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ると指摘する。 
（アジア情報課 水流添 真紀） 

 
1.12.  李莉 著『内地与香港初中中国历史教科

书比较研究（中国本土と香港における初級中学

の中国史教科書の比較研究）』武汉：華中科技

大學出版社, 2014.7. 4, 305p. 【FC49-C19】 
 
本書は、中国本土と香港における初級中学

（日本の中学校に相当）の歴史教科書に関する

制度及び内容を比較する。比較項目は、両地に

おける教科書制度（第 2 章）、中国史教科書の

編集執筆指導の思想（第 3 章）、編集執筆の原

則（第 4 章）、体裁（第 5 章）、構成（第 6
章）、ページデザイン（第 7 章）、内容（第 8
章）である。以下、内容の一部を紹介する。 

 
第 2 章は、中国本土及び香港における教科書

制度の変遷を比較する。中国本土では、中華人

民共和国の成立以降、国定教科書が採用されて

いたが、1980 年代半ばの教育改革により、検

定制に移行した。他方、香港の教科書は自由発

行制である。ただし、出版社は教科書の見本を

教育局の審査にかけることができ、審査に合格

すれば、「推薦教科書リスト」に掲載される。 
第 3 章は、中国本土及び香港における歴史教

育の主旨、方針の変遷と、それらの歴史教科書

編纂への影響を比較分析する。中国本土と香港

は、いずれも歴史教科書の編集執筆の指針とすべ

き政府文書、すなわち中華人民共和国教育部が制

定した『義務教育歴史課程標準』（2011 年）6、

香港課程発展議会7が編訂した『中国歴史科課

程綱要（中一から中三）』（1997 年）8がある

が、両者の内容は大きく異なる。例えば、中国

本土における歴史教育の目的が、社会主義の核

心的価値観や愛国主義のかん養であるのに対し、

香港のそれは、優良な品徳や、国家への帰属感、

社会への責任感を育むことである。また、中国

                                 
6 中华人民共和国教育部「义务教育历史课程标准」

2011.6. 
http://ncct.moe.edu.cn/uploadfile/2014/1115/201411150
14657982.pdf 
7 香港特別行政区行政長官の委任に基づく独立した組織

で、教育課程について政府に意見を提出することを任務

本土では、上記『標準』に従って教科書を編集

することが明確に求められ、編集者の裁量は小

さいが、香港では、上記『綱要』への準拠を義

務とする明示的規定はなく、編集者の裁量が比

較的大きい。 
第 8 章は、中国本土と香港の歴史教科書の内

容を比較する。全般的な特徴として、本土の教

科書は、古い時代ほど簡潔に、現代に近いほど

詳細に論じている。また、各時代の庶民の生活

史を重視している。さらに、愛国的な英雄や各

分野の偉人についての学習を通じ、人格教育や

愛国的情操の涵養を図っている。一方、香港の

教科書は、民族の団結や国家統一の維持に重点

が置かれ、「中国」「中華民族」といった呼称

の由来や歴代の民族融合政策などのほか、中国

の領土の一部とする台湾の歴史や事情について

も詳しく解説している。 
また、政治史では、中国本土の教科書は、

1919 年の五四運動とその後の歴史についての

記述が厚く、五四運動以降は中国共産党の歴史

に重点が置かれている。また、香港、マカオ、

台湾に関する重要な事件はあまり扱われていな

い。一方、香港の教科書は、歴代の政治制度、

政治改革、政治運動、重要な事件について詳し

く解説している。このほか、経済史、文化史、

史料の運用についても比較検討する。 
 
最後に著者は、良質な教科書を作成するに

は、構成及びページデザインを生徒の発達段階

と理解力に合致させること、また、そのうえで

適切な学習内容を選択する必要があると主張す

る。また、歴史教育においては、生徒が基礎的

な歴史知識を習得し、さらなる思考力や判断力

を獲得すること、民族の誇りや自信を養うこ

と、正確な世界観や価値観を形成することなど

が重要であると指摘する。 
（前 アジア情報課 濱川 今日子） 

 

とする。 
8 香港課程發展議會編訂「中學課程綱要 中國歷史科

（中一至中三）」1997. 
http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-
development/kla/pshe/CSS13CH.pdf 
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国立国会図書館関西館アジア情報室で所蔵するビルマ語資料について 

―評価と提言― 
 

原田 正美（岡山大学グローバル・パートナーズ特任准教授、 

前 国立国会図書館非常勤調査員） 

 

 

はじめに 
筆者は、平成 25（2013）及び 26（2014）

年度に、国立国会図書館の非常勤調査員とし

て、同館関西館アジア情報室で所蔵している

ビルマ語資料の整理及び蔵書評価等に携わっ

た。またその間、東京外国語大学附属図書館

及び大阪大学附属図書館外国学図書館から、

各館所蔵のビルマ語図書に関する貴重な情報

も得た。 
本稿では、2015 年 2 月時点でアジア情報室

が所蔵するビルマ語資料全体の状況について、

他機関との比較も行いながら、若干の評価を

試みる。 
 

1. ビルマ語図書の書誌データの公開 
アジア情報室所蔵のビルマ語資料を評価す

る前に、まず述べておかなくてはならないこ

とがある。それは、2015 年 1 月から、ビルマ

語図書の書誌データが NDL-OPAC（国立国

会図書館蔵書検索・申込システム）を通じて

オンラインで公開され、原綴りで、表示、検

索できるようになったことである1。オンライ

ンによる書誌データ公開は、国立国会図書館

内において他のアジア諸言語に遅れての実施

であったが、ビルマ文字による表示、検索が

可能になったことは、画期的である。 
従来、日本の図書館では、ビルマ語資料の

書誌情報については、欧米諸国の図書館と同

様に、ALA-LC 方式2の翻字を用いて表記、検

                                 
1、当館で所蔵するビルマ語の雑誌、新聞及び 1985
年以前に受入れた図書（東京本館所蔵）の書誌情報

は、2014 年以前から NDL-OPAC で公開されてい

る。ただし、上記は ALA-LC 方式の翻字により表記

されているため、検索する際には翻字を入力する必要

がある。 
2 米国議会図書館及び米国図書館協会によって定めら

れた、ローマ字以外の文字をローマ字に翻字する際の

索するシステムが採用されてきた。しかし、

この翻字は、ビルマ語を知る読者にとっては

ほとんど馴染みのない表記方法であった。こ

のため、次第に原綴りを補記し、検索結果に

原綴りが表示される方法がとられるようにな

ったが、この方法でもビルマ語のフォントが

もつ種々の問題から原綴りで検索することは

基本的に難しかった。 
しかし、この度の国立国会図書館の書誌デ

ータ公開では、図書の書誌情報を原綴りで表

示するだけでなく、Unicode 対応のビルマ文

字フォントを用いれば、検索も原綴りで行え

るようになった。他の図書館に先駆けてビル

マ文字による検索ができるようになったこと

の意義は、極めて大きい。このことを最初に

指摘しておきたい。 
 

2. アジア情報室所蔵ビルマ語資料の特徴 
日本には、国立国会図書館関西館アジア情

報室、東京外国語大学附属図書館及び大阪大

学附属図書館外国学図書館のほかにも、ビル

マ語資料を所蔵する図書館がある。例えば、

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研

究所図書館、京都大学東南アジア研究所図書

室、みんぱく（国立民族学博物館）図書室、

東洋文庫、福岡市総合図書館、龍谷大学図書

館、アジア図書館等である3。このほか、東京

の高田馬場には、ビルマ人自身が運営するモ

規則。 
3 主要図書館とビルマ語蔵書数などについては、やや

数字が古いが、以下を参照。 
リサーチ・ナビ「アジア情報機関ダイレクトリー」

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/directory/language/lang-
southeast/lang-bur/index.php 
ウェブサイトの最終アクセス日は、2015 年 11 月 20
日。以下同じ。 

2

アジア情報室通報　第 13 巻第 4号（2015.12）



アジア情報室通報 第 13巻第 4号（2015.12） 

 3

ータウチェー図書館4もある。 
各図書館で所蔵しているビルマ語資料には、

それぞれ特色がある。例えば、東京外国語大

学は、史資料ハブ地域文化研究拠点の成果と

して電子化された写本を公開しており、大阪

大学には、原田文庫、杉本文庫、大野文庫

（ビルマ語研究室所蔵）等の寄贈書が多い。

アジア経済研究所は、経済に関する統計資料

を多く所蔵している。 
それでは、アジア情報室所蔵のビルマ語資

料はどのような特色をもち、どのように位置

づけられるであろうか。まず、近年購入、整

理された蔵書の良さと気になる点、次に、

2000 年代以前に収集された図書の良さと弱点

という順で述べる。その後、逐次刊行物、新

聞等についても触れ、最後に若干の提言を述

べる。 
 

2.1. 近年収集された図書  

まず特徴として取り上げるべきは、アジア

情報室には、比較的年代の新しい図書が揃っ

ていることである。国立国会図書館は、2008
年から米国議会図書館（Library of Congress : 
LC、以下「LC」という。）ジャカルタ事務

所の東南アジア共同収集プログラム 
（Cooperative Acquisitions Program for 
Southeast Asia : CAP-SEA、以下「CAP-
SEA」という。）5のミャンマー刊行資料収集

プログラムに参加し、同年以降に刊行された

ビルマ語図書を購入している。 
比較のために、日本国内でビルマ語専攻が

置かれ、最大級のビルマ語蔵書を有する 2 つ

                                 
4 モータウチェー図書館（Moe Thauk Kye 
Library）の利用方法等については、電話でお問い合

わせいただきたい（03-3364-5163）。 
5 ジャカルタ事務所は、米国議会図書館のインドネシ

アにおける現地収集事務所である。米国議会図書館の

ほか、主に北米の大学図書館のために、東南アジア地

域資料の共同収集プログラムを実施している。 
Jakarta, INDONESIA, Library of Congress 
Overseas Offices, Cooperative Acquisitions 
Program for Southeast Asia (CAP-SEA) 
http://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-
coop.html 

の大学、すなわち大阪大学（ビルマ語専攻開

設は 1945 年6）及び東京外国語大学（同 1981
年）の各図書館の事情を簡単に紹介する。 
大阪大学附属図書館外国学図書館の場合、

3 年に一度の頻度で購入が行われており、

2000 年以降の出版物の所蔵は 600冊以上を数

える。主な内訳は、歴史が 190 冊、文学が

161 冊、言語が 88 冊、芸術 34 冊、社会科学

が 80 冊、仏教が 15 冊（このほか精霊信仰が

1 冊）である。これらの中には、選書した側

の専門に関わる文献、いわば目利きの研究者

が選んだ学術専門書、研究書が多く含まれて

いる7。 
他方、東京外国語大学附属図書館において

も、人文・社会系各分野の良書、必携書が揃

えられており、また、希少な雑誌の一括購入

なども行われていた様子が窺えた。ただし、

ビルマ語図書の新規購入は一時期から止めて

いるとのことであった8。 
両大学に比し、アジア情報室の場合、比較

的新しいビルマ語の書物が揃っているという

だけでなく、その分野は多岐にわたっている。

すなわち、偏りなくバランスよく収集し、宗

教、民族、政治関係においても、メジャー、

マイナーの別なく揃えている。例えば、2015
年 2 月までにオンラインで書誌が公開された

図書約 270 タイトルのうち、宗教関係では、

仏教は 28 冊、キリスト教は 13 冊、イスラム

教は 4 冊となっている。また、国民民主連盟

（National League for Democracy : NLD、党

首はアウン・サン・スーチー氏）の共同設立

者で、1989 年から 20 年近く投獄されていた

6 当時は大阪外事専門学校。その後、大阪外国語大学

を経て、2007 年 10 月に大阪大学外国語学部となっ

た。 
7 2014 年中頃に筆者聞取り。約 3 年に一度の頻度で

ビルマ語資料が購入されている（2009 年に 292 冊、

2012 年に 281 冊）。大阪大学附属図書館箕面地区図

書館サービス課外国学図書館班のご協力による。記し

て感謝申し上げます。 
8 2014 年 9 月 26 日に筆者聞取り。ちなみに蔵書数

は、1999 年の 964 冊から 2013 年の 3,540 冊へと増

加しているが、これは未整理資料の整理が進んだため

である。 

3
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In English. 
ISBN: 9789679948592 ; 9679948595 (D4-P27) 

＜ミャンマー＞ 
ေခတသ်စ ်ြမန်မာ-အဂ�လပ်ိ အတိေ်ဆာငအ်ဘဓိာန် = The khit 
thit Myanmar - English pocket dictionary / 
ေခတသ်စစ်ာတညး်အဖဲွ� မ� ြပ�စ��ပီး 
ဆရာဦးစိ�းေသးွတညး်ြဖတ်ြပငဆ်ငသ်ည ်-- ရနက်�န ်: ေခတသ်စစ်ာေပ, 
[2000?] -- 696p. ; 12cm.          Y746-TS-452 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 

Oxford English Sindhi dictionary = Oksforḍ Angrezī 
Sindhī Ḍikshnarī. -- Chāpo 1. -- Karācī : Auksfarḍ Yūnivarsiṭī 
Pres, 2010. -- xvi, 2096 pages ; 25cm. 
"English text from the Concise Oxford Dictionary, 
Ninth Edition" -- Title page verso. 
In English and Sindhi. 
ISBN: 9780195978216 ; 0195978218 (KN52-P41) 
 

＜インド＞ 
Dictionary of the Great Andamanese language : 
English--Great Andamanese--Hindi / Anvita Abbi ; 
with technical assistance from Karen Buseman ; with 
a foreword by Christopher Moseley. -- Delhi : Ratna 
Sagar, 2012. -- lxx, 477 pages ; 25 cm +  1 CD-ROM (4 
3/4 in.) 
Includes indexes. 
In English, Andamanese and Hindi. 
ISBN: 9789350361252 ; 9350361256 (YU111-P110) 
 
＜バングラデシュ＞ 
Historical dictionary of Bangladesh / Syedur Rahman. 
-- 4th ed. -- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2010. -- 
lxviii, 442p. ; 23cm. -- (Historical dictionaries of Asia, 
Oceania, and the Middle East ; no. 75) -- Rev. ed. of: 
Historical dictionary of Bangladesh / Craig Baxter and 
Syedur Rahman. 
Includes bibliographical references (p. 359-440). 
ISBN: 9780810867666 (cloth : alk. paper) GE8-B75 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The Oxford encyclopedia of philosophy, science, and 
technology in Islam / Ibrahim Kalin, editor in chief. -- 
Oxford ;   New York : Oxford University Press, [2014] 
-- 2 volumes ; 26cm. 
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9780199358434 (v. 1) ; 0199358435 ; 
9780199358441 (v. 2) ; 0199358443 ; 9780199812578 
(set) ; 0199812578 (set) (M2-P4) 
 
 

＜シリア＞ 

Historical dictionary of Syria / David Commins and 
David W. Lesch. -- Third edition. -- Lanham : The 
Scarecrow Press, Inc., 2014. -- xxxv, 485 pages : maps ; 
24cm. -- (Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East). 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9780810878204 (cloth : alk. paper) ; 0810878208 
(cloth : alk. paper) GE8-B103 
 
＜レバノン＞ 
Historical dictionary of Lebanon / Asʻad AbuKhalil. -- 
Lanham, Md. : Scarecrow Press, 1998. -- xxi, 269p. : 
maps ; 23cm. -- (Asian historical dictionaries ; no. 30) 
Includes bibliographical references (p. 235-268). 
ISBN: 0810833956 (cloth : alk. paper) GE8-A81 
 
