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ベトナムの逐次刊行物 : アジア情報室のコレクションより 

                 矢野正隆（元国立国会図書館関西館資料部アジア情報課非常勤調査員） 

 

近年、アジア諸言語資料における書誌情報のデータベ

ース化、ウェブ公開のための環境が整いつつあるが、国

立国会図書館関西館アジア情報室のコレクションも次々

にその対象となっている。本稿で取り上げるベトナム語

資料についても、最近整理が済み、オンラインでの検索

が可能となった*1。 
図書については以前紹介されたことがあるので*2、こ

こでは、特に雑誌に的を絞り、二三関連事項を報告する。 
○所蔵の概要 

当館では、新聞雑誌も含め、ベトナム語表記の資

料は、原則として Y741 という分類記号が付されるこ

とになっている*3。2005 年 11 月段階で、雑誌の総タ

イトル数は 121、うち受入を継続しているものは 61

を数える。発行年代を見ると、1950 年代のものは 2

タイトル、60 年代は漸増する (16 タイトル) が、こ

のうち現在も継続しているものは 4 タイトルに過ぎ

ず、定期的な受入という点では 70 年代以降が中心と

なる。発行地は首都ハノイが八割以上を占め、それ

以外としては、ホーチミン (1975 年以前はサイゴン) 

が 14 タイトル (現在受入継続は 2)、フエ 1 (継続

中)、ブンタウ 1 (廃刊)、東京 9 (継続 2)、合衆国サ

ンノゼ 2 (受入停止)。内容は、一般雑誌と学術雑誌

という区分に倣うならば、後者寄りの硬めのものが

中心となっている。特に、政府系研究機関の学術誌、

党、省庁、軍の機関誌、統計をはじめとする年鑑類

で大半を占め、図書館の蔵書としてはオーソドック

スな構成であると言える。 
○ベトナム国家書目 
ハノイにあるベトナム国家図書館が刊行する Thư 

mục quốc gia Việt Nam（ベトナム国家書目）(請求記号

Y741-ZS-1 年刊, Y741-ZS-50 月刊) は、全国書誌に

相当する基本資料であるが、日本国内で継続的に収

集している機関は意外に少ない。当館には、南北統

一以前 (-1975) についても、現在に継続するハノイ

刊行分は勿論のこと、南のサイゴン政権で刊行され

たもの (Y741-ZS-47,49) も比較的揃っている*4。 
書目の内容は、全体を単行書 sách、音声画像地図

資料 tác phẩm âm nhạc, tranh ảnh, bản đồ、定期刊行物

ấn phẩm định kỳ の三つに区分している。うち定期刊

行物は、新聞 báo と雑誌 tạp chí からなる。 
当館所蔵中最新版にあたる 2002 年度を見ると、総タ

イトル数は677、出版地の内訳は、 

新聞 中央128 (ベトナム語122, 外国語6) 

地方122 (ベトナム語118, 外国語4) 

雑誌 中央329 (ベトナム語307, 外国語22)、 

地方98 (ベトナム語） 

中央、つまりハノイの刊行物が大半を占める。こ

の数字は、ベトナムにおける出版の全般的傾向を反

映したものであり*5、もちろん当館の所蔵内容とも無

関係ではない。 
○「ベトナム」の逐次刊行物 
ベトナムの地に、初めて逐次刊行物が現れたのは、

1860 年代のこと、当時のフランス植民地権力が発行

した官報であったという*6。Nguyễn Thành 著, Từ điển 
thư tịch báo chí Việt Nam（ベトナム逐次刊行物事典）

(Y741-N142) は、以来百数十年の間に刊行された夥し

い数に及ぶ新聞雑誌を、網羅的に調査した成果で、新

旧のタイトルを通覧できる便利な本であるが、序論に、

その前提として、いったい何を「ベトナムの逐次刊行

物」と呼ぶのか、という議論が付されている。 
それによると、まず、言語はベトナム語に限らな

い。例えば 1945 年以前フランス植民地時代、ベトナ

ム人革命運動家達によるフランス語や中国語他の刊

行物は、国外で編集発行された分も含め、全て「ベ

トナム」ものと認められる。 
逆に、植民地権力が刊行したものは、たとえベトナ

ム語表記であっても、この範疇には入らない。例えば、

ベトナム初のクオックグー*7 紙としてしばしば名の挙

がる Gia Định báo（嘉定報）は｢ベトナム｣ものではな

いとされている。また、ベトナム人以外ということで、

チョロン在住華人による漢語表記の刊行物、あるいは

在越の各国大使館によるベトナム語表記のものもこれ

に準ずる扱いである。当館のベトナム語雑誌で言えば、

東京で刊行されているタイトルのいくつかが、これに

該当するであろう (Y741-ZS-73, 76, 83 など)。 

資料整理の現場もこれに配慮すべし、という話で

はない。ここで著者が言うのは、①「ベトナムの刊

行物」は、②「ベトナム語表記での刊行物」、③

「ベトナムの地で発行された刊行物」とは区別して

考えるべきだということなのである。そのように見

るならば、当館の Y741 が対象とするのは②であり、

前掲『ベトナム国家書目』の対象は③にあたり、そ

れぞれ首尾一貫している。ただし、この著者は、こ

れらふたつは「ベトナム」の内容としては不十分で

あり、あるいは余計なものまで含まれると言う。 
我々異国の者としては、普段何気なく口にする「ベ

トナム」が、その含意するところ、実は一枚岩ではな

かったことを、こうした議論は、改めて思い出させて

くれる。戦争が終結し南北統一を果たしたのはつい

30 年前のこと。「仏領印度支那」(-1945) を知る者

も多く健在である。 
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○「ベトナム」 
「ベトナム (越南 Việt Nam)」という呼称自体は、

19 世紀初頭、最後の王朝となったグエン(阮)朝の南

北統一時に遡る。ただし、その呼称の意味するとこ

ろは、以後、各局面で転変を繰り返し、常に政治的

な課題となり、学界の論争の的であり、つまり、

「ベトナム」の歴史そのものであった。 

ここは詳説する場ではないが、その背景として、

19 世紀半ば以降のフランス植民地支配、八月革命 

(1945)、第一次インドシナ戦争 (1946-54)、南北分

裂、ベトナム戦争 (1960-75)、といった単語を並べ

るだけでも、常に外からの動揺を受けていたことは

窺い知れるし、内を顧みれば、この地には多数を占

めるベト族以外にも、多くの少数民族があり、独自

の文化的伝統を育んでいた。現在ベトナムで公認さ

れている民族は 54 を数える*8。 

動乱に終止符を打ち、統一を達成したベトナム共

産党は、その過程において、人心を掌握し権力を保

持するための手段として、情報媒体の重要性を知悉

していた。例えば、ホーチミンは活動の初期から新

聞を中心とするマスメディアを活発に利用していた

し、長く権力の中枢にいたチュオンチンは Học tập 
（学習、のち改題 Tạp chí Cộng sản 共産雑誌）

(Y741-ZS-7) 他多くの逐次刊行物を編集していたこ

とで知られる*9。 
こうした歴史的背景をもつ共産党が、政治の中心

にあるという事情が、現在の、出版に限らぬ言論状

況を基礎付けている。出版社、報道機関は基本的に

共産党、国家省庁のものであり、また、報道法によ

り、政治的安定や人心の善導に反するような言論、

報道は厳に禁じられている。 
当館蔵書中、共産党関連の逐次刊行物で、現在受

入を継続しているものから主なものを拾うと以下の

通り。 
党: Tạp chí Cộng sản (Y741-ZS-7)、改題以前から

継続的に受入 
軍: Văn nghệ quân đội（軍隊文藝）(Y741-ZS-28、

Y741-SN-13)、 
中央省庁: Thương mại（商売）(Y741-ZS-56 以下略

して右の数字のみ), Con số & sự kiện（数値と出来

事）(70), Tạp chí giáo dục（教育雑誌）(101), Văn 
hoá nghệ thuật（藝術文化）(59), Tạp chí hoạt động 
khoa học（科学活動雑誌）(35), Xuất bản Việt Nam 
（ベトナムの出版）(75) など*10 

政府系研究機関: Nghiên cứu lịch sử（歴史研究）

(9), Nghiên cứu kinh tế（経済研究）(13), Thông tin 
khoa học xã hội（社会科学通信）(14), Tạp chí dân tộc 
học（民族学雑誌）(16), Nhà nước và pháp luật（国

家と法律）(18), Xã hội học（社会学）(20), Nghiên 
cứu văn học（文学研究）(22), Triết học（哲学）(25), 
Ngôn ngữ（言語）(26), Tạp chí khoa học xã hội（社会

科学雑誌）(54), Văn hoá dân gian（民間文化）(58), 
Khoa học và công nghệ（科学と工藝）(36), Dược học 
（薬学）(37) 
祖国戦線: Thế giới ảnh（写真界）(100), Xưa này 

（昔今）(107) など*11 
一方、同じベトナム人でも、共産党関連以外の所

蔵となると、僅かに、サイゴン政権 (1955-75)下の

刊行物、Thống kê nguyệt san（統計月刊）(Y741-ZS-

3), Thống kê ngoại thương（統計外商）(Y741-ZS-5)、

Luật học kinh tế tạp chí（律学経済雑誌）(Y741-ZS-4)、

Kinh tế tập san（経済集刊）(Y741-ZS-8)、Văn hoá 
tập san（文化集刊）(Y741-ZS-24)、Sách mới（新刊

書）(Y741-ZS-47), Thư tịch quốc gia Việt Nam（ベト

ナム国家書籍）(Y741-ZS-49) 等が挙げられるのみ

である。 
こうして見ると、当館の蔵書がオーソドックスで

あるとは、内容の硬さはもちろんであるが、ベトナ

ム人編集のものが大半を占めること、また、現在の

政治的状況が反映された内容であることを含意させ

ることもできそうである。 
○収集・整理・保存 
時代背景を考えれば、収集保存の困難は想像に難

くない。紙質の劣悪等、形態の問題はもちろんであ

るが、各時代の権力が誰のもとにあり、その強弱が

どの程度であったか、歴史的資料の現存状況につい

ては、まずこれら政治的条件を抜きにして考えるこ

とはできない。 
フランスによる納本制度 (1922-45) はそれなりの網

羅性をもったが、今日の正統からは傍流とならざるを

得ない。一方、前掲 Nguyễn Thanh によると、ホーチミ

ンが Thanh niên（青年）を創刊した 1925 年から 45 年

八月革命に至る 20 年間に非合法で出版されたタイト

ルは 400 を数えると言われるが、著作執筆段階で蒐集

できたのは 20 に過ぎない。また、1945 年以降 75 年に

至るまで、国家による収集は十全には機能せず、当時

の出版状況の全貌を掴むのはいまだ困難であるという。

当然の成り行きとして、各機関の蔵書において、欠号

は相当数にのぼり、研究者達による網羅蒐集の努力に

もかかわらず、現段階では、未確認の巻号が無数に存

在する。 
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そうした条件のもとでの資料整理には、さらに、

独特の困難が生ずることになる。上にも極力ベトナ

ム語のまま表示しておいたが、その雑誌のタイトル

表示がまず問題で、時期にもよるが、編集主体の改

組等による誌名の変更がしばしば起こること、さら

に、異なる媒体でありながら、同一の誌名を持つも

のが多く見られ、異同の判断をするためには、各書

誌事項を網羅的に把握しておく必要がある。当館の

蔵書で言えば、văn hoá（文化）、nghệ thuật（藝術）、 
văn nghệ（文藝）(Y741-ZS-23, 27, 59, 63, 64, 

Y741-SN-3) 等の単語を含む誌名は注意を要する。 
また、誌名には tạp chí（雑誌）という単語を先頭

に付すことが多いのであるが、この単語の使い方が

一定しないことがある。Tạp chí cộng sản（共産雑

誌）のように、一貫して誌名として一体になってい

るものがある一方で、例えば、Tập chí hoá học（化学

雑誌）(Y741-ZS-38)は、誌名を Tập san hoá học と断

続的に変更している時期があった。tập san（集刊）

も tạp chí と同様の意味を示す単語である。また、

Tập chí đuọc học (Y741-ZS-37)のカバー表記は一時期

Duọc học であったが、これに限らず tập chí を省略

する例は頻繁にみられる。このような場合、カタロ

グの対象となった巻号によって誌名の先頭が変化す

るため、アルファベット順のインデックスならば、

順列の異同を生ずることにもなるのである*12。 
こうした不合理不明瞭は巻号の誤記等とともに、

編集出版界の発展途上を示すエピソードの一部をな

すが、もちろん当のベトナム人も承知していること

であって、状況は、ドイモイ以降、特に 90 年代に

なってから劇的に改善されている。紙質は格段によ

くなり、紙面も洗練されてきていることが、各時代

の現物に触れた者としては、特に印象に残った。 
 
以上誠に雑駁ながら当館所蔵ベトナム語逐次刊行

物の概要に代える。現在わが国におけるベトナム語

書籍の普及度を考えれば、このコレクションは決し

て小さなものではない。ベトナム語を読む者はなに

も研究者に限られるわけではなく、専門研究機関で

もない公共の図書館がこれほどの蔵書をもち、こう

して手軽に現物の在処が確認されるという環境は、

在日ベトナム人にとっての便益はもとより、まず

我々にとって、異国に対する理解を深めるための基

盤となるはずである。当館では、今後も継続的に収

集する方針とのこと、ベトナム語読者のより広い認

知、そして利用を、心より願う。 

*1国立国会図書館に 1985 年以前受入れられた図書

は NDL-OPAC (http://opac.ndl.go.jp/)、1986 年以

降受入分はアジア言語 OPAC (http://asiaopac.ndl. 

