.12）

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（2019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＞
民国时期警察文献书目提要 / 封野, 刘莉 编著. -- 南京 : 
凤凰出版社, 2018.5. -- 3, 3, 6, 4, 634p ; 25cm
索引あり.
ISBN: 9787550627437 A112-C166
　1911年から1949年9月までに出版された中国の警
察業務に関係する図書約5,000タイトルを収録。「警
察学」「刑事捜査」など分野別に16部に大別し、そ
れぞれを細分して排列。巻末にピンイン順の書名索
引を付す。

汉英中国法律词汇手册 = A Chinese-English vocabulary 
of Chinese law / 於兴中, 於治中 主编. -- 北京 : 中国民
主法制出版社, 2018.10. -- iv, 19, 544p ; 22cm
索引あり.
ISBN: 9787516217832 A112-C167
　中国の現行法の中に見られる用語約18,000語につい
て、中国語と英語を対照。排列は中国語のピンイン順。

＜経済・産業＞
日英汉纺织工业词汇 = Japanese-English-Chinese 
textile industry dictionary / 刘辅庭 编. -- 北京 : 中国
纺织出版社, 2018.12. -- ii, 314p ; 21cm
ISBN: 9787518048618 D2-C208
　染色、化繊、服装など紡織工業に関する18,445語
について、日本語、英語及び中国語を対照。排列は
日本語の五十音順。

中国汽车工业企事业单位信息大全. 2018版 / 中国汽
车工业协会, 北京中汽华轮信息技术有限公司 编. -- 北
京 : 人民交通出版社, 2018.7. -- 842p ; 29cm
索引あり.
ISBN: 9787114148057 D4-C109
　中国の自動車工業関連企業等10,000社以上につい
て、企業名、所在地、電話番号、従業員数、製品の
概要などを収録。「自動車工業管理部門、主要業界
団体及び関連機関」「中国自動車、特殊用途自動車
等生産企業」など6つに大別し、省別に排列。巻末
に「自動車、バイク生産企業索引」など3つの索引
を付す。

2017-2018年中国战略性新兴产业发展蓝皮书 = The 
blue book on the development of strategic emerging 
industries in China 2017-2018 / 中国电子信息产业
发展研究院 编著 ; 卢山 主编. -- 北京 : 人民出版社, 
2018.9. -- 2, 3, 231p ; 24cm. -- (2017-2018年中国工

业和信息化发展系列蓝皮书)
ISBN: 9787010197913 DC157-C631
（2017-2018年の中国の戦略的新興産業発展青書）

中国上市公司综合竞争力排名评价报告. 2018 / 浙江
财经大学中国金融研究院课题组 著. -- 北京 : 中国金融
出版社, 2018.7. -- 2, 3, 488p ; 26cm
ISBN: 9787504996305 DH15-C29
（中国の上場企業の総合的競争力ランキング評価報
告. 2018）

中国移动互联网发展报告 = Annual report on 
China’s mobile internet development. No.8 (2019) / 
罗华 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019.6. -- 4, 
2, 3, 417p ; 25cm. -- (移动互联网蓝皮书 = Blue book 
of China’s mobile internet)
ISBN: 9787520148214 DK341-C31
（中国モバイルインターネット発展報告. No.8(2019)）

中国工业发展报告 = China’s industrial development 
report. 2018 (改革开放40年) / 中国社会科学院工业经
济研究所 [編]. -- 北京 : 经济管理出版社, 2018.12. -- 3, 
20, 706p ; 30cm
ISBN: 9787509661949 DL319-C103
　1978年以降の中国の工業の動向を分析した報告
書。「総合編」「産業編」など4編からなり、業種
別や地域別の状況をまとめた報告等を収録する。巻
末に「統計資料の分析」など2つの付録を付す。

中国新能源汽车产业发展报告 : 2018 = Annual report 
on new energy vehicle industry in China : 2018 / 中
国汽车技术研究中心, 日产(中国)投资有限公司, 东风
汽车有限公司 编著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2018.9. -- 5, 2, 9, 536p ; 24cm. -- (新能源汽车蓝皮书 
= Blue book of new energy vehicle ; 6)
ISBN: 9787520132930 DL438-C44
　中国のプラグインハイブリッド車、電気自動車、
燃料電池車をはじめとする新エネルギー車（NEV）
産業の現状を分析した26の報告を収録。「NEV産業
の発展概況」「専門家の視点」など10章からなる。
巻末に「中国におけるNEV分野の出来事（2017年1
月～12月）」など7つの付録を付す。

中国游戏产业发展报告 = Annual report on the 
development of China’s game industry. No.2 (2019) 
/ 孙立军 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019.7. 
-- 2, 2, 204p ; 25cm. -- (数字娱乐产业蓝皮书 = Blue 
book of digital entertainment industry) 
ISBN: 9787520147910 DL731-C8
（中国ゲーム産業発展報告. No.2(2019)）
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全国农产物成本收益资料汇编. 2017 / 国家发展和改
革委员会价格司 编. -- 北京 : 中国统计出版社, 2017.9. 
-- 7, 630p ; 30cm + CD-ROM 1枚 (12cm)
ISBN: 9787503782336 DT591-C27
　2016年の中国における主要な農産物の生産への投入
コストと利益に関するデータを収録。「総論」「各地
域の食糧・食用油」「各地域の綿花・たばこ・砂糖」
など7部からなる。巻末に「2016年の省別・大都市別
の平均日給の一覧表」など5つの付録を付す。

