
アジア情報室通報 第 11 巻第 2 号（2013.6） 

 20 

 

 

 

 

 

 

アジア情報室通報（季刊） 第11巻第2 号 2013年 6月 
 
編集  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   
電話 0774-98-1390  FAX 0774-94-9115  http://rnavi.ndl.go.jp/asia/  

発行  国立国会図書館   
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1  電話 03-3581-2331（代表） 

印刷  吉岡印刷株式会社 
〒639-2111 奈良県葛城市柿本129  電話 0745-69-2032（代表） 

I S S N 1348－2149

アジア情報室通報
Bulletin of Asian Resources Room

第1 1巻第2号（2013年6月）

目　次

中国で動き出した「民国時期文献保護計画」 
 湯野　基生 2

レファレンスツール紹介30　中央アジア諸国について調べる
 酒井　剛 8

新着参考図書目録 （2013.1～2013.3）  11



アジア情報室通報 第 11巻第 2 号（2013.6） 

 19 

Includes bibliographical references (p. [1001]-
1002). 
ISBN: 9758176412 ; 9789758176410      Y782-TS-169 
 
北アフリカ 
 
＜エジプト＞ 
Dictionnaire de la civilisation égyptienne / par 
Georges Posener ; en collaboration avec Serge 
Sauneron et Jean Yoyotte. -- [Nouv. éd.]. -- 
Paris : Hazan, c2011. -- 439 p. : col. ill. ; 22 
cm. 
他タイトル: Civilisation égyptienne. 
Includes bibliographical references and indexes. 
ISBN: 9782754103961            (G2-P22) 
エジプト文明事典 

 
中央アジア 
 
＜中央アジア全般＞ 
Istoricheskaia͡ ėnts͡iklopediia͡ Kavkaza / Irada 
Guseĭnova. -- Baku : Chashyoglu, 2010. -- 950 p., 
[64] p. of plates : col. ill., col. maps (3 
folded) ; 25 cm. 
Includes bibliographical references (p. 888-950) 
and indexes.  
ISBN: 9789952271843            GE8-B84 
カフカス歴史事典 

 
 
 
 
 

  

アジア情報室通報 第 11巻第 2 号（2013.6） 

 19 

Includes bibliographical references (p. [1001]-
1002). 
ISBN: 9758176412 ; 9789758176410      Y782-TS-169 
 
北アフリカ 
 
＜エジプト＞ 
Dictionnaire de la civilisation égyptienne / par 
Georges Posener ; en collaboration avec Serge 
Sauneron et Jean Yoyotte. -- [Nouv. éd.]. -- 
Paris : Hazan, c2011. -- 439 p. : col. ill. ; 22 
cm. 
他タイトル: Civilisation égyptienne. 
Includes bibliographical references and indexes. 
ISBN: 9782754103961            (G2-P22) 
エジプト文明事典 

 
中央アジア 
 
＜中央アジア全般＞ 
Istoricheskaia͡ ėnts͡iklopediia͡ Kavkaza / Irada 
Guseĭnova. -- Baku : Chashyoglu, 2010. -- 950 p., 
[64] p. of plates : col. ill., col. maps (3 
folded) ; 25 cm. 
Includes bibliographical references (p. 888-950) 
and indexes.  
ISBN: 9789952271843            GE8-B84 
カフカス歴史事典 

 
 
 
 
 

  

アジア情報室通報 第 11巻第 2 号（2013.6） 

 2 

中国で動き出した「民国時期文献保護計画」 
 

湯野 基生（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

はじめに 

中華民国が中国大陸を統治していた時期

（1912-1949 年）に発行された図書、雑誌、

新聞および地図や公文書を含むさまざまな種

類の資料（以下、民国時期文献とする）を対

象として、その保存と利用を促進するプロジ

ェクトが、中国で始まっている。先行する

「中华古籍保护计划（中華古典籍保護計画）1」

に倣い、「民国时期文献保护计划（民国時期

文献保護計画）」と呼ばれるこの計画は、中

国国家図書館（以下、国家図書館とする）に

より 2011 年に始動したものである。2012 年

からは、実施計画に基づく諸事業が本格的に

実施されている。2013 年 3 月には、国家図

書館のウェブサイト内に「民国时期文献保护

网（民国時期文献保護ネット）2」が正式公開

されて、その全容と成果が次第に明らかにな

ってきた。以下、同計画の概要を簡単に紹介

するとともに、最近の主要な成果についても

取り上げてみたい。 
 

1. 民国時期文献の所蔵状況 

現在の中国において、民国時期文献を最も

豊富に所蔵しているのが、中国の国立図書館

である国家図書館で、約 88 万冊を所蔵して

いる。これに次いで、江蘇省の省級図書館で

ある南京図書館が約 70 万冊、上海市の省級

図書館である上海図書館が約 48 万冊を所蔵

している。その他、重慶市の省級図書館であ

る重慶図書館（約 17 万冊）なども、所蔵が

多い3。 
これらのうち、国家図書館、上海図書館、

                                 
1 拙稿「中華古典籍保護計画について」『アジア情報

室通報』10 巻 3 号, 2011.9, pp.6-9.（http://rnavi.n
dl.go.jp/asia/entry/bulletin10-3-2.php） 
2 民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/） 
3 「民国文献存世量最大 保护难度超过古籍」『中国

文化报』2011.5.19. 

重慶図書館が所蔵する民国時期の中国語図書

約 12 万タイトルを収録した目録が『民国时

期总书目』（书目文献出版社, 1986-1996）
であり、今なお最も収録数の多い文献目録で

ある。しかし、収録されているのは上記 3 館

の所蔵分のみであり、南京図書館の所蔵資料

は反映されていない。さらに、広範な種類に

およぶ民国時期文献のうち、収録されたのは

図書に限定され、雑誌新聞は含まれない。ま

た、中国語以外の出版物や、少数民族の言語

による資料も収録されていない。これらを含

む民国時期文献が現在どのくらいの数で残っ

ているか、はっきり分かっていないのである。 
 

2. 民国時期文献の危機 

また、残っている民国時期文献の資料状態

も極めて深刻な状態にある。国家図書館が

2005 年に同館所蔵資料を対象に行なった調査

4によると、民国時期文献では、紙質の ph 値

が 4.5 を下回り、他の時期の資料と比べて酸

化が最も深刻であるという。また、破損状況

も深刻で、9 割近い資料に中程度以上の破損

が見られるという。清代以前の古典籍に用い

られる紙は、紙質が中性に近く、帙（ちつ）

に入れて収納することで 500 年から 1000 年

以上の寿命を保つのに対して、民国時期文献

は酸性紙を用い、当時の出版技術も低いため

破損しやすい。同館の研究によれば、民国時

期の新聞の寿命は 50 年、図書でも 100 年程

度しかないとしている5。 
さらに、民国時期文献を所蔵する図書館の

保存環境にも問題が多い。清代以前の古典籍
                                 
4 「馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查和分析」国家

图书馆科研支撑平台（http://srsp.nlc.gov.cn/publish/o
ut/DetailProduction.jsp?command=4028b9bd07742
bff01077461e895000a） 
5 「国图民国书刊损害严重 文献历史可能有近代断层」

新浪网, 2005.6.10.（http://news.sina.com.cn/c/2005-
06-10/05056897721.shtml） 

2
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2012.9,

1」

ているか、はっきり分かっていないのである。

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin10-3-2.php
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であれば、保存条件の良い貴重書庫に所蔵さ

れる場合が多いが、民国時期文献は普通の図

書と区別せず温湿度調整のない環境で保管し

ている図書館がほとんどである。これは、一

部の貴重書を除き、国家図書館や上海図書館

のような先進的な図書館でも例外ではないと

いう6。保存条件の劣悪さが、民国時期文献の

資料状態を一層深刻にしているのである。 
 

3. 民国時期文献保護計画について 

国家図書館では、早くからこうした問題を

認識し、専門の部局を設けて、民国時期文献

を含む中国全土の公共図書館の貴重資料に対

してマイクロ化やデジタル化を行ない、その

成果を出版してきた。しかし、同館単独の事

業では膨大な民国時期文献を網羅することは

難しく、また、原資料の保存環境を改善する

ためには、より多くの機関とともに、共同で

事業を進める必要があった。 
2011 年 3 月、国家図書館の周和平館長は、

全国政協委員会の場において、中国全土の公

共図書館、大学図書館や文書館、博物館など

が、共同のプロジェクトのもとで、民国時期

文献の保存に取り組むべきことを提案した。

この後、中国共産党指導部や中国文化部の承

認のもと、2011～2015 年までの第 12 次 5 カ

年計画の期間中に、民国時期文献保護計画が

進められることになった7。 
 

3.1 目標 

2011 年 5 月に、国家図書館の主催により、

西安で「民国时期文献保护工作座谈会（民国

時期文献保護工作座談会）8」が開かれ、民国

時期文献保護計画により次のような事業を行

なうことが提案された。 

                                 
6 「民国文献何以成最“脆弱”馆藏」中国文化传媒网,
 2011.3.21.（http://www.ccdy.cn/xinwen/content/201
1-03/21/content_830223.htm） 
7  『国家图书馆年鉴. 2012』国家图书馆出版社
2012.10, p.154. 
8 「民国时期文献保护工作座谈会在西安胜利召开」民

国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt/h
y/201211/t20121114_47362.shtml） 

 
① 民国時期文献の総数調査を行ない、総合

目録『民国时期文献总目』を編纂する。

貴重な資料群については個別に目録を作

成する。 
② 民国時期文献を保存する書庫の規格を定

めて、保存条件を改善する。 
③ マイクロ化やデジタル化を進め、「民国

时期文献全文资源库（民国時期文献全文

データベース）」を構築する。 
④ 脱酸技術の研究を進めて、原資料の保存

を強化する。 
⑤ 民国時期文献の保存に携わる専門的人材

を養成する。 
⑥ 民国時期文献の整理出版を加速する。 
⑦ 海外における民国時期文献の調査を行な

い、デジタルデータにより入手する。 
 
2012 年 2 月、国家図書館により、北京で

「全国省级公共图书馆馆长座谈会（全国省級

公共図書館館長座談会）」が開催され、民国

時期文献保護計画の諸事業を正式に始動する

ことが宣言され、年度計画である「2012年民
国时期文献保护工作方案9」が発表された。そ

の後、2013 年には「2013 年民国时期文献保
护工作方案10」も発表されている。 

 
3.2 組織 

前述の 2011 年 5 月の工作座談会では、ま

ず計画の実施体制を構築することが提案され

た。これを受けて、同年 9 月には、組織体制

の構築や関連基準の制定などの業務を担当す

る「民国时期文献保护工作办公室（民国時期

文献保護工作事務室）」が国家図書館内に設

立され、同館の業務管理処に属することにな

った。 
そのほか、2012 年の「工作方案」では、組

                                 
9 「2012年民国时期文献保护工作方案」民国时期文

献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/zcfg/20121
2/t20121227_201638.shtml） 
10 「2013年民国时期文献保护工作方案」民国时期文

献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/zcfg/20121
2/t20121222_201625.shtml） 

3
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全国政協聯組会の場において、中国全土の公
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bibliography): p. [8]-112.   
Includes a chart on folded leaf: Синхрони
стическая таблица государс
тв, династий, эпох и эр стра
н Восточной и Центральной А
зии. 
ISBN: 9785020364790 (в пер.) (GE9-P18) 
中国、渤海など漢族以外による中国周縁諸国、ベト

ナム、モンゴル、朝鮮、日本の年代学に関する文献目録、
統治者・元号・首都の一覧、歴史地図を収録。付録とし
て上記各国の年代を比較できる年表を付す。 
 
東南アジア 
 
＜タイ＞ 
実用タイ日辞典・用例集 8,000 語 / ウィライ・トーモ
ラ ク ン  = พจนานกุรม 8,000 ศพัทไทย-ญี่ปุน : 
พรอมตวัอยางและคาํแปลภาษาญีปุ่น / ผูเขียน, วิไล 
โตมรกุล. -- พิมพครัง้แรก. -- กรงุเทพฯ : 
สํานกัพิมพภาษาและวฒันธรรม, 2554 [2011] -- 1055 
p. ; 19 cm. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786167121291          Y745-TS-466 
 
日タイ会計・税務辞書 /パカーポン・ワンプンプット 
[ 著 ] ; 泉 康 裕  監 修  = พจนานกุรมญีปุ่น-ไทย 
ศพัทบญัชแีละภาษ ี / โดย ผกาพร หวงัพึง่พุทธ. -- 
พิมพครัง้แรก. -- [Bangkok] : Ariya Group, 2554 
[2011] -- 110 p. ; 21 cm. 
Cover title. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786162430541         Y745-TS-472 
 
＜東ティモール＞ 
East Timor and the international community : 
basic documents / edited by Heike Krieger. -- 1st 
paperback ed. -- Cambridge : Cambridge University 
Press, 2011. -- xxviii, 494 p. ; 30 cm. -- 
(Cambridge international documents series ; 10) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780521399791 (pbk.)       (GE535-P47) 
初版（1997 年刊）のペーパーバック版。東ティモー

ルに関する 1859年から 1995年 7月までの国際関係文書
136 件を「歴史的背景」「脱植民地化過程」「インドネ
シア侵攻後の状況に関する国連文書」「第三国の反応」
など 6章に分け、各章内を細分類して収録。巻末に時系
列の収録文書一覧、未収録の関係国連文書一覧を付す。 

＜フィリピン＞ 
Tagalog-English dictionary / by Leo James English. 
-- [Manila] : Congregation of the Most Holy 
Redeemer ; [Mandaluyong City, Philippines] : 
Published and exclusively distributed by National 
Book Store, c1986 (2008 printing). -- 1583 p. ; 21 
cm. 
Tagalog and English. 
ISBN: 9710843575 (pbk.) ; 9789710843572 (pbk.)  

Y725-TS-3 
 
Historical dictionary of the Philippines / 
Artemio R. Guillermo. -- 3rd ed. -- Lanham, Md. : 
Scarecrow Press, 2012. -- xxx, 621 p. : ill., 
maps ; 24 cm. -- (Historical dictionaries of Asia, 
Oceania, and the Middle East) 
Includes bibliographical references (p. 493-620).  
ISBN: 9780810872462 (cloth : alk. paper) ; 
9780810875111 (ebook)          (GE8-P174) 
 
＜ベトナム＞ 
Report on the Vietnam labour force survey. -- 
Hanoi : Ministry of Planning and Investment, 
General Statistics Office. -- v. ; 30cm. 
2010-                                Z76-A793 
 
＜マレーシア＞ 
Laporan kiraan permulaan : banci penduduk dan 
perumahan Malaysia, 2010 = Preliminary count 
report : population and housing census of 
Malaysia, 2010. -- Putrajaya, Malaysia : Jabatan 
Perangkaan Malaysia, [2011]. -- vi, 45 p. : ill., 
folded col. map ; 30cm. 
Malay and English. 
他タイトル: Preliminary count report : population 
and housing census of Malaysia, 2010. 
他タイトル: Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2010. 
他タイトル : Population and housing census of 
Malaysia, 2010. 
他タイトル: Laporan kiraan permulaan 2010. 
他タイトル: Preliminary count report 2010. 
ISSN: 21804699           (DT231-M12-P3) 
 
Perangkaan penting, Malaysia = vital statistics. 
-- Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia. -- 
v. ; 30cm. 
ISSN: 0127466X 
2010 (Nov. 2011)-             Z76-A795 
マレーシア州別出生・死亡統計 

 
＜ミャンマー＞ 
Burmese-English English-Burmese dictionary / by 
Nance Cunningham, Aung Soe Min. -- Bangkok ; 
Berkeley, Calif. : Paiboon Publishing, c2009. -- 
xii, 934 p. ; 15cm. 
"With tones for English speakers"--Cover.  
ISBN: 9781887521581               (KL42-P5) 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 
पाइअ-स�-महन्नावो = �ाकृत-शब्द-महाणर्वः : अथार्त 
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адемия наук, Институт восто
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ISBN: 9780521399791 (pbk.)       (GE535-P47) 
初版（1997 年刊）のペーパーバック版。東ティモー

ルに関する 1859年から 1995年 7月までの国際関係文書
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列の収録文書一覧、未収録の関係国連文書一覧を付す。 
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perumahan Malaysia, 2010 = Preliminary count 
report : population and housing census of 
Malaysia, 2010. -- Putrajaya, Malaysia : Jabatan 
Perangkaan Malaysia, [2011]. -- vi, 45 p. : ill., 
folded col. map ; 30cm. 
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2010. 
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Malaysia, 2010. 
他タイトル: Laporan kiraan permulaan 2010. 
他タイトル: Preliminary count report 2010. 
ISSN: 21804699            (DT231-M12-P3) 
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ISSN: 0127466X 
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マレーシア州別出生・死亡統計 
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"With tones for English speakers"--Cover.  
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織設置に関して以下のような内容が記されて

いる。 
 

・ 「民国时期文献保护中心（民国時期文献保

護センター）」を国家図書館に、「民国时

期文献保护分中心（同サブセンター）」を

各省や地域に、それぞれ設立する。 
・ 図書館界や歴史学、文化財保護などの専門

家から構成される「民国时期文献保护专家

委员会（民国時期文献保護専門家委員会）」

を設立し、事業に対する助言や指導を行な

わせる。 
・ 文化部の主導のもと、財政部、教育部、科

学技術部、国家档案局などの構成員からな

る「部际联席会议（部局間連絡会議）」を

設立し、本計画の指導部の役割を担い、国

家プロジェクトとして推進するための調整

を行なわせる。 
 
これらの組織は、全て先行する中華古典籍

保護計画にも同様のものが設立されており、

民国時期文献保護計画が、中華古典籍保護計

画をモデルに構想されていることが端的に示

されている。なお、上記のうち「民国时期文

献保护专家委员会」は、2012 年 12 月 5 日に

成立大会および第 1 回工作会議が開かれてい

る。この委員会は、現在 39 名の構成員から

なり、その中には、張憲文・南京大学教授、

楊天石・中国社会科学院教授、金冲及・中国

共産党中央文献研究室常務副主任など、近現

代史の著名な研究者が、顧問として名を連ね

ている11。 
 

3.3 主要な成果 

民国時期文献保護計画の事業内容は多岐に

渉るが、現時点で、とりわけ具体的な成果を

挙げているのが、①民国時期文献を対象とす

る総合目録およびその基礎となる中国国内を

対象とする「普查（センサス）」事業、②海

                                 
11 「民国时期文献保护专家委员会」民国时期文献保

护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/gzjg/201302/t2
0130225_201675.shtml） 

外における民国時期文献調査および交流協力

事業、③民国時期関連資料の出版などである。

以下、順に紹介していく。 
 

3.3.1 総合目録とセンサス事業 

(1) 革命歴史文献総合目録 
総合目録については、民国時期文献のうち

「革命歴史文献」と呼ばれる資料群を対象と

した総合目録の作成が先行して進められてき

た。革命歴史文献とは、民国時期文献のうち、

中国における共産主義の普及や中国共産党の

歴史において重要な価値を持つ文献を指す。

国家図書館では、こうした文献を古典籍善本

（貴重書）に比すべき価値を持つ「新善本」

として重視し、他の民国時期文献と区別して、

同館古籍館で所管されてきた12。 
2011 年は辛亥革命 100 周年と中国共産党

創立 90 周年にあたる。同年 6 月から開催さ

れた展示会「艰苦与辉煌：纪念中国共产党成

立九十周年馆藏珍贵历史文献展 1921-1949
（苦難と栄光：中国共産党成立 90 周年記念 
所蔵貴重歴史文献展）」に合わせて、革命历

史文献联合目录（革命歴史文献総合目録13）

が公開された。これは国家図書館および 24
の公共図書館が所蔵する革命歴史文献約

12,000 冊の書誌情報を収録するものである。

国家図書館のデジタルライブラリー「中国国

家数字图书馆（中国国家デジタル図書館）」

のほか、「民国时期文献保护网」からも検索

できる。 
革命歴史文献は、民国時期文献保護計画の

もとで、重要なサブテーマの一つとして位置

づけられ、将来的に『国家珍贵革命文献名录

（国家貴重革命文献目録）』を作成公開する

ことが計画されている。 
 

(2) 民国時期文献総合目録 

                                 
12 赵洁敏、黄霞「北京图书馆藏革命历史文献的过去

与未来」『北京图书馆馆刊』1998 年 4 期, 1998.12, 
pp.9-14,79. 
13 革命历史文献联合目录（http://mylib.nlc.gov.cn/we
b/guest/geminglishiwenxianlianhebianmuzhongxin） 

4
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(北韓の博物館) UA31-K23 
 
한국 금속활자 인쇄사 / 천혜봉 지음. -- 파주 : 범우, 
2012.1. -- 476p ; 27cm 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788963650630 
(韓国金属活字印刷史)  UE21-K19 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
憲法裁判所 : 韓国現代史を語る / 李範俊 著 ; 在日
コリアン弁護士協会 訳. -- 東京 : 日本加除出版, 201
2.5. -- 349p ; 21cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-8178-3992-3 AK4-211-J3 
 
韓国社会と法 / 高翔龍 著. -- 東京 : 信山社, 2012.
12. -- 252p ; 19cm 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7972-3421-3 AK4-811-L1 
 
＜経済･産業＞ 
韓国映像コンテンツ産業の成長と国際流通 : 規制から
支援政策へ / 金美林 著. -- 東京 : 慶應義塾大学出
版会, 2013.2. -- 241p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7664-2011-1 DK411-L20 
 
＜教育＞ 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 1 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.4. -- 112p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J82 
 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 2 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.5. -- 148p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J83 
 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 3 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.6. -- 149p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J84 
 
＜歴史・地理＞ 
竹島問題とは何か / 池内敏 著. -- 名古屋 : 名古屋
大学出版会, 2012.12. -- 388,4p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-8158-0718-4 GB73-L3 
 
竹島史考 / 大熊良一 著. -- 普及版. -- 東京 : 原書
房, 2012.12. -- 301,5p ; 20cm 
初版のタイトル: 「竹島史稿」(1968年刊) 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-562-04876-2 GC212-J64 
 
高句麗の文化と思想 / 東北亜歴史財団 編 ; 東潮 監
訳 ; 篠原啓方 訳. -- 東京 : 明石書店, 2013.2. -- 4
58p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-3754-8 GE125-L2 
 
韓国の暮らしと文化を知るための 70 章 / 舘野晳 編著.

