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戦前期文献保存のワークショップの活動紹介 

江竜美子（滋賀大学経済経営研究所） 

 

 

ワークショップの始まり 

 

戦前期文献保存のワークショップは、2004 年度で 4

回目を迎え、本年は9月18日と19日の2日間、北海道

大学で「旧植民地関係資料をめぐるワークショップ：朝

鮮・満州・中国・台湾」と題して開催された。 

このワークショップは、これまで１年に１度の割合で

開催されてきた。その活動内容は、戦前期の東アジアに

おける日本語文献資料の所在を明らかにし、その保存と

活用について話し合うというものである。 

第１回は、2001 年 12 月に、現在立命館大学経済学部

助教授で当時立命館アジア太平洋大学助教授であった金

丸裕一氏の呼びかけで大分県別府市において、「戦前期

文献の保管と利用に関する懇談会」として開催された。

初日は大分大学経済研究所（現在は大分大学経済学部教

育研究支援室）の書庫見学（自由参加）、2 日目は、各

資料保存機関の司書などの実務者が、文献資料の保管に

関する諸問題について報告し、その後、各所属機関の利

用者としての立場からから見た戦前期文献の利用につい

て研究者が報告し、 後に相互による質疑と討論があっ

た。 

以後、開催地の書庫見学と、実務者と研究者が席を並

べて現状を報告し合う2本立ての形式が継承されている。

第2回は「旧植民地関係資料をめぐる－朝鮮・満州・中

国・台湾－戦前期文献保存のワークショップ」として滋

賀大学経済経営研究所で、第3回は「戦前期文献保存の

ワークショップ」として山口大学東亜経済研究所で開催

され、来年は東京での開催が予定されている。 

 

このワークショップの魅力 

 

 このワークショップへの参加については必ずしも各機

関の公務として位置付けられているわけではなく、ワー

クショップは参加者の個人的負担によって維持されてい

るといえる。それにもかかわらず、これまで4年連続し

て開催され、来年は東京での第5回が計画されるほど、

参加者がこのワークショップに熱心に集まってくる理由

は、中核メンバーの人間的な魅力と同時に、同じような

資料を所蔵する類縁機関として抱える課題の多くが共通

していることがある。 

私は、大学の資料室に実務者として勤務しており、普

段の仕事は、現在刊行されている雑誌や紀要などの受入

と、利用者（学生や教員）に資料を貸出したり、目録を

整備したりすることである。一方で、戦前期の日本語文

献資料、特に滋賀大学で「旧植民地関係資料」と呼んで

いる劣化が著しい資料群に対する利用者の文献複写（コ

ピー）依頼にどう対応するか、また、下の写真のように、

館外貸出をした資料が破損した状態で返却されるのを目

にするたびに、戦前期文献の扱いについて悩むことも多

かった。 

周知のように、戦前期の日本語文献資料は、物の不足

していた時代に印刷されたこともあり、非常に質の悪い

紙に印刷されている。そのため、酸化の進行も早く、現

在では手にとって利用すると必ず紙片がはがれるほど、

劣化が進んでいる。 

 

 

貸出により破損した紙片 

 

このワークショップを通して、同じような資料を扱う

実務者や、その時代の資料を利用する研究者の現状報告

を聞き、また討論する機会を通して、多くの人や、相互

の状況を知ることができた。また、利用者である研究者

自身より、こうした劣化資料の利用に対してのアイディ

アを得たり、これらの資料を利用した、あるいはこれら

の資料に関する 新の研究成果を教えてもらえる機会が

できたことは、資料に対する私の意識を格段に向上させ

ることになった。 
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資料は利用されることによってその価値が生ずると同

時に、破壊されることもある。あえて言えば、研究者は

そうした利用者の たるものであり、その意味で研究者

は実務者にとってはもっとも悲しい利用者になることが

あり、この利用と保存の間でジレンマに陥る実務者は、

私１人ではないだろう。このワークショップは、こうい

う現状を利用者本人に向かって話をし、お互いの妥協点

と、よりよい活用法を見出す糸口を見つけていける集ま

りなのである。 

初回からのメンバーを紹介したい。 

研究者は、前掲の金丸裕一氏のほかに、このワークシ

ョップの指導的存在である井村哲郎氏（新潟大学人文社

会・教育学系教授）、本庄比佐子氏（東洋文庫研究部研

究員）、川島真氏（北海道大学大学院法学研究科助教

授）、坂本悠一氏（九州国際大学経済学部教授）、木村

健二氏（下関市立大学経済学部教授）、所澤潤氏（群馬

大学教育学部教授）、城山智子氏（一橋大学大学院経済

学研究科助教授）である。 

実務者として初回から参加者しているのは大庭平四郎

氏（発足当時、山口大学東亜経済研究所）、江竜美子

（筆者）である。旧外地資料を多く所蔵する旧制高等商

業学校を前身とする大分大学経済学部、小樽商科大学、

横浜国立大学経済学部、福島大学経済学部のほか、北海

道大学経済学研究科やJETROアジア経済研究所図書館か

らも参加されている。 

 

国際シンポジウム「中国東北と日本－資料の現状と課題」 

 

ワークショップのこれらのメンバーを核として、井村

新潟大学教授を実行委員長とする国際シンポジウム「中

国東北と日本－資料の現状と課題」が、今年10月29日

と 30 日の 2 日間にわたって新潟市の朱鷺メッセ国際会

議場で開催された。 

開催が新潟県中越地震（10 月 23 日）の直後であった

こともあり、当初、交通手段の寸断のために欠席者が増

えると予想されたが、思いのほか、300 人を超す多くの

参加者があり、シンポジウムは成功裡に終わった。（こ

のシンポジウムでは、新潟県中越地震の被災者のための

募金活動も行われた） 

300 人を超す参加者は前記ワークショップと同じよう

に、資料を利用する研究者と実務者から成っていた。旧

外地関係資料を所蔵する国内機関と中国の機関、そして

アメリカから米国議会図書館アジア部の Lee, Hwa‐Wei

部長、スタンフォード大学東アジア図書館から日本語資

料部門のビブリオグラファーである Kotake Naomi 氏の

参加があり、各機関が所蔵する戦前期刊行日本語文献資

料の内容や保存状況、書誌情報等について報告があった。 

中国からの参加機関、報告者は次のとおりである。 

吉林省社会科学院満鉄資料館 

郭洪茂館長「満鉄資料館の所蔵およびその特徴」 

李力副館長「満鉄主要定期刊行物紹介」 

吉林省図書館 

趙淑芹副館長「吉林省図書館旧日本語文献資料収蔵

状況」 

遼寧省図書館 

王筱文副館長「遼寧省図書館所蔵旧日本語資料の沿

革」 
遼寧省档案館 

趙煥林副館長「満鉄档案の整理と利用に関して」 

中国科学院文献情報中心 

胡智慧副研究員「満鉄資料の整理及びその学術研究

における利用価値」 

中国近現代史史料学学会満鉄資料分科会 

沈友益秘書長「満鉄資料研究分会現在の状況及び今

後の計画」 

 

報告の内容については、シンポジウム報告書が刊行さ

れる予定なのでそちらに譲ることとし、いくつか感想を

述べてみたい。報告のあとの研究者によるコメントのな

かで印象に残ったものは、滋賀大学経済学部助教授の阿

部安成氏による「なぜこうした資料がそれぞれの機関に

集まってきたかを問う試みは、戦前期の高等教育機関の

担っていた役割を明確にする上でも、たいへん重要であ

る」という発言と、懇親会における遼寧省档案館副館長

の趙煥林氏による「歴史資料の保存と公開について考え

たり、研究の方法をめぐる討論を行ったりするのは、2

度と戦争をしないためだ」という発言であった。それら

は、私の「なぜ壊れていく資料を保存し、公開に応えな

ければならないのか」という日々の問いに、明確な答え

を与えてくれるものであった。 

シンポジウムは、 後に主催者を代表して井村哲郎氏

の「参加者共通の認識として2つの問題点が明確になっ

た。１つは、国際的なネットワークの整備で、どういう

システムを選択するにせよ、今後継続的にその整備に向

けて着手しなければならないこと。もう1つは、保存と

利用の問題で、今後何を優先して行っていくか、これも

継続的に考えて行かなければならないし、今回のシンポ

ジウムはそのスタートの意味を持つものである。」とい

う発言で締めくくられた。 

国内機関はもとより、中国をはじめとする多くの機関

の現状とその課題について理解を深めることができたこ

とは、ワークショップと同じように私にとっては大きな

収穫であった。 

 

滋賀大学経済経営研究所の「旧植民地関係資料」につい

て 

 

