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アジア学会(AAS)・東亜図書館協会(CEAL)2005 年年次総会、2005 年北米日本研究

図書館資料調整協議会(NCC)及び北米アジア関係図書館の実態調査－出張報告 

大川龍一（国立国会図書館アジア情報課） 

 

2005年3月28日から4月3日まで米国シカゴ、ハイアッ

ト・リージェンシー・ホテル（主としてコロンバス・ホ

ール）で行われたAAS・CEAL総会とNCC会議（Japan 

Information Centerで開催）及びその後のアジア関係図

書館の実態調査について報告する。筆者の主なスケジュ

ールは3月27日に米国入りした後、28日にシカゴ大学図

書館見学、30日AAS・CEAL総会・分科会参加、31日CEAL

分科会参加、4月1日NCC会議参加、3日米国議会図書館

（以下LC）訪問、7日ハーバード・イェンチン図書館

（以下イェンチン）訪問である。 

CEALについては、本誌1巻3号で「北米における中国語、

朝鮮語、日本語資料の現状」、3巻1号の平成16年度アジ

ア情報研修の記事中、「アメリカのアジア研究と図書

館」で、これまでも簡単に触れている。本稿は、今回参

加したCEALの総会と分科会を中心に紹介を行うこととす

る。なお、CEALの紹介については、今年のアジア情報研

修の講師を勤めたKaren T.Wei氏の発表原稿を主な情報

ソースとしている。 

1 米国東アジア関係団体の沿革等 

1948年に「米国と海外における東洋コレクションに関

する全国委員会」が学者と東アジア研究司書により設立

された。1949年に同委員会は「東洋コレクションに関す

る合同委員会」に改組され、極東委員会（アジア学会の

前身）とアメリカ図書館協会（ALA）資金援助を得るこ

とになる。この合同委員会は1952年に一度廃止されるが、

1958年に極東資料委員会が東洋資料の目録化に関する特

別委員会としてALAの中に設立され、同年アジア学会

（AAS）は米国図書館資料に関する委員会（CALRFE）を

設立、1967年にCALRFEはAASの公式な委員会として東亜

図書館委員会（CEAL）に昇格、1995年にCEALという略称

はそのままに東亜図書館協会と組織名を変更して現在に

至る。 

アジア学会（AAS）は1941年に、the Far Easten 

Quarterly(現在は、the Journal of Asian Studies)の

出版者として設立された、アジアに関心を持つすべての

人に開かれた学術、非政治、非営利団体である。この種

の団体としては世界最大であり、対象地域は東アジア、

南アジア、東南アジアである。 

北米日本研究図書館資料調整協議会（NCC）は1991年

設立。日本研究をより効果的に支援するため 日米友好

基金および国際交流基金から資金の拠出が行われている。

LC、CEAL、研究図書館協会（ARL）、AAS  Northeast 

Asian Council(AAS  NEAC)の5団体の代表など12～19人

により構成される。（CA1462：カレントアウエアネス） 

2 CEAL 

北米における東アジア関係図書館等にサービスを提供

する組織である。現在は 80 以上の組織会員と 300 を超

える個人会員を抱えている。メンバーの大半は合衆国か

らであるが、海外会員もいる。CEAL の会員になること

は AAS の会員なるということであり、機関誌である the 

Journal of East Asian Libraries の購読者となると

いうことでもある。 

運営は理事会によってなされ、会長、副会長/就任前

会長当選者、事務局長、財務担当、委員会議長、3 名の

無任所メンバーからなり、理事会は組織の活動とプログ

ラムを決定する。主要な活動は、(1)年次総会でのプロ

グラムの策定、(2)3 年ごとの役員の選出、(3)協会メン

バー組織の統計の集計、(4)the Journal of East Asian 

Libraries の刊行、(5)ウェブサイトの維持、(6)メーリ

ングリストの維持である。6 つの委員会（下記報告参

照）はそれぞれ独自の年間計画を持ち、数年にわたるプ

ロジェクトや種々の活動を行う。例えば今年は総会の前

にシカゴ大学において技術処理委員会が二つのワークシ

ョップ(1)SCCTP(the Serials Cataloging Cooperative 

Training Program) Electronic Serials Cataloging 

Workshop (2) SCCTP Integrating Resources 

Cataloging Workshop を実施した。また会期間中にメン

バーシップ・ディナーを開催し、会員、業者、海外から

のゲストの親睦を図る。 

3 会議の内容 

 報告の詳細はここでは紹介しきれないため、各会議

で行われた報告のタイトルの紹介に留める。報告の詳細

については今後 CEAL ホームページ中の各委員会のペー

ジ、もしくは報告者の所属機関に関連情報が紹介される

と思われるのでそちらを参照されたい。 

（http://www.sois.uwm.edu/jeong/ceal/） 

（１）総会 

（1）2004 年アジア部門の活動ハイライト（Hwa-Wei 

Lee, 米国議会図書館）(2)発展途上世界の知識保存の

不安定な経済状態（Bernard F. Reilly,A Center for 

Research Library） (3)オーストラリアにおける CJK

蔵書構築－問題と展望（Amelia McKenzie,オーストラ

リア国立図書館） 

（２）CEAL特別委員会報告 

（1）東アジア研究のためのLCSH/NAR/SARエントリーを

包括的に見直すための提案に関する委員会（Hideyuki 

Morimoto）（2）同領域専門家誌としてのJEALに関する

特別委員会(Gail King) 
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（３）CEALメンバーシップ委員会報告 

(1)オンライン・ダイレクトリーについて(Jim 

Cheng)(2) インターンシップ・ウェブログ（Rob 

Britt） 

（４）CEAL統計委員会報告等（Vickie Doll） 

（５）図書館技術委員会 

(1)カリフォルニア大学における東アジアデジタル図書

館の展開(Peter Zhou 他)(2)中国の電子ジャーナルの比

較（Jade Atwi、Jing Liu）(3)デジタル図書館の構築－

e-Asia デジタルライブラリー（オレゴン大学図書館）

建設の 4 年間の経験（Robert Felsing）(4)中国の人文

科学のためのGIS手引き（Grace Wiersma） 

（６）公共サービス委員会 

(1)情報リテラシーとアジア研究（Yunshan Ye）(2)ブロ

グと日本研究コレクションの利用者(Maureen Donovan、 

Yuji Tosaka) 

（７）技術処理委員会 

(1)HKCAN（Hong Kong Chinese Authority (Name) ）の

近況(Patric Lo Lingnan大学 他)、(2)カタロギング

に関する問合せへの回答(3)LCのCJK関係カタロギング

(Kio Kanda LC) 

（８）日本資料委員会 

(1)プランゲ雑誌コレクションのオンライン・インデッ

クスの作成について(山本武利 早稲田大学、土屋礼子 

大阪市立大学)、(2)日本の歴史地図へのオンラインアク

セスについて(Hisayuki Ishimatsu カリフォルニア大学

バークレー校)、(3)「GeNii, Kick Off!」 と題する

NII の新サービスについて（古賀崇 NII、荻原寛 

NII）(4)「21 世紀の日本語資料を扱う図書館員-未来、

もしくは記憶」（マクヴェイ山田久仁子） 

（９）中国資料委員会 

(1)台湾の図書館の再創設（宋建成 NCL）、(2)東アジ

ア図書館員のためのルース夏期講習会の報告(Hong Xu  

ピッツバーグ大学)、（3）ハーバードにおける中国関係

デジタルプロジェクト(James Cheng ハーバード大学)、

(3)Superstar：学術図書館サービス(朱平 Superstar 

Digital Library)、(4)Apabi eBooks とデジタル図書館

(郝思佳 F o u n d e r  E l e c t r i c  C o r p )、( 4 ) 

Resources and Services from Wanfang Data 

(劉定飛 Wanfang Data Corp)、(5)China Studies  

e-Resources from Taiwan (郭秀姿 TudorTech System) 

（10）韓国資料委員会 

(1)オーストラリアのMonash大学図書館の韓国語資料コ

レクション(Jung-Sim Kim)、(2)NII/NACSIS-CAT の韓国

語資料プロジェクト(荻原寛 NII)、(3)2006 ソウル世

界図書館及び情報会議と国家組織委員会からの報告－第

72 回 IFLA 大会（Jung Dong-yol）、(4)韓国デジタル図

書館概観とナショナル・アセンブリー図書館の歴史(Cho 

Chong-gwan NAL)、(5)KORMARC と韓国国家図書館にお

ける発展(Pak Il-sim) 

（11）NCC会議 

(1)電子資料委員会（DRC）の報告と情報交換セッション

について(Tomoko Steen 他)(2)日本芸術カタログ 

（JAC）プロジェクト（グッド長橋広行 ピッツバーグ大

学）(2)Multi-Volume Set(MVS)委員会報告とMVSプロジ

ェクトの適用方法（Reiko Yoshimura他） 

(3)AAU/ARL/NCC 日本プロジェクトのアップデートと

ILL/DD 委員会報告(Victoria Bestor 他)(4)指導者訓練

プロジェクトの報告とその将来計画（Kristina Troost

他）(5)日本研究情報専門家研修セミナーへの参加報告

(Keiko Yokota-Carter 他)(5)国立国会図書館レファレ

ンス共同データベースついての報告（村上清子 国立国 

会図書館） 

各委員会では図書館資料のデジタル化、インターネッ

トによる図書館の利用が話題の中心であった。日本では

CD-ROM による資料のデジタル化が多いのはなぜかとの

北米図書館司書の質問に対して、出版関係者からは会社

が未来永劫にわたり継続するとは限らない、資金回収が

早いなどの回答があった。GIS という地理情報サービス

の進展もデジタル環境ならではの展開であった。最新技

術といった方面への関心とは裏腹に、著作権処理といっ

た制度上の問題については特に中国の全文データベース

に関しては、ベンダーが大丈夫と主張するのみで、まと

まった取組みについての発表はなされなかった。 

CEAL 会議は米国の東アジア研究司書の年に一度の同

窓会のような側面もあり、当館および国際交流基金で実

施している日本研究司書研修（現、日本研究情報専門家

研修）に参加者したことのある当時の研修生と情報交換

なども有益であった。会議参加者は中国資料関係司書の

数が圧倒的であり韓国語資料委員会の参加者が中国・日

本に比して少なかったのが印象的であった。会議の報告

自体はすべて英語で行われるが、中国語資料委員会の報

告では一部中国語での報告もあった。 

4 月 1 日からは会議とは別のフロアーを使い出版業者

の展示会が開催され盛況であり、関連のラウンドテーブ

ルも別途開催されフロアーからも熱心に質問が寄せられ

ていた。アジア関係の出版社がまとめて一同に会すると

いうことは恐らく他ではないと思われ、貴重な情報源と

なっているようであった。 

4 北米アジア関係図書館の実態調査 

（１）米国議会図書館 

アジア部レファレンスライブラリアンの伊東英一氏の

業務説明及び施設の見学の後、Hwa-Wei Lee アジア部主

任と歓談、アフリカ・アジア収集及び海外業務部担当者

へのアジア資料の収集方法についてのヒアリングを行っ

た。 

所蔵資料はCEALの2004年6月末の統計では、中国語

960,049 冊、日本語1,146,859 冊、朝鮮語244,389 冊で

あり、2002年の統計と比較するとそれぞれ、138,116冊、
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114,652 冊、28,789 冊の増加となる。その他、南アジ

