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1. 東南アジアの概要

1-1 東南アジアの国々

1-2 東南アジアの特徴

1-3 東南アジア情報の
発信地、言語
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1.東南アジアの概要 1-1 東南アジアの国々

※出典：Google マップ 人口（2012年）は、世界銀行ウェブサイトに拠る。

東ティモール
120万人
テトゥン語

2億5000万人
インドネシア語

530万人
英語、中国語、

マレー語、タミル語

2900万人
マレー語

9700万人
フィリピン語、英語

8900万人
ベトナム語

660万人
ラオ語

5300万人
ビルマ語

6700万人
タイ語

1500万人
クメール語

ブルネイ
40万人
マレー語

大陸部
・仏教が盛んな国が多い。
・インド系文字（タイ文字など）を使う国が多い。

島嶼部
・イスラム教が盛んな国が多い。
・マレー語、インドネシア語が広く通用する。
・フィリピンは、スペインの支配下にあったため、
キリスト教が盛ん。
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1.東南アジアの概要 1-2 東南アジアの特徴

 全11か国、地域人口6億人超
・国ごとに民族、言語が異なる。
・英語を多用する国（シンガポール、フィリピン）もあり。
・人口規模、経済の発展段階に格差。

 国際政治・経済における重要性の高まり
・日系企業にとり有望な進出先。“China＋1”。
・2015年に、ASEAN経済共同体が発足予定。

 日本における現地の歴史・文化への関心
・1966年に東南アジア史学会（現：東南アジア学会）設立。
・2011年の日本人観光客数は、タイ（113万人）、
シンガポール（66万人）、ベトナム（48万人）、
インドネシア（41万人）。
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 情報探索の基本手順
・日本における現地語の学習機会・学習者は少なく、通常、
日本語（iii）⇒英語（ii, iv）⇒現地語（i）（翻訳サイト、辞書を
併用）の順に、情報を探すことになる。
・（i）～（iv）の特徴を把握していれば、調査対象国・事項に
応じて、探し方を工夫することもできる。

・信頼できるウェブ情報は比較的少なく、紙媒体資料も
併せて参照する必要がある場合が多い。

1.東南アジアの概要 1-3 東南アジア情報の発信地、言語

発信地 言語 特徴

（i） 現地 現地語 インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアでは、
ウェブ情報、紙媒体資料の多くを占める。

（ii） 現地 英語 シンガポール、フィリピンのウェブ情報、紙媒体
資料の多くや、アジア開発銀行の出版物など

（iii） 日本 日本語 学術情報、新聞など

（iv） 欧米等 英語等 学術情報、国際機関出版物など
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2. 東南アジア関係資料の所蔵

2-1 国立国会図書館

2-2 国内の主要図書館

2-3 東南アジアの国立図書館
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2.東南アジア関係資料の所蔵 2-1 国立国会図書館

所蔵資料の概要
 特徴

・現地語資料、欧米言語資料とも、国内屈指の所蔵規模。

・1998年から、米国議会図書館ジャカルタ事務所が
運営する東南アジア共同収集プログラムに参加し、
図書、雑誌を購入。

 国立国会図書館「リサーチ・ナビ」での紹介
・「アジア情報室所蔵資料の概要: 東南アジア関係資料」

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast.php
・資料種別の説明は、以下のページを参照。
図書 https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast-bk.php
年鑑・雑誌 https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast-yb-perio.php
新聞 https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast-news.php
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 調べ方案内
・「アジア各国の基本情報について」「統計の調べ方（東南アジア）」、
「会社情報の調べ方（東南アジア）」など。

 AsiaLinks：国名を選び、機関またはテーマからリンクを探す。

 アジア情報関係機関ダイレクトリー
「対象地域から探す」から「東南アジア」を選ぶと、国内各機関
の概要を参照可。

 『アジア情報室通報』：「新着参考図書目録」の「アジア諸地域」

2.東南アジア関係資料の所蔵 2-1 国立国会図書館

資料の検索
 NDL-OPAC、国立国会図書館サーチ（NDL Search）から、

大半の資料（ビルマ語図書以外）を検索可。
・原綴、翻字（ALA-LC方式）の双方で検索可。
・ビルマ語図書は、冊子目録（『アジア資料通報』 【請求記号

Z8-985, 以下同様】 1997, 35巻特集号）、カード目録を調べる。

「リサーチ・ナビ」の情報探索ツール
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2.東南アジア関係資料の所蔵 2-2 国内の主要図書館

 関東
・日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館（千葉市）
・東洋文庫（東京都文京区）
・東京外国語大学附属図書館（東京都調布市）