go.jp/)、逐次刊行物はすべて前者で検索できる。

現物の在処は、ベトナム語表記であれば、基本的に

関西館に収められているが、法令資料及び受入の古

いものの一部は東京本館にある。 
*2『アジア資料通報』30 (1992.5), 37 (1999.12) 

*3 ただし、別言語と並列表記されている書籍の一部

や受入の古いもの等、この記号が付与されていない

書籍も、例外的ではあるが存在する。 

*4 国家図書館関係では、Thông tin văn hoá và nghệ 
thuật（文化藝術通信）(Y741-ZS-32), Tập san thư 
viện（図書館集刊）(Y741-ZS-53), Thư viện Việt Nam 
（ベトナムの図書館）(Y741-ZS-108) が継続的に受

入れられている。オンラインで知り得た限りでは、

何れも日本国内機関の所蔵は稀である。 
*5 Niên giám thống kê（統計年鑑）(Z61-F279) 2004

年度版の、全出版物統計では 
中央: 10,122 title  193,900,000 copies 

地方:  4,526 title   12,700,000 copies 

*6Bulletin officiel : l’expédition de Cochinchine (東京

本館所蔵 YC-A10) 

*7アルファベットと補助符号からなる現行の正書法 
*8「ベトナム」の含意するところについては、古田

元夫『ベトナム人共産主義者の民族政策史 : 革命

の中のエスニシティ』大月書店 1991 
*9Nguyễn Thanh, Sự nghiệp báo chí của chủ tịch Hồ 
Chí Minh（ホーチミン主席の報道事業）, Hà Nội, 
1988 (Y741-S6), Đồng chí Trường Chinh với báo chí
（チュオンチン同志と報道）, Hà Nội, 2003 (Y741-
N181) 
*10

統計、ダイレクトリー等年鑑類もこのグループ

含まれる。所蔵はほとんどが 1990 年代半ば以降で

ある。(Y741-ZS-84～90,92～95,97,98,102,103,105) 

*11
祖国戦線は共産党と密接な関係をもつ政治連合

組織。これに属する組織・団体の編集になる大衆

向けの刊行物は、当館では現在受入停止中のもの

が多い。(Y741-ZS-6, 29, 30, 31, 43, 63 など) 

*12例えば、Niên giám báo chí Việt Nam（ベトナム報

道年鑑）2000 年版(Y741-ZS-90)のように、インデ

ックス作成にあたり、全誌名の先頭に Tạp chí を付

するものもみられる。 
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新着参考図書目録（2005.7～2005.9） 

2005 年 7 月から 2005 年 9 月までの間に、アジア情報室に新しく開架した参考図書の目録であ
る。言語ごとに『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は請求記号順に排
列した。なお、中国、コリア以外の諸地域については、地域・国(各地域内の国は五十音順)ごと
に排列し、その中を言語別(諸言語→日本語→欧米言語)、請求記号順の排列とした。 

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

（ ）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＞ 

中华人民共和国人民法院机构名录. 2004 年 / 最高
人民法院政治部编. -- 第 2 版. -- 北京 : 人民法
院出版社, 2004.11. -- 522p ; 21cm 
ISBN: 7801614739 A112-C68 
 
中国注册律师(律师事务所)名录 / 《中国注册律师
(律师事务所)名录》编委会编. -- 北京 : 新华出版
社, 2004.5. -- 8, 621p ; 29cm 
ISBN: 7501166218 A112-C69 
 
民国军服图志 / 中国第二历史档案馆编. -- 上海 : 
上海书店出版社, 2003.12. -- 115p ; 31cm 
ISBN: 7806781196 AC8-651-C25 
「晚清军服改革」「南京临时政府时期」など 7 章

からなる。清末から民国期まで各時期の軍服、徽章
などを解説。 

＜経済･産業＞ 

入 WTO 经常性英汉汉英经贸词典 / 蔡勇主编. -- 北
京 : 北京航空航天大学出版社, 2002.2. -- 819p ; 
17cm 
ISBN: 7810771493 D2-C111 
「英汉经贸词典」「汉英经贸词典」「常用缩略

语」「世界著名大公司名录」の４部分からなる。経
済、貿易用語 40,000 余語を収録。排列は「英汉经
贸词典」「常用缩略语」「世界著名大公司名录」が
アルファベット順、「汉英经贸词典」は拼音順。巻
末に「国际直拨电话国家与地区代码表」など 4 の付
録を付す。 
 
中国通信企事业名录. 2004 版 / 人民邮电出版社
《中国通信企事业名录》编辑部编. -- 北京 : 北京
邮电大学出版社, 2004.8. -- 13, 612p, 図版 51p ; 
29cm 
ISBN: 7563508252 D4-C70 
 
中国交通企事业单位通览. 2002 年版 / 《中国交通
企事业单位通览》编委会编. -- 北京 : 人民交通出
版社, 2002.8. -- 294p ; 29cm 
ISBN: 7114040210 D4-C71 
 
上海外商、港澳台商投资企业黄页. 2004-2005 / 中
国电信集团黄页信息有限公司上海分公司编. -- [上
海] : 中国电信集团黄页信息, 2004.5. -- 624p ;  
28cm D4-C72 

台灣地區華僑華人著述資料目録 : 1950-2000 / 朱
浤源, 張存武主編. -- 台北 : 中央研究院亞太區域
研究專題中心, 2003.12. -- ix, 463p ; 26cm 
ISBN: 9570164735 DC851-C73 
台湾で発表された華僑、華人に関する論文、著作

8,623 タイトルを収録。「總類、史、地」「文化」
「經濟」「社會」「政治」の 5 に大別、さらにその
中を分類して排列。巻末に筆画順の作者索引を付す。 
 
中国地下水资源与环境图集  = The atlas of 
groundwater resources and environment of China 
/ 张宗祜, 李烈荣主编. -- 北京 : 中国地图出版社, 
2004.3. -- 261p ; 39cm 
ISBN: 7503134151 DC961-C5 
 
中国企业发展报告. 2004 / 中国企业联合会, 中国
企业家协会[编]. -- 北京 : 企业管理出版社, 
2004.8. -- 5, 5, 3, 482p ; 29cm 
ISBN: 7801971078 DH611-C14 
 
中国工业发展报告. 2003 : 世界分工体系中的中国
制造业 / 中国社会科学院工业经济研究所[编]. -- 
北京 : 经济管理出版社, 2003.7. -- 3, 15, 615p ; 
26cm 
ISBN: 7801626834 DL319-C26 
 
中国电子信息产品出口研究报告. 2003 年 / 娄勤俭
编委会主任. -- 北京 : 中国经济出版社, 2004.5. 
-- 3,13, 373p ; 21cm 
ISBN: 7501763852 DL471-C9 
 
农民收入调查与研究. 2003 = Survey and Research 
on Rural Residents' Income / 国家统计局农村社
会经济调查总队編. --北京 : 中国统计出版社, 
2004.3. -- 4, 697p ; 30cm 
ISBN: 7503740639 DM358-C14 
 
中国建制镇基本情况统计资料. 2004 = China 
township statistics / 国家统计局农村经济调查总
队编. -- 北京 : 中国统计出版社, 2004.12. -- 
489p ; 30cm 
ISBN: 750374569X DT191-C9-C10 

＜社会・労働＞ 

中国社会保障发展报告. No.2(2001-2004) = China 
social security system development report / 陈
佳贵, 王延中主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2004.12. -- 4, 6, 4, 287p ; 24cm. -- (社会保障
绿皮书) 
ISBN: 7801904117 EG15-C2 
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＜教育＞ 

中国教育电话号簿. 2004/2005 = China education 
telephone directory. -- 北京 : 中国电话号簿 ; 
杭州 : 杭州中黄广告, [2004]. -- 1630p ; 28cm. 
-- (中国大黄页 = China Big Yellow Pages) F4-C12 

中国、香港、マカオの教育関係機関の住所、郵便
番号、電話番号を収録。高等学校や主要な中学につ
いては FAX 番号、メールアドレス、URL などをあわ
せて収録。排列は高等学校、教育機関、教育産業な
どで分類し、その中を行政区画順。 

＜歴史・地理＞ 

中国铁路地图集 / 铁道部办公厅, 铁道部运输局, 
中国铁道出版社编. -- 北京 : 中国铁道出版社, 
2005.1. -- 125p ; 27cm G72-C92 
 
中国地图集 / 中国地图出版社编制. -- 北京 : 中
国地图出版社, 2004.12. -- 325p ; 31cm 
ISBN: 7503135603 G72-C93 
 
安徽省館藏皖人書目 : -1949 / 闞華主編 ; 安徽省
圖書館編. -- 合肥 : 黄山書社, 2003.11. -- iv, 
26, 622p ; 27cm 
ISBN: 780630987X GE2-C160 
春秋時代から 1949 年までの安徽省出身者による

著作で安徽省の図書館で所蔵する 8,656 タイトルに
ついて書名、巻数、著者、版本、収録叢書名、請求
記号などを収録。排列は著者名の筆画順。巻末に
「書目筆畫索引」「版本索引」「叢書索引」「非省
圖書館藏書目索引」「著者分地分時索引」を付す。 
 
國家圖書館藏敦煌遺書研究論著目録索引 : 1900-
2001 / 申國美編. -- 北京 : 北京圖書館出版社,  
2001.9. -- 2, 2, 4, 616p ; 27cm 
ISBN: 7501318336 GE2-C162 

国内外で発表された 8,576 の論文、単行書を収録。
排列は論著の対象となった文書番号順で、文書番号
は千字文による。巻末に著者名の拼音索引、筆画索
引を付す。 
 
中国鞋履文化辞典 / 叶大兵, 钱金波主编. -- 上
海 : 上海三联书店, 2001.10. -- 2, 4, 2, 3, 43, 
348p, 図版 24p ; 30cm 
ISBN: 7542615459 GE8-C82 

5,000 余項目を収録。「总类、鞋类篇」「鞋文化
篇」「生产技术篇」「标准篇」の 4 篇に大別、さら
に 21 章に分類して排列。巻末に筆画索引を付す。 
 
中日古代帝王年号及大事对照表 / 李寅生编著. --
成都 : 四川出版集团 : 四川辞书出版社, 2004.6. 
-- 2, 217p ; 24cm 
ISBN: 7806820930 GE9-C13 
 
天津城市历史地图集 / 天津市规划和国土资源局编
著. -- 天津 : 天津古籍出版社, 2004.12. -- 4, 
115p ; 43cm 
ISBN: 7806961836 GE16-C10 
清代から民国にかけて作成された地図、および現代

作成の歴史地図、衛星写真などあわせて 66 枚を収録。
巻末に、収録の「天津全埠详细新图」「天津最新详细
地图」「天津地图 (MAP OF TIENSIN)」の索引部分を
付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国现代戏剧总目提要 / 董健主编. -- 南京 : 南
京大学出版社, 2003.12. -- 3, 47, 1935p ; 30cm 
ISBN: 7305038474 KD1-C11 
1899 年から 1949 年までに発表された現代劇の脚

本 4,492 篇について演目、体裁、作者、版本、提要
を収録。排列は発表年月順。巻末に付録として演目、
作者それぞれの拼音索引、筆画索引を付す。 
 
中国昆剧大辞典 = Dictionary of Chinsese Kunqu 
opera / 吴新雷主编. -- 南京 : 南京大学出版社, 
2002.5. -- 6, 57, 1149p, 図版 32 枚 ; 27cm 
ISBN: 7305038180 KD533-C64 

5,682 項目を収録。「源流史论」「剧目戏码」な
ど 12 に大別、さらにその中を分類して排列。巻末
に「昆剧唱片目录」「昆史编年」など 5の付録を付
すほか、拼音索引を付す。 
 
古汉语字典 / 侯赞福主编. -- 海口 : 南方出版社, 
2001.7. -- 2, 64, 54, 835p ; 19cm 
ISBN: 7806602313 KK12-C230 

