
国立国会図書館関西館アジア情報課アジア第一係
佐藤 久美子
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2020年6月19日（金）10:30～12:00
大阪大学外国学図書館 Zoom連携ガイダンス

国立国会図書館の使い方



本日お話しすること

1.国立国会図書館の所蔵資料について

2.国立国会図書館の利用方法について

3.調べものに役立つページ・リンク集
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1.国立国会図書館の所蔵資料について

2.国立国会図書館の利用方法について

3.調べものに役立つページ・リンク集
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現在地！



国立国会図書館とは
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・立法府（国会）に属する日本唯一の国立図書館

・「法定納本制度」により国内出版物を
網羅的に集め、永久保存

・外国の出版物も選択して収集
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蔵書数 約4,419万点
年間増加数 約80万点



国立国会図書館は３つある

国立国会図書館関西館
京都・精華町 2002～

国際子ども図書館
東京・上野 2000～

国立国会図書館（東京本館）
東京・永田町 1948～
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国立国会図書館関西館はココ
▶京都府相楽郡精華町

に所在東京本館

国際子ども図書館
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国立国会図書館関西館アクセス例
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彩都西 千里中央
（大阪モノレール）

千里中央
（北大阪急行）

17分15分

本町

学研奈良登美ヶ丘
24分 38分

15分
国立国会図書館
（奈良交通バス）



国立国会図書館の機能分担

主な機能
全体統括、基盤整備、国会
や行政司法各機関へのサー
ビス、専門情報サービス
主な所蔵資料
納本制度で収集した国内出
版物全般、各種の専門コレ
クション

主な機能
図書館協力事業、電子図書
館事業、遠隔利用サービス、
アジア情報サービス
主な所蔵資料
博士論文、洋雑誌、科学技
術資料、アジア言語資料な
ど

国際子ども図書館東京本館

主な機能
学校図書館支援
児童書・教科書・児童文
学研究書などを所蔵

関西館
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関西館アジア情報室の資料
東京本館

国際子ども図書館
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所蔵資料
・現地語資料（2020年3月現在）

図書 約49万7,000冊
雑誌 8,405タイトル
新聞 712タイトル

・アジア関係の日本語・欧米言語資料も所蔵

実はアジア資料・情報の一大拠点!



東アジア
■ CHN 中国
■ HKG 香港
■ MAC マカオ
■ TWN 台湾
■ MNG モンゴル
■ KOR 韓国
■ PRK 北朝鮮

モンゴル

■ 中央アジア（8）
AZE アゼルバイジャン
KAZ カザフスタン
KGZ キルギス
TJK タジキスタン
TKM トルクメニスタン
UZB ウズベキスタン
ARM アルメニア
GEO ジョージア

■ 西アジア（16）
TUR トルコ
CYP キプロス
ISR イスラエル
IRN イラン
SYR シリア
LBN レバノン
JOR ヨルダン
IRQ イラク
SAU サウジアラビア
KWT クウェート
OMN オマーン
BHR バーレーン
QAT カタール
ARE アラブ首長国連邦
YEM イエメン
PA パレスチナ

■ 北アフリカ（7）
EGY エジプト
SDN スーダン
LBY リビア
TUN チュニジア
DZA アルジェリア
MAR モロッコ
MRT モーリタニア

■ 南アジア（8）
IND インド
PAK パキスタン
BGD バングラデシュ
LKA スリランカ
AFG アフガニスタン
NPL ネパール
MDV モルディブ
BTN ブータン

■ 東南アジア（11）
PHL フィリピン
IDN インドネシア
MYS マレーシア
SGP シンガポール
BRN ブルネイ
THA タイ
VNM ベトナム
LAO ラオス
KHM カンボジア
MMR ミャンマー
TMP 東ティモール



関西館アジア情報室の資料
東京本館

国際子ども図書館
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インドネシア語資料（2020年3月現在）

図書 約2万冊（マレーシア語含む）
雑誌 234タイトル
新聞 19タイトル

こちらも実は日本有数の蔵書数!



関西館アジア情報室の資料
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インドネシア語図書 分野別割合

政治・法律・行政
23.8％

経済・産業
9.7％

社会・労働 7.5％

教育 3.4％

歴史・地理
26.1％

哲学・宗教
9.1％

芸術・言語・文学
15.3％

科学技術 2.7％ 学術一般・ジャーナリズム等 2.2％



関西館アジア情報室の資料
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インドネシア語図書資料 特に多い分野等
〇政治・法律・行政

イスラムと政治、民主主義論、国際関係など
〇歴史・地理

植民地期の歴史、政治史など
〇芸術・言語・文学

各地・各民族の民話、文化史など
※比較的最近出版された資料が多いのが特徴
（参考）
小西鉄「関西館アジア情報室が所蔵するインドネシア語資料について」
『アジア情報室通報』15巻2号, 2017.6. 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin15-2-1.php



関西館アジア情報室の資料
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インドネシア刊行の主な新聞
・Kompas（1975-）

インドネシア最大の日刊紙

・Suara pembaruan（ 1987-）
インドネシア最大の日刊紙の一つ。
プロテスタント系。

・The Jakarta Post（2014-(※)）
インドネシアの外国人に最も読まれている英字紙。



関西館アジア情報室の資料
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インドネシア刊行の主な雑誌
・Femina（1991-）週刊の女性誌
・Warta ekonomi（2006-）ビジネス誌
・Forum keadilan（2000-）週刊ニュース報道誌
・Globe Asia（2007-）月刊の英字ビジネス誌

より詳しくは…

アジア情報室所蔵資料の概要
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php
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国立国会図書館の利用方法
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外国学図書館経由での利用

