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※英語版あり（「刊行物」は刊行物紹介のみ） 

アジア情報室ホームページの現状と課題 

国立国会図書館アジア情報課ホームページ班 
 

1. はじめに 

2005 年 10 月でアジア情報室ホームページを公開して

三年になる。その間に継続的にコンテンツの追加や更新

を行うとともに、大きなリニューアルを行った。アジア

情報室ホームページのこれまでの経緯と内容、今後の課

題について述べていきたい。 

2. アジア情報室ホームページの沿革 

○アジア情報室ホームページ公開 

2002 年 10 月にアジア情報室開室（関西館開館）に

あわせてアジア情報室ホームページを公開した。同時に

アジア言語 OPAC も公開され、これまでカード目録や冊

子目録でしか検索できなかった当館所蔵の中国語資料、

朝鮮語資料の書誌や所蔵状況がオンラインで検索できる

ようになった。ホームページには利用案内、資料の検索

方法、テーマ別調べ方案内、リンク集を掲載した。リン

ク集はこの時点で1,500以上のリンクを掲載していた。 

アジア言語を扱う上でどうしても避けられない問題が

文字コードの問題である。国立国会図書館のホームペー

ジは日本語 EUC という UNIX 系の文字コードを採用して

いるため、中国語、ハングルなどアジア言語を日本語と

混在させて表示することができない。2002 年 10 月公開

時、アジア情報室ホームページもそれにあわせて日本語

EUC を文字コードとして採用していたため、多言語表記

はできなかった。中国語やハングルを使用する部分は、

日本語漢字に置き換えたり、画像を埋め込むなどして対

応していた。その他のアジア言語についても、アルファ

ベットに翻字するか、または英語名などを使用していた。

多言語表記が可能になったのは、アジア情報室ホームペ

ージをリニューアルした2004年1月である。 

○アジア情報室ホームページリニューアル 

2004 年 1 月に行ったリニューアルでは、簡体字や

ハングルなどのアジア言語の多言語表記を可能とす

るために文字コードに UTF-8 を採用した。UTF-8 で

記述するためには、HTML ファイルを一から作り直す

ことが必要であったので、同時にホームページのデ

ザインと構成も変更することになった。開架雑誌・

新聞一覧や刊行物などの新しいコンテンツを追加し、

リンク集も大幅に拡充した上でリニューアル公開を

行った。 

その後も各コンテンツの拡充、新しいコンテンツ

の追加を継続的に行っている。詳細についてはホーム

ページの更新履歴欄の「お知らせ & 更新状況」を参照

していただきたい｡ 

3. ホームページの維持管理 

アジア情報課では中国、コリア、諸地域の各地域担当

からそれぞれ1名と管理者1名を合わせて合計4名から

なるホームページ班を組織しホームページの維持管理を

行っている。インターネット情報資源（リンク集）につ

いては、各地域担当がそれぞれの地域のリンク集を維持

管理している。 

作成にあたっては、以前は Word で作成した原稿をも

とに業者に HTML 作成を依頼していたが、現在はテキス

トエディタを使用して、タグを組むところからホームペ

ージ班が担当している。HTML についてより専門的な知

識が要求されることになったが、行やスペースの追加、

文言の変更といった微細な修正から、デザインの変更、

新しいコンテンツの追加のような大きな修正まで、意図

した通りにページが作成できるようになり、より柔軟で

早い更新が可能になった。更新は一ヵ月に一度のペース

で行っている。 

4. ホームページの構成 

現在のアジア情報室ホームページの構成は以下のよう

になっている。説明すべき項目についてのみ紹介する。 

 

（１）利用案内 

利用案内のみは国立国会図書館のホームページの「サ

ービスポイント 関西館」の一部として構成されている。

開館時間、交通案内等を掲載している。2004 年 1 月の

リニューアル以前は、ここにアジア情報室ホームページ

のトップページを置いていた。ホームページのリニュー

アルに際し、ここにリンクを張る形でトップページを独

立させたが、利用案内だけは関西館の他の案内とともに

一覧できるようにするために、当館ホームページの中に

残す形になった。 

（２）開架雑誌・新聞一覧 

言語別、資料種別（雑誌、年鑑、新聞）に参照するこ

とができる。また、プリントアウトして使用できるよう

に言語ごとにPDF版のタイトルリストも公開している。 

（３）アジア関係資料の検索 

東京本館を含め国立国会図書館で所蔵するアジア関係

資料の検索方法について紹介している。 

図１．アジア情報室ホームページサイトアップ 
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（４）海外複写サービス 

中国国家図書館と韓国国立中央図書館で行っている海

外の個人の利用者を対象とした文献複写サービスの案内

を掲載している。ただし、アジア情報室では、データベ

ース検索や申し込みの代行は行っていない。 

（５）刊行物 

アジア情報課で編集・発行している「アジア情報室通

報」などの刊行物を紹介するページである。2 巻 1 号以

降については全文を PDF 形式で公開している。また、

「アジア情報室通報」の前誌にあたる「アジア資料通

報」等の総索引も公開している。 

現在は目次のみの公開となっている「アジア情報室通

報」1 巻 1 号から 1 巻 4 号のバックナンバーの公開も予

定している。 

（６）テーマ別調べ方案内 

国立国会図書館ホームページで公開している「テーマ

別調べ方案内」の一部である「アジア関係資料」のペー

ジを共有する形で公開している。カウンターやレファレ

ンス等で問い合わせの多いテーマについて、検索方法や

参考資料、関連サイトなどを紹介している。以前は資料

の検索方法や参考資料の紹介が主であったが、情報収集

にインターネットが重要な位置をしめるようになってき

ており、また、遠方ゆえに国会図書館に直接来館して利

用できない利用者の便に資するためにも、最近では有用

なサイトの紹介にも力を入れるようにしている。新聞や

地図などの問い合わせの多いものについては、所蔵資料

のリストも公開している。 

現在、各コンテンツを「政治・法律・行政」、「経

済・産業」などに大別し、計 49 のコンテンツを掲載し

ている。 

主題を軸に資料やサイトを選択・配置することで、

OPAC などのデータベースによる検索や書架のブラウジ

ング等では見つけにくい資料やサイトを有機的に結びつ

けて紹介できるようになった。 

今後も問い合わせの多いテーマについて、コンテンツ

の追加を行い、すでに公開しているものについても拡充

を図っていきたい。 

（７）アジア情報機関ダイレクトリー 

アジア情報機関ダイレクトリーは、アジア関係資料や

アジア言語資料を所蔵する国内機関を収録対象とするダ

イレクトリーである。 

アジア言語資料は、日本語資料、欧米言語資料に比べ、

国内の諸機関で所蔵される冊数は全体的に少なく、また

所蔵する機関も限られており、アジア言語資料へのアク

セスは日本語、欧米言語資料に比べて不利な立場にある。

本ダイレクトリーは、国内のアジア関係資料やアジア言

語資料の所蔵状況を明らかにすることで、関係各機関の

蔵書構築に資するとともに、アジアの情報を求める利用

者の資料へのアクセスを容易にすることを目的としてい

る。 

作成に当たって、2004 年 7 月に国内の 83 機関に調査

票を送り、72 機関から回答を得た（当館分含む）。回

答を元に HTML 化を行い、さらに数度にわたり各機関に

記載事項を確認したうえで、2005 年 3 月 11 日に公開し

た。なお、ダイレクトリーの文字コードには日本語 EUC

を使用した。これは国立国会図書館ホームページで採用

されているホームページ内検索エンジンを活用し、ダイ

レクトリーを全文検索できるようにするためである。 

項目は住所、沿革などの基本情報以外に、実際に

利用する際に必要となる利用条件、所蔵資料の概要、

統計、コレクション、検索ツールなどの情報から成

っている。 

ダイレクトリーは、外部の人間がその機関を利用

する際に参照することを前提としているため、学外

の教員や学生、一般市民が利用する際の利用条件を

記載し、検索ツールも外部の人間にもわかりやすい

よう可能な限り詳細に記載した。 

統計（所蔵資料統計）については、アジア言語と

いうくくりで統計をとっていない機関も少なくなか

ったが、各機関のアジア言語の所蔵を示す一つの重

要な目安となるため、可能な限り詳細に記述するよ

う依頼した。 

索引としてトップページには機関名五十音索引、

所在地別索引、対象地域別索引、言語別所蔵資料索

引を作成し、その補助としてダイレクトリー本文の

全文検索機能を設けた。チベット語、中国語、朝鮮

語など、言語別に所蔵機関検索できる言語別所蔵資

料索引の利用が多いようだ。 

また、国内の関係機関の動向を把握する一つの試

みとして、ダイレクトリーのトップページに協力機

関の最新情報を掲載する欄（関係機関ニュース&更新

情報）を設けた。新しいデータベースの公開、新し

いサービスの開始、ある資料群が利用可能になった

などのアジア関係資料を求める利用者に役立ちそう

な情報を、ホームページ班が各機関のホームページ

から情報を収集し、各機関に確認を取った上で掲載

している。2005 年以降のものを蓄積している。この

ニュースについては、更新情報の取得に便利な RSS

の配信を行っている。ニュース欄が各機関のサービ

スを広報する場所として認知され、今後、アジア関

係機関の最新情報が集積されていけばよいと考えて

いる。 

どこまで実際に実行できるか不明であるが、以下

の4点が今後の課題である。 

① 収録対象機関の拡大 

国内でアジア関係資料やアジア言語資料を所蔵す

る機関を網羅的に収録したい。 

② 記載事項の統一 

各機関に送付した調査票を元に作成しているため

に、どうしても記述に精粗の差や統計の採取時期、

基準のばらつきが生じてしまった。今後は現在のダ

イレクトリーを元に、各機関と協議を進めて記述の

標準化を進めていく必要がある。 

③ 検索機能の強化 

地域、所蔵言語資料など複数の条件を掛け合わせ

て機関を検索する複合検索機能の導入など。 

④ 各種情報の集約 

ダイレクトリー作成で各機関の情報を収集した成果

を集約して、国内のアジア関係資料の状況を理解す

る一助としたい。アジア関係コレクションの一覧、

アジア関係データベースの一覧、アジア関係資料の

総合統計などをが考えられる。 
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（８）インターネット情報資源（国・地域別リンク集） 

