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地域経済（第 15 章）、都市化（第 16 章）、エ

ネルギー（第 17 章）、水資源（第 18 章）、土

地（第 19 章）及び二酸化炭素排出（第 20 章）

である。  
なお、本研究書の続編『中国の経済成長 今

後 10 年の展望 : 2014-2023 : 改革中に成長の

新常態を形成する』3では、「新常態（ニュー

ノーマル）4」をキーワードに、高度成長から

中速の成長に移行しつつある中国経済の新たな

段階を展望している。各論の構成は、2013-
2022 年版と同様である。 

 （アジア情報課 濱川 今日子） 
 
1.6 周弘『中国援外 60年 = China’s Foreign 
aid : 60 years in retrospect（中国の対外援助

60 年）』北京 : 社会科学文献出版社, 2013.6. 
2, 8, 325p.【DE81-C5】 
主編者の周弘は、中国社会科学院欧州研究所

の所長兼研究員である。比較社会政策史、対外

援助、欧州統合の政治と歴史等を専門とする。 

 近年、中国による対外援助のあり方が批判的

に論じられることが多いが、中華人民共和国が

建国直後の 1950 年に対外援助を開始した事実

は、あまり知られていない。本書は、中国にお

ける対外援助 60 年の歴史を、国際的背景や外

交戦略を踏まえつつ、対象地域別、年代順に整

理したものである。 
 
本書は 6 章からなる。第 1 章「中国対外援助

の政策及びメカニズム」では、計画経済期

（1950 年代～70 年代）、改革開放期（1970
年代末～1990 年代）、21 世紀の 3 つの時期に

分け、それぞれの時代における対外援助にかか

る基本的指針、援助の方式、内容、中国の経済

体制及び経済状況との関係、援助が中国と諸外

国との関係に与えた影響などについて概括する。 
 第 2 章「中国の対外援助と国際組織」では、

国際機関を通じて実施する中国の対外援助につ

いて、沿革、加盟機関、財政規模、援助方式、

                                 
3 刘世锦『中国经济增长十年展望 : 2014-2023 : 在改革
中形成增长新常态』中信出版社, 2014.4, IX, 402p. 
【DC157-C348】 
4 「習氏、経済は『新常態』」『日本経済新聞』

2014.9.6, p.2. 

中国国内における政策決定のメカニズム、外交

戦略及び独自性を整理する。 
 第 3 章「中国のアフリカ援助」では、サブサ

ハラ・アフリカで初めて中華人民共和国と国交

を樹立し、また、同地域で初めて中国からの経

済技術援助を受けたギニアを例に、アフリカの

新独立国に対する対外援助の展開を検討する。

同時に、反帝国主義、反植民地主義の統一戦線

の形成、中国に対する国際的支持の開拓といっ

た、政治的目標の達成を最優先とするアフリカ

支援の特徴を論じる。さらに、中国の経済状況

や国力に合わせてたびたび更新された、政府の

対外援助方針の変遷を整理し、中国経済の市場

化に伴う政府の役割の変容や資金援助方式の変

化を分析する。 
 第 4 章「1950 年代から 1970 年代末におけ

る中国の東南アジア援助」では、まず、同じ社

会主義陣営の「兄弟国家」であるベトナムに対

する援助を取り上げる。第 1 次インドシナ戦争

への軍事的支援から始まり、戦後の復興支援、

ベトナム戦争期、中国とベトナムとの関係悪化

による援助終了までの援助内容、両国間関係、

国際関係を整理する。続いて、非同盟諸国であ

ったカンボジア、ラオス、ミャンマー、インド

ネシアに対する支援を検証する。最後に、ベト

ナムと上記非同盟諸国で異なっていた援助の目

的や規模、外交上の成果と限界などを論じる。 
 第 5 章「中国の中央アジア援助外交とその影

響」では、中央アジア諸国に対する援助につい

て整理する。ソ連の崩壊により誕生したこれら

の国々に対して、安全保障の観点から始められ

た援助が、規模を拡大し、エネルギー、経済等

にも分野を広げる過程を検証する。また 2001
年の上海協力機構発足によりさらに多様化した

援助方式及び援助分野にも言及する。 
 第 6 章「中国の南米及びカリブ地域に対する

援助」では、1960 年代に開始した南米諸国に

対する援助について、援助対象国、援助規模、

援助方式の変遷を整理する。中国の南米外交に

とって援助は有効な政策手段となったこと、支

援対象国の数は増加したものの対象国の変化も

多く、深化は不十分であることなどを指摘し、

今後の同地域に対する援助のあり方を検討する。 
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表 1 主要 4機関における日本関係資料の所蔵状況（2014年 11月時点） 

機関名 原所蔵機関 蔵書数 主な分野 デジタル化の状況 

国立台湾図書館 
（中央研究院台湾史研
究所と分担所蔵） 

総督府図書館 
南方資料館 
台北帝国大学の 
日本人教員旧蔵書 

16 万冊以上 
総督府刊行物 
台湾史 
東南アジア関係
資料 

図書・年鑑類約 2
万 3,000 件、雑誌
約 350 タイトル、
総督府職員録など 

国立公共資訊図書館 台中州立図書館 約 2 万 3,000 冊 文学・歴史 図書 4,533 冊 

国立台湾大学 

（中央図書館・社会科
学院辜振甫先生記念
図書館) 

台北帝国大学 
台北高等商業学校 

約 11 万 7,000 冊 
(中央図書館約 3
万 7,000 冊、辜
振甫先生記念図
書館約 8 万冊) 

日本人研究者の
手 稿 、 漢 籍 資
料、政治・経済
など社会科学分
野資料 

戦前期の日本人研
究者の手稿など約
4,000 件、統計資料
684 冊、裁判文書
5,645 件など 

台南市立図書館 
財団法人台南公館 
付属図書館 

約 1 万 6,000 冊 台湾学関係資料 図書 2,194 冊 

 

台湾に所在する植民地期日本関係資料の現況と課題 

 

齊藤 まや（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

はじめに 
本稿では、日本が台湾統治期（1895-1945

年）に設立した機関の旧蔵書のうち、現在は

台湾の各機関が所蔵する資料（以下、「日本

関係資料」）をとりあげる。特に、蔵書数が

多い主要 4 機関1（表 1）に焦点を当てて、日

本関係資料の所蔵、目録作成、保存、デジタ

ル化の状況と今後の課題を紹介する。なお、

本稿の内容の一部は、2013 年 11 月に筆者が

台湾を訪問した際に実施したインタビューに

よる。 
 

1 日本関係資料の概況 
1.1 資料の来歴 
日本統治期の台湾には、台湾総督府図書館

（以下、「総督府図書館」）のほか、93 の公

                                 
1 本稿では、国立台湾図書館、国立公共資訊図書館、

国立台湾大学、台南市立図書館の 4 機関を紹介する。そ

の他の機関の所蔵状況と利用方法については、リサー

チ・ナビ「台湾所在の植民地期日本関係資料の調べ方」

を参照。（ウェブサイトの最終確認日は 2014 年 11
月 22 日。以下同じ。） 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-
asia-116.php  

立・私立図書館及び 91 の学校図書館が存在

した2。これらの機関の蔵書数は、総数が明ら

かになっていない学校図書館を除くと、総督

府図書館で 18 万 8,000 冊、公立・私立図書

館の合計で約 30 万冊にのぼる3。これらの資

料は、一部は戦後の混乱期に散逸してしまっ

たが、これまでの調査で判明しただけでも、

32 万冊以上が台湾に現存しており、調査が及

んでいない機関の資料も含めれば、さらに多

くの資料が存在すると考えられる4。 
 

1.2 目録作成・検索手段 
 表 1 に挙げた機関を始めとする所蔵機関で

は、これらの日本関係資料のカードや冊子の

目録を積極的に作成し、利用に供するために

努力してきた。さらに、近年は、インターネ

                                 
2 林景淵『日據時期的台灣圖書館事業』南天書局, 
2008.8, pp.8-9. 
3 1942 年 3 月末時点。『台湾総督府図書館概覧 : 
附・島内公私立図書館一覧. 昭和 16 年度』（台湾総

督府, 1942）p.3「藏書」及び pp.16-25「島内公私立

圖書館表」から算出。 
4 王麗蕉, 黃燕秋, 李依陵「臺灣現存日治時期圖書館
舊藏概況及其數位典藏發展」『國家圖書館館刊』 民
國101年1期, 2012.6, pp.1-21.  

2
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表 2 国立台湾図書館における日本関係資料の所蔵状況（2013年 11月時点） 

種別 冊数 
うち 

未整理冊数 
台湾史研究所保管分 主な言語と分野 分類法 

総督府 
図書館 
旧蔵書 

10 万冊 約 6,000 冊 
文学、自然科学分野
以外の分野を中心に
約 4 万冊 

日本語資料が主で、欧
文資料約 1 万 6,000 冊 
台湾近代史、東南アジ
ア関連資料 

和漢図書分
類法 

南方 
資料館 
旧蔵書 

2 万 7,535 冊 約 300 冊 
工業、自然科学以外
の分野を中心に約 1
万冊  

6 割以上が欧文資料 
華南・東南アジア調査
報告資料 

南方資料館
分類法 

日本語 
旧蔵書 

2 万 4,435 冊 約 3,000 冊 なし 95％が日本語資料 
台湾学関係資料 

中国図書分
類法 

※筆者によるインタビューに基づいて作成。 

ット上で書誌を検索できる資料も増えている5。

また、2004 年には、国立中央図書館6と中央

研究院台湾史研究所（以下、「台湾史研究

所」）が中心となり、台湾の 24 機関が所蔵

する日本関係資料のうち、台湾を主題とする

資料を統合検索できる「戦前期日本語資料台

湾関連文献総合目録」7を作成するなど、資料

にアクセスしやすい環境が整ってきた。 
 
1.3 デジタル化の動き 
 台湾では、1990 年代から国家的な資料のデ

ジタル化プロジェクトが始動した。2000 年代

には、中央研究院等の機関が中心となって

「デジタルアーカイブ化国家科学技術計画」

（2002-2007）等を実施したほか、教育部や

行政院文化建設委員会等の行政機関も、公共

図書館の所蔵資料デジタル化を支援しており、

資料デジタル化の動きが加速している。これ

らのプロジェクトで優先的にデジタル化され

たのが日本関係資料であり、その動きは日本

でも注目を集めている8。 

 
 

                                 
5 台湾の総合目録「全國圖書書目資訊網」

（http://nbinet.ncl.edu.tw/）は、各機関の目録を統

合検索でき、日本関係資料も多く含まれる。 
6 2013 年 1 月に改称される以前の国立台湾図書館の

旧称。 
7 日文舊籍臺灣文獻聯合目錄
http://192.192.13.178/cgi-bin/fs/auth.cgi?o=03701  
8 2011 年以降 3 回にわたって実施されている台湾日

本語関係資料ワークショップ「在台湾日本語歴史資料

の保存と利用」では、日本関係資料所蔵機関の関係者

が招聘され、保存とデジタル化の状況を報告している。 

2 各機関の現況 
2.1 国立台湾図書館9 
2.1.1 所蔵資料 

1914 年に設置された総督府図書館を前身と

する国立台湾図書館は、台湾最大の日本関係

資料所蔵機関であり、蔵書数は 16 万冊にの

ぼる。資料は、総督府図書館の旧蔵書、南方

資料館10の旧蔵書、戦後に購入した旧台北帝

国大学日本人教員の「日本語旧蔵書」の 3 種

に分類され、それぞれ異なる特色を持つ（表

2）。また、このうち約 5 万冊は、共同保存

機関である台湾史研究所が保管している11。 
 
2.1.2 目録作成・検索手段 

日本関係資料は、種別によって異なる分類

法で整理されている。近年は、主に台湾史研

究所が遡及入力を行っており、入力済の資料

は、国立台湾図書館及び中央研究院双方の所

蔵検索システムで検索できる12。ただし、表

2 に示す通り、日本関係資料のうち、計 1 万

冊近くが未整理で利用できない状態である。 

                                 
9 國立臺灣圖書館  http://www.ntl.edu.tw/ 
国立台湾図書館は、台湾国家図書館及び次項で紹介す

る国立公共資訊図書館とともに教育部に直属する国立

図書館の 1 つである。同館の概要については、次を

参照。「E1615 - 100 周年を迎えた国立台湾図書館」

『カレントアウェアネス-E』No.268, 2014.10.9.  
 http://current.ndl.go.jp/e1615 
10 1940 年に日本人の寄付によって設立された財団法

人で、東南アジア地域の政治、経済、文化等の研究を

行う機関であった。 
11 これらの資料は、所管は国立台湾図書館のまま、

寄託の形で台湾史研究所が保管している。 
12  国 立 台 湾 図 書 館 の 「 館 藏 查 詢 」

（http://cis.ntl.edu.tw/）及び中央研究院の「中硏院

圖書館館藏目錄」（http://las.sinica.edu.tw/*cht）の

どちらでも検索できる。 

3
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南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 
Pashto-English dictionary / Zeeya A. Pashtoon. -- 
First edition. -- Hyattsville, MD, USA : Dunwoody 
Press, 2009. -- vi, 853 pages ; 28cm. 
"Intended for professional Pashto-to-English 
translators of modern Pashto written materials"--
Preface. 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9781931546706 (KN72-P29) 
 
＜インド＞ 
Encyclopedia of Hinduism / chief editor, K.L. 
Seshagiri Rao ; editor in chief, Kapil Kapoor ; 
associate editors, Rajnish K. Mishra & Santosh K. 
Shukla ; managing editor, Sadhvi Bhagawati 
Saraswati. -- San Rafael, California : Mandala 
Publishing, [2013] -- 11 volumes : illustrations (chiefly 
color) ; 29cm. 
Includes bibliographical references and indexes. 
v. 1. A-As -- v. 2. As-B -- v. 3. C-D -- v. 4. E-Hi -- v. 5. Hi-
Ka -- v. 6. Ka-Ma -- v. 7. Ma-Pa -- v. 8. Pa-R -- v. 9. S-So 
-- v. 10. So-T -- v. 11. U-Z. 
ISBN: 9781608871759 (hbk. : set)  (HR141-P143) 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
アラブ・イスラム・中東用語辞典 / 松岡信宏 著. -- 東
京 : 成甲書房, 2014.7. -- 281p ; 20cm. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-88086-315-3  GE8-L4 
 
情報通信技術用語辞典 = Dictionary of information 
and communication technology terms :日本語-英語-