＜社会・労働＞
中国文化发展报告 = Annual report on the development 
of Chinese culture. No.6 (2019) / 湖北大学高等人文研
究院, 中华文化发展湖北省协同创新中心, 湖北文化建设
研究院 编 ; 江畅, 孙伟平, 戴茂堂 主编. -- 北京 : 社会科
学文献出版社, 2019.7. -- 2, 2, 327p ; 25cm. -- (文化建设
蓝皮书 = Blue book of culture construction)
ISBN: 9787520147996 EC211-C58
　文化事業への公的資金投入や、図書、映像資料の
ような文化製品の発行など、2018年の中国の文化分
野の現状をまとめた報告書。「全体報告」「指数報
告」「テーマ別報告」など5部からなり、10の報告
を収録する。巻末に付録として年表を付す。

中国民族教育发展报告 : 2015-2018 : 现实与前瞻 : 
民族地区双语教育研究 = China minority education 
development report : reality and prospect : a study 
on bilingual education in minority areas / 苏德 等 
著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019.5. -- 3, 3, 4, 
331p ; 24cm
文献あり.
ISBN: 9787520125888 FB54-C505
（中国民族教育発展報告 : 2015-2018 : 現実と展望 : 
民族地区バイリンガル教育研究）

＜歴史・地理＞
中國少數民族家譜總目 / 陳建華 主編 ; 上海圖書館 編. -- 
上海 : 上海古籍出版社, 2018.11. -- 2冊 ; 27cm. -- (中國少
數民族家譜叢刊)
ISBN: 9787532588503 GE2-C339
　中国で公式認定された55の少数民族のうち42の民
族の家譜（家系に関する記録）約10,200件について、
書名、撰者、版本、概要、所蔵機関等を収録。民族で
大別し、その中をさらに地域別に細分して排列。

澳门学研究著作书目 : 1500-1999 = Bibliography of the 
Macaology : 1500-1999 / 叶农 编著. -- 广州 : 广东人民
出版社, 2018.4. -- 30, 332p ; 24cm. -- (澳门学研究丛书)
文献あり.
ISBN: 9787218123295 GE2-C340
　1500年から1999年までに出版されたマカオを研究
した文献3,500件以上について、書名、著者、出版
社、出版年などを収録。「明朝中後期」「清朝中前
期」など出版年代別に7部に大別し、出版年順に排
列。巻末に「主要学術文献所蔵機関一覧」など2つ
の付録を付す。

闽台文化大辭典 / 福建省炎黄文化研究会 编. -- 北京 : 商
務印書館, 2018.6. -- 2, 4, 84, 1801p, 図版39枚 ; 30cm
索引あり.
ISBN: 9787100161480 GE8-C138
　古代から2010年までの閩（現在の福建省周辺の

古称）文化及び閩と関係の深い台湾文化に関する約
15,000項目を収録。「地理巻」「歴史巻」「民族と
宗族巻」など主題別に20部に大別し、その中をさら
に細分して排列。巻末に「閩台関係紀事」「閩台歴
代進士表」など15の付録と、筆画順索引及びピンイ
ン順の索引を付す。

成都历史文化大辞典 / 何一民, 王苹 主编. -- 北京 : 社会
科学文献出版社, 2018.12. -- 6, 1, 1, 79, 1185p ; 27cm
文献あり. 索引あり.
ISBN: 9787520120418 GE8-C139
　古代から中華民国までの成都の歴史、政治、経済
等に関する約4,500項目を収録。「行政区画」「官
職・官署沿革」「歴史的事件」など主題別に19編に
大別し、その中をさらに細分して排列。巻末に付録
として「大事記」「典型的な方言」及びピンイン順
の索引を付す。

山東方志人物傳記資料索引 / 王恒柱 主編. -- 北京 : 國
家圖書館出版社, 2018.8. -- 3冊 ; 27cm
ISBN: 9787501365616 GE12-C184
　1949年以前に編纂された山東省及び省内の各地域
の地方誌528タイトルに収録されている伝記資料の
索引。約6万人について四角号碼順に排列したうえ
で、姓名、字、時代、本籍地及び各地方誌における
掲載箇所を収録。上巻巻頭に筆画順及びピンイン順
の四角号碼対照表を、下巻巻末に編纂対象とした地
方誌の目録を付す。

＜芸術・言語・文学＞
中国陶瓷辞典:首部中国陶瓷百科全书 / 许绍银, 许可 
编. -- 北京 : 中国文史出版社, 2019.1. -- 82, 733p ; 29cm
文献あり.
ISBN: 9787520504850 KB2-C19
　中国の陶器に関する約10,300項目を収録。「陶器
の名称」「部位の名称」「器形」など10部からな
り、各部の中は筆画順に排列。

