
国立国会図書館関西館
利用ガイダンス

-アジア関係資料の探し方-

令和3年5月28日（金）

国立国会図書館関西館

アジア情報課



本日の目的・目標
目的

• 卒業論文を書くために必要な、資料・情報を効率的に入手する

目標

• 自宅や大学図書館から利用できる国立国会図書館のサービスを
知る

• 図書・雑誌や論文を検索し、閲覧・複写する方法を知る

• 「アジア諸国の情報をさがす」のコンテンツを使って、資料・情報を
調べる方法を知る
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本日の内容
1. 国立国会図書館について
•関西館アジア情報室

2. 来館せずに利用できるサービス
•国立国会図書館オンライン

•遠隔複写

•国立国会図書館デジタルコレクション

•電子資料

•お近くの図書館への資料貸出

•リサーチ・ナビ
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1.国立国会図書館について
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• 国内唯一の国立図書館

• 国内の出版物を網羅的に収集
（納本制度）

• 外国資料も選択して収集

• 国内最大の蔵書数



関西館 （京都府精華町）

主要な日本語の図書・雑誌
アジア言語資料
外国雑誌、科学技術資料

東京本館 （千代田区永田町）
国内刊行物・欧米図書

国際子ども図書館 （上野公園）
児童書・教科書

1.国立国会図書館について
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英語名称 National Diet Library = NDL



1.国立国会図書館について
－アジア情報室

•アジア諸国の資料を提供

•契約データベースも提供（後述）
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地域・言語 図書 雑誌 新聞

東アジア 中国語 369,559 4,448 374

朝鮮語 53,059 3,013 179

その他 959 25 6

東南アジア 34,892 648 53

南アジア 2,042 43 11

中東・北アフリカ 9,049 224 26

中央アジア 1,116 18 0

（2021.3時点の所蔵数）

ペルシア語、アラビア語、
トルコ語…

インドネシア語、マレー語、
ベトナム語、タイ語…



（参考）文献調査の基本
文献調査の流れ

1 テーマを決める

2 概説書・研究書・論文を探す・読む

3 参考文献・注記から先行研究や関連資料を探す

（繰り返し）

4 見つかった資料を読む

①京都女子大学図書館
②国立国会図書館
③他の大学図書館



（参考）文献調査の基本
「参考文献」の読み方

①図書

波田野節子『李光洙 : 韓国近代文学の祖と「親日」の烙印』（中公新書 ; 
2324）中央公論新社, 2015.6.

②論文

権泰檍著, 長森美信訳「一九一〇年代日帝の朝鮮「文明化」政策と三・
一運動」『朝鮮学報』237, 2015.10, pp.1-41

＝図書・雑誌なのか論文なのかを見分けることが重要

著者名『図書タイトル』（シリーズ名 ; シリーズ巻号）出版者, 出版年月

著者名「論文タイトル」『雑誌タイトル』掲載巻号, 出版年月, 掲載ページ



（参考）資料種別と遠隔サービス
検索 閲覧 遠隔複写

図書 ○ △※2※3 ○※1

雑誌 ○ △※3 ○※1

雑誌論文 △ △※3 ○※1

新聞 ○ × ○※1

電子ジャーナルの一部 △ × ○※1

リサーチ・ナビ ○ ○ -

※1 複写したい資料や複写箇所が決まっていれば、自宅へ郵送する
遠隔複写サービスを申し込めます。

※2 お近くの図書館への資料貸出。大学図書館などにご相談ください。
※3 国立国会図書館デジタルコレクションでの閲覧。



本日の内容
1. 国立国会図書館について
•関西館アジア情報室

2. 来館せずに利用できるサービス
•国立国会図書館オンライン

•遠隔複写

•国立国会図書館デジタルコレクション

•電子資料

•お近くの図書館への資料貸出

•リサーチ・ナビ
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自宅からは資料の検索、遠隔複写
申込みができます。

2.来館せずに利用できるサービス
－国立国会図書館オンライン

https://ndlonline.ndl.go.jp/
検索エンジンで「ndlオンライン」

PC
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自宅からは資料の検索、遠隔複写
申込みができます。