 関西
・京都大学東南アジア研究所図書室（京都市）
・大阪大学附属図書館外国学図書館（大阪府箕面市）

 利用条件
・学外利用者にも公開。詳細は各館ウェブサイトを参照。

 検索方法
・各館（東洋文庫を除く）所蔵資料の多くが、CiNii Books
で検索可。
・東洋文庫は、言語別・コレクション別にOPACを公開。
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※国立図書館ウェブサイトを確認できた国のみ記載。
※各国の動向については、アジア・オセアニア地域国立図書館長会議（CDNLAO）のカントリーレポート

http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/2013.htmlも参照されたい。

ウェブサイト デジタル化資料

インドネシア http://www.pnri.go.id/en/
（インドネシア語・英語）

電子書籍、貴重書、写真、政府文書、会議録、
貴重雑誌、手稿など

シンガポール http://www.nlb.gov.sg/（英語） 図書、新聞（館外から閲覧できるのは、概ね
1980年代までの記事 参照：http://newspapers.
nl.sg/FAQ/EN.aspx）、音楽、写真など

タイ http://www.nlt.go.th/（タイ語） なし

フィリピン http://web.nlp.gov.ph/（英語） 歴史文書、手稿

ベトナム http://nlv.gov.vn/ef/en/
（ベトナム語・英語・仏語）

博士論文（多くは要旨のみ）、ハノイ関係図書、

漢喃図書、インドシナ関係図書 メニュー画面
http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Default.aspx?
TabId=AdvSearchIlibはベトナム語表記のみ

マレーシア http://www.pnm.gov.my/en/m
ain.php（マレー語・英語）

貴重書、手稿 http://www.pnm.gov.my/en/ma
in.php?Content=articles&ArticleID=68&IID=

ミャンマー http://www.nlm.gov.mm/
（英語）

なし なお、情報省ウェブサイト内http://www.
moi.gov.mm/ppe/booksに電子書籍あり

2.東南アジア関係資料の所蔵 2-3 東南アジアの国立図書館
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2.東南アジア関係資料の所蔵 2-3 東南アジアの国立図書館

シンガポール国立図書館のデジタルコンテンツ

新聞（1831年～2009年
のデジタル化新聞）

（館外で閲覧できるのは、
概ね1980年代までの記事）

シンガポール事典

写真

図書
（マレー語手稿を含む）

音楽（音源、音楽家
の人物情報など）

文学・芸術
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2.東南アジア関係資料の所蔵 2-3 東南アジアの国立図書館

タイトル冒頭の
文字別（A～Z）、
言語別（中国語、

マレー語、タミル語）
に一覧表示可

書誌へ
（次スライド右下）

本文へ（次スライド左下）
ダウンロードも可能
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2.東南アジア関係資料の所蔵 2-3 東南アジアの国立図書館

書誌

本文

本文へ

ダウンロード 15



3. 図書

3-1 基本資料

3-2 事典

3-3 その他
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 「エリア・スタディーズ」シリーズ（明石書店）
・東南アジア9か国（マレーシア、ブルネイ以外）の巻あり。
・各国の政治、経済、社会、歴史、自然の概要を、最新事情まで
含めて知ることができる。
・巻末の参考文献リストも有用。

インドネシア 『現代インドネシアを知るための60章』（2013）【GE525-L3】
カンボジア 『カンボジアを知るための62章』（第2版, 2012）【GE556-J37】
シンガポール 『シンガポールを知るための65章』（第3版, 2013）【GE574-L3】
タイ 『タイを知るための60章』（2003）【GE561-H5】
東ティモール 『東ティモールを知るための50章』（2006）【GE535-H28】
フィリピン 『現代フィリピンを知るための61章』（2009）【GE514-J4】
ベトナム 『現代ベトナムを知るための60章』（第2版, 2012）【GE543-J58】
ミャンマー 『ミャンマーを知るための60章』（2013）【GE581-L7】
ラオス 『ラオスを知るための60章』（2010）【GE553-J7】

3.図書 3-1 基本資料

入門書
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 「新版 世界各国史」（山川出版社）
・石井米雄, 桜井由躬雄編 『東南アジア史 1(大陸部)』
（新版世界各国史5）（1999）【GE511-G54】