滿漢大辭典:修订本 =  ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠶᠣᠩᡴᡳ�ᠠᠩᡤᠠ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠ ᠪᡳᡨᡥᡝ  / 安双
成 主编. -- 沈阳 : 辽宁民族出版社, 2018.5. -- 3, 3, 2, 3, 2, 
1376p ; 27cm
ISBN: 9787549709939 KJ92-C11
（満州語・中国語大辞典）

中国语言生活状况报告. 2019 / 国家语言文字工作委员
会 组编. -- 北京 : 商務印書館, 2019.5. -- 9, 6, 335p ; 
26cm + CD-ROM 1枚 (12cm). -- (语言生活皮书 ; B014)
索引あり.
ISBN: 9787100175067
9787900284938 KK13-C44
（中国言語生活状況報告. 2019）

中国语言文字事业发展报告. 2018 / 国家语言文字工作
委员会 组编. -- 北京 : 商務印書館, 2018.5. -- 7, 189p ; 
26cm. -- (语言生活皮书)
ISBN: 9787100161411 KK17-C19
　中国における言語・文字政策に関する報告書。「
公用言語・文字の普及」「言語・文字の規範化、標
準化、情報化」「言語資源の科学的な保護」など6
章からなり、巻末に「教育部国家言語文字工作委員
会が発布に関わった《公用言語・文字普及推進プロ
ジェクト実施案》の通知」など5つの付録を付す。
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＜科学技術＞
上海话大词典 / 钱乃荣 编著. -- 第2版. -- 上海 : 上海辞書
出版社, 2018.11. -- 7, 2, 3, 888p ; 21cm + CD-ROM 1枚
索引あり.
ISBN: 9787532651498 KK44-C28
（上海語大辞典）

中国科学技术与工程指标 = China science, technology 
and engineering indicators / 中国科协创新战略研究
院 著. -- 北京 : 清華大學出版社, 2018.5. -- IX, 352p ; 27cm
ISBN: 9787302490449 M45-C110
　中国の科学技術と工学の発展状況に関する指標を
分析した報告書。「科学技術の人的資源」「科学技
術と工学の高等教育」など8部からなり、巻末に「本
文中に引用されたデータ」「主な指標の定義」の2つ
の付録を付す。

中国科技期刊发展蓝皮书. 2018 (科技期刊融合出版
专题) / 中国科学技术协会 主编. -- 北京 : 科学出版社, 
2018.10. -- v, 218p ; 24cm
索引あり.
ISBN: 9787030586605 M111-C71
　中国の科学技術系雑誌に関する報告書で、本号は
電子出版と冊子体の出版の融合をテーマとする。
「第1章　メディア融合及び科学技術雑誌の融合出
版」「第2章　国際的な科学技術雑誌の融合出版」
など4章からなる。巻末に「中国の科学技術雑誌の
2017年度の発展概況」「専門用語索引」など4つの
付録を付す。

中国近代中医书刊联合目录 / 李鴻涛, 张华敏 主编. -- 
北京 : 學苑出版社, 2018.8. -- 2冊 ; 27cm
索引あり. 文献あり.
ISBN: 9787507754667 SC1-C32
　近代中国医学関係の図書及び雑誌の総合目録。中
国国内の図書館181館で所蔵する図書8,545タイト
ル、雑誌842タイトルについて、書誌事項、所蔵機
関及び解題を収録する。「中国語中医薬図書目録
（1911-1949）」「中国語中医薬雑誌目録（1900-
1949）」の2編からなり、図書は分類別、雑誌は出
版地別に排列。巻末にピンイン順の書名、雑誌名及
び著者名索引を付す。

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞
中国智库成果名录 = Directory of Chinese think tank 
reports. No.1 / 谢曙光, 王文军, 蔡继辉 主编. -- 北京 : 
社会科学文献出版社, 2018.12. -- 3, 431p ; 27cm
索引あり.
ISBN: 9787520133265 UA1-C3
　中国のシンクタンクの成果物として刊行された資
料の目録。2016年の刊行物約2,000タイトルを対象
に、書誌事項及び研究機関名を書名のピンイン順に
排列。巻末に出版社別の書名索引を付す。

民国时期图书总目 : 哲学 / 国家图书馆 编. -- 北京 : 国
家图书馆出版社, 2018.5. -- 2, 2, 2, 1, 2, 2, 706p ; 27cm
索引あり.
ISBN: 9787501362998 UP5-C44
　1911年から1949年9月までに中国で出版された中
国語図書のうち、哲学及び心理学分野の4,830タイ
トルを収録。「哲学総論」「心理学」等11の大分類

を、「マルクス主義哲学」等53に細分し、書名のピ
ンイン順に排列。各項目には書誌事項、解題、所蔵
機関を掲載する。巻末にピンイン順の書名索引を付
す。

域外漢籍珍本總目提要 / 孫曉 等 编著. -- 重慶 : 西南
師範大學出版社, 2018.10. -- 2冊 ; 24cm. -- (域外漢籍
研究文叢)
ISBN: 9787562195160 UP72-C150
　中国国外の漢籍のうち稀覯本等を収録した『域外
漢籍珍本文庫』の解題付き目録。各項目に、書誌事
項、所蔵機関及び解題を収録。正編及び叢編の2編
からなり、正編は四部分類別、叢編は所蔵国別に排
列する。

