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アジア情報室では、蔵書構築の参考とする
ため、定期的に外部有識者の意見を聴取して
いる。令和 2 （2020）年 1 月10日、中村元哉 東
京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教
授をお招きし、当館が平成 8 年度から 9 年度
にかけてコレクションとして購入した、上海
新華書店旧蔵書（以下、「新華コレクション」）
の価値や活用方法などについてお話しいただ
いた。本稿はその概要である。

（関西館アジア情報課）
*【　】は当館請求記号。

I.　 新華書店の歴史
　1.　新華書店
新華書店は1937年に中国共産党の書店と

して延安で営業を開始した。当初は書店であ
りながらも、出版・編集、印刷、発行をすべ
て引き受ける事業形態だった。その後、新華
書店は、中国各地に発行のみを担当する分店
を次々に開設し、中華人民共和国が誕生した
1949年には、全国に735の店舗を構え、約8,100
人の職員を擁し、出版点数5,291種類、総発行
部数 4 億4,740万冊という巨大な組織となった1。
新華書店は、1950年 3 月25日に公布された「关

于统一全国新华书店的决定2」によると、北京
に置かれた総管理処（のちの本店）の下に東北、
華北、西北、中南、華東、華南、西南の 7 つ
の総分店を設置し、さらにその下に各地の分
店を配置するという構成だった。
中国では、1950年から1951年にかけて出版

体制の合理化をめざして抜本的な改革がすす
められた。この改革により、新華書店が担っ
ていた業務のうち、出版業務は人民出版社に、

印刷業務は新華印刷廠に分割され、新華書店
は発行業務のみを担当するようになった。そ
れから半世紀を経た2002年、新華書店は国有
企業改革の一環として商務印書館、中華書局
といった大手出版社とともに中国出版集団3を
構成するに至った。
　2.　上海新華書店

1949年 5 月27日の上海「解放」4をうけて、 
 6 月 5 日に上海に新華書店臨時第一門市部、同
第二門市部が開設された。これが上海新華書
店の始まりである。続いて同年 9 月 1 日には、
上海地区の発行業務の責任を負う華東新華書
店総分店上海分店として営業を開始した。上
海新華書店は、経済的にも文化的にも豊かな
エリアである華東地域を担当し、1950年代か
ら1990年代にかけて中国の発行事業において
重要な拠点になった。
II.　新華コレクションの概要と分析
　1.　新華コレクションの概要
新華コレクションは、上海新華書店が保

管していた見本書の集合体である。見本書と
は、販売に先駆けて各出版社から納品される
サンプルのことであり、発行業務を統括した
新華書店にはほぼすべての見本書が納品され
ていると推測される。上海新華書店も華東地
域で出版されたサンプルをほぼ保管している
と考えられ、それを引き継いだ国立国会図書
館関西館の新華コレクションは、1950年代か
ら1990年代初頭を中心とする見本書約17万
冊（1930年代から1940年代の中華民国期の
ものも含む）で構成されている。平成 8 年度
から 9 年度にかけて国立国会図書館が購入し、
そのうち平成13年度から18年度にかけて書誌

関西館アジア情報室が所蔵する上海新華書店旧蔵書について

中村　元哉（東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授）

2

1 店舗数及び職員数については、『新华书店五十年 : 1937-
1987（新華書店五十年 : 1937-1987）』（新华书店总店 , 1987）
【UE111-C1】「新华书店五十年纪事」p.6に記載がある。また、
出版点数および総発行部数も含めた数値は『迅速发展的中
国印刷业 . 新中国的图书发行与图书宣传 . 辉煌的一页 : 著
名出版社历程回顾（迅速に発展した中国の印刷業 . 新中国の
図書の発行と宣伝 . 輝かしき一ページ : 著名出版社の歴史を
振り返る）』（中国当代出版史料：1949-1999 ; 4）（大象出版社 , 
1999.9）【UE21-C77】p.122にも記載されている。（ただし、
出版点数および総発行部数については不完全な統計に基づく

との但し書きが付されている。）
2 宋原放主编『中国出版史料』现代部分第 3 卷上册（山东
教育出版社 , 2001.4）【UE21-C36】p.70
3 中国最大の出版グループで、38の著名な出版機関によっ
て構成されている。
http://www.cnpubg.com/
4 第二次世界大戦終戦後に再開した国共内戦により、1949
年 5月、人民解放軍が上海を「解放」した。この戦闘結果は、
国民党からみれば上海「淪陥」となる。
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データ入力が行われた約15万冊が関西館にお
いて利用可能となっている5。
図 1 　新華コレクションの一例

　2.　出版年代からの分析
この新華コレクションについて、年代ごと

に書誌数を集計した結果が表 1 である。まず
目につくのは、全体の約半数という圧倒的な
分量が1951年から1960年までの10年間に集中
していることである。これは、新華コレクショ
ンの顕著な特徴である。

表 1 　出版年代ごとの書誌数（新華コレクション）
年代 書誌数(件) 割合(%)
-1930 601 0.4

1931-1940 7,059 5.1
1941-1950 5,984 4.3
1951-1960 65,346 47.4
1961-1970 18,245 13.2
1971-1980 15,068 10.9
1981-1990 21,392 15.5

1991- 4,310 3.1

1960年代以降書誌数が大きく減っている理
由は、やはり「大躍進」政策6による経済及び
社会の混乱である。ただ、その直後の1960年
代前半、中国共産党による思想統制がいった
ん緩められた時期があった。その結果として
1962年に、それまで批判的な紹介すら許され
なかった西側諸国の政治思想の翻訳や分析レ
ポート、あるいはそれらの思想を取り入れて
発展してきた20世紀前半の中華民国期を彷彿
させるような書籍が出版された。
その後、1966年から始まった文化大革命に

よって、中国の出版事業は壊滅的な状況に陥っ

た。それでも中国は、文革期の1970年代前半
にアメリカや日本に接近したこと7から、改革
開放へと向かう水脈を当時から少しずつ拡大
していたというのが、近年の定説である。し
たがって、当時の出版物のなかにも、そういっ
た改革開放の兆しを予感させる文献・資料が
含まれていることがあり、新華コレクション
をつぶさに調査すれば何らかの手がかりを得
られる可能性がある。
　3.　出版社からの分析
次に、書誌数の多い出版社順に並べたのが

表 2 である。

表 2 　出版社ごとの書誌数（新華コレクション）
出版社 所在地 書誌数(件)

上海人民出版社 上海 8,535
商務印書館 上海 7,303
上海科学技術出版社 上海 6,386
上海文芸出版社 上海 3,894
上海人民美術出版社 上海 3,135
人民出版社 北京 3,061
中華書局 北京 2,943
上海教育出版社 上海 2,726

上海新華書店とつながりの深い上海人民出
版社の件数が多いこと、中国共産党系列の出
版社の件数が上位にあることは、当然である。
そのなかにあって、上海科学技術出版社の件
数がかなり多いことに注目したい。後述する
が、新華コレクションには経済史、科学技術
史に関する文献・資料が数多く含まれており、
それが表 2 の結果としても表れている。上海
科学技術出版社の文献・資料は他機関でも所
蔵されており、それらの一つ一つが貴重だと
は言えないが、これだけの分量をまとめて調
査できるのは新華コレクションをおいて他に
はない。1950年代から1970年代の経済史、科
学技術史を研究するのであれば、まず新華コ
レクションを調査して全体像を把握すること
が必要だろう。
また、人民出版社や中華書局といった、北

京の出版社の件数が一定数含まれている。つ

3

5 残りの約 2万冊には、国際子ども図書館で利用可能な児
童書約 2,000冊（コレクションとしての括りは設けていな
い）のほか、未整理の綫装本約 4,000冊、逐次刊行物約 5,000
冊、中国語以外の図書約 600冊、児童書約 6,000冊などが
含まれる。
6 人民公社を実行単位として行われた急進的な社会主義建

設運動である。鉄鋼を始めとする各種産業の生産目標が過
度に高く設定されたことで、粗悪品の氾濫や虚偽の達成報
告が蔓延し、経済の混乱や食糧不足による大量の餓死者が
発生した。
7 1971年の米中接近（ニクソンショック）、1972年の日中
国交正常化が顕著な例である。
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まり、華東地域を中心とする新華書店コレク
ションからも、当時の全国的な状況をある程
度つかめるということであり、中華人民共和
国史に関心のある研究者はそれぞれの研究の
入り口として活用できるだろう。
III.　新華コレクションの意義
　1.　全体からみた意義
新華コレクションの意義として挙げられる

べきは、一にも二にもこれだけの分量がまと
まっていることである。新華書店が発行した文
献・資料自体は珍しいものではなく、むしろど
こにでもある平凡なものである。しかし、日本
でも、そして台湾や香港でも、見本書コレクショ
ンをこれほどの規模で所蔵している機関は他
にない8。本店である北京新華書店にも同様の
見本書コレクションがあるものの、これは非公
開であり、コネクションのない研究者が利用す
ることは困難である。そのため、日本で自由に
利用できる新華コレクションは、海外の研究者
にとっても大変に貴重なものだろう。
　2.　個別研究からみた意義
新華書店コレクションは、個別研究を深め

る上でも有用性が高い。経済史、科学技術史、
教育史、文化史、メディア史など多くの研究
分野での活用が期待される。
　(1) 経済史、科学技術史
先述のとおり、新華コレクションの特色の

一つは、経済および科学技術関連の文献・資
料を多く含むことである。これは華東地域が
経済的にも技術的にも当時の中国において最
先端を走っていたからであり、これらの文献・
資料は、中国が社会主義を建設する上でどの
ように技術力を蓄えようとしていたのかを読
み取る際に有益である。たとえば、上海市科
学技術編訳館が1964年から1965年に刊行した
『电声学（電気音響学）』【XP-C-2025, 1380】
や『化学热处理（化学熱処理）』【XP-C-1400, 
1401】は、科学技術の発展過程を読み取る際
の参考になる。研究者は、これらの文献・資