・資料、コピーの取り寄せ
・レファレンス（調べもの相談）
・図書館向けデジタル化資料送信サービス



国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/

国立国会図書館の所蔵資料をデジタル化した資料や、
インターネットから収集した電子書籍・電子雑誌を
検索・閲覧できるサービス。「デジコレ」。
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国立国会図書館の利用方法



アナログ資料

デジタル化

地学事始. 初編上

①インターネット公開

国 立 国 会 図 書 館

著作権処理の済んだもの

③館内公開

外国学図書館

②図書館等での公開20

著作権処理は済んでいない

けど絶版等で入手困難

地学事始. 初編 上 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1911089/36

国立国会図書館の利用方法
国立国会図書館デジタルコレクション
３つの公開範囲



資料の種類
デジタル化資料提供数

合計インター
ネット公開 図書館送信 国立国会図書館

館内限定
図書 35万点 55万点 7万点 97万点
古典籍 7万点 2万点 - 9万点
雑誌 1万点 80万点 52万点 133万点

博士論文 1万点 12万点 1万点 14万点

その他 9万点 1万点 8万点 18万点

合計 54万点 151万点 69万点 274万点

国立国会図書館デジタルコレクション
デジタル化資料提供状況 （令和2年3月時点）
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国立国会図書館の利用方法



国立国会図書館の利用方法
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個人での利用
満18歳以上なら、どなたでも入館・利用できます!

個人への貸し出しは行っていません。
次のサービスをご利用ください。
・館内でのコピー
・（登録利用者のみ）インターネット経由でのコピー



国立国会図書館の利用方法
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２つの登録利用者制度
①個人の登録利用者
国立国会図書館内での書庫資料の利用等ができる
インターネット経由でのコピー申し込みができる
来館又は郵送で本人確認書類等を提出

②インターネット限定登録利用者
インターネット経由でのコピー申し込みができる
Web上で簡単に登録
→来館予定がないなら、こちらが便利!



国立国会図書館の利用方法
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インターネット限定利用者登録
ログイン

新規利用者登録

NDL-ONLINE
（国立国会図書館オンライン）
https://ndlonline.ndl.go.jp/



国立国会図書館の利用方法
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インターネット限定利用者登録



国立国会図書館の利用方法
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インドネシア語資料の検索

キーワード インドネシア語での入力OK

請求記号 Y735-*

本文の言語コード ind

Ind インドネシア語



国立国会図書館の利用方法
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インドネシア語資料の検索のポイント
①インドネシア語資料のみに絞り込む
請求記号「Y735-*」= インドネシア語＋マレー語
本文の言語コード欄「ind」でインドネシア語のみに
（マレー語は「may」）

② スペル改正（1972年）に注意!
tj→c、dj→j、ch→kh、nj→ny、sj→sy、j→y
例）Djoko→Joko

旧スペルがタイトルに使われている2015年出版の図書
“Kota di Djawa tempo doeloe”「古き良き時代のジャワの町」
（当館請求記号:Y735-TS-2805）



国立国会図書館の利用方法
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検索結果の見方▲
例:「pendidikan」で簡易検索（キーワード検索）

ログインすれば
「マイリスト」に保存可

デフォルトは「適合度順」。
タイトル順、出版年順などの並び替えも可能

所蔵館（東京、子ども、関西）を表示。
インターネット経由でのコピー申し込みは
どの所蔵館のものも可能

検索結果を絞り込む
「資料種別」を「雑誌記事」にすると雑誌論文のみに
「インターネット公開」のものは自宅でも閲覧可



国立国会図書館の利用方法
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インターネット経由でのコピー申し込み
ログイン後、右側の「遠隔複写」から申込みをすると、
後日ご自宅等にコピーと振込用紙を郵送（1枚20数円～）
※遠隔複写サービス https://www.ndl.go.jp/jp/copy/remote/index.html

遠隔複写
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関西館アジア情報室

調べものに役立つページ・リンク集
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リサーチ・ナビ https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
調べものに役立つ情報源やノウハウを
様々なテーマ別ごとに紹介するウェブサイト



調べものに役立つページ・リンク集
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アジア諸国の情報をさがす
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php



調べものに役立つページ・リンク集
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アジア情報の調べ方案内
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php

インドネシアの経済・産業について調べる
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-110.php



調べものに役立つページ・リンク集
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AsiaLinks -アジア関係リンク集-
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php

インドネシア : 立法機関, 行政機関, 司法, 政党, 大使館, 地方自治体
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-idn02.php#02



例:インドネシアの各州の人口密度を調べる
アジア情報の調べ方案内▲

↓
統計の調べ方（東南アジア）

↓
インドネシア中央統計庁 /
BPS: Badan Pusat Statistik(BPS-Statistics Indonesia)
https://www.bps.go.id/

↓
Kependudukan ＞
Kepadatan Penduduk menurut Provinsi, 2000-2015
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/842/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi-2000-2015.html

＊AsiaLinks ＞ 統計 : 東南アジア からも試してみてください

調べものに役立つページ・リンク集
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まとめ
・豊富なインドネシア関係資料をご利用いただける
国立国会図書館関西館アジア情報室をご活用ください!

・外国学図書館やご自宅等からご利用いただける
サービスがあります!

・論文作成等の際には、調べ物のノウハウが詰まった
「リサーチ・ナビ」をご参照ください!
「アジア情報の調べ方案内」「AsiaLinks」
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（参考）

関西館の開館日
http://www.ndl.go.jp/jp/kansai/time.html

開館日 :月曜日～土曜日
（日曜・祝日・第3水曜日・年末年始は休館日）

開館時間 :9時30分～18時

お困りのときは・・・
調べものの相談電話:0774-98-1390
または
図書館経由でお問合せください!
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ありがとうございました
Terima kasih banyak
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