事前課題 問1
|中国語雑誌『明報月刊』の国立国会図書館に

おける所蔵状況を知りたい。
|ヒント：国立国会図書館のOPACは、日本語・欧米言語

の資料を収録したNDL-OPACとアジア言語を収録したア

海外の資料・情報の探しかた講座
中国関係資料編 解答編
国立国会図書館 関西館
アジア情報課 アジア第二係
篠田 麻美 齊藤 まや

ジア言語OPACの二種類があります。中国語雑誌は後者
に収録されています。
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事前課題 問1の解答例

事前課題 問1の解答例

|アジア言語OPAC(http://asiaopac.ndl.go.jp/)で検索。

|アジア言語OPACでは、日本漢字、簡体字、繁体字を

|NDLトップ

同一の字体と認識できる。入力は日本漢字で構わない。

> 資料の検索 > アジア言語OPAC

|ワード検索で、書名=“明報月刊
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”と入力。
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事前課題 問1の解答例

事前課題 問1の解答例

|2件ヒットしたうち、雑誌は2件目のデータ

|33巻(1-6)については、「欠号」に○あり。
y製本の際に欠号であることが判明した資料。
y該当行にチェックを入れて、詳細所蔵をクリック

資料の種別を表し
ています。
図→図書
雑→雑誌
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事前課題 問2

事前課題 問1の解答例
|1998年の386号が欠号している。

|中国の国立図書館である中国国家図書館で、

『湖南数学年刊(hu nan shu xue nian
kan)』を所蔵しているか。所蔵している場合はそ
の巻号を知りたい。
|ヒント：アジア情報室で作成しているアジア関係のリンク

|同様に、関西館所蔵のVol.30,

no.1 - Vol.30, no.5にも欠号があり、詳細を
確認すると、354号が欠号していることが分かる。

集、AsiaLinks-アジア関係リンク集-

|『明報学刊』の国立国会図書館での所蔵状況は以下の通り。

y東京本館(人文総合情報室)：42巻第1期

(http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.ph

(493号)（2007.01）～44

p)にも中国国家図書館へのリンクが収録されています。

巻第12期 (528号)（2009.12）
y関西館：1巻1期

(1号)(1966) ～44巻第12期 (528号)（2009.12）

※ただし、354号、386号は欠号。
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事前課題 問2の解答例

事前課題 問2の解答例
|

|

中国国家図書館のWebOPAC
（http://202.106.125.99/F）で検索。

|中国国家図書館のWebOPACでも、日本漢字、繁体字、

簡体字は同一のものとみなされるため、日本漢字を入力
してもよい。

テキストボックスに“湖南数学年刊”を入力、「正书名」
を選択して検索。

|Internet

Exploreで検索している際には、検索結果表
示の際にエンコードをUTF-8に変更する。

|以下の情報がヒット。所蔵していることがわかる。

湖南数学年刊 = Hunan annals of mathematics [期
刊] . -- 长沙 湖南省长沙市湖南省教育厅科研处转湖南
省数学学会 : 该刊编委会, 1981-1998. -- 18v. ; 26cm.
-- : ￥1.55(1989). -- 43-1100
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事前課題 問2の解答例

事前課題 問2の解答例

|

「所有单册」の各年代をクリックして、所蔵巻号の詳細
を確認する。巻号の詳細は以下の通り。
v.3,no.2(1983)
v.4,no.1(1984)
v.5,no.1-2(1985)
v.7,no.2(1987)
v.8,no.1-2(1988)
v.9,no.1-2(1989)
v.10,no.1-2(1990)
v.11,no.1-2(1991)
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v.12,no.1-2(1992)
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事前課題 問3
|『殷都学刊(yin

事前課題 問3の解答例

du xue kan)』の1984年刊行分を中

国国内で所蔵している機関を知りたい。

|

题名=殷都学刊で検索。

|

次の情報がヒット

题名

ヒント：中国において、大学図書館を中心にした最大の図

殷都学刊

责任者 安阳师范高等专科学校主办

書館コンソーシアムはCALIS(China Academic

出版项 安阳(河南) : [《殷都学刊》编辑部 ] , 1984形态
v. ; 26cm

Library System)と呼ばれます。CALISの総合目録
(联合目录公共检索系统)は
(http://opac.calis.edu.cn/simpleSearch.do)で検
索できます。
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载体

|

“显示馆藏信息”で所蔵館を確認すると、吉林大学
图书馆以下16機関で当該雑誌を所蔵。

|

各館の「馆藏(所蔵状況)」を確認すると、北京师范大
学图书馆の所蔵が”1984,no.11989,no.4;1991,no.1-“となっており、同館で1989年
刊行の号を所蔵していることがわかる。
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事前課題 問 4

事前課題 問 3の解答例

|中国の図書館におけるフェアユースについての論文を

読みたい。
|ヒント：中国語の主要な電子ジャーナルは、CNKI(htt

所蔵館の情報は
こちらをクリック

p://cnki.toho-shoten.co.jp/kns50/)の「中国雑誌全
文データベース(中国期刊全文数据库)」(http://cnki.t
oho-shoten.co.jp/kns50/Navigator.aspx?ID=C
JFD)で提供されており、無料で検索できます。（本文の
閲覧については有料です。）
|キーワード：图书馆
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合理使用
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事前課題 問 4の解答例