料から、当時の中国の科学技術レベルがどの
程度だったのかを客観的に把握できるだろう。
また、『我国过渡时期国民经济的分析（我が国
の過渡期における国民経済の分析）』【XP-B-
2571】、『上海解放前后物价资料汇编（上海解放
前後の物価資料彙編）』【XP-B-2588】などは、
当時の経済状況を知る一つの手がかりになる
かもしれない。
　(2) 教育史、文化史
現在、教育史は、中国研究者の間で注目さ

れている研究領域である。人びとはどのよう
に教育をうけながら「中国」というアイデン
ティティを形成しようとしたのか、しかし、
それにもかかわらず、なぜ民族間の言語や文
化をめぐる多様性は残り続けるのかといった
問題は研究に値する9。その際に、教科書や教
師用指導書は重要な手がかりになり、新華コ
レクションに含まれる関連文献・資料は役立
つだろう。
また、『裁剪与缝纫（裁断と縫製）』【XP-D-

553】など当時の日常生活を映し出す文献・資
料は、社会史や文化史の発掘に貢献できる、
と考えられる。これらの文献・資料は検索で
はなかなか見つからないことから、関西館に
直接足を運んで調べる必要があるだろう10。
　(3) メディア史
メディアに関連する文献・資料は、党の宣

伝政策にも関係することから、一般には、研
究者にとっても入手しづらい。たとえば、連
環画は、約4,000タイトルも所蔵されており、
これほどの分量をまとめて調査できる研究機
関は他にはない11。
メディア史に関する主要な領域のうち、出

版政策や出版状況を手堅く分析するには、現
在のところ、『中国出版史料』【UE21-C36】が
最も有効である。これは、1940年代から1970
年代までの出版に関する主要な公的文書をほ
ぼ網羅している。とはいえ、政治判断から収
録されていない文書もあり、加えて1980年代

4

8 香港浸会大学には、1950年から 1970年代に中国大陸で出
版された文献や新聞・雑誌の切り抜きなどから成る友聯研究
所旧蔵資料がある。これを核とするのが、The Contemporary  
China Research Collection（図書・雑誌約6,500冊、切り抜き
約14,000ファイル、マイクロフィルム約4,000リール）である。
https://library.hkbu.edu.hk/collections/special-collections-
archives/contemporary-china-research-collection/
9 園田茂人・新保敦子著「教育は不平等を克服できるか」『叢
書★中国的問題群 . 8』（岩波書店 , 2010.6）【GE196-J8】など。

10 2020年 2月 28日より国立国会図書館ウェブサイト内で、
新華コレクションの書誌情報のオープンデータセットを公
開している。これによって、検索では見つけにくい文献・資
料も、より探しやすくなった。
https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/ind
ex.html#collection
11 中野徹「上海新華書店旧蔵書と中国の連環画」『アジア情
報室通報』10(1), 2012.3
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin10-1-1.php

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html#collection
https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html#collection
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以降についてはまだ刊行されていない。この
ような実状を前提とすれば、1980年代以降の
文献・資料を含む新華コレクションは、『中国
出版史料』がカバーしていない領域、とりわ
け華東地域の出版状況について復元できる可
能性を秘めている。
さらに、もしメディア史研究を外国の思想

や政治体制をどう認識しどう伝えたのかを探
る翻訳史研究や概念史研究にまで拡大するな
らば、新華コレクションはこれらの研究領域
でも威力を発揮し得る。
たとえば、ソビエト連邦（以下、「ソ連」）

の思想的影響力という点を考えてみよう。一
般には、中国が社会主義を選択した以上、ソ
連の影響力が強かったはずだ、と考えられて
いる。それは確かにそのとおりではあるが、
その影響力は時期や分野によって異なってい
た。
試しに、新華コレクションのタイトルに含

まれる国名を調査してみよう。結果は、図 2 の
とおりである。ソ連が圧倒的に多数を占めて
いるのは予想どおりだが、注目すべきは図 3 の
結果である。つまり、ソ連がタイトルに含ま
れる書誌数を出版年ごとに分類すると、ソ連
からの学知の導入に傾斜した1950年代半ばは
とりわけ多かったが、その後は急速に減少し
た。最近の幾つかの研究によれば、「中ソ対立」
が表面化する以前の1950年代後半から中ソの
溝は徐々に深まっていたとされ、この調査結
果も同様の傾向を示している。新華コレクショ
ンは、こうした面での実証研究にも応用でき
るだろう。

　(4) 憲政史
清朝末期に萌芽した憲政思想は、中華民国

期を経て、中華人民共和国においても、変容
を繰り返しながら残り続けた。実際、中華人
民共和国憲法が1954年に制定され、社会主義
憲政の時代が始まった。
そこで、憲法と憲政をキーワードに新華コ

レクションを検索すると12、図 4 のような結果
になる。関連する文献・資料が最も多く出版
されていたのが1954年であり、憲法の制定と
あわせて宣伝活動が強化されていたことが分
かる。次に多い時期が1960年代である。この
ころの中ソ関係は対立状態にあり、憲政モデ
ルとしてのソ連の重要度が低くなったことか
ら、中国独自のモデルを構築しなければなら
ないと考えられるようになった。そうした動
向が、少なからず反映されている。第 3 の波
は1975年前後である。1975年は文革末期に憲
法改正を行った年に当たり、1978年の憲法改
正につながった転換の年である。第 4 の波は
1982年前後である。この時期は改革開放が徐々
に軌道に乗り始め、現行憲法が施行された年
でもあった。つまり、新華コレクションは、
華東地域を中心とするとはいえ、憲政史とい
う全国レベルの出来事においても、全体の傾
向をある程度表しているわけである。

図 3 　ソ連をタイトルに含む書誌数

図 2 　タイトルに登場する主要国数

5

12 国立国会図書館オンラインで、出版年欄に該当年を、請
求記号欄に「XP-*」を、タイトル欄に「憲法」もしくは「憲

政」を入力し、検索結果から重複書誌を排除した。
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　(5) 内部資料
新華コレクションには、内部出版されたも

のも含まれている。たとえば、『六大以来（中
国共産党第六回全国代表大会13以来）』【XP-C-
308、309】は、1950年代半ばまでの中国政治
史を紐解くうえで貴重な資料の一つになるだ
ろう。他機関にも所蔵されており、珍しいも
のとは言えないが、新華コレクションに含ま
れている上海の政治事情に詳しい文献・資料
と併用すれば、政治の実態をより効率よくつ
かめる可能性もある。
また、1961年刊の『纳粹德国的谍报工作（ナ

チスドイツの諜報活動）』【XP-B-43938】はナ
チスの諜報活動を調査したものである。1950
年代後半の「反右派」闘争とよばれた思想弾
圧を経験した人びとが密告に関心を払ってい
たのかもしれないが、それにしても、ナチス
を分析対象とする文献が発行されていたこと
はやや意外でもある。
なお、内部資料は、香港中文大学中国研究

サービスセンター 14である程度まとめて確認
できる。新華コレクションに内部資料がどの
程度含まれているのかを調査しながら、2013
年に刊行された『中共中央文件选集 : 1949年
10月-1966年 5 月（中国共産党中央文書選集）』
【A56-C9-C371】を分析できれば、日本の中華
人民共和国史研究はもう少し前進するだろう。
　(6) 中華民国期の文献・資料
理由は不明ながら、新華コレクションには

中華民国期（1912-1949年）の貴重な原本の
一部が含まれている。上海新華書店が、中華

民国から中華人民共和国に移行する際に、貴
重だと判断したものを収集した可能性がある。
たとえば、孫文の息子である孫科が著した『宪

政要义（憲政要義）』【XP-A-87741】は、中国
憲政史を研究するうえで不可欠の文献である。
同書は、孫科の憲政に関する12の講演録で構
成されている。私は博士論文執筆時に『憲政
要義』の原本を確認するためだけに、南京、
重慶、台北に調査に行ったが、今回新華コレ
クションに含まれているのを発見して大いに
驚いた。新華コレクションには、この種の発
見がまだ残されているかもしれない。
IV.　おわりに
新華コレクションに含まれる文献・資料の

多くは、他の研究機関でも閲覧できる。しかし、
関西館にしかない貴重な文献・資料があるの
も事実である。やはり、関西館で新華コレク
ションを集中して閲覧できることのメリット
は大きい。
このメリットを生かすためにも、関西館に

は、研究者が継続的に書庫内で資料を閲覧で
きる仕組みを構築して欲しい。仮にそれが難
しいのであれば、新華コレクションの利用価
値を研究者の間に広めるためにも、研究会の
企画を定期的に開催して欲しい。こうするこ
とで、新華コレクションを利用する研究者が
増え、様々な研究成果が生み出されるはずで
ある。そうなれば、関西館はますます活性化
されるだろう。

（なかむら　もとや）

図 4 　憲法、憲政をタイトルに含む書誌数

6

13 中国共産党全国代表大会は、5年に 1回開催される党の最
高意思決定機関である。第6回大会は、1928年に開催された。

14 香港中文大学中國研究服務中心。
http://www.usc.cuhk.edu.hk/
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はじめに
2020年 2 月に、当館は上海新華書店旧蔵書

コレクション（以下、新華コレクション）の
全件書誌データをデータセットとして公開し
た。本稿では、データセットの概要、簡単な
データ分析の方法及びその結果を前後編に分
けて紹介する。

1. 書誌データセットの概要
1-1. 上海新華書店旧蔵書コレクションとは
上海新華書店は、1937年に延安で創業し

た新華書店の分店の一つで、1949年に設立さ
れ、1950年代から1970年代にかけての中国
国内の書籍の発行（取次・販売）の中枢とし
て機能した書店である。新華コレクションは、
同書店が保管していた中国書の見本17万冊を
指す。より詳しくは、本号掲載記事「関西館
アジア情報室が所蔵する上海新華書店旧蔵書
について」（以下、巻頭記事）及び『国立国
会図書館月報』2003年 3 月号掲載記事「上海
新華書店旧蔵書」1をご参照いただきたい。

