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 2006年度より開始された人間文化研究機構（NIHU）プログラム「イスラーム地域研究」東洋文庫拠

点（研究代表者三浦徹、東洋文庫研究員）は「イスラーム地域研究史資料の収集・利用の促進とイスラ

ーム史資料学の開拓」を研究テーマとしている。 
 イスラーム地域社会の縮図である現地語資料の適切な収集、利用、理解は、それぞれが相互に関わり

あいながら実現される。この考えのもと、当拠点では資料所蔵機関のネットワークをつくり現地語資料

の体系的な収集と利用環境整備を行うとともに、新たに史料学・文献情報学の分野を開拓することで、

研究者とライブラリアンの双方をサポートしていく狙いをもって活動を進めている。 
 
 イスラーム地域の現地語資料のなかでも大きな比率を占めるアラビア文字資料は、書誌整理方法や情

報処理技術が確立しておらず、ラテン文字資料と比して利用環境整備が遅れた状況にあった。 
 近年はインターネットやパソコン上でのアラビア文字・特殊文字処理が可能になり、アラビア文字資

料のデータベース化も実現された。それと同時に書誌整理上のルール･セッティングが進められ、オンラ

インによる共同目録システムへの登録も可能になった。アラビア文字資料利用に関する最低限の環境は

整いつつある。 
 今必要なのは、利用環境の現状を確認しさらなる向上を図るべく不備や不足を補っていく仕事であろ

う。そのためにはアラビア文字資料所蔵機関のネットワークを形成して、情報を共有しながら現状を把

握し環境向上に向けての協議・協力体制を整えていくことが肝要である。 
 そこで、当拠点では初年度2006年度よりアラビア文字資料を多数所蔵する機関の担当司書の協力を得

てアラビア文字資料の所蔵・整理・利用状況に関する情報を共有し問題点やその対策について協議する

アラビア文字図書DB連絡会の形成に向けて活動を開始した。2007年度には、問題点を洗い出し協議を

深化させていくとともに、全般的な現状を把握することを目的として、日本国内の図書館・研究機関を

対象に、アラビア文字資料の所蔵および整理･利用状況に関するアンケート調査を実施した。 
 
 本調査は1997年に文部省科学研究費補助金創成的基礎研究「イスラーム地域研究」第6班によって実

施された「日本におけるイスラーム地域現地語資料の所蔵及び整理状況に関する調査」（以後、1997 年

「イスラーム現地語資料」調査）の後継調査とも位置づけることが出来るが、対象を限定したことなど、

現状を考慮して内容を若干変更している。 
 本報告書はこの調査に対して寄せられた関係諸機関からの回答をもとに、問題点を含むアラビア文字

資料の所蔵及び整理状況の現状を報告するものである。利用･整理両面に案内の役をなすよう、報告の後

にはアンケートの公開を許可してくださった機関について所蔵資料の概容や機関所在地、外部利用者へ

のサービス内容を記した簡略な案内を掲載した。また、いまだ部分的な内容ではあるが、アラビア文字

資料の書誌整理に際して有用と思われる基礎知識を付録としてつけた。 
 アンケート調査は、柳谷あゆみ（人間文化研究機構 PD 研究員・東洋文庫研究員、研究分担者）が統

括し、分析および付録の作成を行った。アンケート作案に際しては、アラビア文字図書 DB 連絡会に参

加する所蔵機関担当司書の方々の協力を仰ぎ、村山さえ子（お茶の水女子大学大学院生）、野口舞子（お

茶の水女子大学大学院生）、手塚育美（東洋文庫臨時職員）、為永憲司（慶應義塾大学大学院生）が集計

作業に当たった。付録の作成には岩見隆氏（慶應義塾大学言語文化研究所）の助言を受け、村山さえ子

と遠藤健太郎（慶應義塾大学大学院生）の助力を得た。 
 本調査と報告書作成にあたって、ご協力をいただいた機関・協力者の方々に感謝を申し上げる。 
 
  2009年3月      イスラーム地域研究東洋文庫拠点 研究代表者  三浦 徹 
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日本におけるアラビア文字資料の所蔵及び整理状況の調査 
 
１．調査の目的と実施方法 

2003年から国立情報学研究所の書誌ユーティリティNACSIS-CATにてアラビア文字での書誌登

録が可能になり、この十年での書誌整理環境は著しく変化した。この変化を受けて、日本国内の図

書館・研究機関におけるアラビア文字資料の所蔵・整理状況の現況を把握することが本調査の目的

である。1997 年「イスラーム現地語資料」調査では文字種にこだわらずイスラーム地域における現

地語資料を対象としたが、今回は調査対象の文字種をアラビア文字に限定した。 
  
具体的には以下の十六言語をまず対象とした。 

 
アラビア語 ウイグル語 ウルドゥー語 オスマントルコ語 カザフ語 カシュミーリー語 
クルド語 シンディー語 ダリー語 パシュトゥー語 バローチ語 マレー語（ジャウィ） 
ペルシア語 キルギス語 アゼルバイジャン語 タタール語 

 
なお、以下の四言語は時代や地域によってはアラビア文字が使われている場合があるため、その

旨を付記し、対象に含むか否かは所蔵館判断とした。 
 
インドネシア語 ウズベク語 トルクメン語 パンジャーブ語 
 
また、語学教本や辞書など複数言語によって記述されている資料をアラビア文字資料とみなすか

否かも所蔵館基準に従うものとした。 
 アンケートの質問事項は基本的には 1997 年「イスラーム現地語資料」調査を踏襲した。さらに、

この十年間にインターネットの普及と多言語利用環境の進展により書誌整理を巡る状況が大きく変

化したことを考慮し、質問内容に反映させている。また、アンケート草稿作成後には、アラビア文

字資料を所蔵する複数機関の担当司書によるチェックを受け、修正を加えた。調査対象機関は『日

本の図書館 統計と名簿 2006』（日本図書館協会 2006）に掲載されている四年制大学（理工学

系・医歯薬学系・家政学系・芸術学系を除く）の附属図書館（主として中央図書館としたが、アラ

ビア文字資料を所蔵していると思われる分館も対象に含めた）及びイスラーム地域の研究に関わる

専門図書館、主要公共図書館とし、2007 年 11 月に郵送にて 582 機関にアンケートを送付した。 
 アンケートの配布・回答提出として今回調査では郵送とインターネットを併用した。郵送と同時

にイスラーム地域研究資料室ウェッブサイトにてアンケートの告知を行い、アンケート用紙のダウ

ンロードとメール回答の受付を行った。2008 年 1 月末の〆切の時点で、所蔵が明らかで未回答の機

関には再度回答を依頼した。 
  
２．調査結果と分析 
 アンケートを送付した 582 機関中、277 機関より回答を得た（回答率 47.59%。ただし、機関によ

っては、系列機関の所蔵分も一機関がまとめて回答することがあったため、実質的な回答率はこの

数字よりも高い）。うち 73 機関はメールによる回答である。 
分析および考察に際しては、アンケートによって得られたデータに加え、要所に考察の参考とな

るデータを付した。これらのデータには文頭に<参考>とつけている。 
以下に、項目ごとの集計と分析をまとめる。 
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A．アラビア文字資料の収書状況について 

アラビア文字資料所蔵状況及び所蔵理由について質問したところ、回答は以下の通りとなった。 

 

１．所蔵している 98
２．所蔵していない 173
３．他部署にて所蔵している  8＊
４．その他 6

         ※複数回答機関有 
＊３．「他部署にて所蔵している」と回答した機関は全て１．「所蔵している」にも○で回答している。 

 
全回答数 277 機関中、アラビア文字資料を所蔵していると回答したのは 98 機関で、1997 年「イ

スラーム現地語資料」調査では、アラビア文字に限らずイスラーム地域の現地語資料を所蔵してい

ると回答した機関が 96 機関であったことを考えると、この十年間でアラビア文字資料の所蔵がさら

に拡大したことが確認できる。なお「その他」と回答した機関からは「日本語や英語などと併記さ

れている資料は所蔵している」「未整理資料なので詳細は不明」との付記があった。 
  
また、所蔵機関には収書の理由を質問した。 
 

教員・研究員の要望 68
学生の要望 12
図書館の収書方針 24
寄贈 50
その他 18

                ※複数回答機関有 
 

所蔵理由は「教員・研究員の要望」「寄贈」が多数を占めた。「その他」では「購入したセットや

コレクションの中に含まれていた」「留学生用図書」などの回答があり、この結果からアラビア文字

資料の多くは、図書館収書方針に無い資料であったことが見て取れる。 
 
「所蔵している」と回答があった機関には所蔵資料の種類と量を質問した。その結果が次頁の表

1 である。機関によって勘定する単位が異なるので（件数で数える機関と、冊数で数える機関があ

る）単位の異なるものを合計して総数を出すことはせず、回答通りの単位で集計を行った。 
所蔵しているアラビア文字資料の種類と量は、回答公開を許可した機関についてのみ、「アラビア

文字資料所蔵機関利用案内」にて詳細を付した。 
 言語によっては、所蔵機関が日本国内でも 5 機関以内のものがある。また、所蔵数及び所蔵機関

数が最も多かったアラビア語（86 機関）についてみても、所蔵タイトル総数上位 5 機関の所蔵数は

全体の約 8 割、冊数の総数上位 5 機関の所蔵数は約 7 割を占める。全般的には増加しつつあるが、

アラビア文字言語資料の所蔵にはまだ偏りがあることが見て取れる。
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表：アラビア文字資料所蔵数 （T は件数を指す） 

 

言語 総数  図書 逐次刊行物 写本 マイクロ資料 他 

アラビア語 72884T＊ 51622冊 71649T  50984冊 801T 137冊 1T, 488冊 229T カセット12, CD-ROM2, その他21