後に、私の所属している滋賀大学経済学部の中にあ

る経済経営研究所の「旧植民地関係資料」と関連の資料

およびこれらの資料を利用した新しい取り組みについて

紹介したい。 

滋賀大学経済経営研究所は、旧制彦根高等商業学校

（1923 年～1944 年）に設置された調査課を母体とする。 
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この時代に収集された植民地または日本の権益の及んだ

地域について日本語で書かれた文献資料約 8,000 冊を

「旧植民地関係資料」として、保存・管理している。 

これら資料については 1982 年以降刊行した以下の冊

子体目録がある。 

滋賀大学経済学部備付満蒙関係資料目録（1982） 

滋賀大学経済学部備付朝鮮関係資料目録（1983） 

滋賀大学経済学部備付支那関係資料目録（1983） 

滋賀大学経済学部備付台湾・南方・樺太関係資料目録 

 （1985） 

滋賀大学経済学部備付旧植民地関係資料目録補遺 

 （1992） 

現在この5冊の目録を改訂・統合したデータベースであ

る「旧植民地関係資料総合目録」を下記の滋賀大学経済

経営研究所ホームページにおいて提供している。一部に

ついては画像による原本の公開（デジタルアーカイブ）

も行っている。 

(http://www.biwako.shigau.ac.jp/eml/index.htm) 

前掲の写真で紹介したように、資料は著しく劣化して

いるため、経済経営研究所では「旧植民地関係資料」の

コピー（電子式複写）を全面的に禁止している。その解

決策として、マイクロフィルム化を進めており、現在、

全資料の 27 パーセントが終了した。マイクロフィルム

化されている資料に限り、フィルムからのコピー（紙焼

き）を滋賀大学附属図書館を通して提供している。また、

利用者自身がカメラを持参して行う部分的な撮影は可能

である。 

資料の内訳は、前述した「旧植民地関係資料総合目

録」によると、「満蒙」地域が2,404点、「支那」地域

が1,922点、「朝鮮」地域が1,486点、「台湾」地域が

668 点、「南方」地域が979 件、「樺太」地域が193 点

である。刊行年次別資料分布は、彦根高等商業学校の開

校から閉校までの歴史と合致している。すなわち、開校

した 1923 年の刊行資料から増加しはじめ、太平洋戦争

末期の 1944 年になると収集資料数は激減し、1945 年は

わずか3冊となる。また、彦根高等商業学校の中に「支

那科」ができた 1939 年には、「支那」地域の資料が顕

著に増えている。支那科は、「支那語」「支那思想史」

「支那民族性論」「東亜経済政策」「満蒙経済事情」を

必修学科目とする教育課程であった。日中戦争やアジア

太平洋戦争の展開を反映する収集ぶりがうかがえる。 

また、近年、寄贈された新しい資料として「石田記念

文庫」と「満州引揚資料」がある。 

「石田記念文庫」は、彦根高等商業学校や滋賀大学の

教官として「金融経済論」を担当された石田興平博士旧

蔵の約700点の図書や雑誌であり、それらを受け継がれ

た山本有造博士（当時、京都大学人文科学研究所教授）

が、ご自分の収集した資料も合わせて寄贈して下さった

ものである。冊子体目録も山本有造博士と院生により作

成が終わり、今年から公開している。満州経済に関する

図書、雑誌、年報・月報、文書、地図、抜刷から成り、

これらをホームページから総合的に検索できるよう、現

在整備を進めている。 

「満州引揚資料」は、ダンボールにして 13 箱、簿冊

数にして約300点の資料群である。内容は、満洲国史編

纂刊行会が編纂した『満洲国史』（満蒙同胞援護会、

1970 年）の編修に際し、収集、若しくは作成された資

料と思われる。「満州」各地の引揚状況、現地の日本人

居留民会などについての記録であることから、プライバ

シーの問題もあり、利用規程を整えてから公開したいと

考えている。 

 

終わりに滋賀大学経済経営研究所の新しい取り組みを

紹介したい。研究所では、マイクロフィルムによる歴史

資料の保存と利用のほかに、デジタルアーカイブとして、

ホームページ上で画像による資料の公開を行っている。

この過程で発見された１枚の商店のパンフレットをもと

に、2004 年 10 月 12 日から 12 月 26 日までの期間イン

ターネット企画展｢三中井を歴史にさかのぼる｣を開催し

た。この「三中井」とは、20 世紀初め中国大陸や朝鮮

半島で大デパートチェーンを展開しており、その一家族

は、現在も滋賀大学の近くで洋菓子店を営でいる。研究

所で所蔵している資料や同家から提供された写真を利用

して、三中井の歴史をweb上で構成し紹介するものであ

る。 

その当時、百貨店で働いていた人びと、買物に訪れた

人びとは今もご存命である方も多いであろう。遠いよう

で近い過去に触れる楽しい試みであった。また、日本と

中国大陸や朝鮮半島と関わりの深い資料を所蔵する機関

の実務者として、前述したシンポジウムにおける阿部安

成助教授の言葉の意味を再確認する時間でもあった。 

 

 

web 上の「三中井呉服店を中心とせる大京城案内鳥瞰

図」 
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アジア言語OPACで国際子ども図書館の中国語・朝鮮語の児童書を調べる 

国際子ども図書館資料情報課 

 

 

 

国際子ども図書館では国内の児童書は納本により網羅

的に収集に努め、世界各国の児童書についても購入や寄

贈により積極的に収集しております。現在、109 ヵ国

41,000 冊（2004 年 9 月現在）の外国語の児童書を所蔵

しています。また、内外の児童書の関連資料も幅広く集

め、専門的な情報を提供しています。 

アジア諸国で刊行された児童書は、34 ヵ国約 12,500

冊所蔵しています。蔵書数の多い国を挙げると、順に 

 

中国4,300冊 韓国3,200冊 

台湾770冊 インド630冊 

タイ320冊 イラン270冊 

ネパール200冊 パキスタン200冊 

ベトナム200冊 バングラデシュ170冊 

インドネシア160冊 マレーシア140冊 

フィリピン130冊 レバノン120冊 

 

となります。数字は概数です。 

アジア諸国の児童書のうち、読み物・絵本約6,500冊

（翻訳された日本の読み物・絵本約400冊を含む）、中

国語雑誌3誌、朝鮮語雑誌1誌は第一資料室でご覧いた

だけます。 

知識の本など資料室にない資料は書庫にありますので、

カウンターにご請求のうえご利用ください。 

 

 

 

書庫内のアジア資料 

 

 

 

★ 国際子ども図書館のアジア言語資料の検索 

主に第一資料室備付のカード目録を利用いただいていま

すが、中国語・朝鮮語資料は本年 4 月から国立国会図書館

のアジア言語 OPAC による、インターネットでのアクセス

が可能になりました。(http://asiaopac.ndl.go.jp/) 

中国語図書約5,000件、朝鮮語図書約3,300件、中国

語雑誌23件、朝鮮語雑誌7件が検索できます。 

（＊中国語図書：中国、台湾、香港、朝鮮語図書：韓

国、北朝鮮） 

 

★ アジア言語OPACで児童書を調べるには 

 

アジア言語 OPAC 最初の画面はワード検索画面ですが、

選択により、全文、請求番号/資料 ID、分類、履歴から

も調べることができます。 

ここでいう分類は NDLC 分類のことで、児童書の分類

表は次のようになります。 

 

Y1 政治・経済・産業・社会 

Y2 歴史・地理・風俗 

Y3 伝記 

Y5 教育・文化・宗教・道徳 

Y6 美術・音楽・絵画 

Y8 文学・語学 

Y9 文学・語学（翻訳書） 

Y11 科学・技術 

Y12 スポーツ・遊戯 

Y13 辞典・年鑑・図鑑 

Y14 叢書・全集 

Y15 その他 

Y16 漫画本・漫画読物 

Y17 絵本（低学年および幼児用） 

Y18 絵本（翻訳書） 

Z32 雑誌 

 

ワード検索では、条件のプルダウンメニューから、書

名、著編者、件名、フルタイトルキー、全て、

ISBN/ISSN、分類番号、出版者、出版年のうち 2 つを選

び検索ができます。なお、書名を選んだ場合シリーズ名

に含まれる単語での検索も可能です。さらに、画面下に

ある出版者、図書／雑誌、言語、出版年、分館でも絞り

込みが可能です。児童書を探す場合は、所在館を示す分

館を「子ども」に設定しておくと、より検索しやすくな

ります。 
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★ 中国語資料の検索 

 

中国語資料は漢字形（日本漢字、簡体字、繁体字とも

可）、日本語カナ読み、ピンイン読みで検索できます。

漢字形の場合、フルタイトルまたは前方一致(単語の後

ろに*をつけて検索をする)で探すとヒットしやすく便利

です。 

実際に、中国語の「西遊記」の絵本を探してみましょ

う。書名に「西遊記」、分類番号に「Y17」、言語に

「中国語」、分館に「子ども」と入力し、検索ボタンを

押します。 

下図のように4件ヒットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易書誌一覧画面で、簡易な書誌事項、所在、請求番