1-2. 書誌とデータセット
新華コレクションのうち、中国語図書約15

万点は整理が完了しており2、現在、140,337
件の書誌3が、当館の蔵書検索システム「国
立国会図書館オンライン4」で検索できる5。

2019年に全件の書誌データを抽出し、
2020年にかけてデータセットを準備し公開

を行った6。データセットはxlsx, tsv形式であ
り、12項目（タイトル、巻号等、責任表示、
版表示、出版地、出版者、出版年月、形態、シリー
ズ、書誌ID、請求記号、国立国会図書館オン
ラインのURL）のデータが含まれている。国
立国会図書館HP「オープンデータセット」の
ページ7から、自由にダウンロードできる。

2. データ分析の前処理について
分析の精度を高めるために、分析前に行う

データ修正・加工作業を、データクリーニン
グと呼ぶ。本稿執筆にあたっては、次のよう
なデータクリーニングを行った。

2-1. 字体を統一する
データセットの元となっている書誌の字体

は、繁体字（漢字圏で伝統的に用いられてき
た文字。現在も台湾等で用いられている）と、
簡体字（中華人民共和国で用いられている漢
字）が混在している。そのため、キーワード
検索や統計的な処理を行う場合、異なる字体
が別の文字と認識され、調査・分析に影響を
及ぼす可能性がある。簡体字と繁体字は、単
純な一対一対応や一対多対応ではないため、
自動で完璧な正規化ができるツールは存在し
ない。今回は便宜的にMicrosoft Excel（以下、
Excel）のオプション機能である簡体字・繁
体字相互変換機能を用い、簡体字に統一する
こととする8。

書誌データから見る上海新華書店旧蔵書コレクション
－データセットを利用した分析事例（前編）

（国立国会図書館関西館アジア情報課 アジア第二係）

7

1 https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/geppo504.php
2 そのほかに、児童書、雑誌、線装本など、未整理の資料
がある。児童書は国際子ども図書館が所蔵している。
3 書誌の詳細については以下の記事を参照。
「上海新華書店旧蔵書遡及入力の終了について」『国立国会
図書館月報』2006年 10月号
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/geppo547-1.php
4 https://ndlonline.ndl.go.jp/
5 専用の請求記号（XPで始まる）を付与している。なお、
2019年以降、国際子ども図書館で整理される新華コレク
ションの児童書には YXPが付与される。
6 2019年のデータ抽出後、誤字訂正等を行った書誌があっ
たため、2020年 7月に再度書誌データを抽出し、データセッ

トを差し替えた。
7 https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/ind
ex.html#collection
8 「中国語（中国）」と「中国語（台湾）」の校正機能がイン
ストールされていると、Excelの「校閲」タブに「Chinese 
Conversion」という項目が追加され、使用可能になる。校
正機能のインストールについては、Microsoft Officeのウェ
ブサイトを参照。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%
81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E
3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-
%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-
45ee-9c72-05b026ee809f

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html#collection
https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html#collection
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/office-%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f
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2-2. 書誌の記号の正規化
データの中には、角括弧（[ ]）が付されて

いるものがある。これは、補記9された情報
であることを表す記号であるが、そのままで
はノイズとなってしまう可能性がある。本稿
では、角括弧を一律で削除し、括弧の有無で
データを区別しないこととする。

2-3. 同一と思われる資料の重複の削除
新華コレクションの書誌の中には、同一と

思われる資料の書誌が複数作成されているこ
とがあり、そのままでは分析結果に影響を与
えかねない。書誌ID・請求記号・URL以外
の 9 項目が重複するデータは7,000件余り存
在するので、それらを削除する。

2-4. その他のデータ加工
そのほかに、分析目的等に応じ、必要なデー

タ加工を行う。本稿では、出版年月の項目か
ら、出版年だけをデータとして抽出し、分析
に使用する。

3. 出版事項を対象にした分析
Excelには、データを簡単に集計する「ピ

ボットテーブル」という機能がある。この
機能を利用して、 2 に挙げたクリーニングを
行ったデータの集計を行ってみる。

3-1. 経年の単純集計
出版年ごとのデータ数を集計し、「19--」

など出版年が正確には判明していないもの、
件数が 1 桁である1922年以前及び1994年以
降のものを除外し、グラフ化したのが図 1 で
ある。巻頭記事の指摘とも重なるが、日中戦
争（1937-）、大躍進（1958-）、文化大革命
（1967-）のように、中国国内の情勢が不安定
であった時期に数が減少するなど、中国の社
会情勢と関連して増減しているように見受け

られる。

図 1 　新華コレクション書誌数

また、『中国出版年鑑』10に挙げられてい
る1949年以降の図書出版総数をグラフ化し、
尺度を変えて重ねて表示したものが図 2 であ
る。

図 2 　新華コレクション書誌数及び出版総数

1980年頃までは相関が非常に高く11、1949
年から1965年頃までは図書出版総数の20％、
1965年頃から1980年頃までは図書出版総数
の10％程度の数量の出版物が新華コレクショ

8

9 書誌作成の際に情報源として参照する箇所（表紙、奥付
など）は目録規則等で定められている。所定の情報源以外
から得た書誌的事項を記述することを「補記」という。
10 1949年から 1979年は『中国出版年鑑 .1980』【当館請

求記号　UE2-12】、1980年以降は『中国出版年鑑 .1999』
【Z45-AC3】による。

11 1949年から 1980年までを対象に算出した相関係数は
0.93である。
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ンに含まれていることが読み取れる。1980
年代以降は相関は見られなくなる。このこと
から、新華コレクションの書誌データを使用
して図書出版事情等の分析を行う場合、分析
対象を1980年頃までの出版物に限定すると、
より確度の高い結果が得られるものと考えら
れる。

3-2. 経年のクロス集計
次に、出版者と出版年を掛け合わせてクロ

ス集計を行ってみる。データ数の多い出版者
上位 8 社を対象に、単年ごとの総数に占める
割合を計算し、グラフ化したのが図 3 である。
商務印書館が出版した資料が、1940年以前の
多くの年で 8 割以上を占めている。

1949年以前の中国の出版状況の参考にな
る資料として、王雲五「十年来的中国出版事
業」12があり、1934年から1936年の各年の新
規出版数及び主要出版社の出版数が紹介され
ているが、商務印書館の割合は 5 割弱である13。
それと比較しても、前述の 8 割以上という割
合の高さは特異なものであり、上海新華書店

が商務印書館関係者等からまとめて資料を入
手した可能性の高さをうかがわせる。

1949年以降については、1967年前後や
1978年頃に変化があるように見受けられる。
これは、当時の図書の出版・流通事情をある
程度反映しているものである可能性がある。

4. おわりに
本稿のようにデータ全体を対象にして出版

に関する情報を分析するほか、データを出版
年代ごとに分割し、資料タイトルを対象にし
たテキストマイニングを行うことも考えられ
る。後編（掲載時期未定）では、そうした方
向から分析した結果をご紹介したい。

図 3 　主な出版社の年ごとの出版数の割合

9

12 王雲五「十年來的中國出版事業」（『十年来的中国』【XP-
B-44742】所収）
13 1934年、1935年、1936年の具体的な数値は次のとおり

である。
新規出版数：6,197、9,223、9,438
うち商務印書館の出版数：2,793、4,293、4,938
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レファレンス事例・ツール紹介 19　北朝鮮の考古学

田中　福太郎（国立国会図書館関西館アジア情報課）

朝鮮半島の古墳は発掘調査が多く行われ、
調査報告も多数あります。また、高句麗（紀
元前 1 世紀頃～ 668年）時代には、壁画を伴っ
た古墳も築かれ、日本の高松塚古墳の壁画な
どに影響を与えたとされます。
本稿では、「高句麗時代の壁画古墳にはど

のようなものがあるか」というお問い合わせ
を例に、北朝鮮における考古学の成果を調査
する際に参考となるツールをご紹介します。

＊特に注記のない限り、紹介する情報源は朝
鮮語です。【　】内は当館請求記号、ウェブ
サイトの最終アクセス日は2020年 8 月 1 日で
す。

1. 事典類
朝鮮半島全般の考古学についての事典類に

は、下記のようなものがあります。

①西谷正 編『東アジア考古学辞典』（東京堂
出版　2007.5）【GE8-H18】
日本語資料です。朝鮮半島を中心に、中国・

台湾・モンゴル・ロシア・日本、東南アジア
諸国の遺跡・遺物・用語・事項・人名等 2,350
項目を収録しています。項目の末尾には参考
文献が付されているとともに、巻末には遺跡、
用語・事項それぞれの索引が付されています。

②유적조사연구실 [編]『韓國考古學事典』（國
立文化財硏究所　2001.12）【GE73-K182】
韓国の国立文化財研究所発行の事典です。

世界の考古学理論や遺跡に関する事項を含
め、韓国考古学を理解するために必須の用語
約1,650 件を収録しています。各項目に参考
文献を付しているほか、図版、図面等を豊富
に掲載しています。巻末にハングル索引、漢
字・原語索引が付されています。

③국립문화재연구소 [編]『韓國考古學專門事
典 : 古墳篇』（國立文化財研究所　2009.12）

【GE8-K32】
韓国の国立文化財研究所発行の事典です。

初期鉄器時代末ごろから統一新羅時代までを
対象に、古墳、遺跡や概念用語など約1,700
項目を収録しています。韓国の古墳形成に関
連がある、または影響を与えた中国・ロシア・
日本の遺跡についても掲載されています。巻
末にハングル、漢字、日本語、英語の索引お
よび遺物名の漢字一覧表が付されています。

④『조선유적유물도감（朝鮮遺跡遺物図鑑）』
（《조선유적유물도감》편찬위원회　1988.6-
1996.2）【GE73-K179】
北朝鮮で発行された図鑑です。全20巻から

成り、朝鮮半島各地に分布する遺跡・遺物を、
王朝時代別に収録しています。遺跡・遺物に
は、朝鮮語による解説が付され、名称・年代・
位置などの基礎データや、豊富に掲載されて
いる挿図・写真のキャプションには、日本語・
英語を併記しています。索引巻では、総目次
のほか、歴史遺跡分布図をはじめ、最近の発
掘成果や檀君陵、東明王陵、王建陵、高麗成
均館、平壌・開城の遺跡資料に関する情報や、
収録されている遺物の一覧が掲載されていま
す。