日本語の部

＜歴史・地理＞
習近平用典 / 人民日報評論部 著 ; 高潔, 陸晩霞, 謝秦, 
林彬, 沈書娟, 曹娜, 呉爽 訳. -- 東京 : 博文国際 ; 東京 : 
コスモ21 (発売), 2019.6. -- 366p ; 20cm
文献あり.
ISBN: 978-4-87795-380-5 GK391-M16

＜哲学・宗教＞
孫文・日本関係人名録 / 孫文記念館 編. -- 増訂版. -- 
神戸 : 孫中山記念会, 2012.11. -- 162p ; 30cm
文献あり.
 HB135-L1

＜芸術・言語・文学＞
デイリーコンサイス中日・日中辞典 = SANSEIDO’S 
DAILY CONCISE CHINESE DICTIONARY / 杉本
達夫, 牧田英二, 古屋昭弘 共編. -- 第3版 プレミアム
版. -- 東京 : 三省堂, 2019.7. -- 80,839,635p ; 16cm
索引あり.
ISBN: 978-4-385-12270-0 KK12-M4

三国志演義事典 / 渡邉義浩, 仙石知子 著. -- 東京 : 大
修館書店, 2019.7. -- 330,41p ; 22cm
年表あり 索引あり.
ISBN: 978-4-469-03215-4 KK222-M7

＜科学技術＞
中医基本名詞術語中日英対照国際標準 = International 
Standard Chinese-Japanese-English Basic Nomenclature 
of Chinese Medicine / 『中医基本名詞術語中日英対照
国際標準』日本制作委員会 編著. -- 市川 : 東洋学術出版
社, 2019.10. -- 26, 756p ;  22cm
文献あり 索引あり.
ISBN: 978-4-904224-67-0 SC3-M7

2.　コリア（韓国、北朝鮮）

朝鮮語の部

＜政治・法律・行政＞
법제이론과 실제 = Theory and practice of legislative 
drafting / 국회 법제실 [編]. -- 전면개정판. -- [서울] : 
국회 법제실, 2019.7. -- 895p ; 26cm
（法制理論と実際） A121-K24
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　前版は2016年刊。韓国の法制業務に必要な法理
論と実例を整理した解説書。「法制総論」「立案実
務」の2編からなる。巻末に「類型別立法モデル」
など3つの付録を付す。

헌법재판소 30년사 : 30년의 바른 걸음, 헌법을 세우다 
: 1988-2018 = Thirty years of the Constitutional 
Court of Korea / 헌법재판소 [編]. -- 서울 : 헌법재판
소, 2018.7. -- 919p ; 27cm　索引あり.
（憲法裁判所30年史 : 30年の正しい歩み、憲法を立
てる : 1988-2018） AK4-211-K99
　韓国の憲法裁判所の歴史と活動を整理した年史。
「憲法裁判制度の導入と変遷」「憲法裁判所30年」
など3章からなる。巻末に「憲法裁判所30年史年
表」など10の付録を付す。決定索引の排列は事件番
号順、事項索引の排列はハングル字母順。

제19대 국회경과보고서 : 2012.5.30.~2016.5.29 / 국
회사무처 [編]. -- [서울] : 국회사무처, 2016.12. -- vi, 
609p ; 23cm
（第19代国会経過報告書 : 2012.5.30.~2016.5.29）
 AK4-241-K70
　韓国の第19代国会の活動記録。「第19代国会主要
統計」「議案」など17の項目からなる。巻末に付録
として「開会辞」「大統領演説」を付す。

이민법 = Immigration law / 이철우, 이희정, 강성식, 
곽민희, 김환학, 노호창, 이현수, 차규근, 최계영, 최윤
철, 최홍엽 지음. -- 제2판. -- 서울 : 박영사, 2019.4. -- 
xxiv, 543p ; 26cm. -- (한국이민재단총서 시리즈 ; 2)　
文献あり.　 索引あり.
ISBN: 9791130332567
（移民法） AK4-631-K23
　前版は2016年刊。韓国の移民政策及び移民関連法
令を解説した概説書。「移民法の構造と法源」「外
国人の法的地位」など12章からなる。巻末に「移民
法文献目録」を付す。判例索引の排列は法院ごとに
宣告日順、事項索引の排列はハングル字母順。

국방정책변천사 : 1988~2003 / 국방부 군사편찬연구
소 [編]. -- [서울] : 국방부 군사편찬연구소, 2016.12. 
-- 599p ; 25cm　文献あり.　索引あり.
ISBN: 9791155980422
（国防政策変遷史 : 1988~2003） AK4-651-K86
　前版は1995年刊。韓国の盧泰愚、金泳三、金大
中政府の国防政策の概要、経過及び成果等を解説。
「安保環境と国防政策の基本方向」「国防態勢の確
立」など5章からなる。巻末に「英語略語」「国会
国防業務」など11の付録を付す。索引の排列はハン
グル字母順。