号が確認できます。並び替えボタンにより、書名、著者

名、出版年、出版社などで並び替えも可能です。 

詳細情報は、書名をクリックするとご覧いただけます。

（下図） 

 

所蔵（所在）情報もこちらで確認できます。現在のと

ころ、書庫資料も全て「第一資料室」と表示されていま

すのでご注意ください。ご不明の場合はカウンターでご

確認ください。インターネット上ではプリント出力やダ

ウンロードも可能です。 

 

★ 朝鮮語資料の検索 

 

朝鮮語資料はハングルで検索できます。書名・著編者

に漢字が含まれていれば漢字でも検索できます。日本人

が著者の場合は漢字が含まれていることが多いので、日

本の児童書の中国語訳、朝鮮語訳を探すときなどに便利

です。 

例えば、著者に「中川李枝子」と入れると朝鮮語版

「ぐりとぐら」（Y18-AZ170）、「ぐりとぐらのおきゃ

くさま」（Y18-AZ171）の2件がヒットします。(下図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 外国語に翻訳刊行された日本の児童書の検索 

 

なお、外国語に翻訳刊行された日本の児童書情報は、国

際子ども図書館ホームページ（http://www.kodomo.go.jp/ 

function/honyaku.html）で日本語版書名から探すこと

ができます。外国語（翻訳）版の当館請求記号、出版年、

書名、ISBN が掲載されていますので、アジア言語 OPAC

と併せて検索にご利用ください。 

 

参考文献：千代由利「国際子ども図書館とアジア資料」

『アジア情報室通報』1(1)：2003.3 
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新着参考図書目録（2004.8～2004.9） 

2004 年 8 月から 2004 年 9 月までの間に、アジア情報室に新しく開架した参考図書の目録であ
る。言語ごとに『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)、請求記号順の排列とした。 

記入は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号の順に記載し、必要と思われる資料には解
題を付した。ハングルのみのタイトルの資料には邦訳を補記した。 

請求記号を併記している場合は（ ）内が、関西館請求記号である。 

中国 
 

中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

中国外交辞典 / 唐家璇主编. -- 北京 : 世界知识

出版社, 2000.1. -- 45, 908p : 図版 12 枚 ; 27cm 

ISBN: 750121171X A2-C52 

先秦から 1990 年代までの政策、事件、文献、人

物など 3,000 余項目を収録。排列は拼音順。巻末に

「中国外交大事年表」を付すほか、17 の付録と 5 の

歴史地図および分類索引を付す。 

＜経済･産業＞ 

中国医疗器械产品检索指南 = A search guide to 

Chinese medical device products / 茅明安, 范晓

东主编 ; 国家药品监督管理局信息中心, 国家药品

监督管理局医疗器械技术审评中心编. -- 北京 : 光

明日报出版社, 2000.8. -- 503p ; 29cm 

ISBN: 7801452380 D2-C108 

＜社会・労働＞ 

中国社会保障发展报告 = China social security 

system development report : 1997-2001 / 陈佳贵

主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2001.7 -- 4, 

5, iii, 369p ; 22cm 

ISBN: 7801495543 EG15-C2 

＜歴史・地理＞ 

2004 香港街道圖 = 2004 Hong Kong city guide / 

萬里編圖組編繪. -- 香港 : 萬里機構, 2003.12. -- 

III, 314p ; 19cm  

ISBN: 9621427851   G72-C72 

中国分省地图集 : 新世紀版 / 江永欣, 陈荣观主編. 

-- 北京 : 星球地图出版社 , 2001.3. -- 203 ; 

29cm 

ISBN: 7801045122 G72-C73 

 

北京市实用生活地图册. -- 第 2 版. -- 北京 : 星

球地图出版社, 2000.5. -- 213p ; 19cm 

ISBN: 7801044193 G72-C74 

 

辛亥革命研究史料目录 : 1899-1999 / 赵慧, 涂文

学主编. -- 武汉 : 武汉出版社, 2002.4. -- 2, 2, 

3, 708p ; 21cm 

ISBN: 7543025973  GE2-C150 

 「书籍文献资料」「报刊文献资料」の 2 部分から

なる。1899 年から 1999 年までに中国で発表された 

 

図書および雑誌新聞記事について書名（論文名）、

作者、出版事項、収録誌名などを収録。それぞれ

「辛亥革命前夕的中国」「辛亥革命」「孙中山先

生」などに分類、さらにそのなかを細分類して排列。 

 

中国城市报告. 2004 / 连玉明主编. -- 北京 : 中

国时代经济出版社, 2004.1. -- 7, 10, 671p ; 

25cm 7, 10, 671p ; 25cm 

ISBN: 7801694910 GE341-C115 

 

中国国情报告 : 1949-1999 = Report of national 

condition of China / 中国国情报告编纂委员会,中

国国情研究会编. -- 北京 : 中央文献出版社, 

2000.10. -- iv, 870p, 図版 21 枚 ; 29cm 

ISBN: 7507308715 GE341-C116 

＜哲学・宗教＞ 

伦理学大辞典 / 朱贻庭主编. -- 上海 : 上海辞书

出版社, 2002.10. -- 33, 1071p ; 27cm  

ISBN: 7532609529 H2-C12 

4,548 項目を収録。「伦理学原理」「应用伦理

学」｢中国伦理思想｣「外国伦理思想」に大別、その

なかを「術語」「学派」「人物」などに分類して排

列。巻末に付録として「中国伦理思想史大事年表」

「外国伦理思想史大事年表」「建国以来伦理学著作

书目概览」を付すほか、見出し語の拼音順索引、筆

画順索引、欧文索引を付す。 

 

中華大藏經總目 / 《中華大藏經》編輯局編. -- 北

京 : 中華書局, 2004.1. -- 1, 16, 1, 937, 79p ; 

27cm 

ISBN: 7101037755 HM13-C1 

『中華大藏經』全 106 冊の目録索引。｢中華大藏

經簡目｣｢中華大藏經詳目｣｢中華大藏經索引｣の 3 部

分からなる。｢中華大藏經簡目｣は典籍番号、典籍名、

巻数、訳著者、収録冊次および頁を収録。｢中華大

藏經詳目｣はさらに典籍ごとの内容細目を収録。｢中

華大藏經索引｣は筆画順の典籍名索引。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中华乐器大典 / 乐声著. -- 北京 : 民族出版社, 

2002.9. -- 29, 4, 42, 1013p ; 27cm  

ISBN: 7105052198 KD2-C19 

 

中国江湖隐语辞典 / 刘延武编著. -- 北京 : 中國

社会科學出版社, 2003.12. -- 8, 133, 239p ; 

21cm  

ISBN: 7500441630 KK37-C14 
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 6,000 余語について語釈、流行地域および時代、

出典などを収録。「入室盗窃隐语」「人称及相关隐

语」など 19 に分類、さらにそのなかを細分類して

排列。筆画順索引を付す。 

＜科学技術＞ 

中华五千年长历 / 《中华五千年长历》编写组编. -

- 北京 : 气象出版社, 2002.10. -- 657p ; 27cm 

ISBN: 7502930906 MB96-C9 

西暦と中国農暦の対照暦表。「年暦表（公元前

2070 年～公元 1949 年）」「月暦表（公元前 1500 年

～公元前 222 年）」「日暦表（公元前 221 年～公元

2100 年）」の 3 部分からなる。巻末に「分至八節表

（公元前 221～公元 1900 年）」「二十四节气交节时

刻表(1900～2060 年)」など 8 の付録のほか、参考書

目を付す。 

 

英 汉 化 学 纤 维 词 汇  = An English-Chinese 

dictionary of man-made fibres / 上海化学纤维

(集团)有限公司, 四川维尼纶厂主编. -- 第二版.-- 

北京 : 中国纺织出版社, 2002.10. -- II, 688p ; 

22cm  

ISBN: 750642407X  PB2-C6 

 

中医文献辞典 / 余瀛鳌, 李经纬主編. -- 北京 : 

北京科学技術出版社, 2000.6. -- 6,4,76,732p ; 

22cm 

ISBN: 7530418939  SC2-C25 

1994 年までに出版された中国医学、薬学に関する

書籍および雑誌約 6,100 タイトルについて書名、巻

数、作者、刊行年、内容、主要版本などを収録。排

列は筆画順。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

全国文化机构名址录 : 2003/2004 年版 = China 

cultural units directory / 中国文化报社编. -- 

北京 : 文化藝術出版社, 2003.7. -- 10,798,11p, 

図版 80 枚 ; 29cm  

ISBN: 7503923482  UA41-C6 

中央、省、市、自治区、県の文化主管部門および

各種文化機関、団体、企業について住所、郵便番号、

電話番号、FAX 番号、責任者を収録。データは 2003

年 3 月 1日現在。排列は行政区画順で『中华人民共

和国行政区划简册』2003 年版による。巻末に筆画順

の地名索引を付す。 

 

