
国立国会図書館の使い方

令和2年7月30日（木）

国立国会図書館関西館アジア情報課
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本日お話しすること

一．国立国会図書館とは？

二．国立国会図書館の利用方法

三．国立国会図書館の朝鮮関連資料の検索方法

四．インターネット情報を賢く活用！

「アジア情報の調べ方案内」

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
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国立国会図書館とは？
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１．国立国会図書館の概要

 立法府（国会）に属する日本唯一の国立図書館。

 国内の出版物を網羅的に収集。

 3つの建物

・東京本館
（国会議事堂の隣）

・国際子ども図書館
（上野公園の近く）

・関西館
（京都府相楽郡精華町）
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研究書、雑誌、博士論文、
政府刊行物、地図、漫画 etc.

約4,400万点！

東京本館・

国際子ども図
書館

関西館

アジア情報室



２．関西館の概要

 所蔵資料
・主要な図書・雑誌(日本語）

・外国語雑誌

・科学技術関係資料

・博士論文

・アジア言語資料

 アジア関連資料(アジア言語資料を含む)

・約48万冊を所蔵（2020.3現在）
・朝鮮語資料：図書約5万1千冊、雑誌約3千タイトル、新聞178タイトル

※朝鮮本などの古典籍、法令・議会資料、地図は東京本館、児童書は国際子ども
図書館にある

・朝鮮語論文データベース：KISS、DBpia
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国立国会図書館の利用方法
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３．国立国会図書館の使い方

 大学図書館のOPACやCiNii Booksで欲しい資料が見つ
からない！ そんな時は・・・

①自分で探す。

・日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文
→国立国会図書館オンライン （https://ndlonline.ndl.go.jp/）

・朝鮮語雑誌論文
→論文データベースで検索。
KISS（http://kiss.kstudy.com/） DBpia（http://www.dbpia.co.kr/）

②外国学図書館に相談する。

③国立国会図書館デジタルコレクションの利用
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https://ndlonline.ndl.go.jp/
http://kiss.kstudy.com/
kiss.kstudy.com/
http://www.dbpia.co.kr/


３．国立国会図書館の使い方

 「大学生でも使える？」

→18歳以上なら誰でも使えます。
利用者登録をすると、様々なサービスが利用できます。
☞「利用者登録」（https://www.ndl.go.jp/jp/registration/index.html）

• 利用者登録なしで利用できるサービス

資料の検索、インターネット公開資料の閲覧 など

• 「インターネット限定登録利用者」が利用できるサービス

インターネット経由での複写申込み

• 「個人の登録利用者」が利用できるサービス

書庫資料の利用、閲覧予約 など

※資料の個人への貸出しは行っていません。
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https://www.ndl.go.jp/jp/registration/index.html


３．国立国会図書館の使い方

 「大学生でも使える？」

→大学図書館を経由して利用できるサービスの例

• 資料の取寄せ
一部の資料は、大学図書館に貸し出すことができます。大学図書館の
中でご利用ください。

• 図書館向けデジタル化資料送信サービスの利用
国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、一部の資料が大学図書
館で閲覧できます。

• 調べもののご相談（レファレンス）
大学図書館で解決しなかった場合、大学図書館から国立国会図書館に
問い合わせていただくことができます。

詳しくは、外国学図書館でご相談ください。
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３．国立国会図書館の使い方
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 「インターネット限定登録利用者」になるには？
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 インターネット限定登録利用者になるには？

３．国立国会図書館の使い方
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 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

３．国立国会図書館の使い方

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」。

https://dl.ndl.go.jp/


アナログ資料

３．国立国会図書館の使い方
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 国立国会図書館デジタルコレクション

3つの公開範囲

デジタル化

③館内公開

国立国会図書館

①インターネット公開

著作権処理の済んだもの

外国学図書館
著作権処理は済んでいない

けど絶版等で入手困難

②図書館等での公
開

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1910586/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8322273
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8322273


３．国立国会図書館の使い方
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 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月現在）

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



３．国立国会図書館の使い方
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 国立国会図書館デジタルコレクション

目次から本文
にリンク

印刷 「インターネット公開」のものは
全コマダウンロード(PDF)も可能



国立国会図書館の朝鮮関連資料の検索方法
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 日本語図書・朝鮮語図書・日本語雑誌論文