ア・東南アジア諸言語資料は380,000冊、チベット語は

9,000 冊となり、中・日・朝のほかに南アジア、東南ア

ジア、チベット、モンゴルのコレクションのパンフレッ

トをそれぞれ作るなどの取組みをしている。 

資料の収集はAfrican/Asian Acquisition & Overseas 

Operations Divisionで行い、Chinese Acquisition 

Section、Japanese, Korean, Southeast Asian 

Acquisitions Section、Overseas Office(New Delhi 

(India), Jakarta(Indonesia), Islamabad(Pakistan)等) 

で実際の収集活動を行っている。当館ではJakartaオフ

ィスの共同収集プログラムに参加している。中東地域の

収集方法など質問したが、必要であれば直接現地のオフ

ィスに問い合わせた方が良いとのことで担当者の連絡先

についての紹介を受け、さらにCairoオフィスのプログ

ラムへの参加などの提案受けた。 

（２）ハーバード・イェンチン（燕京）図書館 

日本語資料担当のマクヴェイ山田久仁子氏、韓国語資

料担当のChoong Nam Yoon氏、レファレンス及び東アジ

ア電子資料担当 Ellen McGill 氏との懇談及び閲覧室・

書庫の見学を行った。所蔵資料はCEALの2004年6月末

の統計では中国語620,412冊、日本語283,958冊、朝鮮

語 121,202 冊で、2002 年末からそれぞれ、30,860 冊、

11,736冊、9,620冊増加している。 

1928 年に創設の図書館で、大学の東アジア研究図書

館としては西欧最大とのこと。ハーバード・イェンチン

研究所と北京の燕京大学の財政支援もあり、蔵書を拡大、

当初のコレクションは中国語と日本語だけであったが、

チベット語、モンゴル語、満洲語の資料が加わり、1951

年には朝鮮語コレクションを加え、1973 年にはベトナ

ムを加えた。当初は人文科学に重点がおかれていたが、

第2次大戦後は社会科学が増え始め、現在ではあらゆる

学術分野の東アジアの資料を扱っている。 

（３）シカゴ大学図書館（ジョゼフ・レーゲンシュタ 

イン図書館） 

 日本語資料担当の奥泉栄三郎氏と懇談、閲覧室・書庫

の見学を行った。東アジアコレクションは主に5階にあ

る。書庫は 5 階と地下にあり、1987 年より前がハーバ

ード・イェンチンの分類記号を用いて地下に配置し、後

が LC の分類記号を用いて 5 階に配置している。東アジ

ア図書館として 1936 年に創設され、現在ではおよそ

620,000 冊の東アジアコレクションを所蔵している。

CEAL の 2004 年 6月末の統計では中国語378,821 冊、日

本語193,079 冊、朝鮮語39,893 冊で、2002 年末からそ

れぞれ 8,951 冊、6,408 冊、4,327 冊の増加している。

この他にもチベット語、モンゴル語、満洲語の資料を所

蔵している。 

5 その他 

CEAL では一部の例外的な公共図書館以外はメンバー

としていないということもあり、アジア関係の資料を所

蔵している米国の公共図書館の実情を把握するため、以

下の図書館を見学した。 

（１）ハロルド・ワシントン図書館 

シカゴ公立図書館。756,640 平方フィートの図書館は

1991 年 10 月 17 日に開館。 ７階部分に外国語資料の一

部としてアジア関係資料も配置されている。一般市民を

対象とする公共サービスにおけるの各国語資料のレファ

レンスブックを見学した。都会の公共図書館として日本

と比較すると欧米諸言語の辞典類のコレクションが充実

していた。日本語・中国語資料については刊行年代が古

く更新がされていなかった。新刊書コーナーには日本の

公共図書館ではほとんど見ることが無いヒンディー語の

資料、また近年シカゴ付近に多いポーランド系移民のた

めにポーランド語資料が多く置かれていた。 

（２）ボストン公立図書館 

ボストン公立図書館は新館のいわゆる公共図書館部分

と旧館(McKim Building)のリサーチ部分とに分離してお

り、雰囲気はまったく異なっている。この図書館ではま

た、最先端のワイヤレス・インターネット・アクセスを

提供しているとのことであったので、閲覧スペースでの

ＰＣの利用実態なども見学の目的であった。私物の PC

を持ち込んで利用している人もいたが、1 回 10 分程度

と時間制限はあるがインターネット接続自由な端末が数

台配置され、満席だったのが印象的であった。アジア関

係資料は新館の中２階部分に外国語資料コレクションの

一部として配置されており、中国語書籍が多く配架され

ていた。日本語図書もあるにはあるが、新しいものはほ

とんど無く、明確な選書方針は感じられなかった。ヒス

パニックの資料の多さが目に付いた。 

6 終わりに 

あれほど多くの東アジア研究司書が米国にいるという

のはやはり驚きであった。また、所蔵資料が多い図書館

を選んで見学させてもらったので当然だが、日本の図書

館にいるのかと錯覚するほどの資料を所蔵するシカゴ大

学図書館、イェンチン図書館の書庫を実際に見ることが

でき、ホームページや統計だけからでは分からない実感

をつかむことができた。イェンチンでは、たまたま一緒

に見学をした日本の大学の先生が、その所蔵の量、また、

日本で見たことの無い資料に驚き、書庫から離れられな

くなってしまうという一幕もあった。 

今回の出張では、今は無き当館の図書館研究所に筆者

が配属されていたときに研修生として接遇した方、今年

のアジア情報研修の講師を務めていただいた方など当館

の研修プログラムで知り合いになれた方々などに大変お

世話になった。末筆ではあるが、この場を借りてあらた

めて御礼をさせていただきたい。
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新着参考図書目録（2005.1～2005.3） 

2005 年 1 月から 2005 年 3 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。 
（ ）内は、関西館請求記号である。 

中国 
 
中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

汉 英 外 事 工 作 常 用 词 汇  = Chinese-English 

vocabulary of foreign affairs / 国务院新闻办公

室策划 ; 《汉英外事常用词汇》编纂委员会编译. -

- 北京 : 外文出版社, 2000. -- 457p ; 19cm 

ISBN: 711902258X A2-C53 

約 12,000 語を収録。排列は拼音順。巻末に「中

国主要党、政、军、人民团体机构名称」「中国主要

法律条例」など６つの中国語-英語対照語彙集を付

す。 

 

法 汉 汉 法 法 律 词 典  = Vocabulaire juridique 

français-chinois et chionis-français / 陈春龙

主编. -- 北京 : 中国社会科学出版社, 2003.1. -- 

2, 781p ; 21cm 

ISBN: 7500436378 A112-C62 

｢法汉部分｣｢汉法部分｣の 2 部分からなる。｢法汉

部分｣は約 40,000 項目をアルファベット順に排列。

｢汉法部分｣は約 6,000 項目を拼音順に排列。 

 

北 京 大 学 法 学 百 科 全 书  = Peking university 

encyclopedia of jurisprudence. 刑法学 犯罪学 

监狱法学 / 北京大学法学百科全书编委会[编] ; 杨

春洗, 康树华, 杨殿升主编. -- 北京 : 北京大学出

版社, 2003.1. -- 154, 1160p ; 27cm 

ISBN: 7301058683 A112-C63 

約 2,800 語を収録。見出し語にはすべて英訳を付

す。排列は拼音順。巻頭に分類索引のほか、拼音索

引、筆画索引を付す。 

 

中华法学大辞典 : 简明本 / 《中华法学大辞典》

(简明本)编委会编. -- 北京 : 中国检察出版社, 

2003.1. -- 1, 2, 101, 995p ; 21cm 

ISBN: 7801850408 A112-C64 

6,586 語を収録。排列は拼音順。 

 

中国近代海关高级职员年表 = Chronological table 

of high-ranked staffs of the Chinese martime 

customs service in modern China / 孙修福编译. 

-- 北京 : 中國海關出版社, 2004 4. -- 5, 837p ; 

29cm. -- (中国海关历史学术研究丛书) 

ISBN: 7801651553 AC8-411-C28 

 

「一、海关高级职员编」「二、列入《海关职员

录》之常关高级职员编」「三、附录编」の 3編から 

なる。一、二はまず機関で分け、年代ごとに職務、

姓名、国籍、在職期間などのデータを収録。三は

「朝鲜海关高级职员」｢汪伪海关｣など 10 の付録か

らなる。 

＜経済･産業＞ 

中国泵制造业厂商名录 / 机械工业出版社《名录》

编辑部编. -- 第 3 版．-- 北京 : 机械工业出版社, 

2003.1. -- 31, 383, 23p ; 26cm 

ISBN: 7111062167 D4-C66 

 

中国外经贸企业名录贸易黄页 : 2003-2004 = 

Directory of foreign economic and trade 

enterprises of China  / 中华人民共和国商务部对

外贸易司, 北京国商国际资信评估有限公司编. -- 

北京 : 中国对外经济贸易出版社, 2003.6. -- 6, 

1023, 56p ; 28cm 

ISBN: 7801811100 D4-C67 

 

中国物流企业名录 : 2001-2002 版 / 丁俊发主编. -

- 北京 : 中国物资出版社, 2002.3. -- 486p ; 

29cm 

ISBN: 750471819X D4-C68 

 

中国主要进出口企业名录 : 2004 年中英文版 = 

Directory of China main import and export 

enterprises / 中国主要进出口企业名录编委会编. 

-- 北京 : 经济科学出版社, 2004.4. -- 2 冊 ; 

26cm 

ISBN: 7505839314(set) D4-C69 

 

新世纪初的发展蓝图 : 国家及各省区市国民经济和

社会发展“十五”计划纲要汇编 / 国家发展计划委

员会发展规划司编. -- 北京 : 民族出版社, 2001.7. 