8,000 余字を収録。排列は拼音順。巻頭に部首索
引を付す。 
 
古代汉语词典 : 大字本 / 《古代汉语词典》编写组
编 . -- 北京  : 商务印书馆 , 2002.8. -- 59, 
2087p ; 27cm 
ISBN: 7100035155 KK12-C231 
親字 10,000 余字、見出し語 24,000 余語を収録。

排列は親字の拼音順。巻頭に部首索引を付す。 
 
中国谚语大全 : 辞海版 / 温端政, 上海辞书出版社
语文辞书编纂中心主编. -- 上海 : 世纪出版集团 : 
上海辞书出版社, 2004.5. -- 2 冊 ; 22cm 
ISBN: 7532615340 KK32-C64 
「上编」「下编」の 2 編からなる。「上编」は口

語 100,000 語を収録。「下编」は約 13,000 語につ
いて古今の文献から用例を収録。排列はそれぞれの
拼音順。 
 
俗语词典 / 徐宗才, 应俊玲编著. -- 修订本. -- 
北京 : 商务印书馆, 2004.12. -- 1, 7, 14, 1375, 
187p ; 20cm 
ISBN: 7100037670 KK37-C15 
初版は 1994 年刊。19,000 余語について意味､用例、

出典、異型を収録。巻末に筆画索引を付す。 
 
中国古代小说总目 / 石昌渝主编. -- 太原 : 山西
教育出版社, 2004.9. -- 3 冊 ; 27cm 
ISBN: 7544026590 (文言卷) ; 754402816X (白话
卷) ; 7544028178 (索引卷) KK61-C56 
「文言卷」「白话卷」「索引卷」の 3 巻からなる。

「文言卷」は 1912 年までに著された文言小説 2,904
タイトル、「白话卷」は 1912 年までに著された白
話小説 1,251 タイトルについて、書名、巻数、作者、
解題を収録。排列はそれぞれ書名の拼音順。それぞ
れ巻末に書名の筆画索引、作者名の拼音索引と筆画
索引を付す。「索引卷」は見出しと解題中の人名、
書名、地名、書店名、年号などの拼音索引と筆画索
引を収録。 
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汉英分类翻译词典 = An active Chinese-English 
classified dictionary for translation and 
interpretation / 刘世同, 周冠祖, 李生禄主编. -
-大连 : 大连理工大学出版社, 2003.5. -- 2, 4, 
1050p ; 21cm 
ISBN: 7561119801 KS12-C11 
｢服装及有关用品｣｢房屋和建筑｣など 18 分野を約

200 項目に分類して、その中を拼音順に排列。約
60,000 語の中国語見出しに英語を対照。巻末に「汉
字简体繁体检字表」「度量衡表」など 5 の付録を付
す。 
 
20 世纪中国社会熟语汉英词典 / 袁南生, 郑开春编. 
-- 北京 : 華夏出版社, 2004.12. -- 457p ; 17cm 
表 紙 標 題 : 20 century Chinese social idiom 
Chinese-English dictionary 
ISBN: 7508023439 KS12-C12 

｢社会熟语｣｢政府机构与军事组织｣｢党派与政治组
织｣など 13 に分類して排列。20 世紀の新聞、雑誌､
歴史文献に見られる社会用語、固有名詞、学術用語
など 10,000 余項目について、英語を対照。 
 
21 世 纪 大 英 汉 词 典  = The 21st century 
unabridged English-Chinese dictionary / 李华驹
主编. -- 北京 : 中国人民大学出版社, 2003.1. -- 
2, 28, 2413p ; 29cm 
ISBN: 7300043879 KS12-C13 
約 400,000 語を収録。排列はアルファベット順。 

＜科学技術＞ 

新汉德科技词典 = Das neue Chinesisch-Deutsche 
Wörterbuch für Wissenschaft und Technologie / 
翟永庚主编. -- 上海 : 上海译文出版社, 2004.6. 
-- 622p ; 16cm 
ISBN: 7532727572 M2-C35 
科学技術用語 25,000 余語について、中国語見出

しと拼音、ドイツ語を対照。排列は拼音順。巻末に
「汉德化学元素表」「国际单位制的导出单位表」な
ど 4の付録を付す。 
 
汉 英 广 播 电 视 词 典  = A Chinese-English 
dictionary of radio & television / 苗新萍, 李
开荣主编. --北京 : 中国书籍出版社, 2002.1. -- 
1, 441p ; 21cm. -- (汉英分类词典) 
ISBN: 506809117 ND2-C9 
｢广播｣｢电视｣の 2 部分からなる。放送用語約

30,000 語について、中国語と英語を対照。それぞれ
8部に分け、その中を拼音順に排列。 
 
化学化工大辞典 = Dictionary of chemistry and 
chemical technology / 《化学化工大辞典》编委会, 
化学工业出版社辞书编辑部编. -- 北京 : 化学工出
版社, 2003.1. -- 2 冊 ; 31cm 
ISBN: 7502526110 (set) PA2-C15 
化学､化学工学用語 50,000 余語について、英語名

と解説を収録。排列は拼音順。巻末に付録として
「化学命名原则(1980)」「《化学名词》(1991)说
明」を付すほか、英文索引を付す。 
 
宋元明清医籍年表 / 刘时觉編. -- 北京 : 人民卫
生出版社, 2005.4. -- 2, 2, 457p ; 26cm  
ISBN: 7117066806 SC1-C16 

宋代から 1911 年までの医書約 3,800 タイトルに

ついて、著者、版本、解題などを収録。「北宋医

籍年表」「宋金医籍年表」「元代医籍年表」「明

代医籍年表」「清代医籍年表」の５表からなる。

巻末に筆画順の書名索引、作者索引、および分類

索引を付す。 

 

汉英医学大词典 = The Chinese-English medical 

dictionary / 金魁和主編. -- 第 2 版．-- 北京 : 

人民卫生出版社, 2004.9. -- 2, 2, 27, 1960p ; 

21cm 

ISBN: 711706191X SC2-C30 

初版は 1987 年刊。210,000 余語を収録。「一、

西医西药词汇」「二、中医中药词汇」の 2 部分か

らなる。一は英語を対照、二は 11,000 余語につい

て中国語と英語の解説を収録。排列はそれぞれの

拼音順。 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

中国专家学者辞典 / 马国龙主编. -- 续集. -- 北

京 : 中国大地出版社, 2002.1. -- 17, 754p ; 

27cm 

ISBN: 7800974804 UA11-C7 
 

国 际 组 织 通 览  = Handbook of international 

organizations / 饶戈平, 张献主编-- 北京 : 世

界知识出版社, 2004.5. -- 2138p ; 27cm UA61-C1 

ホームページを開設している 5,730 余の組織に

ついて沿革、連絡先、URL などを収録。「联合国系

统国际组织」「政治军事类国际组织」など 6 に大

別、さらに主題、地域などで分け、その中を拼音

順に排列。巻末に「中文全称索引」「外文全称索

引」「外文简称索引」など 5 の付録を付す。 

 
全国总书目 / 新闻出版署信息中心, 中国版本图书

馆编. -- 2003 上,中,下冊. -- 北京 : 中华书局, 

2004 -- 3 冊 ; 27cm 

ISBN: 7101040632 (set) UP5-C1 

 

中華百年報刊大系 : 1815-2003 / 中国报业协会, 

中国期刊协会主编. -- 北京 : 華夏出版社, 

2004.5. -- 2 冊; 30cm  

ISBN: 7508032772 (set) UP15-C33 

「历史报刊卷」「当代报刊卷」「特别收录卷」

の 3 巻からなる。「历史报刊卷」は 846 タイトル

について創停刊時期、出版地、現所蔵館、解題な

ど、「当代报刊卷」は主弁単位、創刊時期、連絡

先などを収録。「特别收录卷」は歴史的事件の特

集号、号外など 531 の書影を収録。排列は「历史

报刊卷」「特别收录卷」が年代順、「当代报刊

卷」は分野、地域などで分け、その中を拼音順に

排列。巻末に拼音順の誌(紙)名索引を付す。 

 
中国人文社会科学核心期刊要览 = A guide to the 

humanities & social science core journals in 

China / 中国社会科学院文献信息中心文献计量学

研究室编. -- 2004 年版．-- 北京 : 社会科学文献

出版社, 2004.1. -- 3,4,16,574p ; 26cm. 

ISBN: 780190155X UP15-C34 
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「核心期刊表」「核心期刊简介」「核心期刊英文
简介」など 6 部分からなる。344 タイトルについて、
タイトル、主弁単位、出版事項、ISSN、連絡先、解
題などを収録。巻末に「综合性学报 2001 年影响因
子排序表」など 6 の付録のほか、拼音順の誌名索引
を付す。 
 

中国大黄页 / 中国电信集团黄页信息有限公司编. -
- 2005-2006. -- 上海 : 中国电信集团黄页信息, 
[2005]. -- 2736p ; 28cm -- （中国电信黄页 = 
China telecom yellow pages） 
付属資料: CD-ROM1 枚 Y69-C5 
 
北京大黄页 / 中国电信集团黄页信息有限公司编. -
- 2005. -- 上海 : 中国电信集团黄页信息, [2005]. 
-- 894p ; 28cm -- （中国电信黄页  = China 
telecom yellow pages） Y69-C6 
 
上海大黄页 / 中国电信集团黄页信息有限公司编. -
- 2005. -- 上海 : 中国电信集团黄页信息, [2005]. 
-- 1534p ; 28cm -- （中国电信黄页 = China 
telecom yellow pages） Y69-C7 
 
広州大黄页 / 中国电信集团黄页信息有限公司编. -
- 2005. -- 上海 : 中国电信集团黄页信息, [2005]. 
-- 975p ; 28cm -- （中国电信黄页  = China 
telecom yellow pages） Y69-C8 
 
澳門黃頁 = Macau yellow pages / 大東電報局、葡
萄牙電訊及中信泰富之合資公司. 澳門自由行 = 
Macaou visitores' guide / 澳門特別行政區政府旅
遊局. -- 2004. -- [澳門] : [出版社不明], 
[2004]. -- 174, 125, 44p ; 28cm.  Y69-C9 
 
日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

中国の国防政策及び中国軍の態勢. -- [東京] : 平
和・安全保障研究所, 2005.3. -- 232p ; 30cm 
 AC9-331-H9 
模倣対策マニュアル : 中国編. -- 東京 : 日本貿
易振興機構経済分析部, 2005.3. -- 468p ; 30cm 
執筆:村尾龍雄ほか AC9-361-H18 

＜経済･産業＞ 

日本語-英語-中国語貿易用語辞典 / 李榮標編著. -
-東京 : 国際語学社, 2005.6. -- 1257p ; 22cm. -
- (中国貿易実務用語辞典 ; 1 巻) 
ISBN: 4877312617 D2-H158 
 
中国自動車・部品・機械企業要覧 : 自動車及び部
品企業と各種機械製造 2,000 社の概要 / アジアイ
ンフォネット・コミュニケーションズ企画・データ
監修 ; 東西貿易通信社編集部編. -- 東京 : 東西
貿易通信社, 2003.1. -- 573p ; 26cm D4-H46 
 
中国エレクトロニクス企業総覧 : 半導体産業新
聞・フォーラム. 2003 / アジアインフォネット・
コミュニケーションズデータ監修. -- 東京 : 産業
タイムズ社, 2003.3. -- 551p ; 28cm 
ISBN: 488353085X D4-H80 
 

中国投資環境シリーズ. 上海市、江蘇省、浙江省、
安徽省編. -- 第 4 版. -- 東京 : 国際協力銀行
中堅・中小企業支援室, 2005.1. -- 1 冊 ; 30cm
 DE151-H159 
 

北京・青島・天津の最新デザインビジネス情報. 

-- [東京] : 日本貿易振興機構, 2005.2. -- 

193p ; 30cm 

委託先:国際デザイン交流協会 DH432-H65 

 

中国携帯電話機・部品産業の展望. 2003 年. -- 

東京 : 富士経済, 2003.3. -- 215p ; 30cm 

ISBN: 4834905799 DL475-H91 

 

中国携帯電話機市場・サービスの展望. 2003 年. 

-- 東京 : 富士経済, 2003.9. -- 233p ; 30cm 

ISBN: 4834906450 DL475-H152 

 

中国企業データ. 2005-2006 / 新華ファイナンス

ジャパン(株), 毎日新聞社編. -- 東京 : 新華フ

ァイナンスジャパン, 2005.7. -- 608p ; 19cm. 