ペルシア語 10803T 30999冊＊ 

+ 数十冊 

10283T 30737＋数十冊 441T 198冊 70T 86T, 12本 10（3T, 7） 

オスマントルコ語 2202T＊ 2277冊 1588T 2247冊 563T 0 41T, 30冊 2T  0 

ウルドゥー語 4247T＊ 19433冊 4187T 19407冊 53T  4冊 0 1T カセット1, その他3 

ダリー語 30T 24冊 30T 11冊 0 12冊 1冊 0 0 

アゼルバイジャン語 140T＊ 79冊 133T 75冊 3T 4冊 0 2T  0 

インドネシア語 2587T 58冊 2404T 33冊 174T 25冊 0 0 9T 

ウイグル語 143T＊ 118冊＊ 127T 116冊 1T 0 0 0 0 

ウズベク語 0 6冊 0 6冊 0 0 0 0 0 

カザフ語 261T 70冊＊ 248T 69冊 13T 0 0 0 0 

タタール語 72T 1冊 63T 1冊 0 0 0 9T 0 

トルクメン語 0 1冊 0 1冊 0 0 0 0 0 

マレー語 296T 54冊 270T 47冊 21T 6冊 1冊 5T 0 

バローチ語 1T＊ 1冊 0 1冊 0 0 0 0 0 

パシュトゥー語 12T＊ 54冊 10T 54冊 ダンボール2箱 0 0 1T 

クルド語 10T＊ 5冊＊ 5T  0 0 0 0 3 

キルギス語 19T＊ 0 5T 0 0 0 0 0 0 

シンディー語 4T 190冊＊ 4T 0 0 0 0 0 0 

カシュミーリー語 1T 0 1T 0 0 0  0 0 0 

パンジャーブ語 6T 100冊＊ 5T 0 0 0 0 0 1T 

＊印は総数のみ（図書/逐次刊行物等の内訳なし）で提出した数を含む。
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B．アラビア文字資料の整理状況と目録（目録 DB を含む）について 

  アラビア文字資料所蔵機関にアラビア文字資料の整理（目録作成）状況について質問した。 

 

ほぼ全部整理されている 77 
全体の（ ）分の（ ）程度（＝一部）整理されている 10 
全く整理されていない 2 
仮目録・簡略リストはある 5 
その他 4 

 

所蔵館の 8 割弱が「ほぼ全部整理されている」と回答しており、アラビア文字資料の整理状況が

全般的に向上していることが見て取れた（1997 年「イスラーム現地語資料」調査では「ほぼ全部整

理されている」は 65.4％）。 
このうち、一部のみ整理を含め、未整理資料がある機関に未整理の理由を質問した。 
 

言語を理解できるスタッフがいない 15 
現行システムで特殊文字の処理が不可能 0 
財政的理由 0 
資料が研究室等に別置されているため 0 
整理スケジュールの都合上、現時点では整理していない 4 
その他 3 

 
「その他」では理由は明記されていない。 
上記の結果からは、言語を解するスタッフの不在が未整理の原因とほぼ特定できる。 
 
また、アラビア文字所蔵資料について、その何割が（カード、冊子体、DB の）どの目録形態で

整理されているかを質問した。 
 

すべて 7 
一部 18 カード目録 
なし 3 
すべて 0 
一部 5 冊子 
なし 6 
すべて 54 
一部 22 DB 登録 
なし 1 

その他  3 

 
「一部」という回答が比較的多く、異なる形態を併用している状況がうかがえる。冊子体目録は

個人蔵書などコレクション目録としての利用がほとんどである。 
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また、明らかな傾向としてDB 使用の定着が指摘できるだろう。目録形態については、1997 年「イ

スラーム現地語資料」調査でカード目録への登録が 51（回答総数 120）であったのに対し、今回調

査では 25（回答総数 112）と減少し、かわってDB 登録数が 76（前回調査では 55。うち 47 はOPAC）

と、この 10 年間に目録作成でのDB 使用がカードを上回ったことが確認された。また「その他」回

答の中には、「システム自体はアラビア文字に対応可能なので今後受入する資料があればDB 登録」

との補足をつけた館があり、DB 登録のさらなる増加が予想される。 
 

 書誌登録に際しての入力方法については、以下の回答が寄せられた。 
 

原綴（アラビア文字）のみで入力 9
翻字（アルファベット）のみで入力 30
原綴・翻字併用で入力 24
所蔵登録・流用登録が中心 26
その他 8

                           ※複数回答機関有 
 
 書誌登録では、翻字（アルファベット）入力が依然として優勢である。翻字の利点は、ローマナ

イズされることでアラビア文字の言語を知らない人にも綴りと発音が理解でき、より広い層が目録

を利用できることにある。なお、「所蔵登録・流用登録が中心」と回答した機関の場合、その多くは

参加書誌ユーティリティとしてNACSIS-CAT を挙げているので、NACSIS-CAT 採用の原綴・翻字

併用方式が多いと予想される。 
「所蔵登録・流用登録が中心」との回答は、回答総数（延べ 97 機関）の四分の一強を占めた（26

機関）。この結果から、アラビア文字資料整理における書誌ユーティリティ（共同分担目録システム）

の有効性は裏付けられたといえよう。書誌ユーティリティへの参加の有無について回答は以下の通

りで、所蔵機関の八割強が書誌ユーティリティに参加していることがわかる。 

 

NACSIS-CAT 81
OCLC 4
RLIN 1

はい 

その他 1
いいえ ※ 14

                    ※複数回答機関有 
※「アラビア文字資料以外では登録実績有」との回答（1 機関）含む。 

 
〈参考〉NACSIS-CAT 遡及事業 

 NACSIS-CAT では、2004 年よりコアとなるデータの蓄積を目的とした遡及入力事業を開始した。遡及入

力事業第一期（2004-06 年）には多言語・人文社会科学系図書の書誌が主として採択され、アラビア文字図

書については延べ 17 機関 24 件が採択された。 

 これらの事業および登録作業の進展に伴い、NACSIS-CATにおけるアラビア文字図書の書誌登録数は

2007 年 3 月には約 7 万件に達した。また、NACSIS-CATからの書誌データ流用数と新規登録数の比率は、

2004 年度には 1:3 であったのが、2005 年度には 1:1.4、2006 年度にはほぼ 1:1 と両者の数が近づき、
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書誌データ蓄積の効果が現われつつある 1。登録時の書誌ユーティリティ活用増加の背景には、このようなアラ

ビア文字書誌登録環境の整備の進行があったといえよう。 

なお、本アンケートの、平成 17 年度・18 年度の年間登録数についての質問には 80 機関から回答があった。

新着・遡及の内訳を明記していない回答もあったので、下記集計結果はあくまで参考数値となるが、遡及登録

数の変化は平成 18 年度の上記遡及事業による入力数の減少に関連するものと思われる。 

 

 計 新着 遡及 
平成 17 年度 27,485 3,549 18,693
平成 18 年度 8,562 2,949 3,329

総計  36,047 6,498 22,022

※新着・遡及の内訳の回答なしの機関あり 
 

C．整理入力作業について 

アラビア文字資料の整理入力業務担当者に関する質問に対して、回答は以下の通りとなった。 

 

担当司書が整理 57
非常勤司書補が整理 9
学内研究室（大学院生など）入力 4

自館にて整理入力 

その他 20
NII 遡及入力事業にて入力 11
業者委託 23
流用・参照  11

流用および外注（業

者委託） 
その他  2

 
 流用あるいは外注（業者委託）と答えた機関が 47 機関（34.3％）を占め（うちNII 遡及入力事業

及び業者委託は 34 機関で 24.0%）、1997 年「イスラーム現地語資料」調査で外注と回答した機関数

が 6（5.8％）であったのに比して、自館外での整理入力の増加が見て取れる。 
 なお、流用の書誌ユーティリティの内訳は NACSIS-CAT が 9 機関、RLIN、OCLC が各 1 機関

であった。 
 「自館にて整理入力」かつ「その他」を選択した機関では、11 機関がアラビア文字言語の知識を

持つ教員、研究員、大学院生が翻字を行っていると回答し、また担当ではないが言語の知識を持つ

司書が整理しているとの回答（1 機関）もあった。 
「担当司書が整理」との回答が過半数を占めるが、1997 年「イスラーム現地語資料」調査では、

担当として「図書館スタッフ」と回答した機関でも、「資料整理の流れの全体を担当するのは図書館

スタッフ」だが、「翻字は研究室、教員、専門の学生のアルバイトなどにお願いしている」という回

答が多かった。今回についても実際の翻字作業・整理業務に関して同様の状況にある可能性を考慮

すべきと考える。 

                                                  
1 「NACSIS-CAT におけるアラビア文字資料登録状況」国立情報学研究所（2007 年 3 月 12 日 アラビア文

字図書DB 連絡会準備会議（於 財団法人東洋文庫）における報告）。 
参照URL: http://www.tbias.jp/php/association_detail.php?year=2006S#0312 
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D．目録規則・マニュアルについて 

 整理業務において採用している目録規則についての回答は以下の通りである。 

 

『英米目録規則』第二版 75 
国立情報学研究所『目録情報の基準』『コーディングマニュアル』 74 
『日本目録規則』 37 
自館作成の翻字規則 20 
その他  4 

※複数回答機関有 
 

 目録規則・マニュアルは、『英米目録規則』第二版および国立情報学研究所『コーディングマニュ

アル』を所蔵館の約 8 割が併用している。「自館作成のマニュアル」は上記二点との併用が多い。「そ

の他」では、国立情報学研究所『ニュースレター』を使用しているとの回答のほか、「特に規則に則

るほどの記述はしていない」との回答も一件あった。 
 翻字を採用している機関には、使用している翻字規則についても質問した。 
 

ALA-LC Romanization tables 50
その他の既存の翻字規則 4
自館作成の翻字規則 0
不明 10
その他 5

 

 NACSIS-CAT 採用規則である ALA-LC Romanization tables（米国議会図書館採用翻字規則）を採

用している機関が全体の 7 割を占める。他にはHans Wehr, A Dictionary of modern written Arabic
（アラビア語辞書）の翻字規則を採用している機関、及び少数ながら「本体記載どおり」として出

版者の付した翻字をそのまま採用している機関があった（なお、『日本目録規則』1987 年版付録に

掲載の翻字規則との回答もあったが、これは片かな表記法を回答したものと思われる）。 

また「業者や大学院生に全面委託しているため、翻字規則不明」と回答している機関もあった。

ALA-LC Romanization tables は、図書館業務に携わる者にとっては一般的な規則であるが、アラ

ビア文字言語についていえば、論文など図書館業務以外の用途で用いる者にとって一般的な翻字方

法とは言えないので、業者ないしは担当司書から具体的な指示が無かった場合は ALA-LC 
Romanization tables が採用されていない可能性が高いといえるだろう。 