＜経済・産業＞
韓國地方稅 60年史. 제1권 (연대사) / 한국지방세연구원 
[編]. -- 서울 : 한국지방세연구원, 2017.4. -- 636p ; 
26cm　 文献あり.
 DG291-K18
　韓国の地方税に関する論文集。第1巻（年代史）
は、地方税法制定以降の地方税制度の変遷を、胎動
期、基盤形成期、地方自治成熟期等6つに分けて記
述する。

韓國地方稅 60年史. 제2권 (주제사) / 한국지방세연구원 
[編]. -- 서울 : 한국지방세연구원, 2017.4. -- 488p ; 26cm　 
文献あり.
 DG291-K19
　韓国の地方税に関する論文集。第2巻（テーマ史）
は、取得税、住民税、地方所得税、地方消費税等11
の地方税目について、その変遷と評価を記述する。

韓國地方稅 60年史. 제3권 (지방세 운영) / 한국지방세연구
원 [編]. -- 서울 : 한국지방세연구원, 2017.4. -- 487p ; 26cm　 
文献あり.
 DG291-K20
　韓国の地方税に関する論文集。第3巻（地方税運
営）は、賦課・徴収、救済、納税者権利保護、課税
標準の各制度及び組織・人材の5つのテーマについ
て、その変遷と評価を記述する。

韓國地方稅 60年史. 제4권 (통계로 본 지방세 60년) / 한국지
방세연구원 [編]. -- 서울 : 한국지방세연구원, 2017.4. -- 
136p ; 26cm
 DG291-K21
　韓国の地方税に関する論文集。第4巻（統計で見た
地方税60年）は、地方税に関する統計を収録する。

＜歴史・地理＞
개화기·일제강점기(1876~1945) 재조일본인 정보사전 = 
Biographical encyclopedia of Japanese residents in 
Joseon from the enlightenment period to Japanese 
colonial era(1876-1945) / 고려대학교 글로벌일본연
구원 재조일본인 정보사전 편찬위원회 편자. -- 파주 : 
보고사, 2018.8. -- 22, 681p ; 27cm　索引あり.
ISBN: 9791155167120 
（開化期・日帝強占期(1876~1945)在朝日本人情報
事典） GB12-K1
　1876年から1945年までに朝鮮半島に居住あるいは
関わりのあった日本人999名について、名前、生年
月日、略歴、参考文献等を収録。排列は、人名のヨ
ミをハングルに置き換えたうえで、ハングル字母順
に排列。巻末に職業別索引等を付す。

독도사전 = Encyclopedia of Dokdo / 독도사전편찬위원회 
지음. -- 개정증보판. -- 부산 : 한국해양수산개발원, 2019.3. 
-- xxv, 594p ; 27cm　索引あり.　年表あり.
ISBN: 9791189964009
（独島事典） GE8-K49
　前版は2011年刊【GE8-K35】。前版の内容を修正
するとともに、128項目を新たに追加する。排列は
ハングル字母順。巻頭に「独島（竹島の韓国名）の
一般現況」、巻末に年表、関連法令、索引を付す。

＜芸術・言語・文学＞
한국시대사전 = The encyclopedia of Korean poetry / 
허영자, 윤금초, 윤해규 편저. -- 4판, 개정증보판. -- 서
울 : 이제이피북, 2011.3. -- 3550p ; 27cm
漢字タイトル: 韓國詩大事典.
索引あり.
ISBN: 9788996612704 KJ42-K278

새로 쓴 표준 국어문법론 / 남기심, 고영근, 유현경, 최형
용 지음. -- 전면개정판. -- 서울 : 한국문화사, 2019.2. 
-- xx, 593p ; 26cm　文献あり.　索引あり.
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ISBN: 9788968177231
（新訂標準国語文法論） KJ43-K417

한국어 기본어휘 의미 빈도 사전 / 서상규 지음. -- 개정판. 
-- 서울 : 한국문화사, 2019.3. -- viii, 622p ; 26cm.　 
索引あり.
ISBN: 9788968177392
（韓国語基本語彙語義頻度辞典） KJ43-K418
　前版は2014年刊【KJ43-K297】。「韓国語教育
標準コーパス」において10以上のテキストに現れ、
かつ15回以上の頻度で出現した語彙7,203語につい
て、語義ごとにその出現頻度の割合を収録する。排
列はハングル字母順。

＜科学技術＞
심리학사전 = Dictionary of psychology / 양돈규 지음. 
-- 제2판. -- 서울 : 박영사, 2017.10. -- v, 967p ; 27cm 
漢字タイトル: 心理學辭典.
索引あり.
ISBN: 9791130304106 SB2-K3
　心理学及びその関連用語約7,500語について、用語
名とその漢字形及び英語名、解説を収録。排列はハ
ングル字母順。巻末に英語索引を付す。

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞
2018 재외동포 언론 실태조사 / 장은미, 박영흠 공동연구 ; 강
석, 박진우, 심하영 필진. -- 서울 : 한국언론진흥재단, 
2018.12. -- 436p ; 26cm. -- (조사분석 ; 2018-03)　文献あり.
ISBN: 9788957115237
（2018在外同胞言論実態調査） UC21-K25