①には「壁画古墳」が立項されており、「三
国時代の高句麗を主として、百済・新羅・加
耶（加羅）や、高麗時代に若干、横穴式石室
などの壁面に各種の壁画が描かれた墳墓が知
られる」とあります。②にも「壁画古墳」が
立項されており、「（前略）韓国の場合、遼東
地方や楽浪・帯方地方に分布していた中国式
の古墳壁画が三国時代の高句麗によって初め
て受け入れられ、大きく発展するようになる。
（後略）」とあります。③では「壁画墳」とし
て立項されており、「三国時代の壁画墳は、
現在までに121基発見されており、（中略）残
りの117基は高句麗古墳である」とあります。
同項目には高句麗の壁画古墳の一覧表も付さ

10
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れています。④は、時代別の構成となってお
り、高句麗は第 3 巻から第 6 巻に収録されて
います。④の第 5 巻「高句麗篇（ 3 ）」では「人
物風俗図古墳」、第 6 巻「高句麗篇（ 4 ）」で
は「人物風俗及び四神図古墳」として、壁画
古墳がカラー図版で紹介されています。
①②にも、いくつか代表的な古墳名が挙げ

られていますので、古墳名から関連の資料を
さらに調べていくことができます。

2. 北朝鮮における考古学研究
ここでは、北朝鮮における考古学に関する

研究書や論文を調べるツールを紹介します。

⑤국립문화재연구소 고고연구실 [編]『북한 

정기간행물 고고학 문헌 목록（北韓定期刊行
物考古学文献目録）』（국립문화재연구소 고

고연구실 2016.12）【GE3-K95】
韓国の国立文化財研究所が編集・発行した

ものです。北朝鮮で発行された定期刊行物の
うち、考古学関連論文が収録されている 8 誌1 

について、2016年までに刊行されたものを対
象に、掲載論文約4,300件の掲載ページ、タ
イトル、著者等を収録しています。排列は刊
行物ごとに刊行年度及び巻号順です。巻末に
著者名索引が付されています。なお、本書は
「国立文化財研究所文化遺産研究知識ポータ
ル」ウェブサイトにてPDF形式で閲覧できま
す2。

⑥국립문화재연구소 고고연구실 [編]『조선

고고연구 해제집 （朝鮮考古研究解題集）』（국

립문화재연구소 고고연구실　2017.11）　
【GE73-K437】
同じく韓国の国立文化財研究所が編集・発

行したものです。北朝鮮の考古学の研究論文
が収録されている雑誌『朝鮮考古研究』につ
いて、1986年から2006年までに発行された
ものについての解題を収録しています。

⑦한국예술연구소 편『북한 잡지 총목록과 색인 
: 『조선건축』･『조선고고연구』･『조선미술』･『미

술』･『조선어문』（北韓雑誌総目録と索引 : 『朝
鮮建築』･『朝鮮考古研究』･『朝鮮美術』･『美
術』･『朝鮮語文』）』（한국예술종합학교 한

국예술연구소　2002.12）　【UP54-K12】
韓国の韓国芸術総合学校韓国芸術研究所

が編集・発行したものです。『朝鮮考古研究』
など 5 誌の総目次と索引を収録しています。
索引部分は「作品索引」「人名索引」「主題索
引」から成り、「主題索引」は刊行物ごとに
収録されています。

⑧국사편찬위원회[編]『북한역사학논저목록. 

상,하（北韓歴史学論著目録. 上、下）』（국사

편찬위원회　2001.11）【GE3-K31】
韓国の国史編纂委員会が編集・発行したも

のです。1946年から2001年上半期までに発
表された北朝鮮の歴史学研究論著約9,000 件
及び韓国の北朝鮮関連歴史学論著約3,000 件
を、著書は分野別に､ 論文は時代･分野別に
収録しています｡ 付録として北朝鮮歴史学論
著についての執筆者索引、北朝鮮の歴史関連
学術誌･論文集号別目次等が付されています｡
なお、本書は国史編纂委員会ウェブサイトで
本文画像が閲覧できます3。

⑨북한의 문화재（北韓の文化財）（国立文化
財研究所文化遺産研究知識ポータルサイト
内）
https://portal.nrich.go.kr/kor/northList.
do?menuIdx=64
「북한 고고학 정기간행물（北韓考古学定期
刊行物）」にて、⑤の収録論文がキーワード
検索できます。また、「조선유적유물도감（朝
鮮遺跡遺物図鑑）」にて、④の一部が閲覧で
きます。

⑩북한자료센터(北韓資料センター )
https://unibook.unikorea.go.kr/
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1 『문화유물（文化遺物）』、『문화 유산（文化遺産）』【Z8-A2】、
【Z8-AK21】（複製版）、『고고 민속（考古民俗）』【Z8-A2】、『조
선고고연구 （朝鮮考古研究）』【Z8-AK1】、『민족문화유산（民
族文化遺産）』【Z11-AK43】、『력사제문제（歴史諸問題）』、『력
사과학（歴史科学）』【Z8-AK45】、『조선 건축（朝鮮建築）』
【Z16-AK9】

2 https://portal.nrich.go.kr/kor/originalUsrView.do?menuI
dx=66&info_idx=2105&bunya_cd=412
3 http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?syst
em=dlidb&id=000000119996（上） ; http://library.history.
go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=00000 
0120001 （下）

https://portal.nrich.go.kr/kor/northList.do?menuIdx=64
https://portal.nrich.go.kr/kor/northList.do?menuIdx=64
https://portal.nrich.go.kr/kor/originalUsrView.do?menuIdx=66&info_idx=2105&bunya_cd=412
https://portal.nrich.go.kr/kor/originalUsrView.do?menuIdx=66&info_idx=2105&bunya_cd=412
http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=000000119996
http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=000000119996
http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=000000120001
http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=000000120001
http://library.history.go.kr/dhrs/dhrsXIFViewer.jsp?system=dlidb&id=000000120001
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韓国・統一部が運営する、北朝鮮に関する
資料を所蔵する資料室です。「소장 자료검색

（所蔵資料検索）」（図 1 ）では、北朝鮮で発
行された図書や逐次刊行物について、タイト
ルや著者のほか、図書や論文集の目次を対象
としたキーワード検索や、雑誌記事の検索が
可能です。資料のタイプや発行年などで絞込
検索ができるほか、検索結果はエクセル形式
でダウンロードすることもでき、文献リスト
の作成にも有用です。

図 1 　所蔵資料検索画面

（出典）北韓資料センター（https://unibook.
unikorea.go.kr/material/searchBy）

⑦に収録されている『朝鮮考古研究』の「主
題索引」には「遺跡－墳墓」の項があり、墳
墓一般や、壁画古墳等に関する論文の収録号
が一覧できるほか、⑧の上巻の2.高句麗＞ 4 ） 
文化＞（ 5 ）壁画研究の項でも、高句麗の壁
画古墳についての論文の収録号が一覧できま
す。

3. 当館所蔵の北朝鮮発行の主な考古学研究書
当館で所蔵する北朝鮮の考古学研究書とし

て、以下のようなものがあります。

⑪「조선고고학총서（朝鮮考古学叢書）」全
61巻（사회과학원 고고학연구소　2009.8）　
【GE73-K247】
北朝鮮の社会科学院考古学研究所が発行し

た考古学関連の著作を集成したものです。時

代別になっており、総論、原始編、古代編、
中世編、人類学編、古生物編、付録から成り
ます。高句麗の壁画古墳については、中世
編 9 及び10に論考が収録されています。

⑫「조선사회과학학술집（朝鮮社会科学学術
集）」考古学編（사회과학출판사）（刊行年月
及び請求記号は巻により異なります）
北朝鮮で発行された哲学、経済学、法学、

言語学、文学、歴史学、考古学、民俗学等に
関する著作を集成したもので、600巻まで発
行されています。考古学編では、高句麗をは
じめとする考古学に関する著作が多数収録さ
れています。⑩では収録論文のタイトルや著
者からも検索できます。

上記のほか、北朝鮮で発行された考古学関
連の資料全般について一覧したい場合は、国
立国会図書館オンラインの詳細検索で、分類
に「GE73」、出版国に「KP」（北朝鮮）と
入力して検索すると、一覧が表示されます4。
検索結果の書誌情報は、tsv形式かBibTeX形
式いずれかでダウンロードできるほか、当館
の登録利用者であれば「マイリスト」に保存
しておくこともできます。

まとめ
調査のポイントとしては以下のとおりです。

・事典類を用いて、基本情報を入手する
・ 文献目録やデータベースで関連資料を検索

してみる
高句麗は、現在の中国にあたる部分も領土

に含まれていたため、中国でも研究が行われ
ています。中国における考古学については、
リサーチ・ナビ内の調べ方案内「中国の考古
学について調べる5」をご参照のうえ、調査
してみてください。

（たなか　ふくたろう）
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4 ただし、分類検索は、整理した年代によって分類付与の
方式が異なるため、すべてを網羅できないことにご注意く
ださい。

5 https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-
asia-122.php
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 26

　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
1.35. 大数据战略重点实验室 编『数化万物 : 
2018 中国国际大数据产业博览会全记录 = Big 
data 2018 : full record of China international 
big data industry expo 2018（すべてをデータ
化する：2018 年中国国際ビッグデータ産業博
覧会全記録）』北京 : 当代中国出版社 , 2018.9, 
8, 691p【DK411-C134】

【キーワード】
中国、ビッグデータ、産業

【編集者・著者】
ビッグデータ戦略重点実験室（大数据战略

重点实验室）は、2015年 4 月に貴陽市人民政
府及び北京市科学技術委員会が共同で設立し
た、中国のビッグデータに関するシンクタン
クである。

【出版の背景・目的】
中国国際ビッグデータ産業博覧会は、2015

年から貴州省貴陽市で毎年開催されており、
2018年が第 4 回にあたる。2018年の参加企
業・団体数は388社、来場者数は12万人以上
にのぼる大規模博覧会である1。本書は、当
該博覧会の記録として毎年刊行されているも
ので、117の報告等が収録されている。