中央アジア 
 

＜ウズベキスタン＞ 

簡明ウズベク語辞典  = QISQACHA O'zbekcha-
Yaponcha Lug'at / 中嶋善輝 著. -- 吹田 : 大阪大学出版

会, 2015.2. -- 305p ; 19cm. 
ISBN: 978-4-87259-482-9 KJ122-L2 
 

＜カザフスタン＞ 
Historical dictionary of Kazakhstan / Didar 
Kassymova, Zhanat Kundakbayeva, Ustina Markus. -
- Lanham : Scarecrow Press, 2012. -- xxxvii, 323p. ; 
24cm. -- (Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East). 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9780810867826 (cloth : alk. paper) ; 
9780810879836 (ebook) GE8-B89 
 
＜タジキスタン＞ 

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик / сармуҳаррир А. 
Қурбонов. -- Душанбе : Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2011- -- volumes : 
illustrations (chiefly color), color maps ; 27cm. 
In Tajik (Cyrillic). 
ISBN: 9789994733453 (v. 1) ; 9789994733524 (v. 2) ; 
9994733451 Y787-TS-102 
（タジキスタン百科事典） 
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故ウー・ウィンティン氏の著作ဘာလဟဲဲ ့လ�င့ရဲ
（『何という人の世の地獄』国立国会図書館

請求記号【Y746-TS-127】、以下同じ）も遺

漏なく含まれている。 
また、新刊書という場合、必ずしも全く新

たに刊行されたものとは限らず、古典作品の

復刻版である場合も少なくないが、その場合

も、例えば、မဏရိတနာပံ�ကျမ်း（『法珠建白書』

【Y746-TS-200】）等のように、復刻により

内容の充実を図って書物の価値を高めている

ものを所蔵している。この資料の場合、校訂

版として、古語、パーリ語の借用語、宮廷用

語、ビルマ式年月の表記を西暦にする等々の

注釈が施されている。復刻版には、そのよう

な良書が含まれている場合が少なくない。 
そのほか、近年の出版物はまた、時代の変

化に伴う出版事情の変化をも反映している。

例えば、装丁や紙質の向上、出版印刷のデジ

タル化、海外での出版、民主化ならびに表現

の自由を含む人権意識の高まり等は、あらゆ

る意味で、時代を映す良質の出版物の刊行を

可能にしている。その意味でも、アジア情報

室の所蔵資料には、新刊の良書が数多く見ら

れる。 
 
以上のように、2008 年から CAP-SEA によ

り新規購入した資料群には、イスラム教、キ

リスト教、少数民族の宗教、少数言語、軍政

からは反政府と位置づけられた民主化運動に

関するもの等、多様な文献が収められている。

これは、LC が多様な文献を収集する方針を

採用していることと、アジア情報室の担当者

がその中からバイアスなく選書したことの結

果によると思われる。それはすなわち、「良

心の選書」ともいうべき蔵書構築のあり方と

言えよう。 
 ただし、「良心の選書」は、裏を返せば、

特色ある蔵書を積極的に構築しようとしてい

ないことでもある。あらゆる分野が平等にあ

                                 
9 「国立国会図書館所蔵 ビルマ語図書目録（1988 年

8 月以降整理分）」『アジア資料通報』35 巻特集号, 
1997.4. 

るという多様性は、敢えて言えば散漫であり、

研究者、一般読者いずれの需要にも対応して

いないとも言えよう。 
しかし、場合によっては、本国の状況の変

化により入手困難になる文献を確保する、と

いう結果につながる可能性もある。例えば、

宗教対立などの理由から本国では所在不明も

しくは入手困難になった文献が、結果として

日本の国立国会図書館の蔵書の中に見つかる

といったことは、十分に予想できる。 
 

2.2. 2000 年代以前に収集された図書 

次に、2000 年代以前に収集され、整理され

ている蔵書及び現在整理中の蔵書を見てみよ

う。「仏教」「歴史・地理」「言語・文学」

の 3 分野が約 6 割を占めており、基本的にい

ずれの分野でも古典的位置づけがなされてい

る図書が揃っている。しかし、法律、統計、

年鑑等の基礎資料は不足しているように思わ

れる。 
また、1988 年 8 月から 1993 年 9 月までに

整理された 768 タイトルの目録9を見ると、各

分野内の蔵書構成に偏りがあったことが一目

瞭然である。一例をあげれば、思想・宗教の

カテゴリーに入る文献 23 冊のうち、22 冊は

占星術にかかわるもので、残りの 1 冊も仏教

史であった。要するに、キリスト教、イスラ

ム教にかかわる文献は、以前は何とゼロであ

ったのである。ただ、これはアジア情報室の

みに見られる現象ではなく、それまでの宗教

に関するビルマ語蔵書のあり方や出版状況、

少数派が表現する手段を奪われていた状況等

を反映していたともいえる（ただし、そこに

は分類のあり方を精査すべきという問題も残

されてはいる）。 
いまひとつ残念なのが、基本文献である

ြမနမ်ာ့စယွစ်ံ�ကျမ်း（ 『 百 科 事 典 』 【 Y746-
M56】）、ြမနမ်ာအဘဓိာန（်『ミャンマー辞典』

【Y746-P10】）などの多巻ものに欠損がある

 上記に掲載されている書誌データは、今後順次

NDL-OPAC に登録される見込みである。 
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ことである。『百科事典』は全 14 巻のうち 5
つの巻のみを所蔵、『ミャンマー辞典』は全

5 巻のうち第 2 巻が欠けている。これらには

CD-ROM 版もあり、版の更新も含め、不足を

補う必要があろう。 
なお、現在整理中の資料の中には、1960 年

代から 80年代にかけて「古典文学研究者の一

人」というペンネームの編者が丹念に手書き

あるいはタイプ打ちして印刷した貴重な写本

集成が 100 点近く含まれている。これは、特

筆すべきであろう10。 
 

2.3. 雑誌、年鑑、統計 
ビルマ語の雑誌を NDL-OPAC で検索する

と、111 件がヒットするが、ほとんどは 1980
年代から2000年頃までに刊行された政府広報

誌、地方雑誌、民族雑誌、大学年刊（鑑）、

学術雑誌等である。当時の逐次刊行物のあり

方が伺えるものの、既に図書同様、数多くの

良質の雑誌が刊行されている現在の出版事情

を考えれば、これは物足りないと言わざるを

得ない。 
また、所蔵する年鑑リストで挙げられてい

るものの中には、最近の刊行状態が不明のも

のが含まれている11。 
こうした状況になっている理由として、出

版状況の確認が難しいということがあろう。

また、2011年のテインセイン政権発足前後で、

出版物の断絶があることも考えられる。 
加えて CAP-SEA を通じての購入の場合、

継続発注していても、既に品切れになってい

て購入できない場合もあると聞く。購入リス

トに挙げていても実際には届いていないとい

う状況は、需要のある逐次刊行物、年鑑の場

合により多く発生するのではないか。 
 それゆえ、まず、継続収集に値する逐次刊

行物のタイトルを特定し、それらを切れ目な

                                 
10 この資料の著者は、U Thun Yee（ウー・トゥンイ

ー）氏であると思われる。同氏は、その後愛知大学に

客員研究員として在籍し、その奥深い学識を生かし、

貴重な写本史資料について、英語及びビルマ語で解説

している。 

く入手するよう努力する必要がある。例えば、

社会主義時代、軍政期を通じて発行された 
တက�သိ�လ ်ပညာပေဒသာစာေစာင（်『大学学術研

究』【Y746-ZS-28】）などは、その後の刊行

状況を追跡する必要があろう。また、 
ြမနမ်ာစ့ယွစ်ံ�ကျမ်း��စခ်ျ�ပ်（『百科事典年鑑』

【UR41-17】東京本館所蔵）は、毎年起こっ

た重大事件の事実関係や物故者の情報が盛ら

れており、必ず確保されるべき年鑑である。

また、資料の性格は異なるが、アジア情報室

に開架している Yangon Directory（『ヤンゴ

ンディレクトリー』【Y746-ZS-8】）も同様

である。 
 
2.4. 新聞 
いまひとつアジア情報室のビルマ語蔵書の

特色として触れておくべきは、ビルマ語の新

聞を紙媒体で今日まで継続して収集している

点である。電子新聞の登場により、2000 年代

初頭に、大阪大学はそれまで継続していた紙

媒体の新聞収集を取りやめたため、今日、日

本においては、アジア経済研究所図書館とア

ジア情報室のみが収集している状況である。 
アジア経済研究所図書館では、ビルマ語紙 

ြမနမ်ာ့အလငး်（『ミャンマーアリン』）と英字

紙 The Global New Light of Myanmar（前身

は New Light of Myanmar、1914-2014 年）

を、アジア情報室では、ビルマ語紙 ေ�ကးမံ�
（『チェーモン』【Y746-SN-3】）と The 
Global New Light of Myanmar （【 Z91-
275】）を収集している。ビルマ語紙『チェ

ーモン』は、アジア経済研究所図書館で所蔵

していないため、貴重である。上記は、いず

れも国営新聞というべきものであるが、紙媒

体と電子新聞の内容が必ずしも一致しない時

期があること、電子媒体の場合は一定期間を

過ぎた場合探しにくいデメリットがあること

11 リサーチ・ナビ「アジア情報室所蔵資料の概要: 
東南アジア関係資料:継続受入年鑑リスト」

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-
southeast-yb-list.php#12 
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ISBN: 9788992362627 (set) -- 9788992362634 (1) -- 
9788992362641 (2) 
（韓国近現代学校刊行物研究 : 原本書誌情報および目

次資料 (1895-1947)） UP54-K15 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
日韓政治制度比較 / 康元澤, 浅羽祐樹, 高選圭 編著. -- 
東京 : 慶應義塾大学出版会, 2015.3. -- 186p ; 22cm. -- 
(慶應義塾大学東アジア研究所・現代韓国研究シリーズ) 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7664-2119-4 A11-Z-L113 
 
北朝鮮とは何か : 思想的考察 / 小倉紀蔵 著. -- 東京 : 
藤原書店, 2015.3. -- 220p ; 20cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-86578-015-4 A99-ZK3-L5 
 
日韓会談 1965 : 戦後日韓関係の原点を検証する / 吉澤

文寿 著. -- 東京 : 高文研, 2015.6. -- 251p ; 19cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-87498-570-0 A99-ZK4-L97 
 
韓国型ロースクールの誕生 : 法曹養成にみる高等教育

と政治体制 / 朴炫貞 著. -- 岡山 : 大学教育出版, 
2014.12. -- 253p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-86429-286-3 AK4-771-L2 
 
＜社会・労働＞ 
朝鮮時代の女性の歴史 : 家父長的規範と女性の一生 / 
奎章閣韓国学研究院 編著 ; 小幡倫裕 訳. -- 東京 : 明
石書店, 2015.3. -- 384p ; 22cm 
文献あり. 索引あり.  
ISBN: 978-4-7503-4158-3 EF73-L53 
 
＜教育＞ 

朝鮮学校物語 : あなたのとなりの「もうひとつの学校」 / 
『朝鮮学校物語』日本版編集委員会 編 ; 地球村同胞連

帯, 「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡

会 著. -- [東京] : 花伝社 ; 東京 : 共栄書房 (発売), 
2015.5. -- 132,9p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-7634-0739-9  FB52-L18 
 
＜歴史・地理＞ 
ビジュアル版朝鮮王朝の歴史 / 金両基 監修. -- 東京 : 
キネマ旬報社, 2015.6. -- 143p ; 22cm. -- (イルカの本) 
「ビジュアル版楽しくわかる韓国の歴史  VOL.1」
(2012 年刊)の改題、加筆・再編集. 
年表あり. 
ISBN: 978-4-87376-433-7 GE127-L18 
 
北朝鮮の核心 : そのロジックと国際社会の課題 / アン

ドレイ・ランコフ [著] ; 山岡由美 訳. -- 東京 : みすず

書房, 2015.6. -- 339,16p ; 20cm 
原タイトル: THE REAL NORTH KOREA 原著改訂版

の翻訳. 
索引あり. 

ISBN: 978-4-622-07895-1 GE138-L29 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
広辞苑第六版日韓辞典 = 고지엔 제 6 판 일한사전 = 
Kojien, 6th Japanese-Korean dictionary. 1 (あ-せ) / [新
村出] [編]. -- [ソウル] : 語文学社 ; 東京 : オークラ情報

サービス (発売), 2012.11. -- 1938p ; 26cm 
訳: 시성규ほか. KJ42-L5 
 
広辞苑第六版日韓辞典 = 고지엔 제 6 판 일한사전 = 
Kojien, 6th Japanese-Korean dictionary. 2 (せ-ん) / [新
村出] [編]. -- [ソウル] : 語文学社 ; 東京 : オークラ情報

サービス (発売), 2012.11. -- 1910p ; 26cm 
訳: 시성규ほか. KJ42-L6 
 
李光洙 : 韓国近代文学の祖と「親日」の烙印 / 波田野

節子 著. -- 東京 : 中央公論新社, 2015.6. -- 234p ; 18cm. 
-- (中公新書 ;  2324) 
文献あり. 年譜あり. 
ISBN: 978-4-12-102324-7 KJ54-L5 
 
欧文の部 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
Baekja : Korean traditional porcelain / writing, Choe 
Kun, Chang Kihoon, Lee Jeongyong ; translation, Kim 
Kyongsook. -- Seoul, Korea : Korea Craft & Design 
Foundation, 2014. -- 161 pages :illustrations ; 21cm. -- 
(Korean craft & design resource book ;  06) 
Includes bibliographical references (pages 158-159) 
and index. 
ISBN: 9788997252343 -- 8997252348 (KB382-P2) 
 
Nubi : Korean traditional quilt / writing Park Sungsil ; 
translation, Yeo Sanghoon. -- 159 pages :illustrations ; 
21cm. -- (Korean craft & design resource book ;  07) 
Includes bibliographical references (page 156) and 
index.  
ISBN: 9788997252367 (KB441-P36) 
 
Encyclopedia of Korean folk literature = 한국 민속 
문학 사전 / executive editor, Chung Myung-sub ; 
compiled and edited by Encyclopedia Planning Team, 
Kim Tae-woo, Ahn Hye-kyeong, Cho Hyun-sook ; 
English translation, Jung Ha-yun. -- Seoul, Korea : The 
National Folk Museum of Korea, 2014. -- 410 
pages :illustrations (some color). ; 28cm. -- 
(Encyclopedia of Korean folklore and traditional 
culture ;  Vol. 3 =한국 민속 대백과 사전 ;  3)  
Issued in case (29 x 23 x 5 cm). 
"Revised and abbreviated English translation of the 
'Folk narratives' volume of the Korean-language 
Encyclopedia of Korean folk literature, published in 
2012" 
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9788928900848 -- 8928900840 (KJ52-P8) 
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から、紙媒体の収集は重要である。 
また、日本で刊行されている ေရ�ဗမာ（『シ