2.来館せずに利用できるサービス
－国立国会図書館オンライン

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

検索エンジンで「ndlオンライン」

スマホ
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：詳細検索

資料種別で
の絞り込み
＊初期設定
では「すべて」

タイトル、
著者名、
出版社名
等での検索

キーワード検索

雑誌・新聞
の検索→
出版年を
入力しない

PC
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：詳細検索

資料種別で
の絞り込み
＊初期設定
では全選択

タイトル、
著者名、
出版社名
等での検索

キーワード検索

雑誌・新聞
の検索→
出版年を
入力しない

スマホ
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：検索結果一覧

PC
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：検索結果一覧

スマホ



目次の種類
デジタル化資料の目次

雑誌記事索引（約1万タイトルの目次）

内容細目（全集などの各作品タイトル）

職員が選定した資料の目次

「すべて」を選択

↓

「キーワード」欄でまとめて検索！

ノイズが多ければ、検索結果を絞り込む。
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国立国会図書館オンライン
－目次の検索

PC

スマホ



完全一致検索

「／」（全角）を入力語の前後につけると、
完全一致検索ができます。
例)「／世界／」で検索→「世界」という資料だけを検
索。

部分一致検索
「*」を文字の代わりとして使って、部分一致検索がで
きます。
例) ND2* → ND2、ND21、ND216 などを検索。

フレーズ検索
「“」で挟むと、スペースを含む検索ができます。
例)「"journal of science"」で検索→「journal of 

science」を含む資料を検索。

国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（1）



言語を指定した検索

異体字検索（中国語・朝鮮語資料の場合）

日本漢字、簡体字、繁体字、朝鮮漢字のいずれを入力しても検索可能

例）伝説、デンセツ、chuan shuo⇒传说・傳說 いずれもヒット

※ただし、以下のような一部の漢字は別字として認識される

例）「中国歴史学年鑑」では「中国历史学年鉴」がヒットしない
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「本文の言語コード」で対象を限定できる
中国語：chi 朝鮮語：kor 日本語：jpn
オスマン・トルコ語：ota …

誌≠志 繫≠係≠系 製≠制 歴=歷≠暦=历 複≠復=复 機≠机

国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（2）



古い資料でヒットしないものがあったら、国立国会図書館に相談
TEL: 0774-98-1390

（30年以上前に発行された中国語・朝鮮語図書は、国立国会図書館オン
ラインでヒットしないこともある）

朝鮮語の検索のコツ

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。）

朝鮮語図書は「タイトルの日本語訳」がデータに入っている

→日本語のキーワードで検索できる
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国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（3）



検索の際、請求記号欄に「棚*」と入力

→関西館に開架している資料がヒット

→多すぎるようなら、資料種別（図書、雑誌…）や言語で絞り込む

雑誌は資料リストも公開

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/collection/collection-format/perio-list/index.php
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国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（4）

概説書、辞典、主要な雑誌など



「分類」を使う

NDLC（国立国会図書館分類表）

https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/classification_subject/ndlc.html
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国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（5）

GE8 歴史辞典、便覧
GE11 地名辞典
GE12 人名辞典

GE121-169 朝鮮
GE194-448 中国
GE461、465 台湾
GE725 トルコ
GE781 イスラム圏
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調べものに役立つ情報源（中国）
研究入門書、事典類

①『中国歴史研究入門』名古屋大学出版会, 2006.1【国立国
会図書館請求記号： GE213-H5】

② 『中国史研究入門 増補改訂版』山川出版社, 1991.11 
【GE213-H2】

③『近代中国研究入門』東京大学出版会, 2012.8【GE213-J2】

④『新編東洋史辞典』東京創元社, 1980.3【GE8-60】

⑤『アジア歴史事典』平凡社, 1959-1962【220.033-A983-H】
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調べものに役立つ情報源（台湾）
研究入門書、事典類

①『台湾研究入門』東京大学出版会, 2020.2【GE461-M22】
→日本人研究者等による分担執筆

②『台湾史研究入門』汲古書院, 2004.1 【GE461-H38】
→台湾の研究者の著作を翻訳

③『台湾史小辞典 第3版』中国書店, 2016.11【GE8-L11】
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調べものに役立つ情報源（朝鮮）
研究入門書、事典類