中国图书馆分类法(第四版)索引 / 中国图书馆分类

法编辑委员会编. -- 北京 : 北京图书馆出版社, 

2000.11. -- 36,1248p ; 27cm  

ISBN: 7501316244  UL653-C23 

 

山西大学图书馆线装书目录 : 山西大学百年校庆 / 

山西大学图书馆编. -- 太原 : 山西古籍出版社, 

2002.3. -- 1,2,2,420p ; 26cm  

ISBN: 7805984859  UP72-C49 

 約 10,000タイトルについて書名、巻数、著者、

版本、冊数、索書号を収録。排列は四部分類順でそ

の後に「丛书部」を置く。巻末に拼音順の書名索引

と著者索引を付す。 

日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

模倣対策マニュアル : 中国編. -- 東京 : 日本貿
易振興機構経済分析部, 2004.3. -- 429p ; 30cm
 AC9-361-H12  
 
中国特許侵害訴訟の実務 / 徐申民著 ; 小松陽一郎,
小谷悦司,梁煕艶監修. -- 東京 : 経済産業調査会, 
2004.7. -- 447p ; 21cm 
ISBN: 4806527130  AC9-561-H9  
 
模倣対策マニュアル : 香港編. -- 東京 : 日本貿
易振興機構経済分析部, 2004.3. -- 79p ; 30cm 
 AH3-411-H1  
 
中華人民共和国対外経済貿易法令集 : 完全収録版. 
第 2 分冊 / 中華人民共和国商務省編 ; 松岡榮志,
牧野文夫,劉徳強監訳. -- 東京 : スパイラル出版, 
2004.5. -- 1256p ; 22cm 
ISBN: 4872574540  CC9-411-H2  

＜経済・産業＞ 

中国企業情報. 2004-2005 年度版 / サーチナ企画編

集. -- 東京 : サーチナ ： 中経出版 (発売), 

2004.7. -- 831p ; 19cm 

ISBN: 4806120367  D4-H282  

 

中国データ・ファイル. 2003-2004 年版 / 日本貿易

振興会編. -- 東京  : ジェトロ, 2004.6. -- 

329p ; 30cm. -- (海外調査シリーズ ; no.361) 

ISBN: 4822409880  DC157-H55  

 

中国ビジネス投資 Q&A. 2004 年改訂版 / 水野真澄

著. -- 東京 : キョーハンブックス (発売), 

2004.7. -- 308p ; 21cm 

ISBN: 4876413991  DE151-H117  

＜歴史・地理＞ 

中国歴史公文書読解辞典 / 山腰敏寛編. -- 東京 : 

汲古書院, 2004.6. -- 252,35p ; 21cm 

ISBN: 4762911763  GE8-H11  

 

2001 年の中国情勢 / 新華社=中国通信編. -- [川

口] : 日本僑報社, 2004.5. -- 1 冊 ; 26cm. -- 

(新世紀の中国情勢シリーズ ; 1) 

ISBN: 4931490654  GE341-H76 

 

2002 年の中国情勢 / 新華社=中国通信編. -- [川

口] : 日本僑報社, 2004.5. -- 1 冊 ; 26cm. --  

(新世紀の中国情勢シリーズ ; 2) 

ISBN: 4931490662  GE341-H77 

 

2003 年の中国情勢 / 新華社=中国通信編. -- [川

口] : 日本僑報社, 2004.5. -- 1 冊 ; 26cm. -- 

(新世紀の中国情勢シリーズ ; 3) 

ISBN: 4931490670  GE341-H78 

 

チベットを知るための 50 章 / 石濱裕美子編著. -- 

東京 : 明石書店, 2004.5. -- 333p ; 19cm 
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ISBN: 4750318957  GE431-H15  

 

台湾の政治改革年表・覚書. 1994 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 248p ; 

26cm GE461-H47 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 1995 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 366p ; 

26cm GE461-H48 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 1996 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 387p ; 

26cm  GE461-H49 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 1997-1999 年 / 伊原

吉之助編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 

106,116,152p ; 26cm   GE461-H50 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 2000 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 486p ; 

26cm  GE461-H51 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 2001 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 429p ; 

26cm GE461-H52 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 2002 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 355p ; 

26cm  GE461-H53 

 

台湾の政治改革年表・覚書. 2003 年 / 伊原吉之助

編著. -- 東京 : 交流協会, 2004.3. -- 516p ; 

26cm  GE461-H54 

 

中国歴史人物大図典. 歴史・文学編 / 瀧本弘之編

著. -- 東京 : 遊子館, 2004.5. -- 579,14p ; 

27cm 

ISBN: 4946525580   GK17-H7  

＜芸術・言語・文学＞ 

標準清人篆隷字典 / 北川博邦編. -- 新装版 . -- 

東京 : 雄山閣, 2004.6. -- 639p ; 22cm 

ISBN: 4639018487   KC612-H10 

 

甲骨文墨場必携 : 集殷虚文字楹帖彙編 / 羅振玉

編 ; 内山知也訳注. -- 新版. -- 東京 : 木耳社, 

2004.4. -- 323p ; 22cm 

ISBN: 4839318271  KC657-H26  

 

東方中国語辞典 / 東方書店,北京・商務印書館共同

編集 ; 相原茂,荒川清秀,大川完三郎主編. -- 東

京 : 東方書店, 2004.4. -- 144,1971p ; 20cm 
ISBN: 4497203123  KK12-H23  

 

コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

북한 기관∙단체별 인명집. 2001. -- 서울 : 통일부, 

2001.12. -- 1001p ; 26cm  

북한 주요기관 및 단체별 색인: p765-837  

인명색인: p839-1001 

（北韓機関･団体別人名集） A2-K8 

北朝鮮の刊行物および関連資料を基に韓国で作成

された人名録。朝鮮労働党、政権機関、人民軍、主

要機関、党外郭および社会団体、南北会談機構、在

日朝鮮人総連合会、国際親善団体、在外公館、主要

工場および企業所の 10 項目に分けて、役職と個人

名を掲載。付録として、機関・団体別索引と人名索

引を付す。 
 
독도의 민족영토사 연구 / 신용하 지음. -- 서울 : 

지식산업사, 1996.8. -- 337p ; 23cm 

독도 영유권 관계 주요 참고문헌: p[323]-328 
찾아보기: p[329]-337 
ISBN: 8942310362 
（独島の民族領土史研究） A171-K5 

＜経済・産業＞ 

全 國 地 域 特 區 開 發 總 覽 .  2004 / 

韓國産業情報院附設全國地域開發硏究院 編. -- 

서울 : 韓國産業情報院, 2003.11. -- 993p ; 27cm

 DD55-K4 

＜社会・労働＞ 

우리 생활 100 년･음식 / 한복진 지음. -- 서울 : 

현암사, 2001.11. –－ 384p ; 20cm. -- 

(방일영문화재단 한국문화예술총서 ; 15) 

참고문헌: p372-376 찾아보기(인명): p377-378 

(음식,용어,기타): p379-384 

ISBN: 893231084X 

（私たちの生活 100 年･飲食）      EF27-K9 

＜歴史・地理＞ 

韓國日本學總覧 / 韓國日本學會 編. -- 서울 : 

時事日本語社, [2003].2. –－ 263p ; 23cm 

附: 日本學研究者人名録 

ISBN: 8940204638           GB63-K19 

韓国日本学会の沿革史のほか、日本学関連学会の

連絡先・設立年度・学会誌を記す「韓國日本學關聯

學會現況」、日本学関連の大学院博士課程を設置し

ている大学の住所・特徴・研究の重点分野・教授の

研究内容等を掲載する「韓國의 日本學關聯大學院

（博士課程）現況」、研究者の連絡先・学歴・学位

論文・著書を載せる「日本學硏究者人名錄」を収録。

排列は、それぞれ学会・大学・研究者名のハングル

字母順。 

 

7-10 世紀韓中日交易研究文獻目録 ・ 資料集 / 

해상왕장보고연구회 편. -- 서울 : 
해상왕장보고기념사업회, 2001.6. -- 925p ; 23cm. 