ュエバマー』【Y746-SN-2】）というミニコ

ミ誌（前身は Myanmar Times、1996-2002
年）が所蔵されている点も興味深い（ただし、

2014.3.1 で刊行終了）。 
 
3. 収集と広報に関する提言 
以上をふまえて、最後に若干の提言を行い

たい。 
 
【提言 1】CAP-SEAプログラムによる収集の

継続と弊害の回避 
先にも述べたが、2011 年 3 月に文民政権が

発足して以降、ミャンマー国内の状況は予想

だにしなかったスピードで変化しており、そ

れは出版事情においても一定程度同様である。

2012 年 8 月には事前検閲が廃止され、2014
年 3 月には報道の自由を保障した「メディア

法」が制定された12。2013 年 4 月には、民間

の日刊紙が刊行されるようになっている。 
このような状況において、CAP-SEA によ

る収集は、依然として、先に述べたような利

点を持つ。それゆえ、新刊書を揃える方針を

継続して特色としつつ、逐次刊行物が届かな

くなっても気づかないといった、CAP-SEA
依存による弊害を回避する努力が求められよ

う。 
 
【提言 2】現地との協力による特色ある蔵書

の構築 
今日、ミャンマーでは、大学間協定・覚書

の締結など、外国との交流が活発に行われる

ようになっている。よって、ミャンマーの国

立図書館、大学中央図書館等と図書館との交

流、研究者への選書の委託等により、何時で

もミャンマー国内の協力者から情報提供やア

ドバイスを受けること、さらに可能であれば、

                                 
12 「ミャンマー、検閲廃止 報道の自由保障の新

法」日本経済新聞電子版, 2014.3.18. 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1803M_
Y4A310C1FF1000/ 

ミャンマーブックセンター13等の書店や出版

社等を通じた資料収集のルートを作ることを

検討してもよいと思われる。 
これにより、例えば、ある年に注目を集め

た問題等にかかわる文献を網羅的に収集する

等、先に述べた「良心の選書」を基礎としな

がら、それに加えて、アジア情報室ならでは

の特色ある蔵書を構築することも可能になる

と思われる。 
 
【提言 3】利用促進のための積極的な広報 
今後、留学生の往来をはじめとして、ミャ

ンマーとの人的交流が増えることが予想され

る。日本国内のビルマ語専攻学生やミャンマ

ーからの留学生等には、ミャンマー国内で刊

行された新刊書へのニーズがあると思われる

が、これらを日本国内で入手することは困難

であろう。彼らを対象に、アジア情報室には

上述したような特色あるビルマ語図書がある

ことや、来館利用だけではなく、図書館間貸

出あるいは遠隔複写等のサービスが利用でき

ることを積極的にアピールする必要があろう。 
オンラインで検索可能になったビルマ語図

書を少しでも多くの人に利用してもらえるよ

う工夫することは、資料収集にも増して重要

な課題であると考える。 
（はらだ まさみ） 

 

Media Law, Myanmar President Office 
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-
room/news/2014/03/20/id-3459 
13 Myanmar Book Centre 
http://www.myanmarbook.com/ 
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レファレンスツール紹介 40 満州国・満鉄に関する資料 
 

丹治 美玲（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 

「満州」とは、中国東北部の旧称である（当

時の表記は「満洲」）。日本は、1932 年に清

朝最後の皇帝溥儀を元首として同地に「満州国」

（当時の表記は「満洲国」）を建国させ、1945
年までその影響下に置いた。また、これ以前か

ら南満州鉄道株式会社（1906 年設立。以下、

「満鉄」という。）が日本の満州経営の中核を

担っていた。 
満州国や満鉄の各機関が作成、刊行、または

所蔵していた資料、および満州国内で発行され

た資料（以下、「満州関係資料」という。）は、

歴史的価値の高い資料であるが、第二次世界大

戦後、一部は日本や米国に移され、また一部は

東北部を中心とする中国国内に残されるなど、

各地に散在し今に至っている。 
本稿では、日本および中国を中心に、満州関

係資料を所蔵する機関の目録データベースや、

インターネット上で閲覧可能なデジタルアーカ

イブなどを紹介する。 
＊【 】内は当館請求記号、ウェブサイトの最終

アクセス日は 2015 年 11 月 20 日である。 
 
1. 国立国会図書館の所蔵資料 
国立国会図書館が所蔵する満州関係資料の大

部分は、通常の図書、雑誌または新聞として整

理されている。このうち、満鉄資料および関連

資料は約 45,500 点である1。ここでは、これら資

料の検索ツールや主な資料群などを紹介する2。 
 
 

                                 
1 白岩一彦「国立国会図書館における満鉄資料の所蔵状

況」『日米中における満鉄関係資料等の利用と保存をめ

ぐる諸問題 : 国際ワークショップ報告書』日本貿易振

興機構アジア経済研究所, 2009, pp.91-140. 
http://d-arch.ide.go.jp/asia_archive/documents/kanren
_workshop/kanren_7.pdf 
2 当館所蔵の満州関係資料については、以下も参照。 
白岩一彦「国立国会図書館所蔵満鉄文書―概要と主要文

書案内―」『参考書誌研究』69号, 2008.10, pp.25-41. 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3051595 
白岩一彦「国立国会図書館所蔵満鉄資料目録 : 秘密扱

1.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
NDL-OPAC 
http://ndlopac.ndl.go.jp/ 
当館のオンライン蔵書目録。詳細検索画面で

「件名」を選択し、「満州」と入力すると、満

州関係の事項を主題とする日本語資料を検索で

きる。また、詳細検索において「著者」や「出

版者」に満州国や満鉄の機関名を入力すること

で、特定機関の刊行物を検索できる3。なお、

満州関係資料の多くは東京本館所蔵だが、中国

で刊行された復刻版（後述）など一部の資料は

関西館で所蔵している。 
 
国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
 当館所蔵資料のうちデジタル化した資料など

を検索、閲覧できる。著作権処理が終了した資

料は本文画像をインターネット公開している。

NDL-OPAC 同様、詳細検索画面で「件名」を

指定して検索することも可能。 
 
1.2. 主な資料群 
憲政資料室所蔵の憲政資料 

 東京本館憲政資料室では、後藤新平関係文書、

四倉峯雄関係文書、阪谷芳郎関係文書、小日山

直登関係文書、齋藤實関係文書、大野緑一郎関

係文書、武部六蔵関係文書、八田嘉明関係文書、

山崎元幹関係文書といった満州国・満鉄関係者

の旧蔵資料を所蔵しており、その中には満州関

係資料も含まれる4。検索の際は、旧蔵者ごと

い資料の部」『参考書誌研究』74 号, 2011.3, pp.3-34. 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3192149 
3 当時の機関については、アジア経済研究所「近現代ア

ジアの中の日本」の「収録資料の刊行機関」を参照。 
http://d-arch.ide.go.jp/asia_archive/database/database
_publish.html 
4 主な資料群については以下の論文を参照。 
堀内寛雄「憲政資料中の戦前期朝鮮・台湾・中国東北部

関係資料」『参考書誌研究』69 号, 2008.10, pp.1-24. 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3051594 
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索引あり. 
ISBN: 978-4-497-21505-5  KK12-L19 
 
中国語類義語辞典 / 相原茂 主編. -- 東京 : 朝日出版社, 
2015.5. -- 793p ; 21cm 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-255-00841-7   KK32-L8 
 
＜科学技術＞ 
中・英・日岩石鉱物名辞典 / 小村幸二郎 監修 ; 狩野

一憲 編. -- 東京 : 創土社, 2015.5. -- 485p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7988-0222-0   ME2-L11 
 
 

2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

한국경찰사 : 근대 이전편 / 이윤정 지음. -- 서울 : 
소명출판, 2015.2. -- 207p ; 24cm 
漢字タイトル: 韓國警察史. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791186356111 
（韓国警察史 : 近代以前編） AK2-311-K6 
韓国の警察活動・機関の発展を通史的に整理した資料。

先史時代から甲午改革（1894 年頃）までの時期を対象

とする。 
 
한국경찰사 : 근현대편 / 이윤정 지음. -- 서울 : 
소명출판, 2015.2. -- 303p ; 24cm 
漢字タイトル: 韓國警察史. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791186356128 
（韓国警察史 : 近現代編） AK4-311-K174 
韓国の警察活動・機関の発展を通史的に整理した資料。

甲午改革（1894 年頃）から現代までの時期を対象とす

る。 
 
經濟法 / 權五乘 저. -- 第 11 版. -- 파주 : 法文社, 
2014.3. -- xxvii, 689p ; 27cm 
索引あり.  
ISBN: 9788918089522 AK4-411-K82 
 
소비자법 = Consumer protection law / 송오식 저. -- 
광주 : 전남대학교출판부, 2013.6. -- xv, 460p ; 26cm 
漢字タイトル: 消費者法. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788968490224 
（消費者法） AK4-411-K83 
 
＜経済・産業＞ 
한국자본시장론 = Korea capital market / 김석진, 
김주현, 우영호, 이원흠, 장범식, 차명준 저. -- 제 3판. -
- 서울 : 三英社, 2014.8. -- 610p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788944503412 
（韓国資本市場論） DF137-K55 
국가 재정 : 이론과 실제 / 김춘순 저. -- 개정판. -- 

서울 : 학연문화사, 2014.8. -- 696p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788955083170 
（国家財政 : 理論と実際） DG47-K14 
 
한국형 소매유통경영 = Korean retail management / 
신광수 저. -- 서울 : 청람, 2014.9. -- xv, 570p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788959724222 
（韓国型小売流通経営） DH468-K13 
 
한국원자력 50 년사 : 국민과 함께 한 원자력 반세기, 
녹색성장에 앞장서겠습니다 / 
한국원자력 50 년사편찬위원회 편찬. -- 대전 : 
한국원자력학회, 2010.5. -- 617p ; 29cm 
年表あり. 
（韓国原子力 50 年史 : 国民と共にした原子力半世紀, 
グリーン成長で先頭に立ちます） DL225-K6 
通史と部門史に大別し、後者は、「原子力研究開発」

「原子力安全規制」「原子炉設計および政策」「原子力

発電所建設」「原子力発電所運営および整備」「原子力

燃料」「放射性廃棄物管理」「RI および放射線利用」

「人材育成および国際協力」「今後の原子力発電の方向」

の10章からなる。巻末に「韓国原子力50年年表」を付

す。 
 
제약산업 정책의 이해 / 이태진, 박성민, 손경복, 
이경철 지음. -- 청주 : 한국보건산업진흥원, 2014.8. -- 
477p ; 26cm 
ISBN: 9788996771692 
（製薬産業政策の理解） DL533-K5 
「I 医薬品および製薬市場」「II 製薬産業政策総論」

「III 製薬産業政策各論」の 3 部構成。 
III では、研究開発、知識財産権、認可、薬価、流通

管理、合理的使用、産業資源の各政策について、韓国に

おける政策を含めて概説。 
 
2013~2017 방위산업육성 기본계획 / 방위사업청 
방산진흥국 방산정책과 [編]. -- 서울 : 방위사업청 
방산진흥국 방산정책과, 2012.12. -- 114p ; 26cm 
（2013~2017 防衛産業育成基本計画） DL721-K5 
「防衛事業法」第 33 条に基づき策定される基本計画

の内容を解説した資料。「防衛産業育成基本計画の概要」

「2008-2012 基本計画の成果」「防衛産業の対内外

条件」「防衛産業の現況および問題点」「ビジョンお

よび政策目標」「防衛産業育成政策方向」「重点課題細

部推進計画」「結語」の8章からなる。巻末に「防衛産

業育成基本計画（’08-’12）主要改善現況」を付す。 
 
통계로 본 국토･자연 환경 / 
한국환경정책・평가연구원[編]. -- 세종 : 환경부, 
2014.11. -- 85p ; 25cm 
（統計で見る国土･自然環境） DT191-K4-K17 
 
＜社会・労働＞ 
한국음식의 미학 : 세계인의 입맛을 사로잡은 자랑스런 

우리 음식 / 최은희 박경애, 오봉희, 이영희, 이지현, 
최수남, 한경순 공저. -- 서울 : 백산출판사, 2010.11. -- 
385p ; 26cm 
文献あり. 
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に個別に作成された目録5を用いる。 
 
『満鉄刊行資料』（[国立国会図書館] (製作), 1
970-1984）【YD-324】 
『旧植民地関係機関刊行物総合目録. 南満州

鉄道株式会社編』【UP11-18】所収資料のうち、

米国議会図書館所蔵で日本国内に所蔵がない資

料約 3,000 点を複製して作製されたマイクロフ

ィルム。東京本館図書別室で閲覧可能である。 
 
関西館アジア情報室所蔵の復刻版資料集 
関西館アジア情報室では、中国で刊行された

復刻版資料集を所蔵している。例えば以下の資

料がある。 
『滿鐵調查報告』【DK55-C21】 
黒龍江省档案館・遼寧省档案館編。173 冊。

満鉄の調査部が刊行した調査報告の復刻版。 
『偽滿洲國期刊匯編』【Z23-AC81 ほか】 

153 冊。満州国期に刊行された雑誌や新聞の

復刻版。 
『満鉄密档』【DK55-C13 ほか】 
遼寧省档案館編。83 冊。「満鐡與侵華日軍」

など 4 つの主題に関連する満鉄文書の復刻版。 
『偽滿洲國統計資料匯編』【DT191-M13-C1】 

36 冊。満州国期の奉天市の統計月報など、

統計関係の刊行物の復刻版。 
『伪满洲国史料』【GE357-C249】 
吉林省図書館偽満洲国史料編委会編。31 冊。

吉林省図書館所蔵の満州国期の資料等の復刻版。 

 
このほか、法令や新聞については、国立国会

図書館「リサーチ・ナビ」の下記ページをご参

照いただきたい。 
・旧中華民国 (1912-1949) 
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/China2.php 
・1949 年以前に旧満州で発行された日本語新

聞 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/them
e-asia-49.php 
・1949 年以前発行の当館所蔵の中国語新聞 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/them
                                 
5 各資料群の目録は憲政資料室に備え付けられており、

一部はインターネット公開している。詳細はリサーチ・

ナビの憲政資料「旧蔵者 50 音順索引」を参照。 

e-asia-47.php 
 
2. 日本国内機関の所蔵資料 

2.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
近現代アジアの中の日本（日本貿易振興機構ア

ジア経済研究所） 
http://d-arch.ide.go.jp/asia_archive/ 
日米計 50 機関が所蔵する満鉄刊行資料約 1

万点、満州国・関東庁などの出版物約 2,000 点

を収録した『旧植民地関係機関刊行物総合目録』

（アジア経済研究所, 1973-1981）【UP11-18】
のデータや、CiNii 参加機関のうち 536 機関の

データなどを収録。所蔵機関を検索できるほか、

一部の資料は本文画像の閲覧が可能6。 
 
国立国会図書館サーチ 
http://iss.ndl.go.jp/ 
約 100 のデータベースの統合検索サービス。

国内の公立図書館などの所蔵情報を検索できる。 
 
CiNii Books 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
国立情報学研究所作成。国内の大学図書館な

ど 1,200 以上の機関の所蔵情報を検索できる総

合目録データベース。 
 
2.2. 冊子目録 
井村哲郎「「満洲国」関係資料解題」『「満洲

国」の研究』（緑蔭書房, 1995）【GE357-E7
8】pp.535-580 
 『旧植民地関係機関刊行物総合目録』【UP1
1-18】など日米の満州国関係資料の総合目録、

大学等各機関の単館目録および特定主題に関す

る総合目録の紹介を含む。 
 
『《満洲国》文化細目』（不二出版, 2005）
【GE2-H6】 
満州国で出版・刊行された文学書など 573 点

について、書名、著者名、出版社、所蔵機関

（中国など国外の機関の情報も含む）、目次な

どを収録。主たる編著者の五十音順に排列。巻

http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/kensei-kyuzosha.php 
6 ただし、本文画像は、2015 年 4 月 21 日以降はメンテ