・池端雪浦編『東南アジア史 2(島嶼部)』
（新版世界各国史6）（1999）【GE511-G54】

・東南アジアの複数国を扱った通史として、最も本格的。

 『物語･･･の歴史』（中央公論新社）

・新書のため入手しやすい。近年の動向まで収録した巻あり。

3.図書 3-1 基本資料

通史

シンガポール 岩崎育夫 『物語シンガポールの歴史』（2013）【GE574-L2】
タイ 柿崎一郎 『物語タイの歴史』（2007）【GE561-H55】
フィリピン 鈴木静夫 『物語フィリピンの歴史』（1997）【GE514-G17】
ベトナム 小倉貞男 『物語ヴェトナムの歴史』（1997）【GE543-G27】
ミャンマー 根本敬 『物語ビルマの歴史』（2014）【GE581-L9】
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3.図書 3-1 基本資料

講座もの
 『講座東南アジア学』（弘文堂, 1990-1992）【GE511-E20】

・各巻は主題別。各巻目次は、弘文堂ウェブサイト内
http://www.koubundou.co.jp/search/s5804.html参照。

 『岩波講座東南アジア史』(岩波書店, 2001-2003)【GE511-G90】
・ 日本における東南アジア研究の到達点を示した専門的通史。
各巻は時代別。各巻概要は、岩波書店ウェブサイト内
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/01/6/011061+.htmlを参照。

第1巻「原史東南アジア世界」
第2巻「東南アジア古代国家の

成立と展開」
第3巻「東南アジア近世の成立」

第4巻「東南アジア近世国家群
の展開 18世紀」

第5巻「東南アジア世界の再編」
第6巻「植民地経済の繁栄と凋落」

第7巻「植民地抵抗運動と
ナショナリズムの展開」

第8巻「国民国家形成の時代」
第9巻「開発」の時代と「模索」の

時代」
別巻「東南アジア史研究案内」
（※別巻のみ【GE511-H3】）

第1巻「東南アジア学の手法」
第2巻「東南アジアの自然」
第3巻「東南アジアの社会」
第4巻「東南アジアの歴史」

第5巻「東南アジアの文化」
第6巻「東南アジアの思想」
第7巻「東南アジアの政治」
第8巻「東南アジアの経済」

第9巻「東南アジアの国際関係」
第10巻「東南アジアと日本」
第11巻「東南アジア学入門」
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3.図書 3-1 基本資料

文献目録
 東南アジア史学会40周年記念事業委員会編 ; 東南アジア学会監修

『東南アジア史研究の展開』（山川出版社, 2009）【GE511-J12】
・巻末に、以下の構成で、主に日本人研究者による主要図書・
論文約1,000件を収録。

 東南アジア学会「東南アジア関係文献目録データベース」
http://www.jsseas.org/jabseas/index.html
・1975年1月から2000年6月までに日本国内で発行された
図書・論文約12,000件を収録。ダウンロード可。

 欧米言語の文献については、後述する各国別事典Historical 
dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle Eastシリーズ
（Scarecrow Press）の各巻末を参照。

第Ⅰ部 総論 東南アジア史の四〇年

第Ⅱ部 地域編 インドネシア／カンボジア／タイ／ビルマ／フィリピン／ベトナム／
マレーシア／シンガポール／ブルネイ

第Ⅲ部 テーマ編 東南アジア生態史／東南アジア考古学／華僑・華人史／
日本占領下東南アジア研究史
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3.図書 3-2 事典

日本語の東南アジア事典
 『東南アジアを知る事典』（新版, 平凡社, 2008）【GE8-J1】

・事典項目、現代人名録、東南アジア概説・各国概説の3部構成。
・事典項目は、約900項目を収録。図版多数。
・各国概説は、「自然」、「住民と言語」、「宗教と社会」、「文化」、
「歴史」、「政治・外交」、「経済・産業」、「日本との関係」に言及。

・巻末に、東南アジア史年表、文献案内（日本語図書のみ）あり。

 『タイ事典』（日本タイ学会編, めこん, 2009）【GE8-J4】
 「東南アジアを知るシリーズ」（同朋社）

・ 『インドネシアの事典』（1991）【GE8-E4】
・ 『タイの事典』 （1993）【GE8-E8】
・ 『フィリピンの事典』 （1992）【GE8-E5】
・ 『ベトナムの事典』 （1999）【GE8-G9】

日本語の各国別事典
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 Historical dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle 
East シリーズ （Scarecrow Press）
・人名、地名、出来事、政治、経済、社会、文化の項目を採録。
日本語の事典に載っていない項目を収録する場合もあり。
・巻末の参考文献リストは、欧米の最新文献も収録しており充実。