【本書のポイント】
本書に収録されている各報告は、産業・商

業分野に限定されたものではなく、国家統治
や安全保障、高齢者福祉等の広い分野に及び、
各分野においてビッグデータを活用する試み
が紹介されている。各テーマの冒頭でビッグ
データ戦略重点実験室による論点整理があ
り、企業、政府機関、研究機関等による各報
告がそれに続く。
習近平国家主席が寄せた祝辞に「中国は

ビッグデータの発展を非常に重視している。」
とあるように、中国では各分野におけるビッ
グデータの活用に積極的に取り組んでいる。
本書は、今後の中国のビッグデータ戦略の概
要把握に役立ち、我が国におけるビッグデー
タ活用の検討にも資する資料といえる。

【目次】
祝辞（習近平）
開幕式及びハイレベル対話2

ビッグデータによる国家統治
ビッグデータと民生
技術産業の創新
分野間の交流と連携
ビッグデータ安全保障
デジタル経済の発展
Eコマースサミット
成果発表
報道抜粋
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1 2019年の参加企業・団体数は 448、日本からも NTTデー
タが出展している。
貴陽市で「2019中国国際ビッグデータ産業博覧会」開催（中
国）（JETRO）2019.6.17
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/06/0d8e7c9f110
ac685.html
また、2020年の博覧会は新型コロナウイルス感染拡大の影
響で中止されたが、オンラインを中心とした展示等を実施

するとのことである。
数博会执委会关于开展“永不落幕的数博会 -2020 全球传播
行动”的通知（中国国際ビッグデータ産業博覧会ウェブサ
イト）2020.5.14
https://www.bigdata-expo.cn/news/1487904354
2 王晨（全人代副委員長）、徐漢良（国家暗号管理局副局長）、
李彦宏（百度 CEO）、馬化騰（テンセント CEO）等、各界
の指導者等による講演、挨拶が収録されている。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/06/0d8e7c9f110ac685.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/06/0d8e7c9f110ac685.html
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後記
（アジア情報課　水流添　真紀）

2.　朝鮮語
2.24.　이인화 집필（イ・インファ 執筆）『수출

통제 총람. 2 （국내 수출통제와 전략물자관리원）
（輸出統制総覧. 2 （国内輸出統制と戦略物資管
理院））』ソウル : 전략물자관리원, 2018.9, 142p.
【DE431-K3】
【キーワード】
安全保障貿易管理、輸出管理、輸出規制

【著者情報】
イ・インファは、韓国の戦略物資管理院の

先任研究員である。戦略物資管理院は産業通
商資源部所管の公共機関で、戦略物資の輸出
入業務と管理業務を効率的に支援することを
目的として2007年に設立された。

【出版の背景・目的】
本書は、戦略物資管理院が、輸出統制制度

の履行支援と同制度の改革・改善に資するこ
とを目的として出版した『수출통제 총람（輸
出統計総覧）』全 5 巻のうちの、 2 巻目である3。

【本書のポイント】
韓国の輸出統制に関連する法令及び制度の

概要と、その専門機関である戦略物資管理院
の事業内容が簡潔にまとめられており、同国
の輸出統制の基本的な枠組みを知るのに有用
な資料である4。特に第 2 章第 2 節では、無
料で提供される戦略物資の該非判定やコンサ
ルティング（ホームドクター制度）など、同
院の主要な事業が紹介されており、韓国の輸
出企業に対する手厚い支援を知ることができ

る。本書は戦略物資管理院ホームページにて
全文が公開されている5。

【目次】
第 1 章　国内の輸出統制
　第 1 節　対外貿易管理の意義
　　1.対外貿易管理の概念と基本法
　　2.対外貿易法の概要
　第 2 節　国内の輸出統制法令
　　1.国内の輸出統制法令体系
　　2.国内の輸出統制担当機関
　　3.国内の戦略物資輸出許可制度
第 2 章　戦略物資管理院
　第 1 節　戦略物資管理院
　　1.戦略物資管理院の設立
　　2.戦略物資管理院の発展
　第 2 節　主要業務
　　1.戦略物資の判定
　　2.戦略物資管理システム（Yestrade）
　　3.教育
　　4.広報及びホームドクター
　　5.政策研究
　　6.国際協力
　　7.自主管理貿易取引者運営支援
付録
　参考文献

（アジア情報課　廣田　美和）
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3 その他の巻の内容は次のとおり。1.国際社会の輸出統制
と制裁、3.主要国の輸出統制（アメリカ、オセアニア）、4.主
要国の輸出統制（ヨーロッパ）、5.主要国の輸出統制（ア
ジア）。すべてアジア情報室で所蔵している。
4 ただし、本書は 2018年に出版されているため、2019年
の戦略物資輸出入告示の改正（日本をホワイト国から除外）
等は反映されていない。
なお、2019年に日本が行った、韓国向け輸出管理の運用見
直しについては、戦略物資管理院ホームページで以下のよ
うな記事を閲覧することができる。
정하정「일본의 전략물자 수출통제 제도에 대한 연구（日
本の戦略物資輸出統制制度に関する研究）」『전략물자 수출
통제 Brief』2019 Vol.3
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&board

No=00002603
이서진「일본의 수출무역관리령 개정에 따른 변경사항（日
本の輸出貿易管理令改正による変更事項）」『Issue Report』
제 19-09 호

https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&board
No=00002510
임채욱 , 이서진「일본의 對대한민국 전략물자 수출통제 강
화 조치（日本の対大韓民国戦略物資輸出統制強化措置）」
『Issue Report』제 19-08 호

https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&board
No=00002484
5 https://www.kosti.or.kr/user/nd36161.do?View&board
No=00001841

https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002603
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002603
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002510
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002510
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002484
https://www.kosti.or.kr/user/nd52795.do?View&boardNo=00002484
https://www.kosti.or.kr/user/nd36161.do?View&boardNo=00001841
https://www.kosti.or.kr/user/nd36161.do?View&boardNo=00001841
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アジア情報室の新着資料紹介（2020.4 ～ 2020.6）

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（2020年4月から6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＞
中国共产党历史组织机构辞典 / 谷安林 主编. -- 北京 : 
中共党史出版社, 2019.8. -- 39, 751p ; 27cm. -- (中国共
产党历史系列辞典)
ISBN: 9787509846940 A2-C80
五四運動（1919年）前後から中国共産党成立95周
年慶祝大会（2016年 7 月 1 日）までに発足した中国
共産党の関連組織・機関2,412件について、名称、沿
革、歴代指導者等を収録。「新民主主義革命期」「社
会主義革命・社会主義国家建設期」「改革開放・現代
的社会主義国家構築期」の 3 つに大別し、中央組織、
地方組織、軍の組織など種類別に細分して排列。巻末
にピンイン順及び筆画順の索引を付す。

中国共产党历史重要会议辞典 / 张启华 主编. -- 北京 
: 中共党史出版社, 2019.8. -- 49, 716p ; 27cm. -- (中国共
产党历史系列辞典) 
ISBN: 9787509846933 A2-C81
新民学会成立会議（1918年 4 月14日）から中国共

産党成立95周年慶祝大会（2016年 7 月 1 日）までに
開催された中国共産党の重要会議1,805件について、
名称、開催年月日、開催地、主題などを収録。「新
民主主義革命期」「社会主義革命・社会主義国家建
設期」「改革開放・現代的社会主義国家構築期」
の 3 つに大別し、開催年月日順に排列。巻末にピン
イン順及び筆画順の索引を付す。

中国共产党历史重要文献辞典 / 黄小同 主编. -- 北京 : 
中共党史出版社, 2019.8. -- 60, 733p ; 27cm. -- (中国共产
党历史系列辞典)
ISBN: 9787509846957 A2-C82
五四運動（1919年）前後から中国共産党成立95周
年慶祝大会（2016年 7 月 1 日）までに公表された中
国共産党の重要文書1,826件について、公表主体、
概要などを収録。「新民主主義革命期」「社会主義
革命・社会主義国家建設期」「改革開放・現代的社
会主義国家構築期」の 3 つに大別し、公表日順に排
列。巻末にピンイン順及び筆画順の索引を付す。

中国历代职官别名大辞典 : 增订本 / 龚延明 著. -- 北
京 : 中华书局, 2019.4. -- 1, 1, 19, 77, 1226p ; 27cm
ISBN: 9787101138252 A112-C169
上海辞書出版社2006年刊【A112-C85】の増訂。夏殷
周から清朝に至る歴代王朝の官職の別称約 1 万件につ
いて正式官名と出典を収録。旧版の誤りを正したうえ
で、新たに判明した約300件を追加。排列は筆画順。

预警英汉汉英及缩略语词典 / 赵团结, 堵海鹰 主编. 
-- 北京 : 電子工業出版社, 2018.8. -- 1011p ; 21cm
ISBN: 9787121342752 A112-C170
レーダー、通信、誘導弾など、軍事領域における
早期警戒技術に関する用語約20,000語及び略語約
8,000語について、英語と中国語を対照。英中、中
英、略語の 3 部に分かれ、英中、略語部分はアルフ
ァベット順、中英部分はピンイン順に排列する。巻
末に「世界主要電子製品会社名称英中対照」など14
の付録を付す。

中国公共关系发展报告 = Annual report on development 
of China's public relations. 2018 / 柳斌杰 主编. -- 
北京 : 社会科学文献出版社, 2018.12. -- 2, 4, 6, 3, 
403p ; 24cm. -- (公共关系蓝皮书 = Blue book of 
China's public relations ; 3)
ISBN: 9787520139878 AC9-311-C336
中国の政府機関及び企業による広報活動に関する報
告書。「全体報告」「世論環境編」「危機管理編」な
ど 8 編からなり、21の報告を収録する。巻末に「2018
年中国広報活動発展年表」など 2 つの付録を付す。

＜経済・産業＞
中国工业经济学会知名学者学术概览 / 郑新立, 江小
涓 主编. -- 北京 : 中國社会科学出版社, 2018.9. -- 2, 
3, 630p ; 27cm
ISBN: 9787520327787 D4-C129
（中国工業経済学会著名学者学術概覧）