ナンスのため閲覧できない状態が続いている。 
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末に五十音順の著者名索引を付す。 
 
3. 中国国内機関の所蔵資料 
3.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
馆藏满铁资料书目数据库（大連図書館） 
http://www.dl-library.net.cn/book/list.php?id=6 
大連図書館所蔵の満鉄関係資料の目録。約

12 万点の書誌情報を閲覧できる。  
 
东北亚研究数据库 历史文献（吉林大学） 
http://202.198.25.37/wj/wj/listData!getList.act
ion?menuid=3 
吉林大学所蔵の東北アジア関係資料目録。約

25,000 点の書誌情報を収録。検索も可能7。 
 
联合目录公共检索系统（中国高等教育文献保障

系統（CALIS）） 
http://opac.calis.edu.cn/opac/simpleSearch.do 
中国の大学図書館など約 1,200 機関が参加す

るコンソーシアムが運営する総合目録。 
 
民国时期文献联合目录（中国国家図書館） 
http://pcpt.nlc.cn/mgwx/search/intoSrearchPa
ge.action 
中華民国期の文献について、公立図書館など

14 機関の所蔵情報を 20 万件以上のデータを収

録（2014 年末時点）。一部の資料については

本文画像を閲覧できる。 
 
中国数字图书馆国际合作计划（CADAL） 
http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
中国や米国の図書館など 80 以上の機関が参

加するデジタル化資料共有プロジェクト。満鉄

関係資料約 13,000 点を収録（2014 年 2 月時

点）。資料の検索および本文画像の最初の 10

コマ（著作権保護期間が満了した資料は全文）

の閲覧が可能8。 
 
3.2. 冊子目録 
『中國館藏滿鐵資料聯合目録』（东方出版中心,
 2007）【UP115-C37】 
中国国内の 55 機関が所蔵する満鉄関係資料

約 21 万点を収録した総合目録。中国語・日本

語と欧米言語に大別、主題別に細分し、拼音順

に排列。拼音順、アルファベット順などの書名

索引および著者名索引を収録。 
 
『东北地方文献联合目录』（东北地方文献联合

目录编辑组, [1987]）【GE2-C13】 
中国東北地方の図書館など 17 機関の総合目

録。「报刊部分」「外文(日、西、俄)图书部分」

「中文部分」の 3 輯からなり、各部分末尾に書

名索引を付す9。 
 
『满铁调查报告目录』（吉林人民出版社, 2005）
【D1-C18】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。満鉄の各調査機関が作成した調

査報告・調査資料のうち現存する約 1 万点につ

いて、書名、著者名、出版社、所蔵機関などを

収録。単行本、叢書など 3 に大別して排列。 
 
『满铁调查期刊载文目录』（吉林文史出版社, 
2004）【D1-C16】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。約 60 タイトルの雑誌に収録さ

れた論文約 3 万件について、論文名、著者名、

収録雑誌名、刊行年月日、所蔵機関などを収録。

主題別に大別し、刊行年月日順に排列。 
（たんじ みれい） 

                                 
7 検索する際には、「满铁资料库」を選択する。また、

Internet Explorer で閲覧することを推奨する。 
8 閲覧には登録が必要。また、個人登録してもすべての

資料を閲覧できるわけではなく、参加館内でしか見られ

ないコンテンツもある。登録方法など詳細については、

湯野基生「中国の資料デジタル化プロジェクト・CAD

AL の利用と参加について」『アジア情報室通報』12
巻 1 号, 2014.3, pp.2-5 を参照。 
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin12-1-1.php 
9 うち「外文（日、西、俄）图书部分」は、『旧満州東

北地方文献聯合目録.第 2 輯』（葦書房, 1990）【GE2-
E12】として復刻版が刊行されている。 
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末に五十音順の著者名索引を付す。 
 
3. 中国国内機関の所蔵資料 
3.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
馆藏满铁资料书目数据库（大連図書館） 
http://www.dl-library.net.cn/book/list.php?id=6 
大連図書館所蔵の満鉄関係資料の目録。約

12 万点の書誌情報を閲覧できる。  
 
东北亚研究数据库 历史文献（吉林大学） 
http://202.198.25.37/wj/wj/listData!getList.act
ion?menuid=3 
吉林大学所蔵の東北アジア関係資料目録。約

25,000 点の書誌情報を収録。検索も可能7。 
 
联合目录公共检索系统（中国高等教育文献保障

系統（CALIS）） 
http://opac.calis.edu.cn/opac/simpleSearch.do 
中国の大学図書館など約 1,200 機関が参加す

るコンソーシアムが運営する総合目録。 
 
民国时期文献联合目录（中国国家図書館） 
http://pcpt.nlc.cn/mgwx/search/intoSrearchPa
ge.action 
中華民国期の文献について、公立図書館など

14 機関の所蔵情報を 20 万件以上のデータを収

録（2014 年末時点）。一部の資料については

本文画像を閲覧できる。 
 
中国数字图书馆国际合作计划（CADAL） 
http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
中国や米国の図書館など 80 以上の機関が参

加するデジタル化資料共有プロジェクト。満鉄

関係資料約 13,000 点を収録（2014 年 2 月時

点）。資料の検索および本文画像の最初の 10

コマ（著作権保護期間が満了した資料は全文）

の閲覧が可能8。 
 
3.2. 冊子目録 
『中國館藏滿鐵資料聯合目録』（东方出版中心,
 2007）【UP115-C37】 
中国国内の 55 機関が所蔵する満鉄関係資料

約 21 万点を収録した総合目録。中国語・日本

語と欧米言語に大別、主題別に細分し、拼音順

に排列。拼音順、アルファベット順などの書名

索引および著者名索引を収録。 
 
『东北地方文献联合目录』（东北地方文献联合

目录编辑组, [1987]）【GE2-C13】 
中国東北地方の図書館など 17 機関の総合目

録。「报刊部分」「外文(日、西、俄)图书部分」

「中文部分」の 3 輯からなり、各部分末尾に書

名索引を付す9。 
 
『满铁调查报告目录』（吉林人民出版社, 2005）
【D1-C18】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。満鉄の各調査機関が作成した調

査報告・調査資料のうち現存する約 1 万点につ

いて、書名、著者名、出版社、所蔵機関などを

収録。単行本、叢書など 3 に大別して排列。 
 
『满铁调查期刊载文目录』（吉林文史出版社, 
2004）【D1-C16】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。約 60 タイトルの雑誌に収録さ

れた論文約 3 万件について、論文名、著者名、

収録雑誌名、刊行年月日、所蔵機関などを収録。

主題別に大別し、刊行年月日順に排列。 
（たんじ みれい） 

                                 
7 検索する際には、「满铁资料库」を選択する。また、

Internet Explorer で閲覧することを推奨する。 
8 閲覧には登録が必要。また、個人登録してもすべての

資料を閲覧できるわけではなく、参加館内でしか見られ

ないコンテンツもある。登録方法など詳細については、

湯野基生「中国の資料デジタル化プロジェクト・CAD

AL の利用と参加について」『アジア情報室通報』12
巻 1 号, 2014.3, pp.2-5 を参照。 
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin12-1-1.php 
9 うち「外文（日、西、俄）图书部分」は、『旧満州東

北地方文献聯合目録.第 2 輯』（葦書房, 1990）【GE2-
E12】として復刻版が刊行されている。 
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末に五十音順の著者名索引を付す。 
 
3. 中国国内機関の所蔵資料 
3.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
馆藏满铁资料书目数据库（大連図書館） 
http://www.dl-library.net.cn/book/list.php?id=6 
大連図書館所蔵の満鉄関係資料の目録。約

12 万点の書誌情報を閲覧できる。  
 
东北亚研究数据库 历史文献（吉林大学） 
http://202.198.25.37/wj/wj/listData!getList.act
ion?menuid=3 
吉林大学所蔵の東北アジア関係資料目録。約

25,000 点の書誌情報を収録。検索も可能7。 
 
联合目录公共检索系统（中国高等教育文献保障

系統（CALIS）） 
http://opac.calis.edu.cn/opac/simpleSearch.do 
中国の大学図書館など約 1,200 機関が参加す

るコンソーシアムが運営する総合目録。 
 
民国时期文献联合目录（中国国家図書館） 
http://pcpt.nlc.cn/mgwx/search/intoSrearchPa
ge.action 
中華民国期の文献について、公立図書館など

14 機関の所蔵情報を 20 万件以上のデータを収

録（2014 年末時点）。一部の資料については

本文画像を閲覧できる。 
 
中国数字图书馆国际合作计划（CADAL） 
http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
中国や米国の図書館など 80 以上の機関が参

加するデジタル化資料共有プロジェクト。満鉄

関係資料約 13,000 点を収録（2014 年 2 月時

点）。資料の検索および本文画像の最初の 10

コマ（著作権保護期間が満了した資料は全文）

の閲覧が可能8。 
 
3.2. 冊子目録 
『中國館藏滿鐵資料聯合目録』（东方出版中心,
 2007）【UP115-C37】 
中国国内の 55 機関が所蔵する満鉄関係資料

約 21 万点を収録した総合目録。中国語・日本

語と欧米言語に大別、主題別に細分し、拼音順

に排列。拼音順、アルファベット順などの書名

索引および著者名索引を収録。 
 
『东北地方文献联合目录』（东北地方文献联合

目录编辑组, [1987]）【GE2-C13】 
中国東北地方の図書館など 17 機関の総合目

録。「报刊部分」「外文(日、西、俄)图书部分」

「中文部分」の 3 輯からなり、各部分末尾に書

名索引を付す9。 
 
『满铁调查报告目录』（吉林人民出版社, 2005）
【D1-C18】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。満鉄の各調査機関が作成した調

査報告・調査資料のうち現存する約 1 万点につ

いて、書名、著者名、出版社、所蔵機関などを

収録。単行本、叢書など 3 に大別して排列。 
 
『满铁调查期刊载文目录』（吉林文史出版社, 
2004）【D1-C16】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。約 60 タイトルの雑誌に収録さ

れた論文約 3 万件について、論文名、著者名、

収録雑誌名、刊行年月日、所蔵機関などを収録。

主題別に大別し、刊行年月日順に排列。 
（たんじ みれい） 

                                 
7 検索する際には、「满铁资料库」を選択する。また、

Internet Explorer で閲覧することを推奨する。 
8 閲覧には登録が必要。また、個人登録してもすべての

資料を閲覧できるわけではなく、参加館内でしか見られ

ないコンテンツもある。登録方法など詳細については、

湯野基生「中国の資料デジタル化プロジェクト・CAD

AL の利用と参加について」『アジア情報室通報』12
巻 1 号, 2014.3, pp.2-5 を参照。 
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin12-1-1.php 
9 うち「外文（日、西、俄）图书部分」は、『旧満州東

北地方文献聯合目録.第 2 輯』（葦書房, 1990）【GE2-
E12】として復刻版が刊行されている。 

9
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アジア情報室の新着資料紹介（2015.7～2015.9） 
 
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（2015 年 7 月から 9 月まで）。 
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＞ 
中国共产党第一至第六次全国代表大会代表名录 : 増订
本 / 中共中央党史研究室第一研究部 编著. -- 北京 : 中
共党史出版社, 2014.6. -- 6, 2, 9, 401p, 図版 4 枚 ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787509803301     A2-C76 
上海人民出版社 2007 年刊の修訂増補。第 1 回から第

6 回までの中国共産党全国代表大会に参加した代表およ
び大会関係者など387名について、生没年、参加回次、
経歴などを収録。「正编」は代表を収録し、排列は拼音
順。「附编」は代表以外の関係者などを収録。巻末に筆
画順の人名索引を付す。 
 
清季职官表 : 附人物录 / 魏秀梅 编. -- 北京 : 中華書局, 
2013.6. -- 10, 3, 1087p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787101090062       AC8-141-C584 
乾隆後期以降の清代の職官表および人物録を収録。職

官表は、官職ごとに歴代の人物の姓名、着任時期、離職
理由などを収録。人物録は、主要官職に就いた人物約
3,500 名について、生没年、略歴などを収録し、注音符
号順に排列。巻末に拼音順の職官表人物索引および人物
録索引を付す。 
 
全国人民代表大会年鉴. -- 内部工作版. -- 冊 ; 29cm 
2013 年巻 (2014.6) -                   Z41-AC486 
日程、参加者、決議や報告の内容など、全国人民代表

大会に関する情報を収録。「党委会工作安排和会议议程
日程」「委员长讲话」など11編からなる（2013年巻に
よる）。                                  
 
＜経済・産業＞ 
中 国 旅 游 资 讯 大 全  : 2013-2014 版  = Tourism 
information in China / 中国旅游出版社 编. -- 北京 : 中
国旅游出版社, 2013.12. -- 772p ; 29cm 
ISBN: 9787503249013    D4-C120 
「特载」「地方旅游企业发展综述」「旅游企业基本资

讯」の3部分からなる。「特载」は関連法規など、「地
方旅游企业发展综述」は省ごとの観光業の概況を収録。
「旅游企业基本资讯」は、旅行会社、交通機関など観光
業に関係する約 27,000 機関について、所在地、連絡先
などを収録。省ごとに大別し、その中を「旅行社」「饭
店」などに細分して排列。 
 
中 国 对 外 贸 易 名 录  = China’s foreign trade 
directory. 2013 / [梁现池 主编] -- [北京] : 中国国际经济
合作学会, [2013] -- 360p ; 29cm       D4-C121 

国際貿易に携わる企業約 5,300 社について、企業名、
所在地、ウェブサイトの URL などを収録。「纺织服装」
「医药保健」など5に大別し、その中を省ごとに排列。 
 
中国省域经济综合竞争力发展报告 = Report on China’s 
provincial economic competitiveness 
development. 2013-2014, 新常态下中国省域经济结构分
析 / 李建平, 李闽榕, 高燕京 主编. -- 北京 : 社会科学文
献出版社, 2015.2. -- 2, 4, 6, 8, 615p ; 26cm. -- (中国省域
竞争力蓝皮书  = Blue books of China’s provincial 
competitiveness) 
ISBN: 9787509771365     DC157-C199 
マクロ経済、産業、財政金融など経済に関する9の分

野の競争力について、様々な指標を用いて省ごとに格付
けし、総合的な経済競争力の分析やランキングなどを収
録する報告書。分野別の全国評価やランキングを収録す
る「总报告」、省ごとに各指標の成績を整理し、長所と
弱点を分析する「分报告」、産業構造や収入分配などの
特定のテーマについて分析する「专题分析报告」の3部
分からなる。巻末に「中国省域经济综合竞争力评价指标
体系」など 3の付録を付す。 
 
中国企业社会责任发展报告 : 2006-2013 / 《中国企业社
会责任发展报告(2006-2013)》编写组 著. -- 北京 : 企业
管理出版社, 2014.6. -- 2, 207p ; 26cm. -- (金蜜蜂系列丛
书) 
ISBN: 9787516408599   DH1-C10 
企業の社会的責任に関する中国政府の政策や企業にお

ける教育や監督部門設置などの実践状況を分析した報告
書。「政府篇：政府引导」「行业篇：行业推动」など 6
章からなる。 
 
中国企业发展报告 = China enterprise development 
report. 2015 / 国务院发展研究中心企业研究所 [编]. -- 
北京 : 中国发展出版社, 2015.1. -- 2, 5, 2, 298p ; 24cm 
文献あり. 
ISBN: 9787517700845   DH1-C11 
中国企業を取り巻く状況や中国企業の経営状況、対外