インドネシア Historical dictionary of Indonesia. 2nd ed., 2004. 【GE8-P93（関西館請求記号）】

カンボジア Historical dictionary of Cambodia. 2003. 【GE8-B5】
シンガポール Historical dictionary of Singapore. New ed., 2011. 【GE8-B79】
タイ Historical dictionary of Thailand. 3rd ed., 2013. 【GE8-B97】
東ティモール Historical dictionary of East Timor. 2011. 【GE8-B80】
フィリピン Historical dictionary of the Philippines. 3rd ed., 2012. 【GE8-B96】
ブルネイ Historical dictionary of Brunei Darussalam. 2nd ed., 2010. 【GE8-B70】
ベトナム Historical dictionary of Vietnam. 3rd ed., 2006. 【GE8-B32】
マレーシア Historical dictionary of Malaysia. 2009. 【GE8-B63】
ミャンマー Historical dictionary of Burma (Myanmar). 2006. 【GE8-B37】
ラオス Historical dictionary of Laos. 3rd ed., 2008. 【GE8-B56】

3.図書 3-2 事典

英語の各国別事典
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 現地語図書
・インドネシアやベトナムの政治、歴史・地理に関する図書が
多く出版されている。

3.図書 3-3 その他

各国関係図書の出版点数

※表中の記号は、×（少ない）＜△（やや多い）＜○（多い）＜◎（とても多い）を表す。

日本語 欧米言語 現地語

インドネシア △ ○ ◎（政治・行政、歴史・地理）

カンボジア × × ×

シンガポール ○ ◎（歴史・地理） ○（中国語文学）

タイ ○（ビジネス） ○ ○

東ティモール × × ×

フィリピン △ ○ △

ブルネイ × × ×

ベトナム ○（ビジネス） ○ ○（政治・行政、歴史・地理）

マレーシア △ △ △

ミャンマー △ △ △

ラオス × × ×
23



 日本語図書
・めこんhttp://www.mekong-publishing.com/

 英語図書
・Routledge（イギリス） “South East Asian Studies Books” 

http://www.routledge.com/books/subjects/SCAS0535/参照。

・NIAS（Nordic Institute of Asian Studies） Press（デンマーク）
“Countries”http://www.niaspress.dk/taxonomy/vocabulary/2参照。

・Institute of Southeast Asian Studies（ISEAS） Press（シンガポール）

“Search Results”https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search参照。

・National University of Singapore Press（NUS Press）
（シンガポール）http://www.nus.edu.sg/nuspress/

・White Lotus（タイ）http://www.whitelotuspress.com/
トップページ左側“Catalogue”参照。

・University of the Philippines Press（フィリピン）
http://uppress.com.ph/books参照。

3.図書 3-3 その他

主要出版社
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 政治
・『東南アジア現代政治入門』（ミネルヴァ書房, 2011）【GE511-J25】
各国（ブルネイ以外）とASEANの計11章からなり、第二次世界大戦後
の政治史を中心に概説。各章末の「読書案内」、「参考文献」も充実。

 ビジネス
・国立国会図書館「リサーチ・ナビ」
「インドネシアの経済・産業について調べる」
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-110.php
「ベトナムの経済・産業について調べる」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-111.php

・日本貿易振興機構「国・地域別情報」の「アジア」
http://www.jetro.go.jp/world/asia/
国名を選び、「ジェトロの出版物」を参照。

3.図書 3-3 その他

政治、ビジネス分野の日本語図書
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※『・・・の投資環境』の本文は、国際協力銀行ウェブサイト内https://www.jbic.go.jp/ja/information/inv-report
から閲覧可。『・・・の投資環境調査』の本文は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構「金属資源情報」
http://mric.jogmec.go.jp/内、「国別レポート」の「投資環境調査」から閲覧可。

『･･･の投資環境』（国際協力銀行） 『･･･の投資環境調査』
（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