-- (毎日ムック) 

ISBN: 4620792616 Y94-H13598 

＜歴史・地理＞ 

中国主要地名辞典 : 隋～宋金 / 鈴木哲雄著. -- 

東京 : 山喜房佛書林, 2003.9. -- 763p ; 22cm 

付属資料: 13 枚(袋入) : 地図 

ISBN: 4796308946 GE11-H2 

 

正史三國志群雄銘銘傳 / 坂口和澄著. -- 東京 : 

光人社, 2005.7. -- 726p ; 22cm 

ISBN: 4769812582 GE273-H31 

＜芸術・言語・文学＞ 

日本統治期台湾文学小事典 / 中島利郎編著. -- 

東京 : 緑蔭書房, 2005.6. -- 313p ; 22cm 

ISBN: 4897742668 KK62-H3 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

旧植民地図書館蔵書目録. 台湾篇 第 7 巻 / 加藤

聖文編. -- 東京 : ゆまに書房, 2005.3. -- 

612p ; 27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 67) 

「台南市立台南図書館和漢図書分類目録. 大正 13

年末現在」(台南市立台南図書館大正 14 年刊), 

「台南図書館和漢図書分類目録. 昭和 7 年-9 年追

加」(台南市立台南図書館昭和 11 年刊), 「台北

高等商業学校図書館和漢書目録. 昭和 4 年 4 月末

現在」(台湾総督府台北高等商業学校昭和 5 年刊), 

「台北帝国大学所蔵和漢書目録類目録. 昭和 10

年」(台北帝国大学附属図書館昭和 10 年刊)の複

製 

ISBN: 4843312673 (set) UP115-H22 
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旧植民地図書館蔵書目録. 台湾篇 第 8 巻 /  加藤
聖文編. -- 東京 : ゆまに書房, 2005.3. -- 459p ; 
27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 67) 
「台中州立図書館図書目録. 第 1 号」(台中州立図書
館大正 15 年刊), 「台中州立図書館図書目録. 昭和 2
年 12 月 1 日現在」(台中州立図書館昭和 3 年刊), 
「台中州立図書館図書目録. 昭和 2年 12 月 1日昭和 9
年3月末日増加」(台中州立図書館昭和9年刊)の複製 
ISBN: 4843312673 (set) UP115-H23 
 
旧植民地図書館蔵書目録. 台湾篇 第 9 巻 / 加藤聖
文編. -- 東京 : ゆまに書房, 2005.3. -- 501p ; 
27cm. -- (書誌書目シリーズ ; 67) 
「新竹州立新竹図書館分類目録. 昭和 4 年 7 月末現

在」(新竹州立新竹図書館昭和 4 年刊), 「公立宜蘭図
書館図書目録. 大正 12 年 12 月」(公立宜蘭図書館大
正 12 年刊), 「桃園文庫蔵書目録. 大正 7 年 4 月」
(桃園文庫大正 7 年刊), 「財団法人打狗会附属文庫在
庫書籍目録. 大正 6 年 7 月」(財団法人打狗会附属文
庫大正 6 年刊), 「大甲街立図書館図書目録. 昭和 14
年 9月」(大甲街立図書館昭和15年刊)の複製 
ISBM: 4843312673 (set) UP115-H24 
 
紅衛兵新聞目録 / 鱒澤彰夫編. -- 東京 : 不二出
版, 2005.3. -- 602p ; 22×31cm 
ISBN: 483504410X YQ21-H9 
 
欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

Copyright in China / Sanqiang Qu. -- Beijing : 
Foreign Language Press, 2002. -- 5, v, 436p. ; 
20cm. 
Includes bibliographical references (p. 415-
434). 
ISBN: 7119029312 (AC9-551-P1)  

＜経済･産業＞ 

Multi-regional input-output model for China 
2000 = 中国多地域間産業連関モデル 2000 年 -- 
Chiba : Institute of Developing Economies, 
Japan External Trade Organization, 2003.3. -- 
25,177p ; 30cm. -- (I.D.E. statistical data 
series = 統計資料シリーズ ; no.86) 
ISBN: 4258120863 DT731-B2(DT731-P1) 

＜歴史・地理＞ 

Manchu studies : an international bibliography 
/ Giovanni Stary. -- Wiesbaden : O. 
Harrassowitz, 1990-2003. -- 4v. ; 23-25cm. 
ISBN: 3447029161(v.1-3, set) ; 344704764X(v.4)
 GE2-A18(GE2-P2) 
 
Political leaders of modern China : a 
biographical dictionary / edited by Edwin Pak-
wah Leung. -- Westport, Conn. ; London : 
Greenwood Press, 2002. -- xviii, 278p. ; 26 cm. 
Includes bibliographical references (p. [263]-
268) and index. 
ISBN: 0313302162 GE12-B8(GE12-P27) 
 

China : a global studies handbook / Robert 

Andre LaFleur ... [et al.]. -- Santa Barbara, 

Calif. : ABC-CLIO, c2003. -- xv, 298p. : ill., 

maps ; 24cm. -- (Global studies, Asia) 

Includes bibliographical references(p.267-

276) and index. 

ISBN: 1576072843 (hardcover)  

 GE241-B5(GE241-P8) 

＜哲学・宗教＞ 

The Taoist canon : a historical companion to 

the Daozang = [Dao zang tong kao]. -- 

Chicago : University of Chicago Press, 2004. 

-- 3v. : ill. ; 25cm. 

ISBN: 0226738175(set) HR132-B1(HR132-P3) 

＜科学技術＞ 

The Lhasa atlas : traditional Tibetan 

architecture and townscape / Knud Larsen and 

Amund Sinding-Larsen. -- 1st Shambhala ed. -- 

Boston : Shambhala, 2001. -- 180p. : ill. 

(mostly col.), maps (mostly col.), plans ; 

29cm. 

ISBN: 157062867X(cloth) (KA96-P2) 

 

A dictionary of Chinese ceramics = Zhongguo 

tao ci ci dian / Wang Qingzheng ; translators, 

Lillian Chin, Jay Xu ; editors, Chen Kelun ... 

[et al.]. -- Singapore : Sun Tree, c2002. -- 

368p. : ill. (some col.) ; 33 cm. 

ISBN: 9810460236 KB2-B3(KB2-P1) 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

Catalogue des manuscrits chinois de Touen-

houang, fonds Pelliot chinois. -- Paris : 

Bibliotheque nationale, 1970-. -- v. ; 26 cm. 

Vol. 4-6 published by Ecole francaise 

d'Extreme-Orient. 

ISBN: 2855395488 (v.4) ; 2855395569 

(v.5,t.1) ; 2855395569 (v.5,t.2) ; 2855396115 

(v.6) UP72-A136(UP72-P45)  

 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

남북회담 : 7.4 에서 6.15 까지 / 강인덕, 송종환 

[ほか] 공저. -- 서울 : 극동문제연구소, 2004.12. 

-- 536p ; 24cm. -- (극동신서 ; 5)  

ISBN: 8985508091 

(南北会談 : 7.4 から 6.15 まで) A76-K55 
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대통령 기록물 목록집 Ⅰ : 박정희 대통령 문서편 

/ 행정자치부 정부기록보존소[編]. -- 대전 : 

행정자치부 정부기록보존소, 2002.12. -- ⅰⅹ, 

491p ; 27cm  

(大統領記録物目録集Ⅰ : 朴正煕大統領文書編)  

 A111-K6 

 

대통령 기록물 목록집 : 이승만 ･ 윤보선 대통령 

문서편 / 행정자치부 국가기록원[編]. -- 대전 : 

행정자치부 국가기록원, 2004.12. -- ⅴ, 288p : 

26cm  

(大統領記録物目録集 : 李承晩･尹潽善大統領文書

編) A111-K7 

 

한･일 법령용어비교해설집 2004 / 법령용어정비사업단 

[編]. -- 서울 : 한국법제연구원 , 2004.12. -- 

1156p ; 26cm  

ISBN: 8983232781 

(韓日法令用語比較解説集) A112-K21 

韓国語の法令用語 2,400 をハングル字母順に排列、

それに該当する日本語の法令用語を併記し、日韓そ

れぞれにおける意味を解説。巻末に用語索引を付す。 

 

국가인권위원회 결정례집 : 인권정책분야 / 인권정책국 

편집. -- [서울] : 국가인권위원회, 2005.1. -- xvi, 

863p ; 23cm  

ISBN: 8990475600(set)； 8990475619(제 1 집 2005)  

(国家人権委員会決定例集 : 人権政策分野) 

 AK4-211-K11 

 

국가인권위원회 결정례집 : 차별행위분야 / 차별조사국 

편집. -- [서울] : 국가인권위원회, 2004.12. -- x, 

325p ; 23cm  

ISBN: 8990475589(set) ; 8990475597(제 1 집 2004) 

(国家人権委員会決定例集 ; 差別行為分野) 

 AK4-211-K12 

 

국가 인권위원회 결정례집 :  인권침해분야  / 

인권침해조사국 인권침해조사 1 과 편집. -- 

[서울] : 국가인권위원회 , 2004.12. -- xxvi, 

923p ; 23cm 

(国家人権委員会決定例集 : 人権侵害分野) 

 AK4-211-K13 

 

국민의 정부 5 년 國政資料集 / 국정홍보처[編]. -

- [서울] : 국정홍보처, 2003.1. -- 4 冊 ; 27cm  

(国民の政府 5 年 国政資料集) AK4-311-K26 

 

한미동맹 50 년 / 차상철 지음. -- 서울 : 생각의 

나무, 2004.12. -- 297p ; 22cm. -- (방일영문화재단 

한국현대사강좌 ; 5)  

『한미동맹 50 년』연표: p288-293찾아보기: p294-297 

ISBN: 8984983845(set) ; 8984983896 

(韓美同盟 50 年) AK4-651-K10 

＜経済・産業＞ 

여성기업 디렉토리 / 한국여성경제인협회[編]. -- 

서울 : 韓國女性經濟人協會, 2003.7. -- xlviii, Ⅵ, 

1682p ; 27cm 

ISBN: 8988311108 

(女性企業ダイレクトリー) D4-K25 

 

알기쉬운 경제지표해설 / 한국은행[편]. -- 서울 : 

한국은행, 1990‐. -- 冊 ; 22-24cm  

巻末に索引あり 

(分かりやすい経済指標解説) DA49-K1 

 

역동과 기회의 한국 / 재정경제부, 한국개발연구원 

편저. -- [서울] : 대한민국정부, 2004.6. -- 375p ; 

27cm  

(力動と機会の韓国) DC147-K74 

第一部｢参与政府の経済･社会ビジョン｣では、経

済・社会情勢の現状の分析した上で、未来像を描き、

第二部｢ビジョン実現のための政策課題｣では、技術

革新、人材養成、東北アジア戦略、労使関係、市場、

国家均衡発展、社会保障、行政サービス等の各分野

について、課題を整理し、政策目標を提示。巻末に

用語解説あり。 

 

산업총조사 보고서 : 2003 = Report on industrial 

census -- 대전 : 통계청, 2004.12. -- 4 冊 ; 26cm 

折り込あり  

英文併記 

ISBN: 895801024X(4-1 산업편 전국) ; 

8958010258(4-2 산업편 전국) ; 

8958010266(4-3 산업편 전국) ; 

8958010274(4-4 기업체편) 

(産業総調査報告書) DT363-K4 

 

輸銀年鑑. -- 서울 : 한국수출입은행 , 2005-. -- ; 

26cm 

2004 (2005.5)～ Z41-AK348 

 

국민여행실태조사. -- 서울 : 한국관광공사. -- ; 

27cm 

2004 (2005.4)～ 

(国民旅行実態調査)  Z41-AK349 

 

韓國金屬産業年監. -- 서울 :韓國産業情報院附設 

韓國金屬産業硏究院. -- ; 27cm 

2004 (2003.11)～ Z41-AK350 

 

水資源産業年鑑. -- 서울 : 韓國産業情報院附設 

韓國水資源振興院. -- ; 27cm 

2004 (2003.11)～ Z41-AK351 

 

한국외식산업연감. -- 서울 : 데이코산업연구소. -

- ; 26cm 

2005 (2005.4)～ 

(韓国外食産業年鑑)  Z41-AK353 
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전국지역개발총람. -- 서울 : 미래산업전략포럼. --
 ; 26cm 
2004 / 2005(2005.7)～ 
(全国地域開発総覧) Z41-AK354 

＜社会・労働＞ 

북한의 주체사상의 형성과 쇠퇴 / 신일철 지음. -- 
서울 : 생각의 나무, 2004.12. -- 479p ; 22cm. -- 
(방일영문화재단 한국현대사강좌 ; 2) 
『북한의 주체사상의 형성과 쇠퇴』연표: p470-
473  
찾아보기: p474-479 
ISBN: 8984983845(set) ; 8984983861 
(北韓の主体思想の形成と衰退) EB57-K31 

＜教育＞ 

全國學校長總覽 / 全國學校長總覽編纂會[編]. -- 
서울 : 現代人物編纂會, 2004.1. -- 459p ; 27cm 

 F2-K6 
 
韓國 400 山行記 : 등산길안내 / 김형수 저. -- 
서울 : 깊은솔, 2002.5. -- 678p ; 27cm 
ISBN: 898991700X 
(韓国 400 山行記 : 登山道案内) FS41-K1 