アラビア語 / イサム・ブカーリ 総監修 ; ハキマ・バ

トハウィ, 岡村泰子 編. -- 東京 : サウジアラビア大使

館文化部, 2014.4. -- 239, 189p ; 26cm. 
ISBN: 978-4-905029-10-6  M2-L15 
 
The Oxford encyclopedia of Islam and women / 
Natana J. Delong-Bas, editor in chief. -- Oxford ; New 
York : Oxford University Press, [2013] -- 2 volumes ; 
26cm.-- (The Oxford Islamic world encyclopedia 
series) 
Includes bibliographical references and index. 
v. 1. Ābīsh Khātūn bint Sa'd II-Mut'ah -- v. 2. Names 
and naming-Ziyārah. 
ISBN: 9780199764464 (set) ; 9780199998036 (v. 1) ; 
9780199998043 (v. 2)  (E2-P15) 
イスラームにおける女性とジェンダーに関する 400

余項目を収録。排列はアルファベット順。各項目に参考

文献を付す。第 2 巻巻末に主題別項目一覧、執筆者要

覧、索引を付す。 
 
Encyclopaedia Islamica / editors-in-chief, Wilferd 

Madelung, Farhad Daftary ; editor-in-chief of the 
original Persian edition, Kazem Musavi Bojnurdi. -- 
London : Brill, in association with The Institute of 
Ismaili Studies, 2008- -- v. : ill. (some col.) , maps ; 
28cm. 
"An abridged translation by the Institute of Ismaili 
Studies of the Dāʾ irat al-maʻārif-i buzurg-i Islāmī 
published in Persian by the Centre for Iranian and 
Islamic Studies." 
Also available online. 
Includes bibliographical references. 
v. 1. ʻAbāʾ -Abū Ḥanīfa. v. 2. Abū al-Ḥārith-Abyānah. v. 
3. Adab-al-Bāb al-Ḥādī'ashar. v. 4. Bābā Afḍal-Bīrjandī.  
ISBN: 9789004168602 (v. 1) ; 9789004178595 (v. 2) ; 
9789004191655 (v. 3) ; 9789004246911 (v. 4) 
 (HR32-P30) 
ペルシア語のイスラーム大百科事典  اسالمی بزرگ المعارف دائرة

1989、مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی）  年-、当館請求記号

Y771-B16）の英語版。ペルシア語版から西洋の読者層

にとって関心および関係のある項目を選び、内容を改訂、

要約して編集。全 16 巻と補遺を刊行予定。シーア派に

関する項目を多く収録する。排列は見出し語のアルファ

ベット順。各項目に参考文献を付す。 
 
A new catalogue of Arabic manuscripts in the 
Bodleian Library, University of Oxford / series editor, 
Colin Wakefield. -- Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2011- -- volumes ; 26cm. 
Includes bibliographical references and indexes. 
v. 1. Medicine. 
Primarily in English, with some text in Arabic. 
ISBN: 9780199513581 (v. 1)  (UP72-P90) 
 

＜イラク＞ 
The Iraq War encyclopedia / Thomas R. Mockaitis, 
Editor. -- Santa Barbara, California : ABC-
CLIO, [2013] -- xxv, 542 pages : illustrations, maps ; 
26cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780313380624 (hard copy : alk. paper)  
 GE8-B99 
イラク戦争に関する人物、地名、出来事、法令、軍事

関係事項など 250 余項目を収録。排列は見出し語のア

ルファベット順。各項目に参考文献を付す。巻末に年表、

文献目録、索引を付す。 

 
中央アジア 
 
＜キルギス＞ 
Финансы предприятий Кыргызской Республики 
2007-2011 : годовая публикация / Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. -
- Бишкек : [publisher not identified], 2012. -- 218 
pages ; 29cm. 
ISBN: 9789967268418  (DT363-P4) 
（キルギス共和国の金融企業統計集 2007-2011） 
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2.1.3 資料保存とデジタル化 
1985 年以降、同館を管轄する教育部は、劣

化が進む日本関係資料の保存対策を指示して

いる。これに基づき、同館は、「日本語旧蔵

図書補修製本 10 年計画」等の計画を策定し、

大部分の日本関係資料のマイクロ化を実施し

た13。さらに、計画終了後、2007 年には、

「所蔵台湾関係日本語資料デジタル化計画」

を策定し、同館の日本関係資料のうち、特に

稀少な資料や台湾学に関する資料を選定して

デジタル化を実施した。同館は、このプロジ

ェクトにより、これまでに図書や年鑑 2 万

3,000 件14及び雑誌 350 タイトルなどをデジ

タル化し、同館のホームページ内で提供して

いる15。 
一方、共同保存機関である台湾史研究所も、

研究者にとって重要性が高い資料を選定して

デジタル化を実施し、「台湾総督府職員録シ

ステム」16や「台湾研究古典籍データベース」17

を構築している。 
 
 
 

                                 
13 蘇倫伸「日治時期日文臺灣文獻數位典藏計畫概述」

『臺灣圖書館管理季刊』4卷 4期, 2008.10, pp.75-81. 
14 2014 年 10 月現在。件数の単位は、冊数ではなく

章節単位のアイテム数である。 
15 「日本統治期図書全文画像データベース（日治時

期圖書全文影像系統）」（http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-b
in/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=141445
4248404）には、図書や年鑑類など約 2 万 3,000 件を

収録し、「日本統治期雑誌全文画像データベース（日

治時期期刊全文影像系統）」（http://stfj.ntl.edu.tw/c
gi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=141
4399438915）には雑誌約 350 タイトルに収録された

記事約 2 万 4,000 件及び地図約 1,100 件を収録する。

本文の閲覧には、同館の読者カードが必要である。 
16 臺灣總督府職員錄系統 
http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action 
日本統治期の総督府、各種行政機関、公立学校等の職

員録のデジタル画像を収録しており、機関名や氏名で

の検索もできる。 
17 臺灣研究古籍資料庫 
http://rarebooks.ith.sinica.edu.tw/sinicafrsFront99/i
ndex.htm 
図書 3,000 余冊及び雑誌 88 タイトルに収録された記

事を検索、閲覧できるが、本文の閲覧にはオンライン

で申請可能な登録が必要である。 

2.2 国立公共資訊図書館18 
2.2.1 所蔵資料 
国立公共資訊図書館は、1923 年に設置され

た台中州立図書館の旧蔵書約 2 万 3,000 冊を

所蔵している。同館が所蔵する日本関係資料

には、台湾関係資料や文学、歴史分野の資料

が多く含まれる。 
 
2.2.2 目録作成・検索手段 
 同館が所蔵する日本関係資料は、同館ホー

ムページ内の「日本語旧蔵書目録」19で簡易

資料リストを閲覧できるが、遡及入力されて

いない。そのため、次項で述べるデジタル化

済資料以外は、同館の所蔵資料検索システム

に収録されていない。同館には、日本関係資

料の担当者が 1 名しかいないこともあり、遡

及入力作業は進捗していない。 
 
2.2.3 資料保存とデジタル化 
 同館の日本関係資料は、「特定保存保護図

書資料管理要点」20等の特別規定に基づいて

専用書庫に納められており、利用には申請を

必須とするなど、管理を徹底している。  
2003 年以降は、資料保存と利用の両立のた

め、行政院文化建設委員会の「国家文化デー

タベース」21に参加し、日本関係資料のデジ

タル化を開始した。2007 年には、「国家文化

データベース」から独立し、新たに「デジタ

ル化資料サービスネット」22を構築して日本

関係資料を公開している。複数回に分けて実

施されたデジタル化プロジェクトは、2012 年

に第 7 期作業が完了し、「日本語旧蔵書デジ

                                 
18 國立公共資訊圖書館 http://www.nlpi.edu.tw/ 
国立公共資訊図書館は、台中市に位置する国立図書館

の 1 つで、公共図書館の支援と電子図書館推進の役

割を担う。 
19 日文舊籍館藏目錄 
http://www.nlpi.edu.tw/files/DAS_JP_Catalog.pdf 
20 特定保存與維護之圖書資料管理要點 
http://www.nlpi.edu.tw/RuleAndConducts/ReadingS
ervices/ref1.htm 
21 國家文化資料庫 http://nrch.cca.gov.tw/ 
22 數位典藏服務網
http://das.ntl.gov.tw/mp.asp?mp=1 
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タル化成果一覧」23に掲載する 4,533 冊がデ

ジタル化されている。 
デジタル化の対象資料は、まずは専門家からな

る選定委員会が台湾を主題とする資料及び学術的

価値が高い資料をリストアップし、さらに図書館

職員が台湾の各機関でデジタル化済の資料や日本

の国立国会図書館のデジタルコレクション24所収

資料との重複調査を行ってから決定する。なお、

このプロジェクトには他機関も参加しており、台

北教育大学図書館の蔵書 235 冊など、合計 678
冊の他機関所蔵資料も含まれる25。 
同館のデジタル化プロジェクトは、予算の

制約のため、第 7 期作業以降、休止している。

現在は、他機関の日本関係資料の所蔵状況調

査やデジタル化済資料の利活用を進めるため

の広報を優先している。 
 
2.3 国立台湾大学26 
2.3.1 所蔵資料 
台北帝国大学を前身とする国立台湾大学では、

主に中央図書館27と社会科学院辜振甫先生記念

図書館28（以下、「辜振甫図書館」）の 2 館が

日本関係資料を所蔵する。中央図書館は、図書

約 2 万冊や雑誌 319 タイトル約 1 万 7,000 冊な

ど台北帝国大学図書館の旧蔵書を所蔵する。中

には、台湾学研究の先駆者伊能嘉矩（いのう 
かのり）の手稿や、技師であり植物学者でもあ

った田代安定の研究成果を収録する「田代文庫」

などの特色あるコレクションが含まれる29。 

                                 
23 日文舊藉數位化成果清冊 
http://das.ntl.gov.tw/ct.asp?xItem=1531&ctNode=21 
1&mp=1 
24 国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
25 前掲注 8 の第 3 回ワークショップ（2014 年 2 月

22 日）呂春嬌報告「90 年の歳月―台中州立図書館と

の出会い」による。 
26 國立台灣大學 http://www.ntu.edu.tw/ 
27 國立台灣大學總圖書館 http://www.lib.ntu.edu.tw/ 
28 國立台灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館 
http://web.lib.ntu.edu.tw/koolib/ 
同大学の社会科学院付属図書館である。同館に多数の

資料を寄贈した海峡交流基金会の初代理事長辜振甫氏

の功績を称え、2014 年 9 月に現在の名称に改称した。 
29 各コレクションの詳細については、「特色館藏」

（http://speccoll.lib.ntu.edu.tw/?q=node&page=1）

一方、辜振甫図書館は、台北帝国大学のほ

か、台北高等商業学校の旧蔵書を所蔵する。

その数は 8 万冊にのぼり、多くが政治、法律、

経済などの社会科学分野の資料である。 
 

2.3.2 目録作成・検索手段 
両館とも日本関係資料の遡及入力を完了し

ており、国立台湾大学図書館の蔵書検索シス

テム30で検索できるほか、中央図書館が所蔵

する特殊コレクションの中には、コレクショ

ンごとの資料リストを公開するものもある31。  
 

2.3.3 資料保存とデジタル化 
中央図書館は、温湿度が一定に保たれた貴重

書庫（写真 1）で日本関係資料を保存している。

貴重書庫内に立ち入る際は、専用のスリッパに

履き替えることが必須で、鉛筆以外の筆記具の

持ち込みも禁止である。このように、資料保存

のための管理を徹底しているが、同時に利用の

促進を図るため、近年では資料デジタル化を実

施している。1.3 で述べた「デジタルアーカイ

ブ化国家科学技術計画」の下で実施された「台

湾文献文物蔵書デジタル化計画」（2002-2006）
及び「台湾重要文献のデジタル化深化計画」

（2007-2012）で、伊能嘉矩手稿、田代文庫等

の日本関係資料を含む貴重資料をデジタル化し、

特設サイト32で全文画像を公開している。 

 
写真 1 中央図書館貴重書庫内 

                                                 

を参照。 
30 TULIPS（國立臺灣大學圖書館館蔵目錄） 
http://tulips.ntu.edu.tw/search*cht/Y 
31 「特色館藏」（前掲注 30）で「書目清單」の表示

があるコレクションについては、資料名を一覧できる。 
32 深化臺灣核心文獻典藏數位化計畫 
http://dtrap.lib.ntu.edu.tw/ 
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として奎章閣・蔵書閣・文化財庁、儀軌の分野として美

術史・音楽史・建築史・服飾史・韓国史を挙げる。巻末

に研究文献目録を付す。 
 
북한학 : 북한의 이해 / 우희철, 김주수, 이영욱, 
정재극 [著]. -- 인천 : 진영사, 2013.8. -- 356p ; 25cm 
文献あり. 
ISBN: 9788965411253 
（北韓学 : 北韓の理解） GE138-K105 
 
평양의 일상 : 사진으로 북녘 생활을 엿보다 / 정창현 
지음. -- 서울 : 역사인, 2013.7. -- 293p ; 22cm 
ISBN: 9788996724315 
（平壌の日常 : 写真で北側生活を覗き見る） 
 GE138-K106 
 
한국의 명가 : 대한민국을 만든 165 인의 인생 이야기 
/ 김덕형 지음. -- 파주 : 21세기북스, 2013.2. -- 3 冊 ; 
23cm. -- (KI신서 ; 4724-4726) 
근대편. 1 -- 근대편. 2 -- 현대편. 
ISBN: 9788950946685 (set) -- 9788950946654 (근대편. 
1) -- 9788950946661 (근대편. 2) -- 9788950946678 
(현대편)  
（韓国の名家 : 大韓民国を作った 165 人の人生の話）

 GK15-K69 
『韓國의 名家』（一志社、1976 年刊、当館請求記号

 GK15-14）の改訂版。初版の内容を近代編 2 巻に分け、

現代編を追加する。各種文献や、関係者の証言に基づき

人物を解説。年譜を付すとともに、初版刊行以後の追加

情報を補足する。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
대한민국 미술인 인명록 : 1850-1960 년 출생. 1 / 
김달진미술연구소 [編]. -- 서울 : 김달진미술연구소, 
2010.3. -- 319p ; 30cm -- (한국미술 기초자료 구축 및 
활성화 사업 ; 1) 
漢字タイトル: 大韓民國 美術人 人名錄. 
索引あり.  文献あり. 
ISBN: 9788996422303 
（大韓民国美術人人名録 : 1850-1960 年出生） K9-K10 
美術家 4,255 名、美術関係者 655 名の人名録。美術