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

 朝鮮語雑誌論文
→論文データベース

KISS（http://kiss.kstudy.com/）

DBpia（http://www.dbpia.co.kr/）

17

４．国立国会図書館の朝鮮関連資料の検索方法

https://ndlonline.ndl.go.jp/
http://kiss.kstudy.com/
http://www.dbpia.co.kr/


５．日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文の検索

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

・国立国会図書館で所蔵する資料の大部分を検索

できる

・日本語雑誌論文は、「論文のタイトル」で検索でき
る
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https://ndlonline.ndl.go.jp/


 朝鮮語資料 検索のコツ

• ハングルと漢字の両方で検索する

（朝鮮語資料の大半はハングルで検索できるが、一部の資料は
漢字形でのみヒットする。）

• 漢字は日本漢字でも、朝鮮漢字でもOK

• 30年以上前に発行された朝鮮語図書はヒットしないことも

• 各種コードの活用（例）

言語コード： kor（朝鮮語）

国名コード： KR（韓国）、KP（北朝鮮）
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５．日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文の検索
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国立国会図書館オンライン（https://ndlonline.ndl.go.jp/）

５．日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文の検索

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


 例：「朝鮮語」「方言」で簡易検索

５．日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文の検索
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「資料種別」「所蔵館」「言
語」などでも絞り込み可能。

・「関西」のものは
関西館にあり

・デフォルトは「適合度順」
タイトル順、出版年順など
で並べ替え可能

インターネット公開

自宅から見られる

館内限定(図書館送信)

外国学図書館から見られる



 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」（http://www.ndl.go.jp/jp/copy/remote/index.html）
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５．日本語・朝鮮語図書と日本語雑誌論文の検索

http://www.ndl.go.jp/jp/copy/remote/index.html


６．朝鮮語雑誌論文の検索

 韓国の学術論文データベース (紹介のみ)

KISS（http://kiss.kstudy.com/） DBpia（http://www.dbpia.co.kr/）

・朝鮮語の雑誌論文を検索できる

・国立国会図書館に来館すれば、本文も閲覧可能

・インターネット経由でコピーを申し込める
☞詳しい検索・コピー申込み方法は、付録を参照
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http://kiss.kstudy.com/
http://www.dbpia.co.kr/


インターネット情報を賢く活用！
「アジア情報の調べ方案内」
「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
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https://rnavi.ndl.go.jp/asia/

7-1．アジア情報の調べ方案内
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php

7-2．AsiaLinks-アジア関係リンク集
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php
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７．リサーチ・ナビ
「アジア諸国の情報を探す」

7-1 7-2

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php


７-１．「アジア情報の調べ方案内」

こんな時に使えます

 調べたいテーマが決まっている

 でも、どういう資料を見ればよいか分からない

収録例
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・朝鮮半島の近現代文学について調べる
・日本に在留する韓国・朝鮮人について知る
・北朝鮮の基本情報について調べる

・韓国で発行中の新聞の当館所蔵状況およびウェブサイト
一覧
・韓国の新聞記事データベースBIGKindsの使い方
・朝鮮語の雑誌記事・論文の探し方
・韓国の学術論文データベースKISSの使い方 etc…



７-１．「アジア情報の調べ方案内」

 例えば、「北朝鮮の

基本情報について調べる」

なら・・・
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ウェブ情報

紙の資料



７-２．「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」

こんな時に使えます

 ネットで調べたい！

 信頼性の高い情報にアクセスしたい！

 国やテーマ別に、関連ウェブサイトを一覧したい！
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７-２．「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」

BIG Kinds

한국언론진흥재단（韓国言論振興財
団）が提供する新聞記事データベー
ス
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（参考）関西館に来館する場合

(1) 関西館の開館日
☞ https://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

(2) 関西館のアクセス
☞ https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/route.html

電車：北千里→（阪急・堺筋線）→堺筋本町→（中央線・近鉄けいは
んな線）→学研奈良登美ヶ丘→（奈良交通バス56または59系
統）→国立国会図書館停留所 （2時間程度かかります・・・）

車：高速道路を使えば、約1時間
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https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/time.html
https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/route.html


ありがとうございました！
감사합니다!

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！

 「アジア情報の調べ方案内」「AsiaLinks-アジア関係リン
ク集-」もご活用を！
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