
平成 25 年度アジア情報研修 

「日本語及び英語で調べる中国情報」参考情報源リスト 

 
 このリストは、講義で紹介した資料やサイトを一覧にしたものです。 

 ウェブサイトの最終確認日は 2014 年 3 月○日、【 】内は国立国会図書館の請求記号です。 

 
0. はじめに 

0.1. 講義の目的 

0.2. アジア情報課について 

アジア諸国の情報をさがす（国立国会図書館リサーチ・ナビ）http://rnavi.ndl.go.jp/asia/ 

 
1. アジア情報の調べ方一般 

(1) 書誌情報・所蔵調査 

NDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）https://ndlopac.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/ 

CiNii http://ci.nii.ac.jp/ 

 
(2) 全世界を対象とする資料/サイト 

世界の統計 総務省統計局 年刊【Z41-927】 

総務省統計局『世界の統計』インターネット版 http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm 

世界年鑑 共同通信社 年刊【Z45-8】 
ARC レポート ARC 国別情勢研究会 隔年刊 

OECD（経済協力開発機構） http://www.oecd.org/ 

 
統計資料レファレンスガイド＞6.国際統計書（リサーチ・ナビ） https://rnavi.ndl.go.jp/business/entry/post-

84.php 
 

(3) アジアに特化した資料/サイト 

アジア動向年報 アジア経済研究所 年刊【Z41-118】 

JETRO 国・地域別情報（J-FILE）（日本貿易振興機構）http://www.jetro.go.jp/world/ 

アジア開発銀行（Asian Development Bank）http://www.adb.org/ 

Statistical Database System http://www.adb.org/data/sdbs 
アジア歴史事典 10 冊 平凡社 1985【GE8-81】 

アジア経済研究所図書館 WebOPAC（雑誌記事索引）http://webopac.ide.go.jp/webopac/  

 
(4) パスファインダー、リンク集など 

アジア情報の調べ方案内（リサーチ・ナビ）http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php 

AsiaLinks-アジア関係リンク集（リサーチ・ナビ） http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php 
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テーマ別調べ方ガイド（ジェトロ・ビジネスライブラリー）http://www.jetro.go.jp/library/reference/ 

調査研究（ジェトロ アジア経済研究所）http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/index.html 

 
(5) 普段の情報収集 

アジア研究 アジア政経学会 季刊【Z1-68】 

Journal of Asian studies  Association for Asian Studies, Inc.  季刊【Z52-B242】 

アジ研ワールドトレンド 日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部 月刊【Z3-B391】 

史学雑誌 史学会 月刊【Z8-321】（毎年 5 号が研究レビュー「回顧と展望」） 

Journal of East Asian Libraries Council on East Asian Libraries, Association for Asian Studies, Inc.半年刊

【Z55-B307】 

AsiaLinks 新聞・ニュースサイト https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/news.php 

『～を知るための○章』 明石書店「エリア・スタディーズ」シリーズ 

『中国史』など、山川出版社「世界各国史」シリーズ 

 
2. 中国情報の調べ方 

2.1. 中国情報一般 

(1) 資料検索 

①書誌・所蔵調査 

全国漢籍データベース http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki 

中文逐次刊行物検索（東洋文庫） http://61.197.194.11/open/ChinaMagQueryInput.html 

中国文雑誌・新聞総合目録 アジア経済研究所 1986【UP15-404】 

古典籍総合データベース（早稲田大学） http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/index.html 

国立情報学研究所「東洋文庫所蔵」貴重書デジタルアーカイブ（東洋文庫） 

http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/ 
アジア歴史資料データベース（国立公文書館アジア歴史資料センター） http://www.jacar.go.jp 

 
※中国の目録データベース 

OPAC（联机公共目录查询系统） http://opac.nlc.gov.cn/ 中国国家図書館の蔵書目録。 

National Bibliographic Information Network（全国図書書目資訊網） http://nbinet.ncl.edu.tw/  

http://metanbi.ncl.edu.tw/iii/encore/home?lang=eng 台湾の国家図書館、大学図書館や公共図書館 80 館の総

合目録。 

China Regional Libraries Network : CRLNet（地方版文献联合采编协作网） http://www.crlnet.org/ 中国の

