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「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー（DCL）」改装オープン
～大幅リニューアルで機能拡充～
東洋経済新報社は図書館向けオンラインサービス「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」（DCL）を大幅
リニューアルし、２０１６年１０月に新画面をリリースしました。ロゴやサイトデザインを一新し、検索・閲覧機能を強化、
利用促進につながるコンテンツを拡充しています。同時に未収録刊行物の多くを追加しましたが、早くも『業界地
図』が媒体別閲覧ランキング上位にきており利用が活発です。学術研究および教育、就職活動に有用なツールと
して、さらにパワーアップした DCL にご注目ください。
◆未収録媒体を多数追加◆
このたび『地域経済総覧』、『全国大型小売店総覧』、『株価総覧』、『都市データパック』、『会社財務カルテ』
『スーパーマーケット総覧』、そして就活生待望の『会社四季報業界地図』を一斉追加しました。

◆就活企業サーチの AND 検索強化◆
対象媒体の最新号を検索ソースとしたスクリーニングツール「就活企業サーチ」。好評のキーワー
ド検索機能を整備し【特色欄】【記事欄】【事業構成欄】文章情報を基に語数無制限の AND 検索を
可能にしました。
◆ビューア新設で見開きページが見やすく◆
PDF と TEXT 形式の誌面ファイルに加えてビューア機能を設けました。頁めくりで 1 冊を通して読むことが可
能で、見開き記事の閲覧も便利になりました。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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国際ビジネ
国
ネス人材育
育成に役立
立つ！ ア
アジア現地
地・制度情報
報の VOD
D サービス
スのご紹介
介

は◆
◆PRO-CH とは
アジアの現地
ア
地情報を解説
説したビデオ
オを、1,500 本以上収録
録したビデオオンデマン ド（VOD）サービスです。
ビデ
デオは 1 本あたり約 2～
～3 分、国・テーマごと
とに収録され
れています。グローバル人
人材育成や、アジア研究に
にご
利用
用いただけま
ます。
◆PRO-CH の 3 つの特徴◆
◆
特徴① アジ
ジアの 6 ヶ国
国の情報を、国
国・テーマ別 にわかりやす
すく収録
収録国はア
アジアでニー
ーズが高い 6 ヵ国（台湾、タ
タイ、シンガポ
ポール、インド
ドネシア、フィ
ィリピン、ベトナ
ナム）です。現
現地
の専門家が日
日本語で解説
説しています。
。法制度や外
外資規制など
ど、ビジネスに
に必要な情報を
をカテゴリー別に収録して
てい
る他、駐在員
る
員や留学生の
の暮らしに役立
立つ生活情報
報も豊富に収
収録されていま
ます。また、収
収録形式が統
統一されている
るの
で、国別の比
で
比較も容易です。

編集可能なフ
ファイル形式で
でダウンロー ド可能
特徴② 編
ビデオの
の中で紹介を
をしている資料
料は、編集可
可能なファイル
ル形式でダウン
ンロードする ことが可能で
です。資料をダ
ダウ
ンロードしておき、後で
で振り返り学習
習をする際に利
利用して頂く
く事や、論文な
などの資料を
を作成する際の
の参考資料な
など
として利用
用することが可
可能です。

特徴③ 新
新しいビデオコ
コンテンツが自動的に追加
加収録
制度改正
正等に対応し
し、ビデオの
の内容は随時
時更新される予定ですので、常に最新
新情報を確認
認することが
が可
能です。
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◆グ
グローバル人
人材における
る、企業側の課
課題と大学側
側の対策に有
有効なツールで
です◆
企業が求める
企
るグローバル
ル人材とは「自社の海外
外事業を任せ
せられる人材
材」と想定さ れます。PR
RO-CH で学
学習
することで、学
学生のうちか
から海外に赴
赴任するビジ
ジョンを持ち
ち、就職後に企
企業で即戦力
力として活躍
躍できる人材
材の
育成
成が可能です
す。

◆大学での活用
用例◆
学年によって
学
て、さまざま
まなシーンで
でお役立て頂
頂けます。

◆無料トライアル実施中◆
無料トライア
無
アルを随時、受け付けて
ております。 是非、お問い合わせくだ
ださい。

掲載
載の商品・サ
サービスに関
関するお申し込
込み、お問い合
合わせは、株式
式会社 紀伊
伊國屋書店 学
学術情報商品部
部
(電
電話：03-6910
0-0518、ファク
クス：03-6420
0-1359、e-ma
ail：online@k
kinokuniya.cco.jp) までお
お願い致します
す。
お預
預かりした個人情
情報は、弊社規定
定の「個人情報取扱
扱方針」http://w
www.kinokuniya
a.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、 取り扱わせて頂きます。
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英文メディアにしか記録されていない日本の歴史がある

The Japan Times Archives 1897-2015
オンラインによる購入型（一括・分割）サービスを開始

The Japan Times は、1897（明治 30）年 3 月、伊藤博文、福沢諭吉の支援に
より、日本で初めて日本人が経営・編集する英字新聞として創刊されました。
創刊号から 2015 年まで、119 年にわたる紙面をデジタル化し、全文 OCR に
よるキーワード検索を可能にしたものが The Japan Times Archives です。
発売当初の Blu-ray 購入型、Online 年間購読型に加え、新たに
Online 購入型（一括・分割）サービスを開始しました。
全期間を一括購入、または一定期間のみ分割購入することが可能です。