제3차 도서관발전종합계획 : 2019-2023 = Comprehensive 
library advancement plan / 대통령 소속 도서관정보정책
위원회 [編]. -- 서울 : 대통령 소속 도서관정보정책위원회, 
2019.3. -- 96p ; 26cm
ISBN: 9791163570738
（第3次図書館発展総合計画 : 2019-2023）
 UL61-K18

日本語の部

＜政治・法律・行政＞
「在日」の相続法その理論と実務 / 趙慶済 著. -- 東
京 : 日本加除出版, 2019.4. -- 672p ; 21cm　索引あり.
ISBN: 978-4-8178-4553-5 A911-M9

わかりやすい韓国化粧品法. 2018年 基礎編 / 吉田武
史 監修 ; 吉田法務事務所 著. -- [東京] : 吉田法務事務
所 ; 東京 : 薬事日報社 (発売), 2018.4. -- 185p ; 21cm
ISBN: 978-4-8408-1429-4 AK4-541-L3

＜経済・産業＞
在朝日本人社会の形成 : 植民地空間の変容と意識構
造 / 李東勲 著. -- 東京 : 明石書店, 2019.6. -- 397p ; 
22cm　文献あり 索引あり.
ISBN: 978-4-7503-4856-8 DC812-M43

北朝鮮と観光 = TOURISM IN NORTH KOREA / 礒
﨑敦仁 著. -- 東京 : 毎日新聞出版, 2019.7. -- 220p ; 
19cm
ISBN: 978-4-620-32593-4 DK261-M65

化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化
粧品会社の戦略比較 / 赤松裕二 著. -- 堺 : 大阪公立
大学共同出版会, 2018.12. -- 210p ; 22cm　文献あり.
ISBN: 978-4-907209-92-6 DL535-M1

韓国農政の70年 : 食糧増産から農村開発、そして農業
保護へ / 縄倉晶雄 著. -- 名古屋 : ブイツーソリューショ
ン ; 東京 : 星雲社 (発売), 2019.11. -- 342p ; 21cm　文
献あり 年表あり.
ISBN: 978-4-434-26694-2 DM46-M3

＜社会・労働＞
韓国の大統領制と保育政策 : 家族主義福祉レジーム
の変容 / 崔佳榮 著. -- 京都 : ミネルヴァ書房, 2019.3. 
-- 233p ; 22cm. -- (シリーズ・現代の福祉国家 ; 15)　
文献あり 索引あり.
ISBN: 978-4-623-08554-5 EG57-M83

徴用工裁判と日韓請求権協定 : 韓国大法院判決を読
み解く / 山本晴太, 川上詩朗, 殷勇基, 張界満, 金昌浩, 
青木有加 著. -- 東京 : 現代人文社 ; [東京] : 大学図書 
(発売), 2019.9. -- 229p ; 21cm　文献あり 年表あり.
ISBN: 978-4-87798-726-8 EL75-M25

＜教育＞
韓国の高等教育政策 : 直面する課題と利害関係者 / 小
川佳万, 姜姫銀 著. -- 東広島 : 広島大学高等教育研究
開発センター, 2019.3. -- 87p ; 26cm. -- (高等教育研究
叢書  = Reviews in higher education ; 147)
ISBN: 978-4-86637-014-9 FD11-M2

韓国における大学倒産時代の到来と私立大学の生存
戦略 / 尹敬勲 著 ; 松本麻人 監修. -- 東京 : ジアース教
育新社, 2019.8. -- 167p ; 21cm　文献あり.
ISBN: 978-4-86371-491-5 FD11-M4

＜歴史・地理＞
韓国民主化100年史 : 三・一独立運動からキャンドル革
命へ / 青柳純一 著. -- 東京 : 新幹社, 2019.6. -- 95p ; 21cm
ISBN: 978-4-88400-132-2 GE129-M9

韓国の社会はいかに形成されたか : 韓国社会経済論
断章 / 水野邦彦 著. -- 東京 : 日本経済評論社, 2019.4. 
-- 264p ; 21cm. -- (シリーズ社会・経済を学ぶ)　索引
あり.
ISBN: 978-4-8188-2525-3 GE136-M7

韓国政治経済論概説 / 李正勲 著. -- 名古屋 : 三恵社, 
2019.6. -- 177p ; 21cm　文献あり. 
ISBN: 978-4-86693-067-1 GE136-M10

＜哲学・宗教＞
はじめての韓国仏教 : 歴史と現在 / 佐藤厚 著. -- 東京 : 
佼成出版社, 2019.10. -- 281,7p ; 19cm　文献あり 年表
あり 索引あり.
ISBN: 978-4-333-02813-9 HM81-M2

＜芸術・言語・文学＞
韓国近代美術史 : 甲午改革から1950年代まで / 洪善
杓 著 ; 稲葉真以, 米津篤八 訳. -- 東京 : 東京大学出版
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会, 2019.9. -- 339p ; 22cm　索引あり.
ISBN: 978-4-13-086056-7 K144-M1

日本統治下の朝鮮シネマ群像 : 戦争と近代の同時代
史 / 下川正晴 著. -- 福岡 : 弦書房, 2019.5. -- 325p ; 
19cm　文献あり 年表あり.
ISBN: 978-4-86329-188-1 KD671-M4