投資、競争力などを分析した報告書。「企业发展环境：
2014年回顾与2015年展望」「国有企业改革与发展」な
ど 7 部分からなる。 
 
全国税务统计. 2012 年 / 国家税务总局 编. -- 北京 : 中
國稅務出版社, 2013.12. -- 3, 846p ;  31cm +  CD-ROM 
1 枚 (12cm)                           DT773-C7 
 国家税務局および省ごとの地方税務局などによる税収

に関する 72 の統計表を収録。「综合」「分税种」など

5 部分からなる。 
 
中国商业银行统计年鉴 / 中国银行业监督管理委员会 编. 
-- 北京 : 中国金融出版社. -- ; 30cm 
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2007-2012 (2014.4) -                    Z41-AC482 
 「各商业银行经营情况表」「各商业银行主要经营指标

一览表」の2部分からなる。「各商业银行经营情况表」

は、主要商業銀行117行について、代表者名、機関番号、

従業員数などの基本情報のほか、貸借対照表、損益計算

書、主要経営指標を収録。「大型商业银行」「城市商业

银行」など5に大別して排列。「各商业银行主要经营指

标一览表」は、商業銀行546行について、資産総額、純

利益額、不良債権率など 21 の経営指標を収録（2007-
2012 年版による）。 

 
＜社会・労働＞ 
國民生活狀況意向調查報告 =  Report on citizens living 
conditions intensions survey. 中華民國 102 年 / 內政部

統計處 編著 . -- 臺北 : 內政部 , 2014.5. -- XIV, 
627p ;  26cm. 
ISBN: 9789860414707             EF11-C8 
 約 4,500 名を対象に実施したアンケート結果に基づき、

健康、家庭、文化などの項目ごとに台湾の人々の現在の

生活に対する満足度をまとめた報告書。「國民對目前身

心監看狀況之滿意程度」「國民對目前整體家庭生活之滿

意情形」など 70 の表を用いて分析する。 
 
中国城市地价报告蓝皮书 = Annual report on cities 
land price of China. 2013 / 国土资源部土地利用管理司, 

中国土地勘测规划院 编著. -- 北京 : 地质出版社, 2014.4. 
-- III, 189p ;  28cm 
ISBN: 9787116087507           EF53-C25 
直轄市や省都を中心とする105の主要都市の地価水準

や近年の地価の変動状況をまとめた報告書。「全国主要

城市地价总状况」「重点区域城市地价总体状况」「重点

城市地价整体状况」「附录」の 4 部分からなる。 

 
中国社会福利发展指数报告 : 2010-2012 = China social 
welfare development index report / 杨立雄, 李超 著. -
- 北京 : 人民出版社, 2014.8. -- 3, 3, 271p ;  23cm 
ISBN: 9787010135755           EG35-C29 
 保健衛生や児童女性福祉など社会福祉に関する指数に

基づいて中国の社会福祉の現状、地域ごとの状況を比較

および分析した報告書。「社会福利发展指数概论」「卫

生保健发展指数」など 10 章からなる。 
 

＜教育＞ 

中国高校实力大全 : 填报高考志愿指南 : 本科 / 王一

多 主编. -- 第 6版. -- 北京 : 中国质检出版社, 2014.1. -
- XV, 718p ;  28cm 
ISBN: 9787502639662          FD11-C262 

964 の大学について、学生数、教員数、図書館の蔵書

数、設置学科一覧、全国ランキング、就職率などを収録。

省ごとに分類して排列。巻末に「高校国家级重点学科一

览表」「外语非通用语种本科人才培养基地」など6の付

録を付す。 
 
中華民國教育年報 = The Republic of China education 
yearbook. -- 新北 : 國家教育研究院. -- ; 26cm 
民國 102 年 (2014.12)-          Z41-AC485 
就学前教育から高等教育までの各教育課程の動向や、

教員教育や中台教育交流の動向など、台湾教育界の1年

間の動きをまとめた年報。「學前教育」「原住民教育」

など 15 章からなる。下冊末に筆画順の語彙索引を付す

（民國 102 年版による）。 
 
＜歴史・地理＞ 
外语地名汉字译名互查手册 / 中国地名研究所 编. -- 北
京 : 旅游教育出版社, 2014.1. -- II, 671p ; 27cm. -- (外语

地名研究丛书) 
ISBN: 9787563728374    G64-C12 
 外国の地名約3万項目について、アルファベット表記

と中国語表記を対照し、所在地の国名と経度、緯度を収

録。巻末に「汉字译名与罗马字母拼写对照索引」など 3
の付録を付す。 
 
日本研究报告 = Annual report on research of Japan. 
2015 / 李薇 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2015.5. -- 2, 2, 403p ; 24cm. -- (日本蓝皮书 = Blue book 
of Japan) 
ISBN: 9787509773048          GB571-C18 
日本の政治、外交、経済などの動向を分析した報告書。

「政治安全篇」「对外关系篇」「经济社会篇」など5篇

からなる。 
 
中国古今地名对照表 / 薛国屏 编著. -- 第 2版. -- 上海 : 
上海辞书出版社, 2014.6. -- 4, 2, 4, 2, 17, 673p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532641604  GE11-C67 
 前版は 2010 年刊。県級以上の行政区画について、所

在地区、現在の名称、過去の名称と設置年代、沿革、廃

止された行政区画の名称を収録。排列は『中华人民共和

国行政区划简册』の行政区画順。データは 2013 年末現

在。重要な行政区画については 2014 年まで反映。巻末

に筆画順の「古旧地名索引」を付す。 
 
中华姓氏源流大辞典 / 徐铁生 编著. -- 北京 : 中華書局, 
2014.1. -- 15, 2, 4, 1762p ; 31cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787101090246          GE12-C167 
 中国人の 31,684 の姓氏について、由来、歴史、分布

などを収録。漢民族とそれ以外の民族に大別し、それぞ

れ拼音順に排列。巻末に「姓氏备考」「姓氏配套词一览

表」など 19 の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
中国古代小说俗语大辞典 / 翟建波 编著. -- 上海 : 上海

辞书出版社, 2013.12. -- 4, 2, 2, 1115p ; 21cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787532639427          KK62-C142 
汉语大词典出版社 2002 年刊の修訂。宋代から清末ま

での約650タイトルの通俗小説に出現する俗語約2万語

について、意味、用例および出典を収録。巻末に筆画順

の頭字索引を付す。 

 
＜科学技術＞ 
各行业专利技术现状及其发展趋势报告. 2013-2014 / 中
国知识产权研究会 编. -- 北京 : 知识产权出版社, 2014.3. 
-- 493p ; 24cm 
ISBN: 9787513026116  M111-C21 
トンネル施工機械、新エネルギー発電、インターネッ

ト広告など 13 の産業領域における特許申請数、主要技

術などの動向と今後予測される展望についてまとめた報

告書。産業別に 13 章からなる。 

10

アジア情報室通報　第 13 巻第 4号（2015.12）



アジア情報室通報 第 13巻第 4号（2015.12） 

 

11 
 

2007-2012 (2014.4) -                    Z41-AC482 
 「各商业银行经营情况表」「各商业银行主要经营指标

一览表」の2部分からなる。「各商业银行经营情况表」

は、主要商業銀行117行について、代表者名、機関番号、

従業員数などの基本情報のほか、貸借対照表、損益計算

書、主要経営指標を収録。「大型商业银行」「城市商业

银行」など5に大別して排列。「各商业银行主要经营指

标一览表」は、商業銀行546行について、資産総額、純

利益額、不良債権率など 21 の経営指標を収録（2007-
2012 年版による）。 

 
＜社会・労働＞ 
國民生活狀況意向調查報告 =  Report on citizens living 
conditions intensions survey. 中華民國 102 年 / 內政部

統計處 編著 . -- 臺北 : 內政部 , 2014.5. -- XIV, 
627p ;  26cm. 
ISBN: 9789860414707             EF11-C8 
 約 4,500 名を対象に実施したアンケート結果に基づき、

健康、家庭、文化などの項目ごとに台湾の人々の現在の

生活に対する満足度をまとめた報告書。「國民對目前身

心監看狀況之滿意程度」「國民對目前整體家庭生活之滿

意情形」など 70 の表を用いて分析する。 
 
中国城市地价报告蓝皮书 = Annual report on cities 
land price of China. 2013 / 国土资源部土地利用管理司, 

中国土地勘测规划院 编著. -- 北京 : 地质出版社, 2014.4. 
-- III, 189p ;  28cm 
ISBN: 9787116087507           EF53-C25 
直轄市や省都を中心とする105の主要都市の地価水準

や近年の地価の変動状況をまとめた報告書。「全国主要

城市地价总状况」「重点区域城市地价总体状况」「重点

城市地价整体状况」「附录」の 4 部分からなる。 

 
中国社会福利发展指数报告 : 2010-2012 = China social 
welfare development index report / 杨立雄, 李超 著. -
- 北京 : 人民出版社, 2014.8. -- 3, 3, 271p ;  23cm 
ISBN: 9787010135755           EG35-C29 
 保健衛生や児童女性福祉など社会福祉に関する指数に

基づいて中国の社会福祉の現状、地域ごとの状況を比較

および分析した報告書。「社会福利发展指数概论」「卫

生保健发展指数」など 10 章からなる。 
 

＜教育＞ 

中国高校实力大全 : 填报高考志愿指南 : 本科 / 王一

多 主编. -- 第 6版. -- 北京 : 中国质检出版社, 2014.1. -
- XV, 718p ;  28cm 
ISBN: 9787502639662          FD11-C262 

964 の大学について、学生数、教員数、図書館の蔵書

数、設置学科一覧、全国ランキング、就職率などを収録。

省ごとに分類して排列。巻末に「高校国家级重点学科一

览表」「外语非通用语种本科人才培养基地」など6の付

録を付す。 
 
中華民國教育年報 = The Republic of China education 
yearbook. -- 新北 : 國家教育研究院. -- ; 26cm 
民國 102 年 (2014.12)-          Z41-AC485 
就学前教育から高等教育までの各教育課程の動向や、

教員教育や中台教育交流の動向など、台湾教育界の1年

間の動きをまとめた年報。「學前教育」「原住民教育」

など 15 章からなる。下冊末に筆画順の語彙索引を付す

（民國 102 年版による）。 
 
＜歴史・地理＞ 
外语地名汉字译名互查手册 / 中国地名研究所 编. -- 北
京 : 旅游教育出版社, 2014.1. -- II, 671p ; 27cm. -- (外语

地名研究丛书) 
ISBN: 9787563728374    G64-C12 
 外国の地名約3万項目について、アルファベット表記

と中国語表記を対照し、所在地の国名と経度、緯度を収

録。巻末に「汉字译名与罗马字母拼写对照索引」など 3
の付録を付す。 
 
日本研究报告 = Annual report on research of Japan. 
2015 / 李薇 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2015.5. -- 2, 2, 403p ; 24cm. -- (日本蓝皮书 = Blue book 
of Japan) 
ISBN: 9787509773048          GB571-C18 
日本の政治、外交、経済などの動向を分析した報告書。

「政治安全篇」「对外关系篇」「经济社会篇」など5篇

からなる。 
 
中国古今地名对照表 / 薛国屏 编著. -- 第 2版. -- 上海 : 
上海辞书出版社, 2014.6. -- 4, 2, 4, 2, 17, 673p ; 27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787532641604  GE11-C67 
 前版は 2010 年刊。県級以上の行政区画について、所

在地区、現在の名称、過去の名称と設置年代、沿革、廃

止された行政区画の名称を収録。排列は『中华人民共和

国行政区划简册』の行政区画順。データは 2013 年末現

在。重要な行政区画については 2014 年まで反映。巻末

に筆画順の「古旧地名索引」を付す。 
 
中华姓氏源流大辞典 / 徐铁生 编著. -- 北京 : 中華書局, 
2014.1. -- 15, 2, 4, 1762p ; 31cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787101090246          GE12-C167 
 中国人の 31,684 の姓氏について、由来、歴史、分布

などを収録。漢民族とそれ以外の民族に大別し、それぞ

れ拼音順に排列。巻末に「姓氏备考」「姓氏配套词一览

表」など 19 の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
中国古代小说俗语大辞典 / 翟建波 编著. -- 上海 : 上海

辞书出版社, 2013.12. -- 4, 2, 2, 1115p ; 21cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787532639427          KK62-C142 
汉语大词典出版社 2002 年刊の修訂。宋代から清末ま

での約650タイトルの通俗小説に出現する俗語約2万語

について、意味、用例および出典を収録。巻末に筆画順

の頭字索引を付す。 

 
＜科学技術＞ 
各行业专利技术现状及其发展趋势报告. 2013-2014 / 中
国知识产权研究会 编. -- 北京 : 知识产权出版社, 2014.3. 
-- 493p ; 24cm 
ISBN: 9787513026116  M111-C21 
トンネル施工機械、新エネルギー発電、インターネッ

ト広告など 13 の産業領域における特許申請数、主要技

術などの動向と今後予測される展望についてまとめた報

告書。産業別に 13 章からなる。 
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海峡两岸天文学名词 / 海峡两岸天文学名词工作委员会 
[编]. -- 北京 : 科学出版社, 2013.8. -- ix, 360p ; 27cm 
ISBN: 9787030359797    MB2-C5 
「正篇」「副篇」の2篇からなる。それぞれ天文学に

関する用語約 6,000 語について、英語名、大陸名、台湾

名を対照。排列は正篇が大陸名の拼音順、副篇が英語名

のアルファベット順。巻末に「星座」「流星群」など

10 の表を付す。 
 
旅游地学大辞典  = A grand tourism earthscience 
dictionary / 陈安泽 主编. -- 北京 : 科学出版社, 2013.8. 
-- xxxiv, 38, 506p ; 27cm 
ISBN: 9787030382900  ME2-C24 
地質学、地理学に関する用語のうち、国立公園や世界

遺産などの観光資源に関する約 3,000 語を収録。「旅游

地学资源」「地质公园建设与管理」など6に大別し、そ

の中をさらに細分して排列。巻末に「中国地层表简表 

（试用稿）」「观赏石分类表」など 10 の付録のほか、

拼音順の中国語索引およびアルファベット順の英語索引

を付す。 
 
海洋能开发利用词典 = Dictionary of ocean energy / 夏
登文, 康健 主编. -- 北京 : 海洋出版社, 2014.6. -- 2, 44, 
261p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787502788933  ND2-C23 
潮力、海流、風力など海洋エネルギーに関する約

1,200 語を収録。「海上风能开发利用」「海洋能标准与

计量」など 10 に大別し、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およびアルファベット順の

英語索引を付す。 
 
海峡两岸化学名词 / 海峡两岸化学名词工作委员会 [编]. 
-- 北京 : 科学出版社, 2013.11. -- vii, 425p ; 27cm 

ISBN: 9787030389268    PA2-C31 
「正篇」「副篇」の2篇からなる。それぞれ化学に関

する約 8,100 語について、英語名、大陸名、台湾名を対

照。排列は正篇が大陸名の拼音順、副篇が英語名のアル

ファベット順。 

 
汉英石油技术词典 = A Chinese-English dictionary of 
petroleum / 《汉英石油技术词典》编写组 编. -- 第 3 版

. -- 北京 : 石油工业出版社, 2013.12. -- 1411p ; 22cm 
ISBN: 9787502195601 PA2-C32 

1999 年刊の修訂増補。採掘、精製、油田建設など石

油産業に関する約 13 万語について、中国語と英語を対

照。排列は中国語の拼音順。巻末に「常用单位换算表」

「常见石油石化公司译名表」など 8 の付録を付す。 
 
海峡两岸生态学名词 / 海峡两岸生态学名词工作委员会 

[编]. -- 北京 : 科学出版社, 2013.11. -- vii, 307p ; 27cm 

ISBN: 9787030389176   RA2-C29 
「正篇」「副篇」の2篇からなる。それぞれ生態学に

関する用語 5,200 余語について、英語名、大陸名、台湾

名を対照。排列は正篇が大陸名の拼音順、副篇が英語名

のアルファベット順。 

 
中医养生大辞典 / 周永学, 孙理军 主编. -- 北京 : 人民

卫生出版社, 2013.12. -- 135, 1302p ; 27cm 
索引あり. 