家（故人）、美術家（存命）、美術関係者に大別し、氏

名、出生地、学歴、主要経歴、受賞歴、展示経歴等を収

録。排列はハングル字母順。 
 
표준국어 문법론 / 남기심, 고영근 공저. -- 제 4 판. -- 
서울 : 박이정, 2014.2. -- xvii, 504p ; 23cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788962925678 
（標準国語文法論） KJ43-K295 
 
＜科学技術＞ 
물 용어집 = Terminology in Water Science and 
Engineering / 한국물학술단체연합회 물 용어집 
편찬위원회 편집. -- 대전 : 한국물학술단체연합회, 
2011.8. -- xi, 1214p ; 26cm 
ISBN: 9788958329664 
（水用語集） M2-K9 
 
한국과학사상사 / 박성래 지음. -- 서울 : 책과함께, 

2012.5. -- 654p ; 24cm 
ISBN: 9788997735013 
（韓国科学思想史） M35-K13 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
한국 북디자인 100년 : 1883~1983 = Korean modern 
book design in 1883~1983 / 박대헌 지음. -- 파주 : 
북이십일 21 세기북스, 2013.10. -- 477p ; 27cm. -- 
(KI신서 ; 5255) 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788950951979 
（韓国ブックデザイン 100 年 : 1883~1983） UE71-K1 
「第 1 部 韓国ブックデザインの歴史」「第 2 部 

韓国ブックデザイナー」の 2 部分からなる。各部を開

化期 (1883-1910), 日帝期 (1910-1945), 光復期 (1945-
1950), 朝鮮戦争期(1950-1953), 復興期(1953-1977), 産
業期(1977-1983)に分け、各時期の出版事情、主要なデ

ザイナーの業績、書影を収録。巻末にハングル字母順の

索引を付す。 
 
학술정보의 탐색 및 활용 / 곽동철, 노영희 공저. -- 
개정판. -- 서울 : 조은글터, 2013.3. -- 496p ; 25cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788993419344 
（学術情報の探索および活用） UL31-K15 
 
북한출판물 도서목록 = Catalogue of Korean 
publication / 조선출판물수출입사 [編]. -- 평양 : 
조선출판물수출입사, 2013.8. -- 557p ; 26cm  
（北韓出版物図書目録） UP6-K14 
『조선출판물목록』（조선출판물수출입사、2010 年

刊、当館請求記号 UP6-K12）の影印。金日成日の著作

をはじめ、社会科学、科学技術、年鑑・辞典、文学芸術、

外国語に翻訳された図書、葉書・パンフレット、映画や

音楽を収めた電子媒体（DVD, CD-ROM, VideoCD な

ど）、定期刊行物（新聞・雑誌など）に分類して収録。

項目は、タイトル、タイトルの英訳、本文の概要、大き

さ、ページ数、出版者、出版年、価格（ユーロ建て）。

翻訳資料は翻訳された言語を併記。定期刊行物は朝鮮語

編、外国語編に分かれ、年発行回数を併記。 
 
日本語の部 

 
＜政治･法律･行政＞ 
竹島問題 100 問 100 答 : 日本人として知っておくべき

わが国固有の領土 / 第 3 期竹島問題研究会 編. -- 東
京 : ワック, 2014.3. -- 240p ; 21cm 
「Wil」 3 月号増刊. 
年表あり. A99-ZK4-L40 
 
韓国国籍法の逐条解説 = Commentary on Korean 
Nationality Law / 奥田安弘, 岡克彦, 姜成賢 著. -- 東
京 : 明石書店, 2014.6. -- 222p ; 21cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4030-2  AK4-911-L1 
 
＜経済･産業＞ 

韓国経済がわかる 20 講 : 援助経済・高度成長・経済危

機・グローバル化の 70 年の歩み / 裵海善 著. -- 東京 : 
明石書店, 2014.6. -- 180p ; 21cm 
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一方、辜振甫図書館でも、日本関係資料の

中から特に利用が多い資料を選定してデジタ

ル化を実施している。行政院国家科学委員会

が台湾大学法律学院に委託した「台湾法実証

研究データベース （TaDELS）計画」33に基

づき、国立台湾図書館と共同で構築した「台

湾日本統治期統計資料データベース」34や中

央図書館と共同で構築した「日本統治期裁判

所文書データベース」35などがある。 
両館が構築したこれらのデータベースは、

台湾大学と米国のコーネル大学が締結した共

同利用の取り決めに基づき、両大学が共同で

構築した Cornel-NTU Joint Digital Library 
Resources 36にも収録されている。 

 
2.4 台南市立図書館37 
2.4.1 所蔵資料 
 台南市立図書館の中央館は、財団法人台南

公館38付属図書館の旧蔵書約 1 万 6,000 冊を

所蔵している。公共施設の付属図書館の旧蔵

書のため、台湾研究資料や台湾総督府関係機

関の刊行物のほか、小説や家庭向けの実用書

なども多いのが特徴である（写真 2）。 
 

2.4.2 目録作成・検索手段 
 同館の日本関係資料は、遡及入力ができて

いないため、蔵書検索システムで検索できな

                                 
33 臺灣法實證研究資料庫 
http://tadels.law.ntu.edu.tw/ 
34 臺灣日治時期統計資料庫 
http://tcsd.lib.ntu.edu.tw/ 
統計資料 101 タイトル 684 冊のデジタル画像を収録

しており、資料や統計表の名称を検索できる。 
35 日治法院檔案資料庫 
http://tccra.lib.ntu.edu.tw/tccra_develop/ 
民事・刑事の裁判判決の原本や公正証書など合計

5,645 件を収録する。本文を閲覧するには、来館また

は郵送にて所定の申請書を提出する必要がある。 
36 中国語サイト名は「臺大與聯合資源網」。

http://www.lib.ntu.edu.tw/cu-ntu/index.html 
両大学キャンパスでは、サイト内のデータベースに収

録されたデジタル化資料の本文を閲覧できる。 
37 臺南市立圖書館 
http://www.tnml.tn.edu.tw/index.php 
台南市立図書館は、中央館及び 41 の分館から成り、

台湾で最も歴史がある公立図書館の 1 つである。 
38 日本統治期に設置された市民のための集会施設。 

いが、簡易な資料リストは作成されている39。

現在、日本語を学習中の職員を日本に派遣し

て研修を受けさせるなど、遡及入力開始に向

けて職員のスキル向上に努めている。 

 
写真 2 所蔵日本関係資料の一例 

 
2.4.3 資料保存とデジタル化 

同館の日本関係資料は、防湿機能を備えた

地下の特別書庫に保存されている。特別書庫

は一般開放しておらず、閲覧希望者は、来館

のたびに利用申請書を記入することが義務付

けられている。このように、同館は、日本関

係資料の保存を意識しているが、一方で、予

算不足のために十分な温度管理ができておら

ず、また、劣化した資料の補修作業も進んで

いない。 
資料のデジタル化は、2003 年に台湾国家図

書館40との間で締結した「日本統治期台湾旧

蔵書デジタル化共同計画」による両館の連携

により初めて実現し、日本関係資料 2,194 冊

がデジタル化された41。デジタル化の対象と

なったのは、台湾学が主題で、日本の国立国

会図書館も含む他機関でデジタル化されてい

ない資料である。これらの資料のデジタル画

                                 
39 同館から提供された日本関係資料リストを「台湾

所在の植民地期日本関係資料の調べ方」（前掲注 1）
に掲載している。 
40 台湾国家図書館は、他の国立図書館と異なり日本

の機関を前身としないため、日本関係資料の所蔵は少

ない。台湾国家図書館の概要については以下を参照。 
「E1436 - 台湾国家図書館が開館 80 周年―新たなス

テージへ」『カレントアウェアネス-E』No.238, 
2013.6.6.   http://current.ndl.go.jp/e1436 
41 何培齊「國家圖書館與臺南市立圖書館「日治時期

台灣舊籍數位化」合作紀實―兼述其時日本圖書館協會

會員臺灣之旅」『國家圖書館館訊』民國 94 年 2 期, 
2005.5, pp.12-14. 
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像は、台湾国家図書館が作成する「台湾メモ

リー」42所収のコンテンツ「台南市立図書館

所蔵日本語旧蔵書」で利用に供している。 
 

3 日本関係資料活用のための課題 

 以上、台湾における日本関係資料の現況を

紹介した。最後に、日本関係資料をより活用

するための課題について述べる。 
 
3.1 日本関係資料の発掘と総合目録の作成 

本稿で取り上げた機関を始め、日本関係資

料を所蔵する多くの機関では、目録作成や遡

及入力を進めている。しかし、目録の作成の

みならず、資料の存在すら十分に把握できな

いまま死蔵する機関43もまだ多く存在すると

考えられる。2.2 で述べた通り、国立公共資

訊図書館は、これまで調査が十分に行われて

いない他機関の日本関係資料の実態調査に着

手している。このような調査が全国規模で行

われ、台湾所在の日本関係資料の全貌が明ら

かになることが望まれる。 
また、現時点では、網羅的に検索できる日

本関係資料の総合目録が存在しないが、中央

研究院や主要図書館などが中心となって各機

関が連携し、網羅的な総合目録が作成される

ことを期待したい。 
 

3.2 機関間連携による資料のデジタル化と利

用の活性化 
2.1 で述べた国立台湾図書館と台湾史研究

所の共同保存を始め、機関間の連携が盛んに

なっている。特に、資料のデジタル化は、資

料へのアクセスを飛躍的に向上させる事業だ

が、設備や技術上の問題で単独で実施するの

が困難な機関が多い。そのため、2.4 で述べ

た台南市立図書館と台湾国家図書館の事例の

                                 
42 臺灣記憶 http://memory.ncl.edu.tw/ 
本文の閲覧は台湾国家図書館及び台南市立図書館館内

でのみ可能である。 
43 前掲注 8 の第 2 回ワークショップ（2012 年 11 月）

において、台湾師範大学の蔡錦堂助教授は、同大学図

書館の日本関係資料が長年にわたって未調査のまま放

置されていたことを報告している。 

ような連携は有効である。 
また、海外の機関との連携も重要である。

2.3 では台湾大学と米国コーネル大学のコン

テンツ共同利用の事例を紹介したが、やはり

日本関係資料については、日本の機関との連

携を期待したい。これまでに、日本の研究者

が台湾を訪問して各機関の所蔵資料を調査し、

特定資料群の目録を作成するなどの成果を挙

げた事例がある44。今後は、台湾の機関が日

本の研究者に資料を開放する代わりに、日本

の研究者が言語的な面で資料調査や書誌作成

をサポートするといった互恵的な連携も考え

られる。 
最後に、筆者が訪問した機関において寄せ

られた国立国会図書館への要望を紹介したい

45。2.2 及び 2.4 で述べたように、デジタル化

の対象とする日本関係資料を選定する際、国

立国会図書館がデジタル化した資料との重複

調査を実施する機関も多い。インターネット

で画像が公開されていれば、台湾からでも標

題紙や奥付などを閲覧し、資料の同定をスム

ーズに行うことができるため、これらの資料

のインターネット公開を望む声があった。著

作権の問題があるため、この要望に直ちに応

えられるわけではないが、重複調査の際に必

要な情報の提供や、日台双方のデジタル化の

状況に関する情報交換といった連携の可能性

も、今後検討する価値があろう。 
日本関係資料は、日本と台湾の政治、歴史、

文化、民俗など幅広い分野の研究で活用でき

る重要な資料群である。機関間連携も含めた

様々な方法によって日本関係資料へのアクセ

スが向上し、より多くの資料が活用されるこ

とを期待したい。 
（さいとう まや） 

  

                                 
44 平成 19 年度科学研究補助金 基盤研究 B「東アジ

アにおける日本語資料所在と現状とに関する調査」

（研究代表者 松原孝俊）により、台湾大学中央図書

館が所蔵する日本漢籍の調査と善本目録の作成を行っ

た事例などがある。 
45 国立公共資訊図書館で実施したインタビューによ

る。 
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索引を付す。 

 
孔子辭典 / 傅佩榮 主編審訂. -- 台北 : 聯經出版事業, 
2013.10. -- xxi, 395p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9789570842012  H2-C24 
孔子に関する人名、地名、思想、成語など 628 項目

を収録。「歷史背景」「典章制度」など 5 に大別し、

それぞれその中をさらに細分して排列。巻末に「孔子年

表」「孔子周遊列國地圖」など 3 の付録のほか、筆画

順の索引を付す。 
 
应用伦理学辞典 / 朱贻庭 主编. -- 上海 : 上海辞书出版
社, 2013.6. -- 2, 18, 801p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532638574 H2-C25 
 応用倫理学に関する用語、学説、人物、著作など約

1,200 項目を収録。「应用伦理学概论」「经济伦理学」

など 18 に大別して排列。巻末に筆画順の項目索引とア

ルファベット順の外国語項目索引および「外国应用伦理

学大事年表」など 3 の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
民国书法篆刻人物辞典 / 沈传凤, 舒华 编撰. -- 上海 : 
上海書畫出版社, 2012.12. -- 22, 467p ; 22cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9787547905036 K9-C36 
 中華民国期に活動した書家および篆刻家約 1,600 名

について、生没年や略伝などを収録。排列は人物名の筆

画順。巻末に拼音順の人物名索引を付す。 

 
民国时期音乐文献总目 / 上海音乐学院图书馆 编 ; 钱
仁平 主编. -- 桂林 : 广西师范大学出版社, 2013.6. -- 
366p ; 25cm. -- (民国时期音乐文献保护与研究丛书) 
ISBN: 9787549537891 KD1-C18 
 中華民国期に発行された音楽関係の図書 470 タイト

ル、楽譜 1,334 タイトル、レコード 1,321 タイトル、

雑誌 88 タイトルについて、書誌事項や解説を収録。レ

コードは上海音楽学院の所蔵資料のみを収録する。図書

と楽譜は分野別に大別し、その中を拼音順に排列、レコ

ードは発売会社名で大別し、その中を出版番号順に排列、

雑誌は誌名の拼音順に排列。 
 
詩詞曲語辭辞典 / 中华书局编辑部 编. -- 北京 : 中華書
局, 2014.2. -- 3, 880p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9787101096897 KK34-C27 
 唐宋期から明清期までの詩、詞、曲、劇で使用される

用語約 2,000 語について、意味と用例を収録。排列は

拼音順。巻末に筆画順の索引を付す。 
 
＜科学技術＞ 
实用英汉技术词典  = A practical English-Chinese 
technical dictionary / 秦荻辉 主编. -- 西安 : 西安电子
科技大学出版社, 2013.7. -- 8, 1390p ; 21cm 
ISBN: 9787560629711 M2-C59 
 科学技術関係の用語約 71,000 語を収録。排列はアル

