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自己紹介
 2010年4月～ 国立国会図書館に入館
 2015年4月～ アジア情報課アジア第二係（中国担当）に配属
 2017年10月～ アジア第二係長

 2017年10月 アジア情報研修で講師を担当
執筆記事「台湾情報の調べ方 : 諸制度と統計を中心に : 平成29年度アジア情
報研修概要報告」「レファレンス事例・ツール紹介(12)漢字の調べ方」（い
ずれも『アジア情報室通報』（後述）掲載）など

普段は、中国語資料関連の図書館サービス（資料整理、レファ
レンス対応、Webコンテンツ作成…）に従事
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お話しする内容

①国立国会図書館関西館アジア情報室について
概要
所蔵資料、契約データベース

②中国研究を支援する取組
Web上での情報発信：「アジア諸国の情報を探す」
AsiaLinks –アジア関係リンク集-
アジア情報の調べ方案内
アジア情報機関ダイレクトリー

その他の取組
研修・ガイダンスなど
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①国立国会図書館関西館アジア情報室について

国立国会図書館とは

 東京本館（千代田区永田町）
国内刊行物、欧米図書など

 関西館（京都府精華町）
アジア言語資料、外国雑誌、科学技術資料など

 国際子ども図書館（上野公園）
児童書・教科書など
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唯一の国立図書館
納本図書館 国内の出版物を網羅的に収集
外国資料は選択的に購入
中国語図書は、

・国内書店のカタログ・中国国家図書館から提供される新書リスト等
を利用した選書

・海外図書館との国際交換
・寄贈の受入

など、様々なツールやルートを利用して収集

①国立国会図書館関西館アジア情報室について

国立国会図書館とは5



①国立国会図書館関西館アジア情報室について

アジア情報室の概要

 1948年 国立国会図書館開館 中国資料閲覧室を設置
→1955年 アジア資料閲覧室
→1959年 アジア資料参考室
→1961年 アジア・アフリカ資料室
→1986年 アジア資料室

中国を中心に、アジア各国の資料収集・書誌作成に注力

 2002年 関西館開館 アジア情報室←東京から移転
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①国立国会図書館関西館アジア情報室について

アジア情報室の所蔵資料概要
所蔵資料数 （2019.10現在）

一部の中国語資料は例外的に東京に
古典籍、議会官庁資料（法令資料、公報など）、地図

→東京本館所蔵
児童書→国際子ども図書館所蔵

図書 雑誌 新聞

アジア言語、
欧文の資料数 48万冊以上 8,300タイトル以上 600タイトル以上

うち中国語 36万冊以上 4,400タイトル以上 370タイトル以上
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①国立国会図書館関西館アジア情報室について

アジア情報室の所蔵資料概要

蔵書目録はインターネット上で検索可能
→検索システム「国立国会図書館オンライン」

https://ndlonline.ndl.go.jp/

CiNii Booksには当室のデータは一部しか入っていない

資料の一部は東京本館や近くの図書館に取寄せできる
コピーを取寄せる「遠隔複写サービス」も提供
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①国立国会図書館関西館アジア情報室について

アジア情報室の所蔵資料概要

当室の雑誌・新聞の主要タイトル
リストをインターネット上で公開
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/
asia-02data.php
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①国立国会図書館関西館アジア情報室について

契約データベース

提供している契約データベース（東京本館と共通）

CNKIの雑誌 CAJ+CJP（全分野）→遠隔複写申込可能！
CNKIの重要新聞 CCND
人民日報オンライン版
大成老旧刊全文数据庫（2019年に新規導入）
など
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②中国研究を支援する取組

アジアに関する研究そのものを行っているわけではない
→調査研究に役立つ情報を発信（＝研究を支援）

１．Web上での情報発信
→リサーチ・ナビ「アジア諸国の情報を探す」

２．その他の取組（研修・ガイダンス、刊行物の発行等）
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②中国研究を支援する取組

Web上での情報発信：リサーチ・ナビ

調べものに有用であると職員が判断した情報源
→特定のテーマ、資料群別に紹介

 https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
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②中国研究を支援する取組

Web上での情報発信：リサーチ・ナビ

アジアに関するもの→「アジア諸国の情報を探す」
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/
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②中国研究を支援する取組

アジア諸国の情報を探す

アジア情報室の紹介のほか、主に以下のコンテンツを提供

 AsiaLinks –アジア関係リンク集-
 アジア情報の調べ方案内
 アジア情報機関ダイレクトリー

14



②中国研究を支援する取組

AsiaLinks -アジア関係リンク集-

アジア関係のウェブサイトを専門としたリンク集
 2002年に開設、延べ約8,100のリンクを紹介

機関、国・地域、テーマから探せる
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②中国研究を支援する取組

AsiaLinks -アジア関係リンク集-

例えば…
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②中国研究を支援する取組

アジア情報の調べ方案内

テーマごとに、調べもののノウハウを提供
中国関連は約70種類

アクセス数が多いページ：
「インターネット上で閲覧できる中国語新聞」
「漢詩の出典」
「中国の雑誌記事・論文の探し方」など
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②中国研究を支援する取組