ISBN: 9787117172486 SC2-C59 
漢方薬材や気功法など中国医学の健康法に関する

17,600 余項目を収録。排列は筆画順。巻末に拼音順の

索引を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 
湖南图书馆古旧文献目录附编  / 湖南图书馆 编. -- 北京 
: 线装书局, 2013.7. -- 2 冊 ; 27cm. -- (湖南图书馆古旧文

献目录丛编) 
ISBN: 9787512010505 UP115-C54 
古典籍などの貴重資料を多く所蔵する湖南図書館（省

立図書館）の 1949 年以前刊行の所蔵資料のうち、毛沢

東の著作約200タイトル、徐徳立旧蔵書約3,000タイト

ル、張舜徽旧蔵書約 1,000 タイトル、連環画約 7,000 タ

イトル、外国語資料約 1,200 タイトルについて、書名、

著者、出版社、刊行年などを収録。コレクションごとに

5 に大別し、その中を年代順、筆画順、アルファベット

順などで排列。索引巻に筆画順およびアルファベット順

の総合索引を収録。 
 
國立臺灣大學圖書館典藏「長澤文庫」解題目錄  = 
Annotative catalog of the Nagasawa collection of 
National Taiwan University Library / 高橋昌彥 主編. -
- 臺北 : 國立臺灣大學圖書館, 2013.10. -- xliv, 601p, 図
版 8 枚 ; 27cm. -- (臺灣大學特藏文庫目錄 ; 4) 
索引あり. 
ISBN: 9789860388350  UP171-C69 
国立台湾大学図書館が所蔵する長澤伴雄旧蔵書約 800

タイトルについて、書名、著者、刊行年、形態、解題等

を収録。排列は本書が定める目録番号順。巻末に書名索

引、編著者索引等 5 つの索引を含む 10 の付録を付す。 
 

民国时期图书馆学三种期刊分类索引 / 辜军 [ほか] 主编

. -- 北京 : 國家圖書館出版社, 2013.8. -- 3, 4, 2, 273p ; 
27cm 
索引あり. 
ISBN: 9787501351596 UL1-C18 
『中华图书馆协会会报』1-102 期（1925-1948 年）、

『图书馆学季刊』1-42 期（1926-1937 年）、『文华图

书馆学专科学校季刊』1-36 期（1929-1937 年）に収録

された論文 2,293 篇およびその中の図版 702 件、図表

208 件について、論文名または項目名、収録誌名、巻号

、ページ数を収録。「篇名索引」「图片索引」「表格索

引」に大別し、「篇名索引」はその中をさらに細分して

論文名の拼音順に排列。「图片索引」「表格索引」はそ

れぞれ図版名、図表名の拼音順に排列。巻末にアルファ

ベット順および拼音順の著者名索引を付す。 
 
日本語の部 

 
＜芸術・言語・文学＞ 
漢簡語彙中国古代木簡辞典 / 京都大学人文科学研究所

簡牘研究班 編. -- 東京 : 岩波書店, 2015.3. -- 590, 9p ; 
22cm 
索引あり. 
ISBN: 978-4-00-080318-2  KK12-L17 
 
動詞・形容詞から引く中国語補語用例 20000 / 侯精一, 
徐枢, 蔡文蘭 著 ; 田中信一, 西槇光正, 武永尚子 編訳. 
-- 東京 : 東方書店, 2015.4. -- 618p ; 21cm 
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末に五十音順の著者名索引を付す。 
 
3. 中国国内機関の所蔵資料 
3.1. オンライン目録・デジタルアーカイブ 
馆藏满铁资料书目数据库（大連図書館） 
http://www.dl-library.net.cn/book/list.php?id=6 
大連図書館所蔵の満鉄関係資料の目録。約

12 万点の書誌情報を閲覧できる。  
 
东北亚研究数据库 历史文献（吉林大学） 
http://202.198.25.37/wj/wj/listData!getList.act
ion?menuid=3 
吉林大学所蔵の東北アジア関係資料目録。約

25,000 点の書誌情報を収録。検索も可能7。 
 
联合目录公共检索系统（中国高等教育文献保障

系統（CALIS）） 
http://opac.calis.edu.cn/opac/simpleSearch.do 
中国の大学図書館など約 1,200 機関が参加す

るコンソーシアムが運営する総合目録。 
 
民国时期文献联合目录（中国国家図書館） 
http://pcpt.nlc.cn/mgwx/search/intoSrearchPa
ge.action 
中華民国期の文献について、公立図書館など

14 機関の所蔵情報を 20 万件以上のデータを収

録（2014 年末時点）。一部の資料については

本文画像を閲覧できる。 
 
中国数字图书馆国际合作计划（CADAL） 
http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
中国や米国の図書館など 80 以上の機関が参

加するデジタル化資料共有プロジェクト。満鉄

関係資料約 13,000 点を収録（2014 年 2 月時

点）。資料の検索および本文画像の最初の 10

コマ（著作権保護期間が満了した資料は全文）

の閲覧が可能8。 
 
3.2. 冊子目録 
『中國館藏滿鐵資料聯合目録』（东方出版中心,
 2007）【UP115-C37】 
中国国内の 55 機関が所蔵する満鉄関係資料

約 21 万点を収録した総合目録。中国語・日本

語と欧米言語に大別、主題別に細分し、拼音順

に排列。拼音順、アルファベット順などの書名

索引および著者名索引を収録。 
 
『东北地方文献联合目录』（东北地方文献联合

目录编辑组, [1987]）【GE2-C13】 
中国東北地方の図書館など 17 機関の総合目

録。「报刊部分」「外文(日、西、俄)图书部分」

「中文部分」の 3 輯からなり、各部分末尾に書

名索引を付す9。 
 
『满铁调查报告目录』（吉林人民出版社, 2005）
【D1-C18】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。満鉄の各調査機関が作成した調

査報告・調査資料のうち現存する約 1 万点につ

いて、書名、著者名、出版社、所蔵機関などを

収録。単行本、叢書など 3 に大別して排列。 
 
『满铁调查期刊载文目录』（吉林文史出版社, 
2004）【D1-C16】 
吉林省社会科学院満鉄資料館が中心となって

編纂した目録。約 60 タイトルの雑誌に収録さ

れた論文約 3 万件について、論文名、著者名、

収録雑誌名、刊行年月日、所蔵機関などを収録。

主題別に大別し、刊行年月日順に排列。 
（たんじ みれい） 

                                 
7 検索する際には、「满铁资料库」を選択する。また、

Internet Explorer で閲覧することを推奨する。 
8 閲覧には登録が必要。また、個人登録してもすべての

資料を閲覧できるわけではなく、参加館内でしか見られ

ないコンテンツもある。登録方法など詳細については、

湯野基生「中国の資料デジタル化プロジェクト・CAD

AL の利用と参加について」『アジア情報室通報』12
巻 1 号, 2014.3, pp.2-5 を参照。 
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin12-1-1.php 
9 うち「外文（日、西、俄）图书部分」は、『旧満州東

北地方文献聯合目録.第 2 輯』（葦書房, 1990）【GE2-
E12】として復刻版が刊行されている。 

12
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索引あり. 
ISBN: 978-4-497-21505-5  KK12-L19 
 
中国語類義語辞典 / 相原茂 主編. -- 東京 : 朝日出版社, 
2015.5. -- 793p ; 21cm 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-255-00841-7   KK32-L8 
 
＜科学技術＞ 
中・英・日岩石鉱物名辞典 / 小村幸二郎 監修 ; 狩野

一憲 編. -- 東京 : 創土社, 2015.5. -- 485p ; 22cm 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7988-0222-0   ME2-L11 
 
 

2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 

한국경찰사 : 근대 이전편 / 이윤정 지음. -- 서울 : 
소명출판, 2015.2. -- 207p ; 24cm 
漢字タイトル: 韓國警察史. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791186356111 
（韓国警察史 : 近代以前編） AK2-311-K6 
韓国の警察活動・機関の発展を通史的に整理した資料。

先史時代から甲午改革（1894 年頃）までの時期を対象

とする。 
 
한국경찰사 : 근현대편 / 이윤정 지음. -- 서울 : 
소명출판, 2015.2. -- 303p ; 24cm 
漢字タイトル: 韓國警察史. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9791186356128 
（韓国警察史 : 近現代編） AK4-311-K174 
韓国の警察活動・機関の発展を通史的に整理した資料。

甲午改革（1894 年頃）から現代までの時期を対象とす

る。 
 
經濟法 / 權五乘 저. -- 第 11 版. -- 파주 : 法文社, 
2014.3. -- xxvii, 689p ; 27cm 
索引あり.  
ISBN: 9788918089522 AK4-411-K82 
 
소비자법 = Consumer protection law / 송오식 저. -- 
광주 : 전남대학교출판부, 2013.6. -- xv, 460p ; 26cm 
漢字タイトル: 消費者法. 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788968490224 
（消費者法） AK4-411-K83 
 
＜経済・産業＞ 
한국자본시장론 = Korea capital market / 김석진, 
김주현, 우영호, 이원흠, 장범식, 차명준 저. -- 제 3판. -
- 서울 : 三英社, 2014.8. -- 610p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788944503412 
（韓国資本市場論） DF137-K55 
국가 재정 : 이론과 실제 / 김춘순 저. -- 개정판. -- 

서울 : 학연문화사, 2014.8. -- 696p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788955083170 
（国家財政 : 理論と実際） DG47-K14 
 
한국형 소매유통경영 = Korean retail management / 
신광수 저. -- 서울 : 청람, 2014.9. -- xv, 570p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788959724222 
（韓国型小売流通経営） DH468-K13 
 
한국원자력 50 년사 : 국민과 함께 한 원자력 반세기, 
녹색성장에 앞장서겠습니다 / 
한국원자력 50 년사편찬위원회 편찬. -- 대전 : 
한국원자력학회, 2010.5. -- 617p ; 29cm 
年表あり. 
（韓国原子力 50 年史 : 国民と共にした原子力半世紀, 
グリーン成長で先頭に立ちます） DL225-K6 
通史と部門史に大別し、後者は、「原子力研究開発」

「原子力安全規制」「原子炉設計および政策」「原子力

発電所建設」「原子力発電所運営および整備」「原子力

燃料」「放射性廃棄物管理」「RI および放射線利用」

「人材育成および国際協力」「今後の原子力発電の方向」

の10章からなる。巻末に「韓国原子力50年年表」を付

す。 
 
제약산업 정책의 이해 / 이태진, 박성민, 손경복, 
이경철 지음. -- 청주 : 한국보건산업진흥원, 2014.8. -- 
477p ; 26cm 
ISBN: 9788996771692 
（製薬産業政策の理解） DL533-K5 
「I 医薬品および製薬市場」「II 製薬産業政策総論」

「III 製薬産業政策各論」の 3 部構成。 
III では、研究開発、知識財産権、認可、薬価、流通

管理、合理的使用、産業資源の各政策について、韓国に

おける政策を含めて概説。 
 
2013~2017 방위산업육성 기본계획 / 방위사업청 
방산진흥국 방산정책과 [編]. -- 서울 : 방위사업청 
방산진흥국 방산정책과, 2012.12. -- 114p ; 26cm 
（2013~2017 防衛産業育成基本計画） DL721-K5 
「防衛事業法」第 33 条に基づき策定される基本計画

の内容を解説した資料。「防衛産業育成基本計画の概要」

「2008-2012 基本計画の成果」「防衛産業の対内外

条件」「防衛産業の現況および問題点」「ビジョンお

よび政策目標」「防衛産業育成政策方向」「重点課題細

部推進計画」「結語」の8章からなる。巻末に「防衛産

業育成基本計画（’08-’12）主要改善現況」を付す。 
 
통계로 본 국토･자연 환경 / 
한국환경정책・평가연구원[編]. -- 세종 : 환경부, 
2014.11. -- 85p ; 25cm 
（統計で見る国土･自然環境） DT191-K4-K17 
 
＜社会・労働＞ 
한국음식의 미학 : 세계인의 입맛을 사로잡은 자랑스런 

우리 음식 / 최은희 박경애, 오봉희, 이영희, 이지현, 
최수남, 한경순 공저. -- 서울 : 백산출판사, 2010.11. -- 
385p ; 26cm 
文献あり. 
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ISBN: 9788961833646 
（韓国料理の美学 : 世界の人の食欲をとりこにした誇

らしい私たちの食べ物） EF27-K67 
 
3 대가 쓴 한국의 전통음식 / 황혜성 한복려, 한복진, 
정라나 저. -- 파주 : 교문사, 2010.8. -- xi, 401p ; 27cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788936310639 
（3 代が書いた韓国の伝統料理） EF27-K68 
 
한국의 환경정책 / 정회성, 이규용, 정회석, 김태용, 
추장민, 전대욱 저. -- 서울 : 환경과문명, 2014.3. -- 
410p ; 25cm 
文献あり. 
ISBN: 9788996737896 
（韓国の環境政策） EG295-K29 
 
＜歴史・地理＞ 
식민지 조선의 일본인 인명사전 / 리진호 지음. -- 
[제천] : 지적박물관출판부, 2011.6. -- 218p ; 18cm 
文献あり. 
ISBN: 9788996287292 
（植民地朝鮮の日本人人名辞典） GB13-K1 
植民地期に朝鮮に渡った政治、社会、教育、地籍、宗

教分野の日本人242名について、生没年、経歴等を収録。

排列は、人名日本語よみのハングル字母順（例：伊藤博

文:이토우히로부미）。 
 
대통령의 시간 : 2008-2013 / 이명박 지음. -- 서울 : 
알에이치코리아, 2015.2. -- 798p, 図版 16 枚 ; 24cm 
索引あり. 
ISBN: 9788925555102 
（大統領の時間 : 2008-2013） GK269-K5 
 李明博前大統領による大統領在職中の回顧録。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
통일문화사대계 : 북한 문예비평 자료･해제집 = An 
anthology : North Korean literary and art criticism / 
단국대학교 부설 한국문화기술연구소 편. -- 광명 : 
경진, 2012.8-2014.9. -- 2 冊 ; 24cm. -- (북한문학예술 ;  
3, 9) 
文献あり. 索引あり. 
1. 1990~1999 -- 2. 2000~2009. 
ISBN: 9788959961283 (set) -- 9788959961290 (1) -- 
9788959964291 (2) 
（統一文化史大系 : 北韓文芸批評資料･解題集） 
 K144-K102 
北朝鮮の文学、映画、演劇・公演芸術、音楽、美術芸

術関係の雑誌（『朝鮮文学』『朝鮮映画』『朝鮮芸術』

の3誌）に掲載された理論・批評関係のテキストについ

て、年度別に、論調の傾向分析と目録を収録する。1 巻

は1990-1999年を、2巻は2000-2009年を対象とする。 
 
한국의 전통 초가 = The Korea tradition Choga / 
윤원태 글·사진. -- 서울 : 재원, 1998.10. -- 256p ; 28cm 
ISBN: 8986049791 
（韓国の伝統草家） KA241-K21 
 
