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インターネットで見られる韓国の資料―学術論文・新聞記事・政府刊行物― 

山本健太郎（国立国会図書館アジア情報課）  
 

 
はじめに 

当館では、韓国に関係するレファレンスにおいて、

当館所蔵資料のみならず、インターネット上の情報

資源を活用することも多い。韓国では特に、国家的

な次元で、情報資源のデジタル化や共同活用に取り

組んでいることもあり、近年の情報環境の進展は著

しい。学術論文や新聞記事までもがインターネット

上で入手できる場合も少なくなく、そういった情報

を活用すれば、より幅広い情報ニーズに対応するこ

とができるであろう。 

そこで、本稿では、レファレンスに直接役立つ、

韓国のサイトとその利用法の紹介を試みる。特に、

紙媒体で発行されている資料の本文を見られるもの

に焦点を当て、資料の種類ごとに、具体的な事例を

交えつつ説明する。本稿で紹介するサイトは、基本

的に無料で利用できるものである。 

 

1 学術論文・学位論文 

韓国の学術論文や学位論文に関する問い合わせは

多い。しかし、当館では主要な学術誌の収集に努め

てはいるものの、所蔵している学術誌の数は、学術

誌全体から見れば、非常に限られたものである。学

位論文も所蔵していない。結果的に、韓国での所蔵

機関を案内することが多くなる。 

しかし、当館で所蔵していない論文についても、

インターネット上で見る方法がある。ここで紹介す

る RISS と KSI 学術論文情報は、論文を探す際に活

用すべきサイトである。 

 

(1) RISS 

RISS(Research Information Service System) 

(http://www.riss4u.net/)は、韓国教育学術情報院

(Korea Education & Research Information 

Service, KERIS）が、学術情報源のデジタル化や国

内外の学術情報の共同活用体制構築のために取り組

んでいるサービスである。 

RISS では、国内学術誌論文、海外学術誌論文、学

位論文、単行本、学術誌を検索でき、その資料を所

蔵している大学図書館についても調べることができ

る。このうち、国内学術誌論文については、国内の

学会及び大学附設の研究所が発行する学術誌の論文

約 93 万件、学位論文については、国内 140 余大学

の碩士(日本の修士に相当)、博士学位論文約 38 万

件が収録されている。なお、本文を閲覧するには、

無料の会員登録が必要である。 

検索は、タイトル、著者、出版者のほか、抄録や

目次に含まれている語でも可能である。ヒットした

論文に、「다운로드」（ダウンロード）と表示されて

いる場合、その論文が無料で見られることを意味し、 

そこをクリックすれば、PDF 形式で全文が表示され

る。また、「원문구매」（原文購買）と表示されてい

る場合には、その論文は有料だが、そこをクリック

すると、「유료논문 장바구니」（有料論文買いもの

かご）の画面が開く。そこで該当論文に表示されて

いる「미리보기」（プレビュー）をクリックすると、

PDF 形式で、 初の 2ページだけ見られる。 

なお、RISS では、論文に英文タイトルが付されてい

れば、それで検索できる。例えば、“A social history 

of the collection building in public library in 

pusan”という英文タイトルで探したい場合、RISS

に social, history, collection 等の語を入力して

検索 す れ ば 、釜山大学 の 博士論文 で あ る

김영기「부산지역 공공도서관 장서형성의 

사회사 : 한국사회 지식흐름의 문제와 관련하여」 

(1999)がヒットする。書誌事項が分かるのみならず、

「다운로드｣の表示があるため、無料で全文を見る

ことが可能である。 

 

(2) KSI 学術論文情報 

KSI 学術論文情報は、韓国学術情報(Korean 

Studies Information, KSI)が提供する学術論文デ

ータベースである。韓国国内 1200 余の学会及び研

究所が発行する学会誌及び研究刊行物に掲載された

約 80 万件の論文を収録している。 

機関利用者用にはKISS (Korean studies Information 

Service System) (http://kiss.kstudy.com/)があるが、

個人用も提供されている(http://www.papersearch. 

net/)。ここでは後者を例にとって説明する。 

このサイトは、検索だけならば、非会員でも可能

であるが、本文を見るには無料の会員登録が必要で

ある。論文ごとに課金される方式で、具体的には、

現金ポイントをあらかじめ購入しておき、論文購入

時には、購入ポイントが差し引かれる代わりに、本

文のダウンロードが可能になる、という流れである。

しかし、すべてが有料というわけではなく、中には

無料で見られる論文もある。 

まず、論文を検索する。検索方法には、「간행물 

검색」（刊行物検索)、「분야별검색」（分野別検索）、

「상세검색」（詳細検索）がある。刊行物検索は、ま

ず、発行機関（学会など）を選び、その上で、その

機関が発行する学術誌、巻号、論文を順に選択する

という方法である。分野別検索は、各学問分野を選

んだ後、それに関する学会を選び、それ以降は刊行

物検索と同じ方法である。詳細検索はタイトル、著

者、キーワード、発行機関、出版年で検索するとい

う方法である。 
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検索結果には、論文ごとに、その論文をダウンロ

ードした場合、いくらかかるかが、韓国ウォンで表

示される。しかし、金額の代わりに｢무료입니다.｣

（無料です）の表示があるものについては、無料で

見ることが可能である。 

その場合、「논문보기」（論文を見る）をクリック

すると、PDF 形式で全文が表示される。また、検索

結果に金額が表示されている有料の論文についても、

「미리보기｣をクリックすると、RISS と同様、PDF

形式で、 初の 2 ページだけ、見ることができる。

英文タイトルで検索できるのも RISS と同様である。 

 

(3) 各学会のホームページ 

当然ながら、RISS や KSI で書誌事項がヒットして

も、全文を見られない論文もある。そのような場合

でも、学会誌などについては、各学会のホームペー

ジで全文が公開されている場合があり、そこで論文

を見ることが可能である。 

例えば、공우석「한라산 고산식물의 분포 특성」

『대한지리학회지』33(2), 1998.6, pp.191-208.と

いう論文は、RISS でも KSI でもヒットするが、全文

は見られず、前述した「미리보기」をクリックする

ことによって、 初の 2 ページを見られるにすぎな

い。しかし、この論文が掲載されている『대한지리

학회지』（大韓地理学会誌）を発行している大韓地

理学会のホームページ(http://www.kgeography. 

or.kr/)にアクセスし、トップページから「간행물」

（刊行物）―「학회지」（学会誌）を選択すると、

『大韓地理学会誌』のバックナンバーの一覧が表示

される。そこで、該当巻号を選択すると、その巻号

に掲載された論文の一覧が表示され、見たい論文を

クリックすると、PDF 形式で全文が表示される（こ

の論文のアドレスは http://kgeography.or.kr/ 

publishing/journal/33/03/14.pdf）。 

ま た 、홍종학「한미 비교를 통한 신용카드 

문제의 분석」『응용경제』6(1), 2004.6, pp.165-

207.という論文は、RISS ではヒットしない。KSI で

はヒットするが、全文は見られない。この論文につ

いても、掲載誌の『응용경제』（応用経済）を発行

している韓国応用経済学会のホームページ

(http://www.kaae.or.kr/)のトップページで、「간

행물」（刊行物）を選択すると、『応用経済』のバッ

クナンバーが表示され、該当する巻号の該当する論

文をクリックすると、PDF 形式で全文が表示される

（この論文のアドレスは http://www.kaae.or. 

kr/images/6-1/617_hjh.PDF）。 

なお、学術論文については、RISS や KSI の他に、

韓国の国立中央図書館(http://www.nl.go.kr/search/ 

web_search/search/search_brief.php?search_mode=0)

や 国 会 図 書 館 (http://www.nanet. go.kr/dl/ 

SearchIndex. php)の OPAC、さらに、会員制だが、

ヌリメディアが教保文庫とともに運営する

DBpia(http://www.dbpia.co.kr/)などでも検索が可

能なので、RISS や KSI でヒットしなかった場合には、 

これらで書誌事項を確認し、当該論文の掲載誌を発

行している学会のホームページを確認するという方

法もある。 

 

2 新聞記事 

当館では、韓国で発行されている新聞について、

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まで、計 30 紙を所蔵している。

韓国の新聞に関する当館所蔵資料の紹介等は「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－」（本誌 3 巻 4 号, 2005.12, p.19）を参照い

ただきたい。 

新聞を、紙面の形式で見たければ、複写依頼をし

ていただく必要があるが、記事を読むだけであれば、

インターネット上で見られる場合が多い。特に、

1990 年以降の新聞については、これから述べる

KINDS で、検索から本文の閲覧まで、ほとんど可能

である。 

 

(1) KINDS 

KINDS (Korea Integrated News Database System) 

(http://www.kinds.or.kr/)は、韓国言論財団が運営

する、新聞記事を横断検索できるデータベースであ

る。 

KINDS では、中央日報を除く三大紙や、ハンギョ

レ、韓国日報など 10 紙について、1990 年以降の全

期間を対象として記事検索することができ､本文の

テキストを見ることができる。検索は、本文や見出

しに含まれている語のほか、日付や掲載面、ジャン

ルなどを絞って行なうことも可能である。ただし、

本文のイメージが表示されるわけではないため、図

表や写真等を見ることはできない。 近の新聞に掲

載された図表や写真等については、各新聞社のホー

ムページから該当記事を探したほうが、見られる可

能性は高い。 

日本では、オンラインで提供されている主要な新

聞記事データベースは、有料のサービスであるが、

韓国では、それが無料で利用できるのである。 

新聞記事というのは、過去から日々蓄積されてい

る膨大な情報源であり、それを無料で検索できるメ

リットは大きい。無料であるからこそ、単に新聞記

事を探すという目的で使用するのみならず、手がか

りの少ない情報について、何らかの糸口をつかむた

めに、Google や NAVER などの検索エンジンによって、

ウェブ上の情報を検索するのと同じような感覚で使

うこともできよう。 

KINDS ではこのほか、京郷新聞、東亜日報、ソウ

ル新聞（大韓毎日）、韓国日報については､1960 年か

ら 1989 年までの新聞紙面を、日付を指定して､PDF

形式でイメージを見ることができる。地方紙やイン

ターネット新聞なども検索できるが、記事の表示に

ついては、検索結果から、各新聞社のホームページ

内の該当記事のページにリンクするという方式をと

っている。 
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(2) 各新聞社のホームページ 

新聞社のホームページから､その記事検索ができ

るものも多い。 

例えば､朝鮮日報の記事検索サイト(http:// 

srchdb1. chosun.com/pdf/i_service/)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る。PDF

形式での紙面のイメージを見るには､有料の会員登

録が必要である。1945 年から 1989 年までについて

は、PDF 形式のみの提供であり、これも有料のサー

ビスである。 

KINDS で検索できない中央日報については、

「Joins 検索」(http://find.joins.com/）で、日付

を選択すると、その日の掲載記事の見出しが表示さ

れる。 近 1 年分の記事本文のテキストを見るとこ

ろまでは無料でできるが、それ以前の記事や、PDF

形式での紙面のイメージを見るには､有料の会員登

録が必要となっている。 

なお､三大紙及び聯合ニュース、釜山日報は日本

語のホームページを持っており､主な記事は日本語

で見ることができる。主な新聞社のホームページへ

は､アジア情報室ホームページの「AsiaLinks－アジ

ア関係リンク集－」にリンクが張ってある

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

link/east/link_kor.html#kor12)。 

 

3 政府刊行物 

政府機関が発行している統計や白書類は、重要な

情報源であり、当館でも網羅的な収集に努めている。

こういった資料についても、インターネット上で見

る方法がある。 

 

(1) 国家記録院のホームページ 

国家記録院のホームページ(http://www.archives. 

go.kr/)では、政府刊行物など、政府関係の文書が

検索できる。 

トップページで「기록물검색」（記録物検索）を

クリックし、「기록물종류별 DB」（記録物種類別デー

タベース）を選択する。さらにその中の「정부간행

물」（政府刊行物）を選択すると、キーワード、発

行機関、発行年度などから検索できるようになって

いる。キーワードに具体的な資料名（「○○白書」

等）を入れて検索すれば、同じ資料が数年分表示さ

れ、過去の刊行物をさかのぼって調べる際に、便利

である。 

しかし、国家記録院のホームページは、本稿執筆

中に、大幅に改編された。以前とは異なって、ログ

インが必要となり、専用のビューアをダウンロード

しなければ、本文の閲覧ができなくなった。検索結

果から見たい資料を選択し、「원문보기」（原文を見

る）の表示をクリックするという操作を行なえばよ

いものと思われるが、筆者のＰＣでは、設定上の問

題からか、本文が表示されなかったので、詳細は不

明である。 

(2) 各行政機関のホームページ 

政府刊行物の場合、各行政機関のホームページで、

その機関が発行している刊行物を見られる場合が多

い。 

例えば、国税庁が発行している『国税統計年報』

を見るには、国税庁のホームページ(http://www. 