アジアの各国・各地域のカテゴリー型リンク集である。

国、地域別に作成された 62 ページのリンク集と「国内

類縁機関」、「他機関オンライン蔵書目録(OPAC)リンク

集」、「中国語圏主題別データベース」、見出しのペー

ジあわせて計 66 ページで構成されており、現在、6,000

弱のリンクを掲載している。一部を除き、アジアの各

国・各地域別に 1 ページをあてて構成しており、さらに

その中でカテゴリー別に配列したリンクを、ページ内リ

ンクという形で結んでいる。中国、韓国、インドのよう

に多い地域では 400 を超えるリンクを掲載している。リ

ンクしているサイトは政府機関、研究機関、図書館、マ

スコミ、書店、団体、ポータルサイトなど各国各地域の

主要サイトである。 

このリンク集はアジア情報室ホームページの中でも特

に利用の多いコンテンツで、他のサイトを見ると、アジ

ア情報室ホームページのトップページよりもインターネ

ット情報資源の方にリンクを貼っているサイトのほうが

多いようだ。 

リンクの維持管理等はホームページ班を中心に当課の

職員全員で行っている。新たにリンクを掲載する際は、

実際に担当職員がそのサイトを見て、リンクを掲載する

必要があるかどうかを判断して掲載している。ページ数

やリンク数も膨大になるため、すべてのサイトのリンク

切れ等を確認するだけでも大変な作業になるが、少なく

とも一年に一回は、すべてページについて確認を行い、

新しく見つかったサイトについてリンクを掲載するか否

かについて検討を行っている。また、通常の確認作業以

外でも、リンク切れが見つかった場合や有用なサイトが

見つかった場合は、早急に対応している。 

 検索エンジンは無尽蔵ともいえるサイトを調べるきわ

めて有力なツールであるが、「こういうテーマでああい

った内容のものがほしい」という漠然としたところから

情報を求める場合には、キーワードの選択に一定の経験

とコツが要求される。カテゴリー型のリンク集では、そ

の分類が利用者の思考経路に沿ったものであれば、漠然

としたところからでも、利用者は直感的に目的のサイト

を見つけることができる。 

人間が利用するものである以上、カテゴリーは人間の

思考経路に沿って配列される必要があると考える。しか

し、当然様々な人々の利用を想定しているので、あまり

一方的かつ恣意的な配列も望ましくなく、配列には全体

として統一された基準が必要であろう。インターネット

情報資源はある程度その点に留意しながらリンクの配列

を行っているつもりだが、完全に統一された基準を作成

するには至っていない。今後の課題となるだろう。 

上の分類の問題に加え、ページ構成についても以下の

ような検討すべき課題がある。 

まず、中国や韓国など国や地域によってページが長く

なりすぎてしまっている。1 ページが長くなれば当然、

ファイルの容量も重くなり、1 ページを開くまでの時間

がかかってしまう。また、必要なリンクにたどるまでの

ルートが１つしか用意できていないという問題もある。

現在はページ構成上、「国・地域⇒カテゴリー」の順に

リンクをたどることを利用者にやむなく強制している。

しかし、利用者がより直感的にサイトを見つけられるよ

うにするためには別のルートを用意して同じリンクをた

どるにしても複数の選択肢を用意したほうがよい。たと

えば、「ニュースサイト⇒中国」や「サーチエンジン⇒

ベトナム」のようにカテゴリーから国・地域へと範囲を

絞っていくルートが考えられる。 

質の維持が大前提であるが、今後も拡充されていくこ

とを考えると分類やページの構成を一から考えなければ

ならない時期にきている。 

5. 今後の課題 

国立国会図書館で所蔵するアジア言語資料は、現在、

東京本館と関西館アジア情報室に分散して配置されてい

る。しかし、アジア情報室ホームページでは所蔵資料の

概要などについてアジア情報室のものだけしか紹介して

おらず、東京本館を含めた国立国会図書館のアジア言語

資料について知りたい、利用したいという利用者の要求

に応えていない。また、説明文や利用案内なども、統計

や簡単な概要などを掲載するにとどまっており、アジア

情報室がどのような資料を持っているのかという利用者

の関心に必ずしも応えていないと思われる。どの資料が

東京にあり、関西にあるか、そして、どのような資料を

収集しているのかなど、国会図書館のアジア資料を利用

しようと考えている利用者に対して包括的でさらに具体

的な情報をホームページで発信していく必要があるので

はないかと考えている。 

2004 年 1 月のリニューアル後、インターネット情報

資源もふくめ、さまざまなコンテンツを追加してきた。

しかし、空いているスペースに追加するような形でコン

テンツを追加してきたために、コンテンツが増加してい

くにつれ、下層に埋もれてしまうコンテンツや同じ種類

の情報が各ページに分散してしまうなど、利用者にとっ

て何処にどの情報があるか非常に分かりづらい状況にな

りつつある。利用者の目から見て分かりやすいように動

線を整理し、必要な情報にスムーズにたどり着けるよう

にページを再構成する必要が生じている。 

6. おわりに 

以上、アジア情報室ホームページのこれまでの経緯と

今後の展望について紹介してきた。今後、検討すべき課

題も多い。検討する上で基本的だが大事なことは、利用

者が求める情報をどうすればスムーズに提供できるかと

いう点を意識してホームページづくりをすることである。

そのためには、容易なことではないが利用者が今何を求

めているかといった情報を独り善がりにならないよう

に集めるとともに、これまで図書館員が培ってきた経

験をもとに情報検索の筋道を自信をもって示すことだと

考える。 

求める情報がインターネットで入手できるものならば、

インターネット情報資源に誘導し、入手できないものな

らばアジア情報機関ダイレクトリーや当館の利用案内に

よって、アジア情報室を含めた国内のアジア関係機関を

利用するという選択肢を利用者に用意する。 

アジア情報室に来館して利用する人にだけではなく、

アジアに関する情報を求める全ての利用者にとって使い

やすいホームページを目指していきたいと考えている。 

楽観的だが、当課のホームページの利用頻度をあげる

ことは、国立国会図書館関西館アジア情報室の認知度を

高め、国立国会図書館に対する理解を深めることにもつ

ながると考えたい。今後も利用者にとってわかりやすい

ホームページつくりを目指していきたい。 
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新着参考図書目録（2005.4～2005.6） 

2005 年 4 月から 2005 年 6 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＞ 

中国共产党历届中央委员大辞典 : 1921-2003 / 中

共中央组织部, 中共中央党史研究室. -- 北京 : 中

共党史出版社, 2004.11. -- 2, 3, 37, 33, 1262p ; 

30cm 

ISBN: 7801369467 A2-C54 

第 1 次から第 16 次全国代表大会期までの委員、

候補委員 1,604 人について民族、生年、入党時期、

任職経歴などを収録。排列は拼音順。筆画索引を付

すほか、巻末に附録として「中国共产党历届中央委

员会委员、候补委员及领导人员名单」を付す。 

 

香港日本關係年表 / 陳湛頤, 楊詠賢編著. -- 香

港 : 香港教育圖書公司, 2004. -- II, 474p ; 

23cm 

ISBN: 9882000967 A99-H3Z-C2 

1842 年から 1999 年 12 月までの事項、人物、経済、

文化について収録。巻末に筆画順の人名索引を付す。 

 

牛津法律大辞典 / David M. Walker 著, 李双元[ほ

か]译. -- 北京 : 法律出版社, 2003.7. -- 2, 2, 

1, 1, 79, 1253p ; 26cm 

ISBN: 7503636955 A112-C66 

原書は“The Oxford companion to law”(Oxford 

University Press, 1980)。英語約 8,000 項目を見

出し語とし中国語訳を収録。排列はアルファベット

順。拼音索引を付す。 

＜経済･産業＞ 

中国城市发展报告. 2003 / 国家统计局城市社会经

济调查总队, 中国统计学会城市统计委员会编. -- 

北京 : 中国统计出版社, 2004.3. -- 3, 384p ; 

26cm 

ISBN: 7503743085 DC157-C160 

 

中国产业.地图. 2004 / 中国产业地图编委会编. -- 

上海 : 上海人民出版社, 2004.10. -- 2, 1, 325p ; 

29cm –（产业地图系列） 

ISBN: 7208053936 DC157-C161 

 

中国区域竞争力发展报告 : 1985-2004 / 天津财经

大学统计学系竞争力研究工作室[编] ; 肖红叶主编. 

-- 北京 : 中国统计出版社, 2004.12. -- 4, 365p ; 

30cm 

ISBN: 7503742852 DC157-C164 

中华人民共和国进出口贸易管理措施 : 进出口关税

及其他管理措施一览表. 2004 / 商务部世界贸易组

织司编. -- 北京 : 法律出版社, 2004.2. -- 2, 5, 

4, 1176p ; 29cm 

ISBN: 7503647132 DE421-C1 
 

CEI 中国行业发展报告 : 银行业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 17, 172p ; 29cm 

ISBN: 750176333X DF241-C16 

 

CEI 中国行业发展报告 : 保险业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 13, 149p ; 29cm 

ISBN: 7501763348 DF411-C8 
 

中国广告媒体 : 2003 年 / 《中国广告媒体》编委会

[编]. -- 北京 : 人民日报出版社, 2003. -- 5 冊 ; 

29cm 

ISBN: 7801536444(set) DH428-C4 

「报纸杂志卷」「广播电视卷」「互联网、广告公

司及其他媒体卷」の 3 巻からなる。メディア各社の

連絡先、沿革などを収録。「报纸杂志卷」「广播电

视卷」は下册に各社広告価格表を収録。排列は地域

順。各冊末に地域別の誌名と社名の索引を付す。 
 

CEI 中国行业发展报告 : 房地产业. 2003 / 国家信

息中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出

版社, 2004.4. -- II, 17, 149p ; 29cm 

ISBN: 7501763240 DH485-C4 
 

CEI 中国行业发展报告 : 物流业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 14, 156p ; 29cm 

ISBN: 7501763356 DK11-C29 
 

CEI 中国行业发展报告 : 交通运输业. 2003 / 国家

信息中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济

出版社, 2004.4. -- II, 15, 149p ; 29cm 

ISBN: 7501763259 DK11-C30 
 

CEI 中国行业发展报告 : 旅游业. 2003 / 国家信息

中心国家经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 12, 131p ; 29cm 

ISBN: 7501763321 DK261-C9 
 

CEI 中国行业发展报告 : 煤炭业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 14, 144p ; 29cm 

ISBN: 7501763267 DL85-C13 
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CEI 中国行业发展报告 : 汽车业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 14, 167p ; 29cm 

ISBN: 7501763283 DL438-C3 

 

CEI 中国行业发展报告 : 医药业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 14, 136p ; 29cm 

ISBN: 7501763313 DL533-C6 

 

CEI 中国行业发展报告 : 纺织业. 2003 / 国家信息

中心国家经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社 , 2004.4. -- II, 14, 141p ; 29cm 

ISBN: 7501763275 DL621-C3 

 

CEI 中国行业发展报告 : 饮料业. 2003 / 国家信息

中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国经济出版

社, 2004.4. -- II, 15, 162p ; 29cm 

ISBN: 7501763305 DL698-C1 

 

中国国内生产总值核算历史资料. 1996-2002 / 国家

统计局国民经济核算司编. -- 北京 : 中国统计出版

社, 2004.3. -- 604p ; 30cm 

ISBN: 750374247X DT331-C9 

＜社会・労働＞ 

日汉服装服饰词汇 / 刘德章, 王树林主编. -- 北

京 : 中国纺织出版社, 2004.6. -- III, 777p ; 

21cm 

ISBN: 7506428954 E2-C22 

4 万余項目についてカナ見出しと原語、中国語訳

を収録。排列は五十音順。巻末に「国际通用的服装

标记」などの付録を付す。 

 

中国环境统计概要. 2004 / 国家统计局人口合社会

科技统计司编 ; 2004. -- 北京 : 中国统计出版社, 

2004.11. -- 3, 150p ; 26cm 

ISBN: 7503744596 EG295-C10 

＜歴史・地理＞ 

藏族大辞典 / 丹珠昂奔 [ほか] 主编. -- 兰州 : 

甘 肃 人 民 出 版 社 , 2003.2. -- 2, 2, 4, 98, 

1130p ; 27cm 

ISBN: 7226020300 G131-C248 

約 8,800 項目について見出し語のチベット語訳と

中国語の解説を収録。排列は拼音順。 

 

齐鲁文化研究论著目录 : 1901-2000 / 山东师范大

学齐鲁文化研究中心编. -- 北京 : 中国社会科学出

版社, 2003.12 -- 2 冊 ; 27cm -- (齐鲁文化研究资

料文库). 

ISBN: 7500439229 GE2-C155 

1901 年から 2000 年までに発表された斉魯(現山東

省)関係論文、著作を収録。「文物考古编」「历史

地理编」など 12 に大別、さらに分類してそのなか

を「专书」「论文集」「报刊单篇」に分け、年代順

に排列。巻末に付録として「海外有关论著｣を付す。 

 

20 世纪世界满学著作提要 / 阎崇年[ほか]主编. -- 

北京 : 民族出版社, 2003.12. -- 34, 589p ; 21cm 

-- (北京市社会科学院学术文库) 

ISBN: 7105061340 GE2-C156 

1901 年から 2002 年までに発表された満洲研究著

作 606 タイトルについて、タイトル、著者、解題、

出版事項を収録。「历史」「人物」など 10 に分類

し、そのなかを発表年順に排列。巻末に著者索引を

付す。 

 
中国藏学书目三编 : 1996-2000 / 《中国藏学书

目》编辑委员会编. -- 北京 : 外文出版社, 2001. 

-- 22, 305p ; 26cm 

ISBN: 7119028332（平装） GE2-C157 

 

中国古玉研究文献指南 / 赵朝洪主编. 北京 : 科学

出版社, 2004.1. -- ii, 362p ; 27cm 

ISBN: 7020032907 GE2-C159 

2000 年までに発表された文献を収録。「报刊、考

古报告」「图录」「玉器研究论著」「日文玉器目

录」「西文玉器目录」の 5 部分からなる。「报刊、

考古报告」は年代、さらに地域で分け、発表年代順

に排列。「图录」「日文玉器目录」はタイトルの拼

音順。「玉器研究论著」は分類後、タイトルの拼音

順。「西文玉器目录」はタイトルのアルファベット

順。巻末に付録として「征印文献一览｣「著者责任

者索引｣を付す。 

 

臺灣歷史辭典 / 許雪姫總策畫. -- 臺北 :行政院文

化建設委員會, 2004.5. -- 2 冊 ; 27cm 

ISBN: 9570174293(set) 

參考書目: 附録 pA003-A076 GE8-C81 

本編と「附錄」の 2 冊からなる。4,656 項目、図

版 1,260 余を収録。排列は筆画順。「附錄」は参考

書目、附表、筆画順のキーワード索引を収録。 

 

北美汉学家辞典 / 安平秋,（美）安乐哲主编. -- 

北京 : 人民文学出版社, 2001.5. -- 19, 486p ; 

21cm 

ISBN: 7020032907 GE231-C9 

アメリカ、カナダの中国学研究者 500 余名につい

て、英語名を見出しとし漢字名、所属、連絡先、略

歴、研究分野などを収録。排列はアルファベット順。 

 

当代北京大事记 : 1949-2003 / 《当代中国的北

京》编辑部[编]. -- 北京 : 当代中国出版社, 

2003.9. -- 4, 713p ; 23cm 

ISBN: 7801702670 GE367-C75 

『当代北京大事记（1949－1989）』を修訂増補。 

 

常见藏语人名地名词典 : 汉英藏对照 / 陈观胜, 安

才旦主编. -- 北京 : 外文出版社, 2004.1. -- V, 

618p ; 21cm 

ISBN: 7119034979 GE431-C65 

チベット語人名、地名 10,470 項目について中国

語を見出し語とし、英語、チベット語、ラテン翻字

の各表記、中国語の解説を収録。排列は拼音順。巻

末に英語、チベット語、ラテン翻字の各索引を付す。 
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＜芸術・言語･文学＞ 

中国美术大辞典 / 邵洛羊总主编. -- 上海 : 上海

辞书出版社, 2002.12. -- 11, 39，675p ; 30cm 

ISBN: 7532610985 K2-C14 

『中国美术辞典』（1987 年刊）の増補修訂。

7,130 余項目、図版 2,150 枚を収録。「绘画」「版

画」「书法」など 11 部門に分け、そのなかを術語､

人名などで分類して排列。巻末に筆画索引を付す。 

 

二十世纪现代汉语语音论著索引和指要 / 王理嘉主

编. -- 北京 : 商务印书馆, 2003.6. -- 4, 6, 

243p ; 26cm -- （二十世纪现代汉语研究资料丛

书） 

ISBN: 7100036135 KK11-C11 

「上篇 论著索引」「下篇 论著指要」の 2 編から

なる。上篇は「论文索引」「著作索引」に分け、

2000 年まで発表の論文約 2,600 タイトル、著作 188

タイトルを収録。「论文索引」は分類順と著者名順、

「著作索引」はタイトルの拼音順。下篇は 136 論文、

18 著作の摘要を収録。排列はタイトルの拼音順。 

 

新词语大词典 : 1978-2002 / 亢世勇, 刘海润主编. 