インドネシア 『インドネシアの投資環境』（第2版, 
2012）【DE151-J427】

なし

カンボジア 『カンボジアの投資環境』（第2版, 2013）
【DE151-L47】

『カンボジアの投資環境調査 2008年』
（2010）【DL18-J21】

タイ 『タイの投資環境』（第3版（一部改訂）, 
2012）【DE151-J531】

なし

フィリピン 『フィリピンの投資環境』（2013）
【DE151-L73】

『フィリピンの投資環境調査 2006年』
（2008）【DL18-J12】

ベトナム 『ベトナムの投資環境』（第5版
（一部改訂）, 2014） 【DE151-L117】

『ベトナム社会主義共和国の投資環境
調査 2013年』 （2013） 【DL18-L4】

マレーシア 『マレーシアの投資環境』（第2版, 2014）
【DE151-L119】

なし

ミャンマー 『ミャンマーの投資環境』（2013）
【DE151-L107】

『ミャンマー連邦共和国の投資環境調査
2013年』（2013） 【DL18-L6】

ラオス 『ラオスの投資環境』（2007）【DE151-
H293】

『ラオスの投資環境調査 2007年』（2008）
【DL18-J9】

3.図書 3-3 その他
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4. 雑誌

4-1 日本語雑誌

4-2 外国雑誌の概要が
分かる情報源

4-3 外国の主要英語雑誌
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 一般雑誌
・各国（特にタイ）の日本人商工会議所が発行する雑誌に、
現地動向を掲載。ただし、日本国内の所蔵館は少ない。
・タイについては、『タイ国情報』（隔月刊, 日本タイ協会）
【Z71-F516】の解説記事も詳しく、有用。

 学術雑誌
・伝統ある、評価の高い雑誌として、
『東南アジア 歴史と文化』（年刊, 東南アジア学会）【Z8-767】、
『東南アジア研究』（半年刊, 京都大学東南アジア研究所）

【Z8-392】。
・各国別（インドネシア、タイ、マレーシア）の学会誌もあり。

・アジア全域を扱う雑誌にも、東南アジア関係の記事あり。
参照：「アジア情報室所蔵資料の概要:アジア全般資料:
継続受入雑誌リスト」
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-asia-perio-list.php

4.雑誌 4-1 日本語雑誌

28

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-asia-perio-list.php


東南アジア
全般

・『東南アジア 歴史と文化』（東南アジア史学会 現在の東南アジア学会）
【Z8-767】 創刊号（1971）～36号（2007）の本文、創刊号～41号（2012）の目次
を公開 http://www.jsseas.org/seahc/から閲覧可

・『東南アジア研究』（京都大学東南アジア研究所）【Z8-392】
創刊号（1963）からの本文http://kyoto-seas.org/ja/category/volume-ja/を公開

インドネシア ・『月刊インドネシア』（月刊, 日本インドネシア協会）【Z8-127】
・『インドネシア言語と文化』（年刊, 日本インドネシア学会）【Z12-B135】

カンボジア ・『カンボジア』（年3回刊, 日本カンボジア協会）【Z8-B314】

シンガポール ・『シンガポール』（季刊, 日本シンガポール協会）【Z8-1527】

タイ ・『バンコク日本人商工会議所所報』（月刊, 盤谷日本人商工会議所）【Z3-1759】
・『タイ国情報』 （隔月刊, 日本タイ協会）【Z8-567】
・『年報タイ研究』（年刊, 日本タイ学会）【Z71-F516】
創刊号（2001）～12号（2012）の本文http://thai.chiiki.tsukuba.ac.jp/Journalを公開

東ティモール ・『東ティモール』（季刊, 大阪東ティモール協会）【Z71-L611】

フィリピン ・『フィリピン : 会報』（季刊, フィリピン協会）【Z8-92】

マレーシア ・『Jactim会報』（季刊, マレーシア日本人商工会議所）【Z72-B632】
・『マレーシア』（隔月刊, 日本マレーシア協会）【Z71-R229】
・『マレーシア研究』（年刊, 日本マレーシア学会）【Z72-E974】
創刊号（2012）の本文http://jams92.org/MSJindex01.htmlを公開

4.雑誌 4-1 日本語雑誌
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 『東南アジア逐次刊行物の現在』（東南アジア逐次刊行物
プロジェクト, 2013）【UM84-L7】
・10か国（東ティモール以外）で発行された学術雑誌229誌、
官報65誌の書誌情報を収録。

・10か国（ブルネイ以外）について、官報、雑誌、新聞を中心とする
出版事情に関する、日本人研究者へのヒアリング記録を収録。

 「東南アジア逐次刊行物総合目録データベース」
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/db/sealib/
・日本国内主要104機関における東南アジア関係コアジャーナル432誌
の所蔵情報（2008年時点）を収録。

 『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）【Z3-B391】 2012年3月号, No.198
特集「アジア地域研究と雑誌—『コア・ジャーナル』を語る—」
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/201203.html
・インドネシア（社会科学分野のインドネシア語雑誌のみ）、シンガポール、
タイ、ベトナム、マレーシアのコア・ジャーナルについて解説。

4.雑誌 4-2 外国雑誌の概要が分かる情報源
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※「東南アジア逐次刊行物総合目録データベース」から、一部雑誌を抜粋。 「東南アジア全般」、
「インドネシア」の雑誌は、電子ジャーナルプラットフォームのEBSCOhostまたはProQuest Central
から、過去約15年分を閲覧可。ただし、過去1年間または1年6か月間の号が閲覧不可の雑誌もあり。