nta.go.kr/)で「국세정보 서비스」（国税情報サー

ビス）をクリックする。「자료실」（資料室）の中

の「국세통계」（国税統計）を選ぶと、「국세통계 

연보」（国税統計年報）のページが開く。「총괄」

（総括）、「직접국세」（直接国税）、「간접국세」（間

接国税）、「국제조세」（国際租税）、「징수」（徴収）

といった、紙媒体の『国税統計年報』の章立てと同

じ項目が選択でき、さらに年度も選べるようになっ

ている。下位の項目を選択すると、その項目につい

ての統計がエクセルや PDF などの形式で表示される。

内容は紙媒体と全く同じものである。 

また、統一部が発行している『統一白書』を見る

には、統一部のホームページ(http://www.unikorea. 

go.kr/)から、「자료실」（資料室）－「통일부발간

물」（統一部発刊物）と選択すると、いくつかの資

料が表示され、その中に、「통일백서」（統一白書）

もある。2006 年版は zip 形式で 1 冊をまるごとダウ

ンロードできるようになっており、PDF 形式で表示

される。 

このような形で、多くの行政機関が、その機関

が発行している刊行物をホームページ上で公開し

ているため、政府刊行物については、そこを探せ

ば見つかる場合が多いであろう。各行政機関のホ

ームページへは、アジア情報室ホームページの

「AsiaLinks－アジア関係リンク集－」にリンクが張

ってある(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/ 

asia/link/east/link_kor.html#kor02)。 

 

おわりに 

これまで述べてきたように、学術論文・学位論文、

新聞記事、政府刊行物それぞれについて、インター

ネット上で本文を見るには、いずれも、検索及び本

文の閲覧ができるような、核となるサイトがある一

方で、各資料の発行機関のホームページでも本文が

見られる場合がある、という状況になっている。ど

ちらか一方でしか見られない場合もあるので、イン

ターネット上でこれらの本文を見ようとすれば、両

方にアクセスして確認することが必要であろう。 

図書館員として、所蔵資料の充実に努めることは

当然であるが、インターネットから得られる情報が

増大する今日、媒体の種類にこだわらず、あらゆる

情報のガイド役としての技能を向上させることが、

重要な課題であると思われる。 

 

（すべてのインターネットのアドレスの last 

access:2006.8.7） 
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新着参考図書目録（2006.4～2006.6） 

2006 年 4 月から 2006 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＞ 

中国共产党历史大辞典 = A dictionary of the 
history of the Chinese Communist Party / 廖盖
隆主编. -- 増订本. -- 北京 : 中共中央党校出版
社, 2001.6. -- 3 冊 ; 31cm 
ISBN: 7503522348(set) A2-C58 
初版は 1991 年刊。「总论・人物」「新民主主义革

命时期」「社会主义时期」の 3 巻からなる。1919 年
以降の約 6,000 項目を収録。「总论・人物」の排列
は、「总论」部分が主題順、「人物」部分が筆画順。
「新民主主义革命时期」「社会主义时期」は合わせ
て 9 の時期に大別し、その中をさらに「事件」「团
体・组织」「文献・著作」などに分類して、年月順
に排列。各巻末に筆画索引を付す。 
 
前四史职官辞典 / 贺旭志, 贺世庆编著. -- 北京 : 
中国文史出版社, 2003.5. -- 2, 72, 583p ; 30cm 
ISBN: 7503413301 A112-C75 

『史記』『漢書』『後漢書』『三国志』などに出現
する職官名および関連用語 7,900 余項目について、
職種、時代、語義、出典などを収録。排列は筆画順。
巻末に「中国主要朝代年表」「中国主要朝职官隶属
建简表」および拼音索引を付す。 

＜経済･産業＞ 

新世纪汉日经贸辞典 / 张录贤主编 ; 赵慧欣, 吴云
珠副主编. -- 北京 : 北京出版社, 2004.1. -- 2, 
13, 1116p ; 21cm 
ISBN: 7200022055 D2-C114 
約 55,000 の中国語に日本語、日本語よみを対照。

排列は拼音順。巻頭に部首索引を付すほか、巻末に
付録として「重要缩略语」「世界各国（地区）货币
一览表」「世界各国（地区）中央银行一览表」「计量
单位名称对照」を付す。 
 
汉英汽车综合词典 / 中国汽车技术研究中心编. -- 
北京 : 北京理工大学出版社, 2004.11. -- 2, 
1061p ; 22cm 
ISBN: 7564003804 D2-C115 
自動車の構造、設計、工学、材料などに関する中

国語 100,000 余語に英語を対照。排列は拼音順。巻
末に「国产乘用车车型」「进口车辆品牌中英文对照
译名表」など 10 の付録を付す。 
 
中国印刷企事业名录 / 中国印刷及设备器材工业协
会编. -- 北京 : 化学工业出版社, 2005.9. -- 
639p ; 26cm 
ISBN: 750256909X D4-C78 

 
中国煤炭工业企事业单位名录. 2003 年版 /《中国煤
炭工业企事业单位名录》编辑部编. -- 北京 : 煤炭
工业出版社, 2003.3. -- 443p ; 26cm 
ISBN: 7502021760 
付属資料: CD-ROM1 枚 D4-C79 
 
中国汽车工业协会会员名录 / 中国汽车工业协会编. 
-- 北京 : 中国大地出版社, 2005.3. -- 64, 547p, 
図版 3枚 ; 29cm 
ISBN: 7800977463 D4-C80 
 
中国包装工业黄页 = China packing yellow pages. 
2004 年版 / 中国包装技术协会, 北京国联黄页信息
技术研究所编. -- 北京 : 中国财政经济出版社, 
2004.5. -- 1 冊 ; 30cm 
ISBN: 7500573278 D4-C81 
 
中国农业机械制造业厂商名录 / 中国农业机械工业
协会, 机械工业出版社《名录》编辑部编. -- 北京 : 
机械工业出版社, 2006.1. -- 302p, 図版 8p ; 29cm 
ISBN: 7111128583 D4-C82 
 
新中国五十五年统计资料汇编 = China compendium 
of statistics : 1949-2004 / 国家统计局国民经济
综合统计司编. -- 北京 : 中国统计出版社, 
2005.12. -- 57, 1156p ; 31cm 
ISBN: 7503748095 DT191-C9-C11 
 
中国钢铁工业五十年数字汇编 / 《中国钢铁工业五
十年数字汇编》编辑委员会编. -- 北京 : 冶金工业
出版社, 2003.1. -- 2 冊 ; 26cm 
ISBN: 7502431837(set) DT653-C1 

＜社会・労働＞ 

中国城市地价状况 = Status of cities land price 
in China / 国土资源部土地利用管理司, 中国土地
勘测规划院[編]. -- 北京 : 地质出版社, 2004.12. 
-- 128p ; 28cm 
ISBN: 7116042881 EF53-C14 

＜歴史・地理＞ 

中国高速公路图集 / [《中国高速公路图集》编委会
編 ]. -- 北京 : 人民交通出版社, 2003.1. -- 
307p ; 21cm 
ISBN: 7114041527 G72-C110 
 
吐鲁番文书总目. 日本収藏卷 / 陈国灿, 刘安志主
编. -- 武昌 : 武汉大学出版社, 2005.6. -- 1, 3, 
2, 1, 629p, 図版 1 枚 ; 27cm. --（武汉大学学术
丛书） 
ISBN: 730704448X GE2-C171 
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日本の大学、博物館、個人などが所蔵する吐魯番
文書約 10,000 点について、文書名、大きさ、残存
状態、関連文献などを収録。排列は所蔵機関の所在
地順。巻末に「吐鲁番文书研究参考论者目录」を付
す。 
 
國立故宮博物院所藏族譜簡目 / 陳龍貴主編. -- 臺
北 : 國立故宮博物院, 2001.4. -- 2, 2, 8, 841p ; 
27cm 
ISBN: 9575623940 GE2-C172 
同院が所蔵する中国、朝鮮、琉球の族譜約 10,300

種（マイクロフィルム 3,156 巻、紙本約 200 冊）に
ついて、書名、巻数、著者、版本、冊数、マイクロ
フィルム番号、原本の所蔵機関を収録。マイクロフ
ィルムは「中國族譜」「域外族譜」に大別し、その
中をいくつかに分類して、姓の筆画順、地域順、刊
行年代順に排列。紙本は「附錄」として姓の筆画順、
地域順、刊行年代順に排列。 
 
香港史研究書目題解 = An annotated bibliography 
of Hong Kong history / 李培徳編. -- 香港 : 三
聯書店（香港）, 2001.3. -- 36, 231p ; 26cm 
ISBN: 962041649X GE2-C173 
19 世紀から 1998 年 12 月までの間に出版された香

港の歴史に関する中国語、英語、日本語の図書
2,853 タイトルについて、書名、著者名、出版事項、
所蔵機関などを収録。「通論」「政法外交」「經濟」
など 10 に大別し、さらにその中を細分類して書名
の筆画順、アルファベット順に排列。253 タイトル
には解題を付す。 
 
西域地名词典 / 冯志文 [ほか] 编著. -- 乌鲁木
齐 : 新疆人民出版社, 2002.10. -- 87, 599p ; 
21cm 
ISBN: 7228066723 GE11-C31 
新疆を中心とする西域の古今の地名、山川名、名

所旧跡など 5,200 余項目を収録。排列は拼音順。 
 
中國地方志宋代人物資料索引續編 / 王蓉貴, 沈治
宏編撰. -- 成都 : 四川辭書出版社, 2002.5. -- 4
冊 ; 21cm 
ISBN: 7805439850(set) GE12-C104 

『中國省志彙編』（臺灣華文書局 1967 年刊）『中
國邊疆叢書』（臺灣文海出版社 1966 年刊）『長白叢
書初集』（吉林文史出版社 1986 年刊）所収の 19 の
地方誌に掲載されている宋代の人物に関する記述約
104,000 件を収録。排列は姓名の四角号碼順。 

＜哲学・宗教＞ 

經學研究論著目録 : 1993-1997 / 林慶彰, 陳恆嵩
主編 ; 漢學研究中心[編]. -- 臺北 : 漢學研究中
心, 2002.4. -- 3 冊 ; 25cm. --（漢學研究中心叢
刊 ; 目録類第 9-3 種） 
ISBN: 9576783372(set（平裝）) H1-C6 
1993 年から 1997 年までの間に国内外で発表され

た経学に関する単行書、雑誌論文、博士論文、会議
論文など約 18,000 タイトルを収録。「群經總論」
「周易」「尚書」など 14 に大別し、その中をさらに
細分類して排列。下冊巻末に「收錄期刊報紙一覽
表」「收錄論文集一覽表」を付すほか、筆画順の作
者索引を付す。 
 

十三經辭典 / 十三經辭典編纂委員會編. -- 西安 : 
陝西人民出版社, 2002.11-. -- 冊 ; 31cm 
ISBN: 7224063665（毛詩卷）; 7224063673（春秋穀
梁 傳 卷 ） ; 722406047X （ 論 語 卷 ・ 孝 經 卷 ） ; 
7224060488（孟子卷） HB23-C35 
底本は『十三經注琉』（中華書局 1980 年刊）。「毛

詩卷」「春秋穀梁傳卷」「論語卷」「孝經卷」「孟子
卷」などからなり、各巻はそれぞれ「辭典正文」と
「詞語索引」からなる。「辭典正文」は各経書に現
れる漢字、熟語などについて出現回数、釈義、引用
文、該当頁数を収録。排列は部首順。「詞語索引」
は部首順の逐字索引。各巻頭に拼音索引、四角号碼
索引を付すほか、各巻末に経書の原文、参考文献目
録、「唐開成石經拓片（縮印件）」などを付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

二十世纪中国音乐期刊篇目汇编 / 王文如编. -- 北
京 : 文化藝術出版社, 2005.11. -- 2 冊 ; 30cm 
ISBN: 7503928298(set) KD1-C12 
「上（1906-1949）」「下（1950-2000）」の 2 部分

からなる。1906 年から 2000 年 12 月までの間に創刊
された音楽雑誌約 270 タイトルについて、誌名、編
集者、出版者、刊行頻度、創刊年、停刊年、目次情
報などを収録。上の排列は創刊年順。下は「音乐理
论」「会刊・通讯」など 7 に分類し、その中を創刊
年順に排列。 
 
崐曲辤典 / 洪惟助主編. -- 宜蘭 : 國立傳統藝術
中心, 2002.5. -- 2 冊 ; 30cm 
付属資料: CD-ROM2 枚 
ISBN: 9570110112(set) KD2-C21 
呉中昆曲を中心に昆曲に関する 5,700 余項目、図