-- 2, 949p ; 29cm 

ISBN: 7105037628 DC157-C154 

 

青海省经济地图集 / 青海省经济地图集编纂委员会

[编制]. -- 哈尔滨 : 哈尔滨地图出版社, 2004.4. -

- 302p ; 39cm 

ISBN: 7805297517 DC172-C11 

 

2003 年全国暂住人口统计资料汇编 / 公安部治安管

理局编. -- 北京 : 中国人民公安大学出版社, 

2004.1. -- 107p ; 26cm 

ISBN: 7810876473 DT231-C9-C13 
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「全国暂住人口情况」「各省、自治区、直辖市暂

住人口情况」の 2 部分からなる。仕事や旅行などに

よる一時的な居住者について性別、居住期間、本来

の居住地、居住先などのデータを収録。データは

2003 年 6 月 30 日現在。 

 

中国第二次基本单位资料汇编 = China second 

national census of basic units / 国家统计局普

查中心编. -- 北京 : 中国统计出版社, 2003.5. -- 

553p ; 30cm 

ISBN: 7503740620 DT353-C1 

「综合篇」「企业篇」「事业･机关･社团・民办非

企业篇」の 3 部分からなる。業種別に事業単位数、

就業人数などのデータを収録。データは 2001 年 12

月現在。 

＜教育＞ 

上海市教育地图集 / 《上海市教育地图集》编纂委

员会[编]. -- 上海 : 中华地图学社, 2003.6 -- 

264p ; 29cm 

ISBN: 7503130245 FB54-C110 

＜歴史・地理＞ 

广东省地图集 / 广东省国土资源厅, 广东省发展计

划委员会编. -- 广州 : 广东省地图出版社, 

2003.10. -- 267p ;39cm 

ISBN: 7805227683 G71-C24 

 

山东省地图册 / 中国地图出版社[编制]. -- 北京 : 

中国地图出版社, 2003.2. -- 166p ; 19cm 

ISBN: 7503122633 G72-C76 

 

中国少数民族分布图集 = Atlas of distribution 

of national minorities in China / [郝时远主编]. 

-- 北京 : 中国地图出版社, 2002.8. -- 352p ; 

31cm  

ISBN: 7503130016   G131-C238 

 

中国文史工具资料书举要 / 吴小如, 吴同宾编著. -- 

天津 : 天津古籍出版社, 2002.10. -- 7, 297p ; 21cm  

ISBN: 7805048924 GE2-C151 

 

中国民俗学论文索引 / 斯琴孟和, 帕提曼主编. -- 

呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 2003.8. -- 1, 1, 

4, 474p ; 26cm 

ISBN: 7204068793 GE2-C152 

「汉文期刊索引」「蒙古文期刊索引」の 2 部から

なる。1974 年から 2000 年までの間に発表された中

国語論文 11,150 余タイトル、1954 年から 2001 年ま

での間に発表されたモンゴル語論文 1,810 余タイト

ルを収録。中国語論文は発表年順で、その中を民俗

学、民間文学に分けて排列。モンゴル語論文は所収

刊行物のタイトル順で、その中を発表年順に排列。

巻末に収録中国語新聞・雑誌一覧を付す。 

 

青海省档案馆所存西藏和藏事档案史料目录 : 1724-

1949 / 青海省档案馆, 中国藏学研究中心合编. -- 

北京 : 中国藏学出版社, 2002.11. -- 4, 2, 968p, 

図版 2枚 ; 26cm. -- (藏学档案史料目录丛)  

ISBN: 7800574407 GE2-C153 

同館所蔵の清代～1949 年までのチベット関係史料

15,354 タイトル（清代 5,272 タイトル、民国時期

10,082 タイトル）を収録。排列は年月日順。巻末に

分類索引を付す。 

 

二十世纪辽金史论著目录 / 刘浦江编. -- 上海 : 

上海辞书出版社, 2003.10. -- 2, 2, 4, 400p ; 

27cm 

ISBN: 7532613607 GE2-C154 

「辽史」「金史」の 2 編からなる。主に 20 世紀

に発表された論文、著作 9,216 タイトルを収録。そ

れぞれ中国語論著、外国語論著の 2 部に分け、さら

にその中を主題別に細分して排列。外国語論著は中

国語訳して収録。巻末に筆画順の作者索引を付す。 

 

汉蒙对照内蒙古地名词典 / 哈斯巴特尓, 刘杰执笔 ; 

《汉蒙对照内蒙古地名词典》编委会编. -- 呼和浩

特 : 内蒙古人民出版社, 2000.12. -- 6, 3, 772p ; 

21cm 

ISBN: 7204054814 GE11-C27 

「居民点」「地理实体」「附录」の 3 部分からな

る。39,000 の村荘名、6,600 の山川、廟宇、名勝古

蹟名、1,700 余の内蒙古自治区の行政単位名につい

て中国語とモンゴル語を対照。「居民点」「地理实

体」の排列は拼音順。巻末に「内蒙古自治区行政区

划（截止 1999.12）」「内蒙古自治区行政区划统计

表（截止 1999.12）」を付す。 

 

秦汉文化史大辞典 / 林剑鸣, 吴英琪主编. -- 上

海 : 汉语大词典出版社, 2002.12. -- 2, 37, 841p, 

図版 8枚 ; 27cm 

ISBN: 7543207850 GE269-C46 

15,000 余項目を収録。排列は筆画順。 

＜哲学・宗教＞ 

儒学走向世界文献索引 / 朱仁夫, 邱绍雄编 ; 陈光

林主编. -- 济南 : 齊魯書社, 2003.6. -- 2 冊 ; 

21cm. -- (中国孔子基金会文库) 

ISBN: 7533310071 (set) H1-C21 

「书目索引」「论文索引」の 2 部からなる。古代

から 2000 年までの間に外国語で書かれた著作、論

文約 5,000 タイトルを収録。排列は発表年代順。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中國篆刻大辭典 / 韓天衡主編. -- 上海 : 上海辭

書出版社, 2003.11. -- 61, 993p, 図版 32p ; 27cm 

ISBN: 7532613496 (set) KB2-C6 

「名詞術語」「印人」「印譜」など 8 部からなる。

8,200 余項目、図版 1,900 余幅を収録。排列は分類

順で、人物、作品については年代順。巻末に「中國

印學年表」「中國印學社團成立簡表」など 5 つの付

録のほか筆画索引を付す。 

 

新编中国书法大字典 / 路振平主编. -- 长沙 : 湖

南美术出版社, 2002.10. -- 2 册 ; 27cm 

ISBN: 7535617417(set) KC612-C10 

4,370 字について 593 名の書家の碑帖 1,446 種か

ら 52,589 字を収録。排列は筆画順。巻末に碑帖索

引、簡体字の筆画索引を付す。 
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中国剧场史资料总目 / 朱联群, 周华斌编. -- 北

京 : 北京广播学院出版社, 2002.10. -- 6, 2, 2, 

354p ; 21cm -- (戏剧戏曲学书系) 

ISBN: 7810851187 KD1-C9 

1913 年から 2002 年 6 月までの間に出版された中

国の劇場に関する文献を収録。｢一 专书与参考书｣

｢二 期刊与报纸｣｢三 论文集与资料汇编｣｢四 志书｣

｢五 百科全书、辞典、年鉴｣｢六 图片与图表｣の 6 部

分からなる。排列は一～五が出版年月順で、六は地

域、舞台の種類などで分類し、その中を出版年月順。 

 

中国音乐理论书目大全 : 1949-1999 / 陈建华, 陈

洁[編]. -- 上海 : 上海音乐出版社, 2003.2. -- 2, 

2, 344p ; 21cm 

ISBN: 7806670912 KD1-C10 

中国で出版された音楽理論に関する図書約 2,700

タイトルを収録。｢音乐理论｣｢音乐史纪｣｢音乐创作｣

など 5 つに大別し、さらにその中を細分類して出版

年順に排列。一部のタイトルには解題を付す。 

 

语言文字学常用辞典 / 蔡富有 ; 郭龙生主编. -- 

北京 : 北京教育出版社, 2001.10. -- 34, 404p ; 

21cm 

ISBN: 7530322931 KE2-C5 

言語学、文字学に関する用語、文献、人名、機構

など 1,350 余項目を収録。排列は拼音順。分類索引、

筆画索引を付す。 

 

中国语言学论文索引 : 1991-1995 / 中国社会科学

院語言研究所編. -- 北京 : 商务印书馆, 2003. -- 

Ⅴ, 20, 626p, 26cm 

ISBN: 7100034450 KK11-C10 

中国の諸言語および言語学一般に関する中国語論

文を収録。｢语言和语言学｣｢汉语｣｢少数民族语言｣の

3 部分に大別し、その中を細分類して発表年月順に

排列。巻末に拼音順の作者名索引を付す。 

 

精编当代汉语词典 : 正序版 / 李国炎 [ほか] 编著. 

-- 上海 : 上海辞书出版社, 2003.7. -- 3, 1117p ; 

19cm 

ISBN: 7532611256 KK12-C217 

親字約 10,000 字、見出し語 20,000 余語、語彙

30,000 余語を収録。排列は親字の拼音順で、巻末に

親字の筆画索引を付す。 

 

辞海语词分册 : 音序本 / 夏征农主编. -- 上海 : 

上海辞书出版社, 2003.6. -- 6, 1718p ; 27cm 

ISBN: 7532612333 KK12-C222 

1999 年版『辞海』の見出し語から百科語を除き、

さらに増補訂正した親字 19,485 字、見出し語

26,000 余語を収録。排列は親字の拼音順で、巻末に

親字の筆画索引を付す。 

 

汉字标准字典 / 许嘉璐主编. -- 沈阳 : 辽宁大学

出版社, 2001.8. -- 211, 944p ; 21cm  

ISBN: 7561035020 KK12-C223 

ISO 10646(GB 13000)に含まれる 20,902 字および

ISO 10646.1 に含まれる 101 字の合計 21,003 字につ

いて GB コード、発音、意味などを収録。排列は部

首順。巻頭に拼音索引、筆画索引を付す。 

女书字典  / 周硕沂编. -- 长沙 : 岳麓书社, 

2002.11. -- 2, 28, 696p, 図版 1枚 ; 21cm 

ISBN: 7806652345 KK24-C99 

湖南省江永県に伝わる女性文字約 1,800 字につい

て発音、意味、用例などを収録。排列は発音の声母

順で、同一声母のなかは韻母順。 

 

现代汉语多义词词典 / 袁晖主编. -- 修订本第 2 版. 