Online 購入型を分割購入した場合の収録期間
JTW-1： 1897（明治 30）年 3 月 22 日 ～ 1926（大正 15）年 12 月 31 日
JTW-2： 1926（昭和元）年 1 月 1 日 ～ 1955（昭和 30）年 12 月 31 日
JTW-3： 1956（昭和 31）年 1 月 1 日 ～ 1989（昭和 64）年 1 月 31 日
JTW-4： 1989（平成元）年 1 月 1 日 ～ 2015（平成 27）年 12 月 31 日

JTW-1：1897（明治 30）年 3 月 22 日～1926 年（大正 15）年 12 月 31 日の紙面紹介

1909 年 10 月 27 日

1914 年 6 月 30 日

1923 年 9 月 22 日

伊藤博文公爵、ハルピン駅頭で

オーストリア皇太子夫妻暗殺

写真に見る関東大震災の惨状

暗殺される

第一次世界大戦へ
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JTW-2：1926（昭和元）年 1 月 1 日～1955（昭和 30）年 12 月 31 日の紙面紹介

1945 年 9 月 3 日

1936 年 2 月 28 日

1938 年 3 月 15 日

反乱部隊蜂起。

ドイツ、オーストリア併合を宣言

ポツダム宣言受諾の天皇詔勅
無条件降伏正式文書、横浜港沖に停泊中
の戦艦ミズーリ号上で調印

帝都に戒厳令（2.26 事件）

JTW-3：1956（昭和 31）年 1 月 1 日～1989 年（昭和 64）年 1 月 31 日の紙面紹介

1964 年 10 月 11 日
東京オリンピック開幕。94 カ国の代表団、華
やかに入場行進。観客 8 万人

1970 年 11 月 26 日

1989 年 11 月 11 日

三島由紀夫、陸上自衛隊東部方面総

ベルリンの壁崩壊

監部で割腹自殺
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JTW-4：1989(平成元)年 1 月 1 日～2015（平成 27）年 12 月 31 日の紙面紹介

2014 年 10 月 19 日

2015 年 7 月 12 日

庵野秀明氏の記事

杉原 千畝氏の記事

【『The Japan Times Archives』商品概要】

検索画面

検索結果画面

※全文 OCR 検索：検索結果画面では検索キーワードが含まれる箇所を赤枠で囲んでいます。
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■販売形態：
＜Online 購入型＞
全紙面を電子化したオンライン版を買切りで販売。（創刊号から 2015 年までを一括または分割で購入可）
翌年以降は、年次版更新価格か、システム維持費をお選び頂けます。
＜Online 年間購読型＞
全紙面を電子化したオンライン版を年間契約で購読。
同時アクセス 1 からご提供可能。
＜Blu-ray 購入型＞
全紙面を電子化した Blu-ray 版＋オンライン版で販売。（一定期間ごとの購入が可能）
■収録年数：1897 年～2015 年（2016 年 10 月現在）約 502,653 頁
2016 年以降は毎年 1 年ずつ更新予定
■動作環境：1024×768 pixels or 1280×1024 pixels
＜Windows＞ Internet Explorer 8.x, 9.x, 10.x・Google Chrome 33.x・Mozilla Firefox 27.x
＜Macintosh＞Safari 6.0.5
■認証方式：IP 認証型か ID・Password 認証をお選び頂けます。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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第 13 号
商品情報をはじ
じめ、OCLC に関する様々
々な情報をご
ご案内致します
す。

●○Topics○ ●
WorldCat
W
が
が４５周年を迎えました！
20
016 年 8 月 2
26 日、WorlldCat は４５周
周年を迎えま
ました。
Wo
orldCat は 1971 年同日
日に OCLC Online Uniion Catalog
g として始動しまし
た。
。開始当日、オハイオ大
大学のたった一
一つの端末か
から書籍 13
33 冊を登録し
した
Wo
orldCat は、
、今では全世
世界 24 億件の図書館所
所蔵、3.8 億件
件の書誌を持
持つ共
同目録に成長しました。OC
CLC CEO のスキップ・プ
の
プリチャードは、「WorldCat
る、世界中の
の図書館員に
による協力精神
神の賜物です
す。オハイオ
オの図
は 45 年に渡る
達の仕事と資源
源を共有する
るために始め
めたデータベ
ベースが、世界
界中の図書館
館資料に関す
するグローバ
バ
書館が自分達
ットワークとな
なりました。技
技術は幾度と
となく変化し進
進化を遂げて
ていますが、W
WorldCat の目的は変わ
の
わっ
ル・データ・ネッ
いません―図
図書館の相互
互協力を通じ
じて、人々の
の情報へのア
アクセスに資す
することです。
。WorldCatt をこのような
なも
てい
のにしてくれ
れた世界の図
図書館スタッ
ッフの熱意に感謝していま
ま
す。」と述べ
べています。
オハイオ大
大学のオルデ
デン図書館で
で登録された、
、記念すべき
き最
初の本は The
T Rand McNally
M
Boook of Favorite Pastim
mes
でした。図書
書館長のスコ
コット・シーマ
マン氏は「最初
初の 1 冊を登
登
録できたこと
とは記念すべ
べきことであり
り、同大学の
の歴史にも明記
されている」
」と語ります。
オハイオ大
大学の図書館
館スタッフ・学
学生のインタ
タビューはこ
こち
らからご覧
覧いただけます。http://yyoutu.be/6N
Nx4VEhNBA
AI