한국전통연희사전 / 전경욱 편저. -- 서울 : 민속원, 
2014.12. -- 1170p ; 29cm 

漢字タイトル: 韓國傳統演戱辭典. 
文献あり. 
ISBN: 9788928506798 
（韓国伝統演戯辞典） KD2-K10 
曲芸、仮面劇、楽器演奏、人形劇等、韓国の伝統演戯

や関連用語について、定義、歴史、特徴、名演者、意義、

参考文献等を収録する。排列は見出し語のハングル字母

順。 
 
한국현대 음악인사전 = A biographical encyclopedia of 
contemporary Korean musicians. 상, 하 / 宋芳松 저. -
- 서울 : 보고사, 2011.5. -- 2 冊 ; 27cm 
ISBN: 9788984338654 (set) -- 9788984338661 (상) -- 
9788984338678 (하) 
（韓国現代音楽人事典） KD9-K12 

1945年から 1999年までに活動した韓国の音楽家約 2
万名について、経歴、参考文献等を収録。排列は人名の

ハングル字母順で、上巻にㄱ～ㅅ、下巻にㅇ～ㅎを収録

する。下巻に索引を付す。 
 
조선 음악인 열전 / 宋芳松 저. -- 서울 : 보고사, 
2010.10. -- 625p ; 26cm 
漢字タイトル: 朝鮮音樂人列傳. 
ISBN: 9788984338272 
（朝鮮音楽人列伝） KD9-K13 
 
譯學書文獻目錄 / 遠藤 光曉, 伊藤 英人, 鄭丞惠, 竹越 
孝, 更科 愼一, 朴眞完, 曲曉雲 編. -- 서울 : 박문사, 
2009.9. -- x, 253p ; 23cm 
ISBN: 9788994024059 KJ1-K1 
朝鮮時代の外国語教科書である訳学書に関する単行本、

雑誌論文等を収録。総論、漢学、蒙学、倭学、清学に分

類され、排列は研究文献の発表年代順。 
 
뉴 에이스 실용옥편 : 漢韓字典 / 삼성서관 辭書部 篇. 
-- 最新版 -- 서울 : 삼성서관, 1994.1. -- 29, 612p ; 18cm 
ISBN: 9788986823189 
（ニューエース実用玉篇 : 漢韓字典） KJ42-K228 
 
단어별 어원정보 / 국립국어원 지음. -- 서울 : 
휴먼컬처아리랑, 2015.1. -- 329p ; 22cm 
ISBN: 9791155652350 
（単語別語源情報） KJ42-K229 
 
＜科学技術＞ 
한국 인터넷의 역사 : 되돌아보는 20 세기 / 안정배 
기록 ; 강경란 감수. -- 서울 : 블로터앤미디어, 2014.8. -
- 272p ; 23cm 
ISBN: 9788996592969 
（韓国インターネットの歴史 : 振り返る 20 世紀） 
 ND633-K6 
韓国のインターネットについて、研究開発の歴史、政

策の変遷、一般への普及、オンラインゲームの開発、ネ

ットワークの発達などを概説。巻末に「韓国・アジア・

世界のインターネットの歴史年表」等を収録。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
한국 근현대 학교 간행물 연구 : 원본 서지 정보 및 
목차 자료 (1895-1947) / 최동호 외 편저. -- 서울 : 
서정시학, 2009.6. -- 2 冊 ; 25cm 
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ISBN: 9788992362627 (set) -- 9788992362634 (1) -- 
9788992362641 (2) 
（韓国近現代学校刊行物研究 : 原本書誌情報および目

次資料 (1895-1947)） UP54-K15 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
日韓政治制度比較 / 康元澤, 浅羽祐樹, 高選圭 編著. -- 
東京 : 慶應義塾大学出版会, 2015.3. -- 186p ; 22cm. -- 
(慶應義塾大学東アジア研究所・現代韓国研究シリーズ) 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7664-2119-4 A11-Z-L113 
 
北朝鮮とは何か : 思想的考察 / 小倉紀蔵 著. -- 東京 : 
藤原書店, 2015.3. -- 220p ; 20cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-86578-015-4 A99-ZK3-L5 
 
日韓会談 1965 : 戦後日韓関係の原点を検証する / 吉澤

文寿 著. -- 東京 : 高文研, 2015.6. -- 251p ; 19cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-87498-570-0 A99-ZK4-L97 
 
韓国型ロースクールの誕生 : 法曹養成にみる高等教育

と政治体制 / 朴炫貞 著. -- 岡山 : 大学教育出版, 
2014.12. -- 253p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-86429-286-3 AK4-771-L2 
 
＜社会・労働＞ 
朝鮮時代の女性の歴史 : 家父長的規範と女性の一生 / 
奎章閣韓国学研究院 編著 ; 小幡倫裕 訳. -- 東京 : 明
石書店, 2015.3. -- 384p ; 22cm 
文献あり. 索引あり.  
ISBN: 978-4-7503-4158-3 EF73-L53 
 
＜教育＞ 

朝鮮学校物語 : あなたのとなりの「もうひとつの学校」 / 
『朝鮮学校物語』日本版編集委員会 編 ; 地球村同胞連

帯, 「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡

会 著. -- [東京] : 花伝社 ; 東京 : 共栄書房 (発売), 
2015.5. -- 132,9p ; 21cm 
文献あり. 年表あり. 
ISBN: 978-4-7634-0739-9  FB52-L18 
 
＜歴史・地理＞ 
ビジュアル版朝鮮王朝の歴史 / 金両基 監修. -- 東京 : 
キネマ旬報社, 2015.6. -- 143p ; 22cm. -- (イルカの本) 
「ビジュアル版楽しくわかる韓国の歴史  VOL.1」
(2012 年刊)の改題、加筆・再編集. 
年表あり. 
ISBN: 978-4-87376-433-7 GE127-L18 
 
北朝鮮の核心 : そのロジックと国際社会の課題 / アン

ドレイ・ランコフ [著] ; 山岡由美 訳. -- 東京 : みすず

書房, 2015.6. -- 339,16p ; 20cm 
原タイトル: THE REAL NORTH KOREA 原著改訂版

の翻訳. 
索引あり. 

ISBN: 978-4-622-07895-1 GE138-L29 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
広辞苑第六版日韓辞典 = 고지엔 제 6 판 일한사전 = 
Kojien, 6th Japanese-Korean dictionary. 1 (あ-せ) / [新
村出] [編]. -- [ソウル] : 語文学社 ; 東京 : オークラ情報

サービス (発売), 2012.11. -- 1938p ; 26cm 
訳: 시성규ほか. KJ42-L5 
 
広辞苑第六版日韓辞典 = 고지엔 제 6 판 일한사전 = 
Kojien, 6th Japanese-Korean dictionary. 2 (せ-ん) / [新
村出] [編]. -- [ソウル] : 語文学社 ; 東京 : オークラ情報

サービス (発売), 2012.11. -- 1910p ; 26cm 
訳: 시성규ほか. KJ42-L6 
 
李光洙 : 韓国近代文学の祖と「親日」の烙印 / 波田野

節子 著. -- 東京 : 中央公論新社, 2015.6. -- 234p ; 18cm. 
-- (中公新書 ;  2324) 
文献あり. 年譜あり. 
ISBN: 978-4-12-102324-7 KJ54-L5 
 
欧文の部 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
Baekja : Korean traditional porcelain / writing, Choe 
Kun, Chang Kihoon, Lee Jeongyong ; translation, Kim 
Kyongsook. -- Seoul, Korea : Korea Craft & Design 
Foundation, 2014. -- 161 pages :illustrations ; 21cm. -- 
(Korean craft & design resource book ;  06) 
Includes bibliographical references (pages 158-159) 
and index. 
ISBN: 9788997252343 -- 8997252348 (KB382-P2) 
 
Nubi : Korean traditional quilt / writing Park Sungsil ; 
translation, Yeo Sanghoon. -- 159 pages :illustrations ; 
21cm. -- (Korean craft & design resource book ;  07) 
Includes bibliographical references (page 156) and 
index.  
ISBN: 9788997252367 (KB441-P36) 
 
Encyclopedia of Korean folk literature = 한국 민속 
문학 사전 / executive editor, Chung Myung-sub ; 
compiled and edited by Encyclopedia Planning Team, 
Kim Tae-woo, Ahn Hye-kyeong, Cho Hyun-sook ; 
English translation, Jung Ha-yun. -- Seoul, Korea : The 
National Folk Museum of Korea, 2014. -- 410 
pages :illustrations (some color). ; 28cm. -- 
(Encyclopedia of Korean folklore and traditional 
culture ;  Vol. 3 =한국 민속 대백과 사전 ;  3)  
Issued in case (29 x 23 x 5 cm). 
"Revised and abbreviated English translation of the 
'Folk narratives' volume of the Korean-language 
Encyclopedia of Korean folk literature, published in 
2012" 
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9788928900848 -- 8928900840 (KJ52-P8) 
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3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
東洋人物レファレンス事典. 美術・音楽・芸能篇 / 日
外アソシエーツ株式会社 編集. -- 東京 : 日外アソシエ

ーツ ; 東京 : 紀伊國屋書店 (発売), 2015.2. -- 483p ; 
21cm.  
索引あり. 
ISBN: 978-4-8169-2523-8 GE12-L4 
 
東南アジア 
 
＜ベトナム＞ 
Dictionary of Vietnamese traditional culture / Hữu Ngọc, 
chief editor [and seventeen others]. -- First edition. -- 
Hà Nội, Việt Nam : Thế Giới Publishers, [2012] -- 375 pages ; 
21cm. 
English translation of the author's original Vietnamese 
work. 
ISBN: 9786047703166 (GE8-P190) 

Doanh nghiệp Việt Nam : 9 năm đầu thế kỷ 21 / Tổng cục
thống kê = Enterprises in Vietnam during the first nine 
years of 21st century / General Statistics Office. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản Thống kê, 2010. -- 635p. ; 24cm. 
Vietnamese and English. Y741-TS-101 

2000年から2008年までのベトナム企業に関する統計

を収録。「所有形態・業種別」「省別」の2部分からな

り、それぞれ企業数、従業員規模別企業数、資本規模別

企業数、従業員数、賃金、純売上高など 15 の統計を収

録。 

Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam / nhóm biên sọan, Vũ 
Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà. -- Hà 
Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-thông tin, 2010. -- 499p. ; 21cm.  
Includes bibliographical references (p. 498) and index. 
 Y741-TS-112 
（ベトナム文化教育辞典） 

Từ điển địa danh lịch sử quân sự / Trung tâm từ điển bách 
khoa quân sự. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 
2006. -- 458p. : ill., maps ; 19cm. 
Includes bibliographical references (p. 457-458). 
 Y741-TS-115 
（軍事史地名辞典） 

Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam = Vietnam's 
dictionary of historical cultural place names / Nguyễn
Như Ý chủ biên, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết. -- Hà Nội : 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013. -- 1455p. : ill. 
(chiefly col.) ; 25cm. 
Includes bibliographical references (p. 1452-1455) and 
index. 
In Vietnamese.  
ISBN: 978604002440 Y741-TS-136 

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập. -- Hà Nội : 
Tạp chí Hoạt động khoa học : Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển truyền thông KH&CN, 2009. -- 707p. : ill. ; 30cm.  

Cover title. "Bộ khoa học và công nghệ." Y741-TS-171 
（公立研究機関・組織名鑑） 

Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại : kỷ yếu. -- Hà Nội : Nhà 
xuât bản Mỹ thuật, 2009. -- 871p. : ill. ; 24cm. 
"Hội mỹ thuật Việt Nam" -- Cover.  
"Kỷ yếu hội viên" -- Cover.  
Includes index. Y741-TS-178 
（現代ベトナム美術家名鑑） 

Từ điển tâm lý / chủ biên, Nguyễn Khắc Viện, với sự hợp tác 
của hội đồng khoa học N-T, đặc biệt của bác sĩ Lê Văn Luyện, 
trưởng ban dịch thuật. -- Tái bản lần thứ 2. -- Hà Nội : Nhà xuất
bản Thế giới : Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, 2007. -- 
479 pages : ill. ; 21cm. Y741-TS-184 
（心理学用語辞典） 

Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ
2004-2011 / [biên soạn, tổ chức bản thảo, Nguyễn Đức Vân ... 
et al.]. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009. -- 
1303p. : col. ill., col. maps ; 25cm. 
At head of title: Văn phòng Chính phủ. Y741-TS-194 
（第 12 期政府および 2004-2011 年任期の省級行政府人

物名簿） 

Từ điển tiếng Việt / Hoàng Văn Hành, chủ biên. -- TP. Hồ Chí 
Minh : Nhà Xuất Bản Từ Điển Bách Khoa, 2003. -- 813p. ; 
21cm. Y741-TS-217 
（ベトナム語辞典） 

Chân dung nữ anh hùng Việt Nam các thời đại / tổ chức bản
thảo, Đỗ Bích Ngọc, Lê Ngọc Nhi. -- Hà Nội : Nhà xuất bản
Lao động, 2009. -- 543p. : ill. ; 27cm. 
Includes the law and regulations on Vietnam 
Emulation and Commendation. Y741-TS-224 
（各時代のベトナムにおける英雄的女性の肖像） 

ベトナムにおいて英雄的とされる女性約240名につい

て、氏名、出身地、民族、経歴、業績、肖像などを収録。

「前近代」「近現代」に大別し、「近現代」はその中を

さらに「抗仏・抗米戦争期（1945-1975年）」「戦後か

ら現在（1975 年以降）」に細分し、氏名のアルファベ

ット順に排列。「前近代」はおもに中国および封建支配

に抵抗した女性、「近現代」はおもに抗仏・抗米戦争で

活躍した女性および国家、社会に貢献した女性を収録。 

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam. -- Hà Nội : Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam, 2010. -- 304p. : col. ill. ; 27cm. 
Cover title. 
At head of title: Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu
số Việt Nam. Y741-TS-227 
（ベトナム民族事典） 

 
＜マレーシア＞ 
Biographical dictionary of mercantile personalities of 
Penang / Loh Wei Leng [and four others], editors. -- 
Goerge Town, Penang, Malaysia : Think City ; Kuala 
Lumpur, Malaysia : MBRAS, 2013. -- 228 pages : 
illustrations ; 30cm. 
Includes bibliographical references (pages 198-213) 
and index. 
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In English. 
ISBN: 9789679948592 ; 9679948595 (D4-P27) 

＜ミャンマー＞ 
ေခတသ်စ ်ြမန်မာ-အဂ�လပ်ိ အတိေ်ဆာငအ်ဘဓိာန် = The khit 
thit Myanmar - English pocket dictionary / 
ေခတသ်စစ်ာတညး်အဖဲွ� မ� ြပ�စ��ပီး 
ဆရာဦးစိ�းေသးွတညး်ြဖတ်ြပငဆ်ငသ်ည ်-- ရနက်�န ်: ေခတသ်စစ်ာေပ, 
[2000?] -- 696p. ; 12cm.          Y746-TS-452 
 
南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 

Oxford English Sindhi dictionary = Oksforḍ Angrezī 
Sindhī Ḍikshnarī. -- Chāpo 1. -- Karācī : Auksfarḍ Yūnivarsiṭī 
Pres, 2010. -- xvi, 2096 pages ; 25cm. 
"English text from the Concise Oxford Dictionary, 
Ninth Edition" -- Title page verso. 
In English and Sindhi. 
ISBN: 9780195978216 ; 0195978218 (KN52-P41) 
 