-- 上海 : 上海辞书出版社, 2003.12. -- 48, 

1730p ; 20cm 

ISBN: 7532613119 KK12-C225 

新語約 20,000 語について発音、意味、用例、出

典を収録。排列は拼音順。巻末に付録として「网络

用语」「新词语词典与研究论著要目」を付すほか、

筆画索引を付す。 

 

两岸现代汉语常用词典 / 施光亨, 李行健, 李鍌主

编 ; 北京语言大学, (台北)中华语文研习所合编. 

-- 北京 : 北京语言大学出版社, 2003.9. -- 54, 

1547p ; 21cm 

ISBN: 756190889X KK12-C226 

親字 8,000 字、見出し語 37,000 語を収録。排列

は拼音順。巻頭に親字の部首索引、巻末に「汉语拼

音、注音符号、威妥玛式、耶鲁式注音法对照表」な

ど 9の付録を付す。 

 

报刊新词英译词典 / 张健编著. -- 上海 : 上海科

技教育出版社, 2001.4. -- 16, 637p ; 19cm 

ISBN: 7542825070 KK12-C227 
改革開放後に現れた新聞用語約 10,000 語に英語

を対照。用例に英語を併記。排列は拼音順。 

 

反义词大词典 / 张庆云, 张志毅, 上海辞书出版社

语文辞书编撰中心主编. -- 上海 : 上海辞书出版社, 

2003.12. -- 31, 1342p ; 20cm 

ISBN: 7532613925 KK32-C62 
約 3,000 組、約 17,000 語について発音、意味、

用例を収録。排列は各組の冒頭語の拼音順。巻末に

拼音順の語集索引を付す。 

 
侗汉词典 / 欧亨元编著. -- 北京 : 民族出版社, 

2004.5. -- 2, 7, 70, 427p ; 20cm. -- （中国少

数民族语言系列词典丛书 / 中国社会科学院民族研

究所主编） 

ISBN: 7105062878 KK41-C32 

侗語約 3,500 語について発音、中国語訳､語彙約

20,000 語を収録。排列はアルファベット順。巻末に

付録として「南北方言语音代表点基本词汇对应表」

「侗文字母表」および中国語語義索引を付す。 

 

傣汉词典 / 西双版纳傣族自治州人民政府编. -- 昆

明 : 云南民族出版社, 2002.1. -- 2, 350p ; 22cm 

ISBN: 7536722486 KK41-C35 

傣語約 20,000 語について中国語を対照。排列は

傣語字母順。巻末に「我国少数民族简表」など 5 つ

の付録を付す。 

 

纳西族象形标音文字字典 / 李霖灿编著 ; 张琨标

音  ; 和才读字. -- 昆明 : 云南民族出版社, 

2001.8. -- 8, 2, 2, 27, 558p ; 30cm 

ISBN: 7536721269 

参考书目: p362-364 KL32-C18 

「纳西族象形文字字典」「纳西族标音文字字典」

の 2 部分からなる。「纳西族象形文字字典」は

2,120 字について発音、意味、来源などを収録。排

列は「天文类」「地理类」など 18 に分類、そのな

かを字形順。巻末に参考文献、漢文索引、音標索引

を付す。「纳西族标音文字字典」は 2,334 文字につ

いて語彙とその発音、意味を収録。排列は音韻順。 

＜科学技術＞ 

汉英科学技术辞海 / 孙复初主编. -- 北京 : 国防

工业出版社, 2003.9. -- 2 冊 ; 27cm 

ISBN: 7118031127(set) M2-C34 

中国語見出し語約 50,000 語、例句例文約 880,000

件に英語を対照。排列は拼音順。巻頭に筆画索引､

巻末に「表示十进制倍数的词头及符号」「常用数学

符号及一些数学式的读法」など 9の付録を付す。 

 

中国自然灾害系统地图集 / 史培军主編. -- 北京 : 

科学出版社, 2003.7. -- 218p ; 41cm 

ISBN: 7030114698 M91-C1 

 

中华人民共和国气候图. -- 北京 : 气象出版社, 

2002.7 -- VIII, 250p ; 41cm 

ISBN: 7502933808 ME231-C23 

 

中国三千年气象记录总集 / 张德二主编. -- [南

京] : 凤凰出版社 : 江苏教育出版社, 2004.10. -- 

4 冊 ; 29cm 

ISBN: 7806434682 ME231-C24 

紀元前 23 世紀から 1911 年までの気象記録とその

出典を年代順に排列。巻末に付録として「中国古代

地名简表」を付す。 

 

海峡两岸航海科技名词 / 海峡两岸科技名词工作委

员会[编]. -- 北京 : 科学出版社, 2003.4. -- vii, 

473p ; 27cm 

ISBN: 7030108272 NC2-C11 

「正篇」「副篇」の 2 篇からなる。7,000 余語の

大陸名、台湾名、英語名を対照。排列は「正篇」が

大陸名の拼音順、「副篇」が英語名のアルファベッ

ト順。 
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英汉广播电视技术词汇 / 张龙哺主编. -- 北京 : 

清华大学出版社, 2004.7. -- VI, 1807p ; 21cm 

ISBN: 7302084297 ND2-C8 

90,000 余語を収録。排列はアルファベット順。巻

末に略語 5,335 語を収録するほか、「世界主要国家

及地区采用的电视制式」など 6の付録を付す。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

CEI 中国行业发展报告 : 图书出版发行业. 2003 / 

国家信息中心中国经济信息网编著. -- 北京 : 中国

经济出版社, 2004.4. -- II, 11, 151p ; 29cm 

ISBN: 7501763291 UE21-C46 

 

上海圖書館館藏近現代中文期刊總目 / 上海圖書館

編. -- 上海 : 上海科學技術文獻出版社, 2004.6. 

-- 3, 6, 11, 1603p ; 27cm 

ISBN: 7543922436 UP15-C32 

1853 年から 1949 年までの中国語雑誌 18,485 タイ

トルについて誌名、責任者、出版地、創停刊時期、

所蔵などを収録。排列は誌名の筆画順。巻末に分類

索引、筆画順の個人責任者索引、出版地索引を付す。 

 

清華大學圖書舘藏善本書目 / 清華大學圖書館編. 

-- 北京 : 清華大學出版社, 2003.1. -- XI, 634p, 

図版 3枚 ; 27cm 

ISBN: 730205679X UP72-C51 

4,623 タイトルについて書名、撰者、版本、内容

細目、請求記号などを収録。排列は四部分類順でそ

の後「叢部」「日本版本及朝鮮版本」「補遺」を置

く。巻末に四角號嗎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＞ 

中日関係辞典. 下 / 夏林根,董志正主編 ; 橘良雄

訳. -- [四日市] : [橘良雄], 2004.12. -- 516p ; 

21cm A99-ZC8-H19 

 

中国会社法法令集 : 日中対訳. 2004 年度版 / 村

上幸隆翻訳・監修・解説 / 関口美幸訳. -- 大阪 : 

アイ･ピー･エム (発売), 2004.11. -- 921p ; 21cm 

ISBN: 4901154133 CC9-361-H3 

 

中華人民共和国対外経済貿易法令集 : 完全収録版. 

第 1 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, 

2003.1. -- 1224p ; 22cm 

ISBN: 4872579623 CC9-411-H1 

＜経済･産業＞ 

日中関係企業データ. 2004-2005 年版. -- 東京 : 

日本国際貿易促進協会, 2004.1. -- 569p ; 26cm 

ISBN: 4930867363 D4-H429 

 

中国業界地図 : 主要 47 業界の最新動向. 2004-

2005 / 上海融天資産管理有限公司中国産業地図編

集委員会編 ; 新華ファイナンスジャパン訳. -- 東

京 : 日本経済新聞社, 2005.3. -- 327p ; 26cm 

ISBN: 4532227518 DC157-H75 

 

中国の鉄鋼産業 : 生産・輸出入・設備と主要 210

社の動向. 2005 / シープレス編. -- 東京 : シー

プレス, 2005.3. -- 531p ; 26cm 

ISBN: 4901807064 DL385-H5 
 

中国電子機器産業・市場の展望. 2004 年 成長品目

編 . -- 東京 : 富士経済, 2003.12. -- 274p ; 

30cm 

ISBN: 4834906752 DL475-H171 
 

台湾電子機器産業の展望. 2004 年. -- 東京 : 富士

経済, 2004.1. -- 221p ; 30cm 

ISBN: 4834906728 DL475-H174 
 

中国有望食材・加工食品市場の全貌. 2004 no.1(調

味料・調味食品編). -- 東京 : 富士経済, 2003.1. 

-- 272p ; 30cm 

ISBN: 4834906639 DL681-H57 
 

中国有望食材・加工食品市場の全貌. 2004 no.2(農

・畜産加工品編). -- 東京 : 富士経済, 2003.12. 

-- 214p ; 30cm 

ISBN: 4834906760 DL681-H69 
 
中国住設・建材市場の最新動向. 2003. -- 東京 : 

富士経済, 2003.4. -- 157p ; 30cm 

ISBN: 4834906051 DL847-H33 

＜教育＞ 

東亜同文書院関係目録 : 愛知大学図書館収蔵資料

を中心に / 成瀬さよ子編. -- 豊橋 : 愛知大学豊

橋図書館, 2004.9. -- 63p ; 30cm FD4-H156 

＜歴史・地理＞ 

2004 年の中国情勢 / 新華社=中国通信編. -- [川

口] : 日本僑報社, 2005.3 印刷. -- 1 冊 ; 26cm. 

-- (新世紀の中国情勢シリーズ ; 4) 

ISBN: 4861850061 GE341-H116 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国書道辞典 / 中西慶爾編. -- 第 2 版. -- 東京 : 

木耳社, 2005.4. -- 1140,51p ; 22cm 

ISBN: 4839328501 KC612-H14 

＜科学技術＞ 

中国漬物大事典 : 中国醤[エン]菜 / 宮尾茂雄監訳. 

-- 東京 : 幸書房, 2005.2. -- 426p ; 26cm 

ISBN: 4782102518 PC61-H14 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

図説中国印刷史 / 米山寅太郎著. -- 東京 : 汲古

書院, 2005.2. -- 283,11p ; 20cm. -- (汲古選書 ; 

40) 

ISBN: 4762950408 UE21-H4 
 
「満洲国」資料集積機関概観 / 岡村敬二著. -- 東

京 : 不二出版, 2004.6. -- 256p ; 22cm 

ISBN: 4835041569 UL65-H1 
 

東京都立中央図書館中国語図書目録. 補遺追加版 / 

東京都立中央図書館編. -- 東京 : 東京都立中央図

書館, 2005.1. -- 519,100,224p ; 30cm UP111-H91 
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欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

Criminal law in Hong Kong / Michael Jackson. 

-- Hong Kong : Hong Kong University Press, 

c2003. -- lxii, 789p. ; 23 cm. 

ISBN: 9622095593 (hardback) (AH3-711-P1) 

＜歴史・地理＞ 

Doctoral dissertations on Hong Kong, 1900-

1997 : an annotated bibliography : with an 

appendix of dissertations completed in 1998 

and 1999 / compiled and edited by Frank Joseph 

Shulman and Anna Leon Shulman. -- Hong Kong : 

Hong Kong University Press, 2001. -- xxxv, 

823p. : ill., maps ; 29 cm. -- (University of 

Hong Kong Libraries publications ; no. 12) 

ISBN: 9622093973 (GE2-P23) 

＜科学技術＞ 

A practical dictionary of Chinese medicine / 

Nigel Wiseman, Feng Ye. -- 2nd ed. -- 

Brookline, Mass. : Paradigm Publications, 1998. 

-- xxiv, 945p. ; 29 cm. 

ISBN: 0912111542 (SC2-P2) 

 

Huang Di nei jing su wen : nature, knowledge, 

imagery in an ancient Chinese medical text, 

with an appendix, The doctrine of the five 

periods and six qi in the Huang Di nei jing su 

wen / Paul U. Unschuld. -- Berkeley : 

University of California Press, c2003. -- xii, 

520p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN: 0520233220 (SC851-P1) 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

Descriptive catalogue of Manchu manuscripts 

and blockprints in the St. Petersburg Branch 

of the Institute of Oriental Studies Russian 

Academy of Sciences. Issue 2 / Tatjana A. Pang. 