事前課題 問 4の解答例

|CNKIの中国期刊全文数据库を、逻辑の「＋」でキー
ワードの入力ボックスを追加し、主题=合理使用，主题
=图书馆を入力し条件間を「并且」(AND)、匹配=精确な
どで検索。
|以下の情報などがヒット
李静静“网络环境下信息资源共享中的知识产权问题研究”图书
馆理论与实践 2009/10
曹瑞芹“论数字图书馆资源建设及知识产权问题”漯河职业技术
学院学报 2009/06 他

|本文の入手には、国立国会図書館に郵送複写の依頼
をする。
yアジア情報室資料の郵送複写サービス
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-ds.php）

17
17

18

事前課題 問5

事前課題 問 5の解答例

|中国のGDPについて書かれた雑誌記事を読

|アジア経済研究所の雑誌記事索引

(http://opac.ide.go.jp/webopac2/)で、

みたい。

アジ研件名=国内総生産、地域コード=AECC(件名=中国)
などで検索。

|ヒント：アジア経済研究所では中国の経済関係

|NDL-OPACの雑誌記事索引、CiNiiでも検索できる。

の資料を多く所蔵しており、雑誌記事索引

|アジア経済研究所の雑誌記事索引は、英語、中国語の雑

(http://opac.ide.go.jp/webopac2/)も提供してい

誌も収録されていること、件名や地域コードで検索できること
などの特徴がある。

ます。
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事前課題 問 6

事前課題 問 6の解答例

|深圳で導入された"自助図書館(自助图书馆)"とは何か。

|CNKIの「中国重要报纸全文数据库」を、逻辑の「＋」で

評判や導入時期について中国語で情報を得たい。

キーワードの入力ボックスを追加し、主题=深圳，主题=

|ヒント：中国語の主要な新聞記事はCNKI(http://cnki.

自助图书馆を入力し条件間を「并且」(AND)、匹配=精

toho-shoten.co.jp/kns50/)の「中国重要新聞全文
データベース (中国重要报纸全文数据库)」(http://cnk
i.toho-shoten.co.jp/kns50/Navigator.aspx?ID=
CCND)で提供されており、無料で検索できる。（本文の
閲覧については有料）
|キーワード：深圳(shen

确などで検索。
|以下の情報などがヒット。

“深圳“城市街区自助图书馆”受欢迎”经济日报, 2009-12-05
“深圳自助图书馆3年内将达300台”深圳特区报, 2009-11-29

zhen) 自助图书馆(zi zhu tu

“图书馆领域的一场革命——深圳建设街区24小时自助图书馆纪
事”光明日报, 2009-12-11

shu guan)

他
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事前課題 問 6の解答例

22
22

事前課題 問 6の解答例
ネット上で検索でき、本文まで閲覧できる新聞もある。
经济日报 http://paper.ce.cn/
(http://paper.ce.cn/jjrb/html/2009-12/05/content_89895.htm)

深圳特区报 http://sztqb.sznews.com/
(http://sztqb.sznews.com/html/2009-11/29/content_868483.htm)

光明日报 http://www.gmw.cn/
(http://www.gmw.cn/01gmrb/2009-12/11/content_1019611.htm)

AsiaLinks-アジア関係リンク集中国 > 新聞・ニュースサイト
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-chn10-01.php
23

中国 > 新聞・ニュースサイト(地方)
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-chn10-02.php
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事前課題 問 7

事前課題 問 7の解答例
| 英文のデータベースを検索。→見当たらず。

|ある論文の参考文献に挙げられていた、下記の

| 中国語の書誌事項を探す。

文献の本文を閲覧したい。

y

JIANG Ai-lin : Important and Hot Problems in

CNKIで検索。英語タイトルやキーワード、アブストラクトも検索対
象。逻辑の「＋」でキーワードの入力ボックスを追加し、篇名
=informationzation，篇名=Chineseなど論文を特定しやすい単語

Research of Chinese Informationzation in

を入力し条件間を「并且」(AND)、匹配=精确、年代を从2002到
2002などに設定して検索。

Recent Years (Shan Xi Library Journal, 2002.3
y

p.1-6)

以下の情報がヒットし、中国語の書誌事項が判明。
姜爱林”近年来中国信息化研究的重点与热点问题”晋图学刊
2002年3期
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y

本文を入手するには、国立国会図書館に複写の依頼をする。

y

『晋图学刊』の所蔵を調べると、中国国家図書館でも該当巻号を
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所蔵している。中国国家図書館に複写依頼を出すこともできる。

事前課題 問 7の解答例

事前課題 問 7の解答例

| 复印报刊资料を利用する。
y 2002年、2003年の『报刊资料索引. 第8分册』の著
者索引を探す。
• 索引は分野毎。情報学図書館学は”教育・文
化・体育”以下。
• p664に以下の情報がある。
「姜爱林 G9 2124，2119，2140」
|G9＝分野 (图书馆学、信息科学、资料工作)
|2124＝主題別索引(第1分冊～第7分冊)で各主題
(G9）の中で、論文毎に付与されている番号
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事前課題 問 7の解答例
y2003年の『报刊资料索引. 第4分册』のG9を探す。
•p835の2124が探している論文であることがわかる
G9.221信息化研究
2124 近年来中国信息化研究的重点与热点问题 /
姜爱林 // 晋图学刊（太原）,2002.3.1～6 2-40
•2-40の”2”同年(2003年)に刊行されたG9の第2期、
“40”は40ページから収録。

y『复印报刊资料. G9, 图书馆学、信息科学、资料工
作』の2003年第2期の40ページを確認する。
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