--太原 : 书海出版社, 2001.8. -- 75, 933, 69p ; 

19cm 

ISBN: 7805503257 KK32-C53 

初版は 1990 年刊。多義語約 8,100 語について意

味、派生義、比喩的意味を収録。排列は拼音順。巻

末に筆画順索引を付す。 

 

汉语近义词词典 : 汉英对照・全注汉语拼音 = 

Dictionary of Chinese synonyms / 马燕华, 庄莹

编著. --北京 : 北京大学出版社, 2002.12. -- 37, 

416p ; 21cm 

ISBN: 7301057504 KK32-C60 

同義語 381 組 1,046 語について意味と区別を中国

語と英語で解説。用例に拼音の読みを付す。排列は

見出し語の拼音順。巻頭に拼音順の語彙索引を付す。 

 

反义词词林 / 张志毅, 张庆云[编]. --上海 : 辞书

出版社, 2001.1. -- 2, 3, 525p ; 19cm 

ISBN: 7532607151 KK32-C61 

反義語約 20,000 組 80,000 語を収録。排列は見出

し語の拼音順。巻末に見出し語第一字目の漢字の筆

画索引を付す。 

 

現代漢語方言大詞典 / 李榮主編. --南京 : 江蘇教

育出版社, 2002.12. -- 6 冊 ; 27cm 

ISBN: 7534350808 KK41-C31  

1993 年から 2003 年にかけて出版された 42 方言の

分巻本をもとに編集。排列は筆画順で、見出し語の

方言音、意味、用例を収録。巻頭に「四十二處方言

概况」を付す。 

 

五代十国文学编年 / 张兴武著. -- 北京 : 人民文

学出版社, 2001.10. -- 389p ; 21cm 

ISBN: 7020034543 KK111-C21 

 

中国近代小说编年 / 陈大康著. -- 上海 : 华东师

范大学出版社, 2002.12. -- 4, 10, 500p ; 22cm 

ISBN: 7561730330 KK327-C7 

1840 年から 1911 年までの作品、出版に関する年

表。巻末に「近代小说作者及其作品一览表」「近代

小说出版状况一览表」「近代小说篇名索引」を付す。 

＜科学技術＞ 

全国科技图书总览. 2001 / 中国出版工作者协会科

技出版委员会编. --北京 : 科学出版社, 2002. -- 

8, 1816p ; 27cm 

ISBN: 7030103874 M1-C10 

2001 年に出版された初版 16,935 タイトル、修訂

版 880 タイトル、重印 5,703 タイトルの書誌を収録。

排列は出版社別で、そのなかを分類順。分類は『中

国图书馆分类法 第 3 版』による。巻末に分類目録

と「全国科技图书总览(2001)收书分社统计」を付す。 
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信息知识词典 / 潘洪亮, 王正德主编. --北京 : 军

事谊文出版社, 2002.5. -- 2, 1, 2, 1, 56, 997p ; 

21cm 

ISBN: 7801501926 M2-C33 

情報技術用語 3,133 項目を収録。排列は拼音順。

巻末に「计算机和信息技术发展大事记」「主要网址

一览表」など 10 の付録のほか、分類索引を付す。 

 

英汉信息技术缩略语词汇 = An English - Chinese 

dictionary of abbreviations & acronyms for 

information technology / 章鸿猷主编. --北京 : 

清华大学出版社, 2003.6. -- IX, 941p ; 21cm 

ISBN: 7302062757 M3-C17 

情報技術に関する略語 43,887 語について完全名

称、中国語訳語、解説などを収録。 

 

中国重大自然灾害与社会图集 / 科技部国家计委国

家经贸委灾害综合研究所主编 ; 广州地理研究组协

编. -- 广州 : 广东科技出版社, 2004.2. -- 294p ; 

39cm 

ISBN: 7535925030 M93-C2 

「中国历史时期的自然灾害」、「中国自然灾害对

社会经济的影响」など 6 編からなる。地図、統計は

2000 年までのデータを採用。 

 

中国国家级自然保护区 / 王恺主编. -- 合肥 : 安

徽科学技术出版社, 2003.4. -- 3冊 ; 30cm 

ISBN: 7533724917 M95-C4 

131 の国家級自然保護区についてそれぞれ自然環

境、生物、観光、経済状況などのデータを記載。巻

末に「国家重点保护野生动物名录」を付す。 

 

中国古代兵器图说 / 刘秋霖[ほか]编. -- 天津 : 

天津古籍出版社, 2003.1. -- 3, 549p ; 21cm 

ISBN: 7805049076 PS134-C7 

原始社会から清代までの武具、甲冑などの図版を

時代別に収録。 

 

汉英双解中医小辞典 / 张廷模, 贾波, 廖崇德主编. 

-- 北京 : 人民卫生出版社, 2003.2. -- 40, 527p ; 

19cm 

ISBN: 711705266X SC2-C27 

中国医学、薬学に関する用語約 2,000 項目につい

て定義、解釈を収録。英語併記。排列は拼音順。巻

末に筆画索引を付す。 

 

中醫大辭典 / 謝觀主編. -- 北京 : 商務印書館國

際有限公司, 2003.10. -- 2 冊 ; 19cm 

ISBN: 7801033469 SC2-C28 

『中國醫學大辭典』(1921 年刊)の修補重訂版を改

題。70,000 余項目を収録。排列は筆画順。巻末に四

角號碼索引を付す。 

 

植物药双语词典 : 汉语世界语 = Ĉina-Esperanta 

vortaro pri medicinaj vegetaloj / 崔之骎编 ; 

顾建华审. -- 上海 : 上海三联书店, 2002.7. -- 

Ⅸ, 326p ; 20cm 

ISBN: 7542617001 SD2-C19 

薬用植物 540 種について、名称、原料、効能、主

治、用量用法を収録。エスペラント語併記。排列は

拼音順。巻末にエスペラント語索引、ラテン語学名

索引を付す。 

 

中草药异名词典 / 李衍文主编. -- 北京 : 人民卫

生出版社, 2004.3. -- XIX, 998p ; 21cm 

ISBN: 7117058110 SD2-C20 

生薬の異名約 25,000 項目について、出典、対応

する正式名、ラテン語名を収録。排列は筆画順。巻

末に「中草药原植（动）物学名对照」を付す。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

英汉人文社会科学词典 = An English-Chinese 

dictionary of humane studies and social 

sciences / 苗力田, 邬沧萍主编. --北京 : 中国人

民大学出版社, 2001.5. -- 1717p ; 22cm 

ISBN: 730003733X UA11-C5 

100,000 余語について英語と中国語を対照。排列

はアルファベット順。巻末に拼音順の中国語索引を

付す。 

 

日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

中国組織別人名簿. 2005 年版 / ラヂオプレス編. -- 

川 崎  : RP プ リ ン テ ィ ン グ , 2004.12. -- 

550,101p ; 22cm 

ISBN: 494763832X A2-H22 

 

中国税関実務マニュアル / 岩見辰彦著. -- 改訂版. 

-- 東京 : 成山堂書店, 2005.2. -- 243p ; 22cm 

ISBN: 4425930622 AC9-411-H7 

 

中国労働関係法令集 : 日中対訳. 2004 年度改訂版 

/ 村上幸隆訳・監修・解説 ； 関口美幸訳. -- 大

阪 : アイ・ピー・エム (発売), 2004.12. -- 

673p ; 21cm 

ISBN: 4901154141 CC9-611-H2 

＜経済・産業＞ 

中国展示会・見本市ガイド. 2003 年版 / 中国貿易

報社編 ； [日本能率協会総合研究所][訳]. -- 東

京 : 日本能率協会総合研究所中国ビジネス情報セ

ンター, 2003.4. -- 307p ; 30cm D7-H44 

 

中国進出企業地図. 日系企業・業種別篇 / 稲垣清, 

21 世紀中国総研著. -- 町田 : 蒼蒼社, 2004.9. -- 

370p ; 23cm 

ISBN: 4883600505 DE151-H128 

 

中国ビジネス会計税務用語集. 2004 年版 / 水野真

澄著. -- 東京 : キョーハンブックス, 2004.2. -- 

237p ; 19cm 

ISBN: 4876415269 DG161-H4 

 

中国現地法人の経営・会計・税務 / 近藤義雄著. -- 

第 3 版. -- 東京 : 中央経済社, 2004.12. -- 

778p ; 22cm 

ISBN: 4502248304 DG161-H7 
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中国進出企業の税務・会計実務マニュアル / 三戸

俊英, 近藤友良, 望月一央, 永野弘子著. -- 4 訂版. 

-- 大阪 : 清文社, 2005.2. -- 875p ; 22cm 

ISBN: 4433222143 DG161-H8 

 

中国の人事・労務-トレンドと展望. 2004 年度版 / 

ロッシェル・カップ編著 / 鈴木智草訳. -- 東京 : 

CCH Japan Limited, 2004.9. -- 342p ; 21cm 

ISBN: 4915845036 DH311-H247 

 

中国現地法人の企業会計制度 : 解説 / 近藤義雄著. 

-- 東京 : 日本国際貿易促進協会, 2002.4. -- 

179p ; 21cm 

ISBN: 4930867266 DH512-H17 

 

中国現地法人の企業会計制度 : 日中対訳 / 近藤義

雄監訳・著 ； 宮川大助訳. -- 東京 : 日本貿易促

進協会, 2002.5. -- 659p ; 26cm 

ISBN: 4930867274 DH512-H25 

 

中国 IT 白書. 2003-2004. -- 東京 : 日本能率協会

総合研究所, 2003.1. -- 360p ; 30cm DK411-H330 

 

中国の電機・電子産業. 2003 / シープレス編. -- 

東京 : 重化学工業通信社, 2003.3. -- 336p ; 

26cm 

ISBN: 4880530778 DL471-H43 

 

中国食品添加物要覧. -- 東京 : 食品化学新聞社, 

2004.6. -- 121p ; 21cm 

ISBN: 4916143094 DL681-H76 

 

China : 数字で読む・中国. 2004 / 日本貿易振興

機構監修. -- 東京 : 世界経済情報サービス (製

作・発売), 2004.3. -- 136p ; 21cm 

ISBN: 4882145073 DT191-C9-H2 

＜歴史・地理＞ 

中国情報源. 2004-2005 年版 / 21 世紀中国総研編. 

-- 町田 : 蒼蒼社, 2004.4. -- 463p ; 21cm 

ISBN: 4883600491 GE234-H5 

 

中国情報ハンドブック. 2004 年版 / 21 世紀中国総

研編. -- 町田 : 蒼蒼社, 2004.7. -- 583p ; 21cm 

ISBN: 488360053X GE341-H89 

 

中国歴史人物大図典. 神話・伝説編 / 瀧本弘之編

著. -- 東京 : 遊子館, 2005.1. -- 361, 27p ; 

27cm 

ISBN: 4946525599 GK17-H11 

＜芸術・言語・文学＞ 

デイリーコンサイス中日・日中辞典 / 杉本達夫, 

牧田英二, 古屋昭弘共編. -- 第 2 版. -- 東京 三

省堂, 2005.1. -- 845,611,20p ; 16cm 

ISBN: 4385121842 KK12-H30 

＜科学技術＞ 

日中英プラスチック辞典 / プラスチックス・エー

ジ編集部編. -- 第 4 版. -- 東京 : プラスチック

ス・エージ, 2003.4. -- 154p ; 19cm PA2-H18 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

JPS 外国切手カタログ新中国切手. 2005. -- 東京 : 

日本郵趣協会, 2004.12 ; 東京 : 郵趣サービス社

（発売）. -- 288p ; 19cm 

ISBN: 4889636498 Y88-H1676 

 

日中パソコン用語辞典 : 最新「デジタルカメラ用

語集」「デジタル AV 用語集」収録 / 日経パソコン

編集編. -- 東京 : 日経 BP 社, 2004. 1 ; [東

京] : 日経 BP 出版センター（発売）-- 455p ; 

19cm 

ISBN: 4822214877 YU7-H2053 

 

欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

Research guide to Chinese patent law and 

practice / by Robert H. Hu. -- Buffalo, N.Y. : 

W.S. Hein, 2002. -- xxiv, 390 p. ; 23 cm. -- 

(Chinese law series ; v. 5) 

 ISBN: 157588710X(cloth:alk. paper)(AC9-561-P1) 

＜歴史・地理＞ 

L'imprimerie sino-europeenne en Chine : 

bibliographie des ouvrages publies en Chine 

par les Europeens au XVIIe et au XVIIIe siecle 

/ par Henri Cordier. -- Mansfield Centre, CT : 

Martino Pub., 2002. -- 73 p. : ill. ; 23 cm 

 GE2-B2(GE2-P19) 

＜哲学・宗教＞ 

Encyclopedia of Chinese philosophy / Antonio S. 

