
 レベル：初学者向け 

 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   

  モンゴル国（雑誌記事・新聞記事・インターネット編） 
 草原の国『モンゴル』の歴史と文化、そして現在について調べてみましょう。 
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モンゴルについて書かれた雑誌記事を探そう 

 
論文（全分野） 

■ MAGAZINEPLUS（学内限定），NDL-OPAC（雑誌記事索引） 

日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。掲載雑

誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）を使って，名古

屋大学が所蔵しているかどうか調べることができます。 

 

■ CiNii（NII） 

日本の学会誌と紀要に掲載された論文を探すことができ

ます。一部の論文は全文が収録されています。 

 

■ 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索（学内限定） 

週刊誌、総合月刊誌、女性誌など一般紙の記事検索ができ

ます。 

 

論文（発展途上国・経済学・開発学分野など） 

■ アジ研OPAC（アジア経済研究所） 

アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載された記 

事を探すことができます。主に経済学分野や発展途上国に 

関する論文を検索できます。 

 

論文（アジア関係） 

■ 中央アジア研究文献索引データベース（東洋文庫） 

中央アジア地域に関する人文・社会科学分野の研究文献を

網羅したデータベースです。 

このデータベースが収録されている学術研究データベー

スレポジトリには他に「地理学文献データベース」など合

わせて 27 種類のデータベースを無料で検索することがで

きます。 

 

■ 北東アジア地域の社会科学研究のための資料・書誌情報

データベース（島根県立大学メディアセンター北東アジア・デ

ータベース研究会） 

「モンゴル(人民共和）国科学アカデミー刊行人文社会系

学術定期刊行物記事索」データベースが収録されています。 

 

■ 東洋学文献類目（京都大学漢字情報研究センター） 

東洋学に関連した書籍と論文の目録です。（年刊） 

 

論文（英語） 
■ 名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス（学内

限定） 
収録されているそれぞれのアグリゲータから論文を探す 

ことができます。全文が収録されているものもあります。 

 

■ Web of Science（学内限定） 

引用文献データベースなので、通常の論文検索のほかに、

引用文献から検索したり、関連する論文を検索したりする

ことができます。 

 

 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄 

せることもできます。所属する図書室にお尋ねください。 

モンゴルについて書かれた新聞記事を探そう 
 
日本の新聞記事 
■ 日経テレコン 21 （学内限定） 

日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 

 

■ 聞蔵IIビジュアル（学内限定） 

朝日新聞のオンライン記事データベースです。1945 年の

記事から検索できます。 

 

世界の新聞記事 
■ LexisNexis Academic （学内限定）（英語） 

世界中の新聞記事を読むことができます。 

 

■ Mongolia Newspapers（英語） 

 

 所蔵していない新聞記事もコピーを取り寄せること 

ができます。詳しくは所属する図書室にお尋ねください。 

 
統計情報を利用しよう! 

 
（一例） 

 
★ 「世界経済・社会統計 = World development 

 indicators」、「世界開発金融統計 = Global development 

finance」 には CD-ROM 版もあります。必要なデータだけ

を取り出してエクセルなどの形式でダウンロードするこ

とができます。 

 
 インターネットで統計情報も入手できます。 

 

■ Mongolian Statistical National Office（英語・モ

ンゴル語） 

国家統計局のホームページ。 

 

■ UNICEF : At a glance: Mongolia（英語） 

UNICEF 提供。 

 

 

 
 

資料情報 請求記号 所蔵 

世界経済・社会統計 = World 

development indicators = / 

the World Bank [編], 東洋書

林. 1997- [年刊] 

W330.59 

W 

国際開発

経済 

世界開発金融統計 / 世界銀行

編 = Global development 

finance / the World Bank 東

洋書林. [年刊] 

W338.9 

W 

国際開発

経済 

内蒙古统计年鉴. 中国统计出

版社. (年刊) 

352.26 

U 

国際開発

経研究 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbnichigai.html
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#OYA
http://opac.ide.go.jp/search/index.html
http://dbr.nii.ac.jp/
http://gdb.u-shimane.ac.jp/neardb/top.html
http://gdb.u-shimane.ac.jp/neardb/top.html
http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db/CHINA3/
http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/index.html.ja
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/ej/index.html
http://isi15.isiknowledge.com/portal.cgi/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.onlinenewspapers.com/mongolia.htm
http://www.nso.mn/eng/index.php
http://www.unicef.org/infobycountry/mongolia_statistics.html


インターネットで探す 

 
公的機関 
 

■ モンゴル国政府（英語・モンゴル語） 

 

■ モンゴル国外務省（英語・モンゴル語） 

 

■ モンゴル統計局（英語・モンゴル語） 

 

■ 在モンゴル日本大使館（日本語・モンゴル語） 

大使館案内やお知らせ、安全情報、生活情報などが掲載さ

れています。 

 