ファベット順。常用語 1,900 語には用法も記載する。

巻末に付録として「科技英语语法核心内容」を付す。 

 

英汉·汉英印刷词典  = English-Chinese·Chinese-
English dictionary of printing / 高晶 编著. -- 第 2版. -
- 北京 : 印刷工業出版社, 2013.8. -- 403p ; 22cm 
ISBN: 9787514206661 PE2-C3 
 1999 年刊の改訂版。印刷、包装関係の用語約 40,000
語について、中国語と英語を対照。「英汉部分」「汉英

部分」の 2 部分からなる。排列は「英汉部分」がアル

ファベット順、「汉英部分」が拼音順。 

 
新汉英中医学词典 = New Chinses-English dictionary 
of traditional Chinese medicine / 方廷钰, 嵇波, 吴青 

主编. -- 第 2版. -- 北京 : 中国医药科技出版社, 2013.7. 
-- 17, 547p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787506760553 SC2-C58 
 2003 年刊の修訂。中国医学、漢方薬に関する用語

6,360 語について、中国語と英語を対照し、用例を収録。

排列は拼音順。巻末に筆画順の索引および「腧穴中英对

照」「中药名中英对照」など 5 の付録を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
中国社区新闻研究文献索引 : 1988-2012 / 李韧 主编. -- 
北京 : 中国社会出版社, 2013.5. -- 2, 1, 209p ; 23cm 
ISBN: 9787508744353 UC1-C1 
 地域ニュース媒体に関する研究文献の書誌事項および

抄録のほか、地域メディアの動向を収録。「第一章 社

区新闻研究文献索引」「第二章 社区新闻研究文献主题

分类」など 5 章からなる。巻末に「历年社区新闻研究

走势图」「中国社区新闻研究项目」など 3 の付録を付

す。 
 
四庫全書研究論文篇目索引 : 1980-2010 / 甘肃省图书馆, 
天津图书馆 编. -- 北京 : 國家圖書館出版社, 2013.8. -- 
5, 2, 1, 4, 359p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787501349272 UM1-C2 
 四庫全書に関する研究文献約 5,000 タイトルについ

て、論文名、著者名、発行年などを収録。排列は発行年

順。巻末に「引用报刊文献一览表」および拼音順の著者

名索引を付す。 

 
天津圖書館古籍普查登記目錄 / 天津圖書館 編. -- 北京 : 
國家圖書館出版社, 2014.1. -- 3 冊 ; 27cm. -- (全國古籍
普查登記目錄) 
ISBN: 9787501352418 UP72-C134 
 天津図書館所蔵の 1912 年以前に刊行された古典籍

31,822 タイトルについて、書名、著者、版本などを収

録。「珍本古籍」「善本古籍」「普通本古籍」「方志古

籍」「特藏古籍」に大別し、その中を蔵書番号順に排列。

下冊に筆画順の書名索引を収録する。 
 
日本語の部 

 

＜経済･産業＞ 

アジア長期経済統計 = Asian Historical Statistics. 3 / 
尾高煌之助, 斎藤修, 深尾京司 監修. -- 東京 : 東洋経済

新報社, 2014.7. -- 549p ; 27cm + CD-ROM(1 枚 12cm) 
索引あり. 
3: 中国 / 南亮進, 牧野文夫 編著. 
ISBN: 978-4-492-81603-5 YU7-L970 
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レファレンスツール紹介 36 南コーカサス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） 
 

コーカサスは、東西をカスピ海と黒海に挟ま

れた地域で、コーカサス山脈を境に南北に分け

られる。北コーカサスはロシア連邦の領域であ

り、南コーカサスには旧ソビエト連邦から独立

したアゼルバイジャン共和国、アルメニア共和

国、グルジアが位置している。 
アゼルバイジャンはカスピ海の豊富な石油・

天然ガス、アルメニアは国外の各地に離散した

アルメニア人、グルジアは領土をめぐるロシア

との紛争などが、よく知られている。 
本稿では、南コーカサス 3 か国に関するおも

な情報源について、日本語または英語で調べら

れるものを紹介する。 
＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最終

アクセス日は 2014 年 11 月 22 日である。適宜、

邦訳タイトルを（ ）内に補記した。 
 

1 基本的な資料・情報 

 
【南コーカサス諸国全般】 

『コーカサスを知るための 60 章』(明石書店, 
2006)【GE685-H9】 
地理的範囲は、南北コーカサスを含む。「コ

ーカサス世界」「歴史」「政治と経済」「文化」

「社会と生活」の 5 部から構成され、60 章に

分けて概説している。巻末に参考文献を収録し

ている。 
 

各国・地域情勢（外務省） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/azerbaijan/i
ndex.html（アゼルバイジャン） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/armenia/ind
ex.html（アルメニア） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/georgia/inde
x.html（グルジア） 
日本の外務省が提供するウェブサイトである。

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、対日関係などの項目を

コンパクトに収録している。 
 

The Caucasus : an introduction. (Routledge, 
2010)【GE685-B40】  
地理的範囲は、南北コーカサスを含む。「地

理」「領土・政府・行政」「人口と社会」「歴

史」「紛争」「国際政治」「経済」「文化と伝

統」の 8 部に分けて概説し、巻末に参考文献、

索引などを収録している。 
 
Eastern Europe, Russia and Central Asia. 
(Routledge, 年刊)【Z61-H727】 

Europa regional surveys of the world シリ

ーズの 1 冊である。「全般的概説」「国別概説」

「人名事典」「地域情報」の 4 部からなる。

「国別概説」では、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

録している。 
 
Country Studies (Federal Research Division, 
The Library of Congress)  
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/aztoc.html 
（アゼルバイジャン） 
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/amtoc.html 
（アルメニア） 
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/getoc.html 
（グルジア） 
米国議会図書館が提供するウェブサイトであ

る。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、文化、

経済、政治、外交、安全保障などを概説してい

る。参考文献も収録している。 
＊Armenia, Azerbaijan, and Georgia : country 
studies. (Federal Research Division, Library 
of Congress, 1995)【GE685-A87】 
 上記ウェブサイトのもとになった冊子体の資

料であり、巻末に索引を収録している。 
 
The World Factbook (Central Intelligence 
Agency)  
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/aj.html（アゼルバイジャ
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ン） 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/am.html（アルメニア） 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/gg.html（グルジア） 
米国中央情報局が提供するウェブサイトであ

る。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

を概説している。基本的な人口統計、経済統計

を含む。 
 
【アゼルバイジャン】 

Azerbaijan : 100 questions answered. (Anglo-
Azerbaijani Youth Society, 2008)【GE685-B52】 
歴史、経済、教育、文化などの 15 のテーマ

について、100 件の質問とその回答を収録して

いる。「なぜ火の国と呼ばれるか」「おもな産

業は何か」「何歳になったら学校に通うか」

「もっともよく知られている迷信は何か」など

の質問を収録している。 
 

Country report. Azerbaijan. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊) 【Z51-R449】 
政治、経済の最新の状況を分析し、今後の予

測を行っている。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 る 。 当 館 内 で は デ ー タ ベ ー ス (EIU 
(Economist Intelligence Unit))でも利用できる。 
 
【アルメニア】 

『アルメニアを知るための 65 章』(明石書店, 
2009）【GE685-J4】 
「アルメニア 石・水・陽光」「歴史」「政

治・経済」「アルメニア人ジェノサイド」「デ

ィアスポラの起こりと世界のアルメニア人」

「生活・文化」「日本とアルメニア」の 7 部か

ら構成され、65 章に分けて概説している。巻

末に参考文献を収録している。 
 

Country report. Armenia. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊) 【Z76-A82】 
 掲載内容は、Country report. Azerbaijan. 

【Z51-R449】に同じ。 
 
【グルジア】 

Country report. Georgia. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊)【Z51-R194】 
 掲載内容は、Country report. Azerbaijan. 
【Z51-R449】に同じ。 

 
2 事典 

 
【南コーカサス諸国全般】 

『中央ユーラシアを知る事典』(平凡社, 2005)
【GE8-H12】 
地理的範囲は、南北コーカサス、中央アジア、

中国新疆、アフガニスタンなどを含む。「項目

編」では「石油・天然ガス」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 項目を収録している。また、

「資料編」では歴史地図、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る。 
 
【アゼルバイジャン】 

Historical dictionary of Azerbaijan. 
(Scarecrow Press, 1999)【GE8-A88】 

200 項目以上の解説のほか、年表、歴史の概

説、参考文献を収録している。 
 
【アルメニア】 

Historical dictionary of Armenia. (Scarecrow 
Press, 2nd ed., 2010)【GE8-B72】 
掲 載 内 容 は 、 Historical dictionary of 

Azerbaijan.【GE8-A88】に同じ。 
 
【グルジア】 

Historical dictionary of Georgia. (Scarecrow 
Press, 2007)【GE8-B48】 
約 780 項目の解説のほか、年表、歴史の概説、

歴史上の元首などの一覧、参考文献などを収録

している。 
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3 統計・経済状況 

 
【南コーカサス諸国全般】 

Содружество Независимых Государств. 
Статистический Ежегодник.（CIS 統計年鑑）

(Статкомитет СНГ, 年刊)【Z61-B52】 
ロシア語・英語を併記している。CIS（独立

国家共同体）構成諸国における人口、経済、社

会、文化など幅広い分野にわたる統計を収録し

ており、最近 10 年程度の動きが分かる。なお、

グルジアは 2009 年に CIS を正式に脱退したた

め、2009 年版（2010 年刊）では最新の情報が

ほとんど掲載されておらず、2010 年版（2011
年刊）以降はグルジアの項目自体が掲載されて

いない。 
 

Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States 
http://www.cisstat.com/ 

CIS 統計委員会が提供するウェブサイトで、

ロシア語版・英語版のページがある。 
 
Development in Eastern Europe and the 
South Caucasus :  Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.  
(OECD, Development Centre, c2011) 
【DE64-B5051】 
国別の経済状況について、消費・投資・貿易

などの状況、農業・鉱業・製造業などの部門毎

の分析、財政・金融政策、ミレニアム開発目標

（開発分野における国際社会共通の目標）の達

成状況、民間部門の状況を概説している。当館

内ではデータベース(OECD iLibrary)でも利用

できる。 
 
【アゼルバイジャン】 

The State Statistical Committee of the 
Republic of Azerbaijan 
http://www.stat.gov.az/ 
アゼルバイジャン共和国国家統計委員会が提

供するウェブサイトで、アゼルバイジャン語

版・英語版のページがある。 
＊Azarbaycanin statistik gostaricilari.  
（アゼルバイジャン統計年鑑） 

(Azarbaycan Respublikasinin Dovlat 
Statistika Komitasi，年刊)【Z61-J294】 
アゼルバイジャン語・英語を併記している。

社会、経済、人口、環境など幅広い分野にわた

る統計を収録している。上記ウェブサイトでも

最新版を閲覧できる。 
 

【アルメニア】 

National Statistcal Service of the Republic of 
Armenia 
http://www.armstat.am/am/ 
アルメニア共和国国家統計局が提供するウェ

ブサイトで、アルメニア語版・ロシア語版・英

語版のページがある。 
 

【グルジア】 

National Statistics Office of Georgia 
http://www.geostat.ge/ 
グルジア国家統計庁が提供するウェブサイト

で、グルジア語版・英語版のページがある。 
 

4 アジア情報室の所蔵資料・リンク集 

 
【南コーカサス諸国全般】 

アジア情報室所蔵資料の概要：中央アジア関係

資料 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-
central.php 
 アジア情報室が所蔵する南コーカサス諸国の

資料を、図書、年鑑・雑誌、新聞ごとに紹介し

ている。 
 
AsiaLinks -アジア関係リンク集- 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-aze.php 
（アゼルバイジャン） 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-arm.php
（アルメニア） 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-geo.php
（グルジア） 
当館が提供するアジア関係リンク集である。

南コーカサス諸国についても、機関やテーマか

らウェブサイトを探すことができる。 
 

（さかい たけし）  
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アジア情報室の新着資料紹介（2014.7～2014.9） 
 
2014 年 7 月から 9 月までに、アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介する。 
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。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。 
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、コリア以外のアジア諸地域については、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。 
 
 

1 中国（香港、マカオ、台湾を含む） 
 
中国語の部 

 
＜政治・法律・行政＞ 
中国城市公共服务评价报告 = Evaluation of urban 
public services in China. 2013 / 胡伟, 吴伟 主编. -- 北
京 : 社会科学文献出版社, 2013.12. -- 9, 2, 2, 226p ; 
24cm. -- (公共服务满意度蓝皮书  = Blue book of 
satisfaction with public services) 
ISBN: 9787509752494 AC9-311-C171 
教育、医療、社会保障など 9 分野の公共サービスに

ついて、主要 34 都市の住民の満足度ランキング、関連

データおよびその分析などを収録。「技术报告」「总报

告」「分报告」の 3 部分からなる。 
 

中国行政体制改革报告 = Annual report on China's 
administrative system reform. 2013 No.3, 简政放权与

转变职能 / 魏礼群 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2014.3. -- 4, 7, 360p ; 24cm. -- (行政改革蓝皮书 = Blue 
book on public administrative reform) 
ISBN: 9787509756584 AC9-321-C42 
行政のスリム化と権限移譲、行政審査・認可制度改革、

機構改革、地方政府の実践など行政体制改革に関する報

告書。「简政放权与转变职能」「审批制度改革与转变职

能」など 7 部分からなる。巻末に付録として「2013 年
国务院取消和下放的行政审批事项等」「行政体制改革大

事记」を付す。 
 
＜経済・産業＞ 
经济特区研究文献索引 = Index on special economic 
zones research. 第 1 辑, 2001-2005 / 陶一桃 主编. -- 
北京 : 中國經濟出版社, 2013.4. -- 3, 2, 256p ; 24cm 
ISBN: 9787513623865 D1-C27 
中国内外で出版された経済特区に関する研究文献

3,000 余タイトルについて、編著者、書名、論文名、出

版社などの書誌事項を収録。発行年ごとに大別し、それ

ぞれその中を「著作」「期刊论文」など 5 に細分して

編著者名の拼音順に排列。 
 
英汉·汉英物流词汇 / 徐勇谋 主编. -- 北京 : 化学工业
出版社, 2013.1. -- 646p ; 22cm 
ISBN: 9787122151285 D2-C167 
 41,000 余語について、英語と中国語を対照。「英汉