版 800 余幅を収録。「總類」「作品與理論」「音楽」
「表演藝術」「舞台美術」「組織」「演出場所」「演出
習俗・軼聞傳説・俗語行話及其他」の 8 に大別し、
その中をさらにいくつかに分類して年代順に排列。
巻末に「大事年表」など 11 の付録と筆画索引を付
す。 
 
汉蒙词典 / 内蒙古自治区社会科学院蒙古语言文字
研究所编 ; 达・巴特尔主编. -- 第 3 版. -- 北
京 : 民族出版社, 2005.5. -- 71, 1909p ; 27cm 
ISBN: 7105067063 KJ112-C9 

前版は 1983 年刊。約 160,000 語の中国語にモン
ゴル語を対照。排列は拼音順。巻頭に部首索引、巻
末に「中国历代纪元表」など 15 の付録を付す。 
 
闽方言研究专题文献辑目索引 : 1403-2003 / 张嘉
星辑著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2004.10. 
-- 4, 8, 2, 11, 6, 732p ; 21cm. --（闽南文化研
究丛书） 
付属資料: CD-ROM1 枚(ISBN: 790016605X) 
ISBN: 7801902327 KK11-C13 
1403 年以降に国内外で発行された閩方言に関する

文献 8,399 件について、著者、論題、収録書刊名、
刊行年などを収録。「中文（含海外华文）文献目录」
「日文文献目录」「希文文献目录」「闽方言专题目录
索引」「补遗」の 5 に大別し、その中をさらにいく
つかに分類して年代順に排列。巻末に「作者索引」
「篇名关键词/主题词索引」「篇名未排词表」の 3 の
索引と「出版机构简称全称对照表」など 3 の表を付
す。 
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汉大汉语规范大字典 / 汉语大词典编纂处编 ; 范崇
俊主编. -- 上海 : 汉语大词典出版社, 2004.12. -
- 8, 1190p ; 27cm 
ISBN: 7543209411 KK12-C240 
『汉语大词典简编』（汉语大词典出版社 1998 年

刊）の修訂増補。約 22,000 字を収録。排列は拼音
順。巻末に「汉字部首表」「笔画检字表」など 11 の
付録を付す。 
 
现代汉语新词语词典 / 《现代汉语新词语词典》编
委会编 ; 林志伟, 何爱英主编. -- 北京 : 商务印
书馆国际, 2005.1. -- 13, 1053p ; 21cm 
ISBN: 7801034007 KK12-C241 

1970 年代以降に現れた約 10,000 語を収録。排列
は拼音順で、後に数字順の「数字词」とアルファベ
ット順の「字母词」を置く。巻末に「现代汉语语法
简表」など 5 の付録および筆画索引を付す。 
 
新现代汉语双语词典 = A new modern Chinese 
dictionary with English translation / 《新现代
汉语双语词典》编写组编. -- 第 2 版, 双色版. -- 
延吉 : 延边大学出版社, 2004.4. -- 67, 1402p ; 
22cm. --（太白丛书） 
付属資料: CD-ROM1 枚 
ISBN: 7563418342 KK12-C242 
親字約 10,000 字、見出し語約 48,000 語について、

語義、用例などを収録。見出し語には英訳を対照。
排列は拼音順。巻頭に部首索引と筆画索引、巻末に
「中国历代纪元表」など 10 の付録を付す。 
 
当代汉语新词词典 / 曲伟, 韩明安主编. -- 北京 : 
中國大百科全書出版社 , 2004.4. -- 6, 110, 
1367p ; 22cm 
ISBN: 7500070241 KK12-C243 

前版タイトルは『新语词大词典』(黑龙江人民出
版社 1990 年刊)。1949 年から 2003 年までの間に現
れた約 15,400 語について、語義、用例などを収録。
排列は拼音順。巻末に「中国历代纪元表」など 11
の付録および「词目分期分类索引」を付す。 
 
中华成语大词典 / 《中华成语大词典》编写组编. -
- 第 2 版. -- 延吉 : 延边大学出版社, 2004.4. -- 
24, 1182p ; 22cm. --（太白丛书） 
ISBN: 7563418091 KK12-C244 

成語 18,000 余語について、語義、用例、出典な
どを収録。排列は拼音順。巻末に筆画索引を付す。 
 
新世纪现代汉语词典 / 王同亿著. -- 北京 : 京华
出版社, 2001.1. -- 5, 1749p ; 22cm 
ISBN: 7806005633 KK12-C245 

親字約 12,500 字、見出し語 71,320 語を収録。排
列は親字の拼音順。巻末に「数字及西文字母开头的
词语」「起笔部首检字表」など 9の付録を付す。 
 
汉语新成语词典 : 1919－2001 / 史式, 赵培玉编著. 
-- 增订本. -- 銃庆 : 重慶出版社, 2002.5. -- 80, 
376p ; 21cm 
ISBN: 7536657625 KK12-C247 
初版は 1986 年刊。1919 年から 2001 年までに刊行

された著作に現れた成語 3,692 語について語義、用
例などを収録。排列は拼音順。巻末に筆画索引を付
す。 
 

成语大词典 / 《成语大词典》编委会编. -- 彩色版. 
-- 北京 : 商务印书馆国际, 2004.10. -- VI, 12, 
1433p ; 22cm 
ISBN: 7801033868 KK12-C248 
成語 17,000 余語について語義、用例、出典など

を収録。排列は拼音順。巻末に筆画索引を付す。 
 
中华成语词典 / 《中华成语词典》编委会编. -- 北
京 : 商务印书馆国际, 2006.1. -- vi, 14, 1001p ; 
19cm 
ISBN: 780103435X KK12-C249 
成語 8,000 余語について語義、用例、出典などを

収録。排列は拼音順。巻末に筆画索引を付す。 
 
楚文字编 / 李守奎编著. -- 上海 : 華東師範大學
出版社, 2003.12. -- 3, 38, 997p ; 27cm 
ISBN: 7561732422 KK24-C108 

2000 年までに公表された楚文字約 5,000 字につい
て、銅器、貨幣、簡牘、帛書、璽印などから採取し
た字影を収録。排列は『説文解字』の字順でその後
に「合文」「附録」を置く。巻末に筆画索引、四角
号碼索引、参考文献を付す。 
 
中國民族文字與書法寶典 / 关东昇主编. -- 北京 : 
中国大百科全書出版社, 2001.10. -- 559p ; 29cm 
ISBN: 7500064942 KK24-C110 
25 民族の文字や書法について形成、発展、作品な

どを解説。「满族」「锡伯族」「蒙古族」など 25 章か
らなる。 
 
现代汉语歇后语规范词典 / 李行健主编. -- 长春 : 
长春出版社, 2001.1. -- 33, 287p ; 20cm 
ISBN: 7806641327 KK32-C72 
しゃれことば 2,000 余語について意味、用例など

を収録。排列は拼音順。巻頭に筆画索引、巻末に
「汉语拼音方案」「标点符号用法」など 6 の付録を
付す。 
 
常见数序缩略语词典 / 姚建元主编. -- 济南 : 山
东大学出版社, 2001.5. -- 3, 3, 43, 290p ; 19cm 
ISBN: 7560722237 KK32-C73 
語中に数字を含む略語 2,280 余語について語義な

どを収録。「一部」「二（双、两）部」「百部」など
13 部に大別し、その中を字数、筆画の順に排列。巻
末に「不易读准的姓氏人名表」「经传中出现的记日
别名表」などの 6の付録を付す。 
 
汉语歇后语词典 / 周静琪, 于秀玲主编 ; 《汉语歇
后语词典》编委会编纂 ; 李可欣责任编辑. -- 北
京 : 商务印书馆国际, 2006.1. -- 4, 1423p ; 
20cm. -- （汉语言文化工具书系列） 
ISBN: 7801034309 KK32-C75 
しゃれことば 7,000 余語について、意味、用例な

どを収録。「喻人篇」「喻事篇」「喻物篇」の 3 編に
大別し、さらにいくつかに分類して、その中を拼音
順に排列。巻末に筆画索引を付す。 
 
汉语谚语词典 / 安丽琴, 何爱英主编 ; 《汉语谚语
词典》编委会编纂 ; 盛艳玲责任编辑. -- 北京 : 
商务印书馆国际, 2006.1. -- 4, 1699p ; 20cm. -- 
（汉语言文化工具书系列） 
ISBN: 7801034317 KK32-C76 
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ことわざ 10,000 余語について、意味、用例など
を収録。「一 性格・修养」「二 交往・处事」「七 
认识・规律」など 7 に大別し、その中を拼音順に排
列。巻末に筆画索引を付す。 
 
新华谚语词典 / 商务印书馆辞书研究中心编. -- 北
京 : 商務印書館, 2005.12. -- 4, 2, 5, 570p ; 
19cm 
ISBN: 7100044359 KK32-C77 

ことわざ 5,000 余語について、意味、用例を収録。
排列は拼音順。巻末に「主要引书目录」および筆画
索引を付す。 
 
新华同义词词典 : 中型本 / 张志毅, 张庆云编著. 
-- 北京 : 商務印書館, 2005.12. -- 8, 47, 50, 
756p ; 19cm 
ISBN: 7100043042 KK32-C78 

『简明同义词典』（上海辞书出版社 1981 年刊）の
増補改訂。同義語 1,300 余組、3,600 余語について、
語義、異同、用例などを収録。排列は各組一字目の
漢字の拼音順。巻頭に拼音順の語彙索引、巻末に筆
画順の語彙索引を付す。 
 
元人文集篇目分類索引 / 陸峻嶺編. -- 第 2 版. -- 
北京 : 中華書局, 2002.6. -- 2, 9, 4, 538p ; 
27cm 
ISBN: 7101020674 KK61-C59 
元代の別集 151 種と総集 3 種および明初期の別集

16 種を収録。「人物傳記部分」「史事典制部分」「藝
文雜撰部分」の 3 部分からなる。「人物傳記部分」
は「（甲）男子」「（乙）婦女」「（丙）釋道」「（丁）
有性無名者」に分類して、その中を人名の筆画順に
排列。「史事典制部分」は分類ごとの作者時代順、
「藝文雜撰部分」は四部分類順に排列。巻頭に「文
集目録」「文集作者索引」を付す。 
 
漢賦辭典 / 費振剛, 仇仲謙. -- 北京 : 北京大學
出版社, 2002.12. -- 10, 901p ; 21cm 
ISBN: 7301009909 KK62-C98 

『史記』『漢書』『後漢書』『文選』などに所収の
漢賦に出現する文字 6,170 余字および語彙 20,000
余語について、字義、語義、用例、出典などを収録。
排列は部首順。 
 
中国古代小说俗语大词典 / 翟建波编著. -- 上海 : 
汉语大词典出版社, 2002.9. -- 2, 2, 12, 11, 
1400p ; 21cm 
ISBN: 7543206862 
主要参考书目: p1397 KK62-C99 

宋から清までの大衆小説 520 余編に出現すること
わざ 20,000 余語について、意味、用例、関連表現
を収録。排列は拼音順。巻頭に筆画索引、巻末に引
用書名索引を付す。  

＜科学技術＞ 

中華民國科技機構名録. 94 年版(2005) / 行政院國
家科學委員會[編]. -- 台北 : 行政院國家科學委員
會, 2005.12. -- xx, 535p ; 21cm M8-C6 
 

中国古植物学(大化石)文献目录 : 1865-2000 : 汉
西文对照 / 周志炎, 吴向午主编. -- 合肥 : 中国
科学技术大学出版社, 2002.12. -- VVII, 231, IX, 
307p ; 27cm 
副 標 題 紙 標 題 :Chinese bibliography of 
palaeobotany : megafossils : 1865-2000 : in 
Chinese and Western languages 
ISBN: 7312013317 ME1-C1 
中国の古植物学に関する文献約 3,000 件について、

著者、論題、刊行年、収録書刊名、掲載箇所などを
収録。中国語部分と欧文部分の 2 部からなる。中国
語部分は、「古植物学总论」「古生代植物」「中生代
植物」など 6 分野に分け、それぞれ著者名（外国人
名は漢字表記）の筆画順に排列。欧文部分は中国語
部分と同内容を欧文表記とし、各分野ごとに著者名
（中国人名は拼音表記）のアルファベット順に排列。
各部分の後に「中国古植物学和相关学科期刊和不定
期出版品名录」「著作者汉文姓名、西文或汉语拼音
姓名索引」「单位（集体作者）汉文和西文或汉语拼
音名称索引」を付す。 
 
新英汉电信及网络辞典 = New English-Chinese 
dictionary of telecom and network / 新英汉电信
及网络辞典》编委会编. -- 北京 : 中国科学技术大
学出版社, 2003.5. -- V, 808p ; 22cm 
参考文献: p[809] 
ISBN: 7030105044 ND2-C12 
通信・ネットワーク技術に関する英語約 10,000