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞
日本現存朝鮮本研究. 史部 / 藤本幸夫 著. -- ソウル : 大
韓民国東国大学校出版部, 2018.7. -- 37, 1588 p ; 31cm
ISBN: 978-89-7801-759-6 UP72-M3

3.　アジア諸地域（中国、コリア以外）

アジア全般

梵文『維摩経』翻訳語彙典 = Japanese Translation 
of the Vimalakirti Sutra. / 植木雅俊 著. -- 京都 : 法
藏館, 2019.9. -- 1275p ; 27cm + 文法用語の略号(1枚). 
ISBN: 978-4-8318-7023-0 HM25-M7

世界の図書館から = From the Libraries of the 
World : アジア研究のための図書館・公文書館ガイ
ド. / U-PARL 編集. -- 東京 : 勉誠出版 (発売), 2019.3. 
-- 219p ; 27cm.
ISBN: 978-4-585-20069-7 UL311-M1

Routledge handbook of Asia in world politics 
(Routledge handbooks) / edited by Teh-Kuang 
Chang and Angelin Chang. -- London : Routledge, 
2018. -- x, 285 pages ; 26 cm.
ISBN: 9784831870230  A76-B269

北東・東アジア

＜北東・東アジア全般＞
年号と東アジア : 改元の思想と文化. / 水上雅晴 編. 
-- 東京 : 八木書店古書出版部 ; 東京 : 八木書店 (発売), 
2019.4. -- 706,61p 図版32p ; 22cm.
文献あり 索引あり.
ISBN: 978-4-8406-2227-1 GE113-M3

Routledge handbook of democratization in East Asia 
(Routledge handbooks) / Tun-jen Cheng and Yun-han 
Chu. -- London : Routledge,Taylor & Francis Group, 
2018. -- xviii, 531 pages : illustrations ; 26 cm.
ISBN: 9781138838741 A31-B225

＜モンゴル＞
Historical dictionary of Mongolia Fourth edition 
(Historical dictionaries of Asia, Oceania, and the 
Middle East) / Alan J.K. Sanders. -- Lanham : 
Rowman & Littlefield, [2017]. -- 2 volumes (xcvi, 
1020 pages) : map ; 24 cm.
ISBN: 9781538102268 (v. 1), 9781538102275 (v. 2)
 GE8-B128

東南アジア

＜東南アジア全般＞

東南アジア文化事典 / 信田敏宏 編集委員長. -- 東京 : 
丸善出版, 2019.10. -- 794p ; 22cm.
索引あり.
ISBN: 9784621303900 GE8-M1

＜インドネシア＞
Mengenal lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia 
/ Weinata Sairin, M.Th. -- Cetakan pertama. -- 
Jakarta : Media Prima Aksara, 2013. -- xxi, 794 pages 
; 23 cm ; -- Includes bibliographical references (pages 
557-558).
ISBN: 9786029960563 Y735-TS-3702
（インドネシアの宗教団体を知る）
　ムハマディヤ、ナフダトゥル・ウラマー、インド
ネシア・ウラマー評議会など10の宗教団体につい
て、歴史、綱領、執行部の体制などを収録。巻末に
インドネシア宗教大臣規則2010年第10号など4の付
録を付す。

Proyeksi penduduk Indonesia, 2015-2045 : hasil 
SUPAS 2015 / naskah, Subdirektorat Statistik 
Demografi. --[Jakarta] : Badan Pusat Statistik, 
[2018]. -- xiii, 466 page ; 30 cm.
ISBN: 9786024381899 Y735-TS-3756
（2015-2045年のインドネシアの人口予測：2015年
中間人口センサス結果）
　「概説」「仮定」「結果」の3章及び36の統計表
からなる。2015年の人口中間センサスの結果をもと
に、政策目標に基づく場合及び2015年の水準に基づ
く場合の2通りの人口推計シナリオを提示し、解説
する。統計表は政策目標シナリオに基づき、2015年
から2045年までの各年について、インドネシア全体
及び州別の、年齢層・性別ごとの人口、出生率、死
亡率、国際人口移動の推計値を収録。

Atlas sejarah Jakarta = Historical atlas of Jakarta 
/ Adolf Heuken SJ. -- Jakarta : Cipta Loka Caraka, 
2014 -- 1 atlas (144 pages) :color illustrations, color 
maps ; 32 cm ; -- Includes bibliographical references 
(pages 142-143). 
 Y735-TS-3757
　ジャカルタの歴史地図。「バタヴィア／ジャカル
タの発展」「ジャカルタの出来事と開発」「付録」
の3部からなる。「バタヴィア／ジャカルタの発
展」は地層及び先史時代から2000年までの7つの時
代区分ごとに、「ジャカルタの出来事と開発」は「
人口」「交通」「デモと暴動」など12のテーマごと
に、それぞれ地図と解説を収録。「付録」として「
人名一覧」「外国語用語集」など4の付録を付す。