 -- 東京 : 明石書店, 2012.12. -- 382p ; 19cm. -- 
(エリア・スタディーズ ; 112) 
文献あり. 
ISBN: 978-4-7503-3738-8 GE136-L1 
 
朴正煕 動員された近代化 : 韓国、開発動員体制の二
重性 / 曺喜昖 著 ; 李泳采 監訳・解説 ; 牧野波 訳.
 -- 東京 : 彩流社, 2013.2. -- 298p ; 22cm 
文献あり 
年表あり. 
ISBN: 978-4-7791-1839-5 GE136-L3 
 
韓国の教科書に出てくる人物コリア史. 3 (近現代) / 
尹姫珍 著 ; 大図建吾 訳. -- 東京 : 彩流社, 2013.1.
 -- 277p ; 19cm 
年譜あり 
年表あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7791-1695-7 GK15-L1 
 
＜哲学・宗教＞ 
植民地朝鮮と宗教 : 帝国史・国家神道・固有信仰 / 
磯前順一, 尹海東 編著. -- 東京 : 三元社, 2013.1. -
- 369p ; 22cm. -- (日文研叢書) 
ISBN: 978-4-88303-329-4 HK41-L2 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
韓国国立中央博物館の至宝 / 呉明淑 著 ; 金安淑 訳
 ; 韓登 日本版監修. -- 東京 : 山川出版社, 2012.3. 
-- 159p ; 21cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15018-8 K16-J969 
 
標準韓国語文法辞典 / 韓国・国立国語院 著 ; 梅田博
之, 李允希 監修 ; HANA, 韓国語ジャーナル編集部 編
集. -- 東京 : アルク, 2012.11. -- 1055p ; 22cm 
ISBN: 978-4-7574-2230-8 KJ42-L1 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
不屈のハンギョレ新聞 : 韓国市民が支えた言論民主化
20 年 / ハンギョレ新聞社 著 ; 川瀬俊治, 森類臣 訳. 
-- 東京 : 現代人文社 ; [東京] : 大学図書 (発売), 
2012.3. -- 412p ; 22cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-87798-511-0 UC171-J32 
 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
Cultural sociology of the Middle East, Asia, & 
Africa : an encyclopedia. -- Thousand Oaks, 
Calif. : SAGE Publications, c2012. -- 4 v. : ill., 
maps ; 29 cm. -- (SAGE reference) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9781412981767 (cloth)    E2-B254 
「中東」「アフリカ」「東アジア、東南アジア」

「南アジア、中央アジア、西アジア」の 4巻からなり、
芸術・文化・科学、王朝、紛争・戦争、社会・日常生活、
宗教など文化社会学分野の約 800 項目を収録。各巻は
「先史時代から 1200 年まで」「1200 年から 1900 年ま
で」「1900 年以降」のように 3 部に分け、その中を項
目のアルファベット順に排列。各巻末に情報源ガイドと
索引、第 4巻巻末に全巻の索引を付す。 
 
Хронология стран Восточно
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民国時期文献保護計画では、革命歴史文献

に限定せず、あらゆる形態の資料を対象とし

てその所蔵先を把握する文献センサス事業を

計画し、最終成果として『民国时期文献总目』

を編纂出版することを目標としている。 
それに先立つ初歩的な成果として、2013 年

3 月に「民国时期文献保护网」上に公開され

たのが、民国时期文献联合目录（民国時期文

献総合目録）である。これは、国家図書館お

よび同館の求めに応じて試験的に参加した 7
機関の書誌データ約 20 万件を投入したもの

である。 
この目録は、現在のところ、国家図書館の

全国総合目録ネットワーク14に登録された書

誌データを利用している。登録データのほと

んどは図書であり、CNMARC フォーマット

に準拠した図書書誌作成の規則である「民国

图书联合目录数据暂行标准（民国期図書総合

目録データ暫定基準）15」が公開されている。 
2012 年からは、参加機関の図書館員を対象

に、計画の意義を宣伝し、登録方法を説明す

る研修会も開かれている16。2013 年「工作方

案」によれば、今後は入力システムの機能強

化をはかり、システム上でのデータの提出や

訂正を可能にすることを目指している。 
なお、一部の資料については、目次情報と

全文画像を閲覧できるようになっており、

2013 年「工作方案」では、今後登録データを

増やすとともに、全文画像を充実させること

                                 
14 全国联合编目中心（http://olcc.nlc.gov.cn/）; 前田

直俊「2.1.5 中国国家図書館における書誌作成」『中

国国家図書館の現況』国立国会図書館関西館図書館協

力課, 2010.11, pp.15-17.（http://current.ndl.go.jp/n
ode/17426） 
15 「民国图书联合目录数据暂行标准」民国时期文献

保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/wxpc/pcbz/201211
/t20121106_388.shtml） 
16 2012 年 8 月に北京で、2013 年 4 月には重慶で、

それぞれ「民国时期普查工作培训班」が開かれている。 
「民国时期文献保护工作办公室举办民国时期文献普查

工作培训班」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nl
c.gov.cn/xwdt/hy/201211/t20121114_46167.shtml）;
 「民国时期文献普查工作培训班在重庆举办」民国时

期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt/mt/20
1304/t20130429_201700.shtml） 

が明記されている。国家図書館では、民国時

期の図書や雑誌を重点的にデジタル化する対

象としており、大学機関による資料デジタル

化プロジェクト「大学数字图书馆国际合作计

划（大学デジタル図書館国際協力計画。

CADAL）17」とも協力して、民国時期文献の

デジタル化を行なっている。こうした蓄積を

基礎として、2011 年の工作座談会で掲げられ

た「民国时期文献全文资源库」の構築を目指

していくと考えられる。 
 

3.3.2 海外民国時期文献調査と交流協力事業 

民国時期文献保護計画では、米国、ロシア、

日本など海外で所蔵する民国時期文献の所蔵

を調査することが明記されている。この 2 年

間では、台湾および米国の機関との協力事業

が進められている。 
まず、台湾との間では、2011 年 7 月に、国

家図書館の代表団が 5 日間の日程で、台湾国

家図書館（漢学研究センター）、国史館、中

央研究院近代史研究所、国史館台湾文献館、

台北市立図書館を訪問し、民国時期文献の調

査を行なった18。2012 年には、台湾国家図書

館の曽淑賢館長が、国家図書館を訪問してい

る。国家図書館の周和平館長は、今後も民国

時期文献保護計画の枠組みで、両岸交流を活

発化させるとしている19。 
米国には、2012 年 4 月に調査団を派遣し、

5 日間でスタンフォード大学東アジア図書館、

同フーヴァー研究所、コロンビア大学東アジ

ア図書館、米国議会図書館、米国国立公文書

館などを訪問し、東京裁判関連資料（後述）

を含む文献調査を行なっている20。 
                                 
17 大学数字图书馆国际合作计划（http://www.cadal.z
ju.edu.cn/）; 篠田麻美「中国における Million Book
 Project―中国の大学図書館の資料電子化戦略―」
『カレントアウェアネス』298 号, 2008.12, pp.13-1
6.（http://current.ndl.go.jp/ca1678） 
18 「国家图书馆赴台湾地区调研民国时期文献存藏情
况」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/
wxzj/hwzj/201304/t20130403_201694.shtml） 
19 前掲注(6) 
20 「国家图书馆民国时期文献保护调研组赴美考察报
告」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/

5
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米国には、2012 年 4 月に調査団を派遣し、
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国広告団体連合会の会員、関連団体・機関、大学の広告
関連学科、広告関連人名録を収録。付録として四半期
別・業種別の広告費、メディア別広告単価、広告主別の
インターネット広告現況などを収録。巻末にハングル字
母順の会社別・人名別索引を付す。 
 
韓國經濟通史 / 李憲昶 著. -- 제 5 판. -- 서울 : 
해남, 2012.2. -- xvii, 729p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788962380439 DC146-K44 
 
한국의 인구 / 김두섭, 박상태, 은기수 편. -- 대전 : 
통계청, 2002.12. -- 2冊 ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 8988936809 (set) ; 8988936787 (1) ; 
8988936795 (2) 
(韓国の人口) DC731-K7 
 
韓國觀光史 : 삼국시대~일제강점기 / 한경수 저. -- 
대구 : 정림사, 2011.7. -- 639p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788960640412  
(韓国観光史 : 三国時代～日帝強占期) DK261-K20 
 
＜教育＞ 
교육학용어사전 = The dictionary of educational stu
dies / 서울대학교 교육연구소 편. -- 전정판. -- 서
울 : 하우, 2011.3. -- vii, 865p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9788976990150 
(教育学用語辞典) F2-K10 
 
＜歴史・地理＞ 
독도문헌정보총목록 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2012.2. -- 305p ; 26cm. -- (한눈에 
보기 = Fact book ; 26) 
文献あり. 
(独島文献情報総目録) GE3-K63 
独島（竹島）関連文献の総目録・所蔵目録。約 3,500

件の資料を、古書、古文書、古地図、単行本、学位論文、
学術記事、非図書、記録物に大別し、資料名、著者・製
作者、発行年等の書誌情報と所蔵機関を収録。古書、古
文書、古地図については、簡単な解題も付す。 
 
京畿道 歷史地名 事典 / 동아시아역사연구소 편. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.10. -- 731p ; 
27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971058152 GE11-K20 
 
대한민국 행정지명. 제 1 권, 전남･광주 편 / 윤여정 
엮음. -- 광주 : 향지사 : 향토지리연구소, 2009.1. -
- 859p ; 26cm 
索引あり. 
文献あり. 
ISBN: 8995049197 
(大韓民国行政地名. 全南･光州編) GE11-K21 
 
韓國人의 姓氏 總覽 / 大韓功勳歷史編纂會[編]. -- 
서울 : 大韓功勳歷史編纂會, 2003.8. -- 2冊 ; 31cm 
(韓国人の姓氏総覧) GE121-K175 
200 以上の姓氏について、本貫別に由来、行列表（同

一本貫で同一世代の者の名前に共通に用いる漢字の一
覧）、系図、功臣、著名な人物名等の情報を収録。排列
はハングル字母順で、1 巻はㄱからㅅまで、2 巻はㅇか
らㅎまでを収録する。2 巻の巻末に、付録「功臣・官

庁・官職解説」を付す。 
 
새 한국사 : 선사시대에서 조선 후기까지 / 이태진 저. 
-- 서울 : 까치글방, 2012.5. -- 552p ; 23cm 
文献あり. 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788972915133  
(新韓国史 : 先史時代から朝鮮後期まで) GE122-K158 
 
百濟 歷史와 文化 / 노중국, 권오영 저. -- 공주 : 
충청남도역사문화연구원, 2008.6. -- 551p ; 23cm. -- 
(百濟文化史大系 槪說書) 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788992220385 
(百済の歴史と文化) GE125-K277 
 
국역 『고려사』. 29-30, 색인 1-2 / 東亞大學校 
石堂學術院 역주. -- 서울 : 경인문화사, 2011.10. -- 
2冊 ; 27cm 
ISBN: 9788949907949 (29) ; 9788949907956 (30) 
(国訳高麗史. 索引) GE125-K280 
『국역 『고려사』』1 巻から 28 巻までの索引。29

巻は人名・地名編、30 巻は制度・事物編。排列はハン
グル字母順。 
 
조선왕조사 / 이성무 지음. -- 파주 : 수막새, 2011.4. 
-- 1030p ; 24cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788991205208 
(朝鮮王朝史) GE127-K360 
 
연평도 포격사건 백서 / 옹진군 [編]. -- 인천 : 
옹진군, 2012.7. -- 357p ; 26cm 
(延坪島砲撃事件白書) GE132-K50 
2010 年 11 月 23 日に発生した延坪島砲撃事件の白書。

北朝鮮の北方限界線(NLL)挑発、延坪島砲撃事件の勃発
と初期対応、被害復旧と事後措置、対応と対策などを収
録。付録に 2010年 11月 23日から 26日までの日誌、主
要新聞報道、西海 5島支援特別法などの関連法規を収録
する。 
 
北韓總覽 : 2003~2010 / 北韓硏究所 [編]. -- 서울 : 
北韓硏究所, [2011.3]. -- 1149p ; 27cm GE138-K90 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국건축사 = History of Korean architecture / 
대한건축학회 편. -- 2 판. -- 서울 : 기문당, 
2011.10. -- 600p ; 27cm. -- (건축학전서 = AIK 
architectural book series ; 2) 
文献あり. 
ISBN: 9788962253597 
(韓国建築史) KA93-K37 
 
넓은풀이 우리말 방언 사전 = 廣解 方言 辭典 = A 
dictionary of Korean dialects / 낱말 
어휘정보처리연구소 편저. -- 서울 : 낱말 
어휘정보처리연구소, 2010.5. -- 476, 447p ; 31cm 
ISBN: 9788995144930 
(広解韓国語方言辞典) KJ42-K208 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
북한의 박물관 / 장경희 글. -- 서울 : 예맥, 2011.1 
(2 쇄). -- 259p ; 26cm. -- (아름다운 우리문화재 ; 
4) 
文献あり. 
ISBN: 9788988502617 
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国広告団体連合会の会員、関連団体・機関、大学の広告
関連学科、広告関連人名録を収録。付録として四半期
別・業種別の広告費、メディア別広告単価、広告主別の
インターネット広告現況などを収録。巻末にハングル字
母順の会社別・人名別索引を付す。 
 
韓國經濟通史 / 李憲昶 著. -- 제 5 판. -- 서울 : 
해남, 2012.2. -- xvii, 729p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788962380439 DC146-K44 
 
한국의 인구 / 김두섭, 박상태, 은기수 편. -- 대전 : 
통계청, 2002.12. -- 2冊 ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 8988936809 (set) ; 8988936787 (1) ; 
8988936795 (2) 
(韓国の人口) DC731-K7 
 
韓國觀光史 : 삼국시대~일제강점기 / 한경수 저. -- 
대구 : 정림사, 2011.7. -- 639p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788960640412  
(韓国観光史 : 三国時代～日帝強占期) DK261-K20 
 
＜教育＞ 
교육학용어사전 = The dictionary of educational stu
dies / 서울대학교 교육연구소 편. -- 전정판. -- 서
울 : 하우, 2011.3. -- vii, 865p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9788976990150 
(教育学用語辞典) F2-K10 
 
＜歴史・地理＞ 
독도문헌정보총목록 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2012.2. -- 305p ; 26cm. -- (한눈에 
보기 = Fact book ; 26) 
文献あり. 
(独島文献情報総目録) GE3-K63 
独島（竹島）関連文献の総目録・所蔵目録。約 3,500

件の資料を、古書、古文書、古地図、単行本、学位論文、
学術記事、非図書、記録物に大別し、資料名、著者・製
作者、発行年等の書誌情報と所蔵機関を収録。古書、古
文書、古地図については、簡単な解題も付す。 
 
京畿道 歷史地名 事典 / 동아시아역사연구소 편. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.10. -- 731p ; 
27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971058152 GE11-K20 
 
대한민국 행정지명. 제 1 권, 전남･광주 편 / 윤여정 
엮음. -- 광주 : 향지사 : 향토지리연구소, 2009.1. -
- 859p ; 26cm 
索引あり. 
文献あり. 
ISBN: 8995049197 
(大韓民国行政地名. 全南･光州編) GE11-K21 
 
韓國人의 姓氏 總覽 / 大韓功勳歷史編纂會[編]. -- 
서울 : 大韓功勳歷史編纂會, 2003.8. -- 2冊 ; 31cm 
(韓国人の姓氏総覧) GE121-K175 
200 以上の姓氏について、本貫別に由来、行列表（同

一本貫で同一世代の者の名前に共通に用いる漢字の一
覧）、系図、功臣、著名な人物名等の情報を収録。排列
はハングル字母順で、1 巻はㄱからㅅまで、2 巻はㅇか
らㅎまでを収録する。2 巻の巻末に、付録「功臣・官

庁・官職解説」を付す。 
 
새 한국사 : 선사시대에서 조선 후기까지 / 이태진 저. 
-- 서울 : 까치글방, 2012.5. -- 552p ; 23cm 
文献あり. 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788972915133  
(新韓国史 : 先史時代から朝鮮後期まで) GE122-K158 
 
百濟 歷史와 文化 / 노중국, 권오영 저. -- 공주 : 
충청남도역사문화연구원, 2008.6. -- 551p ; 23cm. -- 
(百濟文化史大系 槪說書) 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788992220385 
(百済の歴史と文化) GE125-K277 
 
국역 『고려사』. 29-30, 색인 1-2 / 東亞大學校 
石堂學術院 역주. -- 서울 : 경인문화사, 2011.10. -- 
2冊 ; 27cm 
ISBN: 9788949907949 (29) ; 9788949907956 (30) 
(国訳高麗史. 索引) GE125-K280 
『국역 『고려사』』1 巻から 28 巻までの索引。29

巻は人名・地名編、30 巻は制度・事物編。排列はハン
グル字母順。 
 
조선왕조사 / 이성무 지음. -- 파주 : 수막새, 2011.4. 
-- 1030p ; 24cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788991205208 
(朝鮮王朝史) GE127-K360 
 
연평도 포격사건 백서 / 옹진군 [編]. -- 인천 : 
옹진군, 2012.7. -- 357p ; 26cm 
(延坪島砲撃事件白書) GE132-K50 
2010 年 11 月 23 日に発生した延坪島砲撃事件の白書。

北朝鮮の北方限界線(NLL)挑発、延坪島砲撃事件の勃発
と初期対応、被害復旧と事後措置、対応と対策などを収
録。付録に 2010年 11月 23日から 26日までの日誌、主
要新聞報道、西海 5島支援特別法などの関連法規を収録
する。 
 
北韓總覽 : 2003~2010 / 北韓硏究所 [編]. -- 서울 : 
北韓硏究所, [2011.3]. -- 1149p ; 27cm GE138-K90 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국건축사 = History of Korean architecture / 
대한건축학회 편. -- 2 판. -- 서울 : 기문당, 
2011.10. -- 600p ; 27cm. -- (건축학전서 = AIK 
architectural book series ; 2) 
文献あり. 
ISBN: 9788962253597 
(韓国建築史) KA93-K37 
 
넓은풀이 우리말 방언 사전 = 廣解 方言 辭典 = A 
dictionary of Korean dialects / 낱말 
어휘정보처리연구소 편저. -- 서울 : 낱말 
어휘정보처리연구소, 2010.5. -- 476, 447p ; 31cm 
ISBN: 9788995144930 
(広解韓国語方言辞典) KJ42-K208 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
북한의 박물관 / 장경희 글. -- 서울 : 예맥, 2011.1 
(2 쇄). -- 259p ; 26cm. -- (아름다운 우리문화재 ; 
4) 
文献あり. 
ISBN: 9788988502617 
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さらに同年 6 月には、北京で「中美民国时

期文献保护工作研讨会（中米民国時期文献保

護工作検討会）21」が開かれている。中国側

からは周和平・国家図書館館長のほか、国家

档案局局長、楊天石・中国社会科学院教授な

どが出席し、米国からは議会図書館のアジア

部長、ハーバード・イェンチン図書館館長な

どのほか、カナダからトロント大学東アジア

図書館館長も出席し、民国時期文献の保護に

関する報告を行ない、最後に「交流・協力・

資源の共同構築、共同利用」を掲げた共同宣

言を発表している22。 
 

3.3.3 民国時期関連資料の出版 

資料保存に関して、民国時期文献保護計画

では 2 つの方策が示されている。ひとつは、

原資料そのものの劣化・破損を防ぐ「原生性

保护」であり、脱酸処理などが想定されてい

る。もうひとつは、資料の影印複製を行なう

「再生性保护」である。後者について、国家

図書館では、2007 年に「民国文献资料编纂出

版委员会」を設立し、そのもとで『民國文獻

資料叢編』を出版するなど、これまでも活発

に民国時期文献の影印出版を行なってきたが、

民国時期文献保護計画のもとで新たな体制を

立ち上げている。 
 

(1) 民国時期文献整理出版プロジェクト 
それが、2013 年から始動した「民国时期文

献整理出版项目（民国時期文献整理出版プロ

ジェクト）」である。「民国时期文献整理出

版项目实施方案（同実施方案）23」によれば、

専門家を顧問に招き「民国时期文献出版工作

委员会（民国時期文献出版工作委員会）」お

                                                 

wxzj/hwzj/201304/t20130403_201693.shtml） 
21 「中美民国时期文献保护工作研讨会」国家图书馆

（http://www.nlc.gov.cn/dsb_zt/xzzt/mgwxhy/） 
22 「中美民国时期文献保护工作研讨会在京隆重召开」

民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt
/hy/201211/t20121114_46043.shtml） 
23 「国家图书馆关于组织申报“民国时期文献整理出

版项目”的函」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.
nlc.gov.cn/zlcb/dtxx/201304/t20130403_201695.sht
ml） 

よび「民国时期文献编纂委员会（民国時期文

献編纂委員会）」を設立し、民国時期文献保

護工作事務室が事務局となることを定めてい

る。 
整理出版の対象となる資料は、図書、雑誌、

新聞のほか、歴史文書や日記、宣伝ビラなど

幅広い類型を含むことや、「民国时期文献资

料丛编」「革命历史文献资料丛编」などのシ

リーズとして出版することなどが想定されて

いる。各所蔵機関が、自館の未整理資料につ

いて整理出版を申請すると、専門家からなる

評価審議委員会が、計画内容を審査する。計

画が認められると、国家図書館が申請機関と

の間で契約を結び、資料整理のための補助費

用が支給される。整理が完了すると、申請機

関は出版原稿を審査委員会に提出し、審査を

通過すれば、出版社から正式に出版できるこ

とになる。なお、本プロジェクトにより出版

された資料には、民国時期文献保護計画のロ

ゴマークを付すことなども定められている。

国家図書館出版社から出版されている『民國

文獻資料叢編』シリーズのうち、最近のもの

には、このロゴが確認できる。 
本プロジェクトは、2013 年 3 月に南京で

開催された「民国时期文献保护工作座谈会」

の場で発表された。席上、こうした整理出版

活動を通して、各所蔵機関による民国時期文

献保護計画への取組みを促進することが、今

後の方針として掲げられている24。この後、

各機関からの整理出版計画の募集が始まり、

同 5 月には審査会が北京で開かれ、提出され

た 45 の計画に対する中間評価が示されてい

る25。 
 
(2) 東京裁判資料集 
この民国時期文献整理出版プロジェクトの

中で、最も早くスタートし、最も注目を浴び
                                 
24 「民国时期文献保护工作座谈会在南京举行」国家

图书馆（http://www.nlc.gov.cn/dsb_zx/gtxw/201303/t
20130321_70809.htm） 
25 「民国时期文献整理出版项目专家评审会在北京召
开」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/
xwdt/mt/201305/t20130506_201704.shtml） 
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information system. 2012 / 地理信息系统名词审定委

员会 [编]. -- 第 2版. -- 北京 : 科学出版社, 2012.8. 

-- xvii, 121p ; 27cm 

ISBN: 9787030352170 ME2-C16 

 1,469 語について英語と対照し、語義を収録。「基本

概念」「技术与应用」の 2部分からなる。巻末にアルフ

ァベット順の「英汉索引」および拼音順の「汉英索引」

を付す。 
 

中藥草產業現況與展望專題報告 / 孫智麗 總編輯 ; 劉

翠玲 主編. -- 台北 : 行政院農業委員會, 2012.4. -- 

V, 205p ; 30cm 

ISBN: 9789860319378 SD121-C47 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

中国图书馆分类法期刊分类表 / 国家图书馆《中国图书

馆分类法》编辑委员会 编. -- 第 3版. -- 北京 : 國家

圖書館出版社, 2012.8. -- 2, 2, 2, 45, 82p ; 21cm 

ISBN: 9787501348176 UL653-C33 

 

二十世纪以来中国古籍目录提要 / 郝润华, 侯富 编著. 

-- 上海 : 华东师范大学出版社, 2012.6. -- 3, 5, 2, 

3, 435p ; 24cm 

ISBN: 9787561788745 UP1-C4 

1911 年から 2009 年までに中国大陸や台湾などで刊行

された目録、提要など 640余タイトルについて書名、作

者、刊行年、解題などを収録。「综合目录」「专科目录」

など 3に大別し、その中をさらに細分して刊行年順に排

列。巻末に拼音順の書名索引および作者索引を付す。 
 

日本語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

現代日中関係史年表 : 1950-1978 / 現代日中関係史年

表編集委員会 編集. -- 東京 : 岩波書店, 2013.1. -- 

862p ; 27cm 

文献あり 索引あり. 