＜歴史・地理＞ 

조선지명편람 / 방린봉[ほか]집필. -- [평양] : 
사회과학출판사, 2001.1-2002.6 印刷. -- 11 冊 ; 
26cm. -- (조선어학전서 ; 54-64) 
평양시 평안남도 평안북도 함경남도 함경북도, 
라선시 자강도 량강도 강원도 황해남도 황해북도 
개성시,남포시 
(朝鮮地名便覧) GE11-K12 

北朝鮮の地名の沿革、変遷、由来等を掲載。行政
区域単位ごとに、道、郡、県、坊、面、里、洞及び
山、川、名所などを見出し語として、ハングル字母
順（北朝鮮式）に排列。 
 
韓民族戰爭史 / 온창일 저. -- 서울 : 集文堂, 
2001.4. -- 1117p ; 26cm  
주요 참고문헌: p1077-1098  
찾아보기: p1099-1117 
ISBN: 8930307515 GE122-K87 
 
高句麗史 / 신형식 지음. -- 서울 : 
이화여자대학교출판부, 2003.9. -- 427p ; 26cm. 
-- (이화학술총서) 
찾아보기: p405-413 
ISBN: 8973005286 GE125-K100 
 
조선왕조사 / 이성무 지음. -- 제 2 판 -- 서울 : 
동방미디어, 1999.3. -- 2 冊 ; 23cm  
1:건국에서 현종까지. 2:숙종에서 순종까지  
1: p1-622. 2: p48, 675-1356  
참고문헌: p1245-1254  
연표: p1255-1302  
색인: p1303-1356 
ISBN: 8986448742(set) ; 8986448726(1) ; 
8986448734(2) 
(朝鮮王朝史) GE127-K131 
  

38 선에서 휴전선으로 / 양호민 지음. -- 서울 : 
생각의 나무, 2004.12. -- 503p ; 22cm. -- 
(방일영문화재단 한국현대사강좌 ; 1)  
『38 선에서 휴전선으로』연표: p492-497  
찾아보기: p498-503 
ISBN: 8984983845(set) ; 8984983853 
(38 度線から休戦ラインへ) GE132-K27 
 
북한의 사회주의 건설과 좌절 / 유호열 지음. -- 
서울 : 생각의 나무, 2004.12 -- 383p ; 22cm. -- 
(방일영문화재단 한국현대사강좌 ; 3)  
『북한의 사회주의 건설과 좌절』연표: p370-377  
찾아보기: p378-382 
ISBN: 8984983845(set) ; 898498387X 
(北韓の社会主義建設と挫折) GE138-K31 

＜芸術・言語・文学＞ 

고려대장경 해제 / 정승석 편저. -- 서울 : 
고려대장경연구소, 1998.10. -- 6 冊 ; 23cm  
제 1 권: 가람경～불삼신찬. 제 2 권: 
불설가섭금계경～불설희유교량공덕경. 제 3 권: 
불성론～흑비구경. 제 4 권: 세목록. 제 5 권: 
불전명 총목록. 別冊: 색인 
ISBN: 898848200X(set) ; 8988482018(제 1 권) ; 
8988482026(제 2 권) ; 8988482034(제 3 권) ; 
8988482042(제 4 권) ; 8988482050(제 5 권) ; 
8988482069(別冊) 
 (高麗大藏經解題) HM13-K3 
 
人物로 본 韓國佛敎 1600 年史 : 佛紀 916~2546 
/ 불교텔레비전 [編]. -- 서울 : 불교텔레비전, 
2001.7. -- 2 冊 ; 31cm  
上巻: p[1]-773. 下巻: p[774]-1879  
불교인명록 재가편 찾아보기: p1868-1879 
(人物で見た韓国仏教 1600 年史 : 仏紀 916～2546) 
 HM81-K23 
 
Dictionary of Korean art and archaeology = 
한국문화재용어사전 / 김광언[ほか] 지음. -- 
서울 : 한림출판사, 2004.12. -- 332p ; 19cm 
Index: p303-332 
ISBN: 1565912012 
(韓国文化財用語辞典) K2-K5 
 
한국만화인명사전 / 손상익, 한국만화문화연구원 
편. -- 서울 : 시공사, 2002.2. -- 448p ; 27cm 
ISBN: 8952716450 
(韓国漫画人名事典) K9-K7 
韓国の漫画文化草創期に活躍した李道榮から、

2001 年 12 月現在活躍中の漫画家まで、約 1 世紀に
わたって千人以上の漫画家を網羅。本名、生年月日、
家族構成、住所、学歴、作品名などの項目からなる。
巻末に、漫画に関する理論書、評論、論文の索引と、
漫画作品の索引を付す。 
 
韓國佛教美術大典 = The great collection of 
Buddhist art in Korea / 文明大 責任監修. -- 韓國
色彩文化社, 1994.5. -- 7 冊 ; 36cm 
1: 佛敎彫刻 2: 佛敎繪畵 3: 佛敎建築 4: 佛敎工藝 
5: 現代佛敎美術附錄 6: 世界의 佛敎美術附錄 7: 
佛敎美術 資料集 
ISBN: 8985408100(set) ; 8985408119(1) ; 
8985408127(2) ; 8985408135(3) ;  
8985408143 (4) ; 8985408151(5) ; 
898540816X(6) ; 8985408178(7) K15-K6 
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서울의 문화재 = Cultural properties of Seoul / 

서울특별시사편찬위원회 편저. -- 서울 : 

서울특별시사편찬위원회, 2003.5. -- 5 冊 ; 31cm 

제 1 권: 건조물. 제 2 권: 전적・회화・서예・

도자기・금석문. 제 3 권: 불교문화재(1). 제 4 권: 

불교문화재(2). 제 5 권: 의복・무기・과학기기・

민속・무형문화재・천연기년물 

各巻末に「서울특별시 소재 지정문화재 총목록」

あり 

(ソウルの文化財) K144-K31 

 

韓國城郭研究論著總攬 / 白種伍, 金炳熙, 

申泳文編著. -- 서울 : 서경문화사, 2004.9. -- 

551p ; 27cm 

저자별 색인: p408-425 

연도별 색인: p426-472 

ISBN: 8986931745 KA1-K2 

1945 年から 2004 年 5 月末までに南北朝鮮におい

てハングルで書かれた城郭関連論文を中心に収載。

単行本 1495 件、研究論文 1397 件､学位論文 215 件、

報告書類 730 件をそれぞれハングル字母順に掲載。

巻末に「韓国城郭一覧」等あり。 

 

日本에 가 있는 韓國의 佛像 / 李浩官著. -- 

서울 : 學硏文化社, 2003.9. -- 301p ; 31cm 

ISBN: 8955080433 

(日本に行っている韓国の仏像) KB16-K9 

朝鮮半島でつくられた三国時代から高麗時代まで

の仏像で、現在日本にある仏像約 160 点のカラー写

真を掲載。個人所蔵の仏像から国立博物館所蔵の仏

像までを幅広く掲載し、仏像ごとに所在地、所蔵者、

大きさ、製作時期と解説を付す。 

 

한국현대문학대사전 / 권영민 편. -- 서울 : 

서울대학교출판부, 2004.2. -- 1595p ; 27cm 

총항목 색인: p1573-1595 

ISBN: 8952104617 

(韓国現代文学大事典)  KJ42-K99 

19 世紀後半から 2000 年の範囲で文学史的意味を

持つ人物、作品、事項等を解説。項目はハングル字

母順に排列。巻末に詩集目録、小説作品集目録、戯

曲作品集目録、批評集、研究書目録等を掲載。 

 

年報 : The national theater of Korea. -- 서울 : 

국립중앙극장. -- ; 26cm 

2004～ Z42-AK26 

＜科学技術＞ 

한국하천일람 / 건설교통부[編]. -- 과천 : 

건설교통부 수자원국 하천계획과, 2000.5-. -- ; 

30cm 

하천명별 찾아보기あり 

(韓国河川一覧) ME347-K1 

 

금속용어대사전 = Dictionary of metal  

enginneeing / 金南珍編. -- 서울 : 준영, 2003.8.-

- 2170p ; 22cm 

ISBN: 8990187435 

(金属用語大事典) PD2-K1 

金属学用語約２万語を収録。項目はハングル字母

順に排列。巻末に英語索引あり。 

 

한국산 해조류의 목록 : 2001 = A catalogue of 

the seaweeds in  Korea / 이용필, 강서영 지음. -

- 제주 : 제주대학교출판부, 2002.2. -- 662p ; 

25cm 

ISBN: 898839559X RA2-K5 

韓国沿岸に生息する海藻類 1500 種類以上を掲載。

全体を緑藻植物門、褐藻植物門、紅藻植物門の 3つ

に分け、各々の学名、韓国名、当該海藻に関する記

述のある資料名、生息地を掲載。巻末に引用文献、

学名索引、韓国名索引を付す。 

 

韓國 有管束植物 分布圖 = Distribution maps of 

vascular plants in Korea / 吳修榮, 朴宰弘저. -- 

서울 : 아카데미서적, 2001.10. -- 997p ; 27cm 

참고문헌: p936-939 

한글색인: p940-961 

영문색인: p962-997 

ISBN: 8976162307 RA268-K5 

 

한국근해 해양정보 = Oceanographic information 

of the Korean waters. -- 부산 : 국립수산과학원. 

-- ; 27cm 

2004 (2005.1)～ 

(韓国近海海洋情報) Z43-AK48 

 

지하수조사연보. -- 과천 : 건설교통부. -- ; 30cm 

2004(2004.12)～ 

(地下水調査年報) Z43-AK50 

 

항행통보연보 = Annual summary of Korean notice 

to mariners. -- 인천 : 해양수산부 국립해양조사원. 

-- ; 30cm 

2004(2005.1)～ 

(航行通報年報) Z43-AK51 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

남북 매스컴용어 사전 / 한국교열기자협회, 

한국언론재단[編]. -- 서울 : 한국교열기자협회, 

2001.5. -- 671p ; 23cm 

참고문헌: p607-613 

찾아보기: p614-671 

(南北マスコミ用語事典) UC2-K2 

 
日本語の部 

＜経済・産業＞ 

北朝鮮の軍事工業化 : 帝国の戦争から金日成の戦

争へ / 木村光彦, 安部桂司著. -- 東京 : 知泉書

館, 2003.8. -- 331p ; 23cm. 

 DL721-H8 
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＜教育＞ 

テコンドー / 黄進著. -- 東京 : 愛隆堂, 2004.1. 
-- 157p ; 26cm 
ISBN: 4750202665 Y77-H3224 

＜歴史・地理＞ 

朝鮮人名資料事典. 第 6 巻. -- 東京 : 日本図書セ
ンター, 2002.11. -- 1 冊 ; 22cm 
ISBN: 4820587218(set) ; 4820587277 GE12-H6 
 
韓国食生活文化の歴史 / 尹瑞石著 ; 佐々木道雄訳. 
-- 東京 : 明石書店, 2005.5. -- 773p ; 20cm 
ISBN: 4750321087 GE121-H10 
 
済州島現代史 : 公共圏の死滅と再生 / 文京洙著. 
-- 東京 : 新幹社, 2005.4. -- 380p ; 20cm 
ISBN: 4884000455 GE169-H2 

＜芸術・言語・文学＞ 

『交隣須知』本文及び索引 / 高橋敬一, 不破浩子,
若木太一編. -- 大阪 : 和泉書院, 2003.2. -- 
396p ; 22cm. -- (索引叢書 ; 50) 
ISBN: 4757602073 KJ43-H5 
 
欧文の部 

＜政治・法律・行政＞ 

Intellectual property law in Korea / by Soo-
Kil Chang .. [et al.] ; editor, Christopher 
Heath. -- London ; Boston : Kluwer Law 
International, 2003. -- xviii, 415 p. ; 25 cm. 
-- (Max Planck series on Asian intellectual 
property law ; v. 6) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9041199063 AK4-411-B2 (AK4-411-P1) 

＜歴史・地理＞ 

Korean anthropology : contemporary Korean 
culture in flux / edited by Korean National 
Commission for UNESCO. --  Elizabeth, NJ : 
Hollym, 2003. -- xv, 657 p. : ill. ; 24 cm. -- 
(Anthology of Korean studies ; v. 3)  
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 156591175X  (GE122-P7) 
 
Their war for Korea : American, Asian, and 
European combatants and civilians, 1945-1953 / 
Allan R. Millett.-- Washington, D.C. : 
Brassey's, 
 c2002. --  xxvii, 310 p. : ill. ; 24 cm 
Includes bibliographical references (p. 262-
265) and index. 
ISBN: 1574884344 (GE134-P5) 
 
Transforming Korean politics : democracy, 
reform, and culture / Young Whan Kihl. -- 
Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c2005. -- xv, 404 
p. : ill. ; 24 cm 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0765614278 GE136-B8(GE136-P8) 
 