公共図書館の総合目録。 

e 读学术搜索 http://www.yidu.edu.cn/ 中国の高等学術機関図書館の総合目録。 

 
※中国のデジタル化資料 

National digital library of China（中国国家图书馆数字图书馆） http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/home 

CADAL(China Academic Digital Associative Library) http://www.cadal.zju.edu.cn/index 
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②雑誌記事 

東洋学文献類目[第 7.3α版] http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/1934-1980、2001 年度版以降 

東洋学文献類目 [第 6.10 版] http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja 1981 年度版以降 

※中国の雑誌記事索引 

CNKI 中国知網 http://eng.oversea.cnki.net/kns55/ 

台湾期刊論文索引系統 http://readopac1.ncl.edu.tw/nclJournal/index.jsp 

 
(2) 中国に特化した資料/サイト 

中国年鑑 中国研究所 年刊【Z41-119】 

中国情報ハンドブック. 2013 年版 蒼蒼社 2013 

中国組織別人名簿= CHINA DIRECTORY. 2014 / ラヂオプレス 編集. ジェイピーエムコーポレーション 

2013.12. 
現行中華人民共和国六法 / 中国綜合研究所・編集委員会 編 ぎょうせい（加除式）【CC9-3-8】 

中国経済データハンドブック 日中経済協会 年刊【Z41-6192】 

中国データ・ファイル. 2013 年版 ジェトロ 2013【DC157-L30】 
JETRO 国・地域別情報＞中国 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ 

中国学芸大事典 / 近藤春雄 著. 大修館書店 1978【GE8-55】 

 
(3) 中国のサイトの英語版 

 
(4) 普段の情報収集 

人民網日本語版 http://j.people.com.cn/home.html 

中国網 http://japanese.china.org.cn/ 

サーチナ http://searchina.ne.jp 

SciencePortal China(科学技術振興機構) http://www.spc.jst.go.jp/ 

東方書店 http://www.toho-shoten.co.jp/ 

亜東書店 http://www.ato-shoten.co.jp/ 

中国図書館だより(上海図書館) http://www.library.sh.cn/Web/home.html 

NLC News(中国国家図書館) http://www.nlc.gov.cn/newen/nlcnews/ 

 
2.2. 主題情報 

(1) 統計 

①中華人民共和国 

National Bureau of Statistics of China（中华人民共和国国家统计局） http://www.stats.gov.cn/english/ 

中国统计年鉴 / 国家统计局编. 中国统计出版社 年刊【Z41-AC65】 

②香港 

Census and Statistics Department（香港特別行政區政府統計處） http://www.censtatd.gov.hk/ 
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香港統計年刊 政府統計處 年刊【Z41-AC223】 

③中華民国（台湾） 

National statistics Republic of China(Taiwan)（中華民国統計資訊網） http://eng.stat.gov.tw/ 

中華民國統計年鑑 行政院主計處 年刊【Z41-AC62】 

Statistical Yearbook of the Republic of China Directorate-General of Budget, Accounting & Statistics, 
Excutive Yuan. 年刊【Z61-C11】 