4.雑誌 4-3 外国の主要英語雑誌

東南アジア
全般

・Contemporary Southeast Asia. 【Z51-M302】
・Indonesia and the Malay World. 【Z76-A15】
・Journal of Southeast Asian Studies. 【Z52-C229】
・Sojourn : journal of social issues in Southeast Asia. 【Z52-E208】
・Southeast Asian affairs. 【Z62-A140】（1985年版以降）、【GE511-28】
（1984年版以前）

インドネシア ・Bulletin of Indonesian Economic Studies. 【Z76-A14】
http://www.tandfonline.com/loi/cbie20#.UxV5EKyHgYIで一部記事を公開

・Indonesia. 【Z51-E132】
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=
past&handle=seap.indoから、2008年以前の号の本文閲覧可

タイ ・Journal of the Siam Society. 【Z52-B505】
2002年から2011年までの巻は、無料のユーザ登録をすれば、
http://www.siam-society.org/OJS/index.php/JSS/issue/archiveから本文閲覧可
1904年から2001年までの巻は、http://www.siam-society.org/pub_JSS/jss_
index_1904-1910.htmlから本文閲覧可

フィリピン ・Philippine Sociological Review. 【Z51-M475】
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4.雑誌 4-3 外国の主要英語雑誌

 Journal of the Siam Society（タイ）
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5. 新聞
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 国立国会図書館で継続受入中の紙媒体新聞
・多くのタイトル・号を、関西館アジア情報室で所蔵。
一部を、東京本館新聞資料室で所蔵。
NDL-OPACから、所蔵場所を確認可。
ただし、最近（1年分位）の未製本新聞については、
アジア情報室（電話:0774-98-1376）へお問い合わせ下さい。

 有料データベース
・ProQuest Newsstand、LexisNexisなどが、
過去10-20年分の記事を収録している場合あり。

 新聞社ウェブサイト
・随時更新しており、速報性が高い。
・過去の記事を、長期間閲覧できる保証なし。
・少数ながら、過去の紙面を閲覧できる新聞もあり。

5.新聞
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インドネシア ・『じゃかるた新聞』（東京本館のみ所蔵）【Z98-58】
http://www.jakartashimbun.com/ 多くの記事が有料

・Business News.（英語版 週2回刊）【Z91-97】
・The Jakarta Post. 【Z91-272】http://www.thejakartapost.com/

カンボジア ・Phnom Penh Post. 【Z91-287】http://www.phnompenhpost.com/

シンガポール ・The Straits Times. 【Z91-67】http://www.straitstimes.com/
・The Business times. 【Z91-294】http://www.businesstimes.com.sg/

タイ ・『バンコク週報』（週刊）【Z98-17】http://www.bangkokshuho.com/
無料記事が多い

・『タイ経済』（週刊、東京本館のみ所蔵） 【Z98-61】
http://www.fact-link.com/sub/taikeizai/ 「経済ニュース」http://www.fact-
link.com/news.php?lang=jp&page=1に多くの無料記事あり

・The Nation. 【Z91-142】http://www.nationmultimedia.com/
・Bangkok Post. 【Z91-150】http://www.bangkokpost.com/
トップページ最下部左側の“Bangkok Post print edition sections”から、
過去2か月間の記事を閲覧可

フィリピン
(次スライドへ)

・『まにら新聞』【Z98-51】http://www.manila-shimbun.com/
「特集記事」、「シリーズ・連載」を除く、一般記事の大半が有料

5.新聞

 国立国会図書館が所蔵する日本語・英語の継続受入新聞
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フィリピン
(前スライド
より)

・Manila bulletin.【Z91-180】http://www.mb.com.ph/
http://www.mb.com.ph/epaper/から、過去1週間の紙面を閲覧可

・Philippine Daily Inquirer.【Z91-266】http://www.inquirer.net

ブルネイ ・Borneo Bulletin.【Z91-107】http://borneobulletin.brunei-online.com.bn/
e-BorneoBulletin http://borneobulletin.brunei-online.com.bn/e-borneo
bulletin/ で、前日の紙面を閲覧可

トップページ右下“News Archive”から、過去8か月間の記事を閲覧可
・Borneo Bulletin Sunday.（週刊）【Z91-317】

ベトナム ・Vietnam News.【Z91-273】http://vietnamnews.vn/
2006年以降の記事を閲覧可 トップページ上部に分野別メニューあり
各分野のページ下方に、記事の日付を指定できる欄あり