Under the loving care of the fatherly leader : 
North Korea and the Kim dynasty / Bradley K. 
Martin. -- New York : Thomas Dunne Books, 2004. 
-- x, 868 p. : ill., map ; 24 cm 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0312322216 (GE138-P5) 
 
Korean cultural assets / Inn Sook Koh. -- 
Soul-si : Taewangsa, -- 2003. -- 117 p. : ill., 
map ; 25 cm 
ISBN: 8945682619 (GE141-P1) 

＜芸術・言語・文学＞ 

Handbook of Korean vocabulary : a resource for 
word recognition and comprehension / Miho Choo 
& William OGrady. -- Honolulu : University of 
Hawai'i Press, c1996. -- xxvii, 387 p. ; 24 cm 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0824817389 (cloth)  
ISBN: 0824818156 (pbk.) (KJ43-P1) 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
Dictionary of Asia Pacific business terms / 
Tan Chwee Huat. -- Singapore : Ridge Books, 
c2004. -- 488 p. ; 21 cm. 
Includes bibliographical references (p. 479-
488) 
ISBN: 9971692759 D2-B59（D2-P4) 
 
東南アジア 

＜東南アジア全般＞ 

A bibliography of military and political 
aspects of the Malayan emergency, the 
confrontation with Indonesia, and the Brunei 
revolt / Justin Corfield. -- Lewiston, N.Y. : 
Edwin Mellen Press, c2003. -- xlv, 351 p. ; 24 
cm. -- (Studies in Asian history and 
development ; v. 3) 
Includes indexes. 
ISBN: 0773467157 (hc) （GE3-P108) 
 
ASEAN documents series. -- Supplementary ed. -
- Jakarta : ASEAN Secretariat. -- ; 30cm 
On cover: Association of Southeast Asian 
Nations, Asean Documents Series. 
1996/1997～ （Z61-H574) 

＜フィリピン＞ 

Corporate handbook. Philippines : the 
definitive guide to listed companies. -- Hong 
Kong : CEIC Data.Com Ltd. -- ; 30cm 
Cover Title: The definitive guide to companies 
listed on the Philippine stock exchange. -- 
Running Title: Phillippines corporate handbook. 
Oct. 2004～ （Z61-H937) 
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フィリピン企業便覧 2004 年 10 月版。金融、商工

業、鉱業、石油、不動産の 5 部門に分け、235 の企

業の財務実績を収載。証券取引市場における 5 年間

(1999‐2003 年)の株価チャート、財務指標、四半期

決算、上位 20 位の株主などの情報が分かる。 

＜インドネシア＞ 

Katalog beranotasi ensiklopedia, kamus, dan 

daftar istilah bahasa Indonesia, 1741-1995 / 

Jérôme Samuel ; penyunting, Meity Taqdir 

Qodratillah. -- Cet. 1. -- [Jakarta] : Pusat 

Bahasa : Forum Jakarta-Paris : Yayasan Obor 

Indonesia , 2001. -- xxvi, 213 p. ; 24 cm. 

(Y735-B26) 

 

Ensiklopedi Indonesia seri fauna. -- Cet. 2 --

Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve , 1989. -- 6 

v. : col. ill. ; 27 cm.  

Includes index. （Y735-E15) 

 

Ensiklopedi Islam Indonesia / disusun oleh tim 

penulis IAIN Syarif Hidayatullah. -- Jakarta : 

Djambatan , 1992. -- xvi, 1028 p. : ill., 

maps ; 26 cm. 

Includes bibliographical references (p. 1028) 

and index. (Y735-I30) 

 

Historical dictionary of Indonesia / Robert 

Cribb, Audrey Kahin. -- 2nd ed. -- Lanham, 

Md. : Scarecrow Press, 2004. -- lxxix, 583 

p. : maps ; 23 cm. -- (Historical dictionaries 

of Asia, Oceania, and the Middle East ; no. 

51) 

ISBN: 0810849356 （GE8-P93) 

＜マレーシア＞ 

Ensiklopedi tematis dunia Islam / ketua dewan 

editor, Taufik Abdullah -- [Jakarta] : Ichtiar 

Baru van Hoeve , [2002]．-- 7 v. : col. ill., 
col. maps ; 30 cm. 

ISBN: 9799226171 (set) ; 979922618X (jil.1) 
9799226198 (jil.2) ; 9799226201 (jil.3) ; 

979922621X (jil.4) ; 9799226228 (jil.5) ; 

9799226236 (jil.6) ; 9799226244 (jil.7)  
 (Y735-A79) 

 

Ensiklopedia Malaysiana. -- Ed. 1996 -- Kuala 
Lumpur, Malaysia : Anzagain , 1996. 17 v. : 

ill. (some col.), maps (some col.) ; 26 cm. 

ISBN: 983037016X (set) ; 9830370178 (jilid.1) ; 

9830370178 (jilid.2) ; 9830370194 (jilid.3) ; 

9830370208 (jilid.4) ; 9830370216 (jilid.5) ; 

9830370224 (jilid.6) ; 9830370232 (jilid.7) ; 

9830370240 (jilid.8) ; 9830370259 (jilid.9) ; 

9830370267 (jilid.10) ; 9830370275 (jilid.11) ; 

9830370283 (jilid.12) ; 9830370291 (jilid.13) ; 

9830370305 (jilid.14) ; 9830370313 (jilid.15) ; 

9830370321 (jilid.16) ; 983037033X (jilid.17) 

(Y735-A80) 

Ensiklopedia sejarah dan kebudayaan Melayu. --

Cet. 1 -- Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 

Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia , 

1994-1999. -- 5 v. : ill. (some col.), col. 

maps ; 29 cm. 

Jil. 1: Edisi 2 cet. 1 1999 -- T.p. verso 

 (Y735-D15) 

＜シンガポール＞ 

Who's who in Singapore / compiler and editor, 

Low Kar Tiang. -- 2nd ed. -- Singapore : Who's 

Who Pub., 2003. -- 509 p. ; 24 cm. 

Previous ed.: 2000. -- Includes index. 

ISBN: 9814062995 GE12-B9（GE12-P26) 

シンガポール人名録の第 2 版。芸術、商業、金融、

産業、官庁、教育､スポーツ、メディアなど各界か

ら 1,200 以上の人々について、姓名と職業、生年、

経歴、家族構成、趣味、連絡先などの情報を載せる。

姓のアルファベット順に配列。 

＜ベトナム＞ 

Hải Phòng : 45 năm xây dựng và phát triển, 1955-2000 
= Haiphong : 45 year construction and development, 
1955-2000 / Cục Thống kê Hải Phòng. -- Hanoi : Nhà 
xuất bản Thống kê , 2000. -- 223 p., [18] leaves of 
plates : col. ill. ; 26 cm Y741-C59 

 

Từ điển địa danh lịch sử văn hóa du li ̣ch Viê ̣t Nam / 
Nguyễn Văn Tân. -- Hà Nô ̣i : Nhà xuất bản Văn hóa-
thông tin , 2002. -- 1547 p. : ill. (some col.) ; 
25 cm 
Includes bibliographical references (p. 1537-

1547) and indexes. Y741-N210 

 
Di sản Hán Nôm Việt nam : thư mục đề yếu / chủ 
biên, Trần Nghĩa. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học 
Xã hội , [1993]- -- v. ; 25 cm  
Bổ di 1, quyển hạ 
Bổ di 1, quyển thượng Y741-T199 

 
南アジア 

＜南アジア全般＞ 

South Asian novelists in English : an A-to-Z 

guide / edited by Jaina C. Sanga ; Emmanuel S. 

Nelson, advisory editor. -- Westport, Conn. : 

Greenwood Press, 2003. -- xvi, 308 p. ; 27 cm. 

Includes bibliographical references (p. [297]-

299) and index. 

ISBN: 0313318859 (KS263-P4) 

＜インド＞ 

Indian herbal remedies : rational Western 

therapy, ayurvedic and other traditional usage, 

botany / C.P. Khare, (ed.). -- Berlin ; New 

York : Springer, c2004. -- ix, 523 p. : ill. 

(some col.) ; 27 cm. 

Includes index. 

ISBN: 3540010262 (hardcover) （SD2-P1) 
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インド伝統医学の文献に登場する、薬草の辞典。

文献調査と科学的分析に基づき、写真や図版付きで

解説している。薬草ごとに、学名、生息地域、古典

文献中に使用されている学名、薬用部分、1 回の服

用量、伝統的な服用法、作用、欧米での活用例など

を記す。巻末にアルファベット順索引を付す。 

＜バングラデシュ＞ 

Banglapedia : national encyclopedia of 

Bangladesh / chief editor, Sirajul Islam ; 

managing editor, Sajahan Miah. -- Dhaka : 

Asiatic Society of Bangladesh, 2003. -- 10 

v. : ill. (some col.), maps (chiefly col.) ; 

25 cm. 

On various subjects pertaining to Bangladesh. 

ISBN: 9843205766 (v. 1) ; 9843205774 (v. 2) ; 

9843205782 (v. 3) ; 9843205790 (v. 4) ; 

9843205804 (v. 5) ; 9843205812 (v. 6) ; 

9843205820 (v. 7) ; 9843205839 (v. 8) ; 

9843205847 (v. 9) ; 9843205855 (v. 10)  

 （GE8-P89) 

国家プロジェクトとして 1997 年から 6年間かけ

て編纂された、総合的な百科事典。バングラデシュ

の歴史、芸術、社会、経済、政治、思想、哲学、科

学、自然環境等、約 6,000 項目について、写真、図

版や地図を添えて解説。基礎的事項に加えて、専門

家向けの詳細な情報も記載する。参考文献あり。  

 

Historical dictionary of Bangladesh / Craig 

Baxter and Syedur Rahman. -- 3rd ed. -- Lanham, 

Md. : Scarecrow Press, 2003. -- xx, 308 p. : 

map ; 23 cm. -- (Asian / Oceanian historical 

dictionaries ; no. 48) 

ISBN: 0810848635 GE8-B22（GE8-P95) 

 

西アジア 

＜西アジア全般＞ 

Dictionary of the Israeli-Palestinian 

conflict : culture, history, and politics. -- 

Detroit : Macmillan Reference USA, c2005. -- 2 

v. : ill. ; 29 cm. 

ISBN: 0028659775 (set hardcover) ;  

0028659783 (v. 1) ; 0028659791 (v. 2) ; 

0028659961 (e-book) A2-B33(A2-P10) 

イスラエル-パレスチナ紛争に関する事項を、政

治的リーダー、占領地、歴史、宗教などの要素から

多角的に掲載。写真、地図が多く、用語集や年表、

書誌なども付されている。 

 

War in the Persian Gulf biographies : from 

Operation Desert Storm to Operation Iraqi 

Freedom / Laurie Collier Hillstrom ; Julie 

Carnagie, project editor. -- Detroit : U-X-L, 

c2004. -- xxviii, 267, xxix-xxxviii p. : 

ill. ; 24 cm. -- (U-X-L war in the Persian 

Gulf reference library) 

ISBN: 0787665649 (Biographies) ;  

078769347 (e-book) (A6-P1) 

 

Lawrence of Arabia : an encyclopedia / Stephen 

E. Tabachnick. -- Westport, Conn. : Greenwood 

Press, 2004. -- xl, 248 p. : ill., maps ; 26 

cm. 

Includes bibliographical references (p. [229]-

234) and index. 

ISBN: 0313305617 (GK2-P5) 

＜シリア＞ 

Historical dictionary of Syria / David Commins. 

-- 2nd ed. -- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 

2004. -- xxxiii, 340 p. : maps ; 23 cm. -- 

(Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 

the Middle East ; no. 50) 

ISBN: 0810849348 (cloth) GE8-B17（GE8-P94) 

 

北アフリカ 

＜エジプト＞ 

Historical dictionary of Egypt / Arthur 

Goldschmidt Jr., Robert Johnston. -- 3rd ed. -

- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2003. -- 

xxxviii, 510 p. : maps ; 23 cm. -- (African 

historical dictionaries ; no. 89) 

ISBN: 0810848562 GF8-B6(GF8-P9) 

 

中央アジア 

＜中央アジア全般＞ 

Scholars' guide to Washington, D.C. for 

Central Asian and Caucasus studies : Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan / Tigran 

Martirosyan and Silvia Maretti ; Central Asia-

Caucasus Institute. -- Armonk, N.Y. : M.E. 

Sharpe, c2005. -- xxii, 318 p. ; 24 cm. -- 

(Studies of Central Asia and the Caucasus) 

Includes index. 

ISBN: 0765615797 (hardcover) （GE12-P28) 

ワシントン近隣にある約 270 の中央アジア・コー

カサス関係機関を収録。学術研究機関・文書館・図

書館・美術館・大使館・メディア・文化教育機関な

ど 17 種類に分類し、基本情報・活動内容・所蔵資

料などの概略を載せる。巻末に機関名索引を付す。 

＜キルギスタン＞ 

Historical dictionary of Kyrgyzstan / Rafis 

Abazov. -- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2004. 

