
国立国会図書館 関西館
アジア情報課 アジア第三係
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2020年11月16日（月）12:00～13:30
横浜国立大学 ガイダンス（オンライン）

日本語と英語で収集する
全アジア情報



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

・蔵書数 約4,343万点
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 2002～

国立国会図書館（東京本館）
東京・永田町 1948～
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横浜国立大学

公共交通機関で
１時間半程度



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
主要な日本語の図書・雑
誌・新聞、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

主な所蔵資料
児童書・教科書・児童
文学研究書など

関西館
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関西館の資料

国際子ども図書館
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所蔵総数 600万点以上
• 日本語図書(参考図書や基本図書など)
• よく読まれる日本語雑誌・新聞、欧文学術雑誌
• 国内博士論文、科学技術資料、アジア関係資料

 グループ利用可能な共同研究室、個人用の研究室
※現在は、新型コロナウィルス感染症対策のため、お一人での利用のみ



アジア情報室の「アジア」とは

国際子ども図書館
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アジア情報室の資料
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所蔵資料
・アジア言語資料（2020年3月末現在）

図書 約46万冊
中国語：約36.4万冊
朝鮮語：約5.1万冊
その他：約4.7万冊

雑誌 約8,300タイトル
新聞 646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！



本日の内容
1. 日本語、英語で得られるアジア情報
2. ウェブサイト「アジア諸国の情報を探す」
3. 国立国会図書館の利用方法
発展編 実習問題・質疑応答

目標
・インターネットでの情報収集のポイントを知る。
・日本語と英語でアジア情報を調べるのに有用なツー

ルを使ってみる。
・国立国会図書館の利用方法を知る。 11



1.日本語、英語で得られるアジア情報

2. 「アジア諸国の情報を探す」

3.国立国会図書館の利用方法
12

現在地！



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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現地語資料・情報だけ調べれば十分？

⇒基礎知識がないと、
調査が非効率・不十分になる可能性

⇒まずは日本語・英語で概要を把握、
手がかりを探索



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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〇日本語情報
・日本と関わりが深い国（中国、韓国など）
・日本で関心が高い分野（経済、歴史、文学など）

〇英語情報
・欧米と関わりの深い国・地域
（東南アジア、南アジア、中東など）
・国際的に関心を集める国・地域・トピック
・国際機関や各国の政府機関が発信する情報

（公式ウェブサイトなど）



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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インターネットで流通する情報量の増加

⇒新しい情報が容易に入手できる
ただし、信頼できる情報の見極めが必要



1.日本語、英語で得られるアジア情報

国際子ども図書館
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インターネットでの情報収集のポイント
①情報の作成・更新時期を確認する

「釜山新港、物流にインパクト 」公益財団法人環日本海経済研究所ウェブサイト
https://www.erina.or.jp/columns-today/1002/

（情報の作成日が示されている例）



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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インターネットでの情報収集のポイント
②情報の作成者やウェブサイトの管理者を確認

・URLのドメインを確認
gov /go + 国名コード ⇒ 官庁などの公的機関
ac / edu + 国名コード ⇒ 学術機関

政府機関、
大学等学術団体、
業界団体

匿名のブログ・掲示板、
個人
私企業＞

日本の政府機関の
サイトのみを検索
site:go.jp



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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インターネットでの情報収集のポイント
演習①
中華人民共和国について、日本の政府機関の
ウェブサイトに載っている情報を集めたい
・まずは「中華人民共和国」で検索してみましょう。
検索結果の一番上に表示されるのはどんなサイト？
・ドメインで絞り込み検索をしてみましょう。
日本の政府機関のウェブサイトに限定して
検索するには？
「中華人民共和国 site:go.jp」



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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インターネットでの情報収集のポイント
③Google Chrome等の翻訳機能を活用する
・アドレスバーに表示されるアイコンをクリックすると、

ウェブサイトの内容を翻訳できる
・うまく日本語に訳せない言語や、翻訳できない言語もある
・オプションで日本語以外の言語への翻訳も可能



1.日本語、英語で得られるアジア情報
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まとめ
〇日本語情報が得やすいもの
日本と関わりが深い国、日本で関心が高い分野

〇英語情報が得やすいもの
・欧米と関わりの深い国・地域
・国際的に関心を集める国・地域・トピック
・国際機関や各国の政府機関が発信する情報

〇インターネットでの情報収集のポイント
①情報の作成・更新時期を確認する
②情報の作成者やウェブサイトの管理者を確認する
③ Google Chrome等の翻訳機能を活用する



1.日本語、英語で得られるアジア情報

2. 「アジア諸国の情報をさがす」

3.国立国会図書館の利用方法
20

現在地！
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2. 「アジア諸国の情報を探す」

国立国会図書館 ＞ リサーチ・ナビ

アクセス方法

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
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リサーチ・ナビ

2. 「アジア諸国の情報を探す」
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アジア諸国の情報をさがす
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php

2. 「アジア諸国の情報を探す」



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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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
〇アジア情報課職員が選んだ、調べものに