①『朝鮮史研究入門』名古屋大学出版会, 2011.6【GE122-
J19】
→日本語図書。時代別、分野別の参考資料を詳細に紹介

②『韓国朝鮮を知る事典』平凡社, 2014.3【GE8-L5】

③『朝鮮韓国近現代史事典 : 1860-2014 』日本評論社, 
2015.2【GE8-L7】

④『한국민족문화대백과사전』한국정신문화연구원, 
1991【UR7-K2】＊オンラインあり
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調べものに役立つ情報源（朝鮮）
 日本語雑誌

→最近の研究動向等をフォローできる

①『朝鮮史研究会論文集』【Z8-415】（年刊）
→朝鮮史に関する論文を中心に掲載

②『朝鮮学報』【Z8-413】（季刊）
→朝鮮語、朝鮮史などに関する論文を中心に掲載

③『韓国朝鮮の文化と社会』【Z71-J98】（年刊）
→朝鮮の文化、民俗などに関する論文を中心に掲載

④『在日朝鮮人史研究』【Z1-384】（年刊）
→在日朝鮮人に関する論文を中心に掲載
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調べものに役立つ情報源（オスマン帝国等）
研究入門書、概説書、事典類（日本語）

請求記号「棚*」、分類「GE725」、本文の言語「jpn」で検索

請求記号「棚*」、分類「GE781」、本文の言語「jpn」で検索

西アジアに関する英語の研究書も豊富

（例）Brillの「Handbook of Oriental studies. Section one, the 
Near and Middle East」シリーズ

→シリーズ名でキーワード検索



検索のコツも参考にして、国立国会図書館オンラインを使い、
興味のあるテーマに関連する資料を検索してみましょう。

まずは「NDLオンライン」でググって検索システムのウェブサイトへ。
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演習問題
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NDLオンライン
で複写したい図
書または記事を
選択し、
「遠隔複写」を
クリックします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む①

PC
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NDLオンライン
で複写したい図
書または記事を
選択し、
「遠隔複写」を
タップします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む①

スマホ



複写箇所が特定できるように記事名、ページ等を入力します。
※資料種別が「記事」の場合、最初から入力された状態で
表示されます。
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2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む②

必要事項を入力

申込カートに追加PC



複写箇所が特定できるように記事名、ページ等を入力します。
※資料種別が「記事」の場合、最初から入力された状態で

表示されます。
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必要事項を入力

申込カートに
追加

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む②

スマホ
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2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む③

申込カートに入れた後、複数の資料をまとめて申込みできます。
※館内or館外に応じて、申込みできるサービスが異なります。

例：閲覧は館内のみ、遠隔複写は館外のみ
※カートへはいつでも追加できます。

PC
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申込カートに入れた後、複数の資料をまとめて申込みできます。
※館内or館外に応じて、申込みできるサービスが異なります。

例：閲覧は館内のみ、遠隔複写は館外のみ
※カートへはいつでも追加できます。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む③

スマホ
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申込カートから「申込手続きに進む」をクリックします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む④

通常は5開館日程度で発送 現在は2週間ほど必要（一時的）

PC
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申込カートから「申込手続きに進む」をクリックします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む④

通常は5開館日程度で発送

現在は2週間ほど必要（一時的）

スマホ
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NDLオンラインの検索結果一覧

デジタルコレクションに
リンク

国立国会図書館オンラインから
デジタルコレクションへ



•当館所蔵資料のデジタルデータやオンライン資料約275万件を
収録

•著作権法の範囲内で遠隔複写の申込みができる（有料）

•日本語資料がほとんどだが、漢籍も一部収録
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インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定
55万点 150万点 71万点

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：インターネットで閲覧可
（著作権保護期間満了の資料など）
図書館送信資料：参加館で閲覧可（絶版図書など）
国立国会図書館内限定：当館内のみ閲覧可

各資料の公開範囲は
ここで確認できる
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国立国会図書館デジタルコレクション
－閲覧画面と公開範囲