 
(2) 漢詩の調べ方 

索引類（時代別）：索引類のうち、日本語資料をここに挙げた。 

辞典類・墨場必携：日本語資料のうち、「中国詩詞翻訳索引」収録対象外のもの、語句から出典を探すこと

ができるものを中心に紹介する。 

資料名 備考 
語

句 

詩

題 

作

者 

日

本

語

訳 

中国詩詞 

翻訳索引 

大漢和辞典 / 諸橋轍次著 大修館書店、1989-1990【KF4-E18】 語彙索引巻 ○     

索引類（時代別） 

逯欽立輯校先秦漢魏晋南北朝詩作者索引 / 中国詩文研究会編 1984

【KK82-8】 
   ○   

全漢詩索引 / 松浦崇編 櫂歌書房 1984【KK82-E2】  ○     

全晋詩索引 / 松浦崇編 櫂歌書房 1987【KK82-E1】  ○     

全梁詩索引 / 森野繁夫校閲、佐藤利行他編 白帝社 2000【KK86-

G4】 
 ○     

隋詩索引 / 松浦崇編著 福岡大学中国文学会 1993【KK86-H4】  ○     

唐詩選三體詩総合索引 / 禅文化研究所 1991【KK113-E29】  ○ ○    

事典類、墨場必携 

中国名詩鑑賞辞典 / 山田勝美著 角川書店 1978【KK372-14】  ○   ○ ○ 

漢詩名句辞典 / 鎌田正,米山寅太郎著 大修館書店 1980【KK62-9】  ○ ○ ○ ○ ○ 

漢詩漢文名言辞典 / 鈴木修次編著 東京書籍 1985【KK12-81】  ○   ○  

常用墨場辞典 / 前野直彬[ほか]編 尚学図書 1988【KK62-E1】  ○   ○  

漢詩鑑賞事典 / 石川忠久編 講談社 2009【KK372-J10】  ○ ○ ○ ○  

中国歴代漢詩選 / 猪口篤志著 右文書院 2009【KK372-J21】  ○   ○  

唐詩鑑賞辞典 / 前野直彬編 東京堂出版 1970【KK62-1】 地名索引 ○ ○ ○ ○ ○ 

宋詩鑑賞辞典 / 前野直彬編 東京堂出版 1977【KK62-4】   ○  ○ ○ 

墨場必携 : 新註 : 大文館書店版. 改訂 木耳社 2010【KC612-

J14】 
    ○  

漢詩の事典 / 松浦友久編著 大修館書店 1999【KK62-G2】   ○ ○ ○  

律詩墨場必携. 2. 宋 / 福本雅一選訳 二玄社 1998【KK436-G5】     ○  
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その他       

漢詩大観 （上中下、索引 1、2） / 佐久節編纂 鳳出版 1974 

【KK436-H5～9】 
書下しのみ ○     

漢詩大系 / 青木正児等編 集英社 1965【921-Ka479】 
詩人や詩集

毎に 24冊 
   ○  

全集・合集収載翻訳図書目録 45/75 3 芸術・言語・文学 日外アソ

シエーツ 1996【UP63-E2】 
  ○ ○   

全集・合集収載翻訳図書目録 76/92 3 芸術・言語・文学 日外アソ

シエーツ 1995【UP63-E2】 
  ○ ○   

全集・合集収載翻訳図書目録. 1992-2007 3 芸術・言語・文学 日

外アソシエーツ 2009【UP63-J7】 
  ○ ○   

作品名から引ける世界文学全集案内 日外アソシエーツ 1992

【KE111-E19】 
  ○    

作家名から引ける世界文学全集案内 日外アソシエーツ 1992

【KE111-E21】 
   ○   

翻訳図書目録 3 芸術・言語・文学 日外アソシエーツ【UP63-6】ほ

か 
  ○    

 

中国詩詞翻訳索引 

 収録範囲 リンク 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-5-先秦～隋代」 

『参考書誌研究』63 号 2005.10 pp.180-280【Z21-291】 
1868-2001 まえがき・

凡例等 

書誌 テキスト 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-6-唐～五代」 

『参考書誌研究』70 号 2009.3 pp.1-382【Z21-291】 
1868-2005 まえがき・

凡例等 

書誌 テキスト 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-1-宋代」 

『アジア資料通報』31(1) 1993.1 pp.2-54【Z8-985】 
1868-1990  × 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-2-遼・金・元代」 

『参考書誌研究』58 号 2003.3 pp.33-59【Z21-291】 
1868-2001 まえがき・凡例

等、書誌 

画像 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-3-明代」 

『参考書誌研究』61 号 2004.10 pp.108-187【Z21-291】 
1868-2002 まえがき・

凡例等 

書誌 テキスト 

相島宏「中国詩詞翻訳索引-4-清代」 

『参考書誌研究』62 号 2005.3 pp.187-258【Z21-291】 
1868-2003 まえがき・

凡例等 

書誌 テキスト 

※リサーチ・ナビ アジア情報の調べ方＞「漢詩の口語訳・書き下し文」にも本文へのリンクがあります。 

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-15.php  
※中国語のデータベース 

故宮【寒泉】古典文献全文検索資料庫 http://libnt.npm.gov.tw/s25/ 

詩詞鑑賞（金陵図書館） http://www1.jllib.cn/c/scjs/ 

文淵閣四庫全書電子版(CD-ROM) 
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