有用な情報源（図書館資料、ウェブサイト等）
を紹介

〇「調べたいテーマは決まっているけれど、
どういう資料を見ればよいか分からない・・・」
という時に便利

〇収録例：
「統計の調べ方（アジア全体）」「統計の調べ方（中国-総合統
計）」「統計の調べ方（香港・マカオ・台湾）」「統計の調べ方
（韓国・北朝鮮）」
「インターネット上で閲覧できる中国語新聞」 「韓国で発行中の新
聞の国立国会図書館所蔵状況およびウェブサイト一覧」



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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アジア情報の調べ方案内
演習②
「リサーチ・ナビ」「アジア諸国の情報をさ
がす」「アジア情報の調べ方案内」にアクセ
スして、どんな情報が掲載されているか、見
てみましょう。
・「リサーチ・ナビ」で検索
・「リサーチ・ナビ」内の「関西館アジア情報室」

をクリック。もしくは「アジア諸国の情報をさが
す」で検索

・「アジア情報の調べ方案内」をクリック



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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〇アジア各国の情報を掲載するウェブサイトを国・
地域別、機関別、テーマから探せるリンク集

〇目的
・信頼性が高いウェブサイトへのゲートウェイとなる
・紙媒体の資料では追いつかない、最新のアジア情報を

入手する手助けをする

〇特徴
・収録するウェブサイト数は約8,100件
・情報量が少ない国もカバーしている
・無料ですぐに使えるウェブサイトを掲載

※一部登録が必要なサイトや本文の閲覧等が有料のサイトもあり

AsiaLinks -アジア関係リンク集-
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php



2. 「アジア諸国の情報を探す」

国際子ども図書館

25

AsiaLinks -アジア関係リンク集-
・ウェブサイトをカテゴリ別に分類
・機関名がわからなくても、

一覧から目的のサイトを探せる



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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・多くの機関名に英語名や日本語訳を併記

・リンク先サイトの使用言語を表示

例：韓国外交部

例：台湾：新聞・ニュースサイト

AsiaLinks -アジア関係リンク集-



2. 「アジア諸国の情報を探す」

国際子ども図書館
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・一部ウェブサイトの使い方説明あり
AsiaLinks -アジア関係リンク集-

例：韓国 雑誌記事・論文



2. 「アジア諸国の情報を探す」

国際子ども図書館
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・ページ末尾に関連する「調べ方案内」等へのリンクあり

例：統計 : 中国・香港・マカオ・台湾

統計の調べ方（中国-総合統計）

AsiaLinks -アジア関係リンク集-



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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AsiaLinks -アジア関係リンク集-
演習③
1. AsiaLinks > 機関から探す > 

新聞・ニュースサイト にアクセス
2. 中国（もしくは台湾・韓国）のコロナウィ

ルスに関するニュースを、日本語・英語で
探してみましょう



2. 「アジア諸国の情報を探す」

30

まとめ
〇アジア情報の調べ方案内
・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わからない
・紙の資料も、インターネット情報も、両方調べたい

〇AsiaLinks
・インターネット情報だけ調べたい
・信頼性の高いウェブ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
・現地語を使わず、日本語や英語だけで調べられるウェブサイ

トを知りたい
※「アジア情報の調べ方案内」「AsiaLinks」共に、

「リサーチ・ナビ」の検索窓でキーワード検索可能



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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おまけ（日本語・英語で統計を調べるのに便利なサイト）

〇日本語

1. 『世界の統計』（総務省統計局、年刊）
http://www.stat.go.jp/data/sekai/

2. 『アジア動向年報』
（ジェトロ・アジア経済研究所、年刊）
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Doko.html
※各国の記事の最後に主要統計を収録

3. 国・地域別に見る （ジェトロ）
https://www.jetro.go.jp/world/



2. 「アジア諸国の情報を探す」
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おまけ（日本語・英語で統計を調べるのに便利なサイト）

〇英語

1. UNdata（国際連合統計部）

http://data.un.org/

2. 各国の政府統計機関のウェブサイト
※AsiaLinksからアクセス



1.日本語、英語で得られるアジア情報

2. 「アジア諸国の情報をさがす」

3.国立国会図書館の利用方法

44

現在地！



3.国立国会図書館の利用方法
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国立国会図書館へ
来館しなくても利用できる
サービスがあります！
①横浜国立大学附属図書館経由

での利用
②個人での利用



３.国立国会図書館の利用方法
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①図書館経由での利用

・資料の取寄せ
・コピーの取寄せ
・レファレンス（調べもの相談）
・国立国会図書館デジタルコレクション

図書館向けデジタル化資料送信サービス
の利用



3.国立国会図書館の利用方法
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②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！
（個人への貸出しは行っていません。）
・来館利用