マレーシア ・New Straits Times.【Z91-261】http://www.nst.com.my/
過去1週間の記事を閲覧可

ミャンマー ・The New Light of Myanmar.【Z91-275】http://www.moi.gov.mm/npe/nlm/
過去1週間の記事を閲覧・ダウンロード可

・The Myanmar Times.（週刊、東京本館のみ所蔵）【Z91-284】
http://www.mmtimes.com/ 最新号の紙面を閲覧可

ラオス ・KPL news.【Z91-289】http://www.kpl.net.la/ E-Newspaper http://www.kpl.
net.la/english/e-news.htmのページで、過去2か月間の紙面を閲覧可

5.新聞
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 The Nation（タイ）
5.新聞
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6. 政府情報

6-1 政府ポータルサイト

6-2 法令・議会情報

6-3 統計情報
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6.政府情報 6-1 政府ポータルサイト

インドネシア http://www.indonesia.go.id/en（インドネシア語・英語） 国家概要、法令など

カンボジア http://cnv.org.kh/en （月刊誌Cambodia News Vision）（英語）

・政府動向
・政府機関リンク集http://cnv.org.kh/en/?page_id=45

シンガポール http://www.gov.sg/（英語）
・政府動向http://www.gov.sg/government/web/content/govsg/classic/news
・政府機関リンク集http://www.sgdi.gov.sg/
・ビジネス関係情報http://www.enterpriseone.gov.sg/
・政府機関ウェブサイトを横断検索可

タイ http://www.thaigov.go.th/index.php?lang=en（タイ語、英語）
・政府動向http://www.thaigov.go.th/en/news-room.html
・政府機関リンク集http://www.thaigov.go.th/en/government-agencies.html

東ティモール http://timor-leste.gov.tl/?lang=en（テトゥン語、ポルトガル語、英語）
・政府動向http://timor-leste.gov.tl/?cat=9&lang=en
・政府出版物http://timor-leste.gov.tl/?cat=32&lang=en

フィリピン http://www.gov.ph/（英語）
・法令（トップページ上部“Resources”から）、官報
・政府機関リンク集http://www.gov.ph/directory/ 39
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6.政府情報 6-1 政府ポータルサイト

ブルネイ http://www.pmo.gov.bn/Theme/Home.aspx（首相府）（マレー語・英語）

・首相動向（トップページ上部“News”内“PMO News”から）
・政府機関リンク集（トップページ右上端“Ministries”から）

ベトナム http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English（ベトナム語・英語・中国語）
・政府機関リンク集

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ministries

マレーシア https://www.malaysia.gov.my/en/home（マレー語・英語）
・ビジネス関係情報https://www.malaysia.gov.my/en/business
・政府機関リンク集https://www.malaysia.gov.my/en/agencies
・政府機関、大学などのウェブサイトを横断検索可
http://www.pmo.gov.my/（首相府）（マレー語・英語）

・大臣の紹介、基本政策文書（トップページ上部“RESOURCES”から）

ミャンマー http://www.president-office.gov.mm/en/（大統領府）（ビルマ語・英語）

・大統領動向など
http://www.mofa.gov.mm/（外務省）（英語）

・ミャンマー概説（トップページ上部“About Myanmar”から）
・政府機関リンク集http://www.mofa.gov.mm/?page_id=746

ラオス 政府ポータルサイト、大統領府ウェブサイト、首相府ウェブサイトともなし
http://www.mofa.gov.la/（外務省）（英語）

・政府機関リンク集（トップページ右下“Links”から）
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6.政府情報 6-1 政府ポータルサイト

 シンガポールの政府ポータルサイト

政府機関ウェブサイトを
横断検索可

（東南アジアの多くの国々では、
政府ポータルサイト内の
記事のみ検索可）
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6.政府情報 6-2 法令・議会情報

 国立国会図書館｢リサーチ・ナビ｣の｢政治・法律・行政」
https://rnavi.ndl.go.jp/politics/
「国・地域別の資料のご紹介」の項で「アジア」を選ぶと、
東南アジア各国の法令・議会資料の所蔵状況、
ウェブ上の法令・議会データベースを参照可。
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6.政府情報 6-3 統計情報

統計情報の概要
 総合統計年鑑／分野別統計資料
・総合統計年鑑（タイトルに“Statistical Yearbook”を含む
場合が多い）は、様々な分野の基本データを収録。
・収録されていないデータは、分野別統計資料を参照。