 一方、整理入力作業について「NII 遡及事業」あるいは「業者委託」と回答した機関には、委託

時にどのような仕様書を利用しているかを質問した。 

 

（１）（２）で回答した規則 25
独自の仕様書を作成している はい 5 
 いいえ 1 

  

（１）（２）とは、上述の目録規則及び翻字規則についての回答を指す。業者など館外に整理・入力

作業を委託する場合の仕様書について、自館にて使用の目録規則のみ用いるという回答は全体の 8
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割強（25 機関）を占めた。独自の仕様書を作成していると回答した機関（5 機関）は、いずれもア

ラビア文字資料（あるいは言語）用の仕様書を特に作成していると回答している。 

 

整理上の問題点：マニュアル、情報提供ツールの必要 

本項ではまた整理上の問題点について自由回答を求めた。アラビア文字資料整理に必要な情報の

不備、人材不足のほか、システム上の問題など多様な問題点が指摘された。 
 

1．スタッフの不在 
整理上の問題点について最も多くの機関（12 機関）が挙げたのは、アラビア文字による言語を理

解できるスタッフの不在である。専門スタッフを配置していない機関では、翻字は当該言語を理解

する教員の協力を得て行っているとの回答もあった。 

また、（仮に人材は見つけられても）専門スタッフとして雇用できないと回答した機関もあり、人

材自体の少なさに加え、雇用上の問題があることがうかがえる。 
 

2．情報の不足：翻字マニュアル、書誌情報の見方など 
国立情報学研究所の書誌ユーティリティ NACSIS-CAT ではアラビア文字資料を登録する際に、

原綴に加えてその他のヨミとして翻字形を入力することになっているが、翻字が困難なために

NACSIS-CAT に入力していないとの回答があった。翻字の困難の指摘は、スタッフの不在に次いで

多い。 
翻字方式の統一の必要性は 1997 年「イスラーム地域現地語資料」調査の段階ですでに指摘され

ており、それを受けて NACSIS-CAT ではアラビア文字資料コーディングマニュアルを発表した。

ただし、現行のコーディングマニュアルでは「アラビア文字資料の書誌レコードにおいては、

ALA-LC 翻字形をその他のヨミとして記録する」とのみ述べられ、原則明示にとどまっている。

ALA-LC Romanization tables そのものを知らない場合、アクセス方法が判りにくく改善の余地が

あるといえる。 
アラビア文字資料の整理に図書館外の人員（教員、大学院生など）の協力を得ている機関は多く、

書誌整理よりは言語の知識に通じた作業者が関わる可能性は低くない。この状況を考慮すれば、マ

ニュアルには翻字方法そのものが掲載されているべきである。それが難しい場合、翻字規則へのア

クセスや理解に便宜を図るべく、補則ないし参考を付すべきではないかと考える。 
また、「言語、出版国や記述法についての特徴（出版情報の記載方法、決まり文句）などがわかる

とよい」といった回答など、アラビア文字資料の書誌情報の見方についての情報を求める意見が見

られた。具体的な内容では「マニュアル、ペルシア語入力のルールなどあれば非常に助かる」「宗教

書などの装丁や表示方法がわかり、そこから、どのように目録をとるとよいかがわかるとよい」「リ

プリント版と思われる図書で、カバーとタイトルページの出版者等の情報が異なるものがある。出

版年も不明なものが多く判別が難しい」「シリーズの取り扱いが難しい」といった回答があり、整理

作業者の経験則の蓄積と整理・公開が求められていることがわかる。 
これらについては部分的ながら対応を進めているので、「おわりに」および付録を参照されたい。 
 

3．書誌ユーティリティ（NACSIS-CAT）に関する問題 
アラビア文字資料整理業務における書誌ユーティリティの有効性は、B.整理状況と目録について

の項でも確認されたが、その一方で使い勝手についての問題点も複数指摘された。 
回答機関の多数が参加・利用している NACSIS-CAT に関して、入力規則への対応ができないと

の回答が複数寄せられたが、その理由は二つに大別できる。ひとつは入力規則にローカルの図書館
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システムが対応しきれないため参加できないというもので、アラビア文字がローカルでは入力でき

ないという回答のほか、「NII において多言語対応していない時代に翻字形で入力した書誌が、NII
の多言語対応により原綴に変換されているが、レコード調整等の場合対応不可能となっている」と

の回答もあった。 
また、もうひとつは「アラビア文字資料コーディングマニュアル」では対応しきれない問題があ

るので、ルールを精査して不足を補う必要があるとの指摘である。具体的には、前述の翻字規則の

不備などが挙げられた。 
 

4．技術的な問題 

 「アラビア文字とその他の文字（記号、英文字など）を混在させて入力すると表示が乱れる」と

の回答があった。右から左に流れるアラビア文字と、それ以外の左から右に流れる文字が一行に混

在する場合、スペースの前後などに文字列の反転が生じたりする。この問題は残念ながら、現時点

（2009 年 3 月）では解決されていない。 

アラビア文字を入力するとカーソルが逆走するとの指摘もあったが、これは文字表記方向が「左

から右」である状態で、右から左に流れるアラビア文字を入力するため起こる現象である。 

 ウェッブサイトで「右から左」への入力を可能にすることは出来るので、一項目中に「左から右」

に流れる文字と「右から左」に流れる文字とが混在するのでなければ、対応の余地はある。 

 

<参考> 文字表記の方向転換：CSS（スタイルシート）を使っている場合は、「direction: rtl」という記述を行え

ば「右から左」への文字表記が可能になる（デフォルト設定は「direction:ltr」＝「左から右」となっている）。 

 

 また、フォントの不足は原綴（アラビア文字）・翻字それぞれについて指摘されている。Unicode
では現時点ではALA-LC による翻字で必要とされる文字が完全にはカバーされていない。 

 

<参考>フォントの問題 

Middle East Times フォントなどで対応できる文字もあるが、Middle East Times や Times New Beirut

は正規のフォントではなく、汎用性が低い上にウェッブサイト上で表示できない等問題がある。データベース

化には不適といえよう。アラビア語の翻字で使用する文字であれば、最新版の Times New Roman がすべて

の文字について対応可能である。 

 

それ以外では、文字入力の不便についての指摘があった。原綴・翻字とも、拡張機能を用いて入

力するもの（キーボードで直接入力するのではなく、「挿入」の「記号と特殊文字」から入力する文

字）が多いため「画面上に使いやすい文字入力パレットのようなものがあるとよい（翻字、原綴各々）」

との要望はもっともと思われる。 

 

<参考> 拡張文字の入力 

機関によってはHTMLを利用して独自の文字パレットを作成しているところもあるが、使用する特殊文字が

あまり多くない場合は、Microsoftが提供するThe Microsoft Keyboard Layout Creatorで対応することも

可能である（http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx）。これは、キーのレイアウトを行

うもので①日本語フォントで使えない②既存のファンクションキーがこの機能によって設定されたキーより優

先される等、若干の問題はあるが、ショートカットキーの設定が効かないExcelやテキストファイルで拡張文字

を直接入力するのに有効である。 

http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx


10 

5．その他 

「データは翻字形のみなので、ISBN や資料 ID でないと OPAC で検索しにくい。カード目録は

書名と分類の２種類あるが、近年は分類カードのみしか作成していない。翻字形では図書が必要な

利用者は、実質検索が困難と思われる」との回答も寄せられた。 

 また、標目調整について「スペース、カンマ、ハイフンが記号というより名前の要素なので、コ

ンピュータのインデクシングにおいて混同がおきる。結果、ソートをかけた際に同姓が一箇所に集

まらず、索引検索が困難」「名前にバリエーションが少なく、似通った人名が多い。また父祖の名前

から姓がとられている場合、形からは姓名の見分けがつかない」という指摘があった。この標目の

問題は、イスラーム地域に多いアラビア語の人名に特有の問題といえる。 

 

E．所蔵資料・所蔵資料情報の利用者への公開・提供状況について 

 所蔵アラビア文字資料の一般（部外者）への公開状況について回答は以下の通りとなった。 

 

公開 74
条件付きで公開  18
非公開 6

 

「非公開」との回答が 6 機関から寄せられているが、これらはいずれも研究室所蔵ないしは個人蔵

書のコレクションで、それ以外の資料は全て（条件付を含め）公開されている。 

 公開（条件付公開を含む）機関のサービス内容は下記の通りである。 

 
閲覧 88
複写 83
貸出 44
レファレンス 40
相互利用 64
その他  13

※複数回答機関有 
閲覧と複写のみという機関が全体の 8 割を占めるが、貸出・レファレンスも 1997 年「イスラーム

現地語資料」調査時（貸出 27、レファレンス 27）より提供機関数が格段に向上している。なお、

相互利用を行っていると回答した 64 機関中の 63 機関は NACSIS-CAT に参加していると回答して

いる。 
利用者への所蔵資料情報の公開方法は以下の通りとなった。 
 

原綴での検索・可 37 
はい 

原綴での検索・不可 47 OPAC で公開している 
いいえ 4 

原綴での検索・可 4 
はい 

原綴での検索・不可 4 個別DB で公開している 
いいえ 26 

その他  8 
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所蔵資料情報の公開方法は、OPAC と回答した 84 機関中、47 機関では原綴（アラビア文字）で

の検索不可との回答で、翻字検索中心の状況がうかがえる。一方、個別 DB にての公開は全てが原

綴可となっており、原綴での検索を目的として別個にDB を構築したと考えられる。「その他」を選

択した機関からは、目録（カードないし冊子体）による公開や、新収資料のみ図書館ホームページ

やニュースレターにてお知らせしているとの回答があった。 

 

F．整理支援（補助ツール、講習会など）の必要性について 

 整理支援の必要性について、「イスラーム地域研究・東洋文庫拠点で、ガイドとしてアラビア文字

資料整理のためのマニュアルなど補助ツールを作成したり、講習会を開催したりする場合、利用・

参加したいと思いますか」との質問に対して回答は以下の通りとなった。 

 