当
当記事の詳細
細はこちらから
ら≫

カナ
ナダの州立
立図書館が WorldCat に 240 万件
件のレコー
ードを追加しました！
カナダのケベ
カ
ベック州立図
図書館・文書館
館
Bibliothèqu
B
ue et Archivves nationa
ales du
Québec
Q
(BA
AnQ)が WorrldCat に 240 万件のレ
レコ
ードを追加し
ー
しました。2400 万件のうち 80 万件は新
新規
レコードです
レ
す。
これにより同
こ
ている価値の
のある文献が
が世
館が所蔵して
界中の研究者
界
者に利用され
れるようになり
ります。同館
館館
長のクリスチ
長
ャン・バルべ
べ氏は「我が州
州の歴史的・・文
化的資料、そし
して貸出し可
可能なフランス
ス語文献への
の幅広いアク
クセスを世界の皆様に提
提供できること
とを嬉しく思い
いま
識を広げる」」という 私たちのミッション
ンを後押しす
するものです。」と話してい
います。同館
館はフランス語
語
す。これは「知識
文献を多く所
所蔵しており、英語以外の
の資料の普及
及につながる
ることが期待されます。
の文
当記事の詳細
細はこちらから
ら≫
当
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アジア初、フィリピンの大学で WMS が採用されました！
フィリピン、マニラにあるデ・ラ・サール聖ベニルデ大学が東/東南アジアで初めて WMS
(WorldShare Management Services)を採用しました。WMS は、図書館運営に必要なあら
ゆる業務を行うことのできる OCLC のクラウドベースの総合管理システムです。同大学のビクトリ
ア・ダオヤ副学長は「私たちはクラウドコンピューティングの時代にいます。WMS は私たちスタ
ッフと利用者の双方に付加価値を提供してくれる、今の時代の図書館システムだと思いました。
この大学は革新的なことが好きなので、利用者の学習シーンが変わっていくことを期待しています」と述べていま
す。またアンソニー・マイケル・モジカ学習資料センター長は、
「OCLC が同大学を訪問した時、大学は、ちょうど図書館シ
ステムの切り替えを検討している時期でした。WMS は、大学
図書館に必要な複数の機能を一つのプラットフォームで実
現します。OCLC がクラウドでソフトウェアもハードウェアも管
理してくれるため、我々は利用者サービスにエネルギーを集
中できます。」とコメントしています。
当記事の詳細はこちらから≫

●○今号の数字○ ●
WorldCat 上の書誌言語数…
WorldCat に登録されている 3.8 億件の書誌レコードには、英語
以外の言語による資料もたくさん含まれており、その言語数は
491 種類にものぼります。英語、ヨーロッパ言語に続き 5 位が中
国語、6 位には日本語もランクインしています。また、トップ 25
にはヘブライ語、アラビア語、タイ語などの言語も入っており、
文字の種類も様々であることがわかります。
Watch WorldCat Grow では WorldCat
に追加されていく所蔵情報をリアルタイムで
見ることができます。10 月 14 日には、J・R・
R トールキンの『ロード・オブ・ザ・リング二つ
の塔』のスペイン語訳が追加されました。
※2015 年 11 月 1 日現在

掲載の商品・サービスに関するお申し込み・お問い合わせは…
株式会社紀伊國屋書店 学術情報商品部 OCLC センター [http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/]
電話：03-6910-0516 ファクス：03-6420-1359 e-mail：oclc@kinokuniya.co.jp までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
に則り、取り扱わせて頂きます。
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大英図書館所蔵 初期アラビア語刊行物データベース

Early Arabic Printed Books from the British Library
センゲージ ラーニング株式会社（ゲール）
本データベースは、宗教、法律、科学、歴史、地理、文学、言語等、
イスラーム諸学の古典的著作のアラビア語刊本と、欧米諸語訳刊本、
ヨーロッパ諸語のキリスト教関係著作のアラビア語訳刊本を原本に
忠実に再現し、搭載する、この種のものとしては初めての全文検索デ
ータベースです。
搭載されているコレクションは、アレクサンダー・ジョージ・エリスにより
編纂された Early Arabic Printed Books in the British Museum
に基づいています。
東はインドから西はイギリスまで、アジア、中東、ヨーロッパの 200 以上
の都市で、15 世紀後半から 19 世紀末までの 400 年の間に出版され
た約 5,100 タイトルを搭載し、中世以来のイスラーム文化圏とヨーロッパ文化圏の思想と学術の交流、19 世紀における
イスラーム書物文化の興隆を甦らせる画期的なデータベースです。
本データベースは 4 つのモジュールで構成されています。モジュール単位でご購入になれます。


Religion and Law：イスラーム教、イスラーム法



Christianity , Judaism and Other Faiths：キリスト教 、ユダヤその他の宗教



Science, History and Geography：科学、歴史、地理学



Literature, Grammar, Language, Catalogues and Periodicals：文学、文法、言語、百科、定期刊行物
（2017 年 1 月リリース予定）

◆ヨーロッパ、中東、アジアで刊行されたアラビア語刊本を多数収録◆
イスラーム世界では写本への愛着が強く、ヨーロッパで刊本が大量に流通し始めた 15 世紀以降もしばらくは写本時代が続
き、活版印刷本が普及するには時間がかかりました。本データベースにも 15 世紀から 17 世紀にかけての刊本が含まれます
が、アラビア語刊本を含め、すべてベネチア、ローマ、リヨン、パリなど、ヨーロッパ諸都市で出版されたものです。
18 世紀になり、イスラーム世界でも印刷所が設立されるようになりますが、社会各層に刊本が本格的に普及し始めるのは 19
世紀になってからです。これを牽引したのが、カイロ郊外のブーラーク印刷所です。ブーラークに先導される形で、イスタン
ブール、ベイルート、デリー、ムンバイ、ラクナウなど、中東・南アジア各地で印刷文化が開花しました。
本データベースは 16 世紀のメディチ家印刷所（ローマ）、19 世紀のブーラーク印刷所（カイロ）を始め、アラビア語刊本の歴
史で重要な役割を担った各地の印刷センターの遺産を多数収録します。
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◆アラビア文字での全文検索も可能◆