部分」「汉英部分」の 2 部分からなり、「英汉部分」

は約 26,500 語をアルファベット順に、「汉英部分」は

約 14,500 語を拼音順に排列。巻末に「常见物流缩略词」

「国际部分知名物流及供应链管理行业协会组织名录」な

ど 3 の付録を付す。 

 
中国产业竞争力报告 = Annual report on industrial 
competitiveness of China. 2013 No.3 / 张其仔 主编. -- 
北京 : 社会科学文献出版社, 2013.5. -- 3, 2, 6, 438p ; 
24cm. -- (产业蓝皮书 = Blue book of industry) 
ISBN: 9787509744925 DC157-C349 
中国の産業競争力に関する報告書。「行业篇」「国际

篇」「地区篇」など 5 部分からなる。巻末に「产品的

相对竞争力比较(2012)」「2010 年县级市产业竞争力排
名」など 10 の表を付す。 
 
中国经济增长报告  = Annual report on China's 
economic growth. 2012-2013, 宏观经济走势及展望 / 
张平, 刘霞辉 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2013.10. -- 4, 3, 338p ; 24cm. -- (宏观经济蓝皮书 = 
Blue book of macro-economy) 
文献あり. 
ISBN: 9787509751473 DC157-C350 
中国の経済成長について、近年の状況の回顧、今後の

展望、過去 20 余年の省市別経済成長ランキングおよび

関連データなどを収録。「总报告」「宏观经济专题报告」

「区域经济发展前景报告」の 3 部分からなる。 
 
华侨华人研究报告  = Annual report on overseas 
Chinese study. 2013 / 丘进 主编. -- 北京 : 社会科学文
献出版社, 2014.1. -- 2, 4, 374p ; 24cm. -- (华侨华人蓝皮
书 = Blue book of overseas Chinese) 
ISBN: 9787509753958 DC851-C181 
世界各国・地域における華僑・華人の人口、分布、経

済的社会的状況、中国および居住地国との関係、中国語

教育などに関する報告書。「总报告」「侨情篇」「华文

教育篇」の 3 部分からなる。 
 
日本经济与中日经贸关系研究报告 = Annual report on 
Japanese economy and Sino-Japanese economic & 
trade relations. 2014 / 王洛林, 张季风 主编. -- 北京 : 
社会科学文献出版社, 2014.5. -- 2, 3, 393p ; 24cm. -- (日
本经济蓝皮书 = Blue book of Japanese economy) 
ISBN: 9787509758137 DE9-C12 
アベノミクス、自由貿易協定交渉の動向など、日本経

済および日中経済関係に関する報告書。「安倍经济学 : 
“三支箭”的解读与分析」「“政冷经冷”态势下的中日经贸
合作」など 6 部分からなる。巻末に付録として「日本

经济与中日经贸关系主要数据变化」を付す。 
 
＜社会・労働＞ 
中国青年发展报告  = The development report on 
Chinese youth. 2013 No.1, 城市新移民的崛起 / 廉思 
主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2013.6. -- 7, 8, 6, 
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ついて、主要 34 都市の住民の満足度ランキング、関連

データおよびその分析などを収録。「技术报告」「总报

告」「分报告」の 3 部分からなる。 
 

中国行政体制改革报告 = Annual report on China's 
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ISBN: 9787509756584 AC9-321-C42 
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能」など 7 部分からなる。巻末に付録として「2013 年
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经济特区研究文献索引 = Index on special economic 
zones research. 第 1 辑, 2001-2005 / 陶一桃 主编. -- 
北京 : 中國經濟出版社, 2013.4. -- 3, 2, 256p ; 24cm 
ISBN: 9787513623865 D1-C27 
中国内外で出版された経済特区に関する研究文献

3,000 余タイトルについて、編著者、書名、論文名、出

版社などの書誌事項を収録。発行年ごとに大別し、それ

ぞれその中を「著作」「期刊论文」など 5 に細分して

編著者名の拼音順に排列。 
 
英汉·汉英物流词汇 / 徐勇谋 主编. -- 北京 : 化学工业
出版社, 2013.1. -- 646p ; 22cm 
ISBN: 9787122151285 D2-C167 
 41,000 余語について、英語と中国語を対照。「英汉

部分」「汉英部分」の 2 部分からなり、「英汉部分」

は約 26,500 語をアルファベット順に、「汉英部分」は

約 14,500 語を拼音順に排列。巻末に「常见物流缩略词」

「国际部分知名物流及供应链管理行业协会组织名录」な

ど 3 の付録を付す。 

 
中国产业竞争力报告 = Annual report on industrial 
competitiveness of China. 2013 No.3 / 张其仔 主编. -- 
北京 : 社会科学文献出版社, 2013.5. -- 3, 2, 6, 438p ; 
24cm. -- (产业蓝皮书 = Blue book of industry) 
ISBN: 9787509744925 DC157-C349 
中国の産業競争力に関する報告書。「行业篇」「国际

篇」「地区篇」など 5 部分からなる。巻末に「产品的

相对竞争力比较(2012)」「2010 年县级市产业竞争力排
名」など 10 の表を付す。 
 
中国经济增长报告  = Annual report on China's 
economic growth. 2012-2013, 宏观经济走势及展望 / 
张平, 刘霞辉 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2013.10. -- 4, 3, 338p ; 24cm. -- (宏观经济蓝皮书 = 
Blue book of macro-economy) 
文献あり. 
ISBN: 9787509751473 DC157-C350 
中国の経済成長について、近年の状況の回顧、今後の

展望、過去 20 余年の省市別経済成長ランキングおよび

関連データなどを収録。「总报告」「宏观经济专题报告」

「区域经济发展前景报告」の 3 部分からなる。 
 
华侨华人研究报告  = Annual report on overseas 
Chinese study. 2013 / 丘进 主编. -- 北京 : 社会科学文
献出版社, 2014.1. -- 2, 4, 374p ; 24cm. -- (华侨华人蓝皮
书 = Blue book of overseas Chinese) 
ISBN: 9787509753958 DC851-C181 
世界各国・地域における華僑・華人の人口、分布、経

済的社会的状況、中国および居住地国との関係、中国語

教育などに関する報告書。「总报告」「侨情篇」「华文

教育篇」の 3 部分からなる。 
 
日本经济与中日经贸关系研究报告 = Annual report on 
Japanese economy and Sino-Japanese economic & 
trade relations. 2014 / 王洛林, 张季风 主编. -- 北京 : 
社会科学文献出版社, 2014.5. -- 2, 3, 393p ; 24cm. -- (日
本经济蓝皮书 = Blue book of Japanese economy) 
ISBN: 9787509758137 DE9-C12 
アベノミクス、自由貿易協定交渉の動向など、日本経

済および日中経済関係に関する報告書。「安倍经济学 : 
“三支箭”的解读与分析」「“政冷经冷”态势下的中日经贸
合作」など 6 部分からなる。巻末に付録として「日本

经济与中日经贸关系主要数据变化」を付す。 
 
＜社会・労働＞ 
中国青年发展报告  = The development report on 
Chinese youth. 2013 No.1, 城市新移民的崛起 / 廉思 
主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2013.6. -- 7, 8, 6, 
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323p ; 24cm. -- (青年蓝皮书 = Blue book of youth) 
ISBN: 9787509746578 EC153-C16 
新世代農民工、高学歴低収入の「蟻族」と呼ばれる若

者グループ、ホワイトカラーなど、本籍地とは異なる都

市に居住する様々な青年層の生活、意識に関する調査報

告書。「群体篇」「访谈篇」など 5 部分からなる。 
 
中国性别平等与妇女发展报告 = Annual report on 
gender equality and women's development in China. 
2008-2012 / 谭琳 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2013.12. -- 4, 8, 573p ; 24cm. -- (妇女绿皮书 = Green 
book of women) 
ISBN: 9787509754474 EF73-C22 
 女性の地位向上や男女平等の進展に関するデータ、法

律・政策、省市別ランキングなどを収録。「发展状况分

析篇」「法律政策分析篇」など 6 部分からなる。巻末

に「2008-2012 年相关法律与政策的修改和制定」

「2008-2012 年中国妇女发展重大事件」など 3 の付録

を付す。 
 
中国社会保障发展报告 = China social security system 
development report. 2014 (No.6), 社会保障与社会服务 
/ 王延中 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2014.6. -
- 7, 3, 289p ; 24cm. -- (社会保障绿皮书 = Green book of 
China social security system) 
文献あり. 
ISBN: 9787509757796 EG15-C2 
中国の失業保険、女性、子ども、障害者に対する福祉、

災害救助等に関する報告書。「社区养老服务的国际经验

及发展问题研究」「新医改以来基层医疗卫生体系建设进

展」など 11 篇の論文を収録。 
 

＜教育＞ 

中国教育大百科全书 = The Chinese encyclopedia of 
education / 顾明远 主编. -- 上海 : 上海教育出版社, 
2012.12. -- 4 冊 ; 30cm + CD-ROM 1 枚 (12cm) 
ISBN: 9787544445672 ; 9787900514455 (CD-ROM) 
 F2-C20 
教育に関する用語、学説、制度など約 1,100 項目を

収録。排列は拼音順。第 4 冊巻末に「外国人名译名对

照表」など 2 の付録のほか、筆画順とアルファベット

順の項目索引および拼音順の語句索引を付す。 
 
＜歴史・地理＞ 

地理区划与规划词典 / 郑度 主编. -- 北京 : 中国水利水
电出版社, 2012.1. -- 440p ; 27cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9787508493992 G63-C4 
地理区画や国土計画に関する用語 1,948 項目を収録。

「地理区划篇」「地理规划篇」など 3 に大別し、それ

ぞれその中をさらに細分して排列。巻末に拼音順の中国

語索引とアルファベット順の英語索引を付す。 

 
中国少数民族文化发展报告 = Report on the cultural 
development of China's ethnic minorities. 2012 / 国家
民族事务委员会文化宣传司, 中国社会科学院文化研究中
心 编 ; 武翠英, 张晓明, 张学进 主编 ; 惠鸣, 任乌晶, 
李民 执行主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2013.3. -
- 3, 8, 361p ; 24cm. -- (文化蓝皮书 = Blue book of 
China’s culture) 

ISBN: 9787509743409 G131-C599 
中国の少数民族の文化発展、文化保護に関する 28 の

論文を収録。「年度主题 : 促进新疆稳定发展的文化建
设策略」「年度聚焦 : 双语教育与新疆少数民族语言发
展」など 9 部分からなる。 

 
清史书目 : 1911-2011 / 黄爱平 主编. -- 北京 : 中国人
民大学出版社, 2014.2. -- 2, 1, 9, 1261p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787300176161  GE2-C300 
中国、香港、台湾などで発表された清代の歴史に関す

る研究文献および歴史史料約 30,000 タイトルについて、

書名、論文名、編著者、出版者、出版年を収録。「研究

著作」「文献档案」の 2 に大別し、それぞれその中を

さらに細分して出版年順に排列。巻末に拼音順の編著者

名索引を付す。 

 
越文化研究论著目录汇编 / 孟文镛 编. -- 北京 : 中国社
会科学出版社, 2013.11. -- 2, 419p ; 24cm. -- (越文化研究
丛书) 
索引あり. 
ISBN: 9787516130629 GE2-C301 

2010 年以前に刊行された中国東南部の古代文化に関

する文献約 6,000 タイトルについて、著者名、書名、

論文名、収録誌名、巻号、出版者、出版年を収録。「论

文」「著作」の 2 に大別し、それぞれその中をさらに

細分して排列。 
 
近十年辛亥革命史料及研究文献书目索引 : 2000-2011 /
杨树 编. -- 武汉 : 湖北人民出版社, 2013.4. -- 6, XII, 
407p ; 21cm 
ISBN: 9787216076777 GE2-C303 
中国および台湾などで刊行された辛亥革命に関する資

料集、研究書、論文、音楽映像資料など約 10,000 タイ

トルについて、書名、論文名、著者名、出版者、出版年、

巻号などを収録。「史料和研究著作」「研究论文」の 2
に大別し、それぞれその中をさらに細分して資料名の拼

音順に排列。 
 
二十四史全譯紀傳人名索引 / 北京古今出版策劃有限公
司編輯部 編輯. -- 北京 : 同心出版社, 2013.5. -- 2, 5, 
371p ; 27cm 
ISBN: 9787547706107 GE12-C161 
『二十四史全譯』（漢語大詞典出版社、2004 年刊）

に現れる人物約 22,000 名について、伝記の収録冊次、

巻次、ページを収録。排列は人物名の筆画順。 
 
＜哲学・宗教＞ 
經學研究論著目錄 : 1998-2002 / 林慶彰, 蔣秋華 主編 ; 
吳怡青 [ほか] 編輯. -- 台北 : 漢學研究中心, 2013.11. -- 
4 冊 ; 25cm. -- (漢學研究中心叢刊. 目錄類 ; 9-4種) 
索引あり. 
ISBN: 9789576785191 H1-C6 
中国、香港、マカオ、台湾、シンガポールなどで刊行

された経学に関する研究書、雑誌論文、学位論文、会議

録など約 23,000 タイトルについて、著者名、書名、論

文名、収録誌名、巻号、出版年月などを収録。「群經總

論」「周易」など 14 に大別し、それぞれその中をさら

に細分して出版年月順に排列。第 4 冊巻末に「收錄期

刊報紙一覽表」など 3 の付録のほか、筆画順の著者名
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ン） 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/am.html（アルメニア） 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/gg.html（グルジア） 
米国中央情報局が提供するウェブサイトであ

る。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

を概説している。基本的な人口統計、経済統計

を含む。 
 
【アゼルバイジャン】 

Azerbaijan : 100 questions answered. (Anglo-
Azerbaijani Youth Society, 2008)【GE685-B52】 
歴史、経済、教育、文化などの 15 のテーマ

について、100 件の質問とその回答を収録して

いる。「なぜ火の国と呼ばれるか」「おもな産

業は何か」「何歳になったら学校に通うか」

「もっともよく知られている迷信は何か」など

の質問を収録している。 
 

Country report. Azerbaijan. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊) 【Z51-R449】 
政治、経済の最新の状況を分析し、今後の予

測を行っている。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 る 。 当 館 内 で は デ ー タ ベ ー ス (EIU 
(Economist Intelligence Unit))でも利用できる。 
 
【アルメニア】 

『アルメニアを知るための 65 章』(明石書店, 
2009）【GE685-J4】 
「アルメニア 石・水・陽光」「歴史」「政

治・経済」「アルメニア人ジェノサイド」「デ

ィアスポラの起こりと世界のアルメニア人」

「生活・文化」「日本とアルメニア」の 7 部か

ら構成され、65 章に分けて概説している。巻

末に参考文献を収録している。 
 

Country report. Armenia. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊) 【Z76-A82】 
 掲載内容は、Country report. Azerbaijan. 