-- （해상왕장보고기념사업회 자료총서 ; 1） 

찾아보기: p919-925           GE1-K3 

統一新羅時代の海上王・張保皐に関する文献目録

と史料を収録。文献目録は、韓国、中国、日本等で

1900～1999 年までに刊行された単行本・論文と、

1970～2000 年までの韓国の新聞・放送・雑誌を対象
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とする。史料編は 7～10 世紀までの韓国、中国、日

本、渤海の史書・文献および金石文から抜粋。巻末

に単行本・論文の重要な項目に関する索引を付す。 

 

韓國 中國學 硏究 論著 目錄 : 1945~1999 : 歷史, 

哲學, 語文學 / 金時俊, 徐敬浩 共編. -- 서울 : 

솔출판사, 2001.2. -- 742p ; 27cm 

색인(단어 색인･작자 색인): p645-742 

ISBN: 8981334285     GE2-K1 

1945 年から 1999 年までに韓国国内で刊行、発表

された中国学分野の研究を歴史・哲学・文学中心に

収集し、研究対象となっている時代により、総論お

よび 9 つの時代に分類して著者名のハングル字母順

に掲載。著者名・書名・論文名・収録雑誌名・発行

年などを収録。言語学および、上記 3 分野に含まれ

ない研究に関しては、各々「言語学」「その他」の

項目を立てて記載。巻末に事項索引、著者名索引を

付す。 
 

북한역사학논저목록. 상, 하 / 국사편찬위원회[편]. 

-- 과천 : 국사편찬위원회, 2001.11. –－ 2 冊 ; 

24cm. -- （남북역사학논총 ; 1） 

상: 북한의 역사학 연구 하: 국내의 북한역사학 

연구 

ISSN: 15983102 

（北韓歴史学論著目録）          GE3-K31 

北朝鮮の歴史学研究論著 9,000 件余り､韓国の北

朝鮮関連歴史学論著 3,000 件余りを、著書は分野別

に､論文は時代･分野別に収録｡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･論文集号別目次等を付す｡ 

 

북한 역사학 논저 국내 소장처 현황. -- 과천 : 

국사편찬위원회, 2002.12. -- xvii, 430p ; 24cm. 
-- (남북역사학논총 ; 3)            

제 1 부: 북한 역사학 논저 국사편찬위원회 소장 

현황. 제 2 부: 북한 역사학 논저 유관기관 소장 

현황 

ISSN: 15983102 

（北韓歴史学論著国内所蔵処現況）    GE3-K32            

 

남북 역사용어 및 영문표기 기초조사. -- 과천 : 

국사편찬위원회, 2002.12. -- xiv, 582, vip ; 

24cm. -- (남북역사학논총 ; 4) 

ISSN: 15983102 

（南北歴史用語および英文表記基礎調査） GE8-K19          

 

전국문화원. -- 서울 : 文化體育部 : 

全國文化院聯合會, 1996.12. -- 476p ; 26cm 

（全国文化院）              GE18-K3 

 

조선의 력대국호 / 공명성 집필. -- 평양 : 

사회과학출판사, 2003.2. -- 188p ; 21cm  

（朝鮮の歴代国号）         GE122-K82 
 

북한의 역사학. 1. -- 과천 : 국사편찬위원회, 

2002.10. -- ⅴ, 586p ; 24cm. -- 

(남북역사학논총 ; 2) 

ISSN: 15983102 

（北韓の歴史学）             GE138-K24 

 

전화번호책. 2002. -- [複製版]. -- [出版地不明] : 

[出版社不明], [2002]. -- 379p ; 25cm 

（電話番号帳）                Y69-K1 

北朝鮮全域の電話帳。道・市・郡ごとに､政党･人

民委員会・司法検察・人民保安・統計・農業・建

設･運輸・教育等の部門別に、機関の電話番号を掲

載｡ 

＜芸術・言語・文学＞ 

중요무형문화재. 1-5 / 문화재연구회 글･사진. -- 

서울 : 대원사, 1999.11. -- 5 冊 ; 21cm 

各巻末に参考文献あり 

1: 음악과 무용 2: 연극과 놀이  3: 의식∙음악∙무예  

4: 공예기술 1  5: 공예기술 2   

ISBN: 1: 8936909487.  2: 8936909479.  3: 

8936909495.  4: 8936909509.  5: 8936909517.  

(set): 8936909460 

（重要無形文化財）          K144-K26 

 

조선 노래 대전집 / 

≪조선노래대전집≫편집위원회[編]. -- 평양 : 

문학예술출판사, 2002.12. -- 2450p ; 30cm   

（朝鮮歌大全集）           KD214-K20 

北朝鮮の歌約 8,000 曲の楽譜を収録。歌謡編（約

3,680 曲）、歌劇曲編（約 1,150 曲）、映画曲編

（約 1,520 曲）、童謡編（約 1,450 曲）、民謡編

（約 110 曲）から成り、歌劇曲編以外の各編の目次

はハングル字母順（北朝鮮式）に排列。巻末に、多

くの名曲を創作した詩人、作曲家の写真を収載。 

＜科学技術＞ 
한국의 고산식물 = Alpine flowers of Korea / 

이영노 지음. -- 서울 : 교학사, 2000.4. -- 

557p ; 20cm  

학명 찾아보기: p537-547 한국명 찾아보기: p548-

553 참고문헌: p554-557  

ISBN: 890905879X 

（韓国の高山植物）           RA5-K10 

 

한국의 귀화식물 / 김준민, 임양재, 전의식 지음.   

-- 서울 : 사이언스북스, 2000.8. -- 281p ; 22cm  

참고문헌: p249-251 찾아보기: p252-259 
ISBN: 8983710594 

（韓国の帰化植物） RA5-K11 

 
한국거미생태도감 = Field guide of Korean spiders 

/ 임문순, 김승태 공저. -- 서울 : 

건국대학교출판부, 2000.9. -- 285p ; 20cm 

국명색인: p276-280 학명색인: p281-285 

ISBN: 8971072563 

（韓国蜘蛛生態図鑑） RA6-K6 

 

한국나비도감 = Coloured butterflies of Korea / 

申裕恒 著. -- 서울 : 아카데미서적감사원, 

1991．8． -- 364p ; 20cm 

학명색인: p357-360 국명색인: p361-364 

ISBN: 8976160711 

（韓国蝶図鑑）              RA7-K2 
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原色韓國 나비圖鑑 = Illustrated book of Korean 

butterflies in color / 金容植 著. -- 서울 : 敎學社, 

2002．6． -- 305p ; 27cm 

학명 찾아보기: p299-301 한국명 찾아보기: p302-

303 참고문헌: p304-305 

ISBN: 8909075473 

（原色韓国蝶図鑑）            RA7-K3 

 

상수도 통계 = Statistics of water works. -- 

과천 : 환경부. -- ; 26cm 

2002～ 

（上水道統計）            Z41-AK333 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

우리 신문 100 년 / 차배근[ほか] 지음. -- 서울 : 

현암사, 2001.3. -- 384p ; 20cm. -- 

（방일영문화재단 한국문화예술총서 ; 10） 

참고문헌: p[369]-370 찾아보기(신문): p371-379 

(인명):p380-384 

ISBN: 8932310793 

（私たちの新聞 100 年）        UC129-K17 

韓国の新聞の歴史を、開化期（1883－1910）、受

難期（1910－1945）、激動期（1945－1960）、隆盛

期（1960－2000）の 4 つの時期にわけて解説。編集

や刊行の歴史については、各々、別の章を立て、多

くの図表を用いて説明を加える。当時の紙面・人

物・建物など、歴史的な写真を豊富に掲載し、巻末

には新聞名索引、人名索引を付す。 

 

우리 방송 100 년 / 최창봉, 강현두 지음. -- 

서울 : 현암사, 2001.11. -- 384p ; 20cm. -- 

（방일영문화재단 한국문화예술총서 ; 11） 

참고 문헌: p372-374  아보기(인명): p375-377 

(프로그램): p378-382  (방송국,기타): p383-384 

ISBN: 8932310807 

（私たちの放送 100 年）        UC237-K10 

 

한국 공공도서관 운동사 : 지식과 정보의 공공성 

확보 문제와 관련하여 / 이연옥 지음. -- 서울 : 

한국도서관협회, 2002.5. -- xvi, 301p ; 23cm 

참고문헌: p265-295 색인: p297-301 

ISBN: 8976780574             

（韓国公共図書館運動史 : 知識と情報の公共性確

保問題と関連して）          UL245-K3 

 

국립중앙도서관 선본해제 = An annotated 

bibliography of rare books in the National Library 

of Korea． 5 / [국립중앙도서관]고전운영실] 편집. 

-- 서울 : 국립중앙도서관, 2003.12. -- 373p, 

図版 8枚 ; 31cm  

書名索引: p367-373 

ISBN: 8973830651 （set）: 8973830643 

（国立中央図書館善本解題）       UP72-K8 

国立中央図書館で指定された貴重本のうち、229

種 633 冊について、哲学･宗教、歴史･地誌、語学･

文学、芸術、社会･教育、政治･経済･軍事、理学･医

学に分類し､解題を施す。巻末に書名索引を付す。 
 

 

日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

学習院大学蔵朝鮮戸籍大帳等目録 / 武田幸男編. -

- 東京 : 学習院大学東洋文化研究所, 2003.3. -- 

83p ; 26cm. -- (調査研究報告 ; no.52. 学習院大

学蔵朝鮮戸籍大帳の基礎的研究 ; 5) 

ISSN: 09196536                     AK2-811-H4 

 

模倣対策マニュアル : 韓国編. -- 東京 : 日本貿

易振興機構経済分析部, 2004.3. -- 157p ; 30cm 

特許庁委託事業.  執筆:金・張法律事務所 

                  AK4-411-H5 

＜歴史・地理＞ 

北朝鮮の現況 : 重要基本資料集. 2004 / ラヂオプ

レス編. -- 川崎 : RP プリンティング, 2004.7. -- 

716p ; 26cm   
年表あり 

ISBN: 4947638648          GE138-H51 

＜芸術・言語・文学＞ 

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 : 2 色刷 / 

油谷幸利[ほか]編. -- 東京 : 小学館, 2004.5. -- 

1447p ; 17cm 

ISBN: 4095061413 KJ42-H6 

 

ハングル単語文法活用事典 / 李仁洙,金容権編著. 

-- 東京 : 三修社, 2004.3. -- 251p ; 20cm 

「朝鮮語単語文法活用辞典」の改訂 

ISBN: 4384052189           KJ43-H6 

 

韓国語・辞書にない俗語慣用表現 / 曹喜[チョル]

著. -- 東京 : 白帝社, 2004.6. -- 218p ; 20cm 

ISBN: 4891745916          Y48-H85 

 

諸地域 
 
北東・東アジア 
 

洞窟学 4 ケ国語(英日韓中)用語集   / 沢勲[ほか]

編著. -- 八尾 : 大阪経済法科大学出版部, 2004.1. 

-- 203p ; 26cm 

ISBN: 4872041208            ME2-H5 

 

東南アジア 

＜インドネシア＞ 

Statistik kesejahteraan rakyat : Survei sosial 

ekonomi nasional : National socio-economic 

survey --  Jakarta ： Badan Pusat Statistik. 

-- ; 29cm 

2003～               Y735-ZS-131 

インドネシアの社会・労働・生活等に関する統計

年鑑。「人口」「保健」「教育」「労働」「婚姻・

出生」「住居」「家政」「消費」の 8 部門に分け、

１年間の概況および各州の統計を載せる。
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アジアの図書館・情報学関係主要外国雑誌目次情報 

◇凡例◇ 

・ 各雑誌の目次より、主要記事を選んで収載した。 

・ 2004 年 8 月から 2004 年 9 月に受け入れた各雑誌の目次から選んだ。また排列は誌名の、
中国はピンイン順、コリアはハングル字母順、諸地域は ABC 順とし、同一誌を複数号掲載
する時は巻号順とした。 

 
<中国の部> 
 
大学图书馆学报(Z21-AC55)  
22 卷 3 期 (2004.5) 

集团采购——购买电子资源的有效方式 / 杨毅，周

迪，刘玉兰 6-9 

图书馆文献传递的原文补贴政策探讨 / 陈益君，叶

杭庆 10-12 

OCLC ILLiad:香港高校图书馆普遍使用的馆际互借系

统 / 陈佩燕，杨军  13-15 

高校图书馆的传统文献与电子文献 / 龚玮  22-24 

高校文库建设之路的探索——北京大学文库 15 年历

程的回顾 / 周家珍 25-29,35 

关于设立高校“海外中国研究文献资源中心”的倡议

/ 温国强 30-32 

学位论文网上提交和发布系统比较研究 / 赵阳，姜

爱蓉 36-40 

西安交通大学图书馆实时咨询系统的建设与服务 /强

自力 53-55 

简评《中图法》第四版的变化 / 吴海燕  75-77 

评《我国图书馆学、情报学核心期刊学术影响力的分

析》一文的研究方法与数据处理 / 马景娣，田稷，

缪家鼎 80-82 

22 卷 4 期 (2004.7) 

检索控制的全方位实现——CALIS 联机规范控制系统  

/ 谢琴芳，喻爽爽，刘素清 48-52 

网络智力与技术资源的共建共享——北京高校网络图书馆

虚拟参考咨询系统项目建设 / 马路等 53-56 

陕西省普通高等学校图书馆评估工作的回顾与反思 / 

康万武 57-60 

论海南省高校图书馆在省文化信息资源共享工程资源

建设中的重要作用 / 丘秀文 61-63 

 
国家图书馆学刊(Z21-AC49)  
2004 年 2 期(2004.4)  
应对机遇和挑战 实施三大发展战略 全面推进国家馆

的现代化、国际化进程 / 詹福瑞 3-8 

拓展国家图书馆服务职能的新尝试--“部级领导干部

历史文化讲座”两年回顾 / 张彦，张洁 9-13 
从报业发展看国家图书馆中文报纸馆藏建设 / 牛春

兰，陈国英 13-17 
规范控制与国家图书馆书目数据可持续发展 / 王洋 

 18-22 
网络文献保存的实践和课题 / 王志庚，郝守真 23-29 
网络信息资源采集内容的甄选--国家图书馆“专题存

档”的实践 / 吕淑萍，朱兵 30-33 
网络信息资源专题存档试验研究 / 李春明，吕伟  

 

 34-37 

浅谈网络信息资源采集技术 / 朱华 38-40 

关于我国 ISSN 现行分配政策的思考 / 杨亚枝  46-49 
韦棣华基金会与中国图书馆事业发展 / 崔彤   50-53 

浅谈古籍修复的科学化管理 / 张志清  60-63 

《永乐大典》修复始末 / 杜伟生  64-68 

2004 年 3 期(2004.7)  
国家图书馆在国家信息化建设中的作用 / 王芬林 

 39-43 

国家图书馆西文图书利用分析及思考 / 王珊，吴碧

华，李树国 60-65 

提高编目数据质量 更好地为用户服务 / 景鸿达，曹

宁 75-79 

 

國立中央圖書館臺灣分館館刊(Z21-AC47) 

10 卷 2 期(2004.6) 

鄉鎮圖書館營運績效評量初探:以南投縣鄉鎮圖書館

為例 / 呂明珠 30-45 

國立中央圖書館臺灣分館歷任館長實錄(西元 1915-

2003) / 張圍東 63-75 

高中圖書館辦理班級讀書會之調查研究 / 張義清

 113-123 

 
情报资料工作 (Z21-AC19) 
2004 年 3 期(2004.5) 

我国图书馆特色数据库建设现状及问题探讨 / 肖冬

梅 ，谢伟涛     37-39，27 

 

图书馆 (Z21-AC58) 
2004 年第 3 期(2004.6)  

中国新型图书馆事业百年(1904-2004)(续) / 黄宗忠

 7-11 

1998 年以来目录学史研究综述  / 薛旻，王娟 26-29 
新时期的知识基础设施建设 / 鄢百其，金晓祥，伍

文杰，陈敬红 64-66 

中文核心期刊与中国期刊方阵期刊比较研究 / 张玉

霞,王元忠 73-76 

2004 年第 4 期(2004.8)  

中国新型图书馆事业百年(1904-2004)(续) / 黄宗忠

 9-13,21 

国内大学图书馆网上数字化参观咨询服务调查分析 / 

方国辉 50-52,56 

我国信息服务业现状及其发展思路 / 廖金翠，郭玖

玉 60-62 

网络环境下文献信息资源共享的障碍及对策 / 曾伟
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清 63-65 

纸质书刊与中国期刊网、Google 等网络资源综合利用

的比较分析 / 骆小婷 66-68 

湘西民族地方文献工作现状及发展对策 / 章赛君 

 72-74 

深圳大学图书馆数字化建设初探 / 姚兰 98-100,104 

 

图书馆论坛(Z21-AC57) 
24 卷 3 期(2004.6) 

新形势下知识产权保护的十大问题探析 / 陈志宏 

 8-13 

广州市石牌地区六校图书馆馆际协作回顾与分析 / 

刘锋，高辉 32-34,101 

从深圳市宝安区实际论农村基层图书馆在城市化中的

建设模式 / 郭汉奎 54-56 

乡村图书室发展道路探索--南海区乡村图书室调查 / 

张亚玲，陈志东，梁伟池 66-68 

贵州图书馆的特色化建设 / 马宇红 69-70 

"媒体眼中的广州"全文数据库建设与探讨 / 蔡卫平,

邓尧伟 ，郭万召 80-82,106 

省级公共图书馆主页调查分析 / 王东升 95-97,114 

中小型图书馆如何建立古籍书目数据库 / 熊伟华 

 98-101 

新形势下高校图书馆外文图书的采访工作 / 伍玲

 112-114 

新时期公共图书馆为弱势群体服务的若干探索 / 黄

小华 125-127,68 

汕头市区县图书馆现状调查与对策分析 / 彭艳萍

 140-141,167 

我国基础教育网络资源开发问题探究 / 范尊娟 

 142-144 

海南省家谱文献保存现状调查及抢救、开发对策 / 

王芹,陈秀云 148-150 

如何解决数字图书馆中的版权问题 / 何炳祥 173-175 

24 卷 4 期(2004.8) 