-- Wiesbaden : Harrassowitz, in Kommission, 

2001. -- xxxviii, 234p. : ill., map ; 24 cm. -

- (Aetas Manjurica ; T. 99) 

ISBN: 344704439X (pbk.) (UP72-P38) 

 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 
한국정당정치사 : 위기와 통합의 정치 / 심지연 지
음. -- 서울 : 백산서당, 2004.11. -- 497p ; 23cm  
찾아보기: p492-497 
ISBN: 8973273531 
(韓国政党政治史 : 危機と統合の政治) A56-K4-K6 
 
書式總覽 / 朱光逸, 李喜春, 吳世敬 共編著. -- 全
訂增補. -- 서울 : 法典出版社, 2000.6. -- 14, 
2046p ; 27cm 
가나다순 색인: p1-14 A771-K3 
 

國會法論 / 鄭浩永著. -- 第 2 版. -- 서울 : 法文社, 
2004.5. -- xxxvi, 750p ; 26cm. -- (法學叢書) 
條文索引: p727-732 사항색인: p733-750 
ISBN: 8918013558 AK4-241-K17 
 
달라진 정치관계법 : 공직선거 및 선거부정방지법 
정치자금에 과한 법률 정당법 / 이창희 [ほか] 공
저. -- 서울 : 명진인쇄공사, 2004.3. -- 625p ; 
26cm  
찾아보기: p619-625  
ISBN: 8995495308 
(改正政治関係法 : 公職選挙及び選挙不正防止法 
政治資金に関する法律 政党法)  AK4-251-K13 
 
참여정부 국정포커스 : 2004 대통령 업무보고 자
료집/ 국정홍보처[編]. -- [서울] : 국정홍보처, 
2004.6. -- 491p ; 26cm 
(参与政府国政フォーカス : 2004 大統領業務報告資
料集)  AK4-311-K24 
 
韓國地方行政自治總覽 = Korea local 
administration autonomy comprehensive / 韓國記
者클럽[編]. -- 서울 : 韓國記者클럽, 2002.8. -- 
1579p ; 27cm AK4-391-K16 
 
조선민주주의인민공화국 법전 : 대중용 -- [평양] : 
법률출판사, 2004.8. -- 1095p ; 27cm  
(朝鮮民主主義人民共和国法典 : 大衆用) CK3-3-K3 

＜経済・産業＞ 
韓英・英韓 貿易英語表現辭典 / 錢昌源 編著. -- 
서울 : 貿易硏究院, 2001.3. -- 557p ; 21cm  
한글색인: p7-30 영문색인: p533-555  
참고문헌: p557 
ISBN: 8986934094 D2-K14 
 
벤처기업 정밀실태조사 : 최종보고서 : 2003 년도 
/ 한국벤처연구소[編]. -- [大田] : 중소기업청 ; 
[서울] : 벤처기업협회, 2003.10. -- 157p ; 30cm  
(ベンチャー企業精密実態調査 : 最終報告書) 
 DH141-K9 
 
한국 ISP 편람 2001 = Korea ISP directory 2001 / 
한국인터넷정보센터 편집. -- 서울 : 한국 ISP 협의
회 : 한국인터넷정보센터, 2000印刷. -- 838p ; 29cm  
折り込み図 1 枚 
ISBN: 8931415710  
(韓国 ISP 便覧 2001) DK341-K4 
 
造船資料集 = Shipbuilding yearbook : 2003 / 韓國
造船工業協會[編]. -- 서울 : 韓國造船工業協會, 
2003.7. -- 444p ; 20cm DL442-K2 
韓国･世界の造船工業、海運業、造船機資材工業、

産業技術開発等についての統計を掲載。｢Ⅰ.韓国造
船工業｣では造船施設の現況、新造船の受注量･建造
量･受注残量等を年度別・会社別などに分けて記載。 
 
우리나라 및 주요국의 지급결제 통계 / 한국은행 
금융결제국[編]. -- [서울] : 한국은행 금융결제국, 
2004.7. -- 74p ; 30cm  
우리나라 지급결제재도 연대표: p53-74 
(わが国および主要国の支給決済統計)  DT783-K1 
 
연안해운통계연보 = Statistical year book of coa
stal shipping -- 서울 : 한국해운조합. -- ; 26cm 
2004(2004.12)～ 
(沿岸海運統計年報) Z41-AK343 
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정보격차 해소 백서 = Digital opportunity white 
paper -- 서울 : 한국정보문화진흥원. -- ; 26cm  
2004(2004.12)～  
(情報格差解消白書) Z41-AK344 
情報格差の現況及びその解消に向けた国内外の取

り組みについて解説。巻末に関連ウェブサイト一覧、
関連法規を掲載。 
 
교통사고 통계분석 -- 서울 : 도로교통안전관리공
단 교통사고종합분석센터. -- ; 26cm  
2004(2004.10)～ 
(交通事故統計分析) Z41-AK347 

＜社会・労働＞ 
김치백과사전 = Encyclopedia of Kimchi / 김치사
전 편집위원회 편. -- 서울 : 유한문화사, 2004.1. 
-- 1409p ; 27cm  
(キムチ百科事典) EF27-K11 

一般キムチ（2400 種余り）の材料と漬け方を中心
に、キムチ料理の材料や作り方、中国や日本など外
国の漬物の紹介も記載。見出し語はキムチ名のハン
グル字母順。巻頭にキムチに関する文献、インター
ネットアドレス等を掲載。 
 
미용학사전 = Encyclopedia of cosmetology / 한
국미용학회 편. -- 서울 : 新光出版社, 2003.2. -- 
1152p ; 24cm  
찾아보기: p[1049]-1152 
ISBN: 8970696806  
(美容学事典) EF32-K6 
 
韓國人强制連行資料目錄 : 日本地域 / 독립기념간 
한국독립운동사연구소[編]. -- [影印]. -- 천안 : 
독립기념간한국독립운동사연구소, 2003.12. -- 
xxii, 253p ; 27cm. -- (일제하침략사자료충서)  

北海道庁で組織された朝鮮人強制連行調査班が 19
99 年に調査･製作した資料目録集の影印。  
 EL75-K1 

＜教育＞ 
全國大學年鑑 / 韓國産業情報院 附設 全國大學年
鑑編纂委員會編. -- 서울 : 韓國産業情報院. -- ; 
27cm  
2005～ Z41-AK341 

＜歴史・地理＞ 
일본소재 한국사 자료 조사보고 / 국사편찬위원회
[編]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2002.12. -- 
511p ; 27cm. -- (해외사료총서 ; 1)  
ISBN: 1:8982361677 (set):8982361677 
(日本所在韓国史資料調査報告)     GE5-K4 
  日本における近・現代の韓国史関係史料の概況、
所蔵状況などを紹介。巻末に戦前日本在住朝鮮人関
係新聞記事索引(1939～45)及び内海隆男収集新聞記
事索引(1920～39)を付す。 
 
미국소재 한국사 자료 조사보고 / 국사편찬위원회
[編]. -- 과천 : 국사편찬위원회, 2002.12. -- 冊 ; 
27cm. -- (해외사료총서 ; 2-4)  
ISBN: 2: 8982362126 3: 8982362134  
4: 8982362142 (set):8982361677 
(米国所在韓国史資料調査報告) GE5-K5 
 
일본외무성외교사료관소장 한국관계사료목록 : 
1875~1945 / 崔書勉 編. -- 과천 : 국사편찬위원
회, 2003.12. -- v, xxv, 586, xxp ; 27cm. -- (해
외사료총서 ; 5)  
ISBN: 5: 8982362320 (set):8982361677 
(日本外務省外交史料館所蔵韓国関係史料目録) 
 GE5-K6 
 

한국민속의 세계 = Survey of Korean folk culture / 
고려대학교 민족문화연구원[編]. -- 서울 : 고려대
학교민족문화연구원, 2001.3. -- 10 冊 ; 27cm  
(韓国民俗の世界) GE121-K60 
『韓国民俗大観』（1980-82 刊）の改訂・増補版。
生活環境、社会構成、衣食住、祭礼、工芸、遊び、
民話、詩歌、民間信仰、宗教など 20 の部門別に構
成。各部門の冒頭にカラー図版、各巻末に英文要約
を付す。第 10 巻に全巻の索引あり。 
 
政府記錄保存所日帝文書解題 / 行政自治部 政府記
錄保存所 편집. -- 대전 : 行政自治部政府記錄保存
所, 2000.12 -- 冊 ; 27cm  
警務篇 外事篇 理財･司計･商工･輕金屬･燃料･勞務
篇 學務･社會敎育篇    GE129-K66 
 
한국정치론 : 조선왕조에서 대한민국까지 체제변동
과정 / 김용욱 지음. -- 서울 : 오름, 2004.10. -- 
506p ; 25cm  
색인: p493-503  
ISBN: 8977782171 
(韓国政治論 : 朝鮮王朝から大韓民国までの体制変
動過程)  GE136-K71 
 
北韓總覽 : 1993~2002 / 北韓硏究所[編]. -- 서
울 : 北韓硏究所, 2003.6. -- 1275p, 図版 10 枚 ; 
26cm  GE138-K28 
第 1 巻(1945-82 年)､第 2 巻(1983-92 年)に続く 3

度目の発行。金日成死後の北朝鮮の変化について、
政治、外交、経済、文化、科学技術、韓国との関係
等に分けて解説。巻末に主要な法令、人物、出版物、
日誌などを掲載。 
 
한국의 향토문화자원 / 전국문화원연합회 [편]. --
서울 : 전국문화원연합회, 2000.12. -- 6 冊 ; 
26cm 
(韓国の郷土文化資源) GE141-K52 
市道別に 6 巻で構成。全国 232 の区･市･郡を対象

とし、各地域の沿革及び現在、歴史文化、生活文化、
芸術文化、観光・余暇文化、文化施設の各文化資源
について項目別に掲載。各巻末に索引あり。 

＜芸術・言語・文学＞ 
띄어쓰기사전 / 이성구 편저. -- 3 판. -- 서울 : 국
어닷컴, 2004.8. -- 934p ; 24cm  
ISBN: 8995142928   
(分かち書き辞典) KJ42-K96 
 
한국속담･성어 백과사전 / 박영원, 양재찬 편저. -
- 재판. -- 서울 : 푸른사상, 2002. -- 2 冊 ; 23cm. 
-- (지혜의 샘) 
各巻末に参考文献あり 
ISBN: 1: 8956400288 2: 8956400296 
(set): 895640027X 
(韓国ことわざ･成語百科事典)   KJ42-K97 

＜科学技術＞ 
남북과학기술용어집 / 국가과학기술자문회의, 한국
과학기술단체총연합회[編]. -- 서울 : 국가과학기
술자문회의 : 한국과학기술단체총연합회. -- 
2000.12. -- 冊 ; 24cm  
ISBN: 물리학: 8971691395 화학: 8971691387 
농학:  8971691441 정보과학: 8995275731 
생물학: 8995275758 건축공학: 8995275723 
수학:  8995275766 금속공학: 899527574X 
物理学、化学等分野別に 8 巻で構成。韓国で使わ

れている用語をハングル字母順に排列し、それに対
応する北朝鮮で使われている用語及び英語を掲載。
巻末に英語索引あり。 
(南北科学技術用語集) M3-K2 
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韓國地圖의 歷史 / 方東仁[著]. -- 서울 : 신구문
화사, 2001.2. -- 24, 364p ; 23cm  
참고문헌: p345-346  도판목록: p347-350   
찾아보기: p351-364 
ISBN: 8976680928 
(韓国地図の歴史) ME61-K1 
 
韓國人蔘史 / 韓國人蔘史編纂委員會[編]. -- 증보
판. -- 서울 : 韓國人蔘史編纂委員會, 2002.1. -- 2
冊 ; 30cm  
付属資料: CD-ROM1 枚  
折り込図 1枚  
人蔘年譜: 1 권 p816-846  
참고문헌: 2 권 p[527]-599 SD121-K6 
 
한국의 생물정보학 백서 / 생물학연구정보센터, 국
가유전체정보센터 공저. -- 포항 : 생물학연구정보
센터출판부 -- ; 26cm  
2004(2004.12)～ 
 (韓国の生物情報学白書) Z43-AK47 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
매스컴 보고서·논문 목록 / 한국언론재단[編]. -- 
서울 : 한국언론재단 언론자료실, 2001.4. -- 
376p ; 26cm  
논문저자색인: p365-376 
(マスコミ報告書･論文目録)  UC1-K2 
 
한국서점편람 = The manual of Korean bookstores
 / 한국서점조합연합회[編]. -- 서울 : 한국서점조
합연합회, 2004.1. -- 512p ; 26cm 
(韓国書店便覧) UE4-K2 
 
韓國目錄規則 = Korean cataloguing rules / 韓國
圖書館協會目録委員會編. -- 第 4 版. -- 서울 : 韓
國圖書館協會, 2003.8. -- xxviii, 576p ; 26cm 
ISBN: 897678068X (set): 8976780663 UL633-K2 
 
韓國雜誌百年 / 崔德敎 編著. -- 서울 : 玄岩社, 
2004.5. -- 3 冊 ; 25cm  
ISBN: 1: 8932312222 2: 8932312230  
3: 8932312249 (set): 8932312257 UM84-K1 

朝鮮半島における最初の雑誌とされる「大朝鮮独
立協会会報」（1896.11.30 創刊）から朝鮮王朝末期、
大韓帝国、日本植民地期、朝鮮戦争期までに出版さ
れた雑誌 380 種余りについて概説。発行人･編集人
は写真と共に詳しく紹介。3 巻の巻末に発行年代順
韓国主要雑誌目録<1896～1953>等を掲載。各巻末に
索引あり。 
 
국립중앙도서관 선본해제 = An annotated bibliog
raphy of rare books in the National Library of K
orea. 6 / [국립중앙도서관]고전운영실 편집 -- 서
울 : 국립중앙도서관, 2004.10. -- 446p, 図版 8
枚 ; 31cm 
書名索引: p440-446 
ISBN: 6: 89738307168973830716  
(set): 8973830643  
(国立中央図書館善本解題) UP72-K8 
 
奎章閣所藏文集解說 : 18 世紀 / 서울大學校奎章閣
[編]. -- 서울 : 서울大學校奎章閣, 2003.10. -- 
冊 ; 27cm  
1: ㄱ:艮谷遺稿~乖厓集.  
2: ㄱ~ㄴ:鷗溪遺集~雷淵集 
各巻末に総目次あり UP72-K12 
 