利用したい 74
必要ない 18補助ツール 
その他  10
利用したい  50
必要ない  30講習会 
その他  24

 

補助ツールに関しては、7 割強が利用を希望している。「必要なし」と回答した機関は、資料自体

が少ない・ツール利用者が居ないといった、資料・スタッフの少なさを理由として挙げた。「その他」

では、「現在未整理資料が無いので必要に応じて利用したい」との回答が 8 機関あったが「ツールを

使用するだけの余力が無い」との回答も 2 機関あった。講習会は 5 割が利用を希望しているが、「必

要が生じたら」との留保を付した機関が多く、現時点での希望はそれほど高くないものと思われる。 

補助ツール及び講習会の利用・参加しやすい形態については以下の通りの結果となった。 
 

冊子体で配布 31
サイト上公開 77補助ツール  
その他 2
１～数日程度で実施 37
e-ラーニング 42
要望に応じて企画 18

講習会  

その他 9
 

回答の付記として、各機関の現状についてより具体的な情報が寄せられた。 

整理支援の必要性を認めている機関は多数を占めているものの、財政及び雇用制度上の問題（担

当者が非常勤）から、実際問題として整理･入力担当者の出張が難しいとの回答もあった。 

また、アラビア文字資料の所蔵館は増加しているが、所蔵数全体からみてアラビア文字資料の比

率はいまだ低く、他に優先して対応すべき問題とはいえないというのも実情かと思われる。 
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現在、必要を感じている情報 

 アンケートの最後に、現在必要を感じている情報について自由回答を求めた。 

 

1．アラビア文字資料ポータルサイトの要望 

 アラビア文字資料全般について、著者名典拠や各国の出版・印刷状況や各国独自の事情など、目

録作成の手助けになる情報集積やツールの作成への要望が複数機関から寄せられた。 

必要な情報の具体的な内容には①文字と文法、翻字方法②辞書・参考書、補助ツールの紹介③ネ

ット検索可能な書店・所蔵目録情報、④主要出版者・書店に関する情報⑤当該言語やその言語を用

いる国の紹介など、言語及び出版地そのものの情報や、書誌について①書誌情報読み取りマニュア

ル②書誌用語グローサリー③人名、地名など固有名詞の翻字方法④注釈付図書の書誌作成法などが

挙げられた。 

アラビア文字資料に関する基礎的な情報を求める声が高いが、一方で「他の機関で一括整理され

たアラビア文字資料のデータを何らかの形で提供してほしい」との要望も寄せられている。 

 

2．その他 

 アラビア文字資料整理担当職員の養成について、他館での養成状況を参考にしたいとの意見があ

った。また、貸出等相互協力可能な他施設・ネットワーク等に関する情報がほしいとの要望があっ

た。 
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おわりに 

 

今回調査は、NACSIS-CAT へのアラビア文字資料書誌登録が可能になり、アラビア文字資料書誌

情報のオンラインデータベース化が全国的に進行した後にはじめて実施されたものであるが、その

利点と今後の課題が明確に表れたと考える。 

 

アラビア文字資料は所蔵機関・所蔵資料数ともこの 10 年間に大きな増加を見せた。アラビア文字

資料を用いた研究の活発化がその背景にあり、これは収書理由に依然として機関所属の研究員ない

しは教員による収集が大きなパーセンテージを占めていることからも裏付けられる。 

また、重要なのは、整理され利用可能な状態にある資料数が増加している事実である。本調査で

は未整理資料の割合が低下していることが確認できた。整理資料の割合増加が、個々の機関の日々

の整理業務の成果であることは言うまでもないが、所蔵・流用登録が増加している事実からは、

NACSIS-CAT などの書誌ユーティリティによる所蔵・流用登録が可能になり作業自体の省力化が実

現したこともその要因の一つであると考えられる。 

 

しかし、（所蔵・流用登録の元となる）オリジナルの書誌を作成し、入力・登録する整理環境その

ものに目を向けると、万全とはいえないこともまた明らかになった。 

アラビア文字資料を理解し、整理できる担当者・作業者の数は依然として少数にとどまっている。

アラビア文字資料は、所蔵館数は増加しているものの、少数の機関が国内資料の過半数を所蔵して

いる状況にあり、またどの機関においても蔵書全体から見ればアラビア文字資料所蔵数は少数であ

る。これに特化した人員を個々の機関が雇用することは困難といえよう。 

 

この状況への対応として、翻字や書誌作成を教員や学生が担当しているケースは前回調査の時点

でも報告されていたが、今回の調査では、整理業務を外部の業者に発注している機関が多数にのぼ

ることが確認された。機関外部への発注という整理業務形態はすでに確立・浸透しているといって

良い。その結果、機関の担当司書が整理業務の実態を把握できない状況が現出したことは、ある意

味で当然の成り行きであり、その一端は今回調査の回答に反映されている。 

 

今回の調査では、外部に委託する際の仕様書の有無や内訳は明らかに出来たが、外部業者や教員・

大学院生の実態までは把握できなかった。研修実施の有無など、実際に整理業務に当たる作業者に

対してどの程度のフォローが現場でなされているかは今後の課題とすべきところである。 

現況を思えばこれらの実際に整理業務にあたる作業者の現状把握とフォローこそが、これからの

日本のアラビア文字資料の整理･利用環境を左右するものとなるといえるだろう。委託する際にほと

んどの機関では、目録規則と翻字規則を提示していると回答しているが、仮に委託業者の側で研修

や指導が行われていない場合、規則の提示のみでは不十分である。教員や大学院生によって整理が

行われている場合も同様の懸念があり、書誌の質の維持の点からいえば、これら作業者の資質及び

作業工程の把握、また信頼できる質の仕様書・マニュアルの策定は急務である。 

また、根本から述べるなら、マニュアルや仕様書による対応は応急措置に過ぎず、言語及び書誌

双方に通じた専門家を育成しない限り、書誌の質を維持することは出来ないだろう。所蔵全体から

見ればいまだ少数のアラビア文字資料であるが、今後更なる増加を見せることは明らかであり、あ

る程度まとまった量を所蔵する機関では、職員レベルでの育成をより本格的に考えていくべきとき

がきているのではないだろうか。 
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この調査結果に基づき、当資料室では整理担当者支援ツールの作成を開始した。アラビア文字言

語に馴染みのない担当者、また書誌整理経験の浅いアラビア文字言語の専門家に資するようサイト

上に公開していくものである。当拠点サイトはこれから必要に応じてさらに多様な情報を掲載し、

情報共有の場としていきたいと考えているので、ご関心のある方はアクセスされることを願いたい。

URL は以下の通りである。 

 

◆ 東洋文庫拠点サイトURL: http://www.tbias.jp/ 
 

アラビア文字資料整理環境は、書誌情報の取り方や翻字方法などまだ暗中模索の状況にある部分

が大きい。情報を共有していくことで資料整理を取り巻く環境は改善できるとの考えから、当資料

室では主要所蔵機関及び国立情報学研究所の担当者のご協力を得てアラビア文字図書 DB 連絡会を

開催している。右連絡会は情報や問題点を共有し、協議していくものである。 

これらの事業の進展と継続にはアラビア文字資料に関わる方々の知識や経験が必要である。アラ

ビア文字資料に関する疑問点やお気づきの点などどのようなレベルの問題でも寄せていただくこと

で補助ツールやマニュアルをより充実した内容にすることが出来るので、今後も当拠点の活動にご

助力をいただければ幸いである。 

 

今回調査にご協力いただいたすべての方々に心より御礼を申し上げる。 

 

（文責 柳谷あゆみ）  
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<参考資料> アンケート調査用紙 

日本におけるアラビア文字資料の所蔵及び整理状況の調査 

 
2007 年 11 月 

NIHU プログラム「イスラーム地域研究」東洋文庫拠点 
（東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室） 

 

貴館名 

 
 

住所 

〒 
 

記入者名 

（所属部署） 

 
 

電話 （      ）        － 

FAX （      ）        － 

URL http:// 

e-mail                ＠ 
 
 

アラビア文字資料（アラビア文字を用いた言語による資料）とは、以下の言語による資料を指し

ます（カッコ内はMARC 言語コード）。 
アラビア語（ara） ウイグル語（uig） ウルドゥー語（urd） 
オスマントルコ語（ota） カザフ語（kaz）  カシュミーリー語（kas） 
クルド語（kur）  シンディー語（snd） ダリー語（per） 
パシュトゥー語（pus） バローチ語（bal） マレー語（ジャウィ）（may） 

 ペルシア語（per） キルギス語（kir） アゼルバイジャン語（aze） タタール語（tat） 
＊なお、次の言語の資料にも、時代や地域によってアラビア文字が使われている場合があります。

これらについては恐れ入りますが所蔵館にてご判断ください。 
インドネシア語（ind） ウズベク語（uzb） トルクメン語（tuk） 
パンジャーブ語（pan） 

＊どのような資料をアラビア文字資料に含むか（特に語学教本や辞書など）は各館基準に従って

回答ください。 
 

＊本調査はこのページを含め 6 ページからなります。 
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A．アラビア文字資料の収書状況について 

 

(1) 貴館はアラビア文字資料を所蔵していますか（未整理・非公開分を含む） 

１．所蔵している 
２．所蔵していない  →6 ページ目の設問G.にお進みください。 
３．他部署（学部図書館、研究室など）にて所蔵している  

※可能でしたら本紙をコピーして所蔵部署にも配布いただけると幸いです。 
４．その他（                                   ） 

(2)  (1)の回答が１．あるいは３．の機関のみ、回答ください  

所蔵しているアラビア文字資料の種類と量を教えてください 

 言語 総数 図書 逐次刊行物 写本 マイクロ資料 その他 

アラビア語       

ペルシア語       

オスマントルコ語       

ウルドゥー語       

ダリー語       

（      ）語       

（      ）語       

（      ）語       

（      ）語       

全体の所蔵概数       

※概数で結構です。可能な限りはタイトル数で回答し、単位にTとご記入ください。 

タイトル数が難しい場合、単位は冊、ダンボール○箱（１箱約～冊）などでもかまいません（表中に単位

を明記ください）。また、資料の種類の定義は各館基準に従って回答ください。 
※言語別統計を採取していない場合は、全体の所蔵概数のみお知らせください。 

(3) アラビア文字資料所蔵の理由は何ですか（複数回答可）。 

 １．教員・研究員の要望 ２．学生の要望 ３．図書館の収書方針 ４．寄贈 
 ５．その他 （                                    ）  

