 アジア経済研究所図書館とは？
開発途上地域の経済、政治、社会等を中心とする諸分野の学術的文献、基礎資料、及び最新の新聞・雑誌を
所蔵する専門図書館です。どなたでもご利用になれます。
開 館

10：00～18：00（平日，第 1,3 土曜）

休 館

第 2・4・5 土曜、日曜・祝日
月末最終日、年末年始

アクセス

〒261-8545 千葉市美浜区若葉 3-2-2

（JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩約 10 分）

 蔵書構成：研究参考文献をワンストップで提供
アジ研図書館は発展途上国研究の資料拠点として、研究参考文献をワンストップで提供できるよう努力していま
す。中東・北アフリカ地域に関する図書は、アジ研図書館の全蔵書のなかで約 32,000 タイトルを数え、その約
3 分の 1 が政治・国際関係の書籍です。この地域における政治研究の重要性が表れていますが、ジェンダー、イ
スラーム運動、経済・社会問題、石油資源といったテーマも積極的に収集しています。また、欧米および日本で
刊行された学術図書・雑誌はもとより、中東各国の政府刊行物や国家統計、
現地の大学・研究機関等の刊行物、アラビア語、ペルシア語、トルコ語の

＜中東諸言語資料の所蔵状況＞
☆アラビア語資料：11,072 冊

書籍、新聞なども直接現地から入手し、コレクションの充実に努めています。 ☆ペルシア語資料：2,538 冊
☆トルコ語資料： 3,275 冊

＜中東・北アフリカの地域・国別蔵書構成＞
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＜分野別蔵書構成＞
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CiNii Books に登録していない資料もあります。ぜひ直接アジ研図書館 OPAC で検索してみてください。
（http://opac.jetro.go.jp/）

 政府刊行物：統 計（センサス、経済統計）
、官報
＜人口センサス＞

＜官報＞

＊イラン：1956 --- 2006

（1916-1924）اﻟﻘﺒﻠﺔ

＊サウジアラビア

(1924.12-1960.6, 1974.1-1996.1)ام اﻟﻘﺮ

＊シリア：1960 --- 2004
＊エジプト：1917, 1927,1947, 1960,1976---2006
＊アルジェリア：1954 --- 1998
★人口センサス他、各産業センサスも所蔵しています。

＊アフガニスタン

（1975-1989） اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة

＊アルジェリア
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
（1971.1-1993.12）
★詳細は、以下のウェブページをご覧ください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/

たとえば．
．
．

＜法 令 集＞

Region/Middle_east/status.html

 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ-- .1935 - 1927 ;  وزارة اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ, اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ/ ... ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

・イラク

 اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ ﺑﺒﻮﻻق-- .1901 - 1888 ; ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻواﻣﺮ اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﺪﻛﺮﻳﺘﺎت

・エジプト

 ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث واﻻﺳﺘﺸﺎرات/  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ: ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

・UAE

2004, 31 v. اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
・レバノン
24 v.

 新

,2001 . ﻧﺸﺮة واﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﺧﺮاﺟﻪ ﺟﻮزف ادﻳﺐ ﺻﺎدر/  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن

聞

中東・北アフリカで刊行された新聞 63 紙を所蔵し、過去分についてはマイクロフィルムで閲覧できます。
現在購読中の主な新聞は以下のとおりです。詳細については、以下のウェブページ「新聞目録」をご覧ください。
http://d-arch.ide.go.jp/infolib5/meta_pub/G0000008NEWSPAPER
＜パレスチナ＞

＜トルコ＞

＊al-Quḍs = ( اﻟﻘﺪس1968-)

＊Cumhuriyet（1987-）

＜イスラエル＞

＊Hürriyet （2012-）

＊Jerusalem Post (1950-)

＜サウジアラビア＞

＜エジプト＞

＊Arab News (1984-)

＊al-Ahrām =( اﻷﻫﺮام1960-)

＊al-Sharq al-Awsaṭ

＊al-Ahram Weekly
(International ed.) (1998-)

=( اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ1993-)
バックナンバーですが…

★ La

Palestine＝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
(1911.7-1967.3)

★ Al-Ḥayāt= اﻟﺤﻴﺎة
(1962.4-1975.9, 1992.11-2006.1)
★ Nidā' al-Rāfidayn = ﻧﺪاء اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
(1995.4-2003.3)
★ Kayhān = ﻛﻴﻬﺎن
(1987.2-2002.12, 2003.1-2004.4,
2004.7-2006.7, 2006.10-2008.5,
2010.2-2011.1)

 雑

誌（アラビア語・トルコ語・ペルシア語）

☆欧米で刊行されている中東、イスラーム関係のコアジャーナルはもちろんのこと、他機関ではあまり所蔵して
いない英文雑誌や中東諸言語の雑誌の継続的収集に努力しています。 たとえば・・・
＜経済・石油動向＞ MEES: Middle East economic survey. Vol.7: 1964＜ジェンダー＞Hawwa : journal of women of the Middle East and the Islamic world. Vo.3: 2005＜パレスチナ-イスラエル対話＞ Palestine-Israel journal of politics, economics and culture. Vol.1: 1994アジ研図書館の OPAC では、日本、欧米の雑誌論
文はもちろんのこと、2003 年以降に発表された
アラビア語の雑誌論文も検索できます。

--1979

・ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ

--1960

・ اﻻﻫﺮام اﻻﻗﺘﺼﺎدي

--1981 ・ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
--1960

・ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

 マイクロフィルム資料、その他
＊米国公文書類・・・1910~60 年に記録された中東地域関連の公文書が充実しています。 たとえば・・・
＊Confidential U.S. State Department central files, Iran：1945-59（89 リール）
＊Records of the Department of State relating to internal affairs. （主に 1930~40 年代）
（Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey, etc.）
＊The Palestine reference files of Dean Rusk and Robert McClintock, 1947-49（12 リール）

＊パレスチナ関係文書類
・Confidential British Foreign Office political correspondence [project coordinator, Paul Kesaris]
Palestine and Transjordan, 1940-1946（35 リール）

Palestine, 1947-1948（46 リール）

・Palestine blue book. 1926-1938（マイクロフィッシュ 91 枚）
＊「アラビア石油」利権交渉関係資料 --イギリス外交文書類-Neutral Zone oil concession : Saudi Arabia & Kuwait (Public Record Office reference no. FO371)



地

図
たとえば･･･

1940~1990 年代に刊行された地形図を中心に所蔵しています。
＊Afghanistan / Ministry of Mines and Industry (10 万分の 1) 54 枚（1960）
＊Iran / [イラン陸軍地図局, 1967]（5 万分の 1）
（マイクロフィルム 3 リール）
＊Sudan / U.S.S.R. General Staff Office (20 万分の 1) 348 枚（1981）
＊Syria / U.S.S.R. General Staff Office (10 万分の 1) 142 枚（1972-1991）
＊Tübinger Atlas des Vorderen Orients (TAVO) 295 枚（1993-1994）

最新の地図と⽐較し、
⼟地利⽤、環境の変化
等の研究にご活⽤くだ
さい。

古代からオスマン帝国までの地図。遺跡の分布図や州区分地図など多種多様な内容を含んでいます。

・地図の所蔵情報の詳細については、ウェブページの「アジア経済研究所所蔵地図目録」をご覧ください。
http://d-arch.ide.go.jp/map/index.html