収録書籍の言語は、アラビア語のみならず、
英語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語、
ヒンディー語、オスマン・トルコ語、ラテン語、
ペルシア語、シリア語など 28 言語に及び

アラビア文字での検索に対
応するために検索画面にア
ラビア文字のバーチャルキ
ーボードを実装しています。

ます。このうちラテン文字の英語、フランス
語、ドイツ語、ラテン語に加え、アラビア文字での全文検索が可能です。

イブン・スィーナー『医学典範』
＜ローマ: メディチ家印刷所, 1593 年＞

ブハーリー『真正集』
＜ブーラーク, 1863 年＞

◆Religion and Law：イスラーム教、イスラーム法◆
12 世紀の宗教思想家ガザーリーの大著『宗教諸学の再興』、預言者ムハンマドの言行録ハディースの古典で
9 世紀から 10 世紀に成立したブハーリーらのスンナ派ハディース六書、13 世紀のイスラーム法学者バイダー
ウィーによるクルアーン解釈学の古典『啓示の光と解釈の秘密』、イスラーム法学教育において長く教科書と
して活用された 11 世紀のクドゥーリーや 12 世紀のマルギナーニーらの法学者の著述など、
イスラーム写本時
代の古典的著作の刊本や 17 世紀以降欧米諸語に翻訳出版されたクルアーンなど、約 1,150 タイトルを収録し
ます。
【収録タイトル例】

ガザーリー『宗教諸学の再興』

アブー・イーサー・ティルミズィー『真正集』

ブハーリー『真正集』

アブー・ダーウード『スナン』

ナサーイー『スナン』

ムスリム・イブン・ハッジャージュ『真正集』

イブン・マージャ『スナン』

スユーティー『クルアーン学大全』

シャアラーニー 『宝石と宝玉』

アブー・ハニーファ『大フィクフ』

マーリク・イブン・アナス 『ムワッタア』

シャーフィイー『ムスナド』














2

バイダーウィー 『啓示の光と解釈の秘密』
クドゥーリー『提要』
マルギナーニー『ヒダーヤ』
モッラー・ヒュスレヴ『賢人たちの真珠』
ハレビー『海の交点』
バガヴィー『スンナの灯火』
サーガーニー 『預言者の光の夜明け』
ジュルジャーニー『神学教程注釈』
タフターザーニー『ナサフィーの信条注釈』
クシャイリー『クシャイリーの論攷』
アンサーリー『旅人たちの宿駅』
イブン・アラビー『叡智の台座』
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◆Christianity , Judaism and Other Faiths：キリスト教 、ユダヤその他の宗教◆
古くは 4 世紀のヨハネス・クリュソストモス、5 世紀のアウグスティヌス、12 世紀のマイモニデス、15 世紀
のトマス・ア・ケンピス、16 世紀のロベルト・ベラルミーノ、１７世紀のジョン・バニヤン、18 世紀のジョ
ナサン・エドワーズ、19 世紀のポール・ド・ラガルドら、キリスト教、ユダヤ教の神学者、聖職者、著述家
の著作、キリスト教、ユダヤ教の聖典のアラビア語訳刊本など、約 830 タイトルを収録します。
【収録著者例】

ロベルト・ベラルミーノ

ウィリアム・ホーン

ヨハネス・クリュソストモス

ポール・ド・ラガルド

アルフォンソ・デ・リゴリ

モーゼス・マイモニデス

トマス・ア・ケンピス

アイザック・ウォッツ









ヒッポのアウグスティヌス
ジョン・バニヤン
ジョナサン・エドワーズ
フーゴー・グロチウス
ミハイール・ミシャーカ
リシュリュー
ジョヴァンニ・バティスタ・ライモンディ

◆Science, History and Geography：科学、歴史、地理学◆
『医学典範』『治癒の書』など、中世イスラーム最大の学者イブン・スィーナーの一連の著作のラテン語訳刊
本、14 世紀の大旅行家イブン・バットゥータの『旅行記』や歴史家イブン・ハルドゥーンの『歴史序説』の
19 世紀刊本から、アリストテレス、ユークリッド、ガレノス、プトレマイオスら、イスラーム世界経由でヨー
ロッパに導入された古代ギリシア・ローマ時代の科学者のラテン語訳刊本まで、近代ヨーロッパ科学の源流に
位置付けられる中世アラビア科学全盛時代の歴史的名著の数々、約 1,250 タイトルを収録します。
【収録タイトル例】

イブン・スィーナー『医学典範』『治癒の書』

ラーズィー『天然痘と麻疹』『アル=マンスー
リー(医学論選集)』

フワーリズミー『代数学抄録』

イブン・ユーヌス『ハーキム大天文表』

ウルグ・ベク『天文表』

ガザーリー『哲学者の意図』『哲学者の矛盾』

イブン・マイムーン『迷える人々の導き』

エルンスト・ルナン
『アヴェロエスとアヴェロエス主義』










イブン・バットゥータ『旅行記』
ジャン・バティスト・デュラン
『セネガル旅行記』
レオ・アフリカヌス『アフリカ誌』
カズウィーニー『被造物の驚異』
フェルディナント・ビュステンフェルト
『アラビア部族・家族系譜表』
イブン・ハルドゥーン『歴史序説』
スユーティー『エジプトとカイロの歴史』
サイモン・オークリー『サラセン帝国史』