語について、中国語訳と解説を収録。排列は数字、
アルファベットの順。巻末に「缩略语（索引）」「中
文词条索引」を付す。 
 
汉英冶金工业词典 = A comprehensive Chinese-
English dictionary of metallurgical industry  
/ 明举新主编. -- 長沙 : 中南大学出版社, 2001.2. 
-- 25,1892p ; 19cm 
ISBN: 781061293X PD2-C9 

冶金工業・技術および関連分野の用語 110,000 余
語について中国語と英語を対照。排列は拼音順で、
その後に数字、アルファベットで始まる語を置く。
巻末に付録として「计量单位表」「化学元素表」を
付す。 
 
现代英汉生物工程词典 = Modern English-Chinese 
dictionary of biotechnology / 诸葛建, 王正祥主
编. -- 北京 : 科学出版社, 2003.1. -- iii, 
972p ; 21cm 
ISBN: 7030094816 RA2-C12 
バイオテクノロジーに関する英語約 10,000 語につ

いて、中国語訳と解説を収録。排列はアルファベット
順。巻末に「生物工程类期刊名录」など 3 の付録のほ
か、参考文献、拼音順の「中文词目索引」を付す。 
 
汉英中医学词典 = A Chinese-English dictionary 
of traditional Chinese medicine / 刘伟, 崔珂主
编. -- 开封 : 河南大学出版社, 2004.7. -- 2, 
128, 438p ; 21cm 
ISBN: 7810912593 SC2-C31 
中国医学に関する用語約 8,500 語について、英語

訳または英語の解説を収録。「阴阳五行」「脏腑」
「气血」など 16 に分類し、それぞれ拼音順に排列。
巻末に「二十四节气」「天干地支」「历代名医录」な
ど 6の付録を付す。 
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＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

山東師範大學圖書館館蔵古籍書目 / 張宗茹, 王恆
柱編纂. -- 濟南 : 齊魯書社, 2003.5. -- 8, 2, 2, 
4, 741p ; 27cm 
ISBN: 7533307356 UP72-C60 
約 10,000 タイトルについて、書名、巻数、著者、

版本、冊数、版式、索書号などを収録。排列は四部
分類順でその後に「叢書」「善本」を置く。「善本」
のなかは、さらに四部分類、叢書の順に排列。巻末
に拼音順の書名索引、著者索引を付す。 
 
美國俄亥俄州立大學圖書館中文古籍書録  = A 
descriptive catalogue of Chinese classic books 
in the Ohio State University Library / 李國慶
編著. -- 桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.9. -- 
2, 1, 7, 172p, 図版 4p ; 27cm 
ISBN: 7563342346 UP72-C61 
オハイオ州立大学図書館所蔵の 252 タイトルにつ

いて、書名、巻数、冊数・函数、著者、版本、行款、
版式、請求記号などを収録。排列は四部分類でその
後に「叢書」を置き、さらに付録として四部分類順
の「日本刻本」「朝鮮刻本」を置く。巻末に画数順
の著者索引、書名索引を付す。 
 
大連圖書館藏滿鐵資料目録 / 大連圖書館編. -- 沈
陽 : 遼寧人民出版社, 2002.3. -- 27, 1441p ; 
27cm 
ISBN: 7205044669 UP115-C34 
大連図書館所蔵の旧満鉄大連図書館蔵書のうち、

既存の分類目録に未収の約 25,000 タイトルについ
て、書名、著者名、出版地、出版社、ページ数、大
きさ、図書記号などを収録。排列は旧満鉄大連図書
館の和漢図書分類表による。 
 
日本語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

中国組織別人名簿 = China directory. 2006 年版 
/ ラヂオプレス編. -- 川崎 : RP プリンティング, 
2005.12. -- 563,105p ; 22cm 
ISBN: 4947638338 A2-H29 
 
中国契約マニュアル : 主要契約条項の日中対照文
例集 / 曾我貴志監修. -- 東京 : 中央経済社, 
2006.3. -- 351p ; 21cm 
ISBN: 4502938106 AC9-531-H3 

＜経済･産業＞ 

中国税務・会計ハンドブック / 中央青山監査法人,
中央青山編 ; 簗瀬正人,齊藤公彦著. -- 第 3 版. -- 
東京 : 東洋経済新報社, 2006.3. -- 781p ; 22cm 
ISBN: 4492610529 DG161-H14 
 
中国会社情報 : 香港上場厳選 210 社. 2005 年 冬号. 
-- 東京 : アポロコミュニケーション, 2005.11 ; 
東京 : ディーアンドエー（発売）. -- 479p ; 
21cm. -- (Apollo mook) 
ISBN: 490191586X Y94-H15726 

＜歴史・地理＞ 

唐代墓誌所在総合目録 / 氣賀澤保規編. -- 新版. 
-- 東京 : 明治大学文学部東洋史研究室, 2004.3 ; 
東京 : 汲古書院（発売）. -- 333p ; 19×26cm. -
-（明治大学東洋史資料叢刊 ; 3） 
ISBN: 4762995029 GE277-H4 
 
2005 年の中国情勢 / 新華社=中国通信編. -- [川
口] : 日本僑報社, 2006.2 印刷. -- 1 冊 ; 26cm. 
--（新世紀の中国情勢シリーズ ; 5） 
ISBN: 4861850312 GE341-H171 

＜芸術・言語・文学＞ 

書作のための篆書字典 / 二瀬西恵編. -- 東京 : 
木耳社, 2006.3. -- 556p ; 22cm 
ISBN: 4839328927 KC612-H19 
 
ポケットプログレッシブ中日・日中辞典  = 
Shogakukan pocket progressive Chinese 
dictionary : 2 色刷 / 武信彰,山田眞一,古川裕,森
宏 子 編 . -- 東 京  : 小 学 館 , 2006.3. -- 
13,85,1373p ; 17cm 
ISBN: 4095061510 KK12-H40 
 
中国語新語辞典 / 金丸邦三監修 ; 呉侃編著. -- 4
訂版. -- 東京 : 同学社, 2006.4. -- 340p ; 19cm 
ISBN: 4810202666 KK12-H41 
 
新語・流行語から中国の「今」を見る! / 文彬,斉
藤新代共著. -- 東京 : 国際語学社, 2006.4. -- 
289p ; 19cm 
ISBN: 4877312994 KK32-H20 
 
講談社日中辞典 / 相原茂編. -- 東京 : 講談社, 
2006.3. -- 2202p ; 19cm 
付属資料: CD-ROM1 枚(12cm) 
ISBN: 406265332X YU7-H3444 

＜科学技術＞ 

日本語-中国語技術・工業用語辞典 / 李榮標編著. 
-- 東京 : 国際語学社, 2006.2. -- 246p ; 19cm 
ISBN: 4877312943 M3-H8 
 
日中英対照物理用語辞典 = Japanese-Chinese-
English physics dictionary / 日中英用語辞典編
集委員会編. -- 普及版. -- 東京 : 朝倉書店, 
2006.2. -- 516p ; 22cm 
ISBN: 4254130961 MC2-H12 
 
日中英対照生物・生化学用語辞典 = Japanese-
Chinese-English organism and biochemistry 
dictionary / 日中英用語辞典編集委員会編. -- 普
及版. -- 東京 : 朝倉書店, 2006.2. -- 501p ; 
22cm 
ISBN: 4254171277 RA2-H60 
 
中国貿易魚介図鑑 : 東シナ海版 / マルハ株式会社
アジア事業部監修 ; 姚祖榕,吉田信夫共著. -- 東
京 : 成山堂書店, 2006.2. -- 142p ; 21cm 
ISBN: 4425882415 RB2-H72 
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ハーマン医学用語辞典 : 英日中・日英中 = 
Medical dictionary HerMan : English-Japanese-
Chinese・Japanese-English-Chinese / 谷口雅紹著. 
-- 鴻巣 : メデカジャパン・ラボラトリー, 
2006.3 ; 東京 : イデア出版局（発売）. -- 
2728,7p ; 22cm 
奥付のタイトル: ハーマン英日中医学用語辞典 
ISBN: 4900561401 SC3-H34 
 
欧文の部 

＜歴史・地理＞ 

Encyclopedia of contemporary Chinese culture / 
edited by Edward L. -- London ; New York : 
Routledge, 2005. -- xxxiv, 786 p. ; 26 cm 
ISBN: 0415241294 GE8-B27 (GE8-P108) 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

한국정치사상사 / 조휘각 지음. -- 고양 : 인간사랑, 
2004.11. -- 375p ; 23cm 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8974181681 
(韓国政治思想史) A24-K11 
 
한국의 정당정치 : 제 1 공화국부터 제 5 공화국까지 
체계론적 분석 / 호광석 지음. -- 서울 : 들녘, 
2005.4. -- 424p ; 23cm 
文献あり 
ISBN: 8975274810 
(韓国の政党政治 : 第 1 共和国から第 5 共和国まで
の体系論的分析) A56-K4-K10 
 
북한의 대남정책 : 지속성과 변화, 1948~2004 = 
Change and continuity in North Korea's policy 
towards South Korea / 정봉화 지음. -- 개정판. -- 
파주 : 한울, 2005.3. --（한울 아카데미 ; 730） 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8946033649 
(北韓の対南政策 : 持続性と変化、1948～2004) 
 A76-K65 
 
제 17 대 국회의원선거총람 : 2004.4.15 시행 / 
중앙선거관리의원회[編]. -- 과천 : 중앙선거관리의원회, 
2004.11. -- 1325p ; 27cm 
(第 17 代国会議員選挙総覧 : 2004.4.15 施行) 
  AK4-251-K19 
 
제 16 대 대통령선거총람 : 2002.12.19 시행 / 
중앙선거관리위원회[編]. -- 과천 : 중앙선거관리위원회, 
2003.7. -- 693p ; 27cm 
(第 16 代 大統領選挙総覧 : 2002.12.19 施行) 
 AK4-251-K20 
 

공무원인사개혁백서 : 중앙인사위원회 제 2 기 = 
Civil service commission white paper : the second 
term 2002-2005 / 중앙인사위원회[編]. -- 서울 : 
중앙인사위원회, 2005.9. -- 655p ; 25cm 
年表あり 
(公務員人事改革白書 : 中央人事委員会第 2期) 
 AK4-311-K32 
 
제 3 회 지방선거 투표행태 = Trial-heats of the 
2002 local government elections / 
한국갤럽조사연구소[編]. -- 서울 : 한국갤럽, 
2003.2. -- 322p ; 26cm. --（선거연구 ; 6） 
(第 3 回地方選挙投票行態) AK4-391-K22 
 
문화정책백서 / 문화관광부 문화정책국 문화정책과, 
한국문화관광정책연구원 편집. -- 서울 : 문화관광부. 
-- 冊 ; 26cm  
2004(2005.3)～ 
(文化政策白書) Z41-AK380 
 
고용보험백서 / 고용정책본부 고용보험정책팀 편집. 
-- 과천 : 노동부. -- 冊 ; 25cm  
2005 년판(2005.11)～ 
(雇用保険白書) Z41-AK385 

＜経済・産業＞ 

한국경제의 이해 / 강인수[ほか]지음. -- 서울 : 
교보문고, 2005.2. -- 464p ; 27cm 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8970856501 
(韓国経済の理解) DC147-K80 
 
한국의 산업 : 2005 / 한국산업은행 산은경제연구소 
편집. -- 서울 : 한국산업은행, 2005.9-12. -- 2 冊 ; 
25cm 
(韓国の産業 : 2005) DC147-K81 
 伝統主力・IT 産業編と部品・素材産業編の 2 冊か
らなる。自動車、造船、一般機械、石油化学、繊維
等 13 業種について各産業の概要、動向、経営成果、
展 望 等 を 表 を 交 え な が ら 記 述 。 各章末 に
参考文献、各巻末に索引を付す。 
 
대한민국 재테크사 / 김대중 지음. -- 서울 : 
원앤원북스, 2005.8. -- 423p ; 24cm 
文献あり 
ISBN: 8990966582 
(大韓民国財テク史) DC147-K82 
 
한국경제의 이해 / 주성환, 김진욱, 민동기著. -- 
서울 : 貿易經營社, 2005.2. -- xiv, 279p ; 27cm 
索引あり 
ISBN: 8946803142 
(韓国経済の理解)  DC147-K83 
 