アジア情報の調べ方案内

例えば…
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②中国研究を支援する取組

アジア情報機関ダイレクトリー

アジア関係資料を所蔵する日本国内の機関、約150機関を
紹介 （⇔CRSC「日本の中国関連団体情報」 学協会なども）

2005年に公開開始
←アジア情報関係機関懇談会（後述）から

数年に一度、各機関に内容更新の要否を照会して維持管理
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②中国研究を支援する取組

アジア情報機関ダイレクトリー
対象地域・資料言語で絞り込みが可能

対象地域「中国（香港・マカオ）、台湾」：124機関
対象地域「旧外地」：51機関
資料言語「中国語」：119機関
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②中国研究を支援する取組

アジア情報機関ダイレクトリー

例えば…
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②中国研究を支援する取組

その他の取組 研修

アジア情報研修
年に1回実施
近年はアジア経済研究所図書館と共催
→京都と千葉で交互に開催

テーマと対象国は様々、調べ方を解説
するのは共通
数年に一度、中国関係のテーマに
今年度：中国の法令・政府情報と
統計を調べる ＠アジ研
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②中国研究を支援する取組

その他の取組 ガイダンス

出張ガイダンス
館外へ当課職員が出向いてガイダンス（資料・サービス紹介、
データベース利用方法の案内…）を実施

関東の大学のゼミへの出張ガイダンス事例もあり

来館ガイダンス
関西館で当課職員がガイダンスを実施、書庫見学も
個人、数人からでもOK、ただし事前にご照会ください！

23



②中国研究を支援する取組

その他の取組 刊行物の発行

『アジア情報室通報』（季刊）

最近の中国関係記事
 台湾で刊行された日本関係資料とアジア
情報室における収集・所蔵

 日本で初めてCADALの利用を実現―東京
大学大学院人文社会系研究科人文情報学
拠点の取組み―

 中国の法令を調べる

内容はWebでも公開
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-pub.php
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②中国研究を支援する取組

その他の取組 関係機関との連携協力
アジア情報研修（22スライド目参照）

 2015年以降、アジア経済研究所図書館と共催で実施

東洋文庫現代中国研究班の研究会を共催予定
関西館アジア情報室の資料も活用

2020年4月18日（土）10時半～16時半 ＠関西館
テーマ：新たな現代中国研究の推進－国立国会図書館関西館及び
東洋文庫の所蔵資料をめぐって
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②中国研究を支援する取組

その他の取組 関係機関との連携協力
アジア情報関係機関懇談会

年に1回開催、会議自体は非公開
発表・議論の概要を『アジア情報室通報』で紹介
成果をサービス・業務に活かす（例：アジア情報関係機関ダイレクトリー）

過去のテーマ：
これからの東アジア研究のための情報源へのアクセスにおいて図書館が果
たすべき役割（H30）

アジア資料・情報の有効活用に向けた図書館と大学教員の役割及び連携
（H29）

アジア情報の利活用促進に向けた課題（H28）
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おわりに

アジア情報関係機関懇談会の今年度のテーマは「情報発信」
議論の内容を踏まえて、今後の方向性を検討

研究者の方のニーズを聞く機会は多くはない
当課のサービスに対するご感想・ご意見をお待ちしています

「アジア諸国の情報を探す」のWebアンケ―トも実施中です
トップページ（https://rnavi.ndl.go.jp/asia/）上部から回答できます！

27

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/

	国立国会図書館関西館アジア情報室の中国研究支援の取組
	自己紹介
	お話しする内容
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�国立国会図書館とは
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�国立国会図書館とは
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�アジア情報室の概要
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�アジア情報室の所蔵資料概要
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�アジア情報室の所蔵資料概要
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�アジア情報室の所蔵資料概要
	①国立国会図書館関西館アジア情報室について�契約データベース
	②中国研究を支援する取組
	②中国研究を支援する取組�Web上での情報発信：リサーチ・ナビ
	②中国研究を支援する取組�Web上での情報発信：リサーチ・ナビ
	②中国研究を支援する取組�アジア諸国の情報を探す
	②中国研究を支援する取組�AsiaLinks -アジア関係リンク集-
	②中国研究を支援する取組�AsiaLinks -アジア関係リンク集-
	②中国研究を支援する取組�アジア情報の調べ方案内
	②中国研究を支援する取組�アジア情報の調べ方案内
	②中国研究を支援する取組�アジア情報機関ダイレクトリー
	②中国研究を支援する取組�アジア情報機関ダイレクトリー
	②中国研究を支援する取組�アジア情報機関ダイレクトリー
	②中国研究を支援する取組�その他の取組　研修
	②中国研究を支援する取組�その他の取組　ガイダンス
	②中国研究を支援する取組�その他の取組　刊行物の発行
	②中国研究を支援する取組�その他の取組　関係機関との連携協力
	②中国研究を支援する取組�その他の取組　関係機関との連携協力
	おわりに