◆Literature, Grammar, Language, Catalogues and Periodicals：文学、文法、言語、百科、定期刊行物◆
民話、イスラーム教出現以前のアラビア文学、イスラームの詩と散文、ことわざ、格言、言語、辞書編纂、辞書、文法、統語論、
修辞学、写本目録、定期刊行物など、約 1,800 タイトルを収録、『千夜一夜物語』も含みます。文化的、理論的、社会的な側
面から、中東の人々の生活を理解する上での背景、新たな視点を提供します。
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◆画面例◆

検索結果表示画面

文書閲覧画面
検索語がハイライト表示されます。

書誌情報
タイトル、著者、言語はアラビア
文字をラテン文字に転写してい
ます。

掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部 電子商
品課 (電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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Twentieth Century Religious Thought
Volume II: Islam
20 世紀宗教思想：イスラム教
Alexander Street, a ProQuest Company が 提供す る Twentieth Century
Religious Thought：20 世紀宗教思想シリーズは、20 世紀初頭から 21 世紀にかけて、
大きな影響力を持った世界の宗教思想家の著作やアーカイブ資料を提供するオンライ
ン・コレクションです。Volume I: Christianity（キリスト教）に続き、このたび待望の
Volume II: Islam（イスラム教）が刊行開始されました。
今後、数年以内を目途に、さらに以下の Volume の刊行を予定しており、シリーズ間の
横断検索も可能となる予定です。
Volume III: Judaism（ユダヤ教）
Volume IV: Buddhism, Hinduism, and Taoism（仏教、ヒンドゥー教、道教）

◆Volume II: Islam （イスラム教）◆
19 世紀後半から現在にかけての基本資料から関連するモノグラフまで、近現代のイスラム神学の最も重要な思想家や伝
統に焦点を当てます。収録コンテンツには、西洋および非西洋圏の国々、エジプト、モロッコ、ガンビア、タンザニア、トルコ、
シリア、イラク、イラン、パキスタン、インドなど幅広い地域のイスラム思想家の著作が含まれます。完成の暁には、100,000 ペ
ージもの資料を収録予定です。
収録資料の 75%が著作権の切れていないもので、80%が英語で書かれたものです。収録資料は、99.99%以上の正確さ
を実現すべく、複数回の入力作業を経てデータベースに収録されています。アラビア語検索にも対応しています。
印刷された作品、稀少な文書、イスラム教徒の手による重要な論文を通して、19 世紀後半から始まったイスラム革命を、
西洋、非西洋双方の視点から詳述します。

収録タイトルリスト：下記サイト右上、Download BIBLIOGRAPHY よりご参照ください。

http://alexanderstreet.com/products/twentieth-century-religious-thought-volume-ii-islam

■とりあげられている思想家（一部）


Sadiq Jalal Al-Azm



Nimat Hafez Barazangi



Rifā‘ah Rāfiʿ Țahțāwī



Chandra Muzaffar



Fazlur Raman



Sayyid Ahmad Khan



Abdullahi Ahmed An-Naʿim



Farid Esack



Muhammad Tahir-ul-Qadri



Mahmoud Ayoub



Rashid Rida



Hans Küng



Said Nursî



Khaled Abou el Fadl



Amina Wadud



Asma Barlas



Abdolkarim Soroush



Tariq Ramadan



Fethullah Gülen
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■テーマ例


女性とイスラム



国家



伝統と再生



テキストと動機



クルアラーンとハディース



イスラム法と法改正



イスラムと西洋



敬虔運動



政治的イスラム

ブラウズメニュー（宗教的主題）



サラフィーの思想



スーフィズム

宗教的主題、社会・文化的主題、ジャンル、とりあ
げられている人物他、よく利用される検索項目のブ
ラウズメニューが用意されています。

■提供機関（一部）


Aliran Kesedaran Negara



La Découverte



Princeton University Press



Basic Books



Lynne Rienner Publishers



Sterling Publishers Pvt. Ltd.



Beacon Press



Minhaj-ul-Quran International



Tughra Books



Edinburgh University Press



Oneworld Publications



University of



Garnet Publishing



Oxford University Press



North Carolina Press



Gerlach Press



Perseus



University Press of Florida



Indiana University Press



Praeger



Westview Press

■画面サンプル

Co-location Table
指定した語の前後に頻出する語の
一覧表示。特定の語との関わりに
おいて、近接して登場する概念を示
します。

Frequency by Author
指定した語の頻出順に著者名を表示します。
[Occurances]をクリックすると、指定した語の周辺部分が表示されます。
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著者情報

全文表示（英語）：テキスト（左）とページイメージ（右）
テキストに加え、ページイメージが収録されているものもあります。

全文表示（アラビア語）：テキスト（左）とページイメージ（右）
テキストに加え、ページイメージが収録されているものもあります。

掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部 電子商
品課 (電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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現代アメリカ政治研究に必須の議会情報

Congressional Base アメリカ議会情報データベース（1970 年～）
～Web 版アメリカ議会文書シリーズ ProQuest Congressional～
アメリカ議会の文書を幅広く提供するデータベースをご紹介します。

ProQuest Congressional Base は、議会議事録、歴代議員の情報、法律・法案の全文、立法過程といった基礎的
な情報からソーシャルメディアへの投稿まで、アメリカ議会文書とその周辺の情報を幅広く、豊富に収録しています。
1995 年以降の議会文書はほぼ全て全文で収録しており、現代アメリカ政治研究の基礎資料としてご利用頂けます。