【Z51-R449】に同じ。 
 
【グルジア】 

Country report. Georgia. (Economist 
Intelligence Unit, 季刊)【Z51-R194】 
 掲載内容は、Country report. Azerbaijan. 
【Z51-R449】に同じ。 

 
2 事典 

 
【南コーカサス諸国全般】 

『中央ユーラシアを知る事典』(平凡社, 2005)
【GE8-H12】 
地理的範囲は、南北コーカサス、中央アジア、

中国新疆、アフガニスタンなどを含む。「項目

編」では「石油・天然ガス」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 項目を収録している。また、

「資料編」では歴史地図、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る。 
 
【アゼルバイジャン】 

Historical dictionary of Azerbaijan. 
(Scarecrow Press, 1999)【GE8-A88】 

200 項目以上の解説のほか、年表、歴史の概

説、参考文献を収録している。 
 
【アルメニア】 

Historical dictionary of Armenia. (Scarecrow 
Press, 2nd ed., 2010)【GE8-B72】 
掲 載 内 容 は 、 Historical dictionary of 

Azerbaijan.【GE8-A88】に同じ。 
 
【グルジア】 

Historical dictionary of Georgia. (Scarecrow 
Press, 2007)【GE8-B48】 
約 780 項目の解説のほか、年表、歴史の概説、

歴史上の元首などの一覧、参考文献などを収録

している。 
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索引を付す。 

 
孔子辭典 / 傅佩榮 主編審訂. -- 台北 : 聯經出版事業, 
2013.10. -- xxi, 395p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9789570842012  H2-C24 
孔子に関する人名、地名、思想、成語など 628 項目

を収録。「歷史背景」「典章制度」など 5 に大別し、

それぞれその中をさらに細分して排列。巻末に「孔子年

表」「孔子周遊列國地圖」など 3 の付録のほか、筆画

順の索引を付す。 
 
应用伦理学辞典 / 朱贻庭 主编. -- 上海 : 上海辞书出版
社, 2013.6. -- 2, 18, 801p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532638574 H2-C25 
 応用倫理学に関する用語、学説、人物、著作など約

1,200 項目を収録。「应用伦理学概论」「经济伦理学」

など 18 に大別して排列。巻末に筆画順の項目索引とア

ルファベット順の外国語項目索引および「外国应用伦理

学大事年表」など 3 の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
民国书法篆刻人物辞典 / 沈传凤, 舒华 编撰. -- 上海 : 
上海書畫出版社, 2012.12. -- 22, 467p ; 22cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9787547905036 K9-C36 
 中華民国期に活動した書家および篆刻家約 1,600 名

について、生没年や略伝などを収録。排列は人物名の筆

画順。巻末に拼音順の人物名索引を付す。 

 
民国时期音乐文献总目 / 上海音乐学院图书馆 编 ; 钱
仁平 主编. -- 桂林 : 广西师范大学出版社, 2013.6. -- 
366p ; 25cm. -- (民国时期音乐文献保护与研究丛书) 
ISBN: 9787549537891 KD1-C18 
 中華民国期に発行された音楽関係の図書 470 タイト

ル、楽譜 1,334 タイトル、レコード 1,321 タイトル、

雑誌 88 タイトルについて、書誌事項や解説を収録。レ

コードは上海音楽学院の所蔵資料のみを収録する。図書

と楽譜は分野別に大別し、その中を拼音順に排列、レコ

ードは発売会社名で大別し、その中を出版番号順に排列、

雑誌は誌名の拼音順に排列。 
 
詩詞曲語辭辞典 / 中华书局编辑部 编. -- 北京 : 中華書
局, 2014.2. -- 3, 880p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 9787101096897 KK34-C27 
 唐宋期から明清期までの詩、詞、曲、劇で使用される

用語約 2,000 語について、意味と用例を収録。排列は

拼音順。巻末に筆画順の索引を付す。 
 
＜科学技術＞ 
实用英汉技术词典  = A practical English-Chinese 
technical dictionary / 秦荻辉 主编. -- 西安 : 西安电子
科技大学出版社, 2013.7. -- 8, 1390p ; 21cm 
ISBN: 9787560629711 M2-C59 
 科学技術関係の用語約 71,000 語を収録。排列はアル

ファベット順。常用語 1,900 語には用法も記載する。

巻末に付録として「科技英语语法核心内容」を付す。 

 

英汉·汉英印刷词典  = English-Chinese·Chinese-
English dictionary of printing / 高晶 编著. -- 第 2版. -
- 北京 : 印刷工業出版社, 2013.8. -- 403p ; 22cm 
ISBN: 9787514206661 PE2-C3 
 1999 年刊の改訂版。印刷、包装関係の用語約 40,000
語について、中国語と英語を対照。「英汉部分」「汉英

部分」の 2 部分からなる。排列は「英汉部分」がアル

ファベット順、「汉英部分」が拼音順。 

 
新汉英中医学词典 = New Chinses-English dictionary 
of traditional Chinese medicine / 方廷钰, 嵇波, 吴青 

主编. -- 第 2版. -- 北京 : 中国医药科技出版社, 2013.7. 
-- 17, 547p ; 21cm 
索引あり. 
ISBN: 9787506760553 SC2-C58 
 2003 年刊の修訂。中国医学、漢方薬に関する用語

6,360 語について、中国語と英語を対照し、用例を収録。

排列は拼音順。巻末に筆画順の索引および「腧穴中英对

照」「中药名中英对照」など 5 の付録を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
中国社区新闻研究文献索引 : 1988-2012 / 李韧 主编. -- 
北京 : 中国社会出版社, 2013.5. -- 2, 1, 209p ; 23cm 
ISBN: 9787508744353 UC1-C1 
 地域ニュース媒体に関する研究文献の書誌事項および

抄録のほか、地域メディアの動向を収録。「第一章 社

区新闻研究文献索引」「第二章 社区新闻研究文献主题

分类」など 5 章からなる。巻末に「历年社区新闻研究

走势图」「中国社区新闻研究项目」など 3 の付録を付

す。 
 
四庫全書研究論文篇目索引 : 1980-2010 / 甘肃省图书馆, 
天津图书馆 编. -- 北京 : 國家圖書館出版社, 2013.8. -- 
5, 2, 1, 4, 359p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787501349272 UM1-C2 
 四庫全書に関する研究文献約 5,000 タイトルについ

て、論文名、著者名、発行年などを収録。排列は発行年

順。巻末に「引用报刊文献一览表」および拼音順の著者

名索引を付す。 

 
天津圖書館古籍普查登記目錄 / 天津圖書館 編. -- 北京 : 
國家圖書館出版社, 2014.1. -- 3 冊 ; 27cm. -- (全國古籍
普查登記目錄) 
ISBN: 9787501352418 UP72-C134 
 天津図書館所蔵の 1912 年以前に刊行された古典籍

31,822 タイトルについて、書名、著者、版本などを収

録。「珍本古籍」「善本古籍」「普通本古籍」「方志古

籍」「特藏古籍」に大別し、その中を蔵書番号順に排列。

下冊に筆画順の書名索引を収録する。 
 
日本語の部 

 

＜経済･産業＞ 

アジア長期経済統計 = Asian Historical Statistics. 3 / 
尾高煌之助, 斎藤修, 深尾京司 監修. -- 東京 : 東洋経済

新報社, 2014.7. -- 549p ; 27cm + CD-ROM(1 枚 12cm) 
索引あり. 
3: 中国 / 南亮進, 牧野文夫 編著. 
ISBN: 978-4-492-81603-5 YU7-L970 
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＜芸術・言語・文学＞ 

五十音引き中国語辞典 / 北浦藤郎, 蘇英哲, 鄭正浩 編
著. -- 東京 : 講談社, 2014.3. -- 56, 1108p ; 15cm. -- (講
談社学術文庫 ; 2227) 
「50 音引き中国語辞典」(2000 年刊)の改題. 
索引あり. 
ISBN: 978-4-06-292227-2 KK12-L9 
 
古代中国語音韻学ハンドブック / ウィリアム・H・バ

クスター 著 ; 田中孝顕 訳. -- 東京 : きこ書房, 2014.4. 
-- 1113p ; 22cm 
原タイトル : A HANDBOOK OF OLD CHINESE 
PHONOLOGY. 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 978-4-87771-618-9 KK22-L4 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

戦前期の台湾出版目録 : 帝国日本の「全国」書誌編成. 

第 1 巻 / 春山明哲 編・解題. -- 金沢 : 金沢文圃閣, 
2013.8. -- 254p ; 22cm. -- (文圃文献類従 ; 33) 
複製. 
「台湾関係」目録. 1916 年 1 月-26 年 12 月.   解題

「『戦前期の台湾出版目録-帝国日本の「全国」書誌』-
台湾総督府図書館史の素描を背景として-」. 
ISBN: 978-4-907236-06-9 (set) UP5-L1 
 
戦前期の台湾出版目録 : 帝国日本の「全国」書誌編成. 

第 2 巻 / 春山明哲 編・解題. -- 金沢 : 金沢文圃閣, 
2013.8. -- 250p ; 22cm. -- (文圃文献類従 ; 33)  
複製. 
「台湾関係」目録. 1927 年 1 月-36 年 12 月. 
ISBN: 978-4-907236-06-9 (set) UP5-L2 
 
戦前期の台湾出版目録 : 帝国日本の「全国」書誌編成. 

第 3 巻 / 春山明哲 編・解題. -- 金沢 : 金沢文圃閣, 
2013.8. -- 290p ; 22cm. -- (文圃文献類従 ; 33) 
複製. 
「台湾関係」目録. 1937 年 1 月-44 年 1 月.   新組資料

「台湾関係」目録. 1916 年 1 月-44 年 1 月. 
ISBN: 978-4-907236-06-9 (set) UP5-L3 
 
戦前期の台湾出版目録 : 帝国日本の「全国」書誌編成. 

第 4 巻 / 春山明哲 編・解題. -- 金沢 : 金沢文圃閣, 
2013.12. -- 291p ; 22cm. -- (文圃文献類従 ; 33) 
複製. 
島内主要新刊紹介. 1932 年 11 月-45 年 3 月.   台湾関

係主要文献・モザイク. 1934 年 3 月-40 年 5 月. 
ISBN: 978-4-907236-06-9 (set) UP5-L4 
 
戦前期の台湾出版目録 : 帝国日本の「全国」書誌編成. 

別巻 / 春山明哲 編・解題. -- 金沢 : 金沢文圃閣, 
2013.12. -- 515p ; 22cm. -- (文圃文献類従 ; 33) 
複製. 
台湾出版関係法令釈義   (杉田書店昭和 12 年刊). 
ISBN: 978-4-907236-06-9 (set) UP5-L5 

 
 

2 コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 

＜政治･法律･行政＞ 
2011 회계연도 결산시정요구사항 조치결과 분석 / 
예산분석실 산업예산분석과 편집. -- 서울 : 
국회예산정책처, 2013.6. -- xiii, 362p ; 26cm. -- 
(결산분석시리즈 ; 1) 
ISBN: 9788960736481 
（2011 会計年度決算是正要求事項措置結果分析） 

AK4-361-K47 
 
해양경찰 60년사 : 1953∼2013 = Korea coast guard 60 
year history : 1953~2013 : 안전한 바다 행복한 국민 / 
해양경찰청 [編]. -- 인천 : 해양경찰청, 2013.12. -- 
505p ; 29cm 
ISBN: 9788997110452 
（海洋警察60年史 : 1953~2013 : 安全な海幸福な国民）

 AK4-471-K10 
韓国海洋警察庁の 60 年史。「Part I 通史」「Part II 

60 大イシュー」の 2 部分からなる。Part I は、5 つの

時期に分け、組織や業務の変遷を収録。Part II は、組

織・制度分野と、事件・事故分野に分け、主要な出来事

を収録。巻末に「組織図」「年表」など 9 の付録を付

す。 
 
＜社会・労働＞ 
2013 한국인의 의식･가치관 조사 보고서 / 
문화체육관광부 [編]. -- 세종 : 문화체육관광부 
국민소통실 정책여론과, 2013.12. -- 239p ; 30cm + CD-
ROM 1 枚 (12cm) 
（2013 韓国人の意識･価値観調査報告書） EC225-K43 

2013 年 10 月から 11 月にかけて実施された「2013
韓国人の意識及び価値観調査」の結果を集計、分析した

報告書。主な調査内容は、個人意識（幸福・満足度、家

族生活、老後生活、職場・経済生活など）、社会意識

（社会一般、集団間の葛藤、所得再分配、多文化家庭な

ど）、国家意識（韓国が当面している問題、韓国の経済

水準対比福祉・文化水準、北韓・統一）。『2013 
한국인의 의식･가치관 조사 결과표 및 
설문지』（当館請求記号 EC225-K44）は集計結果と

設問紙を収録。 
 
2013 한국인의 의식･가치관 조사 결과표 및 설문지 / 
문화체육관광부 [編]. -- 세종 : 문화체육관광부 
국민소통실 정책여론과, 2013.12. -- 230p ; 30cm 
（2013 韓国人の意識・価値観調査結果票および設問紙）

 EC225-K44 
 
전국폐기물통계조사 : 제 4 차 (2011∼2012 년) / 환경부 
[編]. -- [세종] : 환경부, 2013.3. -- 218, 880p ; 30cm 
（全国廃棄物統計調査 : 第 4 次(2011-2012 年)） 
 EG274-K3 
 
＜歴史・地理＞ 
조선왕조의궤 현황과 전망 / 김문식, 강문식, 박용만, 
황정연, 유새롬, 박승원, 박정혜, 송지원, 정정남, 
박가영, 정재훈, 옥영정 글. -- 서울 : 국립중앙박물관, 
2012.12. -- 435p ; 27cm. -- (외규장각 의궤 학술총서 ; 1) 
ISBN: 9788993773231 
（朝鮮王朝儀軌現況と展望） GE127-K416 
韓国内の主要機関の儀軌所蔵状況・特徴、儀軌の各分

野別研究成果と展望に関する論考を収録。儀軌所蔵機関
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として奎章閣・蔵書閣・文化財庁、儀軌の分野として美

術史・音楽史・建築史・服飾史・韓国史を挙げる。巻末

に研究文献目録を付す。 
 
북한학 : 북한의 이해 / 우희철, 김주수, 이영욱, 
정재극 [著]. -- 인천 : 진영사, 2013.8. -- 356p ; 25cm 
文献あり. 
ISBN: 9788965411253 
（北韓学 : 北韓の理解） GE138-K105 
 