中国产业竞争力报告 = Annual report on industrial 
competitiveness of China. 2019 No.8 (提升新经济的
引领力和竞争力) / 张其仔 主编. -- 北京 : 社会科学
文献出版社, 2019.10. -- 1, 2, 291p ; 25cm. -- (产业蓝
皮书 = Blue book of industry)
ISBN: 9787520157506 DC157-C349
（中国産業競争力報告. 2019 No.8 (ニューエコノミ
ーを促進する牽引力・競争力)）

中国双创发展报告 : 2018-2019 = Annual report 
on the development of China's innovation and 
entrepreneurship / 王京生 主编. -- 北京 : 社会科学
文献出版社, 2019.7. -- 2, 8, 7, 2, 347p ; 25cm. -- (双创蓝
皮书 = Blue book of innovation and entrepreneurship 
; 2) 
ISBN: 978-7-5201-5099-6 DC157-C641
（中国「双創（大衆の創業・万人の革新）」発展報
告 : 2018-2019）

"一带一路"沿线国家出口比较优势分析与进口需求研
究. 东南亚十一国 / 李敬, 陈容, 李志军 著. -- 北京 : 
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經濟日報出版社, 2019.5. -- 2, 2, 283p ; 24cm
ISBN: 9787519605254 DE34-C40
「一帯一路」沿線国家のうち、東南アジア11か国
（ASEAN加盟10か国及び東ティモール）の輸出入
の傾向を分析した研究報告書。各国について、2005
年と2016年の輸出入品目ランキングを収録する。

"一带一路"沿线国家出口比较优势分析与进口需求研
究. 南亚和中亚国家 / 李敬, 雷俐, 李志军 著. -- 北
京 : 經濟日報出版社, 2019.8. -- 2, 2, 206p ; 24cm
ISBN: 9787519605643 DE34-C40
「一帯一路」沿線国家のうち、南アジア 7 か国（イ
ンド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ア
フガニスタン、モルディブ、ネパール）及び中央アジ
ア 2 か国（カザフスタン、キルギスタン）の輸出入の
傾向を分析した研究報告書。各国について、2005年
と2016年の輸出入品目ランキングを収録する。

中国区块链发展报告 = Annual report on development 
of China's brockchain. 2019 / 姚前 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2019.8. -- 1, 2, 322p ; 24cm. -- (区块
链蓝皮书 = Blue book of brockchain ; 3) 
ISBN: 9787520153133 DF241-C91
（中国ブロックチェーン発展報告. 2019）

2018中国海外网络传播力报告 = The report of 
Chinese overseas network communication in 2018 /  
张洪忠, 方增泉 编著. -- 北京 : 经济管理出版社, 2019.6. 
-- 2, 2, 230p ; 26cm
ISBN: 9787509665107 DK411-C142
海外のインターネットにおける中国の影響力を
分析した報告書。「海外インターネットにおける
中国の大学の影響力」「海外インターネットにおけ
る中国の大手国有企業の影響力」「海外インター
ネットにおける中国の都市の影響力」の 3 部からな
り、Google、Wikipedia、Twitterなどの海外インターネッ
トプラットフォームにおける影響力を指標化して収録。

中国粮食发展报告 = China grain development 
report. 2018 / 国家粮食和物资储备局 主编. -- 北京 :  
经济管理出版社, 2018.12. -- 167p ; 29cm + CD-ROM 
1枚 (12cm)
ISBN: 9787509661642 DM181-C7
（中国食糧発展報告.2018）

中国第三次全国农业普查综合资料 / 国务院第三次全
国农业普查领导小组办公室, 国家统计局 著. -- 北
京 : 中国统计出版社, 2019.3. -- 7, 254 p ; 31cm + 
CD-ROM 1枚 (12cm)
ISBN: 9787503787966 ; 9787894688125 (CD-ROM)
 DT591-C28
（中国第三回農業センサス総合資料）

＜社会・労働＞
中国青年发展报告 = Report on development of youth 
in China : Progress in protection of juvenile rights 
and interests in China. No.2 (中国青少年权益保护的
发展进步) / 张良驯 主编. -- 北京 : 社会科学文献出
版社, 2018.8. -- 2, 2, 2, 379p ; 24cm. -- (青年发展蓝皮
书 = Blue book of youth development)
ISBN: 9787520131032 EC153-C36

（中国青年発展報告.No.2 (中国における青少年の権
利保護の発展と進歩)）

中国残疾人事业发展报告 = Development report on 
the cause for persons with disabilities in China. 
2018 / 凌亢 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2018.11. -- 2, 2, 332p ; 24cm. -- (残疾人蓝皮书 = Blue 
book of persons with disabilities ; 1)
ISBN: 9787520138055 EG61-C23
（中国障がい者事業発展報告.2018）

2019年中国本科生就业报告 = Chinese 4-year college 
graduates' employment annual report 2019 / 王伯
庆, 陈永红 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2019.6. -- 2, 4, 17, 227p ; 25cm. -- (就业蓝皮书) 
ISBN: 9787520148023 EL36-C66
（2019年の中国の四年制大学生就職報告）

＜教育＞
中国民办教育产业发展报告 = Annual report on 
the development of private education industry in 
China. 2019 / 杨娟 主编. -- 北京 : 社会科学文献出
版社, 2019.7. -- 2, 4, 5, 341p ; 25cm. -- (民办教育蓝皮
书 = Blue book of private education ; 1)
ISBN: 9787520146364 FB54-C512

2018年の中国の私教育産業の発展状況をまとめた
報告書。「全体報告」「教育科学技術編」など 7 編
からなり、「人工知能+教育」、教育ロボットと人
間による「双師型」教育など、教育分野における私
企業のイノベーションに関する19の報告を収録。

＜歴史・地理＞
丝绸之路研究论著叙录 / 国家图书馆 主编 ; 常荩心 
编. -- 北京 : 学苑出版社, 2019.1. -- 2, 1, 606p ; 27cm. 
-- (国家传统文化典籍整理工程之"一带一路"文献整理
与研究)
索引あり.
ISBN: 9787507755893 GE2-C343
シルクロードと、中国の西側に位置する諸国との
交流に関する中国語の著作2,004タイトルについて、
書名､著者、出版事項及び解題を収録。収録範囲は主
に1996年から2017年までの22年間。「古代歴史文
化研究」「当代社会経済研究」の 2 編に大別し、主
題別に11部に細分して排列。巻末に付録としてピン
イン順の著者索引を付す。

丝绸之路研究论文目录 / 国家图书馆 主编 ; 刘波 编. 
-- 北京 : 学苑出版社, 2019.1. -- 2, 10, 871p ; 27cm. -- (国
家传统文化典籍整理工程之"一带一路"文献整理与研究)
索引あり.
ISBN: 9787507755787 GE2-C344
シルクロード関連の研究論文13,442件について、
書名､論文名、著者、出版事項を収録。「古代歴史文
化研究」「当代社会経済研究」の 2 編に大別し、主
題別に14部に細分して排列。巻末に付録としてピン
イン順の著者索引を付す。

广西历史人物大辞典 / 杨东甫, 杨骥 著. -- 桂林 : 
广西师范大学出版社, 2018.12. -- 4, 206, 882p ; 30cm
文献あり.
ISBN: 9787559814388 GE12-C185
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秦漢期から清末までの広西省の人物41,931名を収
録し筆画順に排列。巻末に「広西省古代行政区画名
簡易解説表」など 2 つの付録を付す。

民國人物資料專輯. 1 人名索引 / 復旦大學歷史系資料
室 編, 傅德華 主編. -- 8, 552p ; 22cm. -- (民國叢書續
編. 第 2 編)
ISBN: 9787545816297 GK17-C463
中華民国期（1912年から1949年まで）の人物の叢
伝60タイトルの影印を収録した『民國人物資料專輯』
の索引。約23,000名を収録し、筆画順に排列。巻末
に、一字目のピンイン順索引など 3 つの付録を付す。

＜哲学・宗教＞
中国神怪大辞典 : 修订本 / 栾保群 编著. -- 北京 : 
人民出版社, 2018.12. -- 3, 2, 1, 9, 56, 768, 54p ; 28cm
文献あり. 索引あり.
ISBN: 9787010200552 HK2-C21

2009年刊の修訂。中国の神仙、妖怪など約6,500項
目を収録。排列はピンイン順。巻頭に筆画順の索引、
巻末に「神仙誕生日表」など 4 つの付録を付す。

＜芸術・言語・文学＞
日治時期台灣現代文學辭典 / 柳書琴 主編. -- 新北 : 
聯經出版事業, 2019.6. -- 581p ; 24cm
索引あり.
ISBN: 9789570852554 KK62-C154
日本統治期（1895年から1945年まで）の台湾の
文学者、作品、関連団体、事件など約400項目を収
録。「作家」「思潮と運動」など 4 部からなる。巻
末にピンイン順及び筆画順の索引を付す。

日本語の部

＜哲学・宗教＞
中国思想基本用語集 / 湯浅邦弘 編著. -- 京都 : ミネル
ヴァ書房, 2020.3. -- 15, 341,23p ; 19cm
文献あり 索引あり.
ISBN: 978-4-623-08736-5 H2-M3

＜芸術・言語・文学＞
台湾で上映された映画の研究 : 1950 (民国39) 年-1951 
(民国40) 年 / 川瀬健一 編著. -- 橿原 : 東洋思想研究所, 
2019.1. -- 8, 730p ; 27cm
文献あり.
ISBN: 978-4-9905366-9-5 KD1-M1

李白と杜甫の事典 / 向嶋成美 編著. -- 東京 : 大修館書
店, 2019.11. -- 898,2p ; 22cm
文献あり 作品目録あり 年譜あり 索引あり.
ISBN: 978-4-469-03216-1 KK122-M1

欧文の部

＜芸術・言語・文学＞
Encyclopedia of Chinese language and linguistics 
/ general editor, Rint Sybesma ; associate editors, 
Wolfgang Behr [and 4 others]. -- Leiden : Brill, 
2017. -- 5 volumes : illustrations, maps ; 28 cm
Includes bibliographical references and indexes.
ISBN: 9789004186439 (5v. set : hd.bd.) ; 9789004262270 