ISBN: 978-4-00-022790-2 A2-L3 

 

確認中国法用語 250WORDS = KEYWORDS OF CHINESE LAW 

/ 國谷知史, 奥田進一, 長友昭 編. -- 東京 : 成文堂, 

2011.12. -- 99p ; 21cm 

ISBN: 978-4-7923-9221-5 A112-J273 

＜経済･産業＞ 

日中経済・人的交流年表 : 日本と中国交流 40 年の歴

史 / 加藤隆三木, 加藤安 編. -- [東京] : 創英社, 

2012.3. -- 255p ; 21cm 

ISBN: 978-4-88142-539-8 D2-J244 

 

台湾機械メーカー名簿. 2012 年版. -- 所沢 : 台湾産

業研究所, 2012.3. -- 724p ; 30cm 

 D4-J652 

 
台湾金型鋳造鍛造メーカー名簿. 2012 年版. -- 所沢 : 

台湾産業研究所, 2012.4. -- 358p ; 30cm 

 D4-J663 

 

中国産業地図 / 亜州 IR 編. -- 東京 : 日本経済新聞

出版社, 2011.10. -- 193p ; 21cm 

ISBN: 978-4-532-31738-6 DC157-J145 

 

中国人口問題の年譜と統計 : 1949～2012 年 / 若林敬

子, 聶海松 編著. -- 東京 : 御茶の水書房, 2012.12. 

-- 302p ; 27cm 

ISBN: 978-4-275-00998-2 DC731-L1 

 

中国投資ハンドブック : 戦略と実務の必読書. 2012-

2013 / 射手矢好雄 全体監修 ; 日中経済協会 編. -- 

東京 : 日中経済協会, 2012.2. -- 429p ; 30cm 

ISBN: 978-4-88880-172-0 DE151-J420 

＜歴史・地理＞ 

電脳中国学入門 / 漢字文献情報処理研究会 編. -- 東

京 : 好文出版, 2012.2. -- 230p ; 26cm 

文献あり. 

ISBN: 978-4-87220-150-5 GE234-J16 

 
現代中国を知るための 40 章 / 高井潔司, 藤野彰, 曽

根康雄 編著. -- 第 4版. -- 東京 : 明石書店, 2012.3. 

-- 293p ; 19cm. -- (エリア・スタディーズ ; 8) 

ISBN: 978-4-7503-3567-4 GE341-J287 

 

現代台湾を知るための 60 章 / 亜洲奈みづほ 著. -- 

第 2版. -- 東京 : 明石書店, 2012.1. -- 326p ; 19cm. 

-- (エリア・スタディーズ ; 34) 

文献あり. 

ISBN: 978-4-7503-3528-5 GE461-J62 

 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
제 19 대 국회의원선거 인터넷선거보도 심의백서 / 
중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 [編]. 
-- 서울 : 중앙선거관리위원회 
인터넷선거보도심의위원회, 2012.8. -- 390p ; 26cm 
索引あり. 
(第 19代国会議員選挙インターネット選挙報道審議白
書) AK4-251-K40 
インターネット選挙報道審議委員会の運営現況、第

19 代国会議員選挙の審議概要、議決の現況と分析、審
議の評価と課題、議決事例を収録。付録として関連法
規・書式、審議対象のインターネット言論社目録を収録
する。巻末に議決の類型別（警告、注意など）・対象言
論社別（アルファベット順、ハングル字母順）索引を付
す。 
 
문화재보호법총론 / 김창규 저. -- 서울 : 동방문화사, 
2011.3. -- xxi, 440p ; 25cm 
ISBN: 9788991902879 
(文化財保護法総論) AK4-611-K29 
 
＜経済･産業＞ 
광고인명록 = Advertising network directory. 2011 
/ 한국광고단체연합회 [編]. -- 서울 : 
한국광고단체연합회, 2010.12. -- 659p ; 26cm 
索引あり. 
(広告人名録) D4-K34 
広告主、広告会社、広告制作社、メディアなど公告

関連業種を網羅したダイレクトリ。そのほか出版者の韓
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ているのが、東京裁判（極東国際軍事裁判）

関係資料集の出版計画である。 
これは、2011 年 2 月に、国家図書館が中国

共産党指導部により、東京裁判関係資料の収

集・出版を指示されたことに始まる26。2011
年 5 月には、上海交通大学に「东京审判研究

中心（東京裁判研究センター）」が設立され、

2012 年 3 月には、同館との間で、東京裁判

研究センター共同設立の記念式典が行なわれ

た。さらに同年 10 月には、『远东国际军事

法庭庭审记录（極東国際軍事裁判審議録）』

の編纂プロジェクトが発表され、記念式典が

行なわれた。メディアからの反響も大きく、

中央電視台などのニュース番組や『人民日报』

など多くのメディアで紹介された27。この資

料集は 2013 年 6 月の出版予定であるが、さ

らに『远东国际军事法庭审判文献/证据资料

（極東国際軍事裁判法廷裁判文献・証拠資

料）』などの編纂も進められている。8 月に

は「日本战犯审判历史文献保护国际研讨会

（日本戦犯裁判歴史文献保護国際シンポジウ

ム）」も開催される予定である28。 
2013 年 3 月の工作座談会では、今後も展

示会や会議などを通じて、民国時期文献保護

計画の意義を国民に訴え、社会全体で取組む

ための環境を整えるとしている29。東京裁判

資料集は、本計画における重要なサブテーマ

として、計画の宣伝普及にも大きな役割を果

たしている。 
 

おわりに 

以上、総合目録、海外調査、出版事業に重

点を置いて、民国時期文献保護計画について

                                 
26 「以史为鉴,面向未来」中国文化传媒网, 2012.10.2
9.（http://www.ccdy.cn/wenhuabao/sban/201210/t20
121029_442234.htm） 
27 「《远东国际军事法庭庭审记录》编纂出版项目启
动 社会反响强烈」民国时期文献保护网（http://mgw
xbh.nlc.gov.cn/xwdt/tb/201212/t20121228_201645.s
html） 
28 「国家图书馆将出 80卷《远东国际军事法庭庭审记

录》」中国新闻网, 2013.3.15.（http://www.chinane
ws.com/cul/2013/03-15/4647765.shtml） 
29 前掲注(24) 

紹介してきた。本計画は、先行する中華古典

籍保護計画と同様に、文化部の「全国公共图

书馆事业发展“十二五”规划（全国公共図書

館事業発展の第 12 次 5 カ年計画期における

計画）30」などの重要文書にも盛り込まれて

おり、今後も 2015 年までの間に、成果が

続々と生み出されることが予想される。 
本計画が対象とする時期には、日中戦争な

ど日本人にとっても非常に関心の高いテーマ

が含まれている。民国時期文献へのアクセス

を容易にし、共同利用を可能にすることによ

って、この時代に関する国際的な学術研究が

活性化することを期待したい。 
 

（ゆの もとお） 
 
 
  

                                 
30 「文化部关于印发《全国公共图书馆发展十二五规
划》的通知」中国政府公开信息整合服务平台国图分站,
 2013.1.31.（http://govinfo.nlc.gov.cn/gtfz/xxgk/gwy
zcbm/whb/201302/t20130206_3446028.html） 
 
（ウェブサイトの最終アクセスは、すべて 2013 年 5
月 18 日） 
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台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 1, 台北・新北・基隆・

宜蘭・桃園・新竹・苗栗・金馬 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 479p ; 31cm. 

-- (那路灣地圖館 ; A11) 

ISBN: 9789866139130 G72-C188 

 

臺灣地圖大全 / 游上游 總編輯. -- 台北 : 大輿出版

社, 2012.6. -- 360p ; 30cm 

ISBN: 9789577918529  G72-C189 

 

中国抗战大后方历史文献联合目录 / 周勇, 王志昆 编. 

-- 重庆 : 重庆出版社, 2011.8. -- 3 冊 ; 25cm. -- 

(中国抗战大后方历史文化丛书 ; 档案文献 ; 乙) 

ISBN: 9787229037642 GE2-C282 

 重慶市にある 11 の図書館が所蔵する 1937 年から

1946 年までに出版された図書 54,777 タイトル、雑誌

6,336タイトル、新聞 285タイトル、地図 204タイトル

について書誌事項および所蔵機関を収録。「图书」「期

刊」「报纸」「图纸」の 4に大別し、「图书」はその中

をさらに細分。排列は拼音順。 

 

吐魯番出土文獻詞典 / 王啓濤 著. -- 成都 : 巴蜀書

社, 2012.6. -- 70, 1408p ; 26cm 

ISBN: 9787553100609 GE8-C118 

 トルファン出土文献から採録した文書用語など 6,000

余語について語義、出典を収録。排列は拼音順。巻頭に

筆画索引を付す。 

 

中華民國建國百年大事記 / 朱文原 [ほか] 編輯撰稿. 

-- 臺北 : 國史館, 2012.9. -- 2冊 ; 26cm 

ISBN: 9789860335866 GE9-C19 

 

满族姓氏综录 / 刘庆华 编著. -- 沈阳 : 辽宁民族出

版社, 2012.2. -- 19, 1, 1, 723p ; 21cm 

ISBN: 9787549702794 GE12-C156 

 満洲族の姓氏約 1,000種について居住地、代表的人物

とその職官、漢族式の姓などを収録。｢《八旗满洲氏族

通谱》内满洲八旗姓氏｣｢《皇朝通志・氏族略》内增补的

满洲八旗姓氏｣｢《八旗满洲氏族通谱》外满洲八旗姓氏｣

の 3部分からなる。巻末に「满族八旗内蒙古姓氏」「满

语人名新译」など 9の付録のほか、拼音順の満洲語姓索

引と筆画順の漢族姓索引を付す。 

 

中央研究院歷史語言研究所藏遼金石刻拓本目錄 / 洪金

富 主編. -- 臺北 : 中央研究院歷史語言研究所, 

2012.2. -- xxv, 308p ; 30cm. -- (中央研究院歷史語

言研究所目錄索引叢刊) 

ISBN: 9789860318906 GE218-C137 

 中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館が所蔵する

拓本 347種について名称、出土地、大きさ、年代、責任

表示などを収録。排列は年代順。巻末に付録として「遼

金石刻資料詳錄表」を付すほか、筆画順の人名、職官名、

地名索引を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国甲午以后流入日本之文物目录 / 徐森玉 主編 ; 顧

廷龍 [ほか] 編著. -- 上海 : 中西書局, 2012.8.  -- 

3冊 ; 29cm 

ISBN: 9787547504147 K3-C8 

 中華民国教育部清理戰時文物損失委員會京滬區辦事處

1946 年刊の影印。日本の博物館の図録、目録および中

国の学者の著述 122タイトル所載の甲骨、石器、銅器な

どの文物 15,245 件について大きさ、重量、所蔵機関、

所蔵者名、出典を収録。排列は所蔵者名の筆画順。第 3

冊の巻末に付録として朝鮮総督府博物館所蔵の中国関係

文物一覧など 2の付録を付すほか、筆画順の所蔵者、関

係人物名の索引を付す。 

 
评弹小辞典 / 吴宗锡 主编. -- 上海 : 上海辞书出版

社, 2011.8. -- 12, 24, 428p, 図版 4枚 ; 19cm 

ISBN: 9787532633241 KD2-C41 

 『评弹文化辞典』（汉语大词典出版社 1996 年刊）の

修訂増補。評弾と呼ばれる語り物に関する約 1,500項目

を収録。「总类」「行话术语」など 8に大別しその中を

さらに分類して排列。巻末に付録として「传统书目传人

系脉表」「苏州弹词检韵」を付すほか、筆画順の項目索

引を付す。 
 
中国语言生活状况报告  = Language situation in 

China. 2012  / 教育部语言文字信息管理司 组编. -- 

北京 : 商務印書館, 2012.10. -- 6, 3, 4, 494p ; 26cm 

+ CD-ROM1 枚 (12cm). -- (中国语言生活绿皮书 / 国家

语言文字工作委员会 发布 ; B012)  

ISBN: 9787100095914 KK13-C44 

 

古文字考釋提要總覧. 第 3 册 / 劉志基 [ほか] 主編 ; 

張再興 主編. -- 上海 : 上海人民出版社, 2011.12. -- 

3, 22, 20, 991p ; 27cm. -- (文字綱"http: //www. 

wenzi. cn/"關聯書系 ; 1) 

ISBN: 9787208104709 KK24-C174 

 
臺 灣 文 學 外 譯 書 目 提 要  : 1990-2011 = 

Bibliographical synopses of translated Taiwan 

literature / 楊護源 主編 ; 李林坡 [ほか] 共同撰稿. 

-- 臺南 : 國立臺灣文學館, 2012.6. -- 148p ; 23cm 

ISBN: 9789860327274 KK61-C99 

英語、日本語、フランス語などに翻訳された台湾文

学に関する図書 135タイトルについて書名、原書名、著

者、翻訳者、出版者、刊行年、英語および中国語による

解題を収録。「英文版」「日文版」など 7に分類してそ

の中を刊行年順に排列。 
 

《红楼梦》研究资料分类索引 : 1630-2009 / 刘晓安, 

刘雪梅 编纂. -- 北京 : 国家图书馆出版社, 2012.8. -

- 2冊 ; 29cm 

ISBN: 9787501348459 KK61-C100 

単行書、雑誌論文など 20,000 余件について書名、論

文名、著者、出版者、刊行年、掲載誌名などを収録。

「曹雪芹家世及其生平」「曹雪芹与《红楼梦》」など 8

に大別し、その中を細分して刊行年順に排列。 

＜科学技術＞ 

颛顼日历表 / 朱桂昌 编著. -- 北京 : 中华书局, 

2012.6. -- 2, 636p ; 25cm 

ISBN: 9787101086089 MB96-C22 

 顓頊暦による紀元前 366年から紀元前 104年までの毎

月の大小、毎日の干支および二十四節気を収録。排列は

年月日順。 
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レファレンスツール紹介 30  中央アジア諸国について調べる 
 

酒井 剛（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

ソビエト連邦が崩壊して中央アジア諸国が独

立してから約 20 年が経過し、各国についての

資料が増えてきました。本稿では、ウズベキス

タン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、

トルクメニスタンの中央アジア 5 カ国に関する

おもな情報源をご紹介します。 
【 】は当館請求記号、【( )】は関西館請

求記号です。タイトルがロシア語、中央アジア

諸言語のみの場合は、（ ）内にタイトルの和

訳を併記しました。インターネットの最終アク

セス日は、2013 年 4 月 30 日です。 
 

1. 基本的な資料など 
 
【中央アジア全般】 
『中央アジアを知るための 60 章』 
(第 2 版, 明石書店, 2010)【GE671-J24】 
地理的範囲は、中央アジア 5 カ国のほか、隣

接する中国新疆などを含みます。歴史、文化、

地理、政治、経済、対日関係の 6 部から構成さ

れ、タイトルのとおり 60 章に分けて概説して

います。巻末にテーマ別の参考文献を収録して

います。 
 

Country report. 
(Economist Intelligence Unit, 季刊)【請求記

号は国ごとに異なる】 
中央アジア 5 カ国については、国別（ウズベ

キスタン【Z51-R553】、カザフスタン【Z51-
R552】、キルギス【Z51-R21】、タジキスタ

ン【Z76-A85】、トルクメニスタン【Z51-
R657】）に、政治、経済の最新の状況を分析

し、今後の予測を行っています。また、面積・

人口などの基礎的なデータ、主要閣僚名簿など

を含む政治機構の概説、経済の主要なデータや

指標を収録しています。当館内ではデータベー

スでも利用できます。 
 

Eastern Europe, Russia and Central Asia.  
(Routledge, 年刊)【Z61-H727】 

Europa regional surveys of the world シリ

ーズの 1 巻。「全般的概説」「国別概説」「人

名事典」「地域情報」の 4 部からなります。

「国別概説」では、中央アジア 5 カ国について

は国別に、地理、歴史、経済を概説し、年表、

基本統計、主要機関名簿、参考文献を収録して

います。 
 

The handbook of Central Asia : a 
comprehensive survey of the new republics. 
(I.B. Tauris, 2000)【(GE671-P6)】 
中央アジア 5 カ国について、国別に、政治、

地理、民族、歴史、経済、文化、宗教などを概

説し、参考文献を収録しています。巻末に索引

を収録しています。 
 

Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan : country 
studies. 
([Federal Research Division, Library of 
Congress], 1997)【GE671-A177】 
中央アジア 5 カ国について、国別に、面積・

人口などの基礎的なデータを収録しているほか、

歴史、環境、民族、宗教、教育、経済、交通・

通信、政治、国家安全保障などを概説していま

す。巻末に参考文献、索引を収録しています。 
 

外務省：各国・地域情勢 ＞ 欧州（NIS（旧

ソ連新独立国家）諸国を含む） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe.html 
日本の外務省が提供するウェブサイトです。

中央アジア 5 カ国については国別に、面積・人

口などの基礎的なデータ、歴史、政治、外交、

経済、対日関係、渡航安全情報などの項目をコ

ンパクトに収録しています。 
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5, 494p ; 23cm 

ISBN: 9787564211707 DF137-C38 

 

中国电子商务报告 = China's e-commerce. 2010-2011

年 / 中华人民共和国商务部 [编]. -- 北京 : 清华大

学出版社, 2012.5. -- XVI, 138p ; 26cm 

ISBN: 9787302289166 DH3-C2 

世界の電子商取引の規模や特徴、中国における技術

整備、立法政策、人材育成、各産業界の活用状況などに

ついての報告書。「中国电子商务的最新进展」「中国电

子商务服务业」「部分省市电子商务发展状况」など 6章

からなる。巻末に「2011年中国电子商务行业融资情况」

「我国已经颁布实施的电子商务标准」など 5の付録を付

す。 

 

台灣地區大型集團企業研究 = Business groups in 

Taiwan. 2012 / 中華徴信所企業股份有限公司 著. -- 

台北 : 中華徴信所, 2012.10. -- 1193p, 図版 6 枚 ; 

30cm 

DH15-C10 

 

台灣地區工商業財務總分析 = General corporation 

financial analysis in Taiwan. 2012 / 中華徴信所企

業股份有限公司 著. -- 第 42 版. -- 台北 : 中華徵信

所, 2012.9. -- 492p ; 29cm + CD-ROM 1枚(12cm) 

ISBN: 9789866724220 DH563-C2 

 

中华民国邮票目录 : 1912-1949 = The postage stamps 

catalogue of the Republic of China : 1912-1949 / 

《集邮》杂志社 编. -- 北京 : 2012.5. -- 347p ; 

30cm 

ISBN: 9787115266958 DK331-C31 

 

中国新媒体发展报告 = Annual report on development 

of new media in China. 2011 / 尹韵公 主编 ; 刘瑞

生 执行主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2011.7. 

-- 6, 367p ; 24cm. -- (新媒体蓝皮书 = Blue book of 

new media) 

ISBN: 9787509724682 DK411-C33 

インターネット、ブログ、電子書籍などの発展状況

に関する 38 篇の論文を収録。「热点篇」「网络媒体篇」

「移动与电子媒体篇」など 5部分からなる。 

 

中国能源产业地图 = The industrial map of China 

energy. 2010-2011 / 中国产业地图编委会, 中国经济

景气监测中心 编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.1. -- 155p ; 26cm. -- (产业地图系列丛书 = 

China industrial map series ; 2010-2011) 

ISBN: 9787509729700 DL71-C5 

「宏观篇」と「产业篇」の 2 編からなる。「宏观篇」

は世界と中国における各種エネルギーの埋蔵量、生産量、

消費動向、貿易動向などのデータ、図表を収録。「产业

篇」は石油、天然ガス、石炭、電力、新エネルギーの種

類別に、それぞれ生産量、需給量、価格、貿易動向など

のデータ、図表を収録。巻末に「能源简介」「2010 年

中国煤炭工业企业 100强」など 5の付録を付す。 

 

中国销售车型总汇. 2012 / 《2012 中国销售车型总汇》

编委会 编. -- 北京 : 人民交通出版社, 2012.4. -- 

196p, 図版 2枚 ; 29cm 

ISBN: 9787114097348 DL438-C19 

 

中国农业发展报告. 2012 / 中华人民共和国农业部 

[编]. -- 北京 : 中国农业出版社, 2012.11. -- 2， 15, 

6, 174p ; 29cm 

ISBN: 9787109172067 DM49-C73 

 「2011 年农业发展状况」「2011 年农业和农村政策」

など 4部分からなる。巻末に「农村经济在国民经济中的

地位」「农村牧渔业产值及构成」など 30の表を付す。 
 

中国粮食发展报告 = China grain development report. 