藏書閣所藏謄錄解題 / 金赫[ほか著]. -- 城南 : 
韓國精神文化研究院 , 2002.12 . -- xxix, 1115p
 ; 24cm. -- (韓國學資料解題) 
金孝京, 盧惠京, 申明鎬, 李旺茂, 李煜, 任敏赫, 丁
海得, 鄭海恩, 崔在馥, 許洪範  
가나다順 書名 찾아보기: p1083-1094 
題主語 찾아보기: p1095-1115 
ISBN: 897105459X UP72-K13 
 
한국도서관연감 / 한국도서관협회 편집. -- 서울 : 
韓國圖書館協會, 2004 -- ; 26cm  
2004(2004.12)～ 
(韓国図書館年鑑)  Z45-AK19 
第 1 部には館種別・地域別図書館現況、主要な図

書館問題、図書館政策、第 2 部には統計、第 3 部に
は各図書館の住所録、図書館界日誌、関連新聞・雑
誌記事索引、文献情報学学位論文目録などを掲載。
これにより『韓国図書館統計』(Z45-AK2) は終刊。 
 
日本語の部 

＜経済・産業＞ 
中国進出韓国企業総覧 : 2004 / デイコ産業研究所
編集及び校正. -- 東京 : ビスタピー･エス, 2005.2.
 -- 648p ; 26cm. -- (「韓国の産業と市場」別冊) 
ISBN: 4939153355 DH15-H38 
 
朝鮮総督府統計要覧. 昭和 7 年, 昭和 8 年 / 朝鮮
総督府編纂. -- 東京 : クレス出版, 2005.3. -- 
277, 289p ; 22cm 
ISBN: 4877332553 (set): 487733257X DT191-K2-H6 

＜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. 4 / 鶴田啓日本語版監修. -- 東京 : ビ
スタピー･エス, 2005 発売. -- 264p ; 27cm 
ISBN: 4939153274 GE5-H4 

＜芸術・言語・文学＞ 
パスポート朝鮮語小辞典 : 朝和＋和朝 / 塚本勲
監修 ; 熊谷明泰責任編集. -- 東京 : 白水社, 200
5.4. -- 640p ; 18cm 
ISBN: 4560000913 KJ42-H10 
 
標準韓国語辞典 / 朱信源編著. -- 東京 : 白帝社,
 2005.5. -- 19, 1280p ; 19cm. 
ISBN: 4891745924 KJ42-H11 
 
欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 
The future of the US-Republic of Korea military 
relationship / Kim Jung-Ik. -- Houndmills : Ma
cmillan Press, 1996. ; New York : St. Martin's  
Press -- xiv, 214 p. : ill., map ; 22 cm 
別タイトル: Future of the United States-Republic 
of Korea military relationship   
Includes bibliographical references (p. 202-208) 
and index.   
ISBN: 0333647017 (Macmillan Press) 
ISBN: 031212967X (St. Martin's Press) 

 (A99-UK4-P1) 

＜経済・産業＞ 
Korea, a century of change / Juergen Kleiner.
 -- River Edge, N.J. : World Scientific, c2001.
 -- xvii, 425 p. : map ; 23 cm. -- (Economic 
ideas leading to the 21st century ; v. 6)   
Includes bibliographical references (p. 409- 
411) and indexes.   
ISBN: 9810246579 (DC146-P1) 
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＜社会・労働＞ 
The Korean Americans / Won Moo Hurh. -- Westport,
Conn. : Greenwood Press, c1998. -- xvi, 190 p.
 : ill. ; 25 cm. -- (The new Americans)   
Includes bibliographical references (P. [173]-
186) and index.   
ISBN: 031329741X (EC136-P6) 

＜哲学・宗教＞ 
Perspectives on Christianity in Korea and  
Japan : the Gospel and culture in East Asia / 
edited by Mark R. Mullins and Richard Fox Young.
 -- Lewiston : E. Mellen Press, c1995. -- xxii
i, 230 p. ; 24 cm.   
Includes bibliographical references (p. [211]-
227).   
ISBN: 0773488685 (hard) (HP74-P6) 
 
Protestantism and politics in Korea / Chung- 
shin Park. -- Seattle, WA : University of  
Washington Press, c2003. -- xi, 316 p. ; 24 cm.
 -- (Korean studies of the Henry M. Jackson 
School of International Studies)   
Includes bibliographical references (p. 273-30
1) and index.   
ISBN: 0295981490 (HP112-P8) 

＜芸術・言語・文学＞ 
Perspectives on Korean dance / Judy Van Zile.
 -- Middletown, Conn. : Wesleyan University  
Press, c2001. -- xxiii, 334 p. : ill. (some  
col.) ; 26 cm   
Includes bibliographical references (p. 309-32
6) and index.   
ISBN: 081956494X (pbk.)   
ISBN: 0819564931 (cloth) (KD375-P1) 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
オルタナティヴス : アジアのアートスペースガイ
ド.2005 / 国際交流基金企画・制作. -- 京都 : 淡
交社, 2004.11. -- 347p ; 21cm 
日本語・英語併記 
ISBN: 4473032116 Y77-H4264 
アジア太平洋 16 の国と地域における約 170 の美

術施設を紹介。東アジア、東南アジア、南アジア、
オーストラリアの 4 つに区分し、施設概要や活動内
容にコメント等を載せる。各国の現代美術状況の概
説も掲載。 
 
北東・東アジア 

＜モンゴル＞ 
Манай өнөөгийн 108 шилдэг бүсгүй / [зохиогч, Б. 
Ариунсан]. -- Улаанбаатар : [s.n.] , 2004. -- 327 
p. : ill. ; 27 cm.  Y722-A7 

 
Үгийн учир : зарим ормол үгийн товч тайлбар / 
хянан нягталсан О. Aдьяа ; нэмэлт тайлбар хийж, 
засварласан Н. Пүрэвжав ; эхийг хэвлэлд бэлтгэсэн Г. 
Гэрэлмаа. -- Улаанбаатар : [Бемби сан] , 2003. -- 
166 p. ; 21 cm. Y722-A10 

 

Япон-Монгол толь бичиг / Доржсүрэнгийн 
Болдбаатар. -- 第二版. -- Улаанбаатар : [Гэгээ] , 
2002. -- 639 p. ; 22 cm. 
表紙標題 : 和蒙辞典 
ISBN: 9992955325 Y722-B38 
 
Монгол-Хятад толь бичиг / Доржсүрэнгийн 
Болдбаатар. -- 第一版. -- Улаанбаатар : [Гэгээ] , 
2003. -- 780 p. ; 21 cm. 
表紙標題 : 蒙汉辞典 
ISBN: 9992921757 Y722-B39 
 
XX зууны Монголын улстөрийн зүтгэлтнүүд / 
Чунтын Болдбаатар ; хянан тохиолдуулсан Д. 
Гомбосүрэн, З. Лонжид. -- Улаанбаатар : Admon , 
2004 -- 370 p. : port. ; 25 cm. 
ISBN: 9992901985 Y722-B41 
 
Төвд Монгол илт өгүүлэх нэрийн торь = [Bod Hor 
mṅon brjod kyi brda yig] / Доржсүрэнгийн Бүрнээ, 
Дамбийжанцангийн Энхтөр ; хянасан Т. Булган, Г. 
Пүрэвсүрэн. -- Улаанбаатар : Цээл-Эрдэнэ , 2003. -- 
502 p. ; 25 cm.  
Includes bibliographical references (p. 8-9) 
ISBN: 9992958057 Y722-B52 
 
Хууль зүйн тайлбар толь : Монгол улсын төр, эрх 
зүйн түүх / Батсүхийн Баярсайхан. -- Улаанбаатар : 
[Admon] , 2003. -- 281 p. : ill. ; 25 cm. 
副標題紙標題 : Legal dictionary : state and 
legal history of Mongolia 
ISBN: 999297611X Y722-B53 
 
Монголын нэвтэрхий толь / ерөнхий редактор, Б. 
Чадраа. -- Улаанбаатар : Монгол улсын шинжлэх 
ухааны академи , 2000. -- 2 v. : ill.(some 
col.) ; 31 cm. Y722-C24 
 
Монгол нутаг дахь түүх соёлын дурсгал : 
сэдэвчилсэн лавлах / [бүтээлийг эрхэлсэн 
Лувсандамбын Дашням ... et al.]. -- Улаанбаатар : 
Монголын Хүмүүнлигийн ухааны Академи , 1999. -
-286 p. : ill.(some col.), maps ; 31 cm. 
ISBN: 9992950390 Y722-D57 
 
Цаглашгүй хүчит арслангууд / Ш. Гоохүү ; хянан 
нягтлагч, Г. Ангар. -- Улаанбаатар : Өргөт хэвлэл , 
2002. -- 496 p. : port., ill. ; 20 cm. -- 
(Монгол бөхчүүдийн тухай цуврал ном ; 2) 
ISBN: 9992953705 Y722-G20 
 
Газар хотолзуулсан заанууд / Ш. Гоохүү ; хянан 
нягтлагч Б. Цэрэн-Очир. -- Улаанбаатар : Өнгэт 
хэвлэл , 2003 -- 627 p. : port. ; 19 cm. -- 
(Монгол бөхчүүдийн тухай цуврал ном ; 3) 
ISBN: 9992901772 Y722-G22 
 
Монгол үндэстний хувцас = National dress of 
Mongolia / Үржингийн Ядамсүрэн. -- Улаанбаатар : 
Монсудар , 2004. -- 60 p. : col. ill. ; 30 cm. 
ISBN: 9992902531 Y722-I13 
 
Хууль зүйн тайлбар толь = Legal dictionary. -- 
Улаанбаатар : Хүний эрхийн болоьсролын төь , 2003.  
-- 398 p. ; 21 cm. 
ISBN: 999295860X Y722-K20
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Чингэс хааны нэвтэрхий толь / [зохиогч, 
Лхагвасүрэн Хөгөлбөөгийн ... et al.]. -- Улаанбаатар : 
Чингэс хаан дээд сургууль , 2004. -- 300 p. ; 30 cm. 
ISBN: 9992959614 Y722-L35 
 
Монголын хүүхдийн нэвтэрхий толь. -- Нэмж 
засварласан 2 дахь хэвлэл. -- Улаанбаатар : Соёмбо 
принтинг , 2003. -- 5 v. : ill. ; 31 cm. 
ISBN: 9992953209(set) Y722-M15 
 
Монгол үндэсний бөхийн барилдааны товчоон : он 
дарааллын түүхэн хураангуй тойм / Даржаагийн 
Нямгэрэл. -- Анхны хэвлэл. -- Улаанбаатар : 
[Admon] , 2004. -- v. ; 25 cm. Y722-N16 
 
Монгол бөөгийн шашны нэр томъёоны тайлбар 
толь / Отгоны Пүрэв ; редактор, Дэмчигийн 
Мархаахүү.  Улаанбаатар : Admon , 2003 -- 259 
p. : ill. ; 21 cm 
ISBN: 9992901748 Y722-O12 
 
Монгол зүйр цэцэн үг / Г. Ринчэнсанбуу. -- 
Улаанбаатар : Бемби сан , 2002. -- 2 v. ; 21 cm.   
-- ([mongġol aman jokiyal-un ciġuluġan] = 
Монгол аман зохиолын чуулгaн цуврал / ШУА-ийн хэл 
зохиолын хүрээлэн ; 16) 
ISBN: 999295440X(set) Y722-R10 
 
Монгол улсын төрийн ордон / Г. Шагдаржав, Г. 
Лувсандорж ; хянан тохиолдуулсан Д. Баяндалай. --
Улаанбаатар : Admon , 2000-. -- v. : ill. (some 
col.) ; 21 cm. 
ISBN: 9992900016(set) Y722-S46 
 
Монгол улсын шинжлэх ухааны акадэмийн түүх / 
Ч. Сэрээтэр, Х. Цэрэв, Б. Чадраа ; редактор, А. Очир, 
Б. Чадраа. -- Улаанбаатар : Монгол улсын шинжлэх 
ухааны академи , 2002. -- 285 p. : ill. ; 22 cm 
ISBN: 9992958545 Y722-S48 
 
Монгол хэлний найруулгазүйн нэр томъёоны 
тайлбар толь / Ц. Сүхбаатар. -- Улаанбаатар : Аригү 
график , 2003.  -- 207 p. ; 20 cm 
 Y722-S49 
 
Монгол орны малын тэжээлийн ургамал = Forage 
plants of Mongolia / Содномдаржаагийн Жигжидсүрэн, 
Дуглас А. Жонсон. -- Улаанбаатар : [Admon] , 2003. 
-- 563 p. : col. ill., maps, tables ; 21 cm. 
Includes bibliographical references (p. 562-563) 
ISBN: 9992901586 Y722-Z16 
 
Морин эрдэнэ / Сумъяагийн Жамбалдорж. -- 
Улаанбаатар : Монгол Адуу , 1996. -- 253 p. : 
ill. ; 24 cm. Y722-Z17 
 
東南アジア 

＜インドネシア＞ 
Statistik upah buruh tani di pedesaan. -- 
Jakarta : Badan Pusat Statistik. -- ; 29cm 
1997 / 2003～ Y735-ZS-133 

＜マレーシア＞ 
Historical dictionary of Malaysia / Amarjit 
Kaur. -- 2nd ed. -- Lanham, Md. : Scarecrow 
Press, 2001. -- li, 351 p. : maps ; 23 cm. -- 
(Asian/Oceanian historical dictionaries ; no. 
36) 
Includes bibliographical references (p. 263-
349). 
ISBN: 081083877X (GE8-P86) 