モンゴルに関する情報全般 
 

■ モンゴル国：各国地域情勢（日本語） 

外務省作成。基礎データや最近の情勢、日本とのかかわり

が掲載されています。 

 

■ モンゴル探偵団（日本語） 

モンゴルに関する総合リンク集のほか「モンゴル勉強会」

の案内などが掲載されています。 

 

研究機関 
 

■ アジア経済研究所（日本語・英語） 

開発途上国・地域の経済、政治、社会の諸問題について基

礎的・総合的研究を行うことを目的としています。 
 

■ アジア研究情報Gateway（日本語・英語） 

東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター作

成。アジア学 Web イエローページなどがあります。 

 

■ 東京外国語大学東アジア課程モンゴル語専攻（日本

語） 

モンゴルに関する文献案内やモンゴル国の出版物情報が

掲載されています。 

 

■ モンゴル研究会（日本語・英語） 

会誌「モンゴル研究」の目次が公開されています。 

 

■ 日本モンゴル文学会（日本語） 

日本でモンゴル文学を鑑賞したり、研究したいと思ってい

る方々、あるいは世界の諸文学に興味をいだいて、モンゴ

ルの文学も知りたいと思う方に、正確な情報を提供し、そ

れらの方々が互いの研究成果を自由に交換し、また親睦を

深められるようという目的で設立されています。 

 

■ 東北大学東北アジア研究センター（日本語・英語・モ 

ンゴル語・中国語） 

東アジア・北アジア・日本を含む東北アジア地域を対象に

した地域研究を推進すべく設立されました。「モンゴル画

像データベース」があります。 

 

■ 現代アジア学の創生（日本語・英語） 
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早稲田大学21 世紀COEプログラム。アジアの研究者との共

同研究を通じて、アジアの現実にそった新地域主義の理論

構築に挑戦し、発信することを大きな目的としています。

研究成果の発表やデータベースの公開も行っています。 

 

図書館・博物館 
 

■ アジア経済研究所図書館（日本語・英語） 

アジア経済研究所図書館は、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。 

 

■ 国立国会図書館関西館アジア情報室（日本語・英語） 

アジア地域（中東・北アフリカを含む）の現地語資料に加

え、日本語・欧米言語の参考図書、新聞・雑誌など約３万

冊の資料を開架しています。リンク集も大変便利です。 

 

■ 早稲田大学図書館蔵モンゴル文文献目録データベー

ス（日本語） 

タイトル、編著、出版社などから検索できます。 

 

■ 日本・モンゴル民族博物館（日本語） 

モンゴルの自然や歴史・文化に関する資料を収集して展示

を行っています。「馬頭琴」と「ホーミー」の映像が見ら

れるモンゴル TV も公開されています。 

 

■ モンゴル写真館（日本語） 

林原自然科学博物館とモンゴル古生物学センターとの共

同で行っている調査の写真が掲載されています。 
 
■ 国立民族学博物館（日本語・英語） 
民族学・文化人類学を中心としてさまざまな関連分野の研

究を行っています。「世界の文字資料データベース」など

も公開されています。 

 

観光 
 

■ モンゴル観光協会（日本語） 

気候や祝日、モンゴル観光のポイントなどが掲載されてい

ます。 

 

■ モンゴルの基本情報（日本語） 

『地球の歩き方』によるモンゴル旅行の情報が掲載されて

います。 

 

モンゴル関連団体 

 
■ 日本モンゴル文化協会（日本語） 

日本とモンゴルの文化親善活動を行っています。 

 

■ モンゴル情報局しゃがぁ（日本語） 

情報誌「しゃがぁ」の発行のほか、企画ツアー、情報デー

タベースの公開などを行っています。 

 

■ モンゴル通信（日本語） 

モンゴル総合ガイド。基礎知識、地図、写真集なども掲載

されています。 

 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，

国際開発図書室までご連絡ください。 

4-August-2006 

 

 

 

 

 

http://www.pmis.gov.mn/indexeng.php
http://www.mongolia-foreign-policy.net/index.php
http://www.nso.mn/
http://www.mn.emb-japan.go.jp/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mongolia/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://www.geocities.jp/mongol_link/
http://www.ide.go.jp/Japanese/
http://asj.ioc.u-tokyo.ac.jp/index.html
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/aen/mon/
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/4982/index.html
http://www007.upp.so-net.ne.jp/mongolbungaku/
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/index.html
http://www.waseda-coe-cas.jp/
http://www.waseda.jp/top/index-j.html
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/index.html
http://www.littera.waseda.ac.jp/mongol/
http://www.littera.waseda.ac.jp/mongol/
http://www3.city.toyooka.lg.jp/monpaku/menu.html
http://www.hayashibara.co.jp/monphot/monphot.html
http://www.minpaku.ac.jp/
http://www.mongoliatourism.net/
http://www.arukikata.co.jp/country/mongolia.html
http://home.interlink.or.jp/%7Ecw/jmca/index.html
http://www.shagaa.com/
http://monnip.dip.jp/