◆収録範囲◆
¾

1989 年以降の全ての議会文書の索引・抄録（Unpublished は除く）

¾

1970 年～1988 年の主要な文書の索引・抄録（公聴会資料、委員会調査報告書など）

¾

1995 年以降のほぼすべての文書の全文情報

◆収録文書◆
¾

議会議事録（デイリー・エディション）（1985 年～、※議会の翌日に刊行される議事録）

¾

上下院議会資料（電子版、全文 1995 年～、索引・抄録 1989 年～、および 1970 年～1988 年の大部分の文
書の索引・抄録 Serial Set に収録される議会の出版物）

¾

会計検査院(GAO)報告書（索引・抄録・PDF 2004 年～）

¾

委員会：委員会名簿、スケジュール、議会委員会資料、公聴会資料（索引・抄録 1970 年～、精選全文 1988
年 ～ ） 、 委 員 会 調 査 報 告 書 （ Committee Prints 、 精 選 全 文 、 1993 年 ～ 2004 年 ） 、 委 員 会 報 告 書
（Committee reports、全文、1990 年～）

¾

立法：立法経緯（1969 年～、関連法案などの周辺資料へのリンクを含む）、法案全文および成立（廃案）過程
（1989 年～）、主要な法案への投票記録（1987 年～）

¾

法令：公民法全文（1988 年～）、現行法律集、連邦法令集(CFR)（1981 年～）、連邦公報（大統領の命令・布
告、連邦機関の規則の公布、1980 年～）

¾

議員情報：プロフィール、財政開示、投票記録、選挙運動財政記録（1987 年～）、公式アカウントからのソーシ
ャルメディアへの投稿（ブログ、動画、Twitter、Facebook など。2013 年頃～）など

¾

政治ニュース：Washington Post news; 1987 年～、日次更新 / Roll Call; 1998 年～、週次（会期中は週 2
回）更新 / CQ Political Transcripts; 1995 年～、日次更新

データベース名称：ProQuest Congressional Base
契約形態：年間購読（個別に見積もり申し上げます）

プロクエスト社が提供する Web 版アメリカ議会文書シリーズ(ProQuest Congressional)は、アメリカの議会文書を包括的
に提供する唯一の Web サービスです。収録内容によって、いくつかの商品に分けてご提供しています。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。

1

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.37 no.6

(2016)

世
世界
界中
中の
の地
地図
図情
情報
報・
・GGIISS デ
デー
ータ
タを
をお
お手
手元
元に
に

サウジアラビア GIS 地図製品のご案内
日本にとって最大の原油輸入元サウジアラビア、技術支援などでも関係の深い国の一つです。
地図データは地形図、地質図はもちろん、海図、DEM（標高データ）や人口分布データも
ご用意しています。

-- サウジアラビア基礎データ -正式名称＝サウジアラビア王国
al-Mamlaka al-`Arabīya al-Sa`ūdīya
Kingdom of Saudi Arabia
面積＝214 万 9690km2
人口（2010）＝2714 万人
首都＝リヤード Riyāḍ
（日本との時差＝－6 時間）
主要言語＝アラビア語
通貨＝サウジ・リヤル Saudi Riyāl

◆サウジアラビアの GIS、地図データ
サウジアラビアを地勢的、空間的に研究するための GIS データ、地図データは、下記表の通り、地形図はもちろん、
海図、DEM（標高データ）
、衛星画像、人口分布データなど、数多くのシリーズをご提供可能です。
シリーズによって対応するデータフォーマット（ラスター、ベクター）が異なりますので、詳細は別途ご照会下さい。
地形図などに関して、主なシリーズについては次ページでご紹介します。
サウジアラビアをカバーする GIS 製品
データ種別（図種）

シリーズ種類（数）

シート総数

地形図

28

1,349

DEM（標高データ）

10

234

GIS ベクターデータ

12

174

海図

10

187

航空図

5

125

地質図

17

131

衛星画像、空撮画像

4

254

人口（分布）データ

1

1

ほとんどのデータは、シート（販売上の区画）単位での販売となり、シート構成を図化した IndexMap をシリーズ
ごとにご用意していますので、お見積り、ご購入の際は、IndexMap からシート番号をご指定下さい。
シート数によっては、ボリュームディスカウントの特典もございます。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファックス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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Country Datasets – SAUDI ARABIA
衛星画像（高解像度）

地形図

DigitalGlobe QuickBird 60cm、
WorldView-1/2 40cm、WorldView-3 30cm、
Pléiades 50cm、GeoEye IKONOS 80cm、
GeoEye-1 40cm
※ ALOSなど中解像度画像も多数あり。

LandScan（人口分布データ）
リモートセンシング技術を使った、国勢調査に依らない
リアルな人口分布データとして著名な「LandScan」ですが、
サウジアラビア全域をカバーしています。
2000 年から 1 年前までのデータをご用意しています。
（下図はその表示例です。）
LandScan

地形図

DEM

1:50,000 米国製 全 43 シート
1:100,000 ロシア製 全 477 シート
1:250,000 サウジアラビア製 全 122 シート

地質図
1:250,000 サウジアラビア製 全 21 シート
1:500,000 サウジアラビア製 全 22 シート

DEM（標高データ）
ALOS World 3D (AW3D) 5m DEM、
SRTM 30M DEM、SRTM 90M、EVDEM 90m、
NEXTMap World 10、NEXTMap World 30

海図

地質図

ロシア製海図 全 22 シート
米国 NGA 製海図 全 54 シート
英国製海図 全 64 シート
海図

衛星画像

2

2
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リビア GIS 地図製品のご案内
独裁政権崩壊後、地域レベルでの紛争が絶えず、不安定な情勢が続くリビア。地図データは
地形図、地質図はもちろん、海図、DEM（標高データ）や人口分布データもご用意しています。