ご自宅等から利用いただけます。

・国立国会図書館デジタルコレクション
（インターネット公開資料）

・国立国会図書館オンラインで検索
⇒コピーの取り寄せ（遠隔複写サービス）



デジタル化

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

約54万点

③館内公開

②図書館等での公開
37

アナログ資料

著作権処理は済んでいない

けど絶版等で入手困難

約149万点

3.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

朝鮮 : 写真帖
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967741
写真で見る新中国
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2998523



3.国立国会図書館の利用方法
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国立国会図書館オンライン
・国立国会図書館所蔵資料の大部分を検索可
・「論文のタイトル」でも検索可
（国内で発行された学術誌掲載論文、国内博士論文のみ）

Cinii Books
ではヒット
しません！

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



3.国立国会図書館の利用方法
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の検索画面
キーワード

キーワード、タイトル、著者・編者、出版社は、
現地語での入力も可能

タイトル

出版社 出版年著者・編者
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の検索結果の見方 ▲
例：「韓国 建築」でキーワード検索

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

3.国立国会図書館の利用方法



3.国立国会図書館の利用方法
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個人でのインターネット経由でのコピー申込み

NDLオンラインにログイン後、
検索結果右側の「遠隔複写」から申込み

遠隔複写



3.国立国会図書館の利用方法
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個人でのインターネット経由でのコピー申込み

コピーを希望する
ページ数など、
必要事項を入力

申込カートに追加



3.国立国会図書館の利用方法
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個人でのインターネット経由でのコピー申込み

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



3.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！



3.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
https://ndlonline.ndl.go.jp/



3.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
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3.国立国会図書館の利用方法

アジアに関する調査・研究の相談は、

0774-98-1390 アジア情報室直通

または

大学図書館へ
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3.（おまけ）国立国会図書館採用情報



ありがとうございました

最後にアンケートにご協力ください

49



アンケート（3問）
１．今日のガイダンスは役に立ちましたか？

①非常に役に立った ②まあまあ役に立った
③あまり役に立たなかった ④全く役に立たなかった

２．進行速度はどうでしたか？
①速かった ②やや早かった ③ちょうどよかった
④やや遅かった ⑤遅かった

３．一言、感想をお願いします。
（今後の役に立ちそうだと思った内容、

もっと知りたかったことなど。）
50



発展編 実習問題

51

発展編では、統計に関する実習問題を2題用意
しました。

実習を始める前に・・・

統計を調べるときは、データの出典をよく確
認しましょう！
・どこが発表したデータか？
・いつのデータか？
・調査対象は？



発展編 実習問題
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実習問題①
韓国の2019年の合計特殊出生率*が過去最低であった
という報道**を見た。
・正確な数値を知りたい
・地域（道・市）によって、合計特殊出生率に

差があるか知りたい。
* 1人の女性が一生のうちに産む子どもの数
**「19年の韓国出生率、過去最低の0.92」日本経済新聞, 2020.2.26 など
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56059040W0A220C2FF2000?s=
6

ヒント：
・アジア情報の調べ方案内 ＞ 統計の調べ方（韓国・北朝鮮）
・AsiaLinks ＞ 韓国 ＞ 統計
・合計特殊出生率＝Total fertility rate



発展編 実習問題
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実習問題②
中国では2015年に「一人っ子政策」が廃止
された。その後、出生率（普通出生率）に影
響があったかどうか知りたい。

ヒント：
・AsiaLinks ＞ 中国 ＞ 統計
・アジア情報の調べ方案内 ＞ 統計の調べ
方（中国-総合統計）



発展編 実習問題 回答
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実習問題①
韓国の2019年の合計特殊出生率が過去最低であったという
報道を見た。
・正確な数値を知りたい
・地域（市・道）によって、合計特殊出生率に差があるか

知りたい。

回答例：

アジア情報の調べ方案内 ＞ 統計の調べ方（韓国・北朝鮮）
AsiaLinks ＞ 韓国 ＞ 統計
から、
국가통계포털 (国家統計ポータル)（英語版）にアクセス
https://kosis.kr/eng/



発展編 実習問題 回答

55

「Total fertility rate」で検索 もしくは
Population ＞Vital Statistics ＞Live Birth



発展編 実習問題 回答

56

「Total Fertility Rates and Age-Specific 
Fertility Rates for ●●」を表示



発展編 実習問題 回答

57

実習問題②
中国では2015年に「一人っ子政策」が廃止された。
その後、出生率（普通出生率）に影響があったかど
うか知りたい。

回答例：
・AsiaLinks ＞ 中国 ＞ 統計
・アジア情報の調べ方案内 ＞ 統計の調べ方（中
国-総合統計）
から、
中华人民共和国国家统计局 の提供する
国家数据（英語版）にアクセス
https://data.stats.gov.cn/english/



発展編 実習問題 回答

58

実習問題②
Annual > Population > Birth Rate



発展編 実習問題 回答

59

（参考）中华人民共和国国家统计局の英語版
サイトにアクセスした場合

Data > Annual Data > 2019

2018年までの
データしかない！



発展編 実習問題 回答

60

（参考）Science Portal China―統計年鑑

2018年版が最新
（データは

2017年まで）