-- xxxiv, 381 p. : ill., maps ; 22 cm. -- 

(Asian/Oceanian historical dictionaries ; no. 

49) 

ISBN: 0810848686 (cloth)  （GE8-P92) 
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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 7 月から 2005 年 9 月に受け入れた各雑誌の目次から選んだ。また排列は誌名の、
中国はピンイン順、コリアはハングル字母順、諸地域は ABC 順とし、同一誌を複数号掲載
する時は巻号順とした。 

 
<中国の部> 
 
大学图书馆学报(Z21-AC55) 
23 卷 4 期（2005.7） 
中美大学学科馆员的初步比较研究 / 刘琼 ･･･ 13-16 
广东高校网络图书馆的架构实践 / 王富民 ･･･ 21-25 
我国期刊全文数据库对高校图书馆的地区差别定价研
究 / 王金娜,杜占江 ･･･････････････････ 35-38,54 
《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》与高校图
书馆文献资源建设 / 郑兰 ················· 42-44 
CALIS 乐谱文献著录研究 / 傅良瑜 ·········· 49-54 
我国早期“图博合一”的图书馆 / 黄少明 ··· 64-67 
论汉代文献整理的思想和方法 / 王国强 ····· 72-76 
中外文后参考文献著录格式的比较研究——商榷文后
参考文献著录格式之三 / 文榕生 ··········· 77-82 
 
國家圖書館館訊(Z21-AC20) 
[民國]94 年 2 期(2005.5) 
圖書館事業發展三年計劃執行成果報告 / 江綉瑛，
繆永承 ···································· 1-8 
再啓另一頁新的書緣——本館與美國國會圖書館古籍
數位合作計劃側記 / 國家圖書館特藏組 ······ 9-11 
國家圖書館與臺南市立圖書館「日治時期台灣舊籍數
位化」合作紀實——兼述其時日本圖書館協會會員臺
灣之旅 / 何培齊 ························· 12-14 
「數位典藏國家型科技計劃 93 年度成果展」參展回
顧 / 林嘉玫 ····························· 17-19 
「全國博碩士論文資訊網」新系統簡介 / 徐小琪, 
陳立原,曾維絢 ··························· 20-24 
「警學知識庫」建置經驗分享 / 邱淑蘋 ····· 26-27 
 
情报资料工作(Z21-AC19) 
2005 年第 3 期(2005.5) 
情报学的嬗变与当代情报学的深化——《情报资料工
作》论文走向探析 / 曹捷 ················· 76-80 
社会科学各学科引文的高峰值调查及引文评价的时段
性要求 / 汪继南 ························· 81-82 
 
2005 年第 4 期(2005.7) 
试论传统文化对现代中国图书馆建设的影响 / 邵畅
········································ 15-17 
民族高校民族文献数据库建设探讨 / 包和平,包爱梅
········································ 28-30 
高校地区性少数民族文献信息资源网的构建 / 金贞
玉,金海淑 ···························· 47-48,11 
我国的数字图书馆服务—相关文献综述 / 曾克宇,王
一丁 ···································· 57-60 
我国三种人文社会科学核心期刊表的比较分析 / 凤 
元杰,范全青 ····························· 63-65 
中美高校图书馆网上服务比较研究 / 黄慧薇 
····································· 85-88,65 

 
图书馆(Z21-AC58) 
2005 年第 3 期(2005.6) 
打造居民的精神家园——浙江图书馆文澜讲坛·社区
行动联盟宣传推广实践 / 张琰 ···········29-30,37 
回眸一个科学本体论的进化史(续)——基于公共信息
资源及其认知机制的本体论观照 / 张欣毅 ··44-47,53 
我国图书馆立法成就述评 / 付立宏 ··········48-53 
湖南图书馆馆藏书刊调查报告 /段长云,姚梅 ··95-97 
 
图书馆论坛(Z21-AC57) 
25 卷 3 期 (2005.6) 
广东网络图书馆建设的缘起、架构与发展 /朱建亮,
徐文贤,刘文平,胡振敏 ···················1-3,149 
中美大学图书馆用户教育的发展研究 / 习万球 ··4-7 
略论高校图书馆事业与人文社会科学研究的互动发展 
/ 徐云 ·······························34-37,105 
从藏书楼到图书馆——论图书馆“话语权”的演变 /
窦英杰 ·································80-82,7 
网络电子期刊的采访研究 / 杨华 ·········95-97,64 
广东网络图书馆功能设计与实现 / 杨涛,石继平, 杨
先明 ···································106-109 
探析我国在版编目的意义、存在问题及对策 / 骆卫
平 ·····································167-169 
东莞古籍编撰史述略 / 冯玲 ··············246-248 
 
图书馆学研究(Z21-AC2) 
2005 年 6 期(2005.6) 
2001～2004 年我国电子资源编目研究概述 / 郜向荣,
陈玉顺······································ 44-47 
惠州地方文献数据库的建设 / 李文············ 63-65 
 
2005 年 7 期(2005.7) 
中国图书馆学教育之地区差异 / 陈菊 ··········· 2-5 
吉林省文化信息资源共享工程的建设 / 吴爱云 ·· 71-73 
 
图书馆杂志(Z21-AC73) 
24 卷 6 期(2005.6) 
从核心期刊文献统计看近十年我国的网络信息检索研
究 / 李金波 ······························23-25 
大学图书馆服务环境的变化及对其信息资源利用与建
设的影响 / 张晓青 ························39-42 
CASHL 的发展现状、模式及特点分析 / 李朵 
······································47-48,72 
陇右近代著名图书（方志）编撰家——张维 / 董隽
·········································65-69 
 
24 卷 7 期(2005.7) 
“中国的图书馆学”的建设与中西文化交流 / 张清
菊 ·········································3-5 
城市发展与公共图书馆的互动关系——基于广州的实
例分析 / 张正,梁伟钧,胡晓鹰,李美红,郑小茹 
·········································31-35 
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建筑·功能·服务——温州市图书馆新馆解读 / 郑
笑笑 ···································· 39-41 
中国古代书业书目——一种特殊的地方文献 / 徐忆
农 ··································· 67-71,53 
 
24 卷 8 期(2005.8) 
数字图书馆与信息网络传播权：知识共享扩张与私有
财产保护 / 李洪武 ······················ 7-9,71 
中日图书馆馆际互借状况及对比研究 / 许四洋,袭继
红，李健康 ··························· 23-24,29 
图书馆数字资源访问统计研究 / 马建霞 ····· 25-29 
当代省级公共图书馆网络在线服务状况 / 杨向明 
········································ 35-37 
温州家谱文化的历史与现状 / 丁红 ········· 66-71 
 
图书情报工作(Z21-AC67) 
49 卷 1 期(2005.1) 
图书馆信息服务与科技论文质量的相关性研究 / 杨
春华,Olle Persson ···················· 54-56,89 
我国图书馆学情报学核心作者分析 / 方太强,周蓉,
胡英 ···································· 69-73 
广东省科技文献建设与规划研究 / 周虹,曾祥效 
········································ 74-77 
对我国 20 所高校图书馆网站内容建设情况的调查与
分析 / 马先皇···························· 90-96 
清代苏州藏书家版本目录学成就探析 / 费愉庆 
·································· 133-134,144 
 
49 卷 2 期(2005.2) 
从中外信息门户比较看 CSDL 学科信息门户的发展 / 
李辉 ................................. 32-34,46 
北京咨询业的现状分析与发展对策 / 卢小宾,任鸿雁,
于洪钊,谢虹霞,黄晓燕 ················· 39-42,57 
普通高校图情院系科研力比较研究 / 张正 ··· 43-46 
Medical Information Resources Development in 
China / 郝继英,湛佑祥···················· 53-57 
CALIS 重点学科网络资源导航库的数据更新软件研究 

/ 唐光前 ································ 68-72 
澳门图书馆与 CEPA 下澳门社会经济发展 / 胡珂,赵
新力,杨开荆 ····························· 73-75 
广西社区图书馆建设新探 / 苏瑞竹,韦美珠,全凤英
········································ 76-79 
百年回眸：中西图书馆文化交流 / 胡俊荣,胡岷 
···································· 83-86,104 
试论年鉴的网络化 / 洪跃,崔海峰 ···· 105-108,111 
期刊文献分布特征的分析 / 何荣利,何萌 ·· 109-111 
规范格式一体化的利弊分析 / 曹玉霞 ····· 112-114 
图书馆事业中一个亟待关注的课题——古籍的整理、
修复与再生 / 罗明兰················ 115-116,119 
中国近代社会思潮对近代图书馆的孕育 / 吴稌年 
······································ 123-125 
时代呼唤新的目录学著作 / 张炯 ····· 126-127,143 
我国图书馆学情报学期刊的发行 / 王传清 · 137-140 
“中华再造善本工程”及其思考 / 潘德利·· 141-143 
 
49 卷 3 期(2005.3) 
字典式混排索引在中国的发展、衰落及相关问题探讨 
/ 代洪波 ···························· 53-55,129 
《图书情报工作》论文关键词及分类号的统计分析 / 
邵胜春 ······························ 59-61,132 
略论我国古籍数字化的选题 / 王立清 ······· 62-64 
引文用于评价学术网站的可靠性及可行性研究 / 袁
毅,王大勇 ··························· 72-75,143 

图书馆书目数据合并的难点与对策 / 周媛,刘秀华
·········································80-82 
Web 资源保存的热点问题管窥 / 杨道玲·······91-94 
浅议我国图书馆经费监督机制及其立法 / 王蕾 
····································104-107,90 
高校图书馆流通出纳岗位人力资源配置研究 / 张晓
阳 ·····································108-111 
书院文化数据库的设计与实现 / 樊志坚，郑章飞，
何平 ···································112-115 
重视对图书馆作者简介的规范 / 张金环 ····116-119 
关于古籍保护之措施之我见——从海南省的古籍保护
谈起 / 王芹，冯永建 ····················130-132 
 
49 卷 4 期(2005.4) 
当前中国图书馆人才发展的思路与案例评析 / 王世
伟 ·········································6-9 
上海地区图书馆人力资源建设的现状与未来的发展 / 
金晓明,曹菊铭,王世伟 ·····················16-18 
雕版印刷技术发明前我国书籍版权保护的相关问题 / 
冯念华 ···································56-59 
ECIP 与 CNMARC 两种机读格式的比较研究 / 张丽娟
·········································64-66 
图书馆电子资源利用统计与分析 / 陈陶,夏立娟,马
克芬 ·····································92-95 
中国数字图书馆研究的发展历程 / 李文兰,杨祖国
·······································115-118 
网络科技信息资源检索的重要工具和典型信息源 / 
刘娅 ···································131-134 
 
48 卷 5 期(2005.5) 
我国 IT 咨询业的发展现状与未来走向 / 卢小宾，鲁
瑶 ·······································13-16 
1989-2003 年我国竞争情报领域论文的计量研究 / 邓
辉 ·····································22-25,9 
论高校图书馆电子版学位论文的保存与管理工作——
以北京大学图书馆为例 / 张学宏 ··········113-115 
简论美国东亚图书馆事业的发展 / 李咏梅·139-142 
 
49 卷 6 期（2005.6） 
西部地区图书情报人才培养目标、培养内容和培养途
径研究 / 牛红亮·························99-102 
基于“5E”数学模式的文献检索课探析 / 相东升
·······································126-128 
我国情报学硕士研究生教育现状分析 / 刘文云，李
勇 ·····································132-136 
 
图书情报知识(Z21-AC16) 
2005 年 3 期(2005.6) 
中外八大 OPAC 系统的比较与分析 / 宋登汉,詹萌 
·········································44-46 
浅谈古籍书目索引的编纂 / 陈莉 ············50-52 
从"曲高和寡"走向"曲高和众"——对我国大型古籍出
版项目走向市场化的思考 / 赵丹 ············56-57 
三大中文数据库引文功能比较——CNKI、Vip 和
CSSCI 实证研究 / 王知津,姚广宽············61-65 
我国图书馆知识管理研究进展述评 / 熊璐 ····90-93 
 
现代图书情报技术(Z21-AC42) 
2005 年 6 期(2005.6) 
MyLibrary@ CSDL 的实现机制及其再生 / 王昉,梁娜,
刘小兵,姜恩波,毛军,张晓林 ··················6-9 
 
2005 年 7 期(2005.7) 
CALIS 联机编目系统综述 / 王燕··········18-21,45 
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中国大学网站的网络计量学研究 / 谢奇,张晗 74-77 
国家工程技术图书馆自动化系统调研 / 张翼燕 
····································· 78-80,91 