2012 / 聂振邦 主编. -- 北京 : 经济管理出版社, 

2012.10. -- 182p ; 29cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9787509621028 DM181-C7 

 

全国铁路统计摘要. 2009 年 / 铁道部统计中心 作. -- 

北京 : 中国铁道出版社, 2011.4. -- 3, 138p ; 21cm 

ISBN: 9787113121891 DT693-C8 

＜社会・労働＞ 

中国社会保障发展报告  = China social security 

system development report. 2012 (No.5), 社会保障与

收入再分配 / 王延中 主编. -- 北京 : 社会科学文献

出版社, 2012.9. -- 7, 14, 304p ; 24cm. -- (社会保

障绿皮书 = Green book of China social security 

system) 

ISBN: 9787509737095 EG15-C2 

＜教育＞ 

中国近现代高等教育人物辞典 / 周川 主编. -- 福州 : 

福建教育出版社, 2012.1. -- 35, 723p ; 27cm 

ISBN: 9787533456078 F2-C19 

 19 世紀半ばから 1950 年代における中国の高等教育に

関する人物 3,097名について生没年、本籍、経歴、主要

な業績、著作などを収録。中国人と外国人に大別し、そ

れぞれ筆画順に排列。 

 

中国大学及学科专业评价报告. 2012-2013 / 中国科学

评价研究中心, 中国科教评价网, 中国教育质量评价中心 

研发 ; 邱均平, 赵蓉英, 王伟军 等 编著. -- 北京 : 

科学出版社, 2012.2. -- xxi, 354p ; 29cm 
ISBN: 9787030332493 FD11-C115 

 「第一部分 2012 年中国大学及学科专业竞争力排行榜」

「第二部分 全国各大学各类排名结果、专业等级分布、

优势专业及联系方式」の 2部分からなる。「第一部分」

は中国一流大学競争力ランキングなどのほか、「哲学类」

「经济学类」などの分野別ランキングなど 118の表を収

録。「第二部分」は 1,127の大学についてランキング、

設置学科数、連絡先などを収録。30 の地域に大別し、

それぞれその中をさらに細分して排列。巻末に付録とし

て「本科专业名称对照表」を付す。 

＜歴史・地理＞ 

香港街道圖 = Hong Kong city guide. 2013 / 萬里地圖

製作中心 編繪. -- 香港 : 萬里機構・萬里書店, 

2012.12. -- 372p ; 19cm + CD-ROM 1 枚 (12cm). -- 

(萬里地圖系列) 

ISBN: 9789621450586 G72-C72 
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CIA - The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/ 
米国中央情報局(Central Intelligence Agency 

= CIA)が提供するウェブサイトです。中央アジ

ア 5 カ国については国別に、「序説」「地理」

「国民と社会」「政府」「経済」「エネルギー」

「通信」「交通」「軍事」「国境を越えた問題」

の 10 項目を概説しています。基本的な人口統

計、経済統計を含みます。 
 
AsiaLinks -アジア関係リンク集- 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php 
当館が提供するアジア関係リンク集です。中

央アジア 5 カ国については、国別に、機関やテ

ーマからウェブサイトを探すことができます。 
 
2. 事典 
 
【中央アジア全般】 
『中央ユーラシアを知る事典』 
（平凡社, 2005）【GE8-H12】 
地理的範囲は、中央アジア 5 カ国とコーカサ

ス 3 カ国（アゼルバイジャン、アルメニア、グ

ルジア）のほか、隣接する中国新疆やアフガニ

スタンなどを含みます。「項目編」では「シル

クロード」「日本と中央ユーラシア」など 40
の特別項目を設け、重要なテーマについて詳し

く解説しているほか、政治、経済、歴史、社会、

文化などに関する約 1,000 項目を収録し、「資

料編」では歴史地図、系図、年表、各国便覧、

参考文献、関連サイト案内などを収録していま

す。 
 
Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East シリーズ 
 (Scarecrow Press) 【請求記号は国ごとに異な

る】 
国別（カザフスタン(2012)【GE8-B89】、キ

ルギス(2004)【(GE8-P92)】、タジキスタン

(2nd ed., 2010)【GE8-B73】、トルクメニスタ

ン(2005)【GE671-B15】）の歴史事典です。

年表、基本統計、参考文献なども収録していま

す。 
 

【カザフスタン】 
Казахстан : национальная энциклопедия. 
（カザフスタン百科事典） 
(Главная редакция “Қазақ 
энциклопедиясы”, 2004-2006) 
【(GE8-P129)】 

5 巻からなる百科事典です。各巻末に人名索

引を収録しています。 
 

Кто есть кто в Казахстане : биографическая 
энциклопедия, 2010-2011. （カザフスタン人

名事典, 2010-2011） 
(Изд. 11-ое, доп., 2010)【(GE12-P66)】 
最近約 100 年間における、政治家、官僚、経

営者、文化人、学者など約 8,500 人を収録して

います。 
 

3. 書誌 
 
【中央アジア全般】 
中央アジア研究文献目録 
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000043
BCAJ 
おもに日本で出版された、中央アジアに関す

る図書と論文のデータベースです。地理的範囲

は、中央アジア 5 カ国のほか、隣接する中国新

疆などを含みます。歴史、地理、民族、文化な

どに関する文献を収録しています。国立情報学

研究所が提供する「学術研究データベース・リ

ポジトリ」（http://dbr.nii.ac.jp/）の中に登録

されています。現在、22,000 件以上の文献を

収録しています。 
 

『日本における中央アジア関係研究文献目録：

1879 年-1987 年 3 月』 
（ユネスコ東アジア文化研究センター, 1988-
1989）【GE1-E4】 
上記データベースのもとになった冊子体の目

録です。本体と「索引・正誤」の 2 冊からなり

ます。 
 

http ://dbr .n i i . ac . jp/ in fo l ib/meta_pub/
G0000043BCAJ
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Bibliography of Islamic Central Asia.  
(Research Institute for Inner Asian Studies, 
Indiana University, 1995) 【GE3-A183】  

3 冊からなり、歴史、宗教、文化など 19 の

テーマ別に排列しています。中国語と日本語以

外の言語で書かれた 17 世紀以降刊行の図書や

論文約 30,500 件を収録しています。 
 

4. 統計 
 
【中央アジア全般】 
Содружество Независимых Государств. 
Статистический ежегодник.（CIS 統計年鑑） 
(Статкомитет СНГ, 年刊) 【Z61-B52】 

CIS（独立国家共同体）構成諸国の統計です。

ロシア語・英語併記。 
 

Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States 
http://www.cisstat.com/（ロシア語・英語） 

 
【ウズベキスタン】 
The State Committee of the Republic of 
Uzbekistan on Statistics 
http://www.stat.uz/ 
（ウズベク語・ロシア語・英語） 
 
【カザフスタン】 
Статистический  ежегодник = Statistical 
yearbook of Kazakhstan. 
(Агентство Республики Казахстан по 
статистике, 年刊)【Z61-J325】 
ロシア語・英語併記。 
 

The Agency of Statistics of the Republic of 
Kazakhstan 
http://www.stat.kz/  

（カザフ語・ロシア語・英語） 
 

【キルギス】 
Статистический  ежегодник Кыргызской 
Республики = Кыргыз Республикасынын 
статистика жылдыгы （キルギス統計年鑑） 
(Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики, 年刊)【Z61-J716】 
ロシア語・キルギス語併記。 
 

National Statistcal Committee of the Kyrgyz 
Republic 
http://www.stat.kg/ （ロシア語・英語） 

 
【タジキスタン】 
Статистический  ежегодник Республики 
Таджикистан = Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистан.（タジキスタン統計年鑑） 
(Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 年刊)【Z61-J757】 
ロシア語・タジク語併記。 
 

Agency on statistics under President of the 
Republic of Tajikistan 
http://www.stat.tj/  
（タジク語・ロシア語・英語） 
 
 当館が提供するウェブサイト「リサーチ・ナ

ビ」にも、 
・ 「統計の調べ方（中央アジア）」 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entr
y/theme-asia-44.php 

・ 「アジア情報室所蔵資料の概要：中央アジ

ア関係資料：継続受入年鑑リスト」 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-
02data-central-yb-list.php 

などの情報を掲載しておりますので、ご参照く

ださい。 
 

（さかい たけし) 
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新着参考図書目録（2013.1～2013.3） 

 
以下に掲げたのは、2013 年 1 月から 2013 年 3 月までの間に、アジア情報室で新たに開架した

参考図書の目録である。 
地域ごとに、『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）、請求記号順に排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、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。 

中国 
 

中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

汉英中外组织机构名称手册 = A Chinese-English 

handbook of the names of Chinese-foreign 

organizations and institutions / 尹效勤, 丁晶 主

编. -- 西安 : 西北工業大學出版社, 2012.1. -- 3, 

989p ; 21cm 

ISBN: 9787561231999 A112-C127 

中国および世界の組織、機構約 26,000 項目について

中国語名と英語名を対照。「中国政党」「公司名称」な

ど 60 に大別して排列。巻末に「中外节假日」「中国历

史年代」など 11の付録を付す。 

 

汉藏法律大词典 / 张培中 主编 ; 西藏自治区人民检察

院 组织编译. -- 北京 : 法律出版社, 2011.7. -- 10, 

85, 1273p ; 27cm 

ISBN: 9787511822086 A112-C129 

 7,662 項目を収録。チベット語併記。英語略称と中国

語の 2部分からなる。英語略称はアルファベット順、中

国語は拼音順に排列。 

＜経済･産業＞ 

中国旅游大辞典 / 邵琪伟 主编. -- 上海 : 上海辞书

出版社, 2012.4. -- 2, 28, 891p ; 30cm 

ISBN: 9787532636310 D2-C159 

 3,086 項目を収録。排列は拼音順。巻末に「旅行社条

例」「中国世界遗产名录」など 10 の付録のほか、分類

索引とアルファベット順の英文索引を付す。 

 

台灣地區大型企業排名 TOP5000 = The largest 

corporations in Taiwan. 2012 / 中華徵信所企業股份

有限公司 著. -- 台北 : 中華徴信所, 2012.6. -- 

915p ; 30cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9789866724213 D4-C32 

 

中国汽车工业企事业单位信息大全. 2012 版 / 中国汽车

工业协会, 中汽华轮公司 编. -- 北京 : 人民交通出版

社, 2012.4. -- 2, 1018p ; 29cm 

ISBN: 9787114097256 D4-C109 

 

中国仪器仪表厂商名录. 2011-2012 / 机械工业仪器仪

表综合技术经济研究所 编. -- 北京 : 中国物资出版社,  

 

2012.3. -- X, 52, 522p ; 29cm 

ISBN: 9787504741455 D4-C111 

 

中国可持续发展战略报告 : 全球视野下的中国可持续发

展  = China sustainable development report : 

China's sustainable development in the shifting 

global context. 2012 / 中国科学院可持续发展战略研

究组 [编]. -- 北京 : 科学出版社, 2012.3. -- xxxiii, 

430p ; 24cm. -- (中国科学院科学与社会系列报告) 

ISBN: 9787030335722 DC151-C23 

 

中国城市竞争力报告  = Annual report on urban 

competitiveness. No. 10, 竞争力 : 筚路十年铸一剑 

/ 倪鵬飞 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.5. -- 2, 2, 418p ; 24cm. -- (城市竞争力蓝皮书 

=  Blue book of urban competitiveness) 

ISBN: 9787509733592 DC157-C168 

 2002 年から 2011 年における中国、香港、澳門および

台湾の 294都市の総合および科学技術、金融など主題別

の競争力についての報告書。「总体的十年」「区域的十

年」「分项的十年」など 5部分からなる。巻末に「中国

54个重点城市 2011年度分项竞争力指数及排名」「中国

城市竞争力报告：产出或显示性指标体系」など 7の付録

を付す。 

 

率先基本实现现代化的长三角 = The Yangtze river 

delta taking the leadings in basic realization of 

modernization. 2012 年 / 刘志彪 主编 ; 吴先满 执行

主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2012.7. -- 2, 

2, 337p ; 24cm. -- (长三角蓝皮书 = Blue book of 

Yangtze river delta) 

ISBN: 9787509735251 DC179-C63 

 

中国流动人口发展报告 = Report on China's migrant 

population development. 2011 / 国家人口和计划生育

委员会流动人口服务管理司 编. -- 北京 : 中国人口出

版社, 2011.9. -- 3, 5, 2, 3, 249p ; 24cm 

ISBN: 9787510100871 DC731-C128 

 「流动人口社会融合专题」「人口流动迁移与城镇化专

题」「流动人口基本公共服务均等化专题」など 5章から

なる。巻末に「2010 年全国流动人口基本情况」「2010

年全国流动人口动态监测情况」など 5の付録を付す。 

 

中华人民共和国海关统计商品目录  = Commodity 

classification for China customs statistics. 2012

年版 / 海关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海

關出版社, 2012.1. -- 5, 576p ; 26cm 

ISBN: 9787801658609 DE315-C23 

 

中国金融发展报告. 2011, 金融不确定性因素的分析 / 

上海财经大学现代金融研究中心, 上海财经大学金融学院 

[编]. -- 上海 : 上海财经大学出版社, 2011.9. -- 5, 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/
entry/theme-asia-44.php
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新着参考図書目録（2013.1～2013.3） 

 
以下に掲げたのは、2013 年 1 月から 2013 年 3 月までの間に、アジア情報室で新たに開架した

参考図書の目録である。 
地域ごとに、『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）、請求記号順に排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、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。 

中国 
 

中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

汉英中外组织机构名称手册 = A Chinese-English 

handbook of the names of Chinese-foreign 

organizations and institutions / 尹效勤, 丁晶 主

编. -- 西安 : 西北工業大學出版社, 2012.1. -- 3, 

989p ; 21cm 

ISBN: 9787561231999 A112-C127 

中国および世界の組織、機構約 26,000 項目について

中国語名と英語名を対照。「中国政党」「公司名称」な

ど 60 に大別して排列。巻末に「中外节假日」「中国历

史年代」など 11の付録を付す。 

 

汉藏法律大词典 / 张培中 主编 ; 西藏自治区人民检察

院 组织编译. -- 北京 : 法律出版社, 2011.7. -- 10, 

85, 1273p ; 27cm 

ISBN: 9787511822086 A112-C129 

 7,662 項目を収録。チベット語併記。英語略称と中国

語の 2部分からなる。英語略称はアルファベット順、中

国語は拼音順に排列。 

＜経済･産業＞ 

中国旅游大辞典 / 邵琪伟 主编. -- 上海 : 上海辞书

出版社, 2012.4. -- 2, 28, 891p ; 30cm 

ISBN: 9787532636310 D2-C159 

 3,086 項目を収録。排列は拼音順。巻末に「旅行社条

例」「中国世界遗产名录」など 10 の付録のほか、分類

索引とアルファベット順の英文索引を付す。 

 

台灣地區大型企業排名 TOP5000 = The largest 

corporations in Taiwan. 2012 / 中華徵信所企業股份

有限公司 著. -- 台北 : 中華徴信所, 2012.6. -- 

915p ; 30cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9789866724213 D4-C32 

 

中国汽车工业企事业单位信息大全. 2012 版 / 中国汽车

工业协会, 中汽华轮公司 编. -- 北京 : 人民交通出版

社, 2012.4. -- 2, 1018p ; 29cm 

ISBN: 9787114097256 D4-C109 

 

中国仪器仪表厂商名录. 2011-2012 / 机械工业仪器仪

表综合技术经济研究所 编. -- 北京 : 中国物资出版社,  

2012.3. -- X, 52, 522p ; 29cm 

ISBN: 9787504741455 D4-C111 

 

 

中国可持续发展战略报告 : 全球视野下的中国可持续发

展  = China sustainable development report : 

China's sustainable development in the shifting 

global context. 2012 / 中国科学院可持续发展战略研

究组 [编]. -- 北京 : 科学出版社, 2012.3. -- xxxiii, 

430p ; 24cm. -- (中国科学院科学与社会系列报告) 

ISBN: 9787030335722 DC151-C23 

 

中国城市竞争力报告  = Annual report on urban 

competitiveness. No. 10, 竞争力 : 筚路十年铸一剑 

/ 倪鵬飞 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.5. -- 2, 2, 418p ; 24cm. -- (城市竞争力蓝皮书 

=  Blue book of urban competitiveness) 

ISBN: 9787509733592 DC157-C168 

 2002 年から 2011 年における中国、香港、澳門および

台湾の 294都市の総合および科学技術、金融など主題別

の競争力についての報告書。「总体的十年」「区域的十

年」「分项的十年」など 5部分からなる。巻末に「中国

54个重点城市 2011年度分项竞争力指数及排名」「中国

城市竞争力报告：产出或显示性指标体系」など 7の付録

を付す。 

 

率先基本实现现代化的长三角 = The Yangtze river 

delta taking the leadings in basic realization of 

modernization. 2012 年 / 刘志彪 主编 ; 吴先满 执行

主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2012.7. -- 2, 

2, 337p ; 24cm. -- (长三角蓝皮书 = Blue book of 

Yangtze river delta) 

ISBN: 9787509735251 DC179-C63 

 

中国流动人口发展报告 = Report on China's migrant 

population development. 2011 / 国家人口和计划生育

委员会流动人口服务管理司 编. -- 北京 : 中国人口出

版社, 2011.9. -- 3, 5, 2, 3, 249p ; 24cm 

ISBN: 9787510100871 DC731-C128 

 「流动人口社会融合专题」「人口流动迁移与城镇化专

题」「流动人口基本公共服务均等化专题」など 5章から

なる。巻末に「2010 年全国流动人口基本情况」「2010

年全国流动人口动态监测情况」など 5の付録を付す。 

 

中华人民共和国海关统计商品目录  = Commodity 

classification for China customs statistics. 2012

年版 / 海关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海

關出版社, 2012.1. -- 5, 576p ; 26cm 

ISBN: 9787801658609 DE315-C23 

 

中国金融发展报告. 2011, 金融不确定性因素的分析 / 

上海财经大学现代金融研究中心, 上海财经大学金融学院 

[编]. -- 上海 : 上海财经大学出版社, 2011.9. -- 5, 
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Bibliography of Islamic Central Asia.  
(Research Institute for Inner Asian Studies, 
Indiana University, 1995) 【GE3-A183】  

3 冊からなり、歴史、宗教、文化など 19 の

テーマ別に排列しています。中国語と日本語以

外の言語で書かれた 17 世紀以降刊行の図書や

論文約 30,500 件を収録しています。 
 

4. 統計 
 
【中央アジア全般】 
Содружество Независимых Государств. 
Статистический ежегодник.（CIS 統計年鑑） 
(Статкомитет СНГ, 年刊) 【Z61-B52】 

CIS（独立国家共同体）構成諸国の統計です。

ロシア語・英語併記。 
 

Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States 
http://www.cisstat.com/（ロシア語・英語） 

 
【ウズベキスタン】 
The State Committee of the Republic of 
Uzbekistan on Statistics 
http://www.stat.uz/ 
（ウズベク語・ロシア語・英語） 
 
【カザフスタン】 
Статистический  ежегодник = Statistical 
yearbook of Kazakhstan. 
(Агентство Республики Казахстан по 
статистике, 年刊)【Z61-J325】 
ロシア語・英語併記。 
 

The Agency of Statistics of the Republic of 
Kazakhstan 
http://www.stat.kz/  

（カザフ語・ロシア語・英語） 
 

【キルギス】 
Статистический  ежегодник Кыргызской 
Республики = Кыргыз Республикасынын 
статистика жылдыгы （キルギス統計年鑑） 
(Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики, 年刊)【Z61-J716】 
ロシア語・キルギス語併記。 
 

National Statistcal Committee of the Kyrgyz 
Republic 
http://www.stat.kg/ （ロシア語・英語） 

 
【タジキスタン】 
Статистический  ежегодник Республики 
Таджикистан = Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистан.（タジキスタン統計年鑑） 
(Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 年刊)【Z61-J757】 
ロシア語・タジク語併記。 
 

Agency on statistics under President of the 
Republic of Tajikistan 
http://www.stat.tj/  
（タジク語・ロシア語・英語） 
 
 当館が提供するウェブサイト「リサーチ・ナ

ビ」にも、 
・ 「統計の調べ方（中央アジア）」 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entr
y/theme-asia-44.php 

・ 「アジア情報室所蔵資料の概要：中央アジ

ア関係資料：継続受入年鑑リスト」 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-
02data-central-yb-list.php 

などの情報を掲載しておりますので、ご参照く

ださい。 
 

（さかい たけし) 
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新着参考図書目録（2013.1～2013.3） 

 
以下に掲げたのは、2013 年 1 月から 2013 年 3 月までの間に、アジア情報室で新たに開架した

参考図書の目録である。 
地域ごとに、『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）、請求記号順に排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、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。 

中国 
 

中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

汉英中外组织机构名称手册 = A Chinese-English 

handbook of the names of Chinese-foreign 

organizations and institutions / 尹效勤, 丁晶 主

编. -- 西安 : 西北工業大學出版社, 2012.1. -- 3, 

989p ; 21cm 

ISBN: 9787561231999 A112-C127 

中国および世界の組織、機構約 26,000 項目について

中国語名と英語名を対照。「中国政党」「公司名称」な

ど 60 に大別して排列。巻末に「中外节假日」「中国历

史年代」など 11の付録を付す。 

 

汉藏法律大词典 / 张培中 主编 ; 西藏自治区人民检察

院 组织编译. -- 北京 : 法律出版社, 2011.7. -- 10, 

85, 1273p ; 27cm 

ISBN: 9787511822086 A112-C129 

 7,662 項目を収録。チベット語併記。英語略称と中国

語の 2部分からなる。英語略称はアルファベット順、中

国語は拼音順に排列。 

＜経済･産業＞ 

中国旅游大辞典 / 邵琪伟 主编. -- 上海 : 上海辞书

出版社, 2012.4. -- 2, 28, 891p ; 30cm 

ISBN: 9787532636310 D2-C159 

 3,086 項目を収録。排列は拼音順。巻末に「旅行社条

例」「中国世界遗产名录」など 10 の付録のほか、分類

索引とアルファベット順の英文索引を付す。 

 

台灣地區大型企業排名 TOP5000 = The largest 

corporations in Taiwan. 2012 / 中華徵信所企業股份

有限公司 著. -- 台北 : 中華徴信所, 2012.6. -- 

915p ; 30cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9789866724213 D4-C32 

 

中国汽车工业企事业单位信息大全. 2012 版 / 中国汽车

工业协会, 中汽华轮公司 编. -- 北京 : 人民交通出版

社, 2012.4. -- 2, 1018p ; 29cm 

ISBN: 9787114097256 D4-C109 

 

中国仪器仪表厂商名录. 2011-2012 / 机械工业仪器仪

表综合技术经济研究所 编. -- 北京 : 中国物资出版社,  

 

2012.3. -- X, 52, 522p ; 29cm 

ISBN: 9787504741455 D4-C111 

 

中国可持续发展战略报告 : 全球视野下的中国可持续发

展  = China sustainable development report : 

China's sustainable development in the shifting 

global context. 2012 / 中国科学院可持续发展战略研

究组 [编]. -- 北京 : 科学出版社, 2012.3. -- xxxiii, 

430p ; 24cm. -- (中国科学院科学与社会系列报告) 

ISBN: 9787030335722 DC151-C23 

 

中国城市竞争力报告  = Annual report on urban 

competitiveness. No. 10, 竞争力 : 筚路十年铸一剑 

/ 倪鵬飞 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.5. -- 2, 2, 418p ; 24cm. -- (城市竞争力蓝皮书 

=  Blue book of urban competitiveness) 

ISBN: 9787509733592 DC157-C168 

 2002 年から 2011 年における中国、香港、澳門および

台湾の 294都市の総合および科学技術、金融など主題別

の競争力についての報告書。「总体的十年」「区域的十

年」「分项的十年」など 5部分からなる。巻末に「中国

54个重点城市 2011年度分项竞争力指数及排名」「中国

城市竞争力报告：产出或显示性指标体系」など 7の付録

を付す。 

 

率先基本实现现代化的长三角 = The Yangtze river 

delta taking the leadings in basic realization of 

modernization. 2012 年 / 刘志彪 主编 ; 吴先满 执行

主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2012.7. -- 2, 

2, 337p ; 24cm. -- (长三角蓝皮书 = Blue book of 

Yangtze river delta) 

ISBN: 9787509735251 DC179-C63 

 

中国流动人口发展报告 = Report on China's migrant 

population development. 2011 / 国家人口和计划生育

委员会流动人口服务管理司 编. -- 北京 : 中国人口出

版社, 2011.9. -- 3, 5, 2, 3, 249p ; 24cm 

ISBN: 9787510100871 DC731-C128 

 「流动人口社会融合专题」「人口流动迁移与城镇化专

题」「流动人口基本公共服务均等化专题」など 5章から

なる。巻末に「2010 年全国流动人口基本情况」「2010

年全国流动人口动态监测情况」など 5の付録を付す。 

 

中华人民共和国海关统计商品目录  = Commodity 

classification for China customs statistics. 2012

年版 / 海关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海

關出版社, 2012.1. -- 5, 576p ; 26cm 

ISBN: 9787801658609 DE315-C23 

 

中国金融发展报告. 2011, 金融不确定性因素的分析 / 

上海财经大学现代金融研究中心, 上海财经大学金融学院 

[编]. -- 上海 : 上海财经大学出版社, 2011.9. -- 5, 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/
entry/theme-asia-44.php
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新着参考図書目録（2013.1～2013.3） 
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参考図書の目録である。 
地域ごとに、『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）、請求記号順に排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、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。 

中国 
 

中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

汉英中外组织机构名称手册 = A Chinese-English 

handbook of the names of Chinese-foreign 

organizations and institutions / 尹效勤, 丁晶 主

编. -- 西安 : 西北工業大學出版社, 2012.1. -- 3, 

989p ; 21cm 

ISBN: 9787561231999 A112-C127 

中国および世界の組織、機構約 26,000 項目について

中国語名と英語名を対照。「中国政党」「公司名称」な

ど 60 に大別して排列。巻末に「中外节假日」「中国历

史年代」など 11の付録を付す。 

 