Cua, editor. -- New York : Routledge, 2003. -- 

xx, 1020 p., [1] p. of plate : ill. ; 29 cm 

ISBN: 0415939135 H2-B1(H2-P3) 

＜芸術・言語・文学＞ 

ABC dictionary of Chinese proverbs = Han-ying 

yanyu cidian / by John S. Rohsenow. -- 

Richmond : Curzon, 2002. -- xxvi, 239 p. ; 23 

cm. -- (ABC Chinese dictionary series) 

ISBN: 070071667X(pbk.) KK12-B3(KK12-P8) 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

韓國外交 50 年 : 1948-1998 / 大韓民國外交通商部 

編輯. -- [서울] :大韓民國外交通商部, 1999.12. -- 

457p ; 23cm 

折り込図 1枚 A99-K4-K21 

政府樹立後 50 年間の韓国外交を、大韓民国政府

樹立の歴史的背景、周辺 4 カ国および地域別外交、

統一外交、安保外交、経済・通商外交、国連および

その他の国際機構外交、文化外交、在外同胞政策、

外交通商部の組織と関係機関と主題別に分けて解説

を加える。巻末付録として重要文書や図表、歴代外

交通商部長官・次官、常駐在外公館長の一覧表等を

載せるほか、外交通商部の機構図等を付す。 
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한 국 벼 슬 사 전  = The encyclopedia of Korean 

government post -- 서울 : 英智社, 1997.5. -- 

1328p, 図版 80 枚 ; 27cm 

ISBN: 8987529002 

(韓国官職事典) A112-K19 

 

e-Korea vision 2006 : 글러벌 리더, e-Korea 

건설을 위한 제 3 차 정보화촉진기본계획 / 

정보통신부[編]. -- [서울] : 정보통신부、[2002]. 

-- 130p ; 30cm 

（e-Korea vision 2006 : グローバルリーダー、 

e-Korea 建設のための第 3次情報化促進基本計画） 

 AK4-311-K22 

 

과학기술기본계획 : 2002～2006 / 정보통신부[編]. 

-- 과천 : 과학기술부, 2001.12 -- iv, 279p ; 24cm 

共同刊行: 재정경제부[ほか] 

（科学技術基本計画 : 2002～2006） AK4-611-K10 

 

공적자금관리백서 / 재정경제부 공적자금관리위원회 

편집 -- 과천 : 재정경제부 공적자금관리위원회. -- ; 

26cm 

2001～ 

(公的資金管理白書) Z41-AK339 

＜経済・産業＞ 

중소기업체명부 : 중소기업협동조합 조합원업체. 

2000 / 中小企業協同組合中央會[編]. -- 서울 : 

中小企業協同組合中央會, 2000.3. -- 2171p ; 

26cm 

(中小企業体名簿 : 中小企業協同組合組合員業体) 

 D4-K24 

 

KDB 산업리포트. 1-2 / 한국산업은행 조사부 편집. 

-- [서울] : 한국산업은행 조사부, 1999.11. -- 

2 冊 ; 26cm 

(KDB 産業レポート) DC147-K69 

 

한국경제리포트. 2004 년판 / 삼성경제연구소 편. 

-- 서울 : 삼성경제연구소, 2004.4. -- 341p ; 

23cm 

찾아보기: p335-341 

ISBN: 8976332377 

（韓国経済リポート） DC147-K70  

 

北韓經濟總覽. 2004 -- 서울 : 국제정보연구원, 

2004.5. -- 1312p ; 27cm 

 DC148-K8 

 

국별 수출 전망. 2001 / 외교통상부[編]. -- 

[서울] : 외교통상부, 2001.2. -- 661p ; 23cm 

（国別輸出展望） DE313-K29 

 

국내 산업의 설비투자 : 90 년대 동향과 중장기 

전망 / 한국산업은행 조사부 산업분석 3 팀 편집. -

- 서울 : 한국산업은행 조사부, 2001.12. -- v, 

222p ; 26cm  

（国内産業設備投資 : 90 年代の動向と中長期展

望） DF163-K2 

 

e-비즈니스 백서 = e-business white paper. 2004 

/ 한국전자거래진흥원 편집. -- [과천] : 

산업자원부, 서울 : 한국전자거래진흥원, 2004.3 -

- 612p ; 29cm  

付属資料: CD-ROM1 枚 

ISBN:8995280344 

（e-ビジネス白書） DH3-K2 

  電子商取引について、総論、現況、技術、法制度、

政策に分けて解説。巻末に e-ビジネスに関する調査

資料、国内 e-ビジネス関連の機関及び団体一覧、e-

ビジネス年表等を付す。 

 

한국의 대규모기업집단. 2000 년 / 최승노[著]. -- 

서울 : 자유기업원, 2000.12. -- 206p ; 23cm 

참고문헌: p102 

ISBN: 8984290467 

（韓国の大規模企業集団） DH117-K10 

 

인터넷과 북한 / 경남대 극동문제연구소, 하나로통신 

편. -- [馬山] : 경남대학교 출판부, 2000.12. -- ix, 

357p ; 23cm 

ISBN: 8984210501 

（インターネットと北韓） DK411-K7 

第 1 部「北韓の情報通信」、第 2 部「情報通信と

南北統合」、第 3 部「南北経済協力と e-business」

の 3 部構成。第 1 部中の論文｢北韓関連インターネ

ットサイトの現況と評価｣では、韓国内外における

北朝鮮関係の 25 のサイトについて、概要と評価を

掲載。 

 

농업 백과 사전. 5 / 리범수[ほか]편. -- [평양] : 

농업출판사, 2004.6. -- 655p ; 26cm 

（農業百科事典） DM1-K2 

 

2000 인구주택총조사 잠정보고서 : 2000.11.1 현

재 = Preliminary count of population and housing 

census : As of Nov.1.2000 / 통계청[編]. -- 대

전 : 통계청, 2001.1. -- 243p ; 26cm 

英文併記 

（2000 人口住宅総調査暫定報告書 : 2000.11.1 現

在） DT231-K4-K11 

＜社会・労働＞ 

생활시간조사보고서 : 1999 = Report on the time 

use survey. 1-2 / 통계청[編]. -- 대전 : 통계청, 

2000.12. -- 2 冊 ; 27cm  

英文併記 

[1]생활시간량편 [2]시간간격별 행위자비율편 

（生活時間調査報告書 : 1999） EF11-K1 

第 1 巻「生活時間量編」と第 2 巻「時間間隔別行

為者比率編」からなる。第 1 巻は各行動についての

国民の時間使用量を分析した結果を、第 2 巻は 1 日

24 時間を 10 分間隔、30 分間隔に区分し、時間間隔

別に各行動をした者の比率を分析した結果を掲載。 

 

韓 國 服 飾 史 辭 典  = An illustrated dictionary of 

Korean costumes / 金英淑 編著. -- 서울 : 民文

庫, 1988.5. -- 667p ; 20cm 

찾아보기: p[589]-667 折り込図 1枚 EF25-K3 
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가정의학편람 / 최태섭 저. -- [평양] :과학백과사 

전출판사, 2004.4. -- 675p ; 26cm 

ISBN:9946100177 

(家庭医学便覧) EF32-K5 

北朝鮮発行の家庭医学書。病名を診療科目別に章

を立てて解説を加えるとともに、その治療方法を載

せる。病気に効能がある薬草などの記述もあり。巻

末に症例・疾病索引、薬品索引を付す。 

＜教育＞ 
大韓敎科書史 : 1948～1998 / 李鍾國 집. -- 서울 

 : 大韓敎科書, 1998.9. -- 18, 1481p, 図版 20 枚 ; 

27cm 

참고문헌: p1437-1458 

ISBN: 8937806061 FC49-K5 

韓国の教科書会社である大韓教科書の沿革につい

て年代別に概観。同社の教科書出版事業を中心に紹

介しつつ、教育課程の変遷についても言及。教科書

の表紙の写真や教科書発行状況に関する表などを豊

富に掲載。付録として、歴代役員、会社の沿革、韓

国出版文化史年表等を収録。巻末に索引あり。 

 

韓國學校年鑑 / 韓國産業情報院 附設 韓國學校年鑑 

編纂委員會 編. -- 서울 : 韓國産業情報院 附設 

韓國學校年鑑編纂委員會. -- ; 27cm  

2004～ Z41-AK340 

＜歴史・地理＞ 
西洋人이 본 朝鮮 : 朝鮮關係 西洋書誌 = Western 

books on Korea : 1655-1949. 上卷, 下卷/ 朴大憲 

著. -- 서울 : 壺山房, 1996.10. -- 2 冊 ; 30cm 

朝鮮關係 西洋書誌年表: p[933]-967 

參考文獻 東洋書(譯書包合): p970-973 西洋書: 

p973-978 索引 人名: p980-985 論著名: p985-

990 事項: p990-996 

ISBN: 上巻: 8986971003 ; 下巻: 8986971011 ; 

set: 898697102X 

（西洋人の見た朝鮮 : 朝鮮関係西洋書誌）GE3-K33  
1955 年から 1949 年までの間、西洋人の宣教師･探

検家･軍人･学者等が朝鮮について観察･研究したこ

とを記した 188 種 261 版本 287 冊について、解題と

書誌事項を本のカラー写真とともに掲載。下巻の巻

末に「朝鮮関係西洋書誌年表」等を付す。 

 

한국민속문화대사전. 상권, 하권 / 김용덕 저. -- 

[서울] : 창솔, 2004.1. -- 2 冊 ; 27cm 

監修: 임동권, 최인학 참고문헌: 하권 p1998-2007 

색인: 하권 p2010-2112 

ISBN(set): 8995469706 

（韓国民俗文化大事典） GE8-K20 
 
東輿備攷 / 경북대학교출판부[編]. -- 大邱 : 慶北 

大學校出版部, 1998.6. -- 198p ; 51cm. -- （慶

北大出版部古典叢書; 3）索引あり GE16-K2 

 

慶州遺蹟地圖 : 1:10,000 / 國立慶州博物館學術硏

究室編纂. -- 慶州 : 國立慶州博物館 : 慶州市, 

1997.6. -- 363p ; 38cm 

參考文獻: p9 

慶州遺蹟地圖總索引圖: p318-[319]  遺蹟의 地域

別索引表: p320-341 遺蹟의 分類別索引表: p342-

363  GE71-K6 

 

文化遺蹟分布地圖 : 淸州市 1:10,000 = The site 

map of Chongju / 忠州大學校博物館編. -- 淸州 : 

忠北大學校博物館, 1998.10. -- 227p ; 38cm. --

（調査報告 ;  第 58 冊） 

참고문헌: p194-195 索引図あり GE71-K7 
 

최신 북한이해 : 북한의 현실에 대한 최첨단 

자료를 통한 테마별 분석 / 박승규 저. -- 서울 : 

학문사, 2000.8. -- 518p ; 26cm 
ISBN: 8946733063 

（北韓の現実に対する最先端資料を通じたテーマ別

分析） GE138-K27 

 

조선지리전서. 5, 14, 16. -- 평양 : 교육도서출판 

사, 1988.1-. -- ; 27cm 

[5]: 지형 / 림권묵[ほか ]집필 [14]: 물자원 / 

김정락[ほか] 집필 [16]: 명승지 / 오종익[ほか] 

집필 

（朝鮮地理全書） GE141-K49 

 

김정일 / 이찬행 지음. -- 서울 : 백산서당, 2001.5. 

-- 1245p : 肖像 ; 26cm 

김정일 연대기: p1055-1190 김정일 논문�저작 

일람: p1191-1211 참고문헌: p1213-1233 인명 

찾아보기: p1235-1239 사항 찾아보기: p1239-

1245 

ISBN: 8973272489 

（金正日） GK225-K18 

＜芸術・言語・文学＞ 

한국 설문조사 집계결과 보고서 = Data analysis 

and results of written surveys: South Korea / 국립

국어연구소 일본어교육부문[編]. -- Tokyo : 국립

국어연구소, 2004.11. -- vii, 101, 36p ; 30cm. -

- （일본어 교육 학습 환경과 학습 수단에 관한 

조 사  연 구  = International survey of learning 

environments and resources in Japanese 

language education ; 2003 년도） 

（韓国設問調査集計結果報告書） KF31-K1 

 

韓國 日本文學關係硏究文獻 一覽 : 1945~1999 / 

李漢燮 編. -- 서울 : 고려대학교 출판부, 2000.5. 

 -- xv, 454p ; 23cm. -- （日本關係研究文獻目

録 ; 2） 

저(필)자별 색인: p421-441 인명별 색인: p442-

445 사항별 색인: p446-448 서명별 색인: p449-

454 KG1-K1 

 

漢韓大辭典. 7 / 檀國大學校附設東洋學硏究所編纂. 

-- 서울 : 檀國大學校出版部, 2004.7. -- 12, 

1058p ; 28cm 

ISBN: 7: 8970922377 set: 897092230X KJ42-K57 
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고사성어 백과사전 / 김원중 편저. -- 서울 : 을유문화사, 

2003.6. -- 734p ; 21cm 

참고문헌: p709-712 찾아보기: p713-734 

（故事成語百科事典） KJ42-K95 

＜科学技術＞ 
과학기술처 출연 연구기관 백서 : 1997 / 과학기술처, 

 과학기술정책관리연구소 편집. -- 과천 

: 과학기술처, 서울 : 과학기술정책관리연구 

소, 1998.2. -- xiii, 545p ; 26cm 

정부출연연구기관 연표: p514-516 표색인: p535-

540 그림색인: p541-545 

（科学技術処出捐研究機関白書） M45-K6 

 

근대기상 100 년사 / 기상청 기후국 기후정책과 

편집. -- 서울 : 기상청, 2004.7. -- 30, xxxi, 

1032p : 27cm 

（近代気象 100 年史） ME231-K7 

古代から現在までの韓国の気象学についての通史

を載せるほか、現在の気象庁の業務についての解説

を加える。巻末に、気象庁および傘下主要機関の沿

革および歴代機関長の一覧、年表、気象研究報告書

の目録を付す。 

 
인터넷 용어사전 = Internet English-Korean dictionary 

/ 홍재현 저. -- 군포 : 한국디지틀도서관포럼, 
2000.2. -- 663p ; 26cm. -- (첨단정보총서 ; 6) 

약어 찾아보기: p561-575 한글 찾아보기: p576-

639 

유용한 인터넷 쿨 사이트 목록: p640-663 

ISBN: 898845006X ; 8988450000(set) 

(インターネット用語辞典) ND2-K2 

 

한국식물검색도감 / 高庚式 著 -- 서울 : 아카데미서적, 

1991.8. -- 4 冊 ; 20cm 

봄~가을の奥付タイトル: 한국동･식물검색도감 

索引あり 

(韓国植物検索図鑑) RA5-K9 

 

의학대사전 : 영조일 = Medical dictionary : English-

Korean-Japanese -- [평양] : 과학백과사전출판사, 
2002.7. -- 6, 2502, 333, 349, 43p ; 31cm 

조영색인: p1-333 일영색인: p1-349 

(医学大辞典 : 英朝日) SC2-K4 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

大學附設硏究所總覽 / 韓國學術振興財團 [編] --

[서울] : 韓國學術振興財團, 2000.9. -- XXXXⅡ, 

980p ; 30cm UA41-K4 

 

奎章閣韓國本圖書解題 續集 / 서울大學校奎章閣[編] 

-- 서울 : 서울大學校奎章閣, 2002.9-. -- 27cm 

集部 1. 集部 2. 

索引あり UP72-K5 

 

국 립 중 앙 도 서 관  선 본 해 제  = An annotated 

bibliography of rare books in the National Library 

of Korea / [국립중앙도서관]고전운영실 편집 -- 

서울 : 국립중앙도서관, 2004.10. -- 446p, 図版 8

枚 ; 31cm 

[VOL]6 

書名索引: p440-446 

ISBN: 8973830716 ; 8973830643(set) 

(国立中央図書館善本解題) UP72-K8 

 

日本語の部 

＜経済・産業＞ 

韓国バイオ産業市場動向統計. 2004-2005 / DACO  

IRI 編. -- 東京 : ビスタピー･エス, 2004.11. -- 

273p ; 26cm. -- (「韓国の産業と市場」別冊)韓国

バイオ企業名鑑付き 

ISBN: 4939153339 DT643-H2 

＜教育＞ 
韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑. 2004 / 室井

昌也著. -- 東京 : 小学館スクエア, 2004.4. -- 

111p ; 19cm 

ISBN: 4797980370 Y77-H3132 

＜歴史・地理＞ 

対馬宗家文書 : 大韓民国国史編纂委員会所蔵 : 書

契目録集. 1 / 鶴田啓日本語版監修. -- 東京 : ビ

スタピー･エス, 2002.5 発売. -- 335p ; 27cm 

付属資料 ; 大韓民国国史編纂委員会の歴史とその

活動 

ISBN: 4939153088 GE5-G1 

 

対馬宗家文書 : 大韓民国国史編纂委員会所蔵 : 記

録類目録集 / 鶴田啓日本語版監修. -- 東京 : ビ

スタピー･エス, 2003.19. -- 557p ; 27cm 

ISBN: 4939153177 GE5-H1 

 

対馬宗家文書 : 大韓民国国史編纂委員会所蔵 : 書

契目録集. 2 / 鶴田啓日本語版監修. -- 東京 : ビ

スタピー･エス, 2004 発売. -- 284p ; 27cm 

ISBN: 4939153231 GE5-H2 

＜芸術・言語・文学＞ 

ハングル基本単語活用辞典 : 変則活用と同音異義

の調べ方 / 油谷幸利著. -- 東京 : 日本放送出版

協会, 1994.2. -- 239p ; 19cm 

ISBN: 4140350407 KJ42-E23 

 
韓国映画俳優事典 / 韓国｢スクリーン｣編集部編

著 ; 田代親世監修 ; 久保直子訳. -- 東京 : ダイ

ヤモンド社, 2005.1. -- 299p ; 23cm 

ISBN: 4478040397 Y88-H1693 
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韓国語のスラング表現 / 李明姫, 趙怡華著. -- 東

京 : 明日香出版社, 2004.9. -- 341p ; 19cm. -- 

(Aska business & language books)  

付属資料 ; CD1 枚(12cm) 

ISBN: 4756908047 YU51-H1296 

 

欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

North Korea's weapons programmes : a net 

assessment. -- Basingstoke, New York, NY : 

Palgrave Macmillan, 2004. -- 120 p. : col. 

ill., col. maps ; 30 cm. -- (An IISS strategic 

dossier / International Institute for 

Strategic Studies) 

Cover title. 

Includes bibliographical references. 

ISBN: 1403933243  AK3-311-B2（AK3-311-P4） 

＜歴史・地理＞ 

The Korean Revolution Museum / edited and 

translated [from the Korean] by the Editing 

Committee of the Album of the Korean 

Revolution Museum. -- [Tokyo] : Miraisha, 

[1975]. -- 2 v. : chiefly ill. ; 30 cm 

Japanese translation has title: Chosen Kakumei 

Hakubutsukan. GE138-8 (GE138-P4) 

＜哲学・宗教＞ 

Korea : a religious history / James Huntley 

Grayson. -- London, New York : RoutledgeCurzon, 

2002. -- xvi, 288 p. : ill., maps ; 24 cm 

Originally published: 1989. 

Includes bibliographical references (p. 255-

271) and index.   

ISBN: 070071605X (HK41-P6) 

＜芸術・言語・文学＞ 

Essence Korean-English dictionary = Essensu 

Yong-Han sajon / Minjung Sorim Pyonjipkuk 

pyon. -- 4th ed., Deluxe American ed. -- 

Elizabeth, N.J. : Hollym International Corp., 

c2002. ; [Seoul] : Minjung Sorim -- xiv, 3017 

p. : col. maps ; 23 cm  

Maps on lining paper. 

別タイトル: Minjung's Essence Korean-English 

dictionary   
Includes bibliographical references and index. 

ISBN: 1565911288 (KJ42-P4) 

 

A history of science in Korea / Jeon Sang-woon. 

-- Seoul : Jimoondang Pub. Co., c1998. -- 396 

p. : ill., maps ; 23 cm. -- (Korean studies 

series ; no. 11)   

Includes bibliographical references (p. 373-

380) and index.  