＜インド＞ 
Dictionary of the Great Andamanese language : 
English--Great Andamanese--Hindi / Anvita Abbi ; 
with technical assistance from Karen Buseman ; with 
a foreword by Christopher Moseley. -- Delhi : Ratna 
Sagar, 2012. -- lxx, 477 pages ; 25 cm +  1 CD-ROM (4 
3/4 in.) 
Includes indexes. 
In English, Andamanese and Hindi. 
ISBN: 9789350361252 ; 9350361256 (YU111-P110) 
 
＜バングラデシュ＞ 
Historical dictionary of Bangladesh / Syedur Rahman. 
-- 4th ed. -- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2010. -- 
lxviii, 442p. ; 23cm. -- (Historical dictionaries of Asia, 
Oceania, and the Middle East ; no. 75) -- Rev. ed. of: 
Historical dictionary of Bangladesh / Craig Baxter and 
Syedur Rahman. 
Includes bibliographical references (p. 359-440). 
ISBN: 9780810867666 (cloth : alk. paper) GE8-B75 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
The Oxford encyclopedia of philosophy, science, and 
technology in Islam / Ibrahim Kalin, editor in chief. -- 
Oxford ;   New York : Oxford University Press, [2014] 
-- 2 volumes ; 26cm. 
Includes bibliographical references and index.  
ISBN: 9780199358434 (v. 1) ; 0199358435 ; 
9780199358441 (v. 2) ; 0199358443 ; 9780199812578 
(set) ; 0199812578 (set) (M2-P4) 
 
 

＜シリア＞ 

Historical dictionary of Syria / David Commins and 
David W. Lesch. -- Third edition. -- Lanham : The 
Scarecrow Press, Inc., 2014. -- xxxv, 485 pages : maps ; 
24cm. -- (Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East). 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9780810878204 (cloth : alk. paper) ; 0810878208 
(cloth : alk. paper) GE8-B103 
 
＜レバノン＞ 
Historical dictionary of Lebanon / Asʻad AbuKhalil. -- 
Lanham, Md. : Scarecrow Press, 1998. -- xxi, 269p. : 
maps ; 23cm. -- (Asian historical dictionaries ; no. 30) 
Includes bibliographical references (p. 235-268). 
ISBN: 0810833956 (cloth : alk. paper) GE8-A81 
 
中央アジア 
 

＜ウズベキスタン＞ 

簡明ウズベク語辞典  = QISQACHA O'zbekcha-
Yaponcha Lug'at / 中嶋善輝 著. -- 吹田 : 大阪大学出版

会, 2015.2. -- 305p ; 19cm. 
ISBN: 978-4-87259-482-9 KJ122-L2 
 

＜カザフスタン＞ 
Historical dictionary of Kazakhstan / Didar 
Kassymova, Zhanat Kundakbayeva, Ustina Markus. -
- Lanham : Scarecrow Press, 2012. -- xxxvii, 323p. ; 
24cm. -- (Historical dictionaries of Asia, Oceania, and 
the Middle East). 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9780810867826 (cloth : alk. paper) ; 
9780810879836 (ebook) GE8-B89 
 
＜タジキスタン＞ 

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик / сармуҳаррир А. 
Қурбонов. -- Душанбе : Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2011- -- volumes : 
illustrations (chiefly color), color maps ; 27cm. 
In Tajik (Cyrillic). 
ISBN: 9789994733453 (v. 1) ; 9789994733524 (v. 2) ; 
9994733451 Y787-TS-102 
（タジキスタン百科事典） 
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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 7 
 
アジア情報室では、国会サービス（国会議員に対する各種調査報告の作成、資料・情報等の提

供）に資する目的で、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。 
これらのうち、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。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、是非ご活用頂きたい。 
 
（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 
1.11.  陈阿江, 程鹏立, 罗亚娟 等 著『『癌症

村』调查 : 环境健康风险的认知与应对（「が

んの村」調査：環境健康リスクの認知と対応）』

北京:中国社会科学出版社, 2013.8. 3, 575p.
【EG295-C87】 
 
 「癌症村（がんの村）」とは、化学工場から

の排水による水質汚染などを原因とするがんの

罹患率が高い村を指す。中国では経済発達とと

もに環境汚染が深刻化しており、「がんの村」

の存在が注目を浴びるようになった。中国の雑

誌記事・新聞では、2001 年頃から「がんの村」

という言葉が用いられるようになった1。2013
年 1 月には、環境保護部の文書「化学品環境リ

スク防止管理に関する『第 12 次 5 か年計画』2」

の中でも、「癌症村」という言葉が用いられた。 
 
本書は、米国社会科学研究協会3、中国科学

技術協会4等の研究プロジェクトの成果をまと

めたもので、環境汚染と健康問題の因果関係を

検証するとともに、環境汚染や健康被害に伴う

社会的、経済的な問題も考察する。主たる著者

の陳阿江5は河海大学社会学系教授で、環境社

会学等を専門とする。序文と後記のほか、7 章

から構成され、序文は英文を併記している。以

下、各章の内容を紹介する。 

                                 
1 中国の学術情報データベース（CNKI）で検索した結

果による。国立国会図書館館内で利用できる。 
2 中华人民共和国环境保护部「化学品环境风险防控“十
二五”规划」2013.1, p.11.  
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201302/W02013
0220539067366659.pdf 
ウェブサイトの最終アクセス日は、2015 年 11 月 20

「“がんの村”内外」の章では、2004 年のテレ

ビ報道をきっかけに一躍「がんの村」として注

目を集めた淮河流域の村を対象とした調査を取

り上げる。著者らは、報道内容及び関連する文

献を検証するとともに、2009 年から 2011 年に

かけての現地調査で、住民や村の医師への聞き

取りなどを実施した。その結果、がんの原因に

は工場からの化学汚染だけでなく、喫煙や飲酒

などの生活習慣や肝炎などの既往症、住民の生

活ごみ投棄など、複数の要因があるため、企業

や政府の責任を問うのは困難であると結論付け

ている。 
「蘇北の“がんの村”」「豊かな“がんの村”」

「問題化と汚名返上」などの章では、いずれも

「がんの村」と呼ばれながら、異なる対応が取

られた事例を紹介する。例えば、住民が地方政

府に被害を訴えるとともに、企業の責任を追及

した例がある一方で、住民が汚染源となる工場

の経営者や従業員であるためにそのような活動

には至らない例が紹介されている。 
「村民の環境健康リスクの解消法」の章では、

住民の環境汚染への認識や対処方法を取り上げ

る。住民は、汚染された水や農作物を避ける、

化学工場での就業をやめる、など、限られた知

識で対応しているものの、根本的な解決には至

っていないと述べる。そして、問題解決のため

には、政府の実効性ある環境政策が不可欠であ

日。以下同じ。 
3 Social Science Research Council (SSRC)。米国の非

政府、非営利の学術機関。 http://www.ssrc.org/ 
4 中国国内最大の科学技術者の民間組織。 
http://www.cast.org.cn/ 
5 陈阿江（河海大学研究生院ウェブサイト） 
http://gs.hhu.edu.cn/s/11/t/359/fa/11/info64017.htm 
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ると指摘する。 
（アジア情報課 水流添 真紀） 

 
1.12.  李莉 著『内地与香港初中中国历史教科

书比较研究（中国本土と香港における初級中学

の中国史教科書の比較研究）』武汉：華中科技

大學出版社, 2014.7. 4, 305p. 【FC49-C19】 
 
本書は、中国本土と香港における初級中学

（日本の中学校に相当）の歴史教科書に関する

制度及び内容を比較する。比較項目は、両地に

おける教科書制度（第 2 章）、中国史教科書の

編集執筆指導の思想（第 3 章）、編集執筆の原

則（第 4 章）、体裁（第 5 章）、構成（第 6
章）、ページデザイン（第 7 章）、内容（第 8
章）である。以下、内容の一部を紹介する。 

 
第 2 章は、中国本土及び香港における教科書

制度の変遷を比較する。中国本土では、中華人

民共和国の成立以降、国定教科書が採用されて

いたが、1980 年代半ばの教育改革により、検

定制に移行した。他方、香港の教科書は自由発

行制である。ただし、出版社は教科書の見本を

教育局の審査にかけることができ、審査に合格

すれば、「推薦教科書リスト」に掲載される。 
第 3 章は、中国本土及び香港における歴史教

育の主旨、方針の変遷と、それらの歴史教科書

編纂への影響を比較分析する。中国本土と香港

は、いずれも歴史教科書の編集執筆の指針とすべ

き政府文書、すなわち中華人民共和国教育部が制

定した『義務教育歴史課程標準』（2011 年）6、

香港課程発展議会7が編訂した『中国歴史科課

程綱要（中一から中三）』（1997 年）8がある

が、両者の内容は大きく異なる。例えば、中国

本土における歴史教育の目的が、社会主義の核

心的価値観や愛国主義のかん養であるのに対し、

香港のそれは、優良な品徳や、国家への帰属感、

社会への責任感を育むことである。また、中国

                                 
6 中华人民共和国教育部「义务教育历史课程标准」

2011.6. 
http://ncct.moe.edu.cn/uploadfile/2014/1115/201411150
14657982.pdf 
7 香港特別行政区行政長官の委任に基づく独立した組織

で、教育課程について政府に意見を提出することを任務

本土では、上記『標準』に従って教科書を編集

することが明確に求められ、編集者の裁量は小

さいが、香港では、上記『綱要』への準拠を義

務とする明示的規定はなく、編集者の裁量が比

較的大きい。 
第 8 章は、中国本土と香港の歴史教科書の内

容を比較する。全般的な特徴として、本土の教

科書は、古い時代ほど簡潔に、現代に近いほど

詳細に論じている。また、各時代の庶民の生活

史を重視している。さらに、愛国的な英雄や各

分野の偉人についての学習を通じ、人格教育や

愛国的情操の涵養を図っている。一方、香港の

教科書は、民族の団結や国家統一の維持に重点

が置かれ、「中国」「中華民族」といった呼称

の由来や歴代の民族融合政策などのほか、中国

の領土の一部とする台湾の歴史や事情について

も詳しく解説している。 
また、政治史では、中国本土の教科書は、

1919 年の五四運動とその後の歴史についての

記述が厚く、五四運動以降は中国共産党の歴史

に重点が置かれている。また、香港、マカオ、

台湾に関する重要な事件はあまり扱われていな

い。一方、香港の教科書は、歴代の政治制度、

政治改革、政治運動、重要な事件について詳し

く解説している。このほか、経済史、文化史、

史料の運用についても比較検討する。 
 
最後に著者は、良質な教科書を作成するに

は、構成及びページデザインを生徒の発達段階

と理解力に合致させること、また、そのうえで

適切な学習内容を選択する必要があると主張す

る。また、歴史教育においては、生徒が基礎的

な歴史知識を習得し、さらなる思考力や判断力

を獲得すること、民族の誇りや自信を養うこ

と、正確な世界観や価値観を形成することなど

が重要であると指摘する。 
（前 アジア情報課 濱川 今日子） 

 

とする。 
8 香港課程發展議會編訂「中學課程綱要 中國歷史科

（中一至中三）」1997. 
http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-
development/kla/pshe/CSS13CH.pdf 
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2. 韓国 
2.8.  산업통상자원부 [編] （産業通商資源部 
[編]）『2003∼2013 경제자유구역 10 년사 = 
Free economic zones 10 years history（2003∼
2013 経済自由区域 10 年史）』世宗, 산업통상
자원부 경제자유구역기획단（産業通商資源部経

済自由区域企画団）, 2013.12, 317p. 
【DE151-K76】 
 
韓国の経済自由区域（Free Economic Zones, 

FEZ）9について、これを所管する産業通商資

源部が編集した十年史である。豊富な図表を用

いて、制度、政策及び開発の現況を整理してお

り、韓国の経済自由区域を知るうえで非常に有

益な資料である。 
第 1 章「経済自由区域の台頭と発展」では、

各経済自由区域の指定経緯（第 2 節）と、経済

自由区域関係の制度・推進体制（第 3 節）を解

説する。根拠法である「経済自由区域の指定及

び運営に関する特別法」10の制定・改正内容や、

関連組織の設置根拠・役割・会合の開催実績が

整理されており、制度の概要理解に役立つ。 
第 2 章「経済自由区域の目標とビジョン」で

は、国内外の類似制度との比較を交えつつ、経

済自由区域の意義を解説する。その上で、各区

域の開発現況を簡単に整理する。 
第 3 章「経済自由区域事業推進成果」では、

政府が実施してきた制度改正の事例（第 1 節。

右表参照）と、各区域のより詳細な開発現況

（第 2 節）を解説する。 
第 4 章「経済自由区域内の外国人投資誘致及

び制度整備」では、外国人投資の現況を整理し

た上で（第 1 節）、外資誘致のための各種施策

を解説する（第2, 3節）。例えば、2013年9月

                                 
9 「外国人投資企業の経営環境と外国人の生活条件を改

善するために整備された地域で第 4 条により指定・公示

される地域」（経済自由区域の指定及び運営に関する特

別法第 2 条第 1号）。経営環境の改善のために、税制

優遇や基盤施設の整備等を、生活条件の改善のために、

教育機関や医療機関の整備等を実施する。仁川経済自由

区域（2003 年 8月指定）をはじめとして、現在までに

8 つの区域が指定されている。 
10 制定当時の名称は「経済自由区域の指定及び運営に

関する法律」。2009 年 1月の法改正で、改称された。

本稿では、現行の「特別法」表記を用いる。 
 

までの外資誘致実績は 77 億 8 千万ドルに上る

が、世界的な景気低迷や不動産投資の鈍化等に

より、開発が完了した区域は全体の 52.5%に留

まるとされる（p.215）。こうした状況の中で、

外資誘致のために実施されている経営環境、生

活環境の改善に向けた施策を整理する。 
このほか、あとがき（第 5 章「経済自由区域

の未来」）及び巻末付録（「経済自由区域プロ

ジェクト23」「経済自由区域推進日誌」）があ

る。 
 
表 経済自由区域関係の制度改正事例 

事項 概要 
1. 規制改革長官会

議「経済自由区域

規制改善方案」 
(2006 年 11 月 21
日) 

①外国人投資誘致促進のため  
 の企業負担軽減 
②行政手続の改善を通じた事  
 業推進の円滑化 
③経済自由区域活性化のため  
 の支援体系改善 

2. 第 10 次経済自

由区域委員会にお

ける外資誘致促進

のための制度改善

方案 
(2007年8月17日) 

定住環境の改善を図る。 
①企業誘致時の租税インセン

ティブ拡大 
②学校・研究機関等の非営利 
 機関誘致の支援強化 
③外国人投資企業の従業員向 
 け住宅供給の拡大 

3. 経済自由区域基

本計画の策定 
(2013年7月15日) 

中央・地方政府の政策整合性

を維持しつつ、地理的条件を

反映して差別化を進め、体系

的・効率的な開発を図る。ま

た、関係者に政策の内容を明

確に提示し、予測可能性を担

保する。 
4. 経済自由区域広

報活性化方案 
(2013年4月11日) 

中央・地方政府で個別に実施

してきた広報の改善を図る。 

（出典）本書第 3 章第 1 節（pp.124-135）の記述を基

に、筆者作成。 
 

（アジア情報課 福山 潤三） 
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