汉藏法律大词典 / 张培中 主编 ; 西藏自治区人民检察

院 组织编译. -- 北京 : 法律出版社, 2011.7. -- 10, 

85, 1273p ; 27cm 

ISBN: 9787511822086 A112-C129 

 7,662 項目を収録。チベット語併記。英語略称と中国

語の 2部分からなる。英語略称はアルファベット順、中

国語は拼音順に排列。 

＜経済･産業＞ 

中国旅游大辞典 / 邵琪伟 主编. -- 上海 : 上海辞书

出版社, 2012.4. -- 2, 28, 891p ; 30cm 

ISBN: 9787532636310 D2-C159 

 3,086 項目を収録。排列は拼音順。巻末に「旅行社条

例」「中国世界遗产名录」など 10 の付録のほか、分類

索引とアルファベット順の英文索引を付す。 

 

台灣地區大型企業排名 TOP5000 = The largest 

corporations in Taiwan. 2012 / 中華徵信所企業股份

有限公司 著. -- 台北 : 中華徴信所, 2012.6. -- 

915p ; 30cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9789866724213 D4-C32 

 

中国汽车工业企事业单位信息大全. 2012 版 / 中国汽车

工业协会, 中汽华轮公司 编. -- 北京 : 人民交通出版

社, 2012.4. -- 2, 1018p ; 29cm 

ISBN: 9787114097256 D4-C109 

 

中国仪器仪表厂商名录. 2011-2012 / 机械工业仪器仪

表综合技术经济研究所 编. -- 北京 : 中国物资出版社,  

2012.3. -- X, 52, 522p ; 29cm 

ISBN: 9787504741455 D4-C111 

 

 

中国可持续发展战略报告 : 全球视野下的中国可持续发

展  = China sustainable development report : 

China's sustainable development in the shifting 

global context. 2012 / 中国科学院可持续发展战略研

究组 [编]. -- 北京 : 科学出版社, 2012.3. -- xxxiii, 

430p ; 24cm. -- (中国科学院科学与社会系列报告) 

ISBN: 9787030335722 DC151-C23 

 

中国城市竞争力报告  = Annual report on urban 

competitiveness. No. 10, 竞争力 : 筚路十年铸一剑 

/ 倪鵬飞 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.5. -- 2, 2, 418p ; 24cm. -- (城市竞争力蓝皮书 

=  Blue book of urban competitiveness) 

ISBN: 9787509733592 DC157-C168 

 2002 年から 2011 年における中国、香港、澳門および

台湾の 294都市の総合および科学技術、金融など主題別

の競争力についての報告書。「总体的十年」「区域的十

年」「分项的十年」など 5部分からなる。巻末に「中国

54个重点城市 2011年度分项竞争力指数及排名」「中国

城市竞争力报告：产出或显示性指标体系」など 7の付録

を付す。 

 

率先基本实现现代化的长三角 = The Yangtze river 

delta taking the leadings in basic realization of 

modernization. 2012 年 / 刘志彪 主编 ; 吴先满 执行

主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2012.7. -- 2, 

2, 337p ; 24cm. -- (长三角蓝皮书 = Blue book of 

Yangtze river delta) 

ISBN: 9787509735251 DC179-C63 

 

中国流动人口发展报告 = Report on China's migrant 

population development. 2011 / 国家人口和计划生育

委员会流动人口服务管理司 编. -- 北京 : 中国人口出

版社, 2011.9. -- 3, 5, 2, 3, 249p ; 24cm 

ISBN: 9787510100871 DC731-C128 

 「流动人口社会融合专题」「人口流动迁移与城镇化专

题」「流动人口基本公共服务均等化专题」など 5章から

なる。巻末に「2010 年全国流动人口基本情况」「2010

年全国流动人口动态监测情况」など 5の付録を付す。 

 

中华人民共和国海关统计商品目录  = Commodity 

classification for China customs statistics. 2012

年版 / 海关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海

關出版社, 2012.1. -- 5, 576p ; 26cm 

ISBN: 9787801658609 DE315-C23 

 

中国金融发展报告. 2011, 金融不确定性因素的分析 / 

上海财经大学现代金融研究中心, 上海财经大学金融学院 

[编]. -- 上海 : 上海财经大学出版社, 2011.9. -- 5, 

11
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5, 494p ; 23cm 

ISBN: 9787564211707 DF137-C38 

 

中国电子商务报告 = China's e-commerce. 2010-2011

年 / 中华人民共和国商务部 [编]. -- 北京 : 清华大

学出版社, 2012.5. -- XVI, 138p ; 26cm 

ISBN: 9787302289166 DH3-C2 

世界の電子商取引の規模や特徴、中国における技術

整備、立法政策、人材育成、各産業界の活用状況などに

ついての報告書。「中国电子商务的最新进展」「中国电

子商务服务业」「部分省市电子商务发展状况」など 6章

からなる。巻末に「2011年中国电子商务行业融资情况」

「我国已经颁布实施的电子商务标准」など 5の付録を付

す。 

 

台灣地區大型集團企業研究 = Business groups in 

Taiwan. 2012 / 中華徴信所企業股份有限公司 著. -- 

台北 : 中華徴信所, 2012.10. -- 1193p, 図版 6 枚 ; 

30cm 

DH15-C10 

 

台灣地區工商業財務總分析 = General corporation 

financial analysis in Taiwan. 2012 / 中華徴信所企

業股份有限公司 著. -- 第 42 版. -- 台北 : 中華徵信

所, 2012.9. -- 492p ; 29cm + CD-ROM 1枚(12cm) 

ISBN: 9789866724220 DH563-C2 

 

中华民国邮票目录 : 1912-1949 = The postage stamps 

catalogue of the Republic of China : 1912-1949 / 

《集邮》杂志社 编. -- 北京 : 2012.5. -- 347p ; 

30cm 

ISBN: 9787115266958 DK331-C31 

 

中国新媒体发展报告 = Annual report on development 

of new media in China. 2011 / 尹韵公 主编 ; 刘瑞

生 执行主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2011.7. 

-- 6, 367p ; 24cm. -- (新媒体蓝皮书 = Blue book of 

new media) 

ISBN: 9787509724682 DK411-C33 

インターネット、ブログ、電子書籍などの発展状況

に関する 38 篇の論文を収録。「热点篇」「网络媒体篇」

「移动与电子媒体篇」など 5部分からなる。 

 

中国能源产业地图 = The industrial map of China 

energy. 2010-2011 / 中国产业地图编委会, 中国经济

景气监测中心 编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 

2012.1. -- 155p ; 26cm. -- (产业地图系列丛书 = 

China industrial map series ; 2010-2011) 

ISBN: 9787509729700 DL71-C5 

「宏观篇」と「产业篇」の 2 編からなる。「宏观篇」

は世界と中国における各種エネルギーの埋蔵量、生産量、

消費動向、貿易動向などのデータ、図表を収録。「产业

篇」は石油、天然ガス、石炭、電力、新エネルギーの種

類別に、それぞれ生産量、需給量、価格、貿易動向など

のデータ、図表を収録。巻末に「能源简介」「2010 年

中国煤炭工业企业 100强」など 5の付録を付す。 

 

中国销售车型总汇. 2012 / 《2012 中国销售车型总汇》

编委会 编. -- 北京 : 人民交通出版社, 2012.4. -- 

196p, 図版 2枚 ; 29cm 

ISBN: 9787114097348 DL438-C19 

 

中国农业发展报告. 2012 / 中华人民共和国农业部 

[编]. -- 北京 : 中国农业出版社, 2012.11. -- 2， 15, 

6, 174p ; 29cm 

ISBN: 9787109172067 DM49-C73 

 「2011 年农业发展状况」「2011 年农业和农村政策」

など 4部分からなる。巻末に「农村经济在国民经济中的

地位」「农村牧渔业产值及构成」など 30の表を付す。 
 

中国粮食发展报告 = China grain development report. 

2012 / 聂振邦 主编. -- 北京 : 经济管理出版社, 

2012.10. -- 182p ; 29cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 

ISBN: 9787509621028 DM181-C7 

 

全国铁路统计摘要. 2009 年 / 铁道部统计中心 作. -- 

北京 : 中国铁道出版社, 2011.4. -- 3, 138p ; 21cm 

ISBN: 9787113121891 DT693-C8 

＜社会・労働＞ 

中国社会保障发展报告  = China social security 

system development report. 2012 (No.5), 社会保障与

收入再分配 / 王延中 主编. -- 北京 : 社会科学文献

出版社, 2012.9. -- 7, 14, 304p ; 24cm. -- (社会保

障绿皮书 = Green book of China social security 

system) 

ISBN: 9787509737095 EG15-C2 

＜教育＞ 

中国近现代高等教育人物辞典 / 周川 主编. -- 福州 : 

福建教育出版社, 2012.1. -- 35, 723p ; 27cm 

ISBN: 9787533456078 F2-C19 

 19 世紀半ばから 1950 年代における中国の高等教育に

関する人物 3,097名について生没年、本籍、経歴、主要

な業績、著作などを収録。中国人と外国人に大別し、そ

れぞれ筆画順に排列。 

 

中国大学及学科专业评价报告. 2012-2013 / 中国科学

评价研究中心, 中国科教评价网, 中国教育质量评价中心 

研发 ; 邱均平, 赵蓉英, 王伟军 等 编著. -- 北京 : 

科学出版社, 2012.2. -- xxi, 354p ; 29cm 
ISBN: 9787030332493 FD11-C115 

 「第一部分 2012 年中国大学及学科专业竞争力排行榜」

「第二部分 全国各大学各类排名结果、专业等级分布、

优势专业及联系方式」の 2部分からなる。「第一部分」

は中国一流大学競争力ランキングなどのほか、「哲学类」

「经济学类」などの分野別ランキングなど 118の表を収

録。「第二部分」は 1,127の大学についてランキング、

設置学科数、連絡先などを収録。30 の地域に大別し、

それぞれその中をさらに細分して排列。巻末に付録とし

て「本科专业名称对照表」を付す。 

＜歴史・地理＞ 

香港街道圖 = Hong Kong city guide. 2013 / 萬里地圖

製作中心 編繪. -- 香港 : 萬里機構・萬里書店, 

2012.12. -- 372p ; 19cm + CD-ROM 1 枚 (12cm). -- 

(萬里地圖系列) 

ISBN: 9789621450586 G72-C72 
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CIA - The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/ 
米国中央情報局(Central Intelligence Agency 

= CIA)が提供するウェブサイトです。中央アジ

ア 5 カ国については国別に、「序説」「地理」

「国民と社会」「政府」「経済」「エネルギー」

「通信」「交通」「軍事」「国境を越えた問題」

の 10 項目を概説しています。基本的な人口統

計、経済統計を含みます。 
 
AsiaLinks -アジア関係リンク集- 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php 
当館が提供するアジア関係リンク集です。中

央アジア 5 カ国については、国別に、機関やテ

ーマからウェブサイトを探すことができます。 
 
2. 事典 
 
【中央アジア全般】 
『中央ユーラシアを知る事典』 
（平凡社, 2005）【GE8-H12】 
地理的範囲は、中央アジア 5 カ国とコーカサ

ス 3 カ国（アゼルバイジャン、アルメニア、グ

ルジア）のほか、隣接する中国新疆やアフガニ

スタンなどを含みます。「項目編」では「シル

クロード」「日本と中央ユーラシア」など 40
の特別項目を設け、重要なテーマについて詳し

く解説しているほか、政治、経済、歴史、社会、

文化などに関する約 1,000 項目を収録し、「資

料編」では歴史地図、系図、年表、各国便覧、

参考文献、関連サイト案内などを収録していま

す。 
 
Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East シリーズ 
 (Scarecrow Press) 【請求記号は国ごとに異な

る】 
国別（カザフスタン(2012)【GE8-B89】、キ

ルギス(2004)【(GE8-P92)】、タジキスタン

(2nd ed., 2010)【GE8-B73】、トルクメニスタ

ン(2005)【GE671-B15】）の歴史事典です。

年表、基本統計、参考文献なども収録していま

す。 
 

【カザフスタン】 
Казахстан : национальная энциклопедия. 
（カザフスタン百科事典） 
(Главная редакция “Қазақ 
энциклопедиясы”, 2004-2006) 
【(GE8-P129)】 

5 巻からなる百科事典です。各巻末に人名索

引を収録しています。 
 

Кто есть кто в Казахстане : биографическая 
энциклопедия, 2010-2011. （カザフスタン人

名事典, 2010-2011） 
(Изд. 11-ое, доп., 2010)【(GE12-P66)】 
最近約 100 年間における、政治家、官僚、経

営者、文化人、学者など約 8,500 人を収録して

います。 
 

3. 書誌 
 
【中央アジア全般】 
中央アジア研究文献目録 
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000043
BCAJ 
おもに日本で出版された、中央アジアに関す

る図書と論文のデータベースです。地理的範囲

は、中央アジア 5 カ国のほか、隣接する中国新

疆などを含みます。歴史、地理、民族、文化な

どに関する文献を収録しています。国立情報学

研究所が提供する「学術研究データベース・リ

ポジトリ」（http://dbr.nii.ac.jp/）の中に登録

されています。現在、22,000 件以上の文献を

収録しています。 
 

『日本における中央アジア関係研究文献目録：

1879 年-1987 年 3 月』 
（ユネスコ東アジア文化研究センター, 1988-
1989）【GE1-E4】 
上記データベースのもとになった冊子体の目

録です。本体と「索引・正誤」の 2 冊からなり

ます。 
 

http ://dbr .n i i . ac . jp/ in fo l ib/meta_pub/
G0000043BCAJ
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台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 1, 台北・新北・基隆・

宜蘭・桃園・新竹・苗栗・金馬 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 479p ; 31cm. 

-- (那路灣地圖館 ; A11) 

ISBN: 9789866139130 G72-C188 

 

臺灣地圖大全 / 游上游 總編輯. -- 台北 : 大輿出版

社, 2012.6. -- 360p ; 30cm 

ISBN: 9789577918529  G72-C189 

 

中国抗战大后方历史文献联合目录 / 周勇, 王志昆 编. 

-- 重庆 : 重庆出版社, 2011.8. -- 3 冊 ; 25cm. -- 

(中国抗战大后方历史文化丛书 ; 档案文献 ; 乙) 

ISBN: 9787229037642 GE2-C282 

 重慶市にある 11 の図書館が所蔵する 1937 年から

1946 年までに出版された図書 54,777 タイトル、雑誌

6,336タイトル、新聞 285タイトル、地図 204タイトル

について書誌事項および所蔵機関を収録。「图书」「期

刊」「报纸」「图纸」の 4に大別し、「图书」はその中

をさらに細分。排列は拼音順。 

 

吐魯番出土文獻詞典 / 王啓濤 著. -- 成都 : 巴蜀書

社, 2012.6. -- 70, 1408p ; 26cm 

ISBN: 9787553100609 GE8-C118 

 トルファン出土文献から採録した文書用語など 6,000

余語について語義、出典を収録。排列は拼音順。巻頭に

筆画索引を付す。 

 

中華民國建國百年大事記 / 朱文原 [ほか] 編輯撰稿. 

-- 臺北 : 國史館, 2012.9. -- 2冊 ; 26cm 

ISBN: 9789860335866 GE9-C19 

 

满族姓氏综录 / 刘庆华 编著. -- 沈阳 : 辽宁民族出

版社, 2012.2. -- 19, 1, 1, 723p ; 21cm 

ISBN: 9787549702794 GE12-C156 

 満洲族の姓氏約 1,000種について居住地、代表的人物

とその職官、漢族式の姓などを収録。｢《八旗满洲氏族

通谱》内满洲八旗姓氏｣｢《皇朝通志・氏族略》内增补的

满洲八旗姓氏｣｢《八旗满洲氏族通谱》外满洲八旗姓氏｣

の 3部分からなる。巻末に「满族八旗内蒙古姓氏」「满

语人名新译」など 9の付録のほか、拼音順の満洲語姓索

引と筆画順の漢族姓索引を付す。 

 

中央研究院歷史語言研究所藏遼金石刻拓本目錄 / 洪金

富 主編. -- 臺北 : 中央研究院歷史語言研究所, 

2012.2. -- xxv, 308p ; 30cm. -- (中央研究院歷史語

言研究所目錄索引叢刊) 

ISBN: 9789860318906 GE218-C137 

 中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館が所蔵する

拓本 347種について名称、出土地、大きさ、年代、責任

表示などを収録。排列は年代順。巻末に付録として「遼

金石刻資料詳錄表」を付すほか、筆画順の人名、職官名、

地名索引を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国甲午以后流入日本之文物目录 / 徐森玉 主編 ; 顧

廷龍 [ほか] 編著. -- 上海 : 中西書局, 2012.8.  -- 

3冊 ; 29cm 

ISBN: 9787547504147 K3-C8 

 中華民国教育部清理戰時文物損失委員會京滬區辦事處

1946 年刊の影印。日本の博物館の図録、目録および中

国の学者の著述 122タイトル所載の甲骨、石器、銅器な

どの文物 15,245 件について大きさ、重量、所蔵機関、

所蔵者名、出典を収録。排列は所蔵者名の筆画順。第 3

冊の巻末に付録として朝鮮総督府博物館所蔵の中国関係

文物一覧など 2の付録を付すほか、筆画順の所蔵者、関

係人物名の索引を付す。 

 
评弹小辞典 / 吴宗锡 主编. -- 上海 : 上海辞书出版

社, 2011.8. -- 12, 24, 428p, 図版 4枚 ; 19cm 

ISBN: 9787532633241 KD2-C41 

 『评弹文化辞典』（汉语大词典出版社 1996 年刊）の

修訂増補。評弾と呼ばれる語り物に関する約 1,500項目

を収録。「总类」「行话术语」など 8に大別しその中を

さらに分類して排列。巻末に付録として「传统书目传人

系脉表」「苏州弹词检韵」を付すほか、筆画順の項目索

引を付す。 
 
中国语言生活状况报告  = Language situation in 

China. 2012  / 教育部语言文字信息管理司 组编. -- 

北京 : 商務印書館, 2012.10. -- 6, 3, 4, 494p ; 26cm 

+ CD-ROM1 枚 (12cm). -- (中国语言生活绿皮书 / 国家

语言文字工作委员会 发布 ; B012)  

ISBN: 9787100095914 KK13-C44 

 

古文字考釋提要總覧. 第 3 册 / 劉志基 [ほか] 主編 ; 

張再興 主編. -- 上海 : 上海人民出版社, 2011.12. -- 

3, 22, 20, 991p ; 27cm. -- (文字綱"http: //www. 

wenzi. cn/"關聯書系 ; 1) 

ISBN: 9787208104709 KK24-C174 

 
臺 灣 文 學 外 譯 書 目 提 要  : 1990-2011 = 

Bibliographical synopses of translated Taiwan 

literature / 楊護源 主編 ; 李林坡 [ほか] 共同撰稿. 

-- 臺南 : 國立臺灣文學館, 2012.6. -- 148p ; 23cm 

ISBN: 9789860327274 KK61-C99 

英語、日本語、フランス語などに翻訳された台湾文

学に関する図書 135タイトルについて書名、原書名、著

者、翻訳者、出版者、刊行年、英語および中国語による

解題を収録。「英文版」「日文版」など 7に分類してそ

の中を刊行年順に排列。 
 

《红楼梦》研究资料分类索引 : 1630-2009 / 刘晓安, 

刘雪梅 编纂. -- 北京 : 国家图书馆出版社, 2012.8. -

- 2冊 ; 29cm 

ISBN: 9787501348459 KK61-C100 

単行書、雑誌論文など 20,000 余件について書名、論

文名、著者、出版者、刊行年、掲載誌名などを収録。

「曹雪芹家世及其生平」「曹雪芹与《红楼梦》」など 8

に大別し、その中を細分して刊行年順に排列。 

＜科学技術＞ 

颛顼日历表 / 朱桂昌 编著. -- 北京 : 中华书局, 

2012.6. -- 2, 636p ; 25cm 

ISBN: 9787101086089 MB96-C22 

 顓頊暦による紀元前 366年から紀元前 104年までの毎

月の大小、毎日の干支および二十四節気を収録。排列は

年月日順。 
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台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 1, 台北・新北・基隆・

宜蘭・桃園・新竹・苗栗・金馬 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 479p ; 31cm. 

-- (那路灣地圖館 ; A11) 

ISBN: 9789866139130 G72-C188 

 

臺灣地圖大全 / 游上游 總編輯. -- 台北 : 大輿出版

社, 2012.6. -- 360p ; 30cm 

ISBN: 9789577918529  G72-C189 

 

中国抗战大后方历史文献联合目录 / 周勇, 王志昆 编. 

-- 重庆 : 重庆出版社, 2011.8. -- 3 冊 ; 25cm. -- 

(中国抗战大后方历史文化丛书 ; 档案文献 ; 乙) 

ISBN: 9787229037642 GE2-C282 

 重慶市にある 11 の図書館が所蔵する 1937 年から

1946 年までに出版された図書 54,777 タイトル、雑誌

6,336タイトル、新聞 285タイトル、地図 204タイトル

について書誌事項および所蔵機関を収録。「图书」「期

刊」「报纸」「图纸」の 4に大別し、「图书」はその中

をさらに細分。排列は拼音順。 

 

吐魯番出土文獻詞典 / 王啓濤 著. -- 成都 : 巴蜀書

社, 2012.6. -- 70, 1408p ; 26cm 

ISBN: 9787553100609 GE8-C118 

 トルファン出土文献から採録した文書用語など 6,000

余語について語義、出典を収録。排列は拼音順。巻頭に

筆画索引を付す。 

 

中華民國建國百年大事記 / 朱文原 [ほか] 編輯撰稿. 

-- 臺北 : 國史館, 2012.9. -- 2冊 ; 26cm 

ISBN: 9789860335866 GE9-C19 

 

满族姓氏综录 / 刘庆华 编著. -- 沈阳 : 辽宁民族出

版社, 2012.2. -- 19, 1, 1, 723p ; 21cm 

ISBN: 9787549702794 GE12-C156 

 満洲族の姓氏約 1,000種について居住地、代表的人物

とその職官、漢族式の姓などを収録。｢《八旗满洲氏族

通谱》内满洲八旗姓氏｣｢《皇朝通志・氏族略》内增补的

满洲八旗姓氏｣｢《八旗满洲氏族通谱》外满洲八旗姓氏｣

の 3部分からなる。巻末に「满族八旗内蒙古姓氏」「满

语人名新译」など 9の付録のほか、拼音順の満洲語姓索

引と筆画順の漢族姓索引を付す。 

 

中央研究院歷史語言研究所藏遼金石刻拓本目錄 / 洪金

富 主編. -- 臺北 : 中央研究院歷史語言研究所, 

2012.2. -- xxv, 308p ; 30cm. -- (中央研究院歷史語

言研究所目錄索引叢刊) 

ISBN: 9789860318906 GE218-C137 

 中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館が所蔵する

拓本 347種について名称、出土地、大きさ、年代、責任

表示などを収録。排列は年代順。巻末に付録として「遼

金石刻資料詳錄表」を付すほか、筆画順の人名、職官名、

地名索引を付す。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国甲午以后流入日本之文物目录 / 徐森玉 主編 ; 顧

廷龍 [ほか] 編著. -- 上海 : 中西書局, 2012.8.  -- 

3冊 ; 29cm 

ISBN: 9787547504147 K3-C8 

 中華民国教育部清理戰時文物損失委員會京滬區辦事處

1946 年刊の影印。日本の博物館の図録、目録および中

国の学者の著述 122タイトル所載の甲骨、石器、銅器な

どの文物 15,245 件について大きさ、重量、所蔵機関、

所蔵者名、出典を収録。排列は所蔵者名の筆画順。第 3

冊の巻末に付録として朝鮮総督府博物館所蔵の中国関係

文物一覧など 2の付録を付すほか、筆画順の所蔵者、関

係人物名の索引を付す。 

 
评弹小辞典 / 吴宗锡 主编. -- 上海 : 上海辞书出版

社, 2011.8. -- 12, 24, 428p, 図版 4枚 ; 19cm 

ISBN: 9787532633241 KD2-C41 

 『评弹文化辞典』（汉语大词典出版社 1996 年刊）の

修訂増補。評弾と呼ばれる語り物に関する約 1,500項目

を収録。「总类」「行话术语」など 8に大別しその中を

さらに分類して排列。巻末に付録として「传统书目传人

系脉表」「苏州弹词检韵」を付すほか、筆画順の項目索

引を付す。 
 
中国语言生活状况报告  = Language situation in 

China. 2012  / 教育部语言文字信息管理司 组编. -- 

北京 : 商務印書館, 2012.10. -- 6, 3, 4, 494p ; 26cm 

+ CD-ROM1 枚 (12cm). -- (中国语言生活绿皮书 / 国家

语言文字工作委员会 发布 ; B012)  

ISBN: 9787100095914 KK13-C44 

 

古文字考釋提要總覧. 第 3 册 / 劉志基 [ほか] 主編 ; 

張再興 主編. -- 上海 : 上海人民出版社, 2011.12. -- 

3, 22, 20, 991p ; 27cm. -- (文字綱"http: //www. 

wenzi. cn/"關聯書系 ; 1) 

ISBN: 9787208104709 KK24-C174 

 
臺 灣 文 學 外 譯 書 目 提 要  : 1990-2011 = 

Bibliographical synopses of translated Taiwan 

literature / 楊護源 主編 ; 李林坡 [ほか] 共同撰稿. 