 ウェブ情報
・国ごとに情報量は異なる。情報量が多いのは、インドネシア、
シンガポール、マレーシア、東ティモール、ベトナム。

・各国の統計局ウェブサイトなどに、統計資料を掲載している
場合あり。

 紙媒体資料
・ウェブ上にデータが見つからない場合、紙媒体資料を参照。
・リサーチ・ナビ 「統計の調べ方（東南アジア）」

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-42.php 44
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6.政府情報 6-3 統計情報
統計局ウェブサイト 総合統計年鑑（ウェブ版有無、タイトル）

インドネシア 中央統計庁http://www.bps.go.id/eng/
（インドネシア語・英語）

○ Statistik Indonesia : Statistical 
Yearbook of Indonesia. 【Z61-C148】

カンボジア 計画省統計局http://www.nis.gov.kh/ind
ex.php/en/（英語）

× Kingdom of Cambodia statistical 
yearbook. 【Z61-J269】

シンガポール 統計局http://www.singstat.gov.sg/
（英語）

○ Yearbook of Statistics Singapore.
【Z61-B322】

タイ 国家統計局http://web.nso.go.th/
（タイ語・英語）

× Statistical yearbook Thailand. 
【Z61-C50】

東ティモール 国家統計局http://www.statistics.gov.tl/（英語） × なし

フィリピン 国家統計局http://www.census.gov.ph/
（英語）

× Philippine Statistical Yearbook. 
【Z61-B120】

ブルネイ 不明 × Brunei Darussalam statistical 
yearbook. 【Z61-C448】

ベトナム 中央統計局http://www.gso.gov.vn/defau
lt_en.aspx（ベトナム語・英語）

○ Statistical Yearbook. 【Z61-G790】

マレーシア 統計庁http://www.statistics.gov.my/porta
l/index.php?lang=en（マレー語・英語）

○ Yearbook of statistics Malaysia. 
【Z61-D715】

ミャンマー 中央統計局https://www.mnped.gov.mm/内“CSO” × なし

ラオス 統計局http://www.nsc.gov.la/（英語） ○ Statistical yearbook. 【Z61-J305】
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 インドネシア中央統計庁ウェブサイト
6.政府情報 6-3 統計情報

総合統計年鑑

分野一覧

中央統計庁
各州支部へのリンク集
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出版物一覧
の画面へ
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ズーム

全画面表示

目次（インドネシア語）

サムネイル一覧

次ページへ前ページへ

ブックマーク
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 ASEAN諸国
・「目で見るＡＳＥＡＮ－ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料－」
（2012, 外務省アジア大洋州局地域政策課）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/pdfs/sees_eye.pdf

 タイ
・『タイ経済・産業データハンドブック』（アジア産業研究所[編],
年刊）【Z3-3295】

 ベトナム
・日越貿易会編『ベトナム統計年鑑』（ビスタピー・エス, 年刊）
【Z47-B46】
・『ベトナム統計集 2012年版』（ベトナム経済研究所, 2012）
【DT191-V4-L1】
・『ベトナム人口・住宅センサス最終集計結果 2009年』
（ビスタピー・エス、2011）【YQ2-J72】

6.政府情報 6-3 統計情報

日本語の情報源
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7. まとめ
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 基本的な事項・テーマについて調べる

①日本語情報
・リサーチ・ナビ「アジア各国の基本情報について」（スライド10）

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-30.php
⇒外務省「各国・地域情勢」の「アジア」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html
・「エリア・スタディーズ」シリーズ（明石書店）（スライド17）
・通史（スライド18）
・『東南アジアを知る事典』（新版, 平凡社, 2008）（スライド21）

②英語情報
・各国の政府ポータルサイト（スライド39-41）
・各国の統計局ウェブサイト（スライド44-48）
・Historical dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle 
East シリーズ （Scarecrow Press）（スライド22）

7.まとめ
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 専門的な事項・テーマについて調べる
①日本語情報
・NDL-OPAC、国立国会図書館サーチを検索（スライド10）
・文献目録（スライド20）
・雑誌（スライド28-29）⇒主要雑誌を念頭に置きながら、

NDL-OPAC、国立国会図書館サーチで記事を検索、
オープンアクセス誌を閲覧。

②英語情報
・NDL-OPAC、国立国会図書館サーチを検索（スライド10）
・文献目録（スライド20）
・雑誌（スライド30-32）
⇒主要雑誌を念頭に置きながら、電子ジャーナルを検索、

オープンアクセス誌を閲覧。
・新聞⇒紙媒体、有料データベース、新聞社ウェブサイト

（スライド34-37）

7.まとめ
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