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                           法政大学図書館2016年3月改訂 
 

 

 

 

◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。 

◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN接続により学外からも利用可

能です。詳細は法政大学図書館HP（ http://www.hosei.ac.jp/library/ ）「オンライン・データベース」より確認してください。   

 

 

キーワード 
 

▷ OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキー

ワードが必要です。辞書・辞典などから関連キーワードを

探しましょう。 

 

南北朝鮮、李王朝=朝鮮王朝、国交正常化、韓国併合、

朝鮮戦争、兵役（徴兵制）、ハングル、儒教、キリスト

教、食文化、韓流ドラマ、草薙剛、K-pop、福沢諭吉、

レイシズム、マイノリティ、在日、反日 

※適宜【朝鮮・韓国】と組み合わせて使う 

 

イメージをつかもう 
 

▷ 「朝鮮・韓国とは？」 

辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワー

ドを増やすのにも役立ちます。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

韓国朝鮮を知る事典/ 伊藤亜

人ほか 監修．平凡社，2014 
市・1F 302.2/KA 

朝鮮人物事典 / 木村誠 

ほか 編．大和書房，1995 
市・B1F参考  282/33//R 

在日コリアン辞典 / 国際

高麗学会日本支部『在日

コリアン辞典』編集委員

会編．明石書店，2010 

市・1F 334/KO 

現代韓国・朝鮮 / 和田春

樹, 石坂浩一編集．岩波書

店，2002 

市・1F  221/WA 

韓国伝統文化事典 : カラ

ー日本語版 / 国立国語院

編 ; 三橋広夫, 趙完済

訳．教育出版，2006 

市・1F 

 

多・1F参考 

382/KO 

 

382.21/11//R 

 

DB  Japan Knowledge 

「日本大百科全書（ニッポニカ）」などをオンラインで調べ

ることもできます。 

 

図書を探そう 
 

■直接本棚に行って探す 

図書はNDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。 

直接図書館の本棚を探す場合には、請求記号についている

分類番号を参考にしましょう。 

 

分類番号 分野 

221 朝鮮の歴史 

292 アジアの地理 

302.2 
アジアの政治・経済・ 

社会・文化事情 

332.2 
アジアの経済史・事情・

経済体制 

829.1 朝鮮語 

 

■OPACで調べる 

OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や

配架場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄

せも可能です。 

法政大学図書館HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索） 

http://opac.lib.hosei.ac.jp/ 

 

■目録で調べる 

資料情報 配架場所 請求記号 

旧植民地関係機関刊行物総

合目録. 朝鮮編 / アジア経

済研究所図書資料部編纂. ア

ジア経済研究所, 1974 

多・B2Ｆ P4/1149/2  

 

■入門書を読んでみよう 

入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書

を探すこともできます。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

日本と朝鮮比較・交流史入門：近世、

近代そして現代 / 原尻英樹、六反

田豊他．明石書店，2011 

市・1Ｆ 

多・2Ｆ 
211/HA 

朝鮮史研究入門 / 朝鮮史研究会

編．名古屋大学出版会，2011 
市・1Ｆ 221/CH 

北朝鮮入門：live講義 / 磯崎敦仁

他. 東洋経済新報社，2010 
多・2Ｆ 302.2/ＩS 

韓国史入門 / 申瀅植著・金順姫訳.

東方出版，2009 

市・１Ｆ 

多・2Ｆ 
221/SH 

韓国学のすべて / 古田博司,小倉

紀蔵編．新書館, 2002 
市・１Ｆ 

多・2Ｆ 
302.2/FU 

朝鮮史 / 武田幸男編．山川出版社, 

2000（世界各国史 2） 
多・2Ｆ 209/SE/2 

調べ方の近道ガイド 

朝鮮・韓国 

http://www.hosei.ac.jp/library/
http://opac.lib.hosei.ac.jp/
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■国内で出版されている図書を探す 

DB  bookplus 

昭和元年から現在までに出版された約 400 万件の本の情報

を検索できます。 

DB  CiNii Books 

全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を

検索でき、本学に無いものに限り、図書館相互協力により

図書の貸借が可能です。 

DB ※外部  戦後日本における朝鮮史文献目録（単行本篇） 

朝鮮史研究会作成。同会編『戦後日本における朝鮮史文献

目録1945-1991』（緑蔭書房, 1994）のデータを更新してい

る。 

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/sengo/tanko.

html 

論文や雑誌記事を探そう 
▷ 研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に

論文として発表されているものがあります。 

雑誌記事・論文を探すには①論文タイトル・掲載雑誌名・

巻号を検索し②OPACで該当雑誌の所蔵を確認します。 

 

■記事索引データベース 

DB  CiNii Articles 

学術論文や雑誌記事の情報を検索できます。一部の論文は

本文をPDFで見られます。 

 

DB  MAGAZINEPLUS 

一般雑誌から学術雑誌まで、各種雑誌記事の情報を検索で

きます。 

 

DB ※外部  戦後日本における朝鮮史文献目録（論文篇） 

朝鮮史研究会作成。同会編『朝鮮史研究会論文集』（第 31

集～）の巻末文献目録データを更新している。 

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/sengo/ronbun.ht

ml 

 

（一例） 

論文・記事情報 

「韓国併合100年と日本人 (「韓国併合」100年を問う)」 

和田春樹 『思想』 1029, 239-254, 2010 

「韓国における「食」博物館の現状と特徴 (国立民族学博物館・

立命館大学 学術交流協定締結記念 国際シンポジウム 世界の食

文化研究と博物館)」韓 福眞 

『社会システム研究』特集号，129-139，2015 

 

■専門雑誌を探す 

気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか

ったら書架へ。総合誌を通覧してみるのも一つの方法です。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

『朝鮮学報』朝鮮学会 多1F･4F A7a/427 

『抗路』抗路舎 市B1F A7e/396 

新聞記事を探そう 
 

■データベース 

キーワードや日付から検索ができます。 

データベース 新聞 収録期間 

戦前日本在住朝鮮人関

係新聞記事検索 

国内地方紙に掲載された

朝鮮人関係の記事見出し

が検索可能。  

関西地方、広島、北九州

の各新聞のほか、萬朝

報・社会運動通信などの

データを収録。 

1905 年頃～

1945年 

 

関連サイトの紹介 
 

朝鮮学・朝鮮語に関する大学研究室、学術団体、大学のリ

ンク集。東京外国語大学大学院総合国際学研究院 趙義成研

究室作成。 

http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/choes/links/Jlinks-1.htm

l 

 

和田とも美氏（富山大学准教授）による朝鮮学関係文献目

録などのリンク集。 

http://homepage2.nifty.com/twada/geomsaek01.html 

 

尹學準(ユン, ハクチュン)文庫 
 

本学国際文化学部で朝鮮・韓国の言語や文化を教えた尹學

準（1933-2003）が50年にわたる研究歴の中で収集した旧

蔵書。尹教授は朝鮮戦争末期の1953年、20歳で来日し本学

第二文学部日本文学科へ入学、小田切秀雄ゼミに学びまし

た。雑誌『鶏林』刊行や北朝鮮帰国事業にも関わっていま

す。 

尹文庫は、日本国内はもちろん、韓国、朝鮮でも既に入手

不可能な資料を含んだ貴重な韓国、朝鮮の近現代文学のコ

レクションです。 

 （図書 約2,219冊 雑誌 166タイトル） 

 

困ったときは・・・ 
 

探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合

は、レファレンスカウンターに相談してください。 