(v. 1 : hd.bd.) ; 9789004262232 (v. 2 : hd.bd.) ; 
9789004262249 (v. 3 : hd.bd.) ; 9789004262256 (v. 4 : 
hd.bd.) ; 9789004262263 (v. 5 : hd.bd.)  KK12-B12

2.　コリア（韓国、北朝鮮）

朝鮮語の部

＜政治・法律・行政＞
일제의 조선관습조사 종합목록 = General catalog 
of custom investigation on Choson by Japanese 
inperialism / 일제 조선관습조사 토대기초연구팀 편. 
-- 서울 : 혜안, 2019.7. -- 407p ; 26cm. -- (연세근대한
국학총서 ; 110 H-023.  근대 한국 관습조사 자료집 ; 1)
ISBN: 9788984945807
（日帝の朝鮮慣習調査総合目録） A111-K22
戦前期朝鮮の慣習調査（総監府及び朝鮮総督府が
行った調査事業）の報告書等2,784点について、書誌
事項、所蔵館等を収録。巻末に索引を付す。索引の
排列はハングル字母順。

2016 제20대 국회의원선거 선거방송토론백서 / 중앙
선거방송토론위원회 [編]. -- 서울 : 중앙선거방송토론
위원회, 2016.6. -- 310p ; 26cm + DVD 1枚 (12cm) 　
年表あり.
（2016第20代国会議員選挙 選挙放送討論白書）
 AK4-251-K107
韓国の第20代国会議員選挙における選挙放送討論
の準備過程、進捗、開催結果などを収録した白書。
「候補者討論会の管理」「公職選挙政策討論会の管
理」など 5 章からなる。巻末に「選挙放送討論関連
法規」など 6 の付録を付す。

＜社会・労働＞
2017 재난안전통계연보 = Statistical yearbook / 행
정안전부 정보통계담당관실 [編]. -- 서울 : 행정안전부 
정보통계담당관실, 2017.12. -- 300p ; 26cm
（2017 災害安全統計年報） EG77-K46
韓国の災害及び生活安全等に関する統計64種を
収録。「安全政策及び生活安全」「災害管理」な
ど 3 章からなる。巻末に付録として「’17年地域安全
等級表」「’17年地域安全等級地図」を付す。

＜歴史・地理＞
한국일생의례사전 = Encyclopedia of Korean rites of 
passage. 1 (ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅ) / 국립민속박물관 [編]. 
-- 서울 : 국립민속박물관, 2014.11. -- 406p ; 29cm　
文献あり.  索引あり.
ISBN: 9788928900855 ; 9788992128582 (set) 
（韓国通過儀礼事典） GE8-K53

한국일생의례사전 = Encyclopedia of Korean rites of 
passage. 2 (ㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ) / 국립민속박물관 [編]. 
-- 서울 : 국립민속박물관, 2014.11. -- 816p ; 29cm　
文献あり.  索引あり.
ISBN: 9788928900862 ; 9788992128582 (set) 
（韓国通過儀礼事典） GE8-K54
全 2 巻。冠婚葬祭等の儀礼に関する事項538項目につ
いて、定義、歴史、解説等を収録。排列はハングル字
母順。巻末に索引、分野別見出し語一覧表等を付す。
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韓國雅號大辭典 / 黃忠基 編. -- 파주 : 푸른사상, 
2018.3. -- 1541p ; 27cm　文献あり.　索引あり.
ISBN: 9791130813264 GE12-K45

1900年以前に出生した号を持つ人物約31,200名に
ついて、人名、年代、号、本貫等を収録。排列は人
名のハングル字母順。巻末に号による索引を付すほ
か、朝鮮主要官職便覧等14の付録を付す。

＜哲学・宗教＞
한국가톨릭용어사전 = Korea Catholic glossary. 상 (가
~번) / 허종진 지음. -- 서울 : 한국학자료원, 2018.3. -- 
976p ; 27cm
ISBN: 9791196033866 ; 9791196033859 (set)
（韓国カトリック用語事典） HP2-K6

한국가톨릭용어사전 = Korea Catholic glossary. 중 (번
~예) / 허종진 지음. -- 서울 : 한국학자료원, 2018.3. – 
977-1934p ; 27cm
ISBN: 9791196033873 ; 9791196033859 (set)
（韓国カトリック用語事典） HP2-K7

한국가톨릭용어사전 = Korea Catholic glossary. 하 (예
~힝) / 허종진 지음. -- 서울 : 한국학자료원, 2018.3. --  
1935-2907p ; 27cm
ISBN: 9791196033880 ; 9791196033859 (set)
（韓国カトリック用語事典） HP2-K8
全 3 巻。カトリックに関する聖書、神学、教会
史、典礼、教会法等の用語約 5 万語を収録。排列は
ハングル字母順。

＜芸術・言語・文学＞
조선문학작품편람. 1 / 박영일, 김은금 편집. -- [평양] : 
문학예술출판사, 2011.9. -- 501p ; 26cm
（朝鮮文学作品便覧） KJ42-K281

조선문학작품편람. 2 / 김은금 편집. -- [평양] : 문학예
술출판사, 2013.8. -- 519p ; 26cm
（朝鮮文学作品便覧） KJ42-K282

조선문학작품편람. 3 / 박영일, 김은금 편집. -- [평양] : 
문학예술출판사, 2014.9. – 551p ; 26cm
（朝鮮文学作品便覧） KJ42-K283
全 3 巻。北朝鮮で1945年から2008年までに発表さ
れた小説、歌辞、映画、劇文学、児童文学のうち、
比較的高い思想芸術性と文学的価値のある作品約
3,500編について、類型、創作年、内容解説、初出を
収録。排列は、冒頭に配置される「永世不滅の革命
頌歌」及び「不朽の古典的名作」を除き、作品名の
ハングル字母順（北朝鮮式）。

대한민국 표준국어 어법 사전 / 김종욱 지음. -- 파주 : 
미문사, 2018.1. -- 552p ; 22cm
ISBN: 9791187812012 
（大韓民国標準国語語法辞典） KJ42-K284
韓国の正書法で間違えやすい語約 7 千語について、正
しい用例とその解説を収録。排列はハングル字母順。

한국민속문학사전 : 설화 = Encyclopedia of Korean 
folk literature : folktale. 1 (ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅ) / 국립
민속박물관 [編]. -- 서울 : 국립민속박물관, 2012.12. 
-- 457p ; 29cm　索引あり.

ISBN: 9788928900312 ; 9788992128582 (set)
（韓国民俗文学事典 : 説話） KJ42-K285

한국민속문학사전 : 설화 = Encyclopedia of Korean 
folk literature : folktale. 2 (ㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ) / 국립
민속박물관 [編]. -- 서울 : 국립민속박물관, 2012.12. 
-- 490-845p ; 29cm　索引あり.
ISBN: 9788928900329 ; 9788992128582 (set)
（韓国民俗文学事典 : 説話） KJ42-K286
全 2 巻。朝鮮半島に伝わる神話、伝説、民談のほ
か、用語、資料を含む約880項目について、分類、定
義、歴史、あらすじ、特徴、意義、参考文献等を収
録。排列はハングル字母順。各巻末に用語索引を付す。

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞
藏書閣韓國本解題. 史部索引 / 한국학중앙연구원 藏書
閣 편찬. -- 성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2019.3. 
-- 651p ;  24cm
ISBN: 9791158664503 ; 9788971058763 (set)
 UP72-K68

日本語の部

＜政治・法律・行政＞
日韓基本条約 / 内藤陽介 著. -- 東京 : えにし書房, 
2020.1. -- 194p ;  21cm. -- (シリーズ韓国現代史 ; 
1953-1965)　 文献あり.
ISBN: 978-4--908073-72-4 A99-K4Z-M15

＜社会・労働＞
「徴用工問題」とは何か? : 韓国大法院判決が問うも
の / 戸塚悦朗 著. -- 東京 : 明石書店, 2019.10. -- 209p 
; 19cm　年表あり.
ISBN: 978-4-7503-4904-6 EL75-M27

欧文の部

＜芸術・言語・文学＞
Gagok, gasa, sijo : classical vocal music of Korea  / 
[written by] Hee-sun Kim [and four others]. -- Seoul, 
Korea : National Gugak Center, 2018. -- 158 pages :  
illustrations (some color) ;  24 cm. -- (Korean musicology 
series ; 9)
Includes bibliographical references.
ISBN: 9791189132248 KD214-P11

3.　アジア諸地域（中国、コリア以外）

北東・東アジア

＜北東・東アジア全般＞
東アジア長期経済統計. 8 / 渡辺利夫 監修 ; 拓殖大学
アジア情報センター 編. -- 東京 : 勁草書房, 2019.11. 
-- 312p ; 27cm. 
文献あり 索引あり.
ISBN: 9784326547920  DC144-M5

東南アジア

＜インドネシア＞
Direktori 100 perguruan tinggi di Indonesia, 2016 /  
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tim penyusun dan periset data, Albertus Krisna 
Pratama [and nine others]. -- Jakarta : Penerbit 
Buku Kompas -- xv, 520 pages; 23 cm ; -- Advertising 
matters included in pagination. -- Includes indexes.
ISBN: 9786024120139 Y735-TS-4145
（インドネシア100大学名鑑　2016年版）
インドネシアの100校の大学の名鑑。インドネシ
アの大学史や人気大学ランキングなども収録。

Kamus properti Indonesia / Erwin Kallo. -- Jakarta : 
PT Elex Media Komputindo, [2016] -- xiii, 454 pages ;  
22cm ; -- Definitions in Indonesian, with entries 
chiefly in Indonesian and some in English. 
ISBN: 9786020283418 Y735-TS-4149
（インドネシア不動産用語辞典）

Direktori perguruan tinggi di Indonesia / disusun 
oleh Sando Sasako. -- Jakarta : CV Serabdi Sakti, 
[2015] -- lxxxiii, 973 pages ; 21 cm ; -- "September 
2015." -- Akademi -- Institut -- Politeknik -- Sekolah 
tinggi -- Universitas. 
ISBN: 9786027350809 Y735-TS-4192
（インドネシア高等教育機関一覧）