 

B．アラビア文字資料の整理状況と目録（目録 DB を含む）について 

 

(1) 所蔵しているアラビア文字資料は整理(目録作成)されていますか 

 １．ほぼ全部整理されている 
 ２．全体の（ ）分の（ ）程度整理されている 
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 ３．全く整理されていない  未整理件数（概数で結構です） ：           
 ４．仮目録・簡略リストはある 
５．その他 （                                 ） 

(2) (1)の回答が１．以外の機関のみ回答ください 

整理されていない理由は何ですか（複数回答可） 

 １．言語を理解できるスタッフがいない 
 ２．現行システムで特殊文字の処理が不可能 
 ３．財政的理由 
 ４．資料が研究室等に別置されているため 
 ５．整理スケジュールの都合上、現時点では整理していない （整理予定：      ） 
 ６．その他（                                  ） 
 

(3)  (1)の回答が１．２．の機関のみ回答ください 

 アラビア文字資料について、目録はどの形態で作成していますか 

一部のみの場合は、収録範囲をご記入ください 

 １．カード目録   全て   一部（          ）  なし 
 ２．冊子体     全て   一部（          ）  なし 
   （タイトル：                        ） 
３．DB 登録    全て   一部（          ）  なし  
    公開OPAC 名： 
        URL： 
４．その他 （                                 ） 

 

(4) アラビア文字資料の書誌情報登録について 

  1. 書誌登録では、どの入力方法を採用していますか 

  １．原綴（アラビア文字）のみで入力 
２．翻字（アルファベット）のみで入力 
３．原綴・翻字併用で入力 
４．所蔵登録・流用登録が中心 

     ５．その他 
  2. 平成17年度・18年度の年間登録数をご記入ください 

（可能であれば、遡及・新着別での概数もご記入ください） 
    平成 17 年度   件 （新着    件・遡及     件） 
    平成 18 年度   件 （新着    件・遡及     件） 

3. 書誌ユーティリティ（共同分担目録システム）へは参加していますか 

  はい 
いいえ 

     →「はい」の場合：参加書誌ユーティリティは何ですか（複数回答可） 
    １．NACSIS-CAT  ２．OCLC  ３．RLIN 
    ４．その他 （                              ） 
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C．整理入力作業について 

 

(1) 整理入力作業はどのように進めていますか 

1. 自館にて整理入力         
i)  担当司書が整理 

ii)  非常勤司書補が整理 
iii)  学内研究室（大学院生など）で入力 
iv)  その他（                               ） 

2. 流用及び外注（業者委託） 
i)   NII 遡及入力事業にて入力 
ii)   業者委託 
iii)  流用・参照（書誌ユーティリティ名：                      ） 
iv)  その他（                                  ） 

 

D．目録規則・マニュアルについて 

 

(1) どの目録規則を採用していますか（当てはまるもの全てに丸をつけてください） 

   １．英米目録規則第二版 
   ２．国立情報学研究所『目録情報の基準』『コーディング・マニュアル』 
   ３．『日本目録規則』 
   ４．自館作成のマニュアル 
   ５．その他（                                ） 
 

(2) 翻字を採用している機関のみ、回答ください 

どの翻字規則を採用していますか 

   １．ALA-LC Romanization tables 
   ２．その他の既存の翻字規則 （採用規則：                  ） 
   ３．自館作成の翻字規則 
   ４．不明 （理由：                             ） 
   ５．その他（                                ） 
 

(3) C. にて２．i) （NII遡及事業）あるいは２．ii) （業者委託）と回答した機関のみ、回答く

ださい。 

 業者に整理を委託する際に、どのような仕様書を利用していますか 

   １．(1) (2) で回答した規則を使用するよう指示している 
   ２．独自の仕様書を作成している 
     はい →３．に進む 

  いいえ 
  ３．仕様書はアラビア文字資料用（あるいは言語別）に特に作成したものですか 

 はい （仕様書名：                          ） 
いいえ 
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４．その他（                                ） 
(4) 整理上、問題を感じている点がありましたら、お書きください。 

例）マニュアルの不備・ルールの不備・入力上の不便（ソフトの問題なども含む）など 

 

E. 所蔵資料・所蔵資料情報の利用者への公開・提供状況について 

 
(1) 所蔵しているアラビア文字資料は、一般に（部外者に）公開されていますか。 

１．公開    
２．条件付で公開（条件：                            ） 
３．非公開 

 
(2) 公開あるいは条件付公開の場合、サービス内容は以下のうちどれですか 

 １．閲覧   ２．複写  ３．貸出  ４．レファレンス  
５．相互貸借  ６．その他（                       ） 

 
(3) 所蔵資料情報を利用者にどのように提供していますか 

 1. OPAC で公開している                
はい → 原綴（アラビア文字）での検索  可 /  不可 
 ＊インターネット上で公開している場合はアドレスをご記入ください 

（URL:                          ） 
いいえ 

   2.  OPAC とは別の個別DB で公開している 
   はい → 原綴（アラビア文字）での検索  可  /  不可 

 ＊インターネット上で公開している場合はアドレスをご記入ください 
（URL:                          ） 

いいえ 
 3.  その他（                                 ） 
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F. 整理支援（補助ツール、講習会など）の必要性について 

 
(1) イスラーム地域研究・東洋文庫拠点で、ガイドとしてアラビア文字資料整理のためのマニュア

ルなど補助ツールを作成したり、講習会を開催したりする場合、利用・参加したいと思いますか。 

補助ツール １．利用したい  ２．必要ない  ３．その他（           ） 
講習会   １．利用したい  ２．必要ない  ３．その他（           ） 

 
(2) どのような形態が利用・参加しやすいと思いますか。 

 補助ツール  １．冊子体で配布 ２．サイト上公開 ３．その他 （        ） 
 講習会  １．1 日～数日程度で実施 ２．e-ラーニング ３．要望に応じて企画 
      ４．その他（                       ） 

 
(3) 現在、必要を感じている情報がありましたら、お書きください 

 

G. アンケート内容の公開について 

 
(1)イスラーム地域研究・東洋文庫拠点で、全国のアラビア文字資料所蔵・整理状況について報告を

まとめる際、このアンケート内容を公開しても良いですか。 

１．公開可 
２．公開不可 
３．一部のみ可 ：公開不可の設問記号（                    ） 

 
 
 

 
以上で設問はすべて終了です。ご協力いただき、どうもありがとうございました。
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アラビア文字資料所蔵機関の所蔵状況と利用案内 

 
凡例 

 
1．本稿は〈アンケート公開可〉と回答いただいた機関の所蔵状況と利用案内を、アンケート

調査の回答に基づきまとめたものである。所蔵資料が一般の利用者に対して非公開の機関もあ

るので、ご注意いただきたい。 
 
2．収録機関の利用にあたっては、記載事項を確認のうえ、利用条件の範囲内で前もって電話

などで了解を得るなど、利用上の注意を守るよう心がけていただきたい。 
 
3．記載内容（特記のない項目について、記入の無かったところは、調べで記入した） 
①機関名称…アンケートの記載事項に従って入力した。 
②住所 
③電話番号 
④FAX 番号 
⑤ホームページ…記入無しもしくはアドレス変更のあった機関は調べで記入した。 
⑥資料数…言語別に分けたあと、種類別に数量をあげた。 
⑦一般への公開 
⑧サービス内容 
⑨OPAC 公開 
⑩原綴（アラビア文字）での公開 
⑪OPAC アドレス…記入無しもしくはアドレス変更のあった機関は調べで記入した。 
⑫OPAC とは別の個別 DB での公開 
⑬原綴（アラビア文字）での公開 
⑭DB アドレス…記入無しもしくはアドレス変更のあった機関は調べで記入した。 
⑮その他 
なお、アンケート内容の一部のみ公開可としている機関、および回答がなかった個所はその項

目を省略してある。 
※*のマークは回答時に単位表記のなかったものである。 
 
4．排列 
国公立大学、私立大学、国立図書館・公共図書館、専門図書館・その他の 4 部に分け、各々50
音順に並べた。 
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（１）国公立大学 
 

(1) 愛知県立大学学術情報センター 

住所：〒480-1198 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間 1522-3 
電話番号：0561-64-1111  FAX 番号：0561-64-1104 
ホームページ：http://www.aichi-pu.ac.jp/library/index.html 
アラビア語：図書 25T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可（アラビア文字で作成されたデータはなし） 
OPAC アドレス：http://opac1.aichi-pu.ac.jp/servlets/library 
 
(2) 岩手大学情報メディアセンター図書館 

住所：〒020-8550 盛岡市上田 3 丁目 18-8 
電話番号：019-621-6083  FAX 番号：019-621-6088 
ホームページ：http://www.lib.iwate-u.ac.jp 
アラビア語：図書 2T  カザフ語：図書 2T  マレー語：図書 3T 
その他：言語：バローチ語  図書 1T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.iwate-u.ac.jp 
 
(3) 愛媛大学図書館 
住所：〒790-8577 松山市文京町３ 
電話番号：089-927-8837  FAX 番号：089-927-8843 
ホームページ：http://www.lib.ehime-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 1T  ペルシア語：図書 1T   インドネシア語：図書 2T 逐刊 1T   
ウイグル語：図書 2T  カザフ語：図書 1T  マレー語：逐刊 1T 
備考：全体の所蔵概数：総数 20T 以下（1988 年以降の DB 登録数+88 年以前の所蔵数。また、

インドネシア語資料は教員研究室所蔵の為、アラビア文字使用の有無は未確認） 
一般への公開：条件付で公開（機関間 ILL サービスでリクエストがあった場合に対応。教員研