ISBN: 8988095111 M35-A32 (M35-P5) 

 

諸地域 
 
アジア全般 
 
アジア憲法集 / 萩野芳夫,畑博行,畑中和夫編. -- 

東京 : 明石書店, 2004.12. -- 1093p ; 22cm 

ISBN: 4750320153 A211-H26 

 アジア・オセアニア諸国の現行憲法をまとめたも

の。憲法の解説と訳文が国別に 27 ヶ国分収載され

ている。 

 

発展途上地域日本語文献目録.2003 / アジア経済研

究所図書館編. -- 千葉 : アジア経済研究所, 

2004.10. -- 492p ; 26cm 

ISBN: 4258170445 D1-H41 

 

東南アジア 

＜マレーシア＞ 

Akaun keluaran dan perbelanjaan negara tahunan. 

-- Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia. --

; 30cm 

ISSN: 15114813 

1987/2001～ Z61-H881 

＜カンボジア＞ 

Cambodia's annual economic review. -- Phnom 

Penh : Cambodia Development Resource Institute. 

-- ; 21cm 

(2):2002～ Z61-H880 

 

南アジア 

＜南アジア全般＞ 

A biographical index of East India Company 

maritime service officers : 1600-1834 / 

Anthony Farrington. -- London : British 

Library, 1999. -- [ii], 886 p. ; 26 cm. 

Includes bibliographical references. 

ISBN: 0712346473 DC654-B2（DC654-P1） 

イギリス東インド会社貿易船乗組員の人名索引。

船長、航海士、事務長、船医等 12,000 人を収録。

社員名の後に、身分、乗船した船の名前、航海時期、

生没年月日等を記載する。 

＜インド＞ 

Libraries and librarianship in India / Jashu 

Patel and Krishan Kumar. Westport, Conn. : 

Greenwood Press, 2001. -- viii, 270 p. ; 25 cm. 

-- (Guides to Asian librarianship) 

Includes bibliographical references and index. 

ISBN: 0313294232 UL76-B1（UL76-P2） 
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Directory of Indian Exporters. -- Kolkata : 

Directorate General of Commercial Intelligence 

and Statistics. -- ; 30cm 

20:1981, 25:2002～ Z61-A326 

インドの輸出業者 3,369 社を収録する。Vol.1 は

社名アルファベット順に配列して会社概要を記載。

Vol.2 は取り扱い品目を会社ごとに列挙し、国際統

一商品分類（HS）を併載する。HS による、会社およ

び取り扱い品目の一覧も可能。 

 

Indian police service civil list. -- Delhi : 

Ministry of Home Affairs, Govt. of India. -- ; 

29cm 

ISSN: 05369479 

47:2003～ Z61-H851 

 

Administrative year book. -- New Delhi : 

Published by Indian Institute of Public 

Administration for and on behalf of Dept. of 

Administrative Reforms and Public Grievances, 

Govt. of India. -- ; 24cm 

2000～ Z61-H852 

 

Act of parliament, ... with a table showing 

the effect of legislation and an index. -- 

Delhi : Govt. of India, Ministry of Law and 

Justice. -- ; 29cm 

1999～ Z61-H854 

 

Public electricity supply, all India 

statistics, general review. -- New Delhi : 

Central Electricity Authority. -- ; 28cm 

1998/1999～ Z61-H855 

 

Statistics of the customs and excise revenue 

collections of the Indian Union. -- Kolkata : 

Govt. of India, Ministry of Commerce & 

Industry, Directorate General of Commercial 

Intelligence and Statistics. -- ; 29cm 

1999/2000～ Z61-H858 

 

Bulletin on food statistics. -- New Delhi : 

Directorate of Economics & Statistics, Dept. 

of Agriculture & Cooperation, Ministry of 

Agriculture, Govt. of India. -- ; 29cm 

ISSN: 05368502 

41:1998/2000～ Z61-H859 

 

TERI energy data directory & yearbook. -- New 

Delhi : Tata Energy Research Institute. -- ; 

29cm 

Variant title: TEDDY. 

2001/2002～ Z61-H860 

 

Asian yearbook of international law. -- 

Leiden : M. Nijhoff Publishers. -- ; 25cm 

8:1998/1999～ Z61-H876 

 

India infrastructure report. -- New Delhi : 

Oxford University Press. -- ; 27cm 

2002～ Z61-H883 

 

India development report. -- New Delhi : 

Oxford University Press. -- ; 28cm 

1999/2000～ Z61-H884 

 

Indian systems of medicine and homoeopathy in 

India. -- New Delhi : Planning and Evaluation 

Cell, Dept. of ISM & Homoeopathy, Ministry of 

Health & Family Welfare, Govt. of India. -- ; 

28cm 

1998～ Z63-D271 

 

Mass media. -- New Delhi : Publications 

Division, Ministry of Information and 

Broadcasting, Govt. of India. -- ; 24cm 

継続前誌: Mass Media in India 

18:2002～ Z65-A555 

 インド・マスメディアのレファレンスブック。現

況についての論文、統計、国や州の報道機関のダイ

レクトリー、報道に関する各種資料の紹介などが掲

載されている。 

 

Directory of members of Delhi State 

Booksellers' & Publishers' Association. -- New 

Delhi : Delhi State Booksellers' & Publishers' 

Association. -- ; 22cm 

26:2003～ Z65-A900 

＜スリランカ＞ 

Facts in figures : A hand book of external 

trade statistics. -- Colombo : Statistics 

Division, Sri Lanka Customs. -- ; 21cm 

1992/2001～ Z61-H879 

 

Census of public and semi-government sector 

employment. -- Colombo : Dept. of Census & 

Statistics. -- ; 30cm 

5:1998～ Z61-H882 

 

西アジア 

＜西アジア全般＞ 

古代オリエント事典 / 日本オリエント学会編. -- 

東京 : 岩波書店, 2004.12. -- 1004p ; 23cm 

ISBN: 4000803018 G2-H14 

先史からサーサーン朝時代までのイラン、メソポ

タミア、アナトリア、シリア・パレスチナ、アラビ

ア、エジプトを対象とし、幅広い項目を取り上げた

事典。総論の部と事典の部からなり、巻末に王名一

覧、地図、参考文献、索引を付す。 
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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。 

・ 2005 年 1 月から 2005 年 3 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 6 期(2004.11) 

CSDL 外购数字文献资源的长期保存策略 / 张晓林,宛

玲 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 26-32 

从 CASHL 和 NSTL 看我国文献传递服务的模式和发展

趋势 / 李军凯 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 33-37 

大学图书馆实质性融合——以新东南大学图书馆管理

体制和运行机制改革为例 / 魏云陵 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 38-42 

十年来我国藏书发展政策研究综述 / 钟建法 ∙∙ 43-46 

1999-2003 年中国图书馆学教育进展（续） / 程焕文,

潘燕桃,倪莉,邱蔚晴 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 54-59 

 

23 卷 1 期(2005.1) 

中美百万册数字图书馆项目综述 / 陈海英,竺海康 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3-6 

“CALIS 重点学科网络资源导航系统资源选择与评估

标准”的建立与思考 / 林佳,李京华 ∙∙∙∙∙ 38-41,48 

如何提高文献传递的满足率 / 陈永英 ∙∙∙∙ 66-67,83 

1999-2003 年中国图书馆学教育进展（续二） / 程焕

文,潘燕桃,倪莉,邱蔚晴 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 68-73 

 

國家圖書館館刊(Z21-AC54) 

[民國]93 年 1 期(2004.6) 

臺灣地區戒嚴時期翻印大陸禁書之探討(1949-1987) 

/ 蔡盛琦 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 9-49 

醫學圖書館的新角色——以臺大醫院建置健康教育中

心為例 / 張慧銖,黃嫃嫆 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 51-71 

政府出版品納入線上期刊文獻傳遞服務的著作權議題 

/ 賴文智 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 73-88 

華文網路知識資源指南——國家圖書館華文知識入口

網的建置 / 徐小琪 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 209-235 

 

[民國]93 年 2 期(2004.12) 

比較圖書館學發展歷史及兩岸研究概況 / 林巧敏

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 115-142 

個人文件典藏與管理之探討——以國史館,中研院近

史所,臺灣大學為例 / 林嘉玫 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 199-227 

 

 

國家圖書館館訊(Z21-AC20) 

[民國]93 年 3 期(2004.8) 

國家圖書館設置南部分館的重要性 / 洪萬隆 ∙∙∙∙1-3 

國家圖書館館藏明信片整理初探——以臺北地區圖像 

資料爲例 / 陳宗仁 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21-26 

國立中央圖書館館史檔案整理述略 / 蔡慧瑛∙∙27-28 

 

[民國]93 年 4 期(2004.11) 

中文知識分類主題規範工具整建芻議 / 編目組,研究

組 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7-11 

中文期刊報紙典藏數位化作業概述 / 林淑芬 ∙∙12-17 

國家圖書館圖書電子化計畫執行及成果報告 / 俞小

明,吳昀凌 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18-23 

古籍聯合目錄資料庫合作建置研討會紀要 / 謝珮婕

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23-24 

中國大陸資訊通信科技產業研究報告相關網路資源簡

介 / 蔡佩玲,何秀娟 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙30-35 

 

情报资料工作(Z21-AC19) 

2004 年第 6 期(2004.11) 

中国省级政府网站的影响力评价——网站链接分析及

网络影响因子测度 / 沙勇忠,欧阳霞 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙17-22 

关于国研网,中经网,中宏网三种数据库的比较研究 / 

高峰 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙29-32 

党校系统数字图书馆建设现状与发展对策 / 储强胜,

王鹤龙 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙57-59 

我国图书情报院系论文生产力比较研究 / 张正 ∙∙∙∙∙ 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙60-62 

 

图书馆(Z21-AC58) 

2004 年第 6 期(2004.12) 

湖南图书馆百年历程 / 刘芳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7-8,14 

能力贫困与图书馆的影响 / 廖腾芳 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12-14 

先秦到汉代的阅读疗法思想和医案 / 王波 ∙40-43,59 

文献阐释和中国古代目录学 / 傅荣贤 ∙∙∙∙∙∙∙∙44-47 

图书馆学理论 2003 年研究进展（续） / 罗晓鸣,刘

波,韩继章 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50-55 
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图书馆论坛(Z21-AC57) 

24 卷 6 期(2004.12) 

20 世纪中国目录学研究的回眸与思考 / 彭斐章,付先

华 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5-10,57 

功在当代利在千秋的事业——“深圳图书馆之城”的

启示 /谭祥金 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 36-39,161 

《复印报刊资料》图书馆学情报学期刊排名的实证研

究 / 夏旭 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 90-95 

三种图书情报学期刊网络参考文献著录分析研究 / 

杜云祥,王桂枝,郝俊勤 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 96-98,130 

广东高校图书馆事业现状与发展构想 / 朱建亮,胡俊

荣 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 105-108,101 

宋元时期的阅读疗法思想和案例 / 王波 ∙∙∙ 109-113 

关于少数民族文字文献的数字化思考 / 包和平 ∙∙∙∙

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 125-127 

天津市高校馆图书信息资源共建共享模式 / 幸云,周

凤飞,李秋实 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 142-145 

广东省立中山图书馆近年来中文图书采购工作统计分

析 / 潘妙辉,吴昊 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 146-149,127 

侨胞捐建广东省图书馆之研究 / 曲晓玮,洪文梅  

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 155-158 

全国文化信息资源共享工程在广东的实施 / 莫少强

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 214-216,247 

 