广东省图书文献资源共享的实施思路 / 方小洵 11-14 

对建立广东省数字化馆际互借与文献传递服务系统的

思考 / 郭颖 49-51 

广东高职院校图书馆现状及发展对策刍议 / 王玉鸿

 55-57,14 

广州地区少年儿童图书馆事业的现状及发展对策 / 

王长庆 60-62 

图书馆岗位绩效的多维度评估 / 王接东 66-69 

我馆几种主要期刊检索途径的调查与分析 / 汪倩 

 81-83 

数字图书馆建设若干问题研究 / 周灵威 84-86 

CALIS 联合目录数据库的质量控制 / 万荣花 90-92 

共知,共建,共享,实现地区性文献资源保障-广州石牌

地区高校图书馆协调采访、资源共享的实践与思考 / 

杨华 127-129 

新时期海外中文报刊信息开发的困境与出路 / 符国

冰 177-179,188 

区域医学信息资源的开发利用-广东实例研究 / 陈小

忠 183-185,108 

 

图书馆学研究(Z21-AC2) 
2004 卷 7 期(2004.7) 

新世纪我国图书馆基础理论研究综述 / 梁曦   2-6 

中国数字图书馆的发展战略 / 李俊春，王琼 24-26 

浅析三大图书馆的系统一体化趋势 / 干雪云 45-47 

师范院校图书馆中文图书采访工作 / 于浪川 67-69 

中文网络资源联机合作编目初探 / 宋缨 70-72 

运用读者分层论透析读者群新变化 / 于宏 85-86 

2004 卷 8 期(2004.8) 

国家图书馆网站被链接的比较分析 / 黄晓斌，葛容 

 32-35 

东北地方志(1949 年前旧志)收藏状况调查与校核目录 / 

勾学海，杨艳平，金敏求 80-90,74 

 

图书馆杂志 (Z21-AC73) 
23 卷 7 期(2004.7) 

我国公共图书馆的产权制度形式及其供给机制分析 / 

罗剑丽  7-9 

图书馆职业资格证书构想与现存行业体制的阻碍效应 

/ 张会珍 30-31,55 

23 卷 8 期(2004.8) 

对处于非营利组织地位图书馆的研究 / 廖腾芳 9-12 

整合资源联合建站-上海区县公共图书馆网站建设现

状及发展构想 / 李果，柳伟乐 42-44 

培育农村先进文化的有益实践-宁波市图书馆农民读

书节的开展与思考 / 陈宁雄，庄立臻 45-46 

为盲人读者服务的实践与思想 / 扬新娟，杨国荣 

  47-48 

 
图书情报知识(Z21-AC16) 
2004 年第 2 期(2004.4)  

从分类主题论文看图书馆学研究的方向与趋势—基于

十种图书馆学核心期刊五年载文的分析 / 张正 16-18 

国内外分类主题一体化标引和检索系统研究进展 / 

李法运 19-22 

我国近十年图书馆学文献产出量动态分布研究 / 白

崇远 23-25 

中美政府信息资源共享系统建设对比分析 / 吕先

竞，郑邦坤，汤爱群 55-57 

中外图书市场消费状况比较研究 / 李凌芳 91-93 

民国时期古籍出版业对图书馆建设的贡献 / 刘洪权

 94-96 

2004 年第 3 期(2004.6)  

图书馆新善本工作刍议 / 赵长海 22-24 

我国出版高等教育研究述略 / 盛洪 94-96 

 

＜コリアの部＞ 

 

國會圖書館報 (Z21-AK21) 
41 卷 1 號(2004.1) 

지식정보화시대의 도서관정책 / 정동열 ∙∙∙∙∙∙6-15 

참여정부의 도서관정책 / 이용훈 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31-41 

41 卷 2 號(2004.2) 

울릉도･독도의 국제적 인식 역사 / 한상복 ∙∙46-53 
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국회도서관 독도자료실 소개 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 62-63 

41 卷 3 號(2004.3) 

광역지방의회자료실의 실태 분석 및 활성화 방안 

/ 최은주, 구승서 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 62-69 

e-Library 를 위한 저작권 관리 기술 / 신용태 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 74-81 

41 卷 4 號(2004.4) 

해외학술 전자정보 구독현황 분석 및 주요시사점 

/ 한혜영 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40-49 

 

도서관 (Z21-AK23) 
59 권 1 호(2004.봄) 

웹 검색엔진 특징 분석에 관한 연구 / 이란주∙∙∙∙3-42 

도서관의 저작물 복제와 전송에 관한 연구 / 이호신 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙43-64 

해외 전자책(e-book) 컨소시엄 도입 및 공동활용 현황 

분석 / 박연희 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙65-82 

西坡/東山文庫의 古書現況과 分析 / 윤동원∙∙∙∙83-114 

국립중앙도서관 이용자 행동 연구 / 

이용봉사개선소위원회 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 115-136  

 

도서관계 (Z21-AK4) 
14 권 2 호(2004.3) 

‘도서관’ 명칭의 유래 (도서관 발자취) / 조재순 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙26-27 

2004년도 전기 문헌정보학 석･박사학위논문 목록 및 

초록∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙28-35 

14 권 3 호(2004.4) 

「도서관 주간」의 탄생 (도서관 발자취) / 조재순 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙22-24 

2003년도 일본 궁내청 서릉부 소장 한국고전적 영인 

목록 / 고전운영실∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-43 

14 권 4 호(2004.5) 

근대 한국도서관계의 선구자 이범승(李範昇)선생 

(도서관 발자취) / 조재순∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙33-35 

변화의 길목에 선 학위논문관 / 배정미 ∙∙∙∙ 36-38 

 

圖書館文化(Z21-AK24) 
45 권 4 호(2004.4) 

주 5 일제와 도서관, 현장의 목소리를 듣다. ∙22-28 

법률문화 발전에 기여하는 법원도서관의 부산고등 

법원도서실을 다녀와서 (도서관탐방) ∙∙∙∙∙∙ 30-31 

공공도서관 어린이실 연도별 변화 추이 (2000～2003) 

(통계로 보는 도서관계)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙49 

전문대학도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 서배원 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙52 

신규장각 (도서관분야 NGO 를 찾아서) / 이계정 ∙53 

45 권 5 호(2004.5) 

비정규직 사서 교사의 일상과 사회의 의식개혁 / 

김보영 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24-29 

비정규직 사서의 취업 현황과 해결방안 / 김지홍

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30-42 

21 세기 글로벌 리더의 지성과 감성을 책임지는 

민족사관고등학교도서관 (도서관탐방) ∙∙∙∙∙∙44-45 

공공도서관 전산화 현황 연도별 추이 (1994～2002) 

(통계로 보는 도서관계) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 75 

한국의학도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 김은희 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 76 

한국학교도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 찾아서) 

/ 송기호 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 77 

45 권 6 호(2004.6) 

삼성의학정보센터를 다녀와서 (도서관탐방) 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40-41 

(사)과학기술정보관리협의회 (도서관분야 NGO 를 

찾아서) / 정현숙 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 62 

전국어린이작은도서관협의회 (도서관분야 NGO 를 

찾아서) / 전영순 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 63 

최근 3년간 공공도서관 운영 증감대비 (2001～2003) 

(통계로 보는 도서관계) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 66 

 

디지틀도서관 (Z21-AK18) 
33 호(2004 년.봄) 

홈페이지와 저작권 / 저작권심의조정위원회 

(집필: 김현철) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙44-72 

학교도서관 정보화를 기반으로 하는 학교도서관 중심의 

독서교육 / 오금고등학교∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 73-111 

도서관 협력수업을 통한 학교도서관 활성화 방안 / 

혜원여자고등학교∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 112-153 

교육과정과 연계한 독서목록 작성 및 도서관의 

문화공간 실현 / 서울문영여자고등학교,경신고등학 

교, 고척고등학교, 동구여자상업고등학교,  여의도 

고등학교 공동연구 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙154-182 

 

<諸地域の部> 

 

Xuất Ba ̉n Viê ̣t Nam (Y741-ZS-75) 
Vol.8 No.8 (2004) 