-- 臺南 : 國立臺灣文學館, 2012.6. -- 148p ; 23cm 

ISBN: 9789860327274 KK61-C99 

英語、日本語、フランス語などに翻訳された台湾文

学に関する図書 135タイトルについて書名、原書名、著

者、翻訳者、出版者、刊行年、英語および中国語による

解題を収録。「英文版」「日文版」など 7に分類してそ

の中を刊行年順に排列。 
 

《红楼梦》研究资料分类索引 : 1630-2009 / 刘晓安, 

刘雪梅 编纂. -- 北京 : 国家图书馆出版社, 2012.8. -

- 2冊 ; 29cm 

ISBN: 9787501348459 KK61-C100 

単行書、雑誌論文など 20,000 余件について書名、論

文名、著者、出版者、刊行年、掲載誌名などを収録。

「曹雪芹家世及其生平」「曹雪芹与《红楼梦》」など 8

に大別し、その中を細分して刊行年順に排列。 

＜科学技術＞ 

颛顼日历表 / 朱桂昌 编著. -- 北京 : 中华书局, 

2012.6. -- 2, 636p ; 25cm 

ISBN: 9787101086089 MB96-C22 

 顓頊暦による紀元前 366年から紀元前 104年までの毎

月の大小、毎日の干支および二十四節気を収録。排列は

年月日順。 
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レファレンスツール紹介 30  中央アジア諸国について調べる 
 

酒井 剛（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

ソビエト連邦が崩壊して中央アジア諸国が独

立してから約 20 年が経過し、各国についての

資料が増えてきました。本稿では、ウズベキス

タン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、

トルクメニスタンの中央アジア 5 カ国に関する

おもな情報源をご紹介します。 
【 】は当館請求記号、【( )】は関西館請

求記号です。タイトルがロシア語、中央アジア

諸言語のみの場合は、（ ）内にタイトルの和

訳を併記しました。インターネットの最終アク

セス日は、2013 年 4 月 30 日です。 
 

1. 基本的な資料など 
 
【中央アジア全般】 
『中央アジアを知るための 60 章』 
(第 2 版, 明石書店, 2010)【GE671-J24】 
地理的範囲は、中央アジア 5 カ国のほか、隣

接する中国新疆などを含みます。歴史、文化、

地理、政治、経済、対日関係の 6 部から構成さ

れ、タイトルのとおり 60 章に分けて概説して

います。巻末にテーマ別の参考文献を収録して

います。 
 

Country report. 
(Economist Intelligence Unit, 季刊)【請求記

号は国ごとに異なる】 
中央アジア 5 カ国については、国別（ウズベ

キスタン【Z51-R553】、カザフスタン【Z51-
R552】、キルギス【Z51-R21】、タジキスタ

ン【Z76-A85】、トルクメニスタン【Z51-
R657】）に、政治、経済の最新の状況を分析

し、今後の予測を行っています。また、面積・

人口などの基礎的なデータ、主要閣僚名簿など

を含む政治機構の概説、経済の主要なデータや

指標を収録しています。当館内ではデータベー

スでも利用できます。 
 

Eastern Europe, Russia and Central Asia.  
(Routledge, 年刊)【Z61-H727】 

Europa regional surveys of the world シリ

ーズの 1 巻。「全般的概説」「国別概説」「人

名事典」「地域情報」の 4 部からなります。

「国別概説」では、中央アジア 5 カ国について

は国別に、地理、歴史、経済を概説し、年表、

基本統計、主要機関名簿、参考文献を収録して

います。 
 

The handbook of Central Asia : a 
comprehensive survey of the new republics. 
(I.B. Tauris, 2000)【(GE671-P6)】 
中央アジア 5 カ国について、国別に、政治、

地理、民族、歴史、経済、文化、宗教などを概

説し、参考文献を収録しています。巻末に索引

を収録しています。 
 

Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan : country 
studies. 
([Federal Research Division, Library of 
Congress], 1997)【GE671-A177】 
中央アジア 5 カ国について、国別に、面積・

人口などの基礎的なデータを収録しているほか、

歴史、環境、民族、宗教、教育、経済、交通・

通信、政治、国家安全保障などを概説していま

す。巻末に参考文献、索引を収録しています。 
 

外務省：各国・地域情勢 ＞ 欧州（NIS（旧

ソ連新独立国家）諸国を含む） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe.html 
日本の外務省が提供するウェブサイトです。

中央アジア 5 カ国については国別に、面積・人

口などの基礎的なデータ、歴史、政治、外交、

経済、対日関係、渡航安全情報などの項目をコ

ンパクトに収録しています。 
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information system. 2012 / 地理信息系统名词审定委

员会 [编]. -- 第 2版. -- 北京 : 科学出版社, 2012.8. 

-- xvii, 121p ; 27cm 

ISBN: 9787030352170 ME2-C16 

 1,469 語について英語と対照し、語義を収録。「基本

概念」「技术与应用」の 2部分からなる。巻末にアルフ

ァベット順の「英汉索引」および拼音順の「汉英索引」

を付す。 
 

中藥草產業現況與展望專題報告 / 孫智麗 總編輯 ; 劉

翠玲 主編. -- 台北 : 行政院農業委員會, 2012.4. -- 

V, 205p ; 30cm 

ISBN: 9789860319378 SD121-C47 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 

中国图书馆分类法期刊分类表 / 国家图书馆《中国图书

馆分类法》编辑委员会 编. -- 第 3版. -- 北京 : 國家

圖書館出版社, 2012.8. -- 2, 2, 2, 45, 82p ; 21cm 

ISBN: 9787501348176 UL653-C33 

 

二十世纪以来中国古籍目录提要 / 郝润华, 侯富 编著. 

-- 上海 : 华东师范大学出版社, 2012.6. -- 3, 5, 2, 

3, 435p ; 24cm 

ISBN: 9787561788745 UP1-C4 

1911 年から 2009 年までに中国大陸や台湾などで刊行

された目録、提要など 640余タイトルについて書名、作

者、刊行年、解題などを収録。「综合目录」「专科目录」

など 3に大別し、その中をさらに細分して刊行年順に排

列。巻末に拼音順の書名索引および作者索引を付す。 
 

日本語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

現代日中関係史年表 : 1950-1978 / 現代日中関係史年

表編集委員会 編集. -- 東京 : 岩波書店, 2013.1. -- 

862p ; 27cm 

文献あり 索引あり. 

ISBN: 978-4-00-022790-2 A2-L3 

 

確認中国法用語 250WORDS = KEYWORDS OF CHINESE LAW 

/ 國谷知史, 奥田進一, 長友昭 編. -- 東京 : 成文堂, 

2011.12. -- 99p ; 21cm 

ISBN: 978-4-7923-9221-5 A112-J273 

＜経済･産業＞ 

日中経済・人的交流年表 : 日本と中国交流 40 年の歴

史 / 加藤隆三木, 加藤安 編. -- [東京] : 創英社, 

2012.3. -- 255p ; 21cm 

ISBN: 978-4-88142-539-8 D2-J244 

 

台湾機械メーカー名簿. 2012 年版. -- 所沢 : 台湾産

業研究所, 2012.3. -- 724p ; 30cm 

 D4-J652 

 
台湾金型鋳造鍛造メーカー名簿. 2012 年版. -- 所沢 : 

台湾産業研究所, 2012.4. -- 358p ; 30cm 

 D4-J663 

 

中国産業地図 / 亜州 IR 編. -- 東京 : 日本経済新聞

出版社, 2011.10. -- 193p ; 21cm 

ISBN: 978-4-532-31738-6 DC157-J145 

 

中国人口問題の年譜と統計 : 1949～2012 年 / 若林敬

子, 聶海松 編著. -- 東京 : 御茶の水書房, 2012.12. 

-- 302p ; 27cm 

ISBN: 978-4-275-00998-2 DC731-L1 

 

中国投資ハンドブック : 戦略と実務の必読書. 2012-

2013 / 射手矢好雄 全体監修 ; 日中経済協会 編. -- 

東京 : 日中経済協会, 2012.2. -- 429p ; 30cm 

ISBN: 978-4-88880-172-0 DE151-J420 

＜歴史・地理＞ 

電脳中国学入門 / 漢字文献情報処理研究会 編. -- 東

京 : 好文出版, 2012.2. -- 230p ; 26cm 

文献あり. 

ISBN: 978-4-87220-150-5 GE234-J16 

 
現代中国を知るための 40 章 / 高井潔司, 藤野彰, 曽

根康雄 編著. -- 第 4版. -- 東京 : 明石書店, 2012.3. 

-- 293p ; 19cm. -- (エリア・スタディーズ ; 8) 

ISBN: 978-4-7503-3567-4 GE341-J287 

 

現代台湾を知るための 60 章 / 亜洲奈みづほ 著. -- 

第 2版. -- 東京 : 明石書店, 2012.1. -- 326p ; 19cm. 

-- (エリア・スタディーズ ; 34) 

文献あり. 

ISBN: 978-4-7503-3528-5 GE461-J62 

 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
제 19 대 국회의원선거 인터넷선거보도 심의백서 / 
중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 [編]. 
-- 서울 : 중앙선거관리위원회 
인터넷선거보도심의위원회, 2012.8. -- 390p ; 26cm 
索引あり. 
(第 19代国会議員選挙インターネット選挙報道審議白
書) AK4-251-K40 
インターネット選挙報道審議委員会の運営現況、第

19 代国会議員選挙の審議概要、議決の現況と分析、審
議の評価と課題、議決事例を収録。付録として関連法
規・書式、審議対象のインターネット言論社目録を収録
する。巻末に議決の類型別（警告、注意など）・対象言
論社別（アルファベット順、ハングル字母順）索引を付
す。 
 
문화재보호법총론 / 김창규 저. -- 서울 : 동방문화사, 
2011.3. -- xxi, 440p ; 25cm 
ISBN: 9788991902879 
(文化財保護法総論) AK4-611-K29 
 
＜経済･産業＞ 
광고인명록 = Advertising network directory. 2011 
/ 한국광고단체연합회 [編]. -- 서울 : 
한국광고단체연합회, 2010.12. -- 659p ; 26cm 
索引あり. 
(広告人名録) D4-K34 
広告主、広告会社、広告制作社、メディアなど公告

関連業種を網羅したダイレクトリ。そのほか出版者の韓
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ているのが、東京裁判（極東国際軍事裁判）

関係資料集の出版計画である。 
これは、2011 年 2 月に、国家図書館が中国

共産党指導部により、東京裁判関係資料の収

集・出版を指示されたことに始まる26。2011
年 5 月には、上海交通大学に「东京审判研究

中心（東京裁判研究センター）」が設立され、

2012 年 3 月には、同館との間で、東京裁判

研究センター共同設立の記念式典が行なわれ

た。さらに同年 10 月には、『远东国际军事

法庭庭审记录（極東国際軍事裁判審議録）』

の編纂プロジェクトが発表され、記念式典が

行なわれた。メディアからの反響も大きく、

中央電視台などのニュース番組や『人民日报』

など多くのメディアで紹介された27。この資

料集は 2013 年 6 月の出版予定であるが、さ

らに『远东国际军事法庭审判文献/证据资料

（極東国際軍事裁判法廷裁判文献・証拠資

料）』などの編纂も進められている。8 月に

は「日本战犯审判历史文献保护国际研讨会

（日本戦犯裁判歴史文献保護国際シンポジウ

ム）」も開催される予定である28。 
2013 年 3 月の工作座談会では、今後も展

示会や会議などを通じて、民国時期文献保護

計画の意義を国民に訴え、社会全体で取組む

ための環境を整えるとしている29。東京裁判

資料集は、本計画における重要なサブテーマ

として、計画の宣伝普及にも大きな役割を果

たしている。 
 

おわりに 

以上、総合目録、海外調査、出版事業に重

点を置いて、民国時期文献保護計画について

                                 
26 「以史为鉴,面向未来」中国文化传媒网, 2012.10.2
9.（http://www.ccdy.cn/wenhuabao/sban/201210/t20
121029_442234.htm） 
27 「《远东国际军事法庭庭审记录》编纂出版项目启
动 社会反响强烈」民国时期文献保护网（http://mgw
xbh.nlc.gov.cn/xwdt/tb/201212/t20121228_201645.s
html） 
28 「国家图书馆将出 80卷《远东国际军事法庭庭审记

录》」中国新闻网, 2013.3.15.（http://www.chinane
ws.com/cul/2013/03-15/4647765.shtml） 
29 前掲注(24) 

紹介してきた。本計画は、先行する中華古典

籍保護計画と同様に、文化部の「全国公共图

书馆事业发展“十二五”规划（全国公共図書

館事業発展の第 12 次 5 カ年計画期における

計画）30」などの重要文書にも盛り込まれて

おり、今後も 2015 年までの間に、成果が

続々と生み出されることが予想される。 
本計画が対象とする時期には、日中戦争な

ど日本人にとっても非常に関心の高いテーマ

が含まれている。民国時期文献へのアクセス

を容易にし、共同利用を可能にすることによ

って、この時代に関する国際的な学術研究が

活性化することを期待したい。 
 

（ゆの もとお） 
 
 
  

                                 
30 「文化部关于印发《全国公共图书馆发展十二五规
划》的通知」中国政府公开信息整合服务平台国图分站,
 2013.1.31.（http://govinfo.nlc.gov.cn/gtfz/xxgk/gwy
zcbm/whb/201302/t20130206_3446028.html） 
 
（ウェブサイトの最終アクセスは、すべて 2013 年 5
月 18 日） 

7
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国広告団体連合会の会員、関連団体・機関、大学の広告
関連学科、広告関連人名録を収録。付録として四半期
別・業種別の広告費、メディア別広告単価、広告主別の
インターネット広告現況などを収録。巻末にハングル字
母順の会社別・人名別索引を付す。 
 
韓國經濟通史 / 李憲昶 著. -- 제 5 판. -- 서울 : 
해남, 2012.2. -- xvii, 729p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788962380439 DC146-K44 
 
한국의 인구 / 김두섭, 박상태, 은기수 편. -- 대전 : 
통계청, 2002.12. -- 2冊 ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 8988936809 (set) ; 8988936787 (1) ; 
8988936795 (2) 
(韓国の人口) DC731-K7 
 
韓國觀光史 : 삼국시대~일제강점기 / 한경수 저. -- 
대구 : 정림사, 2011.7. -- 639p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788960640412  
(韓国観光史 : 三国時代～日帝強占期) DK261-K20 
 
＜教育＞ 
교육학용어사전 = The dictionary of educational stu
dies / 서울대학교 교육연구소 편. -- 전정판. -- 서
울 : 하우, 2011.3. -- vii, 865p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9788976990150 
(教育学用語辞典) F2-K10 
 
＜歴史・地理＞ 
독도문헌정보총목록 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2012.2. -- 305p ; 26cm. -- (한눈에 
보기 = Fact book ; 26) 
文献あり. 
(独島文献情報総目録) GE3-K63 
独島（竹島）関連文献の総目録・所蔵目録。約 3,500

件の資料を、古書、古文書、古地図、単行本、学位論文、
学術記事、非図書、記録物に大別し、資料名、著者・製
作者、発行年等の書誌情報と所蔵機関を収録。古書、古
文書、古地図については、簡単な解題も付す。 
 
京畿道 歷史地名 事典 / 동아시아역사연구소 편. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.10. -- 731p ; 
27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971058152 GE11-K20 
 
대한민국 행정지명. 제 1 권, 전남･광주 편 / 윤여정 
엮음. -- 광주 : 향지사 : 향토지리연구소, 2009.1. -
- 859p ; 26cm 
索引あり. 
文献あり. 
ISBN: 8995049197 
(大韓民国行政地名. 全南･光州編) GE11-K21 
 
韓國人의 姓氏 總覽 / 大韓功勳歷史編纂會[編]. -- 
서울 : 大韓功勳歷史編纂會, 2003.8. -- 2冊 ; 31cm 
(韓国人の姓氏総覧) GE121-K175 
200 以上の姓氏について、本貫別に由来、行列表（同

一本貫で同一世代の者の名前に共通に用いる漢字の一
覧）、系図、功臣、著名な人物名等の情報を収録。排列
はハングル字母順で、1 巻はㄱからㅅまで、2 巻はㅇか
らㅎまでを収録する。2 巻の巻末に、付録「功臣・官

庁・官職解説」を付す。 
 
새 한국사 : 선사시대에서 조선 후기까지 / 이태진 저. 
-- 서울 : 까치글방, 2012.5. -- 552p ; 23cm 
文献あり. 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788972915133  
(新韓国史 : 先史時代から朝鮮後期まで) GE122-K158 
 
百濟 歷史와 文化 / 노중국, 권오영 저. -- 공주 : 
충청남도역사문화연구원, 2008.6. -- 551p ; 23cm. -- 
(百濟文化史大系 槪說書) 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788992220385 
(百済の歴史と文化) GE125-K277 
 
국역 『고려사』. 29-30, 색인 1-2 / 東亞大學校 
石堂學術院 역주. -- 서울 : 경인문화사, 2011.10. -- 
2冊 ; 27cm 
ISBN: 9788949907949 (29) ; 9788949907956 (30) 
(国訳高麗史. 索引) GE125-K280 
『국역 『고려사』』1 巻から 28 巻までの索引。29

巻は人名・地名編、30 巻は制度・事物編。排列はハン
グル字母順。 
 
조선왕조사 / 이성무 지음. -- 파주 : 수막새, 2011.4. 
-- 1030p ; 24cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788991205208 
(朝鮮王朝史) GE127-K360 
 
연평도 포격사건 백서 / 옹진군 [編]. -- 인천 : 
옹진군, 2012.7. -- 357p ; 26cm 
(延坪島砲撃事件白書) GE132-K50 
2010 年 11 月 23 日に発生した延坪島砲撃事件の白書。

北朝鮮の北方限界線(NLL)挑発、延坪島砲撃事件の勃発
と初期対応、被害復旧と事後措置、対応と対策などを収
録。付録に 2010年 11月 23日から 26日までの日誌、主
要新聞報道、西海 5島支援特別法などの関連法規を収録
する。 
 
北韓總覽 : 2003~2010 / 北韓硏究所 [編]. -- 서울 : 
北韓硏究所, [2011.3]. -- 1149p ; 27cm GE138-K90 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국건축사 = History of Korean architecture / 
대한건축학회 편. -- 2 판. -- 서울 : 기문당, 
2011.10. -- 600p ; 27cm. -- (건축학전서 = AIK 
architectural book series ; 2) 
文献あり. 
ISBN: 9788962253597 
(韓国建築史) KA93-K37 
 
넓은풀이 우리말 방언 사전 = 廣解 方言 辭典 = A 
dictionary of Korean dialects / 낱말 
어휘정보처리연구소 편저. -- 서울 : 낱말 
어휘정보처리연구소, 2010.5. -- 476, 447p ; 31cm 
ISBN: 9788995144930 
(広解韓国語方言辞典) KJ42-K208 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
북한의 박물관 / 장경희 글. -- 서울 : 예맥, 2011.1 
(2 쇄). -- 259p ; 26cm. -- (아름다운 우리문화재 ; 
4) 
文献あり. 
ISBN: 9788988502617 
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国広告団体連合会の会員、関連団体・機関、大学の広告
関連学科、広告関連人名録を収録。付録として四半期
別・業種別の広告費、メディア別広告単価、広告主別の
インターネット広告現況などを収録。巻末にハングル字
母順の会社別・人名別索引を付す。 
 
韓國經濟通史 / 李憲昶 著. -- 제 5 판. -- 서울 : 
해남, 2012.2. -- xvii, 729p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788962380439 DC146-K44 
 
한국의 인구 / 김두섭, 박상태, 은기수 편. -- 대전 : 
통계청, 2002.12. -- 2冊 ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 8988936809 (set) ; 8988936787 (1) ; 
8988936795 (2) 
(韓国の人口) DC731-K7 
 
韓國觀光史 : 삼국시대~일제강점기 / 한경수 저. -- 
대구 : 정림사, 2011.7. -- 639p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788960640412  
(韓国観光史 : 三国時代～日帝強占期) DK261-K20 
 
＜教育＞ 
교육학용어사전 = The dictionary of educational stu
dies / 서울대학교 교육연구소 편. -- 전정판. -- 서
울 : 하우, 2011.3. -- vii, 865p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9788976990150 
(教育学用語辞典) F2-K10 
 
＜歴史・地理＞ 
독도문헌정보총목록 / 국회도서관 [編]. -- 서울 : 
국회도서관, 2012.2. -- 305p ; 26cm. -- (한눈에 
보기 = Fact book ; 26) 
文献あり. 
(独島文献情報総目録) GE3-K63 
独島（竹島）関連文献の総目録・所蔵目録。約 3,500

件の資料を、古書、古文書、古地図、単行本、学位論文、
学術記事、非図書、記録物に大別し、資料名、著者・製
作者、発行年等の書誌情報と所蔵機関を収録。古書、古
文書、古地図については、簡単な解題も付す。 
 
京畿道 歷史地名 事典 / 동아시아역사연구소 편. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.10. -- 731p ; 
27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971058152 GE11-K20 
 
대한민국 행정지명. 제 1 권, 전남･광주 편 / 윤여정 
엮음. -- 광주 : 향지사 : 향토지리연구소, 2009.1. -
- 859p ; 26cm 
索引あり. 
文献あり. 
ISBN: 8995049197 
(大韓民国行政地名. 全南･光州編) GE11-K21 
 
韓國人의 姓氏 總覽 / 大韓功勳歷史編纂會[編]. -- 
서울 : 大韓功勳歷史編纂會, 2003.8. -- 2冊 ; 31cm 
(韓国人の姓氏総覧) GE121-K175 
200 以上の姓氏について、本貫別に由来、行列表（同