图书馆学研究(Z21-AC2) 

2004 年 12 期(2004.12) 

从评估看地市级公共图书馆的发展 / 岳立春 ∙∙∙∙∙4-6 

中韩合作开发汉化 ECOLAS-C 的几点体会 / 邵小鸥 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 31-33 

我国图书馆网络咨询信息库的现状与发展 / 谢美萍,

韩文∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39-41 

长春图书馆的特色数据库建设 / 杨坤 ∙∙∙∙∙∙∙ 45-47 

海南省高校图书馆文献资源共享的回顾与展望 / 王

芹 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 48-50 

海南少数民族文献类型分析和开发利用 / 陈秀云 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 56-59,62 

OLCC、CALIS、CRLNet 书目数据质量控制比较分析 / 

姜新年 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 63-65 

《中图法》的发展研究 / 俞德凤 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 66-68,73 

我国馆际互借服务的现状与发展趋势 / 梁红 ∙∙ 76-79 

 

2005 年 2 期(2005.2) 

2004 年吉林省公共图书馆评估定级分析 / 马慧艳 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8-12 

网络报纸信息资源的开发与利用 / 赵莉,曾媚 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 38-40 

大学女性图书馆员专业压力探讨 / 李欣荣,乔强 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 71-73 

 

图书馆杂志(Z21-AC73) 

23 卷 12 期(2004.12) 

数字图书馆研究现状中几个问题的探究 / 吕娜 ∙∙7-9 

台湾图书馆事业印象 / 王世伟 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙39-41 

 

24 卷 1 期(2005.1) 

我国网络报纸信息资源建设现状的调查与分析 / 曾

媚 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 29-30,28 
网络环境下海峡两岸图书馆信息共享系统探讨 / 何

汶,邱均平 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34-36 

网上免费电子图书资源的获取与利用 / 于新国 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙44-46 

互联网时代馆藏目录建设新思路——岭南-亚马逊模

式给我们的启示 / 严贝妮 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50-53 

 

24 卷 2 期(2005.2) 

2000 年以来我国网络参考咨询服务研究的统计与分析

/ 杨慕莲,詹德优 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙25-29 

高校馆图书治疗馆员应具备的素质 / 宫梅玲 ∙∙42-44 

 

图书情报工作(Z21-AC67) 

48 卷 11 期(2004.11) 

关注中国图书馆学情报学期刊事业 / 周金龙 ∙∙∙∙∙∙5 

中国图书馆学情报学期刊发展现状与展望 / 彭俊玲,

张秋,王传清 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6-13 

中国图书馆学情报学期刊经营模式探析 / 刘培一,赵

新 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙14-18,33 

中国图书馆学情报学期刊现代化建设研究 / 易飞,江

淇 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19-23 

中国图书馆学情报学期刊评价体系探索 / 周金龙,王

专清 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙24-27 

中国图书馆学情报学期刊发展战略研究 / 王英雪,周

金龙 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙28-33 

我国图书馆相关法律法规研究 / 束漫 ∙∙∙∙∙∙∙∙83-86 

我国图书馆业务部门设置现状调查与分析 / 陈能华,

肖冬梅,龚蛟腾 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙90-93 

中美高校图书馆网络信息服务的网络调查和实证比较

研究 / 刘晨 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙94-97 

中国藏医药系列数据库建设与发展 / 马建霞,孙成权,

李可立,于洪志,戴玉刚,张宝琛,彭敏 ∙∙∙∙∙∙∙∙98-100 

1994-2003 年信息资源管理研究进程及发展趋势 / 周

群 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙115-118 

 

48 卷 12 期(2004.12) 

试论我国港,澳,台三地图书馆员专业伦理规范 / 杨

开荆,赵新力 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9-13,56 

Chinese Studies Librarianship in North America 

/ Karen T. Wei ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31-34 

中国科学院文献情报系统的可持续发展与创新战略 / 

孙成权 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙35-38 
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政府电子采购市场化研究 / 刘春年,戈国莲 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39-41,67 

2002-2003 年我国元数据研究综述 / 吴淑娟 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 105-109 

我国图书馆学专业论坛的现状及展望 / 庞蓓 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 110-114 

从关键词的变化看中国图书馆学研究主题的发展 / 

李文兰,杨祖国 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 115-118 
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Xuất Ba ̉n Viê ̣t Nam(Y741-ZS-75) 

Vol.9 No.1(2005) 

Summary of publishing activities of 2004 and 

making plan for... / Pham Vu ･････････････････2 

A year of making efforts and developing by 

publishing Sector / Van Anh ･････････････････ 7-8 

 

Vol.9 No.2(2005) 

Vietnamese books going abroad / Pham Van Tinh  

･･･････････････････････････････････････････ 9-10 

View on education and the matters concerning 

publication of textbooks in Vietnam / Le Thi 

Phuong Nga････････････････････････････････ 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アジア情報室通報 第 3 巻第 2 号（2005. 6） 

19 

レファレンス事例紹介 

当館所蔵の日本植民地時代の台湾の地図 

 

「戦前、台北に住んでいたことがあり、その頃の住所

と場所を確認したいので台北の市街図がみたい」、「戦

前の台湾の地名がわかるできるだけ詳細な地図はある

か」など、当館には戦前の台湾の地図に対する問い合わ

せがよく寄せられます。そこで、今回は当館が所蔵する

台湾総督府時代の地図資料を紹介したいと思います。 

< >は当館請求記号です。なお、所蔵場所を特に指定し

ていない資料は、東京本館、関西館のどちらでもご覧に

なれます。 

●地形図 

a.一枚ものの地図 

当館ではいわゆる「外邦図」と呼ばれる1枚ものの地

形図を所蔵しています。 

「外邦図」とは狭義では陸地測量部（現在の国土地理

院に該当）が作成した満洲や中国、アジア、太平洋地域

等国外を対象地域とした地図をいいます。現在では、当

時外地と呼ばれた台湾、朝鮮、樺太等の地域について作

成された地図も含め、広義で「外邦図」と呼ばれます。 

これらの貴重な地図も、現在では多くが散逸し、網羅

的に収集することが困難になっています。 

これらのうち、当館では台湾に関するものとして、2

万分1、2万5千分1、5万分1、20万分1の縮尺の地図

を所蔵しておりますが、欠図も多くあります。 

当館で所蔵している「外邦図」は東京本館地図室で閲

覧できます。各図幅についての当館の所蔵の詳細、請求

記号、測量年などについては『国立国会図書館所蔵地図

目録（台湾・朝鮮半島の部）』（国立国会図書館、

1965）<292.24-Ko5482t>で調べることができます。 

 

b.冊子体の地図 

①『台湾五万分の一地図集成』（陸地測量部〔作製〕、

学生社、1982）<YP7-150> 

・五万分の一地形図の複製で、明治35年から昭和14年

に発行された地図を収録しています。 

②『臺灣堡圖 : 一九〇四(明治三十七)年調製』（臺湾

總督府臨時臺湾土地調査局[編]、遠流出版、1996）

<G71-C7> 

・臺灣日日新報社 1906 年刊の影印で縮尺は 2 万分の１

です。 

③『日治時代二萬五千分之一臺灣地形圖 : 一九二一(大

正十)年-一九二八(昭和三)年調製』（大日本帝國陸地測

量部調製、遠流出版事業、1999）<G71-C18> 

①は東京本館地図室、②と③は関西館アジア情報室でご

覧になれます。 

 

c.参考文献 

外邦図など台湾の地形図の歴史については以下の資料

が参考になります。 

①『測量・地図百年史』（国土地理院、1970）<ME51-3> 

・「第4編外邦図」(pp.437-495)に「第1章台湾」

（pp.444-450）が掲載されています。 

②施添福「《臺灣堡圖》治臺的基本圖」『臺灣堡圖 : 

一九〇四(明治三十七)年調製』<G71-C7> 

③施添福「日治時代的陸地測量部和臺灣地形圖」『日治

時代二萬五千分之一臺灣地形圖』使用手冊<G71-C18> 

②と③は関西館アジア情報室でご覧になれます。 

●地質図 

①10万分1地質図（台湾総督府殖産局 昭和6-7年,9-

12年地質調査） 

②5 万分 1 地質図（台湾総督府殖産局 大正 15 年, 昭

和3-11年地質調査） 

 これらは東京本館地図室で閲覧可能です。各図幅につ

いての当館の所蔵の詳細、請求記号、測量年などについ

ては『国立国会図書館所蔵地図目録（台湾・朝鮮半島の

部）』で調べることができます。 

●都市地図 

①『近代中国都市地図集成』（柏書房、1986）<YP7-

130> 

・台北（1928年 縮尺1:13000）の地図が収録されてい

ます。 

②『中国商工地図集成』（柏書房、1992）<YP7-158> 

・日本人が多く居住した地域について作成された都市案

内図、｢大日本職業別明細図｣ の復刻版。各地図には職

業別の索引が付されています。収録都市は台北市(1936)、

台中市(1935)、嘉義・斗六街・朴子街・虎尾街(1936)、

台南(1936)、高雄・楠梓庄（1936）、屏東街・旗山街・

鳳山街・潮州街・東港街・恒春街・枋寮庄(1936)です。 

③『近代アジア・アフリカ都市地図集成』（柏書房、

1996）<YP7-167> 

・台湾総督府交通局鉄道部編纂『台湾鉄道旅行案内』

(1932)の高雄(1932 縮尺 1:10,000)と台北(1932 縮尺

1:10,000)の地図が収録されています。 

●交通路線図 

上記『中国商工地図集成』には台湾総督府交通局鉄道部

編纂『台湾鉄道旅行案内』(1942 年 2 月発行)所収の

「台湾視察案内図」がp24に掲載されています。また、

一部都市については、「交通略図」も掲載されています。 

●その他 

(1)都市地図③、交通路線図①で紹介した『台湾鉄道旅

行案内』は 1927 年版<386-252>、1935 年版<292.24-

Ta1653t2>、出版年不明の版<特 276-610>を東京本館で

所蔵しています。 

また、明治期刊行の台湾の地図については近代デジタ

ルライブラリーに収録されているものもあり、インター

ネット上で閲覧可能です。 

近代デジタルライブラリー 

(http://kindai.ndl.go.jp/index.html) 

(2)「外邦図」については、岐阜県図書館世界分布図セ

ンターも所蔵しており、インターネット上でインデック

スマップ及び新目録を公開しています。  

(http://www.library.pref.gifu.jp/map/worlddis/moku

roku/out_japan/out_japan.htm) 
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（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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