＜タイ＞ 
Raingan phonkansamruat 'anamai lae sawatdikan 
pho. so. ... Thua Ratcha'anachak. -- 
Kothomo[i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : 
Samnakngan sathiti haeng Chat, Krasuang 
theknoloyi sarasonthet lae kansusan. -- ; 30cm 
2546[2003]～ Y745-ZS-75 

＜ベトナム＞ 
Viê ̣t Nam phong tục / Phan Kê ́ Bính. -- Hà Nô ̣i : Nhà 
xuâ ́t bản Văn hoa ́-thông tin , 2003. -- 535 p. ; 20 cm. --
（Tủ sa ́ch Văn hoa ́ truyền thống Viê ̣t Nam） 

Y741-P63 
 

Sô ́ liệu thống kê dân số va ̀ kinh tê ́-xã hội Việt Nam 1975-
2001. -- Hà Nô ̣i : Nhà xuâ ́t ba ̉n Thống kê , 2002 --
264 p. : ill. ; 25 cm. Y741-T185 
 
Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam / Trịnh 
Khắc Mạnh. -- Ha ̀ Nô ̣i : Nhà xuâ ́t bản Khoa ho ̣c xã hội , 
2002. -- 650 p. ; 21 cm. Y741-T188 

＜ラオス＞ 
Worterbuch Laotisch-Deutsch, Deutsch-Laotisch 
/ Boike Rehbein, Sisouk Sayaseng. -- Hamburg : 
Buske, c2000. -- xxi, 653 p. ; 20 cm. 
ISBN: 3875481852 (KL12-P2) 
 
南アジア 

＜南アジア全般＞ 
パーリ語辞典 / 水野弘元著. -- 増補改訂版. -- 
東京 : 春秋社, 2005.2. -- 425p ; 22cm 
ISBN: 4393101561 KN42-H2 

＜インド＞ 
Sohoni's criminal referencer / by Vishwas 
Shridhar Sohoni ; assisted by Sameer Vishwas 
Sohoni. -- 1st ed. -- New Delhi : Orient Pub. 
Co., 2001. -- xiii, 1680 p. ; 25 cm. 
Includes index. 
ISBN: 8187197927 (AI2-711-P1) 
インド最高裁判所と各州高等裁判所における刑法

の判例索引。1867 年から 1992 年までに制定された
もののうち、主要な法律約 70 について、判例の概
要と、裁判所、その判例の掲載誌を記載。巻末に法
律ごとの主題別索引を付す。 
 
An annotated bibliography of Indian English 
fiction / compiled by V. Indira Sambamurthy.  
--New Delhi : Atlantic Publishers & 
Distributors, c2001. -- 3 v. ; 22 cm. 
ISBN: 8171569986(set) ; 8171569447(vol. 1) ; 
8171569560(vol. 2) ; 8171569579(vol. 3) 
 (KS251-P2) 
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Silver generation in India : a bibliographical 
study, 1889-2000 / Nirmal Ruprail. -- New 
Delhi : SPM Information Gateway of Social 
Sciences, NASSDOC, Indian Council of Social 
Science Research, in association with Anamika 
Publishers & Distributors, 2002. -- xiii, 710 
p. ; 25 cm. 
Includes indexs. 
ISBN: 8179750140 (E1-P13) 
 
National accounts statistics. -- New Delhi : 
Central Statistical Organisation, Ministry of 
Statistics & Programme Implementation, Govt. 
of India. -- ; 29cm 
2002～ Z61-H926 
 
Annual report / National Human Rights 
Commission. -- New Delhi : National Human 
Rights Commission. -- ; 28cm 
Variant title: National Human Rights 
Commission annual report. 
2001/2002～ Z61-H933 

＜パキスタン＞ 
National accounts of Pakistan. -- Islamabad : 
Federal Bureau of Statistics, Statistics 
Division, Govt. of Pakistan. -- ; 28cm 
継 続 前 誌 : Brochure on national accounts of 
Pakistan 
2001 / 2002～ Z61-H909 

＜アフガニスタン＞ 
Afganistan : kratkii biograficheskii 
spravochnik / sostavil G.P. Ezhov. -- Moskva : 
"Kliuch S", 2002. -- 438 p. : maps ; 21 cm. 
ISBN: 5931360042 (GE12-P25) 

＜ネパール＞ 
A dictionary of classical Newari : compiled 
from manuscript sources / [chief editor, Kamal 
P. Malla]. -- Kathmandu : Nepal Bhasha 
Dictionary Committee, 2000. -- xxxiii, 530 
p. ; 28 cm. 
Newari and English (Newari in roman). 
ISBN: 9993331600 (KL32-P3) 
 
西アジア 

＜西アジア全般＞ 
Classical Arabic philology and poetry : a 
bibliographical handbook of important editions 
from 1960 to 2000 / by Reinhard Weipert. -- 
Leiden : Brill, 2002. -- xiv, 274 p. ; 25 cm. 
-- (Handbook of Oriental studies = Handbuch 
der Orientalistik. Section one, The Near and 
Middle East ; v. 63) 
Includes bibliographical references and 
indexes. 
ISBN: 9004123423 (KM21-P1) 
 
Consumer Middle East. -- London : Euromonitor 
International. -- ; 30cm 
4:2002～ Z61-H912 

＜イラン＞ 
イラン・イスラーム革命文献解説目録 : 東洋文庫
蔵 / 岩見隆,関喜房編. -- 東京 : 東洋文庫, 
2004.7. -- 182p ; 21cm 
ISBN: 4809701999 GE3-H8 

Iran statistical yearbook. -- Tehran : 
Statistical Centre of Iran. -- ; 27cm 
34:1379[2000.3 / 2001.3]～ Z61-H911 

＜イラク＞ 
Iraq : a bibliographical guide / compiled by 
C.H. Bleaney, G.J. Roper ; with an 
introduction by Peter J. Sluglett. -- Leiden ; 
Boston : Brill, 2004.. -- xxxiv, 522 p. ; 25 
cm. -- (Handbook of Oriental studies = 
Handbuch der Orientalistik. Section one, The 
Near and Middle East ; v. 75) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9004139427 GE3-B13(GE3-P109) 

＜北アフリカ全般＞ 
The Nile : an annotated bibliography / Terje 
Tvedt. -- 2nd ed. -- London ; New York : I.B. 
Tauris, 2004. -- xiii, 545 p. ; 25 cm. 
Includes index. 
ISBN: 1860648797 GF1-B2(GF1-P2) 
ナイル河に関する図書、雑誌論文、報告書を収録。

全体を「水産」「動植物相」「保健」「物理特性」
「政治・文化の歴史」「開発計画報告」「紀行・探
検」「水利管理」の８分野に分けて解題を載せる。
巻末に著者名索引を付す。 

＜エジプト＞ 
Lexikon der agyptischen Gotter und 
Gotterbezeichnungen / Herausgeber, Christian 
Leitz ; [bearbeitet von Dagmar Budde ... et 
al.]. -- Leuven : Peeters, 2002. -- 7 v. ; 31 
cm. -- (Orientalia Lovaniensia analecta ; 110-
116) 
ISBN: 9042911468(v. 1 : Peeters, Leuven) ;  
2877236447(v. 1 : Peeters, France) ;  
9042911476(v. 2 : Peeters, Leuven) ;  
2877236455(v. 2 : Peeters, France) ;  
9042911484(v. 3 : Peeters, Leuven) ;  
2877236463(v. 3 : Peeters, France) ;  
9042911492(v. 4 : Peeters, Leuven) ;  
2877236471(v. 4 : Peeters, France) ;  
9042911506(v. 5 : Peeters, Leuven) ;  
287723648X(v. 5 : Peeters, France) ;  
9042911514(v. 6 : Peeters, Leuven) ;  
2877236498(v. 6 : Peeters, France) ;  
9042911522(v. 7 : Peeters, Leuven) ;  
2877236501(v. 7 : Peeters, France) (HK2-P7) 
 
Ancient Egyptian materials and technology / 
edited by Paul T. Nicholson and Ian Shaw. -- 
Cambridge ; New York : Cambridge University 
Press, 2000. -- xviii, 702 p. : ill., maps ; 
28 cm. 
ISBN: 0521452570 (M213-P1) 
古代エジプトの物質文化と技術を紹介。建築、食

料の保存法、パンやビールの製造法、ミイラ作成の
技術など、トピックを考古学資料、各種データ、写
真と共に取り上げる。各章末には参考文献を付す。 
 
中央アジア 

＜キルギスタン＞ 
Кыргызстан в цифрах. -- Бишкек : Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. --
 ; 21cm 

2003～ Z61-H932
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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 4 月から 2004 年 6 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> 
 
大學圖書館(Z21-AC60) 
8 卷 1 期(2004.3) 
台灣地區大專校院圖書館遷館關鍵成功因素探討 / 
劉漢楡,黃麗君 ···························· 2-30 
系統轉換——以書目中心與東吳大學系統轉換為例 / 
魏令芳,丁原基 ··························· 71-91 
國内大學圖書館書架強震破壞案例分析 / 王昭然,姚
昭智 ·································· 130-146 
台灣地區圖書館館員期刊文獻發表之研究 / 林雯瑤
······································ 167-192 
 
8 卷 2 期(2004.9) 
圖書館品牌經營策略之研究——以臺北市立圖書館為
例 / 莊馥瑄 ··························· 124-154 
 
大学图书馆学报(Z21-AC55) 
23 卷 2 期(2005.3) 
出版发行市场化运作对图书采访的影响 / 姚倩 
····································· 34-37,61 
浙江省高校图书馆人员编制的现状分析与定编思路 /  
高跃新,王增清,徐永明 ···················· 42-46 
苏州藏书家在中国私家藏书史上的地位和影响 / 陈
建忠 ···································· 54-56 
基于 CSSCI 的《大学图书馆学报》的学术影响的分析
/ 郦金花 ································ 57-61 
中国当代家庭藏书重建刍议 / 傅敏 ········· 74-76 
基于网络的开放联合服务系统建设——中国科学院文
献情报服务系统的发展模式 / 谢礼妹 ······· 83-86 
 
23 卷 3 期(2005.5) 
汉语文古籍文献目录资源的共建共享——CALIS 古籍
联合目录系统 / 喻爽爽,谢琴芳 ············ 23-26 
中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)网络服务系
统现状与发展 / 李朵 ····················· 27-29 
大学图书馆馆藏中文图书复本的配置 / 曹臻 · 53-56 
文献借阅史对采选决策的作用 / 王瑞玲 ····· 57-61 
胡适与北京大学图书馆 / 邹新明 ··········· 65-69 
从 CSSCI 看大学出版社在社会科学研究领域的学术影
响 /苏新宁,王振义 ···················· 70-73,44 
试比较中西雕版印刷文化的差异 / 李晓菲 ··· 74-78 
 
國家圖書館館訊(Z21-AC20) 
［中華民國］94 年第 1 期(2005.2) 
出席「第二次中文名稱規範會議」紀要 / 李莉茜 
········································ 11-15 
數位時代漢學研究資源國際研討會紀實 / 耿立群 
········································ 16-19 
數位時代漢學研究資訊展紀要 / 簡家幸,曾維絢 
········································ 20-21 
21 世紀出版格局與出版媒體的新里程碑——漫談 E-
Book / 宋慧芹 ··························· 32-34 
 

 
国家图书馆学刊(Z21-AC49) 
2005 年 1 期(2005.01) 
“地方文献国际学术研讨会”综述 / 王珊 ······2-4 
中国地方志的史料价值及其利用 / 来新夏 ······5-8 
地方文献之新观念与新分析 / 林天蔚 ·········9-11 
地方历史文献存取、检索的趋势以及遇到的问题    
/ 沙其敏 ·································12-16 
汉唐时期地方文献的收集、整理与研究 / 刘跃进 
·········································17-21 
收集地方文献须责任与识见并驾而行——抗战时期北
平图书馆收集西南文献述论 / 张廷银 ········22-27 
地方文献工作中值得思考的几个问题 / 易雪梅 28-31 
网络环境下图书馆的地方文献工作 / 梁燕 ····32-35 
香港中央图书馆电子资源采购与服务 / 宋亚伟···61-65 
 
2005 年 2 期(2005.04) 
中国文献编目规则的继承与发展 / 黄俊贵 ······2-8 
继承与变革——谈《中国文献编目规则》的修订 / 
富平 ······································9-14 
关于总则和普通图书著录的修订要点 / 刘小玲,王洋
·········································15-19 
连续性资源著录规则的修订 / 贺燕 ··········20-23 
修订缩微文献著录规则引发的思考 / 杨洪波 ··24-28 
古籍编目中的完整本复本问题与著录规则的修订 / 
鲍国强 ···································28-30 
谈谈《中国文献编目规则(第二版)》 / 邵小鸥 31-33 
数字敦煌 泽被学林——纪念国际敦煌项目(IDP)成立
十周年 / 魏泓(Susan Whitfield) ···········34-38 
国际敦煌项目新进展:敦煌文字数据库 / 高奕睿
(Imre Galambos),林世田 ･･･････････････････39-41 
满文文献语言形式及其著录 / 张木森 ････････53-56 
国家图书馆早期(1929—1936)举办的文献展览 / 王
致翔 ·····································78-82 
 
情报资料工作(Z21-AC19) 
2005 年 1 期(2005.01) 
河北省社科信息资源现状调查与分析 / 蔡莉静,陈曹
维 ·······································72-74 
从文献调研看我国近十年来的信息管理理论研究 / 
闫慧 ·····································78-82 
我国信息政策研究评析(1994-2003 年) / 谭英,戴君
琴 ·······································83-88 
《情报资料工作》1999-2003 年论文及作者的统计分
析 / 李鹏斌 ··························89-91,103 
CALIS 重点学科导航库及其影响 / 胡小菁···106-108 
 