-- リビア基礎データ -正式名称＝リビア・アラブ社会主義人民共和国
Jamāhīrīya al-`Arabīya al-Lībiyā al-Ishtirākīya
al-Sa`biya, Socialist People's Libyan Arab
Jamahiriya
面積＝175 万 9540km2
人口（2008）＝642 万人
首都＝トリポリ Tripoli
（日本との時差＝－7 時間）
主要言語＝アラビア語
通貨＝リビア・ディーナール Libyan Dīnār

◆リビアの GIS、地図データ
リビアを地勢的、空間的に研究するための GIS データ、地図データは、下記表の通り、地形図はもちろん、
海図、DEM（標高データ）
、衛星画像、人口分布データなど、数多くのシリーズをご提供可能です。
シリーズによって対応するデータフォーマット（ラスター、ベクター）が異なりますので、詳細は別途ご照会下さい。
地形図などに関して、主なシリーズについては次ページでご紹介します。
リビアをカバーする GIS 製品
データ種別（図種）

シリーズ種類（数）

シート総数

地形図

26

2,092

DEM（標高データ）

8

204

GIS ベクターデータ

9

424

海図

8

114

航空図

5

112

地質図

11

91

衛星画像、空撮画像

4

225

人口（分布）データ

1

1

ほとんどのデータは、シート（販売上の区画）単位での販売となり、シート構成を図化した IndexMap をシリーズ
ごとにご用意していますので、お見積り、ご購入の際は、IndexMap からシート番号をご指定下さい。
シート数によっては、ボリュームディスカウントの特典もございます。
.
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファックス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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Country Datasets – LIBYA
250K 地形図

200K 地形図

LandScan

LandScan（人口分布データ）

地形図
1:50,000 リビア製 SPLAJ シリーズ 全 130 シート
1:50,000 リビア製 P761 AMS シリーズ
全 434 シート
1:100,000 ロシア製 全 129 シート
1:250,000 リビア製 全 122 シート

地質図
1:250,000 リビア製 全 30 シート

海図
ロシア製海図 全 34 シート
米国 NGA 製海図 全 28 シート
英国製海図 全 35 シート

リモートセンシング技術を使った、国勢調査に依らない
リアルな人口分布データとして著名な「LandScan」ですが、
リビア全域をカバーしています。
2000 年から 1 年前までのデータをご用意しています。
（上図はその表示例です。）

DEM（標高データ）
ALOS World 3D (AW3D) 5m DEM、
SRTM 30M DEM、SRTM 90M、EVDEM 90m、
NEXTMap World 10、NEXTMap World 30

衛星画像（高解像度）
DigitalGlobe QuickBird 60cm、
WorldView-1/2 40cm、WorldView-3 30cm、
Pléiades 50cm、GeoEye IKONOS 80cm、
GeoEye-1 40cm
※ ALOSなど中解像度画像も多数あり。

衛星画像

地質図

海図

DEM
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キリスト教宣教、中国学、文芸雑誌 17 誌を収録
中国 – 清朝から中華民国へ

China from Empire to Republic
Missionary, Sinology, and Literary Periodicals
センゲージ ラーニング株式会社（ゲール）
本データベースは、清朝後期の 19 世紀初頭から中華民国を経
て 1949 年の中華人民共和国建国に至る約 130 年間に亘り、中
国内外で発行された英文雑誌 17 誌を搭載します。
アヘン戦争、太平天国の乱、義和団の乱など幾多の戦争による
国力減退、西洋列強による半植民地化、辛亥革命による清朝崩
壊、軍閥割拠による不安定な政治、国民党と共産党の対立、日
本との戦争など、1 世紀以上に及ぶ動乱の時代にあって、中国
及び西洋の知識人が行なった中国の歴史、文化、言語、文学に
関する研究を記録した第一級のドキュメントです。
また、燕京大学、南京大学、金陵女子大学、山東基督教大学、
東呉大学、聖ヨハネ大学、上海浸会大学、広東基督教大学等、
中国におけるキリスト教系高等教育機関の創立と発展の事情を
詳らかにする記事や写真も多数収録されています。

ページイメージ表示画面

◆収録雑誌◆
■The Chinese Recorder (教務雜誌, 1867–1941)

プロテスタント系宣教団体より 70 年以上に亘り発行されました。
中国英文誌の中で最も長命を誇ります。本コレクションでは、先行
誌 The Missionary Recorder と併せて全号を搭載しています。中国
におけるキリスト教の宣教活動や、宣教活動が西洋列強と極東地域
の関係に与えた影響を研究するための資料として学術的価値を持ち
ます。
宣教団体が発行した雑誌の中で、”The West China Missionary
News”と並ぶ最重要雑誌です。
■The West China Missionary News (華西教會新聞, 1899–1943)

中国西部の宣教師間の情報共有を図る目的で、中国西部報道出版委員会より四川で発行された雑誌です。四
川地域の宣教活動に関する記事を多数収録します。
宣教団体が発行した雑誌の中で、”The Chinese Recorder”と並ぶ最重要雑誌です。
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■The China Mission / Christian Year Book (中國基督教年鑑, 1910–1939)

中国キリスト教文学協会（Christian Literature Society for China）
と全中国キリスト教協議会（National Christian Council of China）
の協力の下、1910 年に”The China Mission Year Book”として創刊、
1927 年に”The China Christian Year Book”と改名されました。
本コレクションでは、中国キリスト教文学協会事務局長を務めていた
Donald MacGillivray に関連する資料として”The China Mission
Hand-Book”(1896)と”A Century of Protestant Missions in China”
(1807– 1907)も収録しています。
■Educational Review: continuing the monthly bulletin of the Educational Association of China
(教育季報, 1907–1938)