현장에서 본 한국경제 30 년 : 부가세에서 
IMF 사태까지 / 강만수 지음. -- 서울 : 
삼성경제연구소, 2005.5. -- 593p ; 23cm 
索引あり 
ISBN: 8976332571 
(現場から見た韓国経済 30 年 : 付加税から IMF 事
態まで) DC147-K84 
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새로운 한국경제발전사 : 조선후기에서 20 세기 
고도성장까지 / 李大根[ほか]저. -- 파주 : 나남출 
판, 2005.9. -- 596p ; 24cm. -- (나남신서 ; 
1113) 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8958010290(set) ; 8958010304 
(新しい韓国経済発展史 : 朝鮮後期から 20 世紀高
度成長まで) DC147-K85 
 
중국의 산업 = China's industrial report / 
한국무역협회 무역연구소[編]. -- [서울] : 
한국무역협회 무역연구소, 2005.11. -- 275p ; 
26cm 
ISBN: 8983930926(2005) 
(中国の産業) DC157-K5 
 
한국최고의 브랜드 = The best brand in Korea : 
글로벌 브랜드를 꿈꾸는 / 김승범 지음. -- 서울 : 
흐름출판, 2005.9. -- 349p ; 23cm 
ISBN: 8990872170 
(韓国 高のブランド : グローバルブランドを夢見
る) DH411-K8 
 
건설교통정보화백서 / 건설교통부 정보화담당관실 
[編]. -- 과천 : 건설교통부 정보화담당관실, 
2004.12. -- xxi, 660p ; 26cm 
제 3 집 
(建設交通情報化白書) DK21-K1 
 
교통통계 및 문헌조사 / 건설교통부[編]. -- 
고양 : 교통개발연구원, 2005.4. -- 356p ; 30cm. 
-- (2004 년 국가교통 DB 구축사업 ; 2) 
(交通統計及び文献調査)  DT693-K5 
 
주요무역동향지표 = Main trade indicators -- 
서울 : 한국무역협회, -- 冊 ; 22cm  
2005(2005.4)～ 
(主要貿易動向指標)  Z41-AK379 
地域別及び品目別の輸出入、主要国の貿易、国際

収支、為替、競争力指標等の統計データを掲載。デ
ータによっては、数十年前の数値も掲載し、過去の
データと比較。英文併記。 
 
上場會社 經營人名錄 -- 서울 : 韓國上場會社協議會. 
-- 冊 ; 27cm  
2005(2005.7)～ Z41-AK381 
  655 の上場会社の役員について、氏名のローマ字
表記、役職、担当業務、生年月日、出身地、住所、
学歴、経歴等の人物情報を掲載。会社名のハングル
字母順に排列。巻末に人名のハングル字母順の索引
を付す。 
 
농촌생활지표 = The rural living indicators -- 
수원 : 농촌진흥청 농업과학기술원 농촌자원개발연 
구소. -- 冊 ; 26cm  
2004(2005.10)～ 
(農村生活指標) Z41-AK382 
 
임업관측사업 -- 서울 : 한국농촌경제연구원. -- 
冊 ; 30cm  
2005.12(2005.12)～ 
(林業観測事業) Z41-AK383 

＜社会・労働＞ 

한국논쟁100 / 강준만 엮음. -- 서울 : 인물과사상사, 
2005.10. -- 671p ; 23cm 
文献あり 
ISBN: 8959060186 
(韓国論争 100)  EB98-K7 
 
한국시민사회운동 15 년사 : 1987-2002 = Korean 
civil society and NGOs / 한국시민사회연감 
편찬위원회[編]. -- 서울 : 시민의신문, 2004.11. -
- 939p ; 26cm 
索引あり 
ISBN: 8988163176 
(韓国市民社会運動 15 年史 : 1987-2002) EF5-K3 
 
생활시간조사보고서 : 2004 = Report on the time 
use survey / 통계청[編]. -- 대전 : 통계청, 2005.8. 
-- 3 冊 ; 26cm 
ISBN: 8958010290(set) ; 8958010304(1) ; 
8958010312(2) ; 8958010320(3) 
(生活時間調査報告書)  EF11-K3 
 2004 年に行われた第二次生活時間調査の報告書。
満 10 歳以上の約 3 万 2 千人を対象に面接調査を実
施。生活時間量編、時間帯別行為者比率編、地域別
生活時間編の 3巻からなる。英文併記。 
 
한국인의 생활환경 / 안옥희[ほか]저. -- 개정. -- 
경산 : 영남대학교 출판부, 2005.3. -- 263p ; 26cm 
文献あり 
ISBN: 8975812812 
(韓国人の生活環境)  EG295-K6 
 
한국 근대 노동사와 노동 운동 / 김경일 지음. -- 
서울 : 문학과지성사, 2004.7. -- 528p, 図版 4 枚 ; 
23cm. -- (사회사연구총서 ; 5) 
索引あり 
ISBN: 8932015228 
(韓国近代労働史と労働運動)  EL235-K5 
 
産業災害 現況分析 -- [과천] : 노동부. -- 冊 ; 26cm 
2004 年度(2005.12)～ Z41-AK140 
 
한국시민사회연감 = Korea civil society yearbook -
- 서울 : 시민의신문.  2003-. -- 冊 ; 26cm  
ISSN: 15998606  
2003(2003)～ 
(韓国市民社会年鑑) Z41-AK378 
 
한국의 고용구조 -- 서울 : 중앙고용정보원. -- 
冊 ; 26cm 
2005(2005.12)～  
(韓国の雇用構造)  Z41-AK384 

＜教育＞ 

전국문화기반시설 총람 -- 서울 : 문화관광부. -- 
冊 ; 26cm  
2003(2003.3)～ 
(全国文化基盤施設総覧) Z41-AK386 
  全国の図書館、博物館、美術館、文化の家、文芸
会館等の各文化基盤施設の現況について、所蔵資料
数、職員数、運営主体、定期休館日、住所等を、16
市道別に掲載。 
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＜歴史・地理＞ 

조선민속사전 / 조대일[ほか]집필. -- [평양] : 과 
백과사전출판사, 2004.10. -- 378p ; 26cm.  
ISBN: 9946100118 
(朝鮮民俗辞典) GE8-K22 

衣食住や冠婚葬祭、祝祭、遊び、音楽、舞踊等、
朝鮮民俗に関する約 1820 項目を収録。排列はハン
グル字母順（北朝鮮式）。 
 
韓國考古學專門事典 / 유적조사연구실 편집. -- [大 
田] : 國立文化財硏究所, 2004.12-. -- 629p ; 27cm 
青銅器時代 篇 
ISBN: 8955080743 GE8-K23 
 朝鮮半島とその周辺地域における青銅器時代の遺
跡、遺物、概念などに関する約 1,200 項目を収録。
排列はハングル字母順。見出し語はハングルと漢字
を併記し、写真とともに解説。各見出し語に参考文
献を付すほか、巻末にハングル索引と漢字索引を付
す。 
 
미래를 여는 역사 : 한중일이 함께 만든 동아시아 
3 국의  근현대사 / 한중일 3 국공동역사편찬위원원 
지음. -- 서울 : 한겨레신문사, 2005.5. -- 253p ; 
24cm 
年表あり 
索引あり 
ISBN: 8984311545 
(未来を開く歴史 : 韓中日がともに作った東アジア
3国の近現代史) GE113-K1 
 
한국세시풍속사전 / 국립민속박물관[編]. -- 서울 : 
국립민속박물관, 2004.12-. -- 冊 ; 28cm  
정원편. 봄편. 여름편 
(韓国歳時風俗事典) GE121-K77 
すでに刊行された正月、春、夏の各編に加え、秋、

冬、付録及び索引の各編の計 6 巻を刊行予定。1 巻
当たり 300～400 項目を収録。月ごとに風習、行事、
節気等を、写真・図版とともに解説。各項目に参考
文献を付すほか、各巻末に索引を付す。 
 
조선에서 온 사진엽서 / 권혁희 지음. -- 서울 : 
민음사, 2005.5. -- 284p ; 24cm 
ISBN: 8937425467 
(朝鮮から来た写真葉書) GE121-K89 
 
우리문화 길라잡이 : 한국인이 꼭 알아야 할 전통 
문화 223 가지 / 국립국어연구원 지음. -- 서울 :  
학고재, 2002.2. -- 479p ; 23cm 
ISBN: 8985846973  
(わが文化道案内 : 韓国人が必ず知らなければなら
ない伝統文化 223 種類)    GE121-K90 

韓国文化の基礎用語を飲食・服飾・住生活等 13
分野から 223 語を選び、カラー写真とともに解説。
巻末に参考文献と索引を付す。『韓国伝統文化事
典』(教育出版, 2006.1)はこの和訳。 
 
民族記錄畵로 본 韓國歷史 = The history of Korea 
/ 국가공훈선양회 月刊보훈문화[編]. -- 의정부 : 
국가공훈선양회 月刊보훈문화, 2004.12. -- 
527p ; 27cm 
전승편・구국위업편 
(民族記録画で見る韓国歴史)  GE122-K100 

뿌리깊은 한국사 샘이깊은 이야기 : 쟁점과 사료로 
새로 쓴 21 세기 한국사 / 서의식, 강봉룡[ほか]지음. 
-- 서울 : 솔출판사, 2002.7-2003.2. -- 7冊 ; 25cm 
ISBN: 8981335354(set) ;  
8981335362(1: 고조선・삼국) ;  
8981335370(2: 통일신라・발해) ;   
8981335389(3: 고려) ;  
8981335397(4: 조선 전기) ;  
8981335400(5: 조선 후기) ;  
8981335419(6: 근현대사) ; 8981335427(7: 현대) 
各巻末に文献, 索引, 年表あり 
(根深い韓国史奥深い物語 : 争点と史料で新しく書
いた 21 世紀韓国史)  GE122-K101 
 
지도로 보는 한국사 / 김용만, 김준수 지음. -- 
서울 : 수막재, 2004.7. -- 349p ;23cm 
ISBN: 8991205011 
索引あり 
(地図で見る韓国史) GE122-K97 
 
독립신문, 다시읽기 : 백년 전 거울로 오늘을 본다 
/ 서울대 정치학과 독립신문강독회 글씀 ; 김홍우 
감수 ; 전인권 편집･교열. -- 서울 : 푸른역사, 
2004.5. -- 467p ; 23cm 
索引あり 
ISBN: 8987787850 
(独立新聞再読 : 百年前の鏡で今日を見る) 
 GE128-K25 
 
강제연행･강제노동 연구 길라잡이 / 한일민족문제 
학회 강제연행문제연구분과 지음. -- 서울 : 선인, 
2005.2. -- 541p ; 23cm. -- (선인한국학 
연구총서 ; 7) 
ISBN: 8989205131 
(強制連行・強制労働研究道案内) GE129-K97 
「第 1 部 研究道案内」「第 2 部 強制連行・強制

労働関連研究目録」の 2 部からなる。第 1 部は分野
別研究現況、関連資料及び論文の解題を収録。第 2
部は日本、韓国における研究書・論文の、年度別、
出版地別、主題別目録を収録。巻末に索引を付す。 
 
한국근대사의 풍경 : 모던 조선을 거닐다 / 노형석 
지음 ; 이종학 사진 및 자료제공. -- 개정판. -- 
서울 : 생각의 나무, 2005.9. -- 327p ; 24cm. -- 
(우리가 아직 몰랐던 세계의 교양 ; 010) 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8984984809 
(韓国近代史の風景 : モダン朝鮮をぶらつく) 
 GE129-K98 
 
해방 60 년의 한국사회 : 역사적 궤적, 현재 속의 
미래, 학문재생산 / 학술단체협회 엮음. -- 파주 : 
한울, 2005.11. -- 511p ; 23cm. -- (한울 
아카데미 ; 804) 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8984984809 
(解放 60 年の韓国社会 : 歴史的軌跡, 現在の中の
未来, 学問再生産) GE136-K89 
 
한국지리지 -- 수원 : 국토지리정보원, 2003.12-. 
-- 冊 ; 27cm. 
충청편. 전라・제주편 
(韓国地理誌) GE141-K62 
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 1980 年代に発刊された「韓國地誌」以降初の総合
地誌。地域ごとに自然、生態、人口構造、産業、交
通、地域政策、展望等を記述。各巻末に参考文献と
索引を付す。  
 
韓國現代人物列傳 33 選 / 權五千, 趙仁衡 감수. -
- 서울 : 韓國人物硏究院, 2005.2. -- 406p ; 23cm 
ISBN: 8995282622 GK15-K45 
 
조선명인전 / 이은직 지음 ; 정홍준 옮김. -- 
개정판. -- 서울 : 일빛, 2005.8. -- 3 冊 ; 22cm  
3 巻末に人名辞典あり  
ISBN: 8956450854(set) ; 8956450862(1) ;  
8956450870(2) ; 8956450889(3) 
(朝鮮名人伝)  GK15-K46 
 