2005 年 2 期(2005.03) 
从引文分析(1994-2002 年)看我国数字图书馆研究 /
金国强 ···································58-60 
我国政府电子化公共服务现状与发展趋势 / 王立清
·········································61-64 
民族图书馆事业现状及发展对策研究 / 何丽,史桂玲
·········································65-67 
论西部贫困地区文献信息保障机制的建立 / 贺洪明
·········································71-73 
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试论图书馆数字化信息服务体系的建构—以厦门大学
图书馆为例 / 朱巧青 ··················· 102-104 
 
图书馆(Z21-AC58) 
2005 年第 1 期(2005.2) 
基层图书馆生存状态忧思录——5 省 10 县图书馆调
查纪实谈 / 郜向荣,郭卫宁,徐军华,马刘凤,陈玉顺,
蒋业政,王子舟 ··························· 18-24 
先秦到汉代的阅读疗法思想和医案(续) / 王波 · 46-48 
湖南省科技网络现状分析与发展对策 /尹锋 ·· 82-85 
 
2005 年第 2 期(2005.4) 
近两年来中图学会组织策划学术活动述评 / 刘波 
········································ 30-33 
论虞山派藏书家 / 曹培根 ·············· 45-49,53 
中国国家图书馆文献保护工作概述 / 李景仁,周崇润
········································ 75-77 
 
图书馆论坛(Z21-AC57) 
25 卷 1 期(2005.2) 
近十年(1994-2003 年)我国图书馆学情报学期刊研究
论文计量分析 / 王传清 ······················14-17 
合并院校图书馆的理性运作——走可持续发展之路 / 
黄燕君 ·································· 18-21 
大力发展科技中介机构,推动广东科技创新体系建设 
/ 冯方平,方小洵 ····························25-28 
数字参考服务评估与质量控制研究 / 刘颖 ·· 29-32,50 
民族地区图书馆为西部大开发服务要走创新之路 / 
韦美珠,朱金,莫燕玲 ·························39-42 
广州大学图书馆学科馆员机制建设研究 / 束漫 · 60-63 
在线订购——期刊采购新模式 / 张萌·······109-111 
CALIS 联合目录中文图书书目数据主题标引质量分析 
/ 赵宇星 ······························ 116-118 
中山大学珠海校区图书馆读者调查报告 / 周旖 
··········································149-153 
香港中央图书馆的特色及其对我馆的启示——珠海图
书馆新馆建设的一些设想 / 李丽珊 ······· 191-192 
 
25 卷 2 期(2005.4) 
地方文献可持续发展刍论 / 骆伟 ···········1-4,202 
网络环境下图书馆用户信息需求调查分析 / 王红玲,
张齐增,林宁 ································29-34 
珠江三角洲公共图书馆现状及发展对策 / 邹琦 ··41-48 
"211 工程"建设的高校图书馆主页设计的调查及分析 
/ 回雁雁 ···································98-101 
中西文电子图书系统比较分析 / 王晋生,于澄洁 
·································· 105-108,101 
广州市中学图书馆电子阅览室与网吧分析比较 / 邓
柔盛 ·····································131-132 
论市县级图书馆网站的共建共享 / 高熔 ··· 136-138 
论体育专业特色图书馆信息资源构建与管理机制的建
立 / 许惠玲  ·····························144-146 
香港地区大学图书馆的发展特色 / 胡燕菘 · 218-221 
 
图书馆学研究(Z21-AC2) 
2005 年 1 期(2005.1) 
国内数字图书馆电子商务运行的障碍剖析 / 李曙光
········································ 20-23 
重庆大学图书馆人力资源管理探索 / 彦韬,张岚 
········································ 46-49 
图书馆联盟电子资源采购 / 蔡筱青 ········· 57-59 
探索高校文库发展——兼论京师文库建设 / 吴芳,高
安明 ······························· 100-101,56 
 
2005 年 3 期(2005.3) 
关于下载CALIS数据的几个问题的探讨 / 温泉 · 58-60 
图书馆情报学国家社科基金申报中的选题问题 / 陈
雪梅 ···································· 88-91 
合并后高校图书馆的数据整合及资源共建共享 / 张
萍 ······································ 92-94

2005 年 4 期(2005.4) 
谈吉林省图书馆专题数据库建设 / 陈昕 ······42-44 
民族古籍分类简史 / 吴凤银,包爱梅 ·········62-64 
电子资源的采购与评价 ·····················67-70 
湖北高校图书馆网上参考咨询服务现状与分析 / 杨
慕莲,詹德优 ······························74-79 
 
2005 年 5 期(2005.5) 
沈阳市图书馆信息资源建设现状及发展对策 / 白文
煜 ·······································43-44 
 
图书馆杂志(Z21-AC73) 
24 卷 3 期(2005.3) 
中国目录学的现状与未来 / 柯平 ···········5-11,4 
科技发展与图书馆国际化关系探微 / 郑永进, 
胡俊荣 ································20-23,15 
1999-2003 年我国文献编目研究论文的定量分析 / 李
淑芬 ··································39-41,63 
论高校图书馆的网络学术信息资源保存 / 谢海华 
·········································42-45 
高校图书馆特色数据库建设的实践——以“河洛文化
文献专题数据库”建设为例 / 吴涛 ··········46-48 
炎黄子孙的寻根之典——《中国家谱总目》编制的意
义 / 周秋芳,顾燕 ·························74-75 
共建资源 共享成果——上海市文献资源共建共享协
作网十年综述 / 余江,夏风 ·················75-77 
 
24 卷 4 期(2005.4) 
上海市社区图书馆可持续发展路径的探索 / 胡莹 
······································41-42,48 
论建国前华侨中文报刊的主要功能和历史贡献 / 倪
延年 ··································64-67,72 
 
24 卷 5 期(2005.5) 
图书馆数字化资源整合的现状透视 / 周秀霞,侯延香
·········································27-31 
 
图书情报知识(Z21-AC16) 
2005 年 1 期(2005.2) 
国内图书馆开发利用网络报纸信息资源现状调查与分
析 / 曾媚 ·····························53-55,60 
我国图书馆职业资格准入制度学术研究概况及其意义 
/ 肖仁清 ·······························103-106 
 
2005 年 2 期(2005.4) 
试析国际组织在中国的托存图书馆 / 蒋隽 ····32-36 
高校图书馆读者咨询服务的现状调查与对策分析——
以复旦大学图书馆为例 / 刘绍荣,朱莉 ·······37-39 
网上书店分类系统设计的现状与发展趋势研究 / 姚
维保 ·····································47-49 
中国信息周期研究 / 梁淑玲 ················66-68 
国内外全文数据库检索功能分析及选择策略 / 苏建
华,王琼 ··································84-86 
大学图书馆的网络信息资源评价与选择——以香港科
技大学为例 / 万婧,张志强 ·················93-95 
 
圖書與資訊學刊(Z21-AC84) 
53 期(2005.5) 
後設資料發展趨勢與數位典藏應用之比較研究 / 陳
亞寧 ·····································31-50 
中美檔案管理組織之比較研究 / 林巧敏 ······65-85 
地方文獻質料建設實施原則的設計 : 以浙江省公共
圖書館為例 / 袁逸 ························86-91 
 
现代图书情报技术(Z21-AC42) 
2005 年 3 期(2005.3) 
中文生物医学期刊引文数据库(CMCI)的研制特色 / 
陈建青,雷春炳,王国庆,张晓梅,颜世刚 ·······63-65 
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2005 年 4 期(2005.4) 
近五年信息检索论文分析研究 / 马翠嫦,王东 
····································· 42-44,67 
期刊论文被引用及其 Web 全文下载的文献计量分析 / 
万锦堃,花平寰,孙秀坤 ···················· 58-62 
两大中国专利检索系统的比较分析 / 邵诚敏,仇琛
········································ 86-87 
中文电子书 / 彭仁贤,高玉华 ·············· 96-98 
 
2005 年 5 期(2005.5) 
中文拓片资源库的建设与服务 / 龙伟 ······· 20-22 
北京大学图书馆的主页日志分析 / 张学宏 ·· 81-83,70 
 
中国图书馆学报(Z21-AC66) 
2004 年第 3 期(2004.5) 
信息化环境下我国图书馆业务管理模式变革研究 / 
陈能华,刘昆雄 ·························· 33-35 
公共图书馆服务职能在传播先进文化中的新拓展 / 
程小澜 ·································· 87-89 
 
2005 年第 1 期(2005.1) 
网络文献内容增长规律的实证研究——以 PC 显卡相
关内容主题的增长为例 / 邱均平,殷之明 ···· 15-20 
国内合作参考咨询服务发展研究 / 焦玉英,王娜 ···
········································ 57-60 
信息化对我国经济增长贡献的测定——基于经济增长
理论和国家信息化指数的研究 / 顾潇华,郭春丽 
····································· 90-91,97 
谈石刻文献整理 / 康万武 ················· 98-99 
 
2005 年第 2 期(2005.3) 
构建粤港澳图书馆联盟联合体之我见 / 胡俊荣 · 36-38 
论澳门公共图书馆网络化发展模式 / 杨开荆,赵新力
········································ 39-42 
国内公共图书馆数字化参考咨询服务调查 / 张颖,陈
文莉 ···································· 50-53 
当代网络参考源的类型与特征分析 / 张久珍 · 79-83 
四川省高职院校图书馆调查分析及对策 / 时雪峰,陈
萍秀,刘艳磊,刘槐,聂卫东 ················· 84-88 
 
＜コリアの部＞ 
 
國會圖書館報 (Z21-AK21) 
42 卷 3 號(2005.3) 
개관 53 주년 기념 ·························· 5-7 
국회도서관 디지털 참고서비스의 활성화 방안 / 
박옥주 ·································· 49-61 
 
42 卷 4 號(2005.4) 
입법정보질의회답 이용 (국회도서관 이용 

우수의원에게 듣는다) / 박승환 의원, 김석준 
의원 ···································· 2-5 

입법지식 DB 이용 (국회도서관 이용 우수의원에게 
듣는다) / 김혁규 의원, 손봉숙 의원 ······ 6-9 

전자도서관 이용 (국회도서관 이용 우수의원에게 
듣는다) / 윤호중 의원, 이병석 의원 ···· 10-13 

도서관자료 이용 (국회도서관 이용 우수의원에게 
듣는다) / 이주호 의원, 조성래 의원 ···· 14-17 

국회도서관 독도자료실 / 장문중 ·········· 52-53 
 
도서관(Z21-AK23) 
59 권 4 호(2004. 겨울) 
제목표지의 자동검출방법에 대하여 / 이건식··· 3-26 
대학도서관 온라인 소식지 제작에 관한 연구 / 

김선미 ································ 27-52 

지식정보화시대 국립중앙도서관의 미래 구상 
(제 8 차 한･일 국립도서관 업부교류 기조연설)  
/ 정길수 ·······························53-66 
온라인 디지털자원의 수집 및 보존관리 (제 8 차 

한･일 국립도서관 업부교류 주제발표)  / 최경호
·········································67-75 
국립국회도서관의 현재와 미래 (제 8 차 한･일 
국립도서관 업부교류 기조연설) / 토자와 이쿠코
·········································76-86 
장래를 전망한 국립국회도서관의 운영 –
「국립국회도서관 비전 2004」의 책정과 
평가제도의 도입- (제 8 차 한･일 국립도서관 
업부교류 주제발표) / 유사 히로유키 ·····87-95 

국립국회도서관의 디지털 아카이브 구축의 향후 
과업 (제 8 차 한･일 국립도서관 업부교류 
주제발표) / 카와이 미호 ···············96-104 

네트워크 환경에서의 도서관 정보서비스 개말 
(제 8 차 한･중 국립도서관 업부교류 주제발표) / 
최경호 ·································105-122 
국립 중앙도서관 자료보존 사업 및 보존기술 협력 
방안 (제 8 차 한･중 국립도서관 업부교류 
주제발표) / 현혜원 ·····················123-129 
네트워크를 기반으로 한 도서관 서비스 기능 확대 
(제 8 차 한･중 국립도서관 업부교류 주제발표) / 
왕동파 ·································130-142 
중국 국가도서관 문헌 보존보호의 역사, 현황 및 
교류와 협력 보고 (제 8 차 한･중 국립도서관 
업부교류 주제발표) / 장평 ··············143-148 
 
도서관계(Z21-AK4) 
14 권 10 호(2004.12) 
1950 년대 한국도서관과 맥 리 엘라드(J. McRee 
Elrod)선생 (도서관 발자취) / 조재순 ······29-31 
 
15 권 1 호(2005.1/2) 
희망과 공감의 도서관 정책을 꿈꾸다 (클릭  
국립중앙도서관) / 도서관정책과 ·············6-8 
요람에서 무덤까지 책 읽는 사회‘북스타트 
운동’ ····································9-12 
한국 북스타트의 전개과정 / 이희재 ········13-15 
아가와 함께 책을 나누는 즐거움이 있어요 ··16-19 
국립중앙도서관 2005 년도 주요업무계획········20 
2004 년 국민독서실태 조사결과 발표···········21 
우리나라 최초의 사서 (도서관 발자취) / 조재순
·········································33-34 
 
圖書館文化(Z21-AK24) 
46 권 3 호(2005.3) 
울산남부도서관을 다녀와서 (도서관탐방) ···32-35 
우리나라 도서관 개관 1 *도서관수 및 직원수/1인당 
직원수 (통계로 보는 도서관계) ··················· 51 
 