中国教育協会の機関紙として 1907 年に上海で創刊されました。1912 年までは月刊、1913 年から 1938 年に
かけては季刊で発行されました。協会の総会議事録を掲載しています。
■Canton Miscellany (廣州雜誌, 1831)

1831 年 5 月から 12 月にかけて広州（広東）で発行された文芸雑誌。匿名で編集され、
英語を話す教養市民層を読者としました。最後の 2 号に掲載された長大な記事は、マカ
オの歴史に関して初めて英語で書かれたものです。
■Chinese Miscellany (中國雜誌, 1845–1850)

会衆派教会のイギリス人宣教師、ヘンリー・メドハーストが創刊しました。中国の絹や
茶に関わる産業、地誌、製造、交易、習俗を紹介しています。
■The Chinese and Japanese Repository (中日叢報, 1863–1865)

ロンドン大学中国語教授ジェームズ・サマーズが創刊。中国や日
本で外国人が蒙った暴力的事件を西洋人の視点で記録しています。
■Notes and Queries on China and Japan (中日釋疑, 1867–1869)

中国学の最初期の雑誌。ニコラス・ベルフィールド・デニーズを
編集者として香港で発行されました。中国の歴史と文化を対象と
していますが、日本や朝鮮もカバーしています。
■The China Review: or Notes and Queries on the Far East
(中國評論, 1872–1901)

初の本格的な中国学雑誌。ジェームズ・レッグ、ハーバート・ジ
ャイルズ、ジョゼフ・エドキンス、ジョン・チャーマーズ、アー
ンスト・フェーバー、エドワード・オクセンハム、W.F. マイヤ
ーズ、アレクサンダー・ウィリー、エドワード・ハーパー・パー
カー、フレデリック・ヘンリー・バルフォアら、19 世紀の代表的
な中国学者が寄稿しました。
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■The New China Review (新中國評論, 1919–1922)

1901 年に廃刊した The China Review の精神を継承し、
イギリスの中国学者サミュエル・クーリングが 1919
年に上海で創刊しました。ハーバート・ジャイルズやエドワード・パーカーら著名な中国学者が寄稿してい
ます。
■Indo-Chinese Gleaner (印中搜聞, 1817–1822)

1817 年にロバート・モリソンとウィリアム・ミルンがマラッカで創刊
した季刊誌。宣教活動を報告する他、中国およびアジア諸国の社会、
政治、経済、文化、宗教、軍事事情、文学、歴史、哲学を紹介してい
ます。
■Bulletin of the Catholic University of Peking
(輔仁英文學志, 1926–1934)

輔仁大学の学術活動、業績に関する記事、中国文化紹介記事を収録します。1934 年に廃刊となりますが、そ
の内容は、純学術雑誌 Monumenta Serica に継承されました。
■The Yenching Journal of Social Studies (燕京社會學界, 1938–1950)

中華民国時代における中国の社会学研究史に関する資料として、学術的価値を持ちます。
■The China Quarterly (英文中國季刊, 1935–1941)

中国の内政、外政を論じた権威ある雑誌。中国国際問題研究所、環太平洋中国協会、社会経済研究所により
共同発行されました。編集委員、執筆者には、蔡元培、桂中樞、伍連德、董顕光、林語堂、ジョン・ベンジ
ャミン・パウエルら、第一級の知識人が名を連ねています。
■T’ien Hsia Monthly (天下月刊, 1935–1941)

孫中山文化教育振興研究所の協賛の下に発行された文化文芸雑誌。編集者には、温源寧、呉経熊、林語堂ら
が名を連ねました。中国の文化と芸術を西洋に紹介し、東西の相互理解の促進を図りました。
■The China Critic (中國評論週報, 1928–1946)

1928 年に米国留学帰国組の知識人が創刊した週刊誌。上海における帝国主義の問題を頻
繁に記事で取り上げる他、治外法権の廃止や公共機関の平等な利用を唱えるなど、編集
長の方針に反して政治的問題に正面から向き合う記事が掲載されました。
■The China Year Book (中華年鑑, 1912–1939)

イギリスのジャーナリストで出版人 H.G.W.ウッドヘッドが H.T.M.ベルと共同編集。毎
年の中国国内の出来事に関するドキュメントを掲載し、中国に不案内な西洋人に重宝されました。
なお H.G.W.ウッドヘッドは 1914 年から 1930 年まで”Peking and Tiensin Times”の編集長を務めた後、
上海に移り、”Shanghai Evening Post and Mercury”に記事を寄稿、その後自身の雑誌”Oriental Affairs”
を編集しました。

◆原資料所蔵機関◆
中国国家図書館、イェール神学校図書館、オーバリン大学図書館。
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◆収録コンテンツ例◆

The Siege of Peking

The Spirit of Chinese Culture

Sheffield, D. Z.
The Chinese Recorder (London, United Kingdom) ,
October 1900, Issue 10, p.512

Yutang, Lin
The China Critic (Shanghai, China) ,
Thursday, June 30, 1932, Issue 26, p.651

Essay
West China Missionary News (Shanghai,
China) , November 1916, Issue 11, p.II
Glimpses of Relief Work for Refugees

C. I. M. Shansi Bible Institute

The China Critic (Shanghai, China) ,
Thursday, November 11, 1937, Issue 6, p.75

The Chinese Recorder (London, United
Kingdom) , March 1917, Issue 3, p.140

掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部 電子商
品課 (電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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