평양의 일상 : 사진으로 북녘 생활을 엿보다 / 정창현 
지음. -- 서울 : 역사인, 2013.7. -- 293p ; 22cm 
ISBN: 9788996724315 
（平壌の日常 : 写真で北側生活を覗き見る） 
 GE138-K106 
 
한국의 명가 : 대한민국을 만든 165 인의 인생 이야기 
/ 김덕형 지음. -- 파주 : 21세기북스, 2013.2. -- 3 冊 ; 
23cm. -- (KI신서 ; 4724-4726) 
근대편. 1 -- 근대편. 2 -- 현대편. 
ISBN: 9788950946685 (set) -- 9788950946654 (근대편. 
1) -- 9788950946661 (근대편. 2) -- 9788950946678 
(현대편)  
（韓国の名家 : 大韓民国を作った 165 人の人生の話）

 GK15-K69 
『韓國의 名家』（一志社、1976 年刊、当館請求記号

 GK15-14）の改訂版。初版の内容を近代編 2 巻に分け、

現代編を追加する。各種文献や、関係者の証言に基づき

人物を解説。年譜を付すとともに、初版刊行以後の追加

情報を補足する。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
대한민국 미술인 인명록 : 1850-1960 년 출생. 1 / 
김달진미술연구소 [編]. -- 서울 : 김달진미술연구소, 
2010.3. -- 319p ; 30cm -- (한국미술 기초자료 구축 및 
활성화 사업 ; 1) 
漢字タイトル: 大韓民國 美術人 人名錄. 
索引あり.  文献あり. 
ISBN: 9788996422303 
（大韓民国美術人人名録 : 1850-1960 年出生） K9-K10 
美術家 4,255 名、美術関係者 655 名の人名録。美術

家（故人）、美術家（存命）、美術関係者に大別し、氏

名、出生地、学歴、主要経歴、受賞歴、展示経歴等を収

録。排列はハングル字母順。 
 
표준국어 문법론 / 남기심, 고영근 공저. -- 제 4 판. -- 
서울 : 박이정, 2014.2. -- xvii, 504p ; 23cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788962925678 
（標準国語文法論） KJ43-K295 
 
＜科学技術＞ 
물 용어집 = Terminology in Water Science and 
Engineering / 한국물학술단체연합회 물 용어집 
편찬위원회 편집. -- 대전 : 한국물학술단체연합회, 
2011.8. -- xi, 1214p ; 26cm 
ISBN: 9788958329664 
（水用語集） M2-K9 
 
한국과학사상사 / 박성래 지음. -- 서울 : 책과함께, 

2012.5. -- 654p ; 24cm 
ISBN: 9788997735013 
（韓国科学思想史） M35-K13 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
한국 북디자인 100년 : 1883~1983 = Korean modern 
book design in 1883~1983 / 박대헌 지음. -- 파주 : 
북이십일 21 세기북스, 2013.10. -- 477p ; 27cm. -- 
(KI신서 ; 5255) 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788950951979 
（韓国ブックデザイン 100 年 : 1883~1983） UE71-K1 
「第 1 部 韓国ブックデザインの歴史」「第 2 部 

韓国ブックデザイナー」の 2 部分からなる。各部を開

化期 (1883-1910), 日帝期 (1910-1945), 光復期 (1945-
1950), 朝鮮戦争期(1950-1953), 復興期(1953-1977), 産
業期(1977-1983)に分け、各時期の出版事情、主要なデ

ザイナーの業績、書影を収録。巻末にハングル字母順の

索引を付す。 
 
학술정보의 탐색 및 활용 / 곽동철, 노영희 공저. -- 
개정판. -- 서울 : 조은글터, 2013.3. -- 496p ; 25cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 9788993419344 
（学術情報の探索および活用） UL31-K15 
 
북한출판물 도서목록 = Catalogue of Korean 
publication / 조선출판물수출입사 [編]. -- 평양 : 
조선출판물수출입사, 2013.8. -- 557p ; 26cm  
（北韓出版物図書目録） UP6-K14 
『조선출판물목록』（조선출판물수출입사、2010 年

刊、当館請求記号 UP6-K12）の影印。金日成日の著作

をはじめ、社会科学、科学技術、年鑑・辞典、文学芸術、

外国語に翻訳された図書、葉書・パンフレット、映画や

音楽を収めた電子媒体（DVD, CD-ROM, VideoCD な

ど）、定期刊行物（新聞・雑誌など）に分類して収録。

項目は、タイトル、タイトルの英訳、本文の概要、大き

さ、ページ数、出版者、出版年、価格（ユーロ建て）。

翻訳資料は翻訳された言語を併記。定期刊行物は朝鮮語

編、外国語編に分かれ、年発行回数を併記。 
 
日本語の部 

 
＜政治･法律･行政＞ 
竹島問題 100 問 100 答 : 日本人として知っておくべき

わが国固有の領土 / 第 3 期竹島問題研究会 編. -- 東
京 : ワック, 2014.3. -- 240p ; 21cm 
「Wil」 3 月号増刊. 
年表あり. A99-ZK4-L40 
 
韓国国籍法の逐条解説 = Commentary on Korean 
Nationality Law / 奥田安弘, 岡克彦, 姜成賢 著. -- 東
京 : 明石書店, 2014.6. -- 222p ; 21cm 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4030-2  AK4-911-L1 
 
＜経済･産業＞ 

韓国経済がわかる 20 講 : 援助経済・高度成長・経済危

機・グローバル化の 70 年の歩み / 裵海善 著. -- 東京 : 
明石書店, 2014.6. -- 180p ; 21cm 
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年表あり.  索引あり.  
ISBN: 978-4-7503-4031-9 DC147-L8 
 
＜社会・労働＞ 
慰安婦問題 / 熊谷奈緒子 著. -- 東京 : 筑摩書房, 
2014.6. -- 238p ; 18cm. -- (ちくま新書 ; 1075) 
文献あり. 
ISBN: 978-4-480-06782-1 EG71-L37 
 
＜歴史・地理＞ 
朝鮮王朝儀軌 : 儒教的国家儀礼の記録 / 韓永愚 著 ; 
岩方久彦 訳. -- 東京 : 明石書店, 2014.4. -- 878p 図版

77p ; 22cm 
文献あり.  索引あり.  
ISBN: 978-4-7503-4000-5  GE127-L15 
 
先進国・韓国の憂鬱 : 少子高齢化、経済格差、グロー

バル化 / 大西裕 著. -- 東京 : 中央公論新社, 2014.4. -- 
264p ; 18cm. -- (中公新書 ; 2262) 
文献あり.  年表あり. 
ISBN: 978-4-12-102262-2  GE136-L22 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
身につく韓日・日韓辞典 = Practical Korean-Japanese 
Japanese-Korean Dictionary / 尹亭仁 編. -- 東京 : 三
省堂, 2014.7. -- 887p ; 19cm 
ISBN: 978-4-385-12298-4  KJ42-L7 
 
韓国語似ている動詞使い分けブック : 豊富なイラスト

と解説で違いがわかる / 河村光雅, 盧載玉, 梁貞模 著. 
-- 改訂版. -- 東京 : ベレ出版, 2014.7. -- 423p ; 19cm 
ISBN: 978-4-86064-401-7 Y48-L77 
 
欧文の部 

 
＜歴史・地理＞ 
Historical dictionary of Pyongyang / Justin Corfield. -- 
xxiii, 232 pages :illustrations ; 24cm. -- (Anthem 
historical dictionaries of cities)   
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9780857282347 (ISBN-13 : hbk.) -- 0857282344 
(hbk.) GE8-B101 
 
 
3 アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
ビジュアル世界切手国名事典. アジア・オセアニア編 / 
板橋祐己 著. -- 東京 : 日本郵趣出版 ; 東京 : 郵趣サー

ビス社 (発売), 2014.5. -- 110p ; 21cm. 
文献あり.  索引あり. 
ISBN: 978-4-88963-770-0 DK331-L30 
 
ビジュアル世界切手国名事典. 中東・アフリカ編 / 板
橋祐己 著. -- 東京 : 日本郵趣出版 ; 東京 : 郵趣サービ

ス社 (発売), 2014.9. -- 119p ; 21cm. 
文献あり.  索引あり.  
ISBN: 978-4-88963-774-8 DK331-L33 
 

長崎大学経済学部東南アジア研究所所蔵戦前期文献目

録 / 長崎大学経済学部 編. -- 長崎 : 長崎大学経済学部, 
2014.3. -- 5, 488p ; 30cm. GB1-L8 
長崎大学経済学部の前身である旧制長崎高等商業学校

に設置された研究館およびその後身の大東亜経済研究所

が収集した 1945 年以前の刊行物を収録。「Ⅰ. 国内機

関等刊行物」「Ⅱ. 旧植民地関係機関等刊行物」「Ⅲ. 
諸外国刊行物」「Ⅳ. 営業報告書」「Ⅴ. 雑誌」の 5 部

からなり、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは 9,914 点、Ⅳは 210 社、Ⅴは

748 タイトルを収録。 
 
Dictionary of Wa : with translations into English, 
Burmese and Chinese = Phuk lai toe : dee bleeh lox 
Vax lox Hawx--lox Man--lox Enggalang = Pug lāi 
doui : ndēe nbleeih loux Vāx loux Hox--loux Man--
loux Eing Ga Lang / by Justin Watkins. -- 
Leiden ; Boston : Brill, 2013. -- 2 volumes ; 25cm. -- 
(Handbook of Oriental studies. Section three, 
Southeast Asia, ISSN: 0169-9571 ; volume 21 
=Handbuch der orientalistik) 
Title also in Burmese and Chinese. 
Includes bibliographical references. 
In English, Mon-Khmer language, Burmese and 
Chinese. 
v. 1. A-M -- v. 2. N-Z. 
ISBN: 9789004255777 (hardback : set : acid-free 
paper) ; 9789004260566 (hardback : v. 1 : acid-free 
paper) ; 9789004260573 (hardback : v. 2 : acid-free 
paper)   (KL62-P5) 
ワ語はモン・クメール諸語の一つで、主に中国の雲南

省とミャンマーのシャン州の国境地域で使用されている。

本書はワ語 12,000 語について、ミャンマーの正書法に

よるアルファベット表記を見出し語としてビルマ語、中

国語、英語を対照し、7,000 の例文を収録。排列はアル

ファベット順。第 2 巻巻末に「Wa Personal Names」
「Wa Language Place Names」など 7 の付録、参考文

献、中国のアルファベット表記とミャンマーの正書法表

記の対照表を付す。 
 
東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 
Dictionary of Kammu Yùan language and culture / 
Jan-Olof Svantesson, Kàm Ràw (Damrong Tayanin), 
Kristina Lindell, Håkan Lundström ; with botanical 
identifications by Lennart Engstrand, Marie Widén 
and Björn Widén. -- Copenhagen K, Denmark : NIAS 
Press, 2014. -- xxxvi, 462 pages : illustrations ; 31cm. -
- (The Kammu world ; NIAS reference library ; no. 6) 
Includes bibliographical references (pages xxix-xxxvi) 
and index.  
ISBN: 9788776941161  (KL62-P6) 
クム語はモン・クメール諸語の一つで、主にラオス北

部で使用されている。本書はクム語ニュアン（ユアン）

方言の語彙 6,000 語について、国際音声記号（IPA）に

よる読みを見出し語として語義、関連語、解説、挿図な

どを収録。排列はアルファベット順。巻末に地図、地名

索引、主題別索引、英語索引を付す。 
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南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 
Pashto-English dictionary / Zeeya A. Pashtoon. -- 
First edition. -- Hyattsville, MD, USA : Dunwoody 
Press, 2009. -- vi, 853 pages ; 28cm. 
"Intended for professional Pashto-to-English 
translators of modern Pashto written materials"--
Preface. 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9781931546706 (KN72-P29) 
 
＜インド＞ 
Encyclopedia of Hinduism / chief editor, K.L. 
Seshagiri Rao ; editor in chief, Kapil Kapoor ; 
associate editors, Rajnish K. Mishra & Santosh K. 
Shukla ; managing editor, Sadhvi Bhagawati 
Saraswati. -- San Rafael, California : Mandala 
Publishing, [2013] -- 11 volumes : illustrations (chiefly 
color) ; 29cm. 
Includes bibliographical references and indexes. 
v. 1. A-As -- v. 2. As-B -- v. 3. C-D -- v. 4. E-Hi -- v. 5. Hi-
Ka -- v. 6. Ka-Ma -- v. 7. Ma-Pa -- v. 8. Pa-R -- v. 9. S-So 
-- v. 10. So-T -- v. 11. U-Z. 
ISBN: 9781608871759 (hbk. : set)  (HR141-P143) 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
アラブ・イスラム・中東用語辞典 / 松岡信宏 著. -- 東
京 : 成甲書房, 2014.7. -- 281p ; 20cm. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 978-4-88086-315-3  GE8-L4 
 
情報通信技術用語辞典 = Dictionary of information 
and communication technology terms :日本語-英語-

アラビア語 / イサム・ブカーリ 総監修 ; ハキマ・バ

トハウィ, 岡村泰子 編. -- 東京 : サウジアラビア大使

館文化部, 2014.4. -- 239, 189p ; 26cm. 
ISBN: 978-4-905029-10-6  M2-L15 
 
The Oxford encyclopedia of Islam and women / 
Natana J. Delong-Bas, editor in chief. -- Oxford ; New 
York : Oxford University Press, [2013] -- 2 volumes ; 
26cm.-- (The Oxford Islamic world encyclopedia 
series) 
Includes bibliographical references and index. 
v. 1. Ābīsh Khātūn bint Sa'd II-Mut'ah -- v. 2. Names 
and naming-Ziyārah. 
ISBN: 9780199764464 (set) ; 9780199998036 (v. 1) ; 
9780199998043 (v. 2)  (E2-P15) 
イスラームにおける女性とジェンダーに関する 400

余項目を収録。排列はアルファベット順。各項目に参考

文献を付す。第 2 巻巻末に主題別項目一覧、執筆者要

覧、索引を付す。 
 
Encyclopaedia Islamica / editors-in-chief, Wilferd 

Madelung, Farhad Daftary ; editor-in-chief of the 
original Persian edition, Kazem Musavi Bojnurdi. -- 
London : Brill, in association with The Institute of 
Ismaili Studies, 2008- -- v. : ill. (some col.) , maps ; 
28cm. 
"An abridged translation by the Institute of Ismaili 
Studies of the Dāʾ irat al-maʻārif-i buzurg-i Islāmī 
published in Persian by the Centre for Iranian and 
Islamic Studies." 
Also available online. 
Includes bibliographical references. 
v. 1. ʻAbāʾ -Abū Ḥanīfa. v. 2. Abū al-Ḥārith-Abyānah. v. 
3. Adab-al-Bāb al-Ḥādī'ashar. v. 4. Bābā Afḍal-Bīrjandī.  
ISBN: 9789004168602 (v. 1) ; 9789004178595 (v. 2) ; 
9789004191655 (v. 3) ; 9789004246911 (v. 4) 
 (HR32-P30) 
ペルシア語のイスラーム大百科事典  اسالمی بزرگ المعارف دائرة