PC



各資料の公開範囲は
ここで確認できる
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国立国会図書館デジタルコレクション
－閲覧画面と公開範囲

スマホ
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DB名 収録対象 言語 遠隔複写

CNKI 中国の学術雑誌・主要な新聞 中 雑誌は○

人民日報オンライン版 創刊号以降の『人民日報』 中 ×

大成老旧期刊全文数拠庫 晩清～1949年までの中国雑誌 中 ×

文淵閣四庫全書オンライン版 「文淵閣四庫全書」（清代の叢書） 中 ×

KISS 韓国の学術雑誌 朝 ○

DBpia 韓国の学術雑誌 朝 ○

EBSCOhost、
ProQuestなど

欧文雑誌、欧文新聞… 英 一部○※

※大半は来館での利用を想定しているが、一部は来館しなくても遠隔複写で利用可能
※個人の登録利用者の場合は申込可（大学図書館等からは申込不可）

電子資料（有料データベース）



（参考）CNKIについて

2つのコンテンツを契約
◦ CAJ：中国の学術雑誌1万タイトルを検索できるデータベース

京都女子大学でも一部の分野を契約

◦ CCND：中国の主要新聞600紙の記事の一部を検索できるデータベース

検索は館外でも可能

CAJは、登録利用者になれば遠隔複写申込も可能

☞「CNKI 中国学術雑誌全文データベース(CAJ)の使い方」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-63.php

☞「CNKI 中国重要新聞データベース(CCND)の使い方」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-64.php

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-63.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-64.php


韓国の雑誌論文を検索できるデータベース

国立国会図書館に来館すれば本文閲覧や複写が可能

登録利用者になれば、遠隔複写申込も可能

☞「韓国の学術論文データベースKISSの使い方」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-137.php

☞「韓国の学術論文データベースDBpiaの使い方」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-152.php
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（参考）ＫＩＳＳ・DBpia
（韓国の学術論文データベース）について

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-137.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-152.php
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図書館間貸出しサービス

 当館資料の一部は公共図書館や大学図書館
に取寄せできます。

※雑誌、新聞、貴重書等は取寄せできません。

 貸出期間は、往復の配送に要する日数を含
め1カ月です。

 図書館外に持ち出すことはできません。

お申込については、お近くの図書館でご相談ください

2.来館せずに利用できるサービス
－お近くの図書館への資料貸出し



当館職員が見つけた調べものに役立つ情報源を、
特定のテーマや資料群別に紹介しています
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アジア関係の調べものはリサーチ・ナビ内
「アジア諸国の情報をさがす」へ！
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php

2.来館せずに利用できるサービス
－リサーチ・ナビ https://rnavi.ndl.go.jp/
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全部で約150種類！

2.来館せずに利用できるサービス
－アジア情報の調べ方案内



https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php
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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、テーマ別に探せるリンク集

2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-



目的
紙媒体の資料では追いつかないリアルタイムの
アジア情報をインターネットを通じて提供する

信頼性が高いウェブ情報へのゲートウェイとなる

メリット
機関別、国・地域別、分野別に探せる

約8,100件ものサイトを収録。

日本語で外国語のサイトを探すことができる

カテゴリー別リンク集で調査の漏れを防ぐ

48

2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-
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2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-

サイトの言語が分かる



AsiaLinksを使って、インターネット上で使えるデータベースやツール
を探し、アクセスしてみましょう。

おすすめ：

興味のある国・地域 ＞ 民族・歴史・宗教

興味のある国・地域 ＞ 雑誌記事・論文
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演習問題



国立国会図書館Youtube
チャンネルで、「アジア情報室
の使い方」の「中国編」「韓
国・北朝鮮編」「インドネシア
編」を公開。

資料の調べ方を紹介してい
ます。

今日のガイダンスの復習にも
手軽に使えます！
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（参考）動画を公開しています
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/guidance-remote.php

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/guidance-remote.php


最後に

アジアに関する調べもので困ったときは…

京都女子大学図書館に相談

0774-98-1390 （アジア情報室電話レ
ファレンス）に相談

ご清聴ありがとうございました。