学位论文全文数据库建设研究——以四川大学文理图
书馆为例 / 唐李杏,张盛强················· 83-85 
 
＜コリアの部＞ 
 
國會圖書館報(Z21-AK21) 
42 卷 5 號(2005.5) 
도서관법 개정(안)에 관한 소고 / 조정권 ·· 45-49 
웹 사용자 인터페이스 평가 계량화에 관한 연구 / 
서연주 ·································· 50-61 
 
42 卷 7 號(2005.7) 
인권과 도서관의 만남 / 심민석 ··········· 58-67 
 
42 卷 8 號(2005.8) 
현단계 독서치료의 발전과 지향 / 김수경 ·· 38-56 
 
도서관계(Z21-AK4) 
15 권 2 호(2005.3) 
정책정보 특화서비스를 위한 힘찬 발돋움(클릭 
국립중앙도서관) / 정책자료과 ·············· 4-6 
책으로 마음을 연다‘독서치료’ ··········· 7-10 
독서치료를 위한 상황별 독서 목록 (성인편) 
 ······································· 11-12 
사서가 주도하는 독서치료의 연구와 실천 / 
김정근 ·································· 13-15 
새롭게 꾸며진 정독도서관에서 미래의 꿈을 
키우다 (도서관탐방) / 이은자 ············ 17-19 
사서도 이제는 전문화 되어야 한다 / 안양훈 
········································ 20-21 

한국문헌자동화목록(KORMARC)의 개발 (도서관 
발자취) / 조재순 ························ 24-25 
 
15 권 3 호(2005.4) 
다양한 디지털 컨텐츠 구축으로 도서관정보화를 
이끌어간다 (클릭 국립중앙도서관) / 정보화담당관실
·········································· 4-7 

독서 교육, 책 읽는 즐거움을 가르친다 ····· 8-10 
독서 교육, 어떻게 할 것인가 / 이만수 ···· 11-15 
한인 사서들과의 소중한 만남 (국제회의참석기) / 
박일심 ·································· 19-21 
‘공공’도서관과 ‘무료’의 개념 (도서관 
발자취) / 조재순 ························ 26-27 
 
15 권 4 호(2005.5) 
온라인 디지털자원 수집･보존으로 미래를 준비한다 
(클릭 국립중앙도서관) / 정보화담당관실 ····· 4-7 
다양한 독서운동이 책 읽는 사회를 만든다 ·· 8-10 
‘책 읽는 학교’를 위한 제언 / 안승문 ··· 11-14 
아이들에게 책 읽을 권리를 찾아주는 
아침독서운동 ···························· 15-17 
아직도 멀고 먼, 도서관의 장애인 서비스 / 
육근해 ·································· 18-19 
아웃리치 서비스와 다문화사회 도서관서비스 
(도서관 발자취) / 조재순 ················ 24-25 
 
圖書館文化(Z21-AK24) 
46 권 6 호(2005.6) 
도서관의 변화와 혁신으로 열린 미래를  (특집 : 
도서관의 생존전략, 도서관 마케팅 및 도서관 PR 
①) / 이진영 ···························· 26-28 

앎과 삶의 풍요로움으로 거듭나기 위한 
몸짓(특집 : 도서관의 생존전략, 도서관 마케팅 
및 도서관 PR ②) / 홍순영·················29-32 
도서관 현장 사서가 생각하는 도서관 마케팅, 
도서관 PR (특집 : 도서관의 생존전략, 도서관 
마케팅 및 도서관 PR ③) / 박수희··········33-35 
도서관은 고서박물관(?) (특집 : 도서관의 생존전략, 
도서관 마케팅 및 도서관 PR ④) / 임성은 
·········································36-38 
도서관에서 우리는 무엇을 꿈꾸는가 (특집 : 
도서관의 생존전략, 도서관 마케팅 및 도서관 PR 
⑤) / 양혜미 ·····························39-41 
도서관 마케팅과 PR 의 필요성 (특집 : 도서관의 
생존전략, 도서관 마케팅 및 도서관 PR ⑥) / 
우병현 ···································42-44 
도서관 산업을 모르고 도서관(마케팅)을 논하지 
말라 (특집 : 도서관의 생존전략, 도서관 마케팅 
및 도서관 PR) / 이우정 ····················· 45-47 
국가인권위원회 인권자료실을 다녀와서 
(도서관탐방) ·····························48-49 
일본의 공공도서관 현황(2003년-2004년) (통계로 보는 
도서관계)······································· 60 
 
46 권 7 호(2005.7) 
주제전문도서관 발전계획 수립 사례 / 강은영 
·········································14-38 
신성중고등학교‘동천도서관’을 다녀와서 

(도서관탐방)······························ 42-43 
도서정가제가 만병통치약은 아니지만 (도서관이 
알아야 할 출판과 책 이야기) / 최성일 ·····44-47 
통계로 본 공공도서관  현황 (통계로 보는 도서관계) 
················································ 55 
 
46 권 8 호(2005.8) 
독서치료의 힘, 인간띠를 이루다 / 김수경, 김정미 
·········································41-65 
논촌진흥청 ‘농업과학도서관’을 다녀와서 
(도서관탐방) ·····························66-67 
지역별 공립도서관 1 관당 직원(전체) 및 사서직원 

현황 (2004 년 말) (통계로 보는 도서관계)···76 
 
디지틀도서관 (Z21-AK18) 
38 호(2005 년.여름) 
학교 도서관 활용수업, 이렇게 하면 된다 / 이승길 
············································· 13-46 
주제전문사서지원을 위한 시스템 구축방안 -

디지털레퍼런스를 중심으로 - / 김수정 ······· 52-65 
개가식 미디어실의 운영에 대하여 / 오현환 ····· 66-76 
대학용 통합 전자도서관 시스텐, DL Pro / 이인철 
············································· 77-88 
역사 분야 검색 / 이상렬, 신인수·············· 89-110 
 
<諸地域の部> 
 
Xuất Ba ̉n Viê ̣t Nam (Y741-ZS-75) 
Vol.9 No.7 (2005) 
Starting Publishing Law 2004 / Van Anh･･･ 10-12,33 
 
Vol.9 No.8 (2005) 
Publishing Law making a fully administrative 
reform / PV ･･････････････････････････････14-16 
Factors affecting copyright protection / Bang 
Thanh ･････････････････････････････････････ 17-18 
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レファレンスツール紹介② 

韓国の新聞-検索法と関連資料- 

 

アジア情報室には､韓国の新聞について､さまざま

な問い合わせが寄せられます。ここでは､韓国の新

聞について､ご紹介します。(<>内は当館請求記号。

タイトルがハングル表記のものには､()内に日本語

タイトルを併記) 

 

●アジア情報室所蔵の朝鮮語新聞 

  アジア情報室では､朝鮮語の新聞を 34 紙開架して

います。この中には､韓国の三大紙(『朝鮮日報』

『東亜日報』『中央日報』)をはじめとする全国紙

はもちろん､各道や広域市で発行されている地方紙､

北朝鮮の『労働新聞』や『民主朝鮮』､中国吉林省

南部の延辺朝鮮族自治州で発行されている『延辺日

報』などもあります。開架新聞の一覧は､アジア情

報室 HP に掲載されています(http://www.ndl.go.jp/ 

jp/service/kansai/asia/openjournal/kor.html)。

最近のものは開架していますが､古いものは製本し

て書庫に所蔵しています。古い新聞の中には､マイ

クロフィルムや縮刷版､影印本の形態のものもあり

ます。1945 年以前発行の当館所蔵の朝鮮語新聞につ

いて､詳細は当館 HP の｢テーマ別調べ方案内｣

(http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/asia/ 

theme_asia_52.html)をご覧ください。 

いつから所蔵しているかについては､アジア言語

OPAC で調べることができますが､何日の分まで開架

しているかについては､直接アジア情報室にお問い

合わせください。全国紙については､当館以外にも

お近くの類縁機関で所蔵していることがありますの

で､アジア情報機関ダイレクトリー(http://www.ndl. 

go.jp/jp/service/kansai/asia/directory/index. 

html)の対象地域別索引で｢韓国・北朝鮮｣を選び､お

近くの機関についても調べてみてください。 

 

●インターネットでも検索できる 

韓国言論財団が運営している｢総合ニュース DB｣

(http://www.kinds.or.kr/)[last access:2005.11.15]

では､韓国の主要新聞・雑誌記事について､1990 年以

降の全期間を対象として検索することができ､無料

の会員登録をすれば新聞記事本文を見ることができ

ます。一部の新聞については､1990 年以前のものも､

日付を指定して､PDF 形式で紙面のイメージを見られ

ます。 

また､新聞社のサイトから､その記事検索ができる

ものも多いです。例えば､朝鮮日報の記事検索サイト

(http://srchdb1.chosun.com/pdf/i_service/searc

h.jsp)[last access:2005.11.15]では､無料で､記事

を日付やキーワードで検索でき､1990 年以降につい

ては､本文のテキストを見ることができます。PDF 形

式で紙面のイメージを見るには､有料の会員登録が

必要です。 

なお､三大紙はいずれも日本語のサイトを持ってお

り､主な記事は日本語で読むことができます。主な新

聞社のサイトについては､アジア情報室HPのイン 

ターネット情報資源にリンクが張ってあります

(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/l

ink/east/link_kor.html#kor12)。 

 

●韓国における新聞の歴史と現状 

韓国の新聞の歴史について､尹壬述編著『韓國新

聞通鑑』(朝鮮日報社 , 2001 , <UC129-K15>)は､時

代ごとに主要な出来事の年譜を掲載し､主な新聞の

沿革を､紙面の写真を交えて紹介しています。

차배근[ほか]『우리 신문 100 년(わが新聞 100

年)』(현암사 , 2001 , <UC129-K17>)は、写真とと

もに韓国の新聞の歴史を概観した上で、編集や広告

についても考察しています。 

また､『東亞日報社史』(東亜日報社 , 1975- , 

<UC171-K2>)など､約 20 の新聞社の社史も所蔵して

おり､個々の新聞の歴史について調べることができ

ます。 

日本の植民地時代の新聞について焦点を当てた資

料も多く､정진석『언론조선총독부(言論朝鮮総督

府)』(커뮤니케이션북스 , 2005 , <UC129-K20>)は､

朝鮮総督府の機関紙に関する研究で､｢『植民地新

聞』の研究 本格化｣『毎日新聞』2005.8.23 でも紹

介されました。 

정진석편編『日帝시대民族紙押收기사모음 

(日帝時代民族紙押収記事集成)』(LG 상남언론재단 , 

1998 , <GE129-K65>)には､日本の植民地時代に押収

された記事が収録されています。 

『 한국신문방송연감( 韓 国 新 聞 放 送 年 鑑 ) 』

(한국언론연구원 , <Z45-AK1>)には､全国紙､地方紙､

スポーツ紙､インターネット新聞の概要及び各種統

計などが掲載されており､現在､韓国においてどのよ

うな新聞が発行されているのか調べる際に便利です。 

 

●注目されるインターネット新聞 

近年､日本でも注目されているのが､韓国のインタ

ーネット新聞です。趙章恩｢積極活用で生き残り図

る--韓国ネット事情と新聞社の戦略｣『新聞研究』

2005.1 <Z21-88>など､雑誌記事でも取り上げられて

います。 

特に有名な『Oh my News (オーマイニュース)』

(http://www.ohmynews.com/[last access 2005.11. 

15])の記事の中には､インターネット新聞 JANJAN 

(http://www.janjan.jp/keyword/kankoku.php[last 

access 2005.11.15])において､日本語で読めるもの

もあります。 

2005 年 1 月には｢新聞法(言論などの自由と機能の

保障に関する法律)｣及び｢言論被害救済法(言論仲裁

及び被害救済などに関する法律)｣が制定され､イン

ターネット新聞も､新聞や放送などと同等なメディ

アとして法的に位置付けられることになりました。

これらの法律について、『신문과 방송(新聞と放

送)』<Z21-AK12>2005 年 2 月号及び 7 月号では、特

集が組まれています。 
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お知らせ 

 

 

中国学術雑誌全文データベース（ＣＡＪ）・中国重要新聞データベース（ＣＣＮＤ）の導

入のお知らせ 
 

CNKI（China National Knowledge Infrastracture）のうち、ＣＡＪとＣＣＮＤが国立

国会図書館でご利用になれます。これらの導入によって、当館で利用できる中国の雑

誌・新聞のタイトル数が大幅に増加しました。 

１．データベースの概要 

①中国学術雑誌全文データベース 

学術雑誌約 6,000 誌から 1994 年以降の 1,300 万件以上の論文本文を収録｡ 

②中国重要新聞データベース 
重要新聞約 1,000 紙から 2000 年以降の 410 万件以上の記事本文を収録｡ 
 

２．利用方法 
 
来館してご利用ください。プリントアウトも可能です。 
 
東京本館では電子資料室、関西館ではアジア情報室で、それぞれ 1 台の端末 PC で提供してい
ます。プリントアウト等の詳細については各室カウンターでお尋ねください。 
 

（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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