46 권 4 호(2005.4) 
전자책과 전자책도서관이란 무엇인가 (특집 : 
디지털도서관과 전자책의 만남 – 현황과 향후 
과제 ①) / 김승관 ························18-21 
미래를 만드는 전자책도서관 (특집 : 
디지털도서관과 전자책의 만남 – 현황과 향후 
과제 ②) / 차은숙 ························22-24 
디지털과 도서관의 만남 – 전자책을 중심으로 
(특집 : 디지털도서관과 전자책의 만남 – 현황과 
향후 과제 ③) / 전현수 ···················25-27 
어린아이들과 함께 커가는 학교도서관과 전자책 
(특집 : 디지털도서관과 전자책의 만남 – 현황과 
향후 과제 ④) / 박성연 ···················28-30 
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시공간 제약 없이 이용 가능… 전자책 수(數) 
적어 아쉬움 (특집 : 디지털도서관과 전자책의 
만남 – 현황과 향후 과제 ⑤) / 김봉기 ···· 31-33 
전자책, 전자책도서관, 그리고 디지털도서관의 
미래 (특집 : 디지털도서관과 전자책의 만남 – 
현황과 향후 과제 ⑥) / 곽동철 ··········· 34-36 
공공도서관의 독서문화조성을 위한 바람직한 

서비스 방안 연구 / 정문택 ················37-44 
우리나라 도서관 개관 2 : 지역별 공공도서관 현황(1) 
(통계로 보는 도서관계)···························45 
목록에 대하여 (도서관이 알아야 할 출판과 책 
이야기) / 최성일 ························ 46-49 
 
46 권 5 호(2005.5) 
대학 도서관의 저작권법 개정안 의견에 부쳐 
(지상토론) / 심동섭···························22-24 
도서관에 오면 문화가 보인다. (특집 : 제41회 
도서관주간을 보내며 ①) / 인제대학교 
백인제기념도서관 문화기획팀···················25-28 
일상의 도서관, 함께 하는 도서관주간 (특집 : 
제41회 도서관주간을 보내며 ②) / 이해진 ··· 29-32 
작지만 따뜻한 즐거운도서관의 가족사랑 행사 
“그림동화 좋아요” (특집 : 제41회 도서관주간을 
보내며 ③) / 최지혜···························33-34 
삶의 향기와 꿈이 있는 e-도서관을 지향하며 
(특집 : 제41회 도서관주간을 보내며 ④) / 조명희 ·  
········································ 35-38 

공공도서관에서의 독서회 운영 활성화 방안 (특집 : 
제41회 도서관주간을 보내며 ⑤) / 김선이······39-41 
“사람의 마음을 어루만지는 서사가 되자” 
(특집 : 제41회 도서관주간을 보내며 ⑥) / 김수연
········································ 42-44 

또 다른 시작 (특집 : 제41회 도서관주간을 보내며 ⑦) 
/ 김완조····································45-49 

혜천대학중앙도서관을 다녀와서 (도서관탐방) ···  
········································ 50-52 

저작권(법)은 동네 북? (도서관이 알아야 할 출판과 책 
이야기) / 최성일······························57-60 
경기도학교도서관사서협의회 (알아봅시다) / 
김임숙 ····································· 64 
(사)어린이와 도서관 (알아봅시다) / 전영순········65 
우리아라 대학도서관 개관 (통계로 보는 
도서관계) ·································· 71 
 
디지틀도서관 (Z21-AK18) 
37 호(2005 년.봄) 
독서문화 무엇이 문제인가 / 이만수·············22-38 
도서관 CCTV, 이용자 자산권보호인가? 이용자 
인권침해인가? / 이종문························39-40 
국내 도서관 RFID시스템 도입현황과 전망 / 강현민 
··············································46-63 
2004년 국민독서실태 조사결과 ·················64-73 
실시간 도서관 위치정보 안내를 위한 라이브인포시스템 
(LibINFOTM) 소개 / 김영태······················74-80 
 
<諸地域の部> 
 
Journal of East Asian Libraries (Z55-B307) 
135 (2005.2) 
The Book Trade in China : Impressions from a 
Buying Trip / Wen-ling Liu ················ 17-23 

Practical Experiences of Wen shi zi liao 
Cataloging / Ai-lin Yang ·················· 24-34 
 
2003-2004 CEAL Statistical Report········· 35-62 
 
Indian Archives (Z55-D91) 
49(1/2) 2000.1/12 
Role of Indian Historical Records Commision in 
Preservation of Archives in India : A Review / 
Rajesh Verma ･･･････････････････････････128-148 
 
Restoration and Treatment of Lithographs / 
Anil Mathur·······························149-153 
 
Care for Prints and the Works of  Art on Paper 
/ C.B.Gupta, S.P.Singh···················154-159 
 
When National Archives in India is Custodian 
of a Parchment : Sutapa Chakravarty ····160-166 
 
Sourindranath Roy (1911-1983) ： A Profile of 
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SRELS Journal of Information Management 
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Tamilnadu / A. Lawrence Mary ············361-366 
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Journals for the Period of 1991-2000 / Protap 
Chandra Roy·······························393-404 
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Vol.9 No.3 (2005) 
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Trong Phat ···································· 5-6 
 
Vol.9 No.4 (2005) 
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and Swede / Nguyen Danh Thuan·················· 6 
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Lan Huong ··································· 23-24 
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Tuyet Mai ······································ 30 
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レファレンスツール紹介① 

インドネシアの百科事典 

 

総合的な百科事典は、その出版国および周辺地域

に関する項目を多く収録していて、当該国関連のレ

ファレンス調査の手がかりとなります。今回はイン

ドネシアの百科事典について、当館所蔵のなかから

主なものを紹介します。 

① Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. 2.druk. 

's-Gravenhage : M. Nijhoff, 1917-39 

オランダ語  請求記号：991-E56-2（東京本館） 

オランダの M.ナイホフ社と E.J.ブリル社から出

版された「蘭領東印度百科事典」の第 2 版です。初

版は 1895-1905 年の 10 年をかけて出版されました

（請求記号：GE8-34）。この第 2版は 1917-1921 年

に本体 4巻が刊行され、その後 1927-1939 年に第 5-

8 巻が補遺として追加され、全 8巻となりました。

本体の簡約版『Beknopte encyclopaedie van Nede-

rlandsch-Indie（1921 年）』（請求記号：GE8-72）

も出ています。地理、歴史、民族、経済、生態を始

めインドネシアの事象について幅広く取り上げ、詳

細に解説をしています。また、人名情報も多く収録

しています。図版・地図は掲載されていません。オ

ランダ領期のインドネシア研究にとって、現在でも

学術的な利用価値のある資料です。本体分の人名索

引が第４巻末にあり、補遺の第 5-8 巻については、

各巻に人名索引が付いています。さらに第 7･8 巻の

巻頭には補遺分の項目索引もあります。 

② G e i l l u s t r e e r d e  e n c y c l o p a e d i e  v a n  

Nederlandsch-Indie. 

Leiden : N. v. Leidsche uitgeversmaatschappij, 1934 

オランダ語   請求記号：919.1-G638g（東京本館） 

同じくオランダで出版された図版入りの百科事典

です。民族、文化、地理に関する項目が多く、原住

民や建築物などの写真も豊富に掲載されています。

①と併せて視覚的に補完するのに適しています。索

引はありません。 

③ Ensiklopedia Indonesia. 

Bandung : W. van Hoeve, [1954] 

インドネシア語  請求記号：039.992-E59（東京本館） 

独立後にインドネシア語で出版された初めての本

格的な百科事典です（全 3 巻）。対象分野は広汎で

インドネシアに特化してはいませんが、アジア地域

に関する項目が比較的多いのが特徴です。図版や地

図も多く掲載しています。索引は付いていません。 

④ Ensiklopedi umum. 

[Yogyakarta] : Jajasan Kanisius, 1973 

インドネシア語 請求記号：UR41-6（東京本館） 

1 冊に纏まった百科事典です。定評のある辞書

『An Indonesian-English dictionary. 3rd ed.

（1989）』の編者 Hassan Shadily 氏が編集決定を

しています。図版・写真・索引はありません。再版

（1997 年）も所蔵しています（請求記号：UR41-21）。 

⑤ Ensiklopedi Indonesia. 
Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980-1984 
インドネシア語 請求記号：UR41-20（東京本館） 

Y735-S99（関西館） 
独立以後に出版されたなかで⑥に次いで 2番目に

大規模な百科事典です。出版者は各種事典類を多数
刊行しているIchtiar Baru-Van Hoeve 社で、オラン
ダのエルゼビア社との協力で出版されました。1980-
1984 年に全 7冊で刊行され、その後 1986 年、1990
年、1996 年に補遺が出ています。関西館所蔵分は再
版（1989 年）です。主編者は上述の Hassan Shadily
氏で、200 人以上の専門家が執筆参加しています。収
録分野が広く、一般利用から研究利用まで幅広く対
応した内容となっています。図版・写真も多数載せ
ています。第 7巻に索引が付いています。 

⑥ Ensiklopedi nasional Indonesia. Cet.4. 
Jakarta : PT. Delta Pamungkas, 2004 
インドネシア語    請求記号：Y735-E16（関西館） 
現在におけるインドネシア最大の百科事典です。

1988-1991 年に初版が刊行され、1994 年に補遺 1巻
が追加されました。当館所蔵は第 4刷で全 18 巻で
す。対象分野は多岐に及びますが、インドネシア関
連の項目や人名情報が多数収録されているのが特徴
です。図版・写真も掲載しています。インドネシア
語の総合百科事典のなかでは記述内容が最も新しく、
レファレンス調査にあたっては最初にこの事典を引
くのがよいでしょう。第 18 巻は索引です。 

⑦ Indonesian heritage. 
Singapore : Archipelago Press, 1996-98 

英語 請求記号：GE521-P11（関西館） 

「古代史」「人類環境」「近代史」「植物」「野
生生物」「建築」「美術」「表現芸術」「宗教・儀
式」「言語・文学」の全 10 冊。英、蘭、仏、米、
豪、インドネシアなど世界各国の研究者が執筆して
います。写真やカラー図版を豊富に盛り込み視覚効
果を考慮した編集がなされています。学術的な利用
よりも、一般の利用に適した事典と言えるでしょう。
各巻末に索引と参考文献が付いています。2002 年に
はインドネシア語版も出版されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. 2.druk.
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お知らせ 

 

平成 17 年度「アジア情報研修」の実施について 

1. 目的等 

国内の図書館員を対象に、各図書館における

アジア情報にかかるサービスの向上に資するこ

とを目的に実施します。 

2. 対象者及び定員 

大学図書館、専門図書館および公共図書館等

の職員で、業務においてアジアに関連する情報

を扱うもの。定員は 20 名程度。 

3. 日程 

平成 17 年 11 月 24 日（木）、25 日（金） 

4. 場所 

国立国会図書館関西館第 1 研修室 

5. テーマ 

東アジア情報の検索と情報ニーズへの対応 

6. 科目・講師 

○第 1日：平成 17 年 11 月 24 日（木） 

10:00～10:30 

開会挨拶、ガイダンス 

10:30～12:00 

日韓学術書籍の相互流通-過去・現在、今後の展望 

-日本語と共に歩んだ一韓国書店人の 45 年 

(有)京都金生堂取締役 金星天 

13:00～14:30 

環日本海関係資料・情報の提供  

鳥取県立図書館環日本海交流室相談員 薛末子 

14:30～16:00 

アジア情報検索入門－インターネット情報を中心に 

関西館資料部アジア情報課ホームページ班 

16:00～17:00 

研修生との交流 

○第 2日：平成 17 年 11 月 25 日（金） 

10:00～12:00 

韓国史研究・教育の社会資本―大学・学会・ツール 

東京大学大学院人文社会系研究科教授 吉田光男 

13:00～15:00 

漢籍の扱い方－日本における漢籍を中心に 

大阪学院大学国際学部教授 土屋紀義 

15:00～16:30 関西館見学 

申込方法 

当館 Web サイト(http://www.ndl.go.jp)中のアジ

ア情報研修申込書をダウンロードし、下の住所まで

郵送または FAX でお申込み下さい。なお、Web サイ

トがご利用できない場合は直接以下の住所にお問合

せください。締切は 10 月 28 日（金）当日消印有効

です。受講者には決定後受講票を送付します。なお、

申込多数の場合はやむを得ず参加をご遠慮頂くこと

があります。 

申込・問合せ先 

国立国会図書館関西館資料部アジア情報課 

〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3 

電話 0774-98-1371（直通） 

 

○インドネシア語・マレーシア語図書のアジア言語

OPAC への搭載について 

インドネシア語・マレーシア語図書のデータをアジ

ア言語 OPAC(http://asiaopac.ndl.go.jp/)に搭載い

たしました。1986 年以降に受け入れた約 600 冊が検

索できます。なお、インドネシア語・マレーシア語

の逐次刊行物および 1985 年以前に受け入れたイン

ド ネ シ ア 語 ・ マ レ ー シ ア 語 の 図 書 は NDL-

OPAC(http://opac.ndl.go.jp/)で検索してください。 

 

○関西館で所蔵するアラビア語・ペルシア語図書の

利用停止について 

関西館で所蔵するアラビア語・ペルシア語図書に

ついて、アジア言語 OPAC への書誌データの遡及入

力作業のため以下の通り利用を停止させていただき

ます。アジア言語 OPAC での書誌データの公開時期

は平成 18 年 4 月の予定です。 

１．期間：平成 17 年 9 月 1 日から平成 18 年 3 月 31

日まで 

２．対象資料：アラビア語図書（請求記号 Y775 で

始まるもの）、ペルシア語図書（請求記号 Y771、

VB で始まるもの） 

 

 

（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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