Buku pintar Kompas 2017 / penanggung jawab: F. 
Harianto Santoso ; Tim Litbang Kompas : Agustina 
Rizky Lupitasari [and sixteen others] ; editor : 
Aritasius Sugiya, Sintha Ratnawati. -- Jakarta : 
Penerbit Buku Kompas, 2018 -- xxv, 486 pages : 
illustrations ; 23 cm ; -- Includes index. -- Title on 
cover : Buku pintar Kompas 2017 : sumber informasi 
singkat, padat, tepercaya, tentang berbagai peristiwa 
nasional dan internasional yang terjadi sepanjang 
tahun 2017 : "My #1 reference work for fact". 
ISBN: 9786024124038  Y735-TS-4195
インドネシアを代表する新聞であるコンパス紙に
よるニュース年鑑の2017年版。月ごとと経済、政
治・法律、社会の分野ごとからなる。巻末に索引を
付す。

Kamus pelayaran / Y.S. Bichu. -- Cetakan pertama. 
-- [Jakarta, Indonesia?] : Victory Inti Cipta, 2016 -- 
xvi, 520 pages ; 22 cm ; -- Definitions in Indonesian, 
with entries in English.
 Y735-TS-4239
（海事辞典）

Tesamoko : tesaurus bahasa Indonesia / Eko 
Endarmoko. -- Cetakan I, edisi kedua. -- Jakarta :  
PT Gramedia Pustaka Utama -- xxix, 802 pages ; 
26 cm ; -- In Indonesian.
ISBN: 9786020325774 Y735-TS-4240
（Tesamokoインドネシア語シソーラス）
初版（2007年刊、当館請求記号Y735-E77）の改
訂増補版。インドネシア語の見出し語ごとに、類義
語、派生語を収録し、一部の語については対義語お
よび語源となった言語名も収録。

Direktori paham, aliran dan tradisi keagamaan 
di Indonesia / penulis, Achmad Rosidi [and nine 
others]. -- Cetakan ketiga. -- Jakarta : Kementerian 

Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan, 2016  -- xiv, 664 pages ; 26 
cm ; -- Revised edition of : Direktori paham, aliran 
dan tradisi keagamaan di Indonesia. -- Includes 
bibliographical references and index. 
ISBN: 9786028739221 Y735-TS-4288
（インドネシアの理解、宗派、宗教的伝統のディレ
クトリ第 3 版）

Apa & siapa penyair Indonesia / kurator, Sutardji 
Calzoum Bachri [and four others] ; editor, Maman 
S. Mahayana. -- Cetakan pertama. -- Jakarta : 
Yayasan Hari Puisi, 2017 -- xxviii, 675 pages ; 25 
cm ; -- Includes index. 
ISBN: 9786025050206 Y735-TS-4330
（インドネシアの最初の詩人は誰か？）
詩人、作家、短編作家、脚本家など1,200名以上の
簡潔な伝記、肖像を収録。排列は名前のアルファベ
ット順。

Jelajah 62 museum : menelusuri jejak sejarah yang 
terukir di Jakarta / oleh Nadrah Chino & Hanbun. 
-- Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2015 -- 248 
pages : color illustrations ; 19cm ; -- Includes 
bibliographical references (pages 245-246). 
ISBN: 9786022499909  Y735-TS-4361
（62の美術館：ジャカルタに刻まれた歴史的な痕跡）

Direktori perpustakaan perguruan tinggi Kristen 
di Indonesia / tim penyusun, Aditya Nugraha 
[and five others]. -- Cetakan 1. --Surabaya : 
Perpustakaan Universitas Kristen Petra untuk 
Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Kristen di Indonesia, 2012 -- 144 pages ; 27cm ; -- 
Includes index.  
ISBN: 9786021814307 Y735-TS-4367
（インドネシアのキリスト教系大学図書館名簿）

Atlas sejarah Indonesia : masa Islam / Utomo, 
Bambang Budi. -- Jakarta : Kharisma Ilmu, 2012. -- 
144 pages : illustrations (chiefly color), color maps ;  
27cm ; -- Includes bibliographical references. 
ISBN: 9789791827843 Y735-TS-4411
（インドネシア歴史地図：イスラム時代）

Atlas prasejarah Indonesia / [Jakarta] : Kharisma 
Ilmu , [2010]-- 1 atlas (218 pages) : illustrations 
(mostly color), color maps ; 29cm ; -- "Cetakan: 
Oktober 2012." -- Copyrighted by Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal 
Sejarah dan Purbakala, Direktorat Geografi 
Sejarah, 2010. -- Includes bibliographical references 
(page 205).
ISBN: 9789791803311  Y735-TS-4412
（インドネシア先史時代地図）

Indeks terjemahan (terbitan dalam negeri 2005-
2009) = Index translation (national imprint 2005-
2009) -- Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012 
-- xi, 226 pages ; -- Includes index. -- Indonesian 
and English. 
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ISBN: 9789790084803  Y735-TS-4692
（2005年から2009年に出版された翻訳図書目録）

Kamus Indonesia-Bali / penyusun, I Nengah 
Sukayana [and four others]. -- Denpasar, Bali : Balai 
Bahasa Provinsi Bali, 2015 -- xxii, 314 pages ; 24 cm ; 
-- Includes bibliographical references (pages 311-312). 
-- Definitions in Balinese, entries in Indonesian.
ISBN: 9789790692268  Y738-TS-1
（バリ語⊖インドネシア語辞典）

Kamus ungkapan dan peribahasa Betawi / Abdul 
Chaer. – Cetakan pertama. -- Depok : Masup 
Jakarta, 2009. -- xviii, 169 pages ; 21 cm ; -- Includes 
bibliographical references (p. 167). -- Indonesian 
and Betawi dialect.
ISBN: 9789791570688  Y739-TS-1
（ベタウィ語⊖インドネシア語辞典）
ベタウィ語は、オランダ植民地時代にアジア各地
から労働力として集まった人々の末裔によって使用
されている。ベタウィはジャカルタの旧称であるバ
タヴィアを意味する。

Kamus dialek Jakarta / Abdul Chaer ; pengantar, 
Harimurti Kridalaksana. – Edisi Revisi. -- Depok : 
Masup Jakarta, 2009. -- liii, 532 pages : maps ; 21 cm 
; -- Rev. ed. of: Kamus dialek Melayu Jakarta-bahasa 
Indonesia. 1976. -- Previous ed.: Ende : Nusa Indah, 
1976. -- Includes bibliographical references (p. li). -- 
Indonesian and Betawi.
ISBN: 9789791570671
ISBN: 9793731346  Y739-TS-2
（ベタウィ語表現・諺辞典）

Kamus Makassar-Indonesia, Indonesia-Makassar / 
Drs. Abdul Fattah S. Tika, M.A., Drs. Aburaerah 
Arief. -- Cetakan ke-1. -- Utan Kayu Utara, Jakarta :  
Aloa Jakarta, 2010 -- xxiii, 770 pages ; 25 cm ; -- 
Indonesian and Makasar.
ISBN: 9786029662108  Y739-TS-3
（インドネシア語⊖マカッサル語、マカッサル語⊖イ
ンドネシア語辞典）
マカッサル語は、スラウェシ島南部で使用されて
いる。

Kamus Toraja Indonesia / disusun oleh J. Tammu, 
Dr. H. van der Veen. -- Edisi revisi. --Rantepao, Toraja 
Utara, Sulawesi Selatan : P.T. Sulo, 2016 -- xxviii, 
716 pages ; 21 cm ; -- Issued by Yayasan Perguruan 
Kristen Toraja as instructed by Badan Pekerja Sinode 
Gereja Toraja. -- Revision of the author's Kamus 
Toradja-Indonesia. -- Definitions in Indonesian, with 
entries in Toraja.
ISBN: 9786029317145  Y739-TS-4
（トラジャ語⊖インドネシア語辞典）
トラジャ語は、スラウェシ島中部の山岳地域で使
用されている。

＜タイ＞
「領事報告」掲載タイ (暹羅) 関係記事目録 : 1885-
1943年 / 南原真 編. -- 名古屋 : 三恵社, 2019.2. -- 125p 
; 30cm.  

ISBN: 9784864876391 D1-M1

＜ブルネイ＞
Historical dictionary of Brunei Darussalam / 
Jatswan S. Sidhu. -- Third edition. -- Lanham : 
Rowman & Littlefield, [2017] -- xliv, 402 pages, 8 
unnumbered pages of plates :illustrations, maps ; 
24 cm ; -- Includes bibliographical references.
ISBN: 9781442264588 GE8-B117

Kamus bahasa Melayu Nusantara. -- Edisi kedua. 
-- Berakas, Negara Brunei Darussalam : Dewan 
Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian 
Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2011 -- liv, 3082 
pagess ; 24 cm ; -- Includes bibliographical references 
(pages 3066-3079). 
ISBN: 9991702482  Y735-TS-4238
（マレー語⊖インドネシア語辞典）

西アジア

＜西アジア全般＞
Historical dictionary of Islam / Ludwig W. Adamec. 
-- Third edition. -- Lanham, Maryland : Rowman 
& Littlefield, a wholly owned subsidiary of The 
Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., [2017] 
-- xxxii, 623 pages :map ; -- Includes bibliographical 
references.
ISBN: 9781442277236  HR32-B14

 معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات : انجليزي عربي
= English-Arabic /

ISBN: 9960001423 Y775-TS-67
（図書館情報学用語辞典：英語⊖アラビア語）

＜イスラエル＞
Handbook of Israel : major debates / edited by 
Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak 
Sternberg and Olaf Glöckner ; editorial manager: 
Anne Weberling. -- Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 
2016 -- 2 volumes (xiii, 1304 pages) :illustrations ; 
25 cm ; -- Includes bibliographical references and 
indexes. -- volume 1.Part A: cleavages -- volume 
2. Part B: the challenge of post-Zionism ; Part C: 
Israel outward.
ISBN: 9783110351606 GE761-P142
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