Cooperation in publishing activities need to 

be paid attention to and clearly defined in 

amended publishing law / TS. Phan Trung Ly････11 
Articles described with two methods in draft 

publishing law / Pham Hoe ････････････････ 12-13 

Military library – an interesting culture 

place of Ha Noi / Hoang Thuy-Lan Huong ･･･17-18
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レファレンス事例紹介 
 

国立国会図書館の中国関係新聞について 
                

 新聞は写真、欄外の広告なども含めて、その発行

当時の社会の息吹を今に伝えてくれる貴重な情報源

である。現代の情報はもとより、例えば、1920 年代

に、あるいは、旧満洲で発行されていた新聞に関す

る問い合わせも多い。 

そこで今回は、当館所蔵中国関係新聞の概要を、

中国語新聞、欧文新聞、および日本語新聞に分けて

紹介し、併せて関連する代表的なツールを挙げる。 

＜＞内は当館請求記号である。所蔵期間について

は、中国語紙はアジア言語 OPAC、その他は NDL-

OPAC で調べていただきたい。 

 

１.当館所蔵新聞の概要 

(1)中国語新聞 

 現在の所蔵数は 338 紙（2004 年 9 月末現在）、継

続収集紙は 100 紙である。形態は、原紙のほか、マ

イクロフィルム、縮刷版、影印本である。 

中国語新聞揺籃期 

中国の近代的新聞としていずれも香港で創刊され

た代表的な 2 紙を所蔵している。1874 年 2 月創刊で

王韜が主筆をつとめた『循環日報』＜YB-258＞、

1894 年に発行社の社屋が焼失したこともあり、国内

では当館のみが所蔵していると思われる『香港華字

日報』＜YB-AC42＞である。また、中国近代史研究

に欠かせない上海創刊の『申報』の影印本 400 冊＜

Z99-501＞も所蔵している。 

日本人経営のものとして、1901 年創刊の『順天時

報』＜YB-AC41＞、1906 年当時の奉天（長春）で創

刊された『盛京時報』＜Z99-AC18＞を所蔵している。 

民国時期のものとして、天津の『益世報』＜YB-

AC12＞、『華北日報』＜YB-AC24＞、長沙の『大公

報』＜Z91-195＞、『武漢日報』＜YB-AC23＞等があ

る。 

現代の中国語新聞は『人民日報』等の中央紙のほ

か、『西蔵日报』、『新彊日報』等全国各省・直轄

市の地方紙のほか、台湾や、香港の代表紙を収集し

ている。 

現在日本で刊行されている中国人コミュニティを

対象にした『留学生新聞』、『関西華文時報』等は

散逸する恐れが多く、これらの保存蓄積は当館の大

切な役割である。 

(2)欧文新聞 

中国では 18 世紀になると西洋人の手になる英字

新聞も多く発行された。マカオで 1822 年に刊行さ

れた“A Abelha da China”のリプリント版＜ Z99-

1018＞、代表的な英字紙である“The North-China 

Herald and Supreme Court and Consular 

Gazette ” ＜ Z91-259 ＞ 、 “ North China Daily 

News”＜YB-F14＞、また、『香港華字日報』の前身

紙とも言える“China Mail”＜Z91-228＞などがあ

る。大連発行の日本人経営になる“Manchuria 

Daily News”＜Z91-223＞も所蔵している。 

現代紙では、“China Daily”のほか、香港の

“South China Morning Post”＜Z91-56＞、台湾

の“The China Post”＜Z91-285＞などを所蔵し

ている。 

(3)旧外地(中国東北地区、台湾等)発行の日本語新

聞 

南満州鉄道株式会社が経営し、途中、『満洲日

報』に改題するなど複雑な変遷をたどった『満洲日

日新聞』（YB-129、新-1055）、『大新京日報』＜

YB-628＞のほか、『上海日報』（YB-629）、『南京

大陸新報』（YB-82）、『蒙彊新聞』（YB-427）等

を所蔵する。また、台湾で刊行された『台湾日日新

報』（YB-92）、『台湾新報』（YB-485）、香港の

『香港日報』（YB-79）等も所蔵している。 

 

2. .関連ツール紹介 

①所蔵調査 

・『中国文雑誌・新聞総合目録』(アジア経済研究

所、 1986 年、＜UP15-404＞)。日本国内の主要アジ

ア関係研究機関の総合目録。 

・『北京图书馆馆藏报纸目录』(书目文献出版社、

1981 年、＜UP15-C26＞)。｢建国以前出版的报纸｣、

｢解放区报纸｣｢建国前各省报纸｣につき、紙名、所蔵

年月等を収載。 

・『上海图书馆馆藏中文报纸目录 1862‐1949』(上

海图书馆、1982 年、＜UP15-C8＞)。1862 年から

1949 年までに国内外で発行された中国語新聞 3,543

紙の目録。 

・『全国新聞総合目録データベース』 

（http://sinbun.ndl.go.jp/）。国内約 1,300 機関

の目録。ごく一部を除き、中国語紙は収録されてい

ない。 

②出版目録 

・『中国报刊大全 2001-2002』(人民日报出版社、

2001 年、＜UP15-C5＞) 

・『中国报纸名录』(中国 ISBN 中心、2003 年、＜

UP15-C29＞) 
③その他 

・『中国报刊辞典 1815-1949』(书海出版社、1992

年、＜UP15-C15＞)。「报刊部分」「报刊人物部

分」「报刊其他部分」の 3 部構成。「报刊部分」は

1815 年から 1949 年に創刊された 3,707 紙の創刊時、

出版地等を記述する。 

・中下正治『新聞にみる日中関係史』(研文出版、

1996 年、＜UC129-G2＞)。巻末に「中国における日

本人経営の新聞一覧」を収録。 

・李相哲『満州における日本人経営新聞の歴史』

(凱風社、2000 年、＜UC129‐G4＞)。巻末に「満州

における日本語新聞一覧表(日刊紙、1905～1945

年)」を収録。 

・ Frank H. H. King, editor, and Prescott 

Clarke, A research guide to China-coast 

newspapers, 1822-1911(Harvard University, 1965,

＜016.079-K52r＞) 
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お知らせ

平成 16 年度「アジア情報研修」の実施について 
 
昨年度にひきつづきアジア情報研修を実施いたします。この研修は、国立国会図書館が行うアジア情報関連

の図書館協力業務の進展を図るとともに、国内図書館職員のアジア情報の収集と提供に関する知識とスキルの
向上を目的としています。 
 
1. 日程・場所 

平成 17 年 1月 27 日（木）、28 日（金）の 2日間。国立国会図書館関西館第 1研修室 

2. 対 象：アジア情報関連業務を担当する大学図書館、専門図書館及び公共図書館等の職員。 

3. テーマ：アジア研究の動向と情報ニーズ：図書館の対応と情報資源の共有 
 

4. 内容・講師 
第 1日：1月 27 日（木） 

10:00 「地域研究コンソーシアム」設立の背景－研究とその基盤としての情報資源について 

国立民族学博物館地域研究企画交流センター長 押川文子 

11:00 現代中国研究の動向－現代中国学会の動向を中心に 

大阪市立大学大学院経済学研究科教授 佐々木信彰 

13:00 研究ニーズ把握の試み－アジア経済研究所における取組み 

日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館長 重城忠純 

14:00 アメリカのアジア研究と図書館 

全米アジア学会東亜図書館協会中国語資料部会長 Karen T. Wei 
16:00 関西館アジア情報室の資料概要（見学を含む） 関西館資料部アジア情報課 

 
第 2日：1月 28 日（金） 

10:00 大学図書館における情報発信とニーズへの対応 

東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター業務係長 江川和子  

11:00 公共図書館におけるアジア情報ニーズへの対応 

福岡市総合図書館国際資料専門員 佐藤晋 

13:00 日本におけるアジア情報資源の現状：「アジア情報関係機関ダイレクトリー」を編集して 

関西館資料部アジア情報課 

14:30 東南アジア刊行資料の充実に向けて 関西館資料部アジア情報課 

15:30 懇談会 
 

5． 定   員 20 名 
6. 申込み方法 住所、氏名、年齢、所属、連絡先、職歴及び現在の業務内容、これまで従事したアジ

ア関係業務の内容、アジア言語学習歴を記入の上、所属機関を通じて郵送または FAX
でお申込みください。 締切は平成 17 年 1月 13 日（木）です。 
なお、申込み多数の場合はやむを得ず参加をご遠慮いただくことがあります。 

7. 申込み・問合せ先 国立国会図書館アジア情報課 
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3 
電話 0774-98-1371（直通）FAX 0774-94-9115 

○ 資料利用停止のお知らせ 

関西館資料部アジア情報課所管のインドネシア語・マレーシア語図書は、遡及入力作業のため利用停止いた

します。   期間：平成 16 年 11 月 26 日から平成 17 年 2月 18 日 

（アジア情報室ホームページ URL ; http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/index.html） 
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