記者가 본 100 大 뉴스 : 事件 365 日 -- 서울 : 
韓國編輯記者會. -- 冊 ; 27-31cm  
1986(1986.2)～ 
(記者が見た 100 大ニュース)  Z41-AK359 

＜哲学・宗教＞ 

한국 교회사 / 김영재 저. -- 개정 증보판. -- 
서울 : 이레서원, 2004.9. -- 454p ; 23cm  
文献あり  
索引あり  
ISBN: 8974353520  
(韓国教会史)    HP81-K10 

＜芸術・言語・文学＞ 

韓國의 古宮 : 경복궁･창덕궁･창경궁･후원･종묘･ 
덕수궁･경희궁 / 신영훈 글 ; 김대벽 사진. -- 
서울 : 韓屋文化, 2005.3. -- 389p ; 24cm  
折り込 5枚  
索引あり  
ISBN: 8995646608  
(韓国の古宮 : 景福宮･昌徳宮･昌慶宮･後苑･宗廟･
徳寿宮･慶熙宮)    KA376-K3 
 
일본문학 키워드 / 정인문 저. -- 서울 : 제이앤씨, 
2004.8. -- 350p ; 23cm 
文献あり  
ISBN: 8956681201  
(日本文学キーワード)    KG12-K7 
 
좋은 글, 좋은 말을 위한 우리말 활용사전 / 
조항범 지음. -- 서울 : 예담, 2005.10. -- 659p ; 
20cm  
索引あり 
ISBN: 8959131199  
(よい文, よい言葉のための韓国語活用辞典) 
    KJ42-K121 
 
교양 있는 한국인이 꼭 알아야 할 올바른 우리말 
사용법 / 리의도 지음. -- 서울 : 예담, 2005.10. 
-- 696p ; 23cm 
ISBN: 8959131180  
(教養ある韓国人が必ず知らなければならない正し
い韓国語使用法)   KJ43-K146 

韓国人が間違えやすい韓国語約 600 例について解
説。単語編と表現編からなる。巻末に索引あり。 

＜科学技術＞ 

한의학 한･영 사전 = Korean ・English dictionary 
of oriental medicine / 한의학 한･영 사전 
편찬위원회 편저. -- 파주 : 지문당, 2004.4. -- 
661p ; 27cm  
ISBN: 8988095030  
(韓医学韓･英辞典)    SC2-K6 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

위기의 한국신문 : 현황 문제점 지원방안 / 김영욱 
[ほか][著]. -- 서울 : 한국언론재단, 2005.7. -- 
424p ; 25cm  
ISBN: 8957110828  
(危機の韓国新聞 : 現況 問題点 支援方案) 
    UC129-K23 
 
한국의 전문신문 2005 : 제 3 회 실태조사 / 
한국언론재단[編]. -- 서울 : 한국언론재단, 
2005.9. -- 278p ; 25cm. -- (조사분석 ; 2005-
02) 
ISBN: 8957110844  
(韓国の専門新聞 2005 : 第 3 回実態調査) 
    UC129-K24 
 
韓國 新聞 한 世紀 / 韓元永著. -- 서울 : 
푸른사상사, 2004.12. -- 9, 1062p ; 23cm  
索引あり  
近代篇 
ISBN: 8956402892  
(韓国新聞一世紀)   UC129-K26 
 
日本語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

在日コリアンの歴史 : 歴史教科書 / 在日本大韓民
国民団中央民族教育委員会企画 ;『歴史教科書在日
コリアンの歴史』作成委員会編. -- 東京 : 明石書
店, 2006.2.-- 133p, 図版 4p ; 21cm   
年表あり   
ISBN: 4750322873   A68-Z-H61 

＜歴史・地理＞ 

朝鮮韓国近現代史事典 : 1860-2005 / 韓国史事典
編纂会, 金容権編著. -- 第 2 版. -- 東京 : 日本
評論社, 2006.3. -- 795p ; 23cm   
年表あり   
文献あり   
ISBN: 4535584346   GE127-H12 
 
北朝鮮を知るための 51 章 / 石坂浩一編著. -- 東
京 : 明石書店, 2006.2 -- 281p ; 19cm. -- (エリ
ア・スタディーズ)   
文献あり   
年表あり   
ISBN: 4750322644   GE138-H69 
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＜科学技術＞ 

韓国科学史 : 技術的伝統の再照明 / 全相運著 ; 
許東粲訳 ; 宮島一彦, 武田時昌校訂. -- 東京 : 
日本評論社, 2005.10. -- 497p ; 23cm   
文献あり   
ISBN: 453558446X   M35-H6   
 
欧文の部 

＜歴史・地理＞ 

Hanguk munhwa paekkwa sajon = An encyclopaedia 
of Korean culture / edited by Suh Cheong-Soo ; 
co-editors, Bernard Rowan, Yoon-jung Cho. -- 
English ed. -- Seoul : Hansebon, 2004. -- 798 
p. : ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.) ; 
27 cm 
Includes bibliographical references (p. [753]-
[756]) and indexes.   
ISBN: 8995135247   (GE8-P106) 
 
North Korea in the 21st century : an 
interpretive guide / James E. Hoare and Susan 
Pares. -- Folkestone, Kent, UK : Global 
Oriental, 2005. -- xi, 253 p., [16] p. of 
plates : ill., map ; 22 cm 
Includes bibliographical references (p. [226]-
238) and index.   
ISBN: 1901903966 (pbk.) GE138-B7(GE138-P6) 
 
North Korea : a guide to economic and 
political developments / Ian Jeffries. -- 
London : Routledg, -- 2006. -- ix, 525 p. ; 24 
cm. -- (Guides to economic and political 
developments in Asia ; 1) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0415343240   GE138-B9(GE138-P7) 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
アジア経済研究所図書館新聞マイクロフィルム所蔵
目 録  : 2005 年 10 月 現 在  = Catalogue of 
newspapers on microform held in the IDE 
library / アジア経済研究所図書館編. -- 千葉 : 
日本貿易振興機構アジア経済研究所, 2005.12. -- 
55p ; 30cm 
ISBN: 4258170461 UP67-H18 
 
Liudi i sudby : biobibliograficheskii slovar 
vostokovedov--zhertv politicheskogo terrora v 
sovetskii period (1917-1991) / izdanie 
podgotovili IA.V. Vasilkov, M.IU. Sorokina. -- 
Sankt-Peterburg : Peterburgskoe Vostokovedenie, 
2003. -- 495 p. : ill. ; 24 cm. -- 
(Sotsialnaia istoriia otechestvennoi nauki o 
Vostoke) 
別タイトル: Men and destiny : a biographical 
and bibliographical dictionary of Oriental 
scholars--victims of political repression 
during the Soviet era (1917-1991) 
ISBN: 5858032257 (GE12-P38) 

北東・東アジア 

＜モンゴル＞ 

Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire 
/ Christopher P. Atwood. -- New York, NY : 
Facts On File, c2004. -- x, 678 p. : ill., 
maps ; 29 cm. -- (Facts on File library of 
world history) 
Includes bibliographical references (p. 638-
639) and index. 
ISBN: 816046719 GE8-B30 (GE8-P112) 
 
東南アジア 

＜東南アジア全般＞ 

A bibliography of the First World War in the 
Far East and Southeast Asia / Justin Corfield. 
-- Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, c2003. 
-- xxiv, 146 p. ; 24 cm. -- (Studies in Asian 
history and development ; v. 4) 
Includes indexes. 
ISBN: 773466622 G1-B5 (G1-P6) 
1,491 の図書、雑誌記事、新聞記事、手稿を収録。

排列は著者名のアルファベット順。巻末に対象国別、
主題別、各国の軍事単位別の分類索引および人名索
引を付す。 
 
Bibliography of Southeast Asia : a decade of 
selected social science publications in the 
English language, 1990-2000 / Chng Kim See. -- 
Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2003. -- xix, 
641 p. ; 23 cm. -- (Scarecrow area 
bibliographies ; no. 21) 
Includes indexes. 
ISBN: 081084639X (Hardcover) GE3-B10 (GE3-P122) 
 
Southeast Asia : a historical encyclopedia 
from Angkor Wat to East Timor / edited by Ooi 
Keat Gin. -- Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 
c2004. -- 3 v. : ill. ; 26 cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 1576077705 (hardcover) GE8-B21 (GE8-P107) 
上古から 2002 年までの 800 項目を収録。排列は

アルファベット順。各項目末に参考文献を付すほか、
第 3巻末に参考文献、語句索引を付す。 

＜インドネシア＞ 

Standard Trade & Industry Directory of 
Indonesia. -- English Ed. -- Jakarta : P. T. 
Kompass Indonesia. -- ; 30 cm 
Consists of 2 pts. 
ISSN: 0125-4730 
2006～ Z61-D725 
 
Indonesian capital market directory. -- 
Jakarta : Institute for Economic and Financial 
Research. -- ; 30cm 
2004～  Z61-J110 
ジャカルタ証券取引所(JSX)上場企業 333 社につ

いて、プロフィール、出資者、過去 3 年間の財務実
績、前年以降の株価変動(表、グラフ)等を掲載。さ
らに、投信会社 208 社や債権 128 銘柄（スラバヤ証
券取引所も含む。）のデータも収録。巻末に、証券
会社等のリストと索引を付す。 
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＜シンガポール＞ 

Report on labour force in Singapore. -- 
Singapore : Ministry of Manpower, Manpower 
Research and Statistics Dept. -- ; 30cm 
ISSN: 0129-6965 
2004～ Z61-J101 
 
Education statistics digest. -- Singapore : 
Ministry of Education. -- ; 30cm 
Title from cover. 
ISSN: 0218-1134 
2004～ Z61-J108 
 
Singapore banking & financial services 
directory. -- Singapore : Times Business 
Information. -- ; 26cm 
In collaboration with the Association of Banks 
in Singapore. 
ISSN: 0219-6980 
2005/2006～ Z61-J109 

＜ベトナム＞ 

Từ điển phương ngữ tiếng Việt / Đặng Thanh Hoà.. -- 
Đà Nẵng : Nhà xuất bản Đà Nẵng ; Hà Nội : Trung tâm từ 
điển học, 2005. -- vii, 250 p. ; 21 cm Y741-D159 
 
Danh mục con người và chức vụ : nhân gian và chức 
nghiệp, chức vụ, kiên thư : 人間と職業, 職務, 肩書 : 
ningen to shokugyo, shokumu, katagaki / Đỗ Thông 
Minh. -- Đông Kinh : Nhà xuất bản Tân văn, 2000．-- 
210 p. ; 21 cm 
"6000 thuật ngữ, Nhật-Việt & Việt-Nhật, 日-越 & 越-日"
 Y741-D161 
 
Điện Biên Phủ : thư mục sách, báo, tạp chí (trong 
nước) / [Đỗ Gia Nam, chủ biên]. -- Hà Nội : Nhà xuất 
ba ̉n Chính trị quốc gia, 2004. -- 789 p., [24] p. of plates : 
ill. (some col.) ; 25 cm 
"50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" Y741-D163 

ディエンビエンフー戦勝 50 周年を記念し、ベト
ナム国家図書館、軍隊図書館、軍事史学院図書館に
所蔵される関連文献をリストアップし解題を付した
もの。ベトナム国内で刊行されたベトナム語文献に
限るが、内部資料(84 件)のほか、図書(486 件)、新
聞記事・雑誌論文(1879 件)は近年発表分まで収録。 
 
Địa chí Bắc Giang : di sản Hán Nôm / Chủ biên, Lâm 
Giang, Nguyễn Đình Bưu. -- [Bắc Giang] : Sở văn hóa 
thông tin Bắc Giang ; Hà Nội : Trung     Unesco thông 
tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam, 2003. -- 1152 p. ; 
27 cm 
At head of title: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
 Y741-L101 
 
Từ điển tiếng Huế : tiếng Huế-người Huế-văn hóa Huế 
/ Bùi Minh Đức. -- [S.l.] : Nhà xuất bản Văn học ; Hà 
Nội ; TP. Hồ Chí Minh : Trung tâm nghiên cứu quốc học, 
[2004]. -- 1052 p. ; 27 cm 
Bibliography: p. 1039-1052 Y741-M37 
 

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, 
1986-2002 = Vietnam agriculture and rural area in the 
renovation period, 1986-2002 / Nguyễn Sinh Cúc. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản thống kê, 2003. -- 1056 p. ; 27 cm 
 Y741-N237 
 
Từ điển chính tả tiếng Việt / Nguyễn Trọng Báu. -- In 
lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. -- Hà Nội : Nhà xuất bản 
Văn hóa thông tin, 2005. -- 618 p. ; 21 cm 
Includes bibliographical references (p. 614-615) 
 Y741-N244 
 
Phố và đường Hà Nội / Nguyễn Vinh Phúc. -- [S.l.] : 
Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2004. -- 815 p. ; 21 cm 
Includes bibliographical references (p. 813-814) 
 Y741-N245 
ハノイ全域を巡る道路につき、その位置と歴史的

変遷、また、路名に人名が採用されている場合は、
当該人物の小伝を付す。アルファベット順排列。同
著者により 1979 年に刊行された Đường phố Hà Nội
をもとに、この四半世紀中の街路の変化を踏まえ、
修正補充の上改題したもの。 
 
Số liệu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, 1996-2000 = Statistics of agriculture and rural 
development, 1996-2000. -- Hà Nội : Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, 2002. -- 599 p. : ill. ; 30 cm 
At head of title: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Vu ̣ kế hoạch và quy hoạch = Ministry of Agriculture and 
Rural Development, Department of Planning and 
Projection Y741-N254 
 
Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam, kiến trúc-lịch sử = 
Catholic Churches in Vietnam, architecture-history / 
[sưu tầm và biên soạn, Nguyễn Nghị... et al.]. -- Hà Nội : 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2002. -- 599 p. : ill. ; 30 cm 
At head of title: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Vu ̣ kế hoạch và quy hoạch = Ministry of Agriculture and 
Rural Development, Department of Planning and 
Projection Y741-N261 
 
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp & thuỷ 
sản, 2001 = Results of the 2001 rural, agricultural and 
fishery census. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê, 2003. 
-- 719 p. : col. ill. ; 25 cm 
In Vietnamese and English 
At head of title: Tổng cục thống kê = General Statistics 
Office Y741-T218 
 
Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp 2002 = Results of establishment census of 
Vietnam 2002. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê, 2004. 
-- 3 v. : col. ill. ; 27 cm 
tập 1. Kết quả tổng hợp chung = General results 
tập 2. Cơ sở sản xuất kinh doanh = Business 
establishments 
tập 3. Cơ sở hành chính, sự nghiệp = Non-profit 
establishments 
At head of title: Tổng cục thống kê = General Statistics 
Office Y741-T222 
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Danh nhân lịch sử Kinh Bắc / Trần Quốc Thịnh. -- Hà 
Nội : Nhà xuất ba ̉n Lao      2004. -- 827 p. : ill. ; 21 
cm 
Includes bibliographical references (p. [829]) Y741-T223 
 
Số liệu thống kê Việt Nam, thế kỷ XX = Vietnam 
statistical data in the 20th century. -- Hà Nội : Nhà 
xuất bản Thống kê, 2004. -- 3 v. ; 27 cm 
1. Số liệu thống kê Việt Nam 1901-1975 
Số liệu thống kê Việt Nam 1901-1954 
Số liệu thống kê miền Bắc 1955-1975 
Số liệu thống kê miền Nam 1955-1975 
2. Số liệu thống kê Việt Nam 1976-2000 
Số liệu thống kê Việt Nam 1976-1985 
Số liệu thống kê Việt Nam 1986-2000 
3. 21 cuộc điều tra thống kê lớn trong thế kỷ XX 
English and Vietnamese 
At head of title: Tổng cục thống kê = General Statistics 
Office Y741-T226 
 
Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam, 2004. -- 
Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê, 2004. -- 251 p. ; 27 cm 
表紙標題: Danh mục các đơn vi ̣ hành chính Việt Nam, 
2004 = Vietnam list of administrative divisions, 2004 
At head of title: Tổng cục thống kê Y741-T232 
 
Từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học Việt-Anh-Pháp-Nga / 
Vương Toàn, chủ biên ; Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn 
Xuân Thơm. -- [S.l.] : Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, 
[2003]. -- 996 p. ; 27 cm Y741-V218 
 
南アジア 

＜南アジア全般＞ 

アーユルヴェーダススルタ大医典 / ススルタ
[著] ; Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna 英訳 ; 伊
東弥恵治原訳 ; 鈴木正夫補訳. -- 東京 : 人間と
歴史社, 2005.1. -- 69,980p ; 29cm 
ISBN: 489007158X (set) SC32-H1 
 
Encyclopaedia of Vedanta / Ram Murti Sharma. -
- 2nd rev. ed. -- Delhi : Motilal Banarsidass, 
2002. -- x, 224 p. ; 25 cm. 
English and Sanskrit. 
ISBN: 8120819349 (jacket) (H2-P8) 

ウパニシャッドに関する辞典。初版は 1993 年刊。
第１部 用語解説、第 2 部 欧米の研究者、第 3 部 
インド人研究者の 3 部構成。第１部と第 3 部の項目
名や、第１部での文献引用は、デーヴァナーガリー
文字を使用。項目名は翻字形も併記する。 

＜アフガニスタン＞ 

Afghanistan : a bibliography / compiled by 
Heather Bleaney and Maria Angeles Gallego ; 
with a foreword by Willem Vogelsang. -- 
Leiden : Brill, 2006. -- xii, 398 p. ; 25 cm. 
-- (Handbook of Oriental studies = Handbuch 
der Orientalistik. Section eight, Central 
Asia ; v. 13) 
Includes indexes. 
ISBN: 900414532X (hd. bd.) GE3-B19 (GE3-P123) 

欧文で発表された文献を中心に、図書や雑誌記事、
論文 5081 件を収録。内容ごとに、「総合レファレン
ス･学術」、「地理・環境」等 22 の項目に分け、著者
名のアルファベット順に排列。巻末に主題索引、人
名索引を付す。 

＜インド＞ 

ヒンディー語=日本語辞典 / 古賀勝郎,高橋明編集
主 幹 . -- 東 京  : 大 修 館 書 店 , 2006.3. -- 
29,1439p ; 27cm 
ISBN: 4469012750 KN52-H3 
 
Directory of Indian economic plants / V.S. 
Agarwal. -- Dehra Dun, India : Bishen Singh 
Mahendra Pal Singh, 2003. -- xix, 565 p. : 
ill., maps ; 24 cm. 
Includes bibliographical references (p. 499-
523) and indexes. 
ISBN: 8121102898 (D4-P7) 
 
Annual Report / Reserve Bank of India. -- 
Bombay. -- ; 28 cm 
Formerly: Reserve Bank of India. Report. 
2001/2002～  Z61-A332 

＜スリランカ＞ 

Encyclopedia of Sri Lanka / C.A. Gunawardena. 
-- New Delhi : Sterling Publishers Private 
Ltd., c2003. -- xi, 324 p., [8] p. of plates : 
ill. (some col.), map ; 25 cm. 
Includes bibliographical references (p. 323-
324). 
ISBN: 8120725360 （GE8-P105） 
 
西アジア 

＜西アジア全般＞ 

A political and economic dictionary of the 
Middle East / David Seddon. -- 1st ed. - 
London ; New York : Europa Publications, 2004. 
-- x, 603 p. ; 25 cm. -- (Europa's political 
and economic dictionary series) 
Includes bibliographical references (p. 603). 
ISBN: 1857432126 D2-B85 (D2-P7) 
現在の中東、北アフリカ、中央アジアにおける政

治経済状況について、用語、概念、人物、組織など
を定義し解説する。排列はアルファベット順。 
 
Kratkii russko-arabskii obshchestvenno-
politicheskii slovar : okolo 10 000 slov / V.I. 
Solovev, E.V. IAkovenko ; pod redaktsiei S.A. 
Kuzmina. -- Moskva : Izdatelskaia firma 
“Vostochnaia lit-ra” RAN, 2003. -- 510 p. ; 
17 cm. 
Added t.p. in Arabic. 
In Russian and Arabic. 
Includes bibliographical references (p. 8). 
ISBN: 502018392X (E2-P4) 
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Encyclopedia of women & Islamic cultures / 
general editor, Suad Joseph ; associate 
editors, Afsaneh Najmabadi ... [et al.]. - 
Leiden ; Boston, Mass. : Brill, 2003-. -- v. : 
ill. ; 28 cm. 
Includes bibliographical references and 
indexes. 
ISBN: 9004132473 (set) ; 9004113800 (v. 1) ; 
9004128182 (v. 2) ; 9004128190 (v. 3) 
 EF73-B34 (EF72-P19) 
 
Who's who in the age of Alexander the Great : 
prosopography of Alexander's empire / Waldemar 
Heckel. -- Malden, MA ; Oxford : Blackwell 
Pub., 2006. -- xxii, 389 p. : ill., maps ; 26 
cm. 
Includes bibliographical references (p. 359-
375). 
ISBN: 1405112107 (ISBN-10) ; 9781405112109 
(ISBN-13) G2-B29 (G2-P19) 

アレクサンドロスに関わる同時代の人物 700 余名
を文献資料などから収録。排列はアルファベット順。
名が特定できない 138 名については出身地域で分類
して排列。巻末に参考文献を付す。 
 
Arabic English dictionary : for advanced 
learners / J.G. Hava. -- New Delhi : Goodword 
Books, 2001. -- 912 p. ; 22 cm. 
ISBN: 8187570695 (pbk.) (KM22-P22) 
 
Middle Eastern literatures and their times / 
Joyce Moss. -- Detroit : Thomson Gale, c2004. 
-- liii, 585 p. : ill. ; 29 cm. -- (World 
literature and its times ; v. 6) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 0787637319 (KJ5-P4) 

古典から現代までの代表的な文学作品 54 タイト
ル（アッカド語 1、古代ギリシャ語 1、アラビア語
19、ヘブライ語 13、ペルシャ語 11、トルコ語 9）を
取り上げ、作品や著者の紹介、作品に描かれた時代
背景、作品の鑑賞、作品が書かれた時代背景などを
解説し、参考文献を付す。巻頭に年表、巻末に索引
を付す。 
 
Catalogue of Arabic manuscripts : codices 
Arabici Arthur Christenseniani / Irmeli Perho. 
-- Copenhagen : NIAS Press ; Det kongelige 
Bibliotek, 2003. -- xv, 434 p. : ill. ; 29 cm. 
-- (Catalogue of Oriental manuscripts, 
xylographs etc. in Danish collections 
(COMDC) ; v. 5.2) 
Includes bibliographical references and 
indexes. 
ISBN: 8791114071 (UP72-P46) 

デ ン マ ー ク 王 立 図 書 館 が 所 蔵 す る Arthur 
Christensen 収集のアラビア語写本 94 点、石版本 3
点について、書誌事項、形態的記述、解題、テキス
トの始めと終わりの語句、所蔵者についての記述、
巻頭と巻末の写真などを収録する。20 の主題に分け
て排列され、法学、文法、修辞学に分類されるもの
が約半数を占める。巻末にタイトル、著者、書写者、
書写年、所蔵者、写本番号の各索引を付す。 
 

Supplement to the catalogue of the Arabic 
manuscripts in the British Museum / Charles 
Rieu. - Hildesheim ; New York : Olms, 2000. -- 
xv, 935 p. ; 31 cm. 
Supplements the Catalogus codicum 
manuscriptorum orientalium qui in Museo 
britannico asservantur. Pars secunda, codices 
arabicos amplectens. 1846-71. 
Reprint. Originally published: London : 
Longmans, 1894. 
Includes indexes. 
ISBN: 348710735X (UP72-P47) 

＜イスラエル＞ 

Encyclopedia of modern Jewish culture / edited 
by Glenda Abramson. - London ; New York : 
Routledge, 2005. -- 2 v. ; 26 cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 041529813X (2 vol. set) GE8-B28 (GE8-P110) 
“The Blackwell companion to Jewish culture”

（1989）を増補改訂。人物、組織、用語、概念など
について解説し、項目によっては文献案内を付す。
排列はアルファベット順。巻末に索引を付す。 
 
The Routledge dictionary of Judaism / Jacob 
Neusner and Alan J. Avery-Peck. -- New York ; 
London : Routledge, 2004. -- vii, 181 p. : 
ill. ; 22 cm. -- (Routledge dictionaries) 
ISBN: 415302641 (HR2-P6) 
 
北アフリカ 

＜エジプト＞ 

The Routledge dictionary of Egyptian gods and 
goddesses / George Hart. -- 2nd ed. – London ; 
New York : Routledge, 2005. -- xiii, 170 p. ; 
23 cm. 
Rev. ed. of: Dictionary of Egyptian gods and 
goddesses. 1986. 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 0415344956 (pbk.) ; 0415361168 

 HK2-B20 (HK2-P8) 

＜スーダン＞ 

Southern Sudan : an annotated bibliography / 
Terje Tvedt ; with Kjell Hodnebo ... [et al.]. 
-- 2nd ed. - London ; New York : I.B. Tauris, 
2004. -- 2 v. ; 24 cm. 
ISBN: 1860649874 (Set) ; 1860649378 (v. 1) ; 
1860649386 (v. 2) GF71-B4 (GF71-P10) 
 