一本貫で同一世代の者の名前に共通に用いる漢字の一
覧）、系図、功臣、著名な人物名等の情報を収録。排列
はハングル字母順で、1 巻はㄱからㅅまで、2 巻はㅇか
らㅎまでを収録する。2 巻の巻末に、付録「功臣・官

庁・官職解説」を付す。 
 
새 한국사 : 선사시대에서 조선 후기까지 / 이태진 저. 
-- 서울 : 까치글방, 2012.5. -- 552p ; 23cm 
文献あり. 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788972915133  
(新韓国史 : 先史時代から朝鮮後期まで) GE122-K158 
 
百濟 歷史와 文化 / 노중국, 권오영 저. -- 공주 : 
충청남도역사문화연구원, 2008.6. -- 551p ; 23cm. -- 
(百濟文化史大系 槪說書) 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788992220385 
(百済の歴史と文化) GE125-K277 
 
국역 『고려사』. 29-30, 색인 1-2 / 東亞大學校 
石堂學術院 역주. -- 서울 : 경인문화사, 2011.10. -- 
2冊 ; 27cm 
ISBN: 9788949907949 (29) ; 9788949907956 (30) 
(国訳高麗史. 索引) GE125-K280 
『국역 『고려사』』1 巻から 28 巻までの索引。29

巻は人名・地名編、30 巻は制度・事物編。排列はハン
グル字母順。 
 
조선왕조사 / 이성무 지음. -- 파주 : 수막새, 2011.4. 
-- 1030p ; 24cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788991205208 
(朝鮮王朝史) GE127-K360 
 
연평도 포격사건 백서 / 옹진군 [編]. -- 인천 : 
옹진군, 2012.7. -- 357p ; 26cm 
(延坪島砲撃事件白書) GE132-K50 
2010 年 11 月 23 日に発生した延坪島砲撃事件の白書。

北朝鮮の北方限界線(NLL)挑発、延坪島砲撃事件の勃発
と初期対応、被害復旧と事後措置、対応と対策などを収
録。付録に 2010年 11月 23日から 26日までの日誌、主
要新聞報道、西海 5島支援特別法などの関連法規を収録
する。 
 
北韓總覽 : 2003~2010 / 北韓硏究所 [編]. -- 서울 : 
北韓硏究所, [2011.3]. -- 1149p ; 27cm GE138-K90 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국건축사 = History of Korean architecture / 
대한건축학회 편. -- 2 판. -- 서울 : 기문당, 
2011.10. -- 600p ; 27cm. -- (건축학전서 = AIK 
architectural book series ; 2) 
文献あり. 
ISBN: 9788962253597 
(韓国建築史) KA93-K37 
 
넓은풀이 우리말 방언 사전 = 廣解 方言 辭典 = A 
dictionary of Korean dialects / 낱말 
어휘정보처리연구소 편저. -- 서울 : 낱말 
어휘정보처리연구소, 2010.5. -- 476, 447p ; 31cm 
ISBN: 9788995144930 
(広解韓国語方言辞典) KJ42-K208 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
북한의 박물관 / 장경희 글. -- 서울 : 예맥, 2011.1 
(2 쇄). -- 259p ; 26cm. -- (아름다운 우리문화재 ; 
4) 
文献あり. 
ISBN: 9788988502617 
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さらに同年 6 月には、北京で「中美民国时

期文献保护工作研讨会（中米民国時期文献保

護工作検討会）21」が開かれている。中国側

からは周和平・国家図書館館長のほか、国家

档案局局長、楊天石・中国社会科学院教授な

どが出席し、米国からは議会図書館のアジア

部長、ハーバード・イェンチン図書館館長な

どのほか、カナダからトロント大学東アジア

図書館館長も出席し、民国時期文献の保護に

関する報告を行ない、最後に「交流・協力・

資源の共同構築、共同利用」を掲げた共同宣

言を発表している22。 
 

3.3.3 民国時期関連資料の出版 

資料保存に関して、民国時期文献保護計画

では 2 つの方策が示されている。ひとつは、

原資料そのものの劣化・破損を防ぐ「原生性

保护」であり、脱酸処理などが想定されてい

る。もうひとつは、資料の影印複製を行なう

「再生性保护」である。後者について、国家

図書館では、2007 年に「民国文献资料编纂出

版委员会」を設立し、そのもとで『民國文獻

資料叢編』を出版するなど、これまでも活発

に民国時期文献の影印出版を行なってきたが、

民国時期文献保護計画のもとで新たな体制を

立ち上げている。 
 

(1) 民国時期文献整理出版プロジェクト 
それが、2013 年から始動した「民国时期文

献整理出版项目（民国時期文献整理出版プロ

ジェクト）」である。「民国时期文献整理出

版项目实施方案（同実施方案）23」によれば、

専門家を顧問に招き「民国时期文献出版工作

委员会（民国時期文献出版工作委員会）」お

                                                 

wxzj/hwzj/201304/t20130403_201693.shtml） 
21 「中美民国时期文献保护工作研讨会」国家图书馆

（http://www.nlc.gov.cn/dsb_zt/xzzt/mgwxhy/） 
22 「中美民国时期文献保护工作研讨会在京隆重召开」

民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt
/hy/201211/t20121114_46043.shtml） 
23 「国家图书馆关于组织申报“民国时期文献整理出

版项目”的函」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.
nlc.gov.cn/zlcb/dtxx/201304/t20130403_201695.sht
ml） 

よび「民国时期文献编纂委员会（民国時期文

献編纂委員会）」を設立し、民国時期文献保

護工作事務室が事務局となることを定めてい

る。 
整理出版の対象となる資料は、図書、雑誌、

新聞のほか、歴史文書や日記、宣伝ビラなど

幅広い類型を含むことや、「民国时期文献资

料丛编」「革命历史文献资料丛编」などのシ

リーズとして出版することなどが想定されて

いる。各所蔵機関が、自館の未整理資料につ

いて整理出版を申請すると、専門家からなる

評価審議委員会が、計画内容を審査する。計

画が認められると、国家図書館が申請機関と

の間で契約を結び、資料整理のための補助費

用が支給される。整理が完了すると、申請機

関は出版原稿を審査委員会に提出し、審査を

通過すれば、出版社から正式に出版できるこ

とになる。なお、本プロジェクトにより出版

された資料には、民国時期文献保護計画のロ

ゴマークを付すことなども定められている。

国家図書館出版社から出版されている『民國

文獻資料叢編』シリーズのうち、最近のもの

には、このロゴが確認できる。 
本プロジェクトは、2013 年 3 月に南京で

開催された「民国时期文献保护工作座谈会」

の場で発表された。席上、こうした整理出版

活動を通して、各所蔵機関による民国時期文

献保護計画への取組みを促進することが、今

後の方針として掲げられている24。この後、

各機関からの整理出版計画の募集が始まり、

同 5 月には審査会が北京で開かれ、提出され

た 45 の計画に対する中間評価が示されてい

る25。 
 
(2) 東京裁判資料集 
この民国時期文献整理出版プロジェクトの

中で、最も早くスタートし、最も注目を浴び
                                 
24 「民国时期文献保护工作座谈会在南京举行」国家

图书馆（http://www.nlc.gov.cn/dsb_zx/gtxw/201303/t
20130321_70809.htm） 
25 「民国时期文献整理出版项目专家评审会在北京召
开」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/
xwdt/mt/201305/t20130506_201704.shtml） 
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(北韓の博物館) UA31-K23 
 
한국 금속활자 인쇄사 / 천혜봉 지음. -- 파주 : 범우, 
2012.1. -- 476p ; 27cm 
年表あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788963650630 
(韓国金属活字印刷史)  UE21-K19 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
憲法裁判所 : 韓国現代史を語る / 李範俊 著 ; 在日
コリアン弁護士協会 訳. -- 東京 : 日本加除出版, 201
2.5. -- 349p ; 21cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-8178-3992-3 AK4-211-J3 
 
韓国社会と法 / 高翔龍 著. -- 東京 : 信山社, 2012.
12. -- 252p ; 19cm 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7972-3421-3 AK4-811-L1 
 
＜経済･産業＞ 
韓国映像コンテンツ産業の成長と国際流通 : 規制から
支援政策へ / 金美林 著. -- 東京 : 慶應義塾大学出
版会, 2013.2. -- 241p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7664-2011-1 DK411-L20 
 
＜教育＞ 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 1 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.4. -- 112p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J82 
 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 2 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.5. -- 148p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J83 
 
現代朝鮮歴史 : 朝鮮高級学校教科書 (日本語訳). 高
級 3 / 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 編.
 -- 八尾 : 星への歩み出版, 2010.6. -- 149p ; 21cm 
原タイトル: 현대조선력사. FC49-J84 
 
＜歴史・地理＞ 
竹島問題とは何か / 池内敏 著. -- 名古屋 : 名古屋
大学出版会, 2012.12. -- 388,4p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-8158-0718-4 GB73-L3 
 
竹島史考 / 大熊良一 著. -- 普及版. -- 東京 : 原書
房, 2012.12. -- 301,5p ; 20cm 
初版のタイトル: 「竹島史稿」(1968年刊) 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-562-04876-2 GC212-J64 
 
高句麗の文化と思想 / 東北亜歴史財団 編 ; 東潮 監
訳 ; 篠原啓方 訳. -- 東京 : 明石書店, 2013.2. -- 4
58p ; 22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-3754-8 GE125-L2 
 
韓国の暮らしと文化を知るための 70 章 / 舘野晳 編著.

 -- 東京 : 明石書店, 2012.12. -- 382p ; 19cm. -- 
(エリア・スタディーズ ; 112) 
文献あり. 
ISBN: 978-4-7503-3738-8 GE136-L1 
 
朴正煕 動員された近代化 : 韓国、開発動員体制の二
重性 / 曺喜昖 著 ; 李泳采 監訳・解説 ; 牧野波 訳.
 -- 東京 : 彩流社, 2013.2. -- 298p ; 22cm 
文献あり 
年表あり. 
ISBN: 978-4-7791-1839-5 GE136-L3 
 
韓国の教科書に出てくる人物コリア史. 3 (近現代) / 
尹姫珍 著 ; 大図建吾 訳. -- 東京 : 彩流社, 2013.1.
 -- 277p ; 19cm 
年譜あり 
年表あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7791-1695-7 GK15-L1 
 
＜哲学・宗教＞ 
植民地朝鮮と宗教 : 帝国史・国家神道・固有信仰 / 
磯前順一, 尹海東 編著. -- 東京 : 三元社, 2013.1. -
- 369p ; 22cm. -- (日文研叢書) 
ISBN: 978-4-88303-329-4 HK41-L2 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
韓国国立中央博物館の至宝 / 呉明淑 著 ; 金安淑 訳
 ; 韓登 日本版監修. -- 東京 : 山川出版社, 2012.3. 
-- 159p ; 21cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-634-15018-8 K16-J969 
 
標準韓国語文法辞典 / 韓国・国立国語院 著 ; 梅田博
之, 李允希 監修 ; HANA, 韓国語ジャーナル編集部 編
集. -- 東京 : アルク, 2012.11. -- 1055p ; 22cm 
ISBN: 978-4-7574-2230-8 KJ42-L1 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
不屈のハンギョレ新聞 : 韓国市民が支えた言論民主化
20 年 / ハンギョレ新聞社 著 ; 川瀬俊治, 森類臣 訳. 
-- 東京 : 現代人文社 ; [東京] : 大学図書 (発売), 
2012.3. -- 412p ; 22cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-87798-511-0 UC171-J32 
 
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
Cultural sociology of the Middle East, Asia, & 
Africa : an encyclopedia. -- Thousand Oaks, 
Calif. : SAGE Publications, c2012. -- 4 v. : ill., 
maps ; 29 cm. -- (SAGE reference) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9781412981767 (cloth)    E2-B254 
「中東」「アフリカ」「東アジア、東南アジア」

「南アジア、中央アジア、西アジア」の 4巻からなり、
芸術・文化・科学、王朝、紛争・戦争、社会・日常生活、
宗教など文化社会学分野の約 800 項目を収録。各巻は
「先史時代から 1200 年まで」「1200 年から 1900 年ま
で」「1900 年以降」のように 3 部に分け、その中を項
目のアルファベット順に排列。各巻末に情報源ガイドと
索引、第 4巻巻末に全巻の索引を付す。 
 
Хронология стран Восточно

アジア情報室通報 第 9巻第 4 号（2011.12） 

 5 

民国時期文献保護計画では、革命歴史文献

に限定せず、あらゆる形態の資料を対象とし

てその所蔵先を把握する文献センサス事業を

計画し、最終成果として『民国时期文献总目』

を編纂出版することを目標としている。 
それに先立つ初歩的な成果として、2013 年

3 月に「民国时期文献保护网」上に公開され

たのが、民国时期文献联合目录（民国時期文

献総合目録）である。これは、国家図書館お

よび同館の求めに応じて試験的に参加した 7
機関の書誌データ約 20 万件を投入したもの

である。 
この目録は、現在のところ、国家図書館の

全国総合目録ネットワーク14に登録された書

誌データを利用している。登録データのほと

んどは図書であり、CNMARC フォーマット

に準拠した図書書誌作成の規則である「民国

图书联合目录数据暂行标准（民国期図書総合

目録データ暫定基準）15」が公開されている。 
2012 年からは、参加機関の図書館員を対象

に、計画の意義を宣伝し、登録方法を説明す

る研修会も開かれている16。2013 年「工作方

案」によれば、今後は入力システムの機能強

化をはかり、システム上でのデータの提出や

訂正を可能にすることを目指している。 
なお、一部の資料については、目次情報と

全文画像を閲覧できるようになっており、

2013 年「工作方案」では、今後登録データを

増やすとともに、全文画像を充実させること

                                 
14 全国联合编目中心（http://olcc.nlc.gov.cn/）; 前田

直俊「2.1.5 中国国家図書館における書誌作成」『中

国国家図書館の現況』国立国会図書館関西館図書館協

力課, 2010.11, pp.15-17.（http://current.ndl.go.jp/n
ode/17426） 
15 「民国图书联合目录数据暂行标准」民国时期文献

保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/wxpc/pcbz/201211
/t20121106_388.shtml） 
16 2012 年 8 月に北京で、2013 年 4 月には重慶で、

それぞれ「民国时期普查工作培训班」が開かれている。 
「民国时期文献保护工作办公室举办民国时期文献普查

工作培训班」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nl
c.gov.cn/xwdt/hy/201211/t20121114_46167.shtml）;
 「民国时期文献普查工作培训班在重庆举办」民国时

期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt/mt/20
1304/t20130429_201700.shtml） 

が明記されている。国家図書館では、民国時

期の図書や雑誌を重点的にデジタル化する対

象としており、大学機関による資料デジタル

化プロジェクト「大学数字图书馆国际合作计

划（大学デジタル図書館国際協力計画。

CADAL）17」とも協力して、民国時期文献の

デジタル化を行なっている。こうした蓄積を

基礎として、2011 年の工作座談会で掲げられ

た「民国时期文献全文资源库」の構築を目指

していくと考えられる。 
 

3.3.2 海外民国時期文献調査と交流協力事業 

民国時期文献保護計画では、米国、ロシア、

日本など海外で所蔵する民国時期文献の所蔵

を調査することが明記されている。この 2 年

間では、台湾および米国の機関との協力事業

が進められている。 
まず、台湾との間では、2011 年 7 月に、国

家図書館の代表団が 5 日間の日程で、台湾国

家図書館（漢学研究センター）、国史館、中

央研究院近代史研究所、国史館台湾文献館、

台北市立図書館を訪問し、民国時期文献の調

査を行なった18。2012 年には、台湾国家図書

館の曽淑賢館長が、国家図書館を訪問してい

る。国家図書館の周和平館長は、今後も民国

時期文献保護計画の枠組みで、両岸交流を活

発化させるとしている19。 
米国には、2012 年 4 月に調査団を派遣し、

5 日間でスタンフォード大学東アジア図書館、

同フーヴァー研究所、コロンビア大学東アジ

ア図書館、米国議会図書館、米国国立公文書

館などを訪問し、東京裁判関連資料（後述）

を含む文献調査を行なっている20。 
                                 
17 大学数字图书馆国际合作计划（http://www.cadal.z
ju.edu.cn/）; 篠田麻美「中国における Million Book
 Project―中国の大学図書館の資料電子化戦略―」
『カレントアウェアネス』298 号, 2008.12, pp.13-1
6.（http://current.ndl.go.jp/ca1678） 
18 「国家图书馆赴台湾地区调研民国时期文献存藏情
况」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/
wxzj/hwzj/201304/t20130403_201694.shtml） 
19 前掲注(6) 
20 「国家图书馆民国时期文献保护调研组赴美考察报
告」民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/
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й и Центральной Азии. Addenda = 
Chronology of Far Eastern and Central Asian 
countries / Л.Р. Концевич. -- Моск
ва : Издательская фирма "Вос
точная литература" РАН, 2011. -
- 687 p. : ill. ; 25 cm. 
他タイトル: Chronology of Far Eastern and Central 
Asian countries. Addenda. 
On leaf preceding t.p.: Российская ак
адемия наук, Институт восто
коведения. Российский госу
дарственный гуманитарный у
ниверситет, Институт восто
чных культур и античности.  
"Научное издание"--Colophon. 
"Izbrannai︠ a︡ bibliografii︠ a︡" (selected 
bibliography): p. [8]-112.   
Includes a chart on folded leaf: Синхрони
стическая таблица государс
тв, династий, эпох и эр стра
н Восточной и Центральной А
зии. 
ISBN: 9785020364790 (в пер.) (GE9-P18) 
中国、渤海など漢族以外による中国周縁諸国、ベト

ナム、モンゴル、朝鮮、日本の年代学に関する文献目録、
統治者・元号・首都の一覧、歴史地図を収録。付録とし
て上記各国の年代を比較できる年表を付す。 
 
東南アジア 
 
＜タイ＞ 
実用タイ日辞典・用例集 8,000 語 / ウィライ・トーモ
ラ ク ン  = พจนานกุรม 8,000 ศพัทไทย-ญี่ปุน : 
พรอมตวัอยางและคาํแปลภาษาญีปุ่น / ผูเขียน, วิไล 
โตมรกุล. -- พิมพครัง้แรก. -- กรุงเทพฯ : 
สํานกัพิมพภาษาและวฒันธรรม, 2554 [2011] -- 1055 
p. ; 19 cm. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786167121291          Y745-TS-466 
 
日タイ会計・税務辞書 /パカーポン・ワンプンプット 
[ 著 ] ; 泉 康 裕  監 修  = พจนานกุรมญีปุ่น-ไทย 
ศพัทบญัชแีละภาษ ี / โดย ผกาพร หวงัพึง่พุทธ. -- 
พิมพครัง้แรก. -- [Bangkok] : Ariya Group, 2554 
[2011] -- 110 p. ; 21 cm. 
Cover title. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786162430541         Y745-TS-472 
 
＜東ティモール＞ 
East Timor and the international community : 
basic documents / edited by Heike Krieger. -- 1st 
paperback ed. -- Cambridge : Cambridge University 
Press, 2011. -- xxviii, 494 p. ; 30 cm. -- 
(Cambridge international documents series ; 10) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780521399791 (pbk.)       (GE535-P47) 
初版（1997 年刊）のペーパーバック版。東ティモー

ルに関する 1859年から 1995年 7月までの国際関係文書
136 件を「歴史的背景」「脱植民地化過程」「インドネ
シア侵攻後の状況に関する国連文書」「第三国の反応」
など 6章に分け、各章内を細分類して収録。巻末に時系
列の収録文書一覧、未収録の関係国連文書一覧を付す。 

＜フィリピン＞ 
Tagalog-English dictionary / by Leo James English. 
-- [Manila] : Congregation of the Most Holy 
Redeemer ; [Mandaluyong City, Philippines] : 
Published and exclusively distributed by National 
Book Store, c1986 (2008 printing). -- 1583 p. ; 21 
cm. 
Tagalog and English. 
ISBN: 9710843575 (pbk.) ; 9789710843572 (pbk.)  

Y725-TS-3 
 
Historical dictionary of the Philippines / 
Artemio R. Guillermo. -- 3rd ed. -- Lanham, Md. : 
Scarecrow Press, 2012. -- xxx, 621 p. : ill., 
maps ; 24 cm. -- (Historical dictionaries of Asia, 
Oceania, and the Middle East) 
Includes bibliographical references (p. 493-620).  
ISBN: 9780810872462 (cloth : alk. paper) ; 
9780810875111 (ebook)          (GE8-P174) 
 
＜ベトナム＞ 
Report on the Vietnam labour force survey. -- 
Hanoi : Ministry of Planning and Investment, 
General Statistics Office. -- v. ; 30cm. 
2010-                                Z76-A793 
 
＜マレーシア＞ 
Laporan kiraan permulaan : banci penduduk dan 
perumahan Malaysia, 2010 = Preliminary count 
report : population and housing census of 
Malaysia, 2010. -- Putrajaya, Malaysia : Jabatan 
Perangkaan Malaysia, [2011]. -- vi, 45 p. : ill., 
folded col. map ; 30cm. 
Malay and English. 
他タイトル: Preliminary count report : population 
and housing census of Malaysia, 2010. 
他タイトル: Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2010. 
他タイトル : Population and housing census of 
Malaysia, 2010. 
他タイトル: Laporan kiraan permulaan 2010. 
他タイトル: Preliminary count report 2010. 
ISSN: 21804699           (DT231-M12-P3) 
 
Perangkaan penting, Malaysia = vital statistics. 
-- Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia. -- 
v. ; 30cm. 
ISSN: 0127466X 
2010 (Nov. 2011)-             Z76-A795 
マレーシア州別出生・死亡統計 

 
＜ミャンマー＞ 
Burmese-English English-Burmese dictionary / by 
Nance Cunningham, Aung Soe Min. -- Bangkok ; 
Berkeley, Calif. : Paiboon Publishing, c2009. -- 
xii, 934 p. ; 15cm. 
"With tones for English speakers"--Cover.  
ISBN: 9781887521581               (KL42-P5) 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 
पाइअ-स�-महन्नावो = �ाकृत-शब्द-महाणर्वः : अथार्त 
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й и Центральной Азии. Addenda = 
Chronology of Far Eastern and Central Asian 
countries / Л.Р. Концевич. -- Моск
ва : Издательская фирма "Вос
точная литература" РАН, 2011. -
- 687 p. : ill. ; 25 cm. 
他タイトル: Chronology of Far Eastern and Central 
Asian countries. Addenda. 
On leaf preceding t.p.: Российская ак
адемия наук, Институт восто
коведения. Российский госу
дарственный гуманитарный у
ниверситет, Институт восто
чных культур и античности.  
"Научное издание"--Colophon. 
"Izbrannai︠ a︡ bibliografii︠ a︡" (selected 
bibliography): p. [8]-112.   
Includes a chart on folded leaf: Синхрони
стическая таблица государс
тв, династий, эпох и эр стра
н Восточной и Центральной А
зии. 
ISBN: 9785020364790 (в пер.) (GE9-P18) 
中国、渤海など漢族以外による中国周縁諸国、ベト

ナム、モンゴル、朝鮮、日本の年代学に関する文献目録、
統治者・元号・首都の一覧、歴史地図を収録。付録とし
て上記各国の年代を比較できる年表を付す。 
 
東南アジア 
 
＜タイ＞ 
実用タイ日辞典・用例集 8,000 語 / ウィライ・トーモ
ラ ク ン  = พจนานกุรม 8,000 ศพัทไทย-ญี่ปุน : 
พรอมตวัอยางและคาํแปลภาษาญีปุ่น / ผูเขียน, วิไล 
โตมรกุล. -- พิมพครัง้แรก. -- กรุงเทพฯ : 
สํานกัพิมพภาษาและวฒันธรรม, 2554 [2011] -- 1055 
p. ; 19 cm. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786167121291          Y745-TS-466 
 
日タイ会計・税務辞書 /パカーポン・ワンプンプット 
[ 著 ] ; 泉 康 裕  監 修  = พจนานกุรมญีปุ่น-ไทย 
ศพัทบญัชแีละภาษ ี / โดย ผกาพร หวงัพึง่พุทธ. -- 
พิมพครัง้แรก. -- [Bangkok] : Ariya Group, 2554 
[2011] -- 110 p. ; 21 cm. 
Cover title. 
Thai and Japanese. 
ISBN: 9786162430541         Y745-TS-472 
 
＜東ティモール＞ 
East Timor and the international community : 
basic documents / edited by Heike Krieger. -- 1st 
paperback ed. -- Cambridge : Cambridge University 
Press, 2011. -- xxviii, 494 p. ; 30 cm. -- 
(Cambridge international documents series ; 10) 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780521399791 (pbk.)       (GE535-P47) 
初版（1997 年刊）のペーパーバック版。東ティモー

ルに関する 1859年から 1995年 7月までの国際関係文書
136 件を「歴史的背景」「脱植民地化過程」「インドネ
シア侵攻後の状況に関する国連文書」「第三国の反応」
など 6章に分け、各章内を細分類して収録。巻末に時系
列の収録文書一覧、未収録の関係国連文書一覧を付す。 

＜フィリピン＞ 
Tagalog-English dictionary / by Leo James English. 
-- [Manila] : Congregation of the Most Holy 
Redeemer ; [Mandaluyong City, Philippines] : 
Published and exclusively distributed by National 
Book Store, c1986 (2008 printing). -- 1583 p. ; 21 
cm. 
Tagalog and English. 
ISBN: 9710843575 (pbk.) ; 9789710843572 (pbk.)  