Kamus istilah bahasa Lampung / Ainun Mahya. 
-- Depok, Sleman, Yogyakarta : Frasa Lingua, 
[2016]. --  iv, 234 pages, 1 unnumbered page ; 19 
cm : Includes bibliographical references (page 235). 
ISBN: 9786026805812 Y735-TS-3809
（インドネシア語－ランプン語、ランプン語－イン
ドネシア語辞典）
　ランプン語は、スマトラ島南端のランプン州で使
用されている言語である。巻頭にランプン語の方
言、音素、音韻、品詞の解説がある。見出し語の意
味を収録。排列はアルファベット順。
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Buk bang sinda : Bidayuh Bau-English-Malay : Bi-
dayuh Bau wordlist = daftar kata Bidayuh Bau. / 
Kuching, Sarawak, Malaysia : Dayak Bidayuh Na-
tional Association, [2013]. -- xiii, 276 pages ; 22 cm :  
Includes bibliographical references (page xi). 
ISBN: 9789832981084  Y735-TS-3810
　（ビダユ・バウ語－英語-マレー語単語リスト）
　ビダユ・バウ語は、ボルネオ島のサラワク州で使
用されている言語である。見出し語の品詞、英語と
マレー語の意味を収録。英語、マレー語から引くこ
ともできる。排列はアルファベット順。

Kamus bahasa Batak Toba-Indonesia, Indonesia-
Batak Toba / Bernhard Limbong. -- Cetakan pertama. 
-- Bekasi : Permata Aksara, 2014. -- ix, 790 pages ; 
24 cm
ISBN: 9792573585 Y735-TS-3972
（バタク・トバ語－インドネシア語、インドネシア
語－バタク・トバ語辞書）
　バタク・トバ語は、スマトラ島の北部で使用され
ている言語である。見出し語の読み、意味、同義語
を収録。排列はアルファベット順。

Kamus pemilu populer : kosa kata umum, pengalaman 
Indonesia dan negara lain / Drs. Gotfridus Goris 
Seran, M.Si. -- Edisi pertama, cetakan pertama. -- 
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013. -- xxvi, 767 pages ; 
23 cm ; -- Includes bibliographical references (pages 
761-767).
ISBN: 9786022620846 Y735-TS-3973
（選挙に関する用語辞典（インドネシアと世界全
般））
　不在者投票、選挙区などの一般的な選挙用語と
インドネシアの個別の選挙用語など594項目が取り
上げられている。巻頭にアルファベット順の見出し
語一覧、巻末に参考文献を付す。排列は見出し語の
アルファベット順。インドネシアの国民代表議会選
挙、大統領および副大統領選挙は行われた年ごとに
見出し語が設けられ、選挙の概要と表にまとめられ
た得票率、議席数といった選挙結果が収録されてい
る。

南アジア

＜南アジア全般＞
ムンダ語擬音語擬態語辞典 = A dictionary of Mundari 
expressives (アジア・アフリカ基礎語彙集 = Asian 
and African lexicon ; 61) / 長田俊樹, ネイサン・バ
デノック 共編. -- 府中 (東京都) : 東京外国語大学ア
ジア・アフリカ言語文化研究所, 2019.9. -- 8, 298p ; 
27cm.
文献あり.
ISBN: 9784863373037 KL71-M1

＜インド＞
Buddhism and Jainism (Encyclopedia of Indian 
religions) (Springer reference) / K.T.S. Sarao, Jeffery 
D. Long, editors. -- Dordrecht, the Netherlands : 
Springer, [2017]. -- 2 volumes (xv, 1423 pages) : color 
illustrations ; 26 cm ; -- Includes bibliographical 
references and index

ISBN: 9789402408515(set)  HM2-B17

＜パキスタン＞
Routledge handbook of contemporary Pakistan 
(Routledge handbooks) / edited by Aparna Pande. -- 
London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 
-- xxii, 532 pages : illustrations ; 26 cm ; -- Includes 
bibliographical references and index.
ISBN: 9781138903715 GE647-B14

西アジア

＜西アジア全般＞
Historical dictionary of Islamic fundamentalism 
Second edition (Historical dictionaries of religions, 
philosophies, and movements) / Mathieu Guidère. 
-- Lanham : Rowman & Littlefield, [2017]. -- xli, 
607 pages ; 24 cm ; -- Includes bibliographical 
references.
ISBN: 9781538106693  GE8-B120

北アフリカ

＜モロッコ＞
Historical dictionary of Morocco Third edition 
(Historical dictionaries of Africa) / Aomar Boum, 
Thomas K. Park. -- Lanham, Maryland : Rowman 
& Littlefield, [2016]. -- lxix, 927 pages ; 24 cm ; -- 
Includes bibliographical references.
ISBN: 9781442262966  GF8-B60

中央アジア

＜カザフスタン＞
Мотивологический словарь казахского языка, 
или, Тайны буквальных смыслов : научно-
учебное издание / Марат М. Гинатуллин. -- Алматы : 
Издательство «ЛЕМ», 2017. -- 544 pages : illustrati-
ons ; 21 cm ; -- Includes bibliographical references 
(pages 3-8).
ISBN: 9786012394306 KJ122-P69
（カザフ語語源辞典）
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