中央アジア 

＜トルクメニスタン＞ 

Historical dictionary of Turkmenistan / Rafis 
Abazov. -- Lanham, Maryland : Scarecrow Press, 
2005. -- civ, 240 p. : maps ; 23 cm. -- 
(Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East ; no. 53) 
Includes bibliographical references (p. 201-238). 
ISBN: 0810853620 (hbk. : alk. paper) 
 GE671-B15 (GE8-P113)
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レファレンスツール紹介④ 

インド経済について調べる―統計資料を中心に― 
 
インドは 1991 年から経済改革を開始し、それまでの閉

鎖的な政策を転換しました。その後の経済は安定した発展

を続けており、1991/92 年度から2003/04 年度までの平均

GDP 成長率は 5.9％となっています。中国に続く市場とし

て注目を集めており、インド経済に関する資料の刊行も、

増えてきています。 

今回は経済成長の現状と今後の展望を予測するには欠か

せない統計について、アジア情報室で所蔵している資料を

中心にご紹介します。（< >は当館請求記号。）■はインタ

ーネット情報です。 

 

1 全般 

『インド経済・産業データハンドブック』アジア産業研

究所〔編〕 年刊 関西館所蔵2002年版 - <Z3-B573> 

経済概況、通貨・物価、財政、金融市場、対外取引のほ

か、製造業では製品別データを記載し動向を分析していま

す。 

 

『インド（ARC レポート）』世界経済情報サービス編 年

刊 関西館所蔵2002 - <Z41-B237> 

政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済･貿

易政策、産業動向、市場環境などについて 新の情報をま

とめています。 

 

Country Profile. India: London, Economist 

Intelligence Unit.年刊 関西館所蔵2001-  <Z61-E857> 

英国の経済週刊誌“The Economist”の調査部門による

雑誌で、歴史、経済、社会基盤整備等の 新状況を分析し

ています。 

 

Statistical Abstract India: New Delhi, Central 

Statistical Organisation, Dept. of Statistics, 

Ministry of Planning, Govt. of India. 年刊 関西館

所蔵New Ser.26 (1982)- <Z61-D472> 

インド全般に関する基本統計です。人口、降水量、農業、

灌漑、工業、貿易、労働など 39 の分野にわたる統計を概

括しています。 

 

Census of India, 2001: Delhi, Controller of 

Publications, 2003-. <DT231-I2-P3～P64 (関西館)> 

1872年からほぼ10年に1度、末尾が1の年に行われて

いる国勢調査です。人口、村落の社会基盤整備状況、少数

民族や伝統産業の現状など、多岐にわたる情報が収集され

ています。インド全体についてと、各州・連邦直轄地ごと

にほぼ同様の項目で詳細なデータが記されています。大ま

かな傾向を視覚的に捉えられる、Map profile 2001, 

India ; states and union territories: 2005 <DT231-

I2-P63(関西館)>も発行されています。また、ウェブサイ

ト Census of India (http://www.censusindia.net/) 

[last access 2006.8.9]でもデータを得ることができます。 

 

Economic Survey: New Delhi, Govt. of India, 

Ministry of Finance, Economic Division, 年刊 関西

館所蔵1988/89- <Z61-E283> 

財政、金融、証券市場、物価と食糧問題、対外関係、産

業、農業、社会基盤整備、社会問題等についてのインド財

務省経済局による調査報告です。財務省のホームページ 

(http://finmin.nic.in/) [last access 2006.8.9] の

「Statistics & Data」からも、1996/97 年まで遡って見

ることができます。 

 

India development report: New Delhi, Oxford 

University Press. 不定期刊 関西館所蔵1999/2000-  

 <Z61-H884> 

過去 10 年間の経済成長の全貌と直面する課題を述べ、

その解決法を探っています。マクロ経済、金融・通貨政策、

金融部門の発達、食料・栄養問題等についての 15 人の著

者による分析レポートです。 

 

■ジェトロ―インド 国・地域別情報 

(http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/in/) 

[last access 2006.8.9] 

日本貿易振興機構（ジェトロ）が提供する世界のビジネ

ス情報についてのサイトです。 近のビジネストピックス

や政治・経済の概況、貿易・投資実務に役立つ制度・手続

き情報のほか、品目別と国別の輸出入統計が入手できます。 

 

■ Ministry of Statistics and Programme 

Implementation (http://mospi.nic.in/) 

［last access 2006.8.9] 

インド統計･計画実施省のサイトで、このコーナーでご

紹介する統計資料のうち、“Statistical Abstract 

India”や“Annual survey of industries”などについて

は、大まかなデータを入手できます。ただし、一部の統計

は登録制(無料)で、ファイルをダウンロードして閲覧しま

す。 

 

2 貿易 

Statistics of the foreign trade of India by 

countries.Vol.1,Exports including re-exports: 

Calcutta, Govt. of India, Directorate General of 

Commercial Intelligence and Statistics. 年刊 関西

館所蔵1995/1996-2003 <Z61-G273> 

前年4月から当年3月までの、国別・品目別輸出統計で

す。輸出相手国ごとに各品目の輸出量、輸出金額が記載さ

れています。2004年以降はCD-ROM<YH247-382>で発行され

ています。 

 

Statistics of the Foreign Trade of India by 

Countries. Vol.2, Imports: Calcutta, Govt. of India, 

Directorate General of Commercial Intelligence and 

Statistics. 年刊 関西館所蔵1995/1996-2003 <Z61-

G274> 
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前年4月から当年3月までの、国別・品目別輸入統計で

す。輸入相手国ごとに各品目の輸入量、輸入金額が記載さ

れています。2004年以降はCD-ROM<YH247-383>で発行され

ています。 

 

3 金融 

Annual Report: Reserve Bank of India. Bombay 年刊 

関西館所蔵1986- <Z61-A332> 

インド準備銀行の年報。2 部構成で、PART1 では経済状

況の概観と展望、PART2 では準備銀行の金融、通貨等の政

策の実績を報告しています。 

準備銀行のホームページ (http://www. rbi.org.in/) 

[last access 2006.8.9]の「PUBLICATIONS」では、さまざ

まな金融関係の統計を見ることができ、“Annual Report”

も2005年版が閲覧可能です。 

 

4 財政 

National accounts statistics: New Delhi. Central 

Statistical Organisation, Ministry of Statistics & 

Programme Implementation, Govt. of India. 年刊 関

西館所蔵2002- <Z61-H926> 

約 12 年前から前年までの、連邦政府の財政状況の統計

です。概観、国内需要向け製品、国家資産運用、公共事業

等に関する数値データが収録されています。 

 

Indian public finance statistics: Delhi. Ministry 

of Finance, Dept. of Economic Affairs, Economic 

Division. 年刊 関西館所蔵2001/2002- <Z61-H792> 

中央政府と各州および連邦直轄地の、予算、歳入、歳出

等に関する過去 10 年間のデータや、財政規模の比較表が

掲載されています。 

 

5 産業 

Annual survey of industries. Factory sector: 

Kolkata, Central Statistical Organisation 

(Industrial Statistics Wing), Ministry of Statistics 

and Programme Implementation.  年刊 関西館所蔵

2000/2001- <Z61-J73> 

インドのうち、アルナチャル・プラデーシュ州、ミゾラ

ム州、シッキム州、連邦直轄地ラクシャディープ諸島を除

くすべての地域に関する統計です。動力を使う労働者 10

人以上の事業体、または動力を使わない 20 人以上の事業

体を対象に、工場数、資本、製品ごとの生産量等を収録し

ています。 

 

Handbook of industrial policy and statistics: New 

Delhi, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of 

India. 年刊 関西館所蔵12(2001)- <Z61-H817> 

工業政策に関する報告と、貿易、国の歳入、各産業分野

における生産高、価格、人材、中小企業の状況等 15 の主

題についての統計データを掲載しています。 

 

CIER's industrial databook : Centre for Industrial 

& Economic Research. New Delhi, Industrial Techno-

Economic Services.  年刊  関西館所蔵 6th ed. 

(2000/2001)- <Z61-J69> 

産業全般に関するデータ集です。マクロ経済的展望から、

各製品の生産量、生産コスト、過去の5ヵ年計画における

成果など内容は多岐にわたっており、また長期的な統計も

収録されています。 

 

6 市場調査 

India market demographics report, 2002: [edited by 

Usha Tankha and Geeta Sant]. New Delhi, National 

Council of Applied Economic Research,  2003. 

 <DC251-P14(関西館)> 

中流層の増加によって拡大し続けている、消費市場に関

する調査です。世帯の収入、耐久消費財や日用品の普及率

を地域別、職業別に比較しています。 

 

7 企業情報 

National industrial directory: Delhi,National 

Institute of Industrial Research. 年刊 関西館所蔵

1999/2000 – <Z61-H586> 

インド全土の企業について、22 の業種別に、住所、電

話番号を掲載した名簿です。主な製品や社長名が記載され

ている業種もあります。国営企業も収録されています。 

 

Public enterprises survey: Govt. of India, Dept. of 

Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & 

Public Enterprises. Delhi, Controller of 

Publications. 年刊 関西館所蔵2003/2004- <Z61-J59> 

全 3 巻で、Vol.1 は公共企業全般について、主にハード

面と財政面についての分析、Vol.2 は約200 の公営企業の

プロフィールと業績、Vol.3 は過去3 年間の会計データを

業種別に収録しています。 

 

■インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オン

ライン】(http://www.indokeizai.com/) [last access 

2006.8.9] 

インドの株式投資、上場企業等の情報を日本語で見るこ

とができます。 

 

インドの統計の多くは英語、または現地語と英語を併記

して刊行されており、現地語がわからなくてもデータを得

ることができます。アジア情報室では、これまでご紹介し

た以外にも、個々の産業分野に関する統計資料を所蔵して

います。NDL-OPAC (http://opac.ndl.go.jp/)で検索して

みてください。 

また、当室ホームページ「Asia Links－アジア関係リ

ンク集－」インド (http://www.ndl.go.jp/jp/service/ 

kansai/asia/link/south/link_ind.html)でリンクしてい

る各省庁には、統計や年報を公開しているサイトが多数あ

ります。さらなる情報収集にご活用ください。 

 （小笠原綾）



アジア情報室通報 第 4 巻第 3 号（2006. 9） 

20 

お知らせ 

平成18年度アジア情報研修開催のご案内 

 

 平成 18 年度のアジア情報研修を開催いたします。この研修は、日本国内の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するものです。第5回目の開催となる今回は、イスラーム諸国の資料・情報に関す

る科目を中心に行います。ぜひご参加ください。 

 

日時：平成18年10月17日（火）～18日（水） 

会場：国立国会図書館関西館 第1研修室 

対象：大学図書館、専門図書館および公共図書館等の職員で、原則として業務においてアジアに関連する情報を扱う方。 

定員：20名。なお、申込み多数の場合は調整させていただきます。 

 

内容・講師（演題はいずれも仮題） 

10月17日（火） 

13:15～13:30 ガイダンス 

13:30～15:30 

 

アラブ諸国の書店、図書館、文書館―エジプトを中心に 

東京大学大学院人文社会系研究科助教授 大稔哲也氏 

15:45～17:45 

 

イスラーム諸国関連情報検索入門 

国立国会図書館関西館資料部アジア情報課 

第１日目終了後18:00から19:00まで懇親会を予定しています。 

10月18日（水） 

10:00～12:00 イスラーム史研究と史料の現状－トルコの事例を中心に 

東京外国語大学外国語学部教授 林佳世子氏 

13:15～14:30 関西館見学 

14:45～16:45 南アジアにおける諸言語資源をめぐる現状と課題－パキスタンの状況を中心に 

大阪外国語大学外国語学部講師 萬宮健策氏 

 

申込方法：次の事項を明記し、E-mailまたはFAXにて下記申込み先にお申し込みください。 

① 氏名、ふりがな ②所属機関、所在地 ③所属部署・職名 ④連絡先電話番号、E-mailアドレス（またはFAX番号） 

⑤ 図書館勤務年数、現在の業務内容、これまで従事したアジア関係業務の内容 

申込締切：平成18年9月27日（水）必着 

     受講の可否については10 月 3 日(火)までにE-mail（ない場合はFAX）でお知らせします。万一、通知がない

場合は下記まで至急ご連絡ください。 

 

申込み・問合わせ先 

 国立国会図書館関西館 アジア情報課  

〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3 

 TEL：0774-98-1371（直通） FAX：0774-94-9115 

 E-mail：k-azia@ndl.go.jp 

 

 

アジア情報室通報（季刊）第 4 巻第 3 号 2006 年 9 月 

編集 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 

TEL 0774（98）1371 FAX 0774（94）9115 

発行 国立国会図書館 〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1 

TEL 03（3581）2331（代表） 

印刷 株式会社石田大成社 〒604-0087 京都市中京区丸太町通小川西入 

TEL 075（211）9112（代表） 
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