Y725-TS-3 
 
Historical dictionary of the Philippines / 
Artemio R. Guillermo. -- 3rd ed. -- Lanham, Md. : 
Scarecrow Press, 2012. -- xxx, 621 p. : ill., 
maps ; 24 cm. -- (Historical dictionaries of Asia, 
Oceania, and the Middle East) 
Includes bibliographical references (p. 493-620).  
ISBN: 9780810872462 (cloth : alk. paper) ; 
9780810875111 (ebook)          (GE8-P174) 
 
＜ベトナム＞ 
Report on the Vietnam labour force survey. -- 
Hanoi : Ministry of Planning and Investment, 
General Statistics Office. -- v. ; 30cm. 
2010-                                Z76-A793 
 
＜マレーシア＞ 
Laporan kiraan permulaan : banci penduduk dan 
perumahan Malaysia, 2010 = Preliminary count 
report : population and housing census of 
Malaysia, 2010. -- Putrajaya, Malaysia : Jabatan 
Perangkaan Malaysia, [2011]. -- vi, 45 p. : ill., 
folded col. map ; 30cm. 
Malay and English. 
他タイトル: Preliminary count report : population 
and housing census of Malaysia, 2010. 
他タイトル: Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2010. 
他タイトル : Population and housing census of 
Malaysia, 2010. 
他タイトル: Laporan kiraan permulaan 2010. 
他タイトル: Preliminary count report 2010. 
ISSN: 21804699            (DT231-M12-P3) 
 
Perangkaan penting, Malaysia = vital statistics. 
-- Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia. -- 
v. ; 30cm. 
ISSN: 0127466X 
2010 (Nov. 2011)-             Z76-A795 
マレーシア州別出生・死亡統計 

 
＜ミャンマー＞ 
Burmese-English English-Burmese dictionary / by 
Nance Cunningham, Aung Soe Min. -- Bangkok ; 
Berkeley, Calif. : Paiboon Publishing, c2009. -- 
xii, 934 p. ; 15cm. 
"With tones for English speakers"--Cover.  
ISBN: 9781887521581               (KL42-P5) 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 
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織設置に関して以下のような内容が記されて

いる。 
 

・ 「民国时期文献保护中心（民国時期文献保

護センター）」を国家図書館に、「民国时

期文献保护分中心（同サブセンター）」を

各省や地域に、それぞれ設立する。 
・ 図書館界や歴史学、文化財保護などの専門

家から構成される「民国时期文献保护专家

委员会（民国時期文献保護専門家委員会）」

を設立し、事業に対する助言や指導を行な

わせる。 
・ 文化部の主導のもと、財政部、教育部、科

学技術部、国家档案局などの構成員からな

る「部际联席会议（部局間連絡会議）」を

設立し、本計画の指導部の役割を担い、国

家プロジェクトとして推進するための調整

を行なわせる。 
 
これらの組織は、全て先行する中華古典籍

保護計画にも同様のものが設立されており、

民国時期文献保護計画が、中華古典籍保護計

画をモデルに構想されていることが端的に示

されている。なお、上記のうち「民国时期文

献保护专家委员会」は、2012 年 12 月 5 日に

成立大会および第 1 回工作会議が開かれてい

る。この委員会は、現在 39 名の構成員から

なり、その中には、張憲文・南京大学教授、

楊天石・中国社会科学院教授、金冲及・中国

共産党中央文献研究室常務副主任など、近現

代史の著名な研究者が、顧問として名を連ね

ている11。 
 

3.3 主要な成果 

民国時期文献保護計画の事業内容は多岐に

渉るが、現時点で、とりわけ具体的な成果を

挙げているのが、①民国時期文献を対象とす

る総合目録およびその基礎となる中国国内を

対象とする「普查（センサス）」事業、②海

                                 
11 「民国时期文献保护专家委员会」民国时期文献保

护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/gzjg/201302/t2
0130225_201675.shtml） 

外における民国時期文献調査および交流協力

事業、③民国時期関連資料の出版などである。

以下、順に紹介していく。 
 

3.3.1 総合目録とセンサス事業 

(1) 革命歴史文献総合目録 
総合目録については、民国時期文献のうち

「革命歴史文献」と呼ばれる資料群を対象と

した総合目録の作成が先行して進められてき

た。革命歴史文献とは、民国時期文献のうち、

中国における共産主義の普及や中国共産党の

歴史において重要な価値を持つ文献を指す。

国家図書館では、こうした文献を古典籍善本

（貴重書）に比すべき価値を持つ「新善本」

として重視し、他の民国時期文献と区別して、

同館古籍館で所管されてきた12。 
2011 年は辛亥革命 100 周年と中国共産党

創立 90 周年にあたる。同年 6 月から開催さ

れた展示会「艰苦与辉煌：纪念中国共产党成

立九十周年馆藏珍贵历史文献展 1921-1949
（苦難と栄光：中国共産党成立 90 周年記念 
所蔵貴重歴史文献展）」に合わせて、革命历

史文献联合目录（革命歴史文献総合目録13）

が公開された。これは国家図書館および 24
の公共図書館が所蔵する革命歴史文献約

12,000 冊の書誌情報を収録するものである。

国家図書館のデジタルライブラリー「中国国

家数字图书馆（中国国家デジタル図書館）」

のほか、「民国时期文献保护网」からも検索

できる。 
革命歴史文献は、民国時期文献保護計画の

もとで、重要なサブテーマの一つとして位置

づけられ、将来的に『国家珍贵革命文献名录

（国家貴重革命文献目録）』を作成公開する

ことが計画されている。 
 

(2) 民国時期文献総合目録 

                                 
12 赵洁敏、黄霞「北京图书馆藏革命历史文献的过去

与未来」『北京图书馆馆刊』1998 年 4 期, 1998.12, 
pp.9-14,79. 
13 革命历史文献联合目录（http://mylib.nlc.gov.cn/we
b/guest/geminglishiwenxianlianhebianmuzhongxin） 
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�व�वध �ाकृत भाषाओ ं के शब्द� का संस्कृत �ितशब्द� स े
यु�, �हन्द� अथ� स े अलंकृत, �ाचीन �न्थ� के अनल्प 
अवतरण� और प�रपूणर् �माण� स े �वभ�ूषत बहृत्कोश / 
हरगो�वन्ददास ��कमचंद सठे. -- �दल्ली : मोतीलाल 
बनारसीदास, 1986. -- 64, 952 p. ; 29 cm. 
Prakrit-Sanskrit-Hindi dictionary. 
Hindi, Prakrit, and Sanskrit; prefatory matter in 
English. 
Added t.p. in English: Pāia-sadda-mahaṇṇavo : a 
comprehensive Prakrit-Hindi dictionary, with 
Sanskrit equivalents, quotations, and complete 
references / Hargovind Das T. Sheth. 
Reprint. Originally published: 2nd ed. वाराणसी : 
�ाकृत �न्थ प�रषद्, 1963. (�ाकृत �न्थ प�रषद् ; 
�न्थाङ्क 7). 
Includes bibliographical references (p. [2]-11 
(1st group)). 
ISBN: 812080239X ; 9788120802391        Y751-TS-2 
 
�हन्द�-कुमाउँनी-अं�ेज़ी शब्दकोश = Hindi-Kumaoni-
English dictionary / लखेक शरे िसंह �ब�. -- संस्करण 
1. -- अल्मोड़ा : �ी अल्मोड़ा बकु �डपो, 1994. -- xxxv, 
343 p. ; 23 cm. 
English, Hindi, and Kumauni. 
ISBN: 8185865140            Y751-TS-3 
 
A dictionary, English and Sanskrit / Monier 
Williams. -- 4th Indian ed. -- Delhi : Motilal 
Banarsidass, 1999. -- xx, 859 p ; 29 cm. 
In English and Sanskrit. 
Reprint. Originally published: 1976. 
ISBN: 8120804546            Y751-TS-4 
 
अप�ंश-�हन्द� कोश = Apabhraṁśa-Hindi dictionary / 
नरेश कुमार. -- 2. संशोिधत तथा �वस्ततृ संस्करण. -- 
नई �दल्ली : ड�.के. ��टंवल्डर्, 1999. -- xlv, 869 p. ;  
24 cm. 
Hindi and Apabhraṃśa.  Y751-TS-5 
 
Dictionary of Pāli-Sanskrit-Hindi-English / 
Yogendra Singh. -- Lucknow : International 
Research Institute of Buddhist Studies ; New 
Delhi : D.K. Printworld, 2011. -- viii, 645 p. ; 
22 cm. 
Pali, Sanskrit, Hindi, and English. 
ISBN: 9788124605240 ; 8124605246        Y751-TS-6 
 
Bangla Academy English-Bangla dictionary / editor, 
Zillur Rahman Siddiqui ; with Jahangir Tareque ... 
[et al.]. -- Rev. & enl. 2nd ed. -- Dhaka : Bangla 
Academy, 2002. -- xxiii, 915, xxxvi p. ; 22 cm. 
Bengali and English. 
ISBN: 9840749838                      Y753-TS-194 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
Arab filmmakers of the Middle East : a dictionary 
/ Roy Armes. -- Bloomington : Indiana University 
Press, c2010. -- xvi, 194 p. ; 26 cm.  
Includes bibliographical references and 
filmography.  
ISBN: 9780253355188 (cloth : alk. paper)  KD2-B114 

アラブの長編映画製作者約 250 名による 1930 年代か
ら 2009 年までの 550 余作品と、短編映画、ドキュメン
タリー映画製作者約 900名による作品を収録。「映画製
作者事典」「各国別映画年表」「英訳・フランス語訳タ
イトル索引」の 3部からなり、第 1部は製作者名、第 2
部は国名、第 3部はタイトルのアルファベット順に排列。 
 
＜イスラエル＞ 
The Cambridge dictionary of Judaism and Jewish 
culture / edited by Judith R. Baskin. -- 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 
2011. -- xlvii, 716 p. : maps, col. ill. ; 29 cm. 
他タイトル: The Cambridge dictionary of Judaism & 
Jewish culture. 
他タイトル : Dictionary of Judaism and Jewish 
culture. 
他タイトル: Judaism and Jewish culture. 
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9780521825979 (hardback)       (HR2-P15) 
 古代から現代までのユダヤ教、ユダヤ文化に関する主
要人物、地名、出来事、文学、芸術、律法、宗教実践、
政治運動など約 1,100項目を収録し、アルファベット順
に排列。巻末に人名索引を付す。 
 
＜イラン＞ 

/ غالمحسين صدری افشار, نسرين حکمی,  فرهنگ معاصر فارسی : يک جلدی
.2012تهران : فرهنگ معاصر,  --. 6ويراست جديد, چاپ  --نسترن حکمی.   

19, 1354 p. ; 25 cm. 
他タイトル: Farhang moaser contemporary Persian 
dictionary. 
ISBN: 9789645545688                      Y771-TS-8 
 

/ سليمان حييم ; ويرايش  فارسی–انگليسی, انگليسی-فارسیفرهنگ معاصر : 
تهران : فرهنگ  --ويراست جديد.  --شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر. 

.2010معاصر,   
Persian and English. 
表紙タイトル: .فرهنگ معاصر دوسويه  
他 タ イ ト ル : Farhang moaser English-Persian, 
Persian-English dictionary. 
ISBN: 9786001050091                      Y771-TS-9 
 

چاپ جديد, چاپ  --/ سليمان حييم.  انگليسی : يکجلدی-فرهنگ معاصر فارسی
.2009تهران : فرهنگ معاصر,  --. 14  

Persian and English. 
他 タ イ ト ル : Farhang moaser Persian-English 
dictionary. 
ISBN: 9789645545609 (エラーコード)     Y771-TS-10 
 
The Aryanpur progressive English-Persian 
Dictionary : one volume, concise / by Manoochehr 
Aryanpur Kashani ; with the collaboration of 
Bahram Delgoshaei. -- [Tehran] : Computer World, 
1388 [2009] -- 1694 p. : ill. ; 25 cm. 
English and Persian; preface in Persian. 
他タイトル: .فرهنگ يک جلدی پيشرو آريان پور 
ISBN: 9789646715516                    Y771-TS-11 
 
＜トルコ＞ 
Türkçe-İngilizce Redhouse sözlüğü = The Redhouse 
Turkish-English dictionary. -- 7. baskı. -- 
İstanbul : Redhouse, 2007, c2000. -- xiv, 1002 
p. ; 25 cm. 
In Turkish and English. 

-- 

-- 

19, 1054 p. ; 23 cm. -- 
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であれば、保存条件の良い貴重書庫に所蔵さ

れる場合が多いが、民国時期文献は普通の図

書と区別せず温湿度調整のない環境で保管し

ている図書館がほとんどである。これは、一

部の貴重書を除き、国家図書館や上海図書館

のような先進的な図書館でも例外ではないと

いう6。保存条件の劣悪さが、民国時期文献の

資料状態を一層深刻にしているのである。 
 

3. 民国時期文献保護計画について 

国家図書館では、早くからこうした問題を

認識し、専門の部局を設けて、民国時期文献

を含む中国全土の公共図書館の貴重資料に対

してマイクロ化やデジタル化を行ない、その

成果を出版してきた。しかし、同館単独の事

業では膨大な民国時期文献を網羅することは

難しく、また、原資料の保存環境を改善する

ためには、より多くの機関とともに、共同で

事業を進める必要があった。 
2011 年 3 月、国家図書館の周和平館長は、

全国政協委員会の場において、中国全土の公

共図書館、大学図書館や文書館、博物館など

が、共同のプロジェクトのもとで、民国時期

文献の保存に取り組むべきことを提案した。

この後、中国共産党指導部や中国文化部の承

認のもと、2011～2015 年までの第 12 次 5 カ

年計画の期間中に、民国時期文献保護計画が

進められることになった7。 
 

3.1 目標 

2011 年 5 月に、国家図書館の主催により、

西安で「民国时期文献保护工作座谈会（民国

時期文献保護工作座談会）8」が開かれ、民国

時期文献保護計画により次のような事業を行

なうことが提案された。 

                                 
6 「民国文献何以成最“脆弱”馆藏」中国文化传媒网,
 2011.3.21.（http://www.ccdy.cn/xinwen/content/201
1-03/21/content_830223.htm） 
7  『国家图书馆年鉴. 2012』国家图书馆出版社
2012.10, p.154. 
8 「民国时期文献保护工作座谈会在西安胜利召开」民

国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/xwdt/h
y/201211/t20121114_47362.shtml） 

 
① 民国時期文献の総数調査を行ない、総合

目録『民国时期文献总目』を編纂する。

貴重な資料群については個別に目録を作

成する。 
② 民国時期文献を保存する書庫の規格を定

めて、保存条件を改善する。 
③ マイクロ化やデジタル化を進め、「民国

时期文献全文资源库（民国時期文献全文

データベース）」を構築する。 
④ 脱酸技術の研究を進めて、原資料の保存

を強化する。 
⑤ 民国時期文献の保存に携わる専門的人材

を養成する。 
⑥ 民国時期文献の整理出版を加速する。 
⑦ 海外における民国時期文献の調査を行な

い、デジタルデータにより入手する。 
 
2012 年 2 月、国家図書館により、北京で

「全国省级公共图书馆馆长座谈会（全国省級

公共図書館館長座談会）」が開催され、民国

時期文献保護計画の諸事業を正式に始動する

ことが宣言され、年度計画である「2012年民
国时期文献保护工作方案9」が発表された。そ

の後、2013 年には「2013 年民国时期文献保
护工作方案10」も発表されている。 

 
3.2 組織 

前述の 2011 年 5 月の工作座談会では、ま

ず計画の実施体制を構築することが提案され

た。これを受けて、同年 9 月には、組織体制

の構築や関連基準の制定などの業務を担当す

る「民国时期文献保护工作办公室（民国時期

文献保護工作事務室）」が国家図書館内に設

立され、同館の業務管理処に属することにな

った。 
そのほか、2012 年の「工作方案」では、組

                                 
9 「2012年民国时期文献保护工作方案」民国时期文

献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/zcfg/20121
2/t20121227_201638.shtml） 
10 「2013年民国时期文献保护工作方案」民国时期文

献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/bhjh/zcfg/20121
2/t20121222_201625.shtml） 
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中国で動き出した「民国時期文献保護計画」 
 

湯野 基生（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

はじめに 

中華民国が中国大陸を統治していた時期

（1912-1949 年）に発行された図書、雑誌、

新聞および地図や公文書を含むさまざまな種

類の資料（以下、民国時期文献とする）を対

象として、その保存と利用を促進するプロジ

ェクトが、中国で始まっている。先行する

「中华古籍保护计划（中華古典籍保護計画）1」

に倣い、「民国时期文献保护计划（民国時期

文献保護計画）」と呼ばれるこの計画は、中

国国家図書館（以下、国家図書館とする）に

より 2011 年に始動したものである。2012 年

からは、実施計画に基づく諸事業が本格的に

実施されている。2013 年 3 月には、国家図

書館のウェブサイト内に「民国时期文献保护

网（民国時期文献保護ネット）2」が正式公開

されて、その全容と成果が次第に明らかにな

ってきた。以下、同計画の概要を簡単に紹介

するとともに、最近の主要な成果についても

取り上げてみたい。 
 

1. 民国時期文献の所蔵状況 

現在の中国において、民国時期文献を最も

豊富に所蔵しているのが、中国の国立図書館

である国家図書館で、約 88 万冊を所蔵して

いる。これに次いで、江蘇省の省級図書館で

ある南京図書館が約 70 万冊、上海市の省級

図書館である上海図書館が約 48 万冊を所蔵

している。その他、重慶市の省級図書館であ

る重慶図書館（約 17 万冊）なども、所蔵が

多い3。 
これらのうち、国家図書館、上海図書館、

                                 
1 拙稿「中華古典籍保護計画について」『アジア情報

室通報』10 巻 3 号, 2011.9, pp.6-9.（http://rnavi.n
dl.go.jp/asia/entry/bulletin10-3-2.php） 
2 民国时期文献保护网（http://mgwxbh.nlc.gov.cn/） 
3 「民国文献存世量最大 保护难度超过古籍」『中国

文化报』2011.5.19. 

重慶図書館が所蔵する民国時期の中国語図書

約 12 万タイトルを収録した目録が『民国时

期总书目』（书目文献出版社, 1986-1996）
であり、今なお最も収録数の多い文献目録で

ある。しかし、収録されているのは上記 3 館

の所蔵分のみであり、南京図書館の所蔵資料

は反映されていない。さらに、広範な種類に

およぶ民国時期文献のうち、収録されたのは

図書に限定され、雑誌新聞は含まれない。ま

た、中国語以外の出版物や、少数民族の言語

による資料も収録されていない。これらを含

む民国時期文献が現在どのくらいの数で残っ

ているか、はっきり分かっていないのである。 
 

2. 民国時期文献の危機 

また、残っている民国時期文献の資料状態

も極めて深刻な状態にある。国家図書館が

2005 年に同館所蔵資料を対象に行なった調査

4によると、民国時期文献では、紙質の ph 値

が 4.5 を下回り、他の時期の資料と比べて酸

化が最も深刻であるという。また、破損状況

も深刻で、9 割近い資料に中程度以上の破損

が見られるという。清代以前の古典籍に用い

られる紙は、紙質が中性に近く、帙（ちつ）

に入れて収納することで 500 年から 1000 年

以上の寿命を保つのに対して、民国時期文献

は酸性紙を用い、当時の出版技術も低いため

破損しやすい。同館の研究によれば、民国時

期の新聞の寿命は 50 年、図書でも 100 年程

度しかないとしている5。 
さらに、民国時期文献を所蔵する図書館の

保存環境にも問題が多い。清代以前の古典籍
                                 
4 「馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查和分析」国家

图书馆科研支撑平台（http://srsp.nlc.gov.cn/publish/o
ut/DetailProduction.jsp?command=4028b9bd07742
bff01077461e895000a） 
5 「国图民国书刊损害严重 文献历史可能有近代断层」

新浪网, 2005.6.10.（http://news.sina.com.cn/c/2005-
06-10/05056897721.shtml） 

2

アジア情報室通報　第 11 巻第 2号（2013.6）

19

アジア情報室通報　第 11 巻第 2号（2013.6）



アジア情報室通報 第 11 巻第 2 号（2013.6） 

 20 

 

 

 

 

 

 

アジア情報室通報（季刊） 第11巻第2 号 2013年 6月 
 
編集  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   
電話 0774-98-1390  FAX 0774-94-9115  http://rnavi.ndl.go.jp/asia/  

発行  国立国会図書館   
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1  電話 03-3581-2331（代表） 

印刷  吉岡印刷株式会社 
〒639-2111 奈良県葛城市柿本129  電話 0745-69-2032（代表） 

I S S N 1348－2149

アジア情報室通報
Bulletin of Asian Resources Room

第1 1巻第2号（2013年6月）

目　次

中国で動き出した「民国時期文献保護計画」 
 湯野　基生 2

レファレンスツール紹介30　中央アジア諸国について調べる
 酒井　剛 8

新着参考図書目録 （2013.1～2013.3）  11

アジア情報室通報　第 11 巻第 2号（2013.6）

20


	中国で動き出した「民国時期文献保護計画」/湯野　基生
	レファレンスツール紹介30　中央アジア諸国について調べる/酒井　剛
	新着参考図書目録 （2013.1～2013.3）