1989、مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی）  年-、当館請求記号

Y771-B16）の英語版。ペルシア語版から西洋の読者層

にとって関心および関係のある項目を選び、内容を改訂、

要約して編集。全 16 巻と補遺を刊行予定。シーア派に

関する項目を多く収録する。排列は見出し語のアルファ

ベット順。各項目に参考文献を付す。 
 
A new catalogue of Arabic manuscripts in the 
Bodleian Library, University of Oxford / series editor, 
Colin Wakefield. -- Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2011- -- volumes ; 26cm. 
Includes bibliographical references and indexes. 
v. 1. Medicine. 
Primarily in English, with some text in Arabic. 
ISBN: 9780199513581 (v. 1)  (UP72-P90) 
 

＜イラク＞ 
The Iraq War encyclopedia / Thomas R. Mockaitis, 
Editor. -- Santa Barbara, California : ABC-
CLIO, [2013] -- xxv, 542 pages : illustrations, maps ; 
26cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780313380624 (hard copy : alk. paper)  
 GE8-B99 
イラク戦争に関する人物、地名、出来事、法令、軍事

関係事項など 250 余項目を収録。排列は見出し語のア

ルファベット順。各項目に参考文献を付す。巻末に年表、

文献目録、索引を付す。 

 
中央アジア 
 
＜キルギス＞ 
Финансы предприятий Кыргызской Республики 
2007-2011 : годовая публикация / Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. -
- Бишкек : [publisher not identified], 2012. -- 218 
pages ; 29cm. 
ISBN: 9789967268418  (DT363-P4) 
（キルギス共和国の金融企業統計集 2007-2011） 
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 3 
 
アジア情報室では、近年、社会科学分野の資料を重視して収集している。具体的には、アジア各

国・地域における立法や政策動向等を知るために必要な政府刊行物や研究書等である。 
これらの資料は、国立国会図書館の第一の任務である国会サービス（国会議員に対する各種の調

査報告、資料・情報等の提供）に資することを目的としているが、同時に、現代アジア各国・地域

の政治、法律、経済、社会等について調査研究を行う方々にも、広くご活用頂きたい。 
アジア情報室の社会科学分野の資料をより多くの方に知って頂くため、前号に続き、中国と韓国

の最近の動向を知るうえで有益と思われる資料について、内容をやや詳しく紹介する。 
 
（凡例） 文献番号（通番） 編著者名（日本語表記）『書名（日本語訳）』出版地：出版者, 出版年月,  

ページ数. 【当館請求記号】 
 
1 中国 

 
1.5 刘世锦（劉世錦）主编『中国经济增长十

年展望 : 2013-2022 : 寻找新的动力和平衡（中

国の経済成長 今後 10 年の展望 : 2013-

2022 : 新たな原動力と均衡を求めて）』北

京 : 中信出版社, 2013.4, IX, 552p【DC157-
C323】   
主編者の劉世錦は、国務院発展研究センター

（国务院发展研究中心）の副センター長、研究

員。経済理論、経済政策を専門とし、企業改革、

経済制度などを研究している1。同センターは、

国民経済、社会発展、改革開放に関する研究及

び共産党中央、国務院への政策提案、コンサル

ティングを主要な任務とする国務院の直属機関

である2。 
今日、中国経済の成長鈍化が指摘されるが、

本書によれば、高度経済成長を実現し、国民所

得が一定の水準に達した後に成長が減速するの

は、日本を含め、第二次大戦後に高度経済成長

を遂げた国々の経験則にも合致する事象である。   
本書は、現在の中国を高度成長期から中速の

成長期への転換期と位置付け、中国における経

済、産業の各分野について、これまでの発展状

況や特徴を分析し、課題を明らかにするととも

に、具体的数値を交えて今後 10 年の成長予測

                                 
1 劉世錦（Liu Shijin）については、下記を参照。 
http://en.drc.gov.cn/official_lsj.html [英語版] 
http://www.drc.gov.cn/zxzj/8.htm [中国語版] 
2 国務院発展研究センター（Development Research 
Center of the State Council）については、下記を参照。 

http://en.drc.gov.cn/2013-08/29/content_16930106.htm 
[英語版] 
http://www.drc.gov.cn/gyzx/zxzn.htm [中国語版] 

を示す。 
中国経済の中長期的な動向予測を分野別にま

とめた資料は少なく、安定的、持続的成長に向

けた中国の経済政策を考察するうえで、基礎的

情報を提供する一冊と言える。 
 
第 1 章「中国現代化プロセスの見通しと“三

大転換”」は、本書の総論にあたる。まず、中

国経済、中国社会の今日までの発展状況と直面

する課題を整理する。次に、中国の発展をとり

まく今後 10 年間の国内環境及び国際環境の変

動を予測する。続いて、2020 年までの GDP
や一人当たり GDP などの数値を予測する。最

後に、中国の現代化プロセスの加速に必須な 3
つの転換として、「公平な競争の促進とイノベ

ーション活力の刺激に重点を置いて、経済発展

モデルを着実に転換すること」、「機会均等を

促進し、透明性と公衆参加を向上させることに

重点を置いて、社会統治モデルを積極的に創新

すること」、「競争優位を高め、長期安定的な

互恵関係を構築することに重点を置き、国際社

会で積極的な役割を果たすこと」を挙げ、それ

らの実現に必要な措置をそれぞれ提言する。 
第 2 章以降は、経済、産業の各分野について、

今日までの成長の軌跡を整理し、今後の成長を

予測する。中国経済全体を俯瞰する「今後 10
年の展望」（第 2 章）以下、とりあげる分野は、

都市住宅（第 3 章）、インフラ（第 4 章）、自

動車（第 5 章）、輸出（第 6 章）、人的資本

（第 7 章）、イノベーション（第 8 章）、全要

素生産性（第 9 章）、実質為替レート（第 10
章）、農業（第 11 章）、製造業（第 12 章）、

サービス業（第 13 章）、金融（第 14 章）、
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地域経済（第 15 章）、都市化（第 16 章）、エ

ネルギー（第 17 章）、水資源（第 18 章）、土

地（第 19 章）及び二酸化炭素排出（第 20 章）

である。  
なお、本研究書の続編『中国の経済成長 今

後 10 年の展望 : 2014-2023 : 改革中に成長の

新常態を形成する』3では、「新常態（ニュー

ノーマル）4」をキーワードに、高度成長から

中速の成長に移行しつつある中国経済の新たな

段階を展望している。各論の構成は、2013-
2022 年版と同様である。 

 （アジア情報課 濱川 今日子） 
 
1.6 周弘『中国援外 60年 = China’s Foreign 
aid : 60 years in retrospect（中国の対外援助

60 年）』北京 : 社会科学文献出版社, 2013.6. 
2, 8, 325p.【DE81-C5】 
主編者の周弘は、中国社会科学院欧州研究所

の所長兼研究員である。比較社会政策史、対外

援助、欧州統合の政治と歴史等を専門とする。 

 近年、中国による対外援助のあり方が批判的

に論じられることが多いが、中華人民共和国が

建国直後の 1950 年に対外援助を開始した事実

は、あまり知られていない。本書は、中国にお

ける対外援助 60 年の歴史を、国際的背景や外

交戦略を踏まえつつ、対象地域別、年代順に整

理したものである。 
 
本書は 6 章からなる。第 1 章「中国対外援助

の政策及びメカニズム」では、計画経済期

（1950 年代～70 年代）、改革開放期（1970
年代末～1990 年代）、21 世紀の 3 つの時期に

分け、それぞれの時代における対外援助にかか

る基本的指針、援助の方式、内容、中国の経済

体制及び経済状況との関係、援助が中国と諸外

国との関係に与えた影響などについて概括する。 
 第 2 章「中国の対外援助と国際組織」では、

国際機関を通じて実施する中国の対外援助につ

いて、沿革、加盟機関、財政規模、援助方式、

                                 
3 刘世锦『中国经济增长十年展望 : 2014-2023 : 在改革
中形成增长新常态』中信出版社, 2014.4, IX, 402p. 
【DC157-C348】 
4 「習氏、経済は『新常態』」『日本経済新聞』

2014.9.6, p.2. 

中国国内における政策決定のメカニズム、外交

戦略及び独自性を整理する。 
 第 3 章「中国のアフリカ援助」では、サブサ

ハラ・アフリカで初めて中華人民共和国と国交

を樹立し、また、同地域で初めて中国からの経

済技術援助を受けたギニアを例に、アフリカの

新独立国に対する対外援助の展開を検討する。

同時に、反帝国主義、反植民地主義の統一戦線

の形成、中国に対する国際的支持の開拓といっ

た、政治的目標の達成を最優先とするアフリカ

支援の特徴を論じる。さらに、中国の経済状況

や国力に合わせてたびたび更新された、政府の

対外援助方針の変遷を整理し、中国経済の市場

化に伴う政府の役割の変容や資金援助方式の変

化を分析する。 
 第 4 章「1950 年代から 1970 年代末におけ

る中国の東南アジア援助」では、まず、同じ社

会主義陣営の「兄弟国家」であるベトナムに対

する援助を取り上げる。第 1 次インドシナ戦争

への軍事的支援から始まり、戦後の復興支援、

ベトナム戦争期、中国とベトナムとの関係悪化

による援助終了までの援助内容、両国間関係、

国際関係を整理する。続いて、非同盟諸国であ

ったカンボジア、ラオス、ミャンマー、インド

ネシアに対する支援を検証する。最後に、ベト

ナムと上記非同盟諸国で異なっていた援助の目

的や規模、外交上の成果と限界などを論じる。 
 第 5 章「中国の中央アジア援助外交とその影

響」では、中央アジア諸国に対する援助につい

て整理する。ソ連の崩壊により誕生したこれら

の国々に対して、安全保障の観点から始められ

た援助が、規模を拡大し、エネルギー、経済等

にも分野を広げる過程を検証する。また 2001
年の上海協力機構発足によりさらに多様化した

援助方式及び援助分野にも言及する。 
 第 6 章「中国の南米及びカリブ地域に対する

援助」では、1960 年代に開始した南米諸国に

対する援助について、援助対象国、援助規模、

援助方式の変遷を整理する。中国の南米外交に

とって援助は有効な政策手段となったこと、支

援対象国の数は増加したものの対象国の変化も

多く、深化は不十分であることなどを指摘し、

今後の同地域に対する援助のあり方を検討する。 
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なお、中国の対外援助の概要をまとめた政府

刊行物として、『中国の対外援助（中国的对外

援助）』があるので5、併せて参照されたい。 
 （アジア情報課 濱川 今日子）  

 

2 韓国 

 
2.4 손영태 지음 （ ソ ン ・ ヨ ン テ 著 ）

『해양경찰법체계 = Legal system in korea 
coast guard relevant laws（海洋警察法体系）』

ソウル, 知識人共同体知識人, 2013.9, 413p. 
【AK4-471-K9】 
著者（韓国海洋警察学会理事）の博士学位論

文（「海洋警察法体系の改善方案に関する研究」

東国大学校, 2013）を基礎として、韓国の海洋

警察関係の法体系の現状と課題を整理した資料

である。海洋警察庁の活動については、

『해양경찰백서（海洋警察白書）』【Z41-
AK373】で知ることができるが、法的課題につ

いて解説した当館蔵書としては、現在のところ、

本書が唯一である。 
本書は、韓国の「政府組織法」上、海洋警察

は、陸上警察と対等の位置を占めるにも関わら

ず、警察機関に対する法律的・理論的検討にお

いて、海洋警察が軽視される傾向にあるとの問

題意識に基づく。そのため、全編を通じて、陸

上警察との比較に基づいて論を進めており、韓

国の陸上警察に関する記述も多い。 
 
本書は 6 部構成である。 
第 1 編「海洋警察の代表的な組織法及び作用

法」では、陸上警察が、行政組織法（「警察

法」）と行政作用法（「警察官職務執行法」）

を備える一方で、海洋警察については、個別の

組織法と作用法が整備されていない点を指摘す

る。 

                                 
5 [中国語版] 中国人民共和国国务院新闻办公室『中国
的对外援助（2014）』2014.7. 
http://www.gov.cn/zhengce/2014-07/10/content_271546
7.htm 
 [英語版] Information Office of the State Council The 
People’s Republic of China “China’s Foreign Aid” July 
2014. 
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/Document/137
5014/1375014.htm 

第 2 編「海洋警察は正しく評価されているの

か」では、海洋警察の一般的な機能や職務範囲、

海洋警察庁の組織体制等について、陸上警察と

の比較を交えつつ解説する。 
第 3 編「主要国家の海洋警察制度」では、海

外事例として、米国の沿岸警備隊と日本の海上

保安庁の概要を紹介し、韓国の海洋警察制度と

比較する。 
第 4 編「海洋警察組織法は準備されなければ

ならないか」では、海洋警察に関する組織法の

問題点を扱う。「政府組織法」の概括的な規定

以外に個別の組織法がないことから、法整備が

必要であると説く6。 
第 5 編「海洋警備法は海洋警察の一般法的な

資格を備えているのか」では、海洋警察に関す

る作用法の課題を扱う。2012 年制定の「海洋

警備法」も、海洋警察庁の一部業務について規

定するのみであることから、海洋警察庁は、

「警察官職務執行法」や、他機関の個別法令を

援用して活動せざるを得ない現状であると指摘

する。 
第 6 編「海洋警察法体系の改善のための政策

提案」では、国際化や業務の多様化等、海洋警

察を取り巻く環境が変化する中で、海洋警察に

関する明確な根拠法が必要であることを再確認

する。あわせて組織体系・職務範囲の明確化、

中立性の確保等、今後必要な政策提言を行う。 
（アジア情報課 福山 潤三）

                                 
6 「政府組織法」第 43 条 
第 2 項 海洋における警察及び汚染防除に関する事務

を管掌するため、海洋水産部長官の所属として、海洋警

察庁を置く。 
第 3 項 海洋警察庁に庁長 1 名と次長 1 名を置き、庁

長及び次長は、警察公務員に補する。 
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