究室の資料は教員の使用を優先するため直接来館者の利用申込は制限されることがある） 
サービス内容：複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.ehime-u.ac.jp/opc/ 
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(4) 大阪市立大学学術情報総合センター 
住所：〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3 丁目 3-138 
電話番号：06-6605-3232  FAX 番号：06-6605-3223 
ホームページ：http://www.media.osaka-cu.ac.jp/  
アラビア語：図書 72T 逐刊 3T   ペルシア語：図書 12T    
オスマン語：図書 6T 逐刊 1T  アゼルバイジャン語：図書 2T 逐刊 1T 
ウイグル語：図書 6T  カザフ語：図書 4T  マレー語：図書 31T 逐刊 2T 
その他：言語：カシュミーリー語 図書 1T 
備考：大阪市立大学文学部サブセンターを含める。 
一般への公開：条件付で公開（図書市民利用制度登録者もしくは図書館間利用制度利用者） 
サービス内容：閲覧、複写、貸出（図書館間利用制度利用者については閲覧のみ） 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：https://opac.media.osaka-cu.ac.jp/webopac/topmnu.do 
 
(5) 大阪大学附属図書館本館 
住所：〒560-0043 豊中市待兼山町 1-4 
電話番号：06-6850-5050  FAX 番号：06-6850-5052 
ホームページ：http://www.library.osaka-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 35T 逐刊 1T   ペルシア語：図書 81T 逐刊 1T 
オスマン語：図書 1T  ウルドゥー語：図書 3T 
一般への公開：条件付で公開（図書館所蔵のみ公開。研究室所蔵図書は公開していない） 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.library.osaka-u.ac.jp 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
 
(6) 大阪大学附属図書館箕面分館 
住所：〒562-8558 箕面市粟生間谷東 8 丁目 1-1 
電話番号：072-730-5125  FAX 番号：072-730-5130 
ホームページ：http://minoh.library.osaka-u.ac.jp 
アラビア語：図書 2542 冊 逐刊 3T  ペルシア語：図書 3473 冊 逐刊 15T 
オスマン語：図書 14 冊  ウルドゥー語：図書 8827 冊 逐刊 20T 
ウイグル語：図書 40 冊  その他：言語：パシュトゥー語：図書 54 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.library.osaka-u.ac.jp/opac/basic-query?mode=2 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
DB の原綴（アラビア文字）での検索：可 
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DB アドレス：http://multilan.library.osaka-u.ac.jp/urdu/index.php3 
              http://multilan.library.osaka-u.ac.jp/persian/index.php3 
 
(7) お茶の水女子大学附属図書館 
住所：〒112-8610 文京区大塚 2 丁目 1-1 
電話番号：03-5978-5836  FAX 番号：03-5978-5849 
ホームページ：http://www.lib.ocha.ac.jp 
アラビア語：図書 403T  ペルシア語：図書 2T  オスマン語：図書 34T 
一般への公開：公開  
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借（図書館所蔵分のみ） 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.lib.ocha.ac.jp/opc/ 
 
(8) 岡山大学附属図書館 
住所：〒700-8530 岡山市津島中 3 丁目 1-1 
電話番号：086-251-7331  FAX 番号：086-254-6152 
ホームページ：http://www.okayama-u.ac.jp 
アラビア語：図書 34T 逐刊 2T   ペルシア語：図書 14T   オスマン語：図書 2T   
ウルドゥー語：図書 4T  アゼルバイジャン語：図書 5T  ウイグル語：図書 7T   
マレー語：図書 8T  その他：言語：その他 図書 5T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス： 
http://webcat.lib.okayama-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=simp 
 
(9) 香川大学図書館 
住所：〒760-8525 高松市幸町 1-1 
電話番号：087-832-1247  FAX 番号：087-832-1265 
ホームページ：http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/opac/basic-query 
アラビア語：図書 1T  ペルシア語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出（一部） 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/opac/basic-query 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
DB アドレス：http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/www1/kambara/moku.html 
その他：冊子体目録、神原文庫分類目録（続） 
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(10) 九州大学附属図書館（六本松分館、文系合同図書室を含む） 
住所：〒812-8581 福岡県東区箱崎 6 丁目 10-1 
電話番号：092-642-2337  FAX 番号：092-642-2205 
ホームページ：http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 475T 逐刊 2T   ペルシア語：図書 248T  逐刊 3T   
オスマン語：図書 5T   ウルドゥー語：図書 2T    アゼルバイジャン語：図書 7T   
ウイグル語：図書 8T   カザフ語：図書 7T 逐刊 1T  マレー語：図書 54T 逐刊 3T  
その他：言語：クルド語 図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.kyushu-u.ac.jp/opac/basic-query?mode=2 
 
(11) 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科図書室アジア専攻図書室 
住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
電話番号：075-753-9638   FAX 番号：075-753-9639 
ホームページ：http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/library/calendar.html 
アラビア語：図書 25575T 逐刊 229T   ペルシア語：図書 884T   
オスマン語：図書 380T ウルドゥー語：図書 1701T  ダリー語：図書 2T  
マレー語：図書 11T  その他：言語：クルド語 図書 4T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：京都大学附属図書館と同じ 
 
(12) 京都大学東南アジア研究所図書室 
住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
電話番号：075-753-7306  FAX 番号：075-753-7364 
ホームページ：http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/library/index_ja.htm 
アラビア語：図書 69T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：京都大学附属図書館と同じ 
 
(13) 京都大学附属図書館 
住所：〒606-8501 京都市左京区吉田本町 36-1 
電話番号：075-753-2620  FAX 番号：075-753-2649 
ホームページ：http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp 
アラビア語：図書 16765T 逐刊 12T  ペルシア語：図書 1848T 逐刊 18T   
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オスマン語：図書 163T 写本 1T  ウルドゥー語：図書 1121T   
アゼルバイジャン語：図書 3T  カザフ語：図書 1T   マレー語：図書 8T 逐刊 11T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 その他：資料状態、レファレンス内容

により謝絶する場合もある。部局により上記サービス内容が異なる。 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：https://op.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/ 
 
 (14) 京都大学文学研究科図書館 
住所：〒606-8501 京都市左京区吉田本町 
電話番号：075-753-2711  FAX 番号：075-753-2719 
ホームページ：http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/lib/ 
アラビア語：図書 1776T 逐刊 7T 写本 1T  ペルシア語：図書 2070T 逐刊 22T 
オスマン語：図書 161T 逐刊 2T   ウルドゥー語：図書 12T 逐刊 1T 
アゼルバイジャン語：図書 23T 逐刊 1T  ウイグル語：図書 77T 逐刊 1T 
カザフ語：図書 31T  マレー語：図書 7T 
一般への公開：条件付で公開（所属大学図書館、最寄りの公共図書館を通して事前連絡が必要） 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可(DB 登録されている部分のみ) 
OPAC アドレス：京都大学附属図書館と同じ 
 
(15) 熊本大学附属図書館 
住所：〒860-8555 熊本市黒髪 2 丁目 40-1 
電話番号：096-342-2221   FAX 番号：096-342-2210 
ホームページ：http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/ 
アラビア語：5T  ペルシア語：2T 
一般への公開：非公開（研究室所蔵のため） 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://133.95.145.99/opc 
 
(16) 佐賀大学附属図書館 
住所：〒840-8502 佐賀市本庄町 1 
電話番号：0952-28-8902  FAX 番号：0952-28-8909 
ホームページ：http://www.lib.saga-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 5T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.saga-u.ac.jp/opc/ 
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(17) 上越教育大学附属図書館 
住所：〒943-8512 上越市山屋敷町 1 
電話番号：025-521-3605  FAX 番号：025-521-3609 
ホームページ：http://www.lib.juen.ac.jp 
ペルシア語：図書 2T  
備考：図書 2T は絵本 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.lib.juen.ac.jp/opac/opac.htm 
 
(18) 静岡県立大学附属図書館 
住所：〒422-8002 静岡市駿河区谷田 52-1 
電話番号：054-264-5804   FAX 番号：054-264-5899 
ホームページ：http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~library/ 
アラビア語：図書 24 冊 その他 12 本（カセット）   
ペルシア語：図書 13 冊 マイクロ 12 本 
ウルドゥー語：図書 1 冊 その他 1 本（カセット）  ダリー語：図書 1 冊 写本 1 冊 
ウイグル語：図書 2 冊  ウズベク語：図書 1 冊  マレー語：図書 4 冊 
備考：全体の所蔵概数：マイクロ資料 12 本 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：

http://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp 
 
(19) 千葉大学附属図書館 
住所：〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33  
電話番号：043-290-2248  FAX 番号：043-290-2255 
ホームページ：http://www.ll.chiba-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 9T  ペルシア語：図書 5T   オスマン語：図書 1T 
ウイグル語：図書 1T  カザフ語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.ll.chiba-u.jp/ 
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(20) 筑波大学附属図書館 
住所：〒306-8577 つくば市天王台 1 丁目 1-1 
電話番号：029-853-2355   FAX 番号：029-853-6311 
ホームページ：http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/ 
アラビア語：図書 17T   ペルシア語：図書 2T  オスマン語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/ 
 
(21) 東京外国語大学附属図書館 
住所：〒183-8534 府中市朝日町 3 丁目 11-1 
電話番号：042-330-5194  FAX 番号：042-330-5199 
ホームページ：http://www.tufs.ac.jp/library/ 
アラビア語：図書 5732 冊 写本 1 冊 マイクロ 4T  
ペルシア語：図書 2997 冊 マイクロ 74T 
オスマン語：図書 196 冊 写本 30 冊  ウルドゥー語：図書 6997 冊  
アゼルバイジャン語：図書 1 冊  ウイグル語：図書 1 冊  カザフ語：図書 1 冊 
マレー語：図書 10T 写本 1 冊  その他：言語：その他 図書 78 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 その他：資料状態及び配架場所によっては、閲

覧、複写、貸出、相互貸借を断る場合有。レファレンスについては、所蔵調査を原則とする。

事項調査に対応できない場合有。 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www-lib.tufs.ac.jp/  その他：カード目録、冊子体目録 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開（試験公開中） 
DB アドレス：http://repository.tufs.ac.jp/doc/ 
 
(22) 東京芸術大学附属図書館 
住所：〒110-8714 台東区上野公園 12-8 
電話番号：050-5525-2425  FAX 番号：050-5525-2531 
ホームページ：http://www.lib.geidai.ac.jp/ 
言語不明：図書 10T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
その他：カード目録で提供 
 
(23) 東京大学駒場図書館 
住所：〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 
電話番号：03-5454-6088  FAX 番号：03-5454-6105 
ホームページ： http://lib.c.u-tokyo.ac.jp/ 
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アラビア語：図書 212T 逐刊 1T   ペルシア語：図書 71T 
オスマン語：図書 1T  アゼルバイジャン語：図書 7T  カザフ語：図書 3T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：東京大学総合図書館と同じ 
 
(24) 東京大学総合図書館 
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1 
電話番号：03-5841-2631  FAX 番号：03-5841-2651 
ホームページ：http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sogoto/ 
アラビア語：図書 82T  ペルシア語：図書 27T  オスマン語：図書 1T 
ウルドゥー語：図書 5T  ウイグル語：図書 3T  カザフ語：図書 1T 
マレー語：図書 10T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/basic-query?mode=2 
 
(25) 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部図書室 
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1 
電話番号：03-5841-3719  FAX 番号：03-5841-3685 
ホームページ：http://www.l.u-tokyo.ac.jp/lib/index.html 
アラビア語：図書 5662 冊 逐刊-（未調査） ペルシア語：図書 1426 冊 逐刊-（未調査） 
オスマン語：図書 167 冊 逐刊-（未調査） ウルドゥー語：図書 23 冊 逐刊-（未調査） 
アゼルバイジャン語：図書 19 冊 逐刊-（未調査） 
ウイグル語：図書 44 冊 逐刊-（未調査）  カザフ語：図書 66 冊 逐刊-（未調査） 
その他：言語 ：その他 総数 23T（キルギス語 14T） 
備考：その他言語内訳：キルギス語(14)、その他(9)。写本及びマイクロは図書に含む 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：東京大学総合図書館と同じ 
 
(26) 東京大学東洋文化研究所図書室 
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1 
電話番号：03-5841-5846  FAX 番号：03-5841-5898 
ホームページ：http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~library/ 
アラビア語：図書 5182 冊 逐刊 29T 写本 487 点 マイクロ 1T 
ペルシア語：図書 2475 冊 逐刊 8T マイクロ 1T  オスマン語：図書 40 冊 逐刊 5T 
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ウルドゥー語：図書 69 冊 マイクロ 1T  ウイグル語：図書 14 冊 
マレー語：図書 30 冊 逐刊 2T  
その他：言語：パシュトゥー語 図書 4T その他  図書 3T その他 逐刊 ダンボール 2 箱 
備考：その他言語内訳：パシュトゥー語 4T、その他 3T  
全体の所蔵概数：逐次刊行物(44+）、写本 487 点 
一般への公開：公開（ただし現在は閉室しているため現物は利用不可） 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：東京大学総合図書館と同じ 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
 
(27) 東北大学附属図書館 
住所：〒980-8576 仙台市青葉台川内 27-1 
電話番号：022-795-5923   FAX 番号：022-795-5949 
ホームページ：http://www.library.tohoku.ac.jp/ 
アラビア語：図書 602 冊 逐刊 61 冊  ペルシア語：図書 569 冊  逐刊 128 冊 
オスマン語：図書 1 冊 ウルドゥー語：図書 2 冊 アゼルバイジャン語：図書 5 冊 逐刊 4 冊 
インドネシア語：図書 33 冊 逐刊 25 冊  ウイグル語：図書 15 冊 
ウズベク語：図書 5 冊  カザフ語：図書 2 冊  タタール語：図書 1 冊 
トルクメン語：図書 1 冊  マレー語：図書 3 冊 逐刊 6 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query 
 
(28) 長崎大学附属図書館 
住所：〒852-8521 長崎市文教町 1-14 
電話番号：095-819-2194  FAX 番号：095-819-2196 
ホームページ：http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 3T  ウイグル語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ 
 
(29) 一橋大学附属図書館 
住所：〒186-8602 国立市中 2 丁目 1 
電話番号：042-580-8226  FAX 番号：042-580-8232 
ホームページ：http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/index_Ja.html 
ペルシア語：図書 325 冊 
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一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://hermes.lib.hit-u.ac.jp/ 
 
(30) 弘前大学附属図書館 
住所：〒036-8560 弘前市文京町１ 
電話番号：0172-39-3162（代表） 
ホームページ：http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp 
アラビア語：図書 3T 逐刊 1T   ペルシア語：図書 9T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/opac/ 
 
(31) 北海道大学附属図書館 
住所：〒060-0808 北海道札幌市北区北八条西 5 丁目 
電話番号：011-706-3627  FAX 番号：011-706-4099 
ホームページ：http://www.lib.hokudai.ac.jp 
アラビア語：図書 465T 逐刊 4T  ペルシア語：図書 303T  逐刊 5T 
オスマン語：図書 18T  ウルドゥー語：図書 6T  アゼルバイジャン語：図書 72T 
ウイグル語：図書 14T  カザフ語：図書 173T 逐刊 12T  タタール語：図書 63T 
マレー語：図書 8T 逐刊 1T 
備考：ダリー語はペルシア語に含む。 
一般への公開：公開  
サービス内容：閲覧、複写 その他：所蔵場所により利用条件が異なる。 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.hokudai.ac.jp/opac/basic-query?mode=2 
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（２）私立大学 
 

(32) 麻布大学附属学術情報センター 
住所：〒229-8501 相模原市淵野辺 1-17-71 
電話番号：042-754-7111  FAX 番号：042-776-3059 
ホームページ：http://turf.azabu-u.ac.jp 
ペルシア語：逐刊 2T 
一般への公開：条件付で公開（要紹介状） 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://turf.azabu-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
 
(33) 亜細亜大学図書館 
住所：180-8629 武蔵野市境 5-24-10 
電話番号：0422-36-3462  FAX 番号：0422-36-1081 
ホームページ：http://www.asia-u.ac.jp/lib/ 
全体の所蔵数：1000 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：

http://aslbrsv.asia-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=simp&nqid=1 
 
(34) 追手門学院大学附属図書館 
住所：〒567-8502 茨木市西安威 2 丁目 1-15 
電話番号：072-641-9639  FAX 番号：072-643-9786 
ホームページ： http://www.oullib.otemon.ac.jp/ 
アラビア語：図書 92T   ペルシア語：図書 69T   オスマン語：図書 5T   
ウルドゥー語：図書 7T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.oullib.otemon.ac.jp/opac/expart-query?mode=2 
 
(35) 大谷大学図書館 
住所：〒603-8143 京都市北区小山上総町 
電話番号：075-411-8041FAX 番号：075-411-8138 
ホームページ：http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/library/index.html 
アラビア語：図書 14T   ペルシア語：図書 7T   ウルドゥー語：図書 1T 



33 

ウイグル語：図書 4T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/library/index.html 
 
(36) 鹿児島国際大学附属図書館 
住所：〒891-0191 鹿児島市下福元町 8850 
電話番号：099-263-0732   FAX 番号：099-261-1198 
ホームページ：http://www.iuk.ac.jp/iuklibrary 
アラビア語：図書 12T その他 1* ペルシア語：図書 5T その他 2* ウルドゥー語：図書 1T
インドネシア語：図書 1T その他 1T ウイグル語：図書 1T  マレー語：図書 1T   
一般への公開：条件付で公開（利用手続き者に対してのみ公開） 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://lbweb.iuk.ac.jp/opc/ 
 
(37) 関西学院大学図書館 
住所：〒662-8501 西宮市上ヶ原一番町 1-155 
電話番号：0798-54-6122 
ホームページ：http://library.kwansei.ac.jp 
アラビア語：図書 242T マイクロ 19T  ペルシア語：図書 123T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.kwansei.ac.jp 
 
(38) 神田外語大学付属図書館 
住所：〒261-0014 千葉市美浜区若葉 1 丁目 4-1 
電話番号：043-273-1192  FAX 番号：043-275-2783 
ホームページ：http://www.kuis.ac.jp/toshokan/ 
アラビア語：図書 11T  ペルシア語：図書 1T  
一般への公開：条件付で公開（図書館からの招待状（所属機関、公共図書館等）） 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.kuis.ac.jp/toshokan 
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(39) 慶應義塾大学メディアセンター 
住所：〒108-8345 港区三田 2 丁目 15-45  
電話番号：03-5427-1649  FAX 番号：03-5427-1650 
ホームページ：http://www.lib.keio.ac.jp/ 
アラビア語：図書 6685T（9719 冊） 逐刊 26T（271 冊） マイクロ 7T（11 リール） 
ペルシア語：図書 641T（854 冊） 逐刊 1T（14 冊） 
オスマン語：図書 24T（46 冊） マイクロ 2T（26 リール） 
アゼルバイジャン語：図書 2T（2 冊） 逐刊 1T（2 冊） マイクロ 2T（6 リール） 
タタール語：マイクロ 9T（54 リール） 
マレー語：図書 2T（2 冊） 逐刊 1T（31 冊） マイクロ 5T（34 リール） 
その他：言語：キルギス語 図書 5T（10 冊） 
備考：T、冊数併記。 
一般への公開：公開（井筒文庫は非公開） 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 その他：資料群により制限有 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可（翻字のみ） 
OPAC アドレス：http://catalog.lib.keio.ac.jp/ 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
DB アドレス：http://catalog.lib.keio.ac.jp/ckabooks/  
※目録カードイメージ（アラビア語）＋インデックス（翻字） 
 
(40) 国際仏教学大学院大学附属図書館 
住所：〒105-0001 港区虎ノ門 5 丁目 3-23 
電話番号：03-3434-6957  FAX 番号：03-3578-1205 
ホームページ：http://www.icabs.ac.jp/lib/ 
アラビア語：図書 40 冊  ペルシア語：図書 42 冊  ウルドゥー語：図書 8 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出（学内者のみ）、レファレンス 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.icabs.ac.jp/lib 
 
(41) 四天王寺国際仏教大学図書館 
住所：〒583-8501 羽曳野市学園前 3 丁目 2-1 
電話番号：072-956-9958  FAX 番号：072-956-9832 
ホームページ：http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/toshokan 
アラビア語：図書 1000 冊   ペルシア語：図書数十冊 
一般への公開：条件付で公開（他大学や研究機関の研究者や学生を対象） 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.shitennoji.ac.jp/cgi-bin/limedio/limewwwopac/ 
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(42) 上智大学アジア文化研究所図書室 
住所：〒102-8554 千代田区紀尾井町 7-1 
電話番号：03-3238-3697  FAX 番号：03-3238-3690 
ホームページ：http://www.info.sophia.ac.jp/ 
アラビア語：図書 1670T  ペルシア語：図書 301T   オスマン語：図書 13T 
マレー語：図書 2T 
備考：ジャウィはマレー語として記載 
一般への公開：条件付で公開（他大学図書館等から依頼のあった場合） 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://lux.lib.sophia.ac.jp 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
 
(43) 白百合女子大学 
住所：〒182-8525 調布市緑が丘 1-25 
電話番号：03-3326-5143  FAX 番号：03-3326-5146 
ホームページ：http://sclib1.shirayuri.ac.jp 
アラビア語：図書 3T  ペルシア語：図書 2T   マレー語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://sclib11.shirayuri.ac.jp/opac/expart-query?mode=2 
 
(44) 聖心女子大学 
住所：〒150-8938 渋谷区広尾 4-3-1 
電話番号：03-3407-5297   FAX 番号：03-3498-5226 
ホームページ：http://lib.u-sacred-heart.ac.jp/library/index.htm 
アラビア語：図書 3T  ペルシア語：図書 5T  
一般への公開：公開  
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://lib.u-sacred-heart.ac.jp/mylimedio/top.do 
 
(45) 聖トマス大学図書館 
住所：〒661-8530 尼崎市若王寺 2 丁目 18-1 
電話番号：06-6491-7237  FAX 番号：06-6491-9720 
ホームページ：http://www.st.thomas.ac.jp 
アラビア語：図書 700T 
一般への公開：条件付で公開（ILL による申込みが必要） 
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サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://lib.st.thomas.ac.jp 
 
(46) 西南学院大学図書館 
住所：〒814-8511 福岡市早良区西新 6 丁目 2-92 
電話番号：092-823-3627   FAX 番号：092-823-3480 
ホームページ：http://www.seinan-gu.ac.jp/library 
アラビア語：図書 16T   ペルシア語：図書 1T   ダリー語：図書 1T   
インドネシア語：図書 1T   マレー語：図書 1T   
一般への公開：条件付で公開（卒業生、本学主催の公開講座受講生、ILL） 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス： http://www.seinan-gu.ac.jp/library/opac_guide.html 
 
(47) 摂南大学図書館 
住所：〒572-8508 寝屋川市池田中町 17-8 
電話番号：072-839-9111   FAX 番号：072-838-3833 
ホームページ：http://www.setsunan.ac.jp/j/shisetsu/tosho/index.html 
アラビア語：図書 2T その他 8*  ペルシア語：その他 2*  ウルドゥー語：その他 1* 
マレー語：図書 10T  その他：言語：パシュトゥー語 その他 1* 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.setsunan.ac.jp/webopac/topmnu.do 
 
(48) 大東文化大学 60 周年記念図書館 
住所：〒175-8571 板橋区高島平 1 丁目 9-1  
電話番号：03-5399-7331 
ホームページ：http://www.daito.ac.jp/tosyo 
アラビア語：図書 492T 逐刊 3T   ペルシア語：図書 672T 逐刊 3T   
ウルドゥー語：図書 1025T 逐刊 4T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.daito.ac.jp/tosyo/navi/OPACmenu.html 
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(49) 拓殖大学図書館 
住所：〒193-0985 八王子市館町 815-1 
電話番号：042-665-1483   FAX 番号：042-665-1433 
ホームページ：http://www.lib.takushoku-u.ac.jp/index.htm 
アラビア語：図書 2851 冊 逐刊 15T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.lib.takushoku-u.ac.jp/mylimedio/top.do 
 
(50) 中央大学図書館 
住所：〒192-0393 八王子市東中野 742-1 
電話番号：042-674-2564   FAX 番号：042-674-2547 
ホームページ：http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/library/index_j.html 
アラビア語：図書 1662 冊  ペルシア語：図書 123 冊  オスマン語：図書 3 冊 
一般への公開：条件付で公開（相互協力の範囲、問い合わせ窓口：レファレンスルーム） 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：非公開  
その他：カード目録：書名・著者名・分類（総記、古典一般、芸術、哲学、自然科学、法学、

歴史、伝記・伝記集、地理・地誌・旅行記、社会科学、宗教、文学・言語学） 
 
(51) 天理大学附属天理図書館 
住所：〒632-8577 天理市杣之内町 1050 
電話番号：0743-63-9200  FAX 番号：0743-63-7728 
ホームページ：http://www.tcl.gr.jp 
全体の所蔵概数：不明 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.tcl.gr.jp 
その他：翻字によるカード、冊子目録 
 
(52) 東海大学附属図書館 
住所：〒259-1292 平塚市北金目 1117 
電話番号：0463-58-1211  FAX 番号：0463-50-2059 
ホームページ：http://www.time.u-tokai.ac.jp/ 
アラビア語：図書 2053T 逐刊 2T  ペルシア語：図書 711T 逐刊 2T 
オスマン語：図書 493T 逐刊 2T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
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原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.time.u-tokai.ac.jp/imaim-jp_utf-8.html 
 
(53) 東洋大学附属図書館 
住所：〒112-8606 文京区白山 5 丁目 28-20 
電話番号：03-3945-7325 
ホームページ：http://www.toyo.ac.jp/libra/ 
アラビア語：図書 10T 逐刊 2T 
一般への公開：条件付で公開（紹介状が必要） 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://triton.lib.toyo.ac.jp 
 
(54) 南山大学図書館 
住所：〒466-8673 名古屋市昭和区山里町 18 
電話番号：052-832-3163  FAX 番号：052-832-3462  
ホームページ：http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/ 
アラビア語：図書 24T  ペルシア語：図書 2T  ウルドゥー語：図書 3T 
カザフ語：図書 1T  マレー語：図書 24T   その他：言語：パシュトゥー語 図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/ 
 
(55) 梅花女子大学図書館 
住所：〒567-8578 茨木市宿久庄 2 丁目 19-5 
電話番号：072-643-8418   FAX 番号：072-643-1952 
ホームページ：http://www.baika.ac.jp/~lib/ 
アラビア語：図書 23T   ペルシア語：図書 3T  ウルドゥー語：図書 1T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://ts-opac.baika.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
 
(56) 姫路獨協大学附属図書館 
住所：〒670-8524 姫路市上大野 7 丁目 2-1 
電話番号：079-223-6506   FAX 番号：079-223-0928 
ホームページ：http://lib2.himeji-du.ac.jp/ 
アラビア語：図書 2T   
一般への公開：条件付で公開（開架書架に配架されている資料のみ） 
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サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://lib2.himeji-du.ac.jp/opac.html 
 
(57) 広島修道大学図書館 
住所：〒731-3195 広島市安佐南区大塚東 1 丁目 1-1 
電話番号：082-830-1112  FAX 番号：082-830-1964 
ホームページ：http://www-lib.shudo-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 1T   ペルシア語：図書 3T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写  
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：https://www-lib.shudo-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
 
(58) 福岡女学院大学図書館 
住所：〒811-1313 福岡市南区曰佐 3 丁目 42-1 
電話番号：092-581-1492  FAX 番号：092-575-4605 
ホームページ：http://www2.fukujo.ac.jp/university/establishment/library.html 
アラビア語：図書 1T  ペルシア語：図書 1T  ウルドゥー語：図書 1T   
一般への公開：条件付で公開（事前に電話等での問い合わせが必要） 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス： http://opac.fukujo.ac.jp/opc/ 
 
(59) 福岡大学図書館 
住所：〒814-0180 福岡市城南区七隈 8 丁目 19-1 
電話番号：092-871-6631   FAX 番号：092-865-3794 
ホームページ：http://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/ 
アラビア語：図書 49 冊  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://nlopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/ 
 
(60) 宮城学院女子大学図書館 
住所：〒981-8557 仙台市青葉区桜ヶ丘 9 丁目 1-1 
電話番号：022-279-5658  FAX 番号：022-279-6077 
ホームページ：http://www.mgu.ac.jp/21tosyokan/index.html 
アラビア語：図書 85T  ペルシア語：図書 2T   ウルドゥー語：図書 3T 
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マレー語：図書 1T  その他：言語：パシュトゥー語 図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：可能（NACSIS-CAT に書誌情報があり、遡及入力分については OPAC 検索可能。

未遡及分についてはカード目録（アルファベット翻字）のみ。（一部、簡略リストのみも有） 
 
(61) 桃山学院大学図書館 
住所：〒594-1198 和泉市まなび野 1-1 
電話番号：0725-54-3131  FAX 番号：0725-54-3212 
ホームページ：http://www.andrew.ac.jp/library/ 
アラビア語：図書 4T  ペルシア語：図書 57T   ウイグル語：図書 1T 
一般への公開：非公開 
OPAC 公開：非公開 
 
(62) 立命館大学図書館 
住所：〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 
電話番号：075-465-8216   FAX 番号：075-465-8252 
ホームページ：http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/index.html 
アラビア語：図書 214T マイクロ 16T その他 2T  ペルシア語：図書 10T  その他 1T 
オスマン語：図書 6T  ウルドゥー語：図書 1T  その他：言語：クルド語 その他 3T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借（貸借不可のものもあり） 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://runners.ritsumei.ac.jp/opac/basic_query?mode=2 
 
(63) 龍谷大学図書館（深草図書館） 
住所：〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67 
電話番号：075-642-1111（代表）  FAX 番号：075-642-8857  
ホームページ：http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/hp/index.html 
アラビア語：総数 47T  ペルシア語：総数 29T  ウルドゥー語：総数 3T 
アゼルバイジャン語：総数 2T  ウイグル語：総数 15T  マレー語：総数 9T 
その他：言語：クルド語 総数 2T パシュトゥー語 総数 1T バローチ語 総数 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/opac/index-1.html 
                http://mulopac.lib.ryukoku.ac.jp/mopac/index-1.html 
 
(64) 麗澤大学図書館 
住所：〒277-8686 柏市光ヶ丘 2 丁目 1-1 
電話番号：04-7173-3684  FAX 番号：04-7173-3992 
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ホームページ：http://www.reitaku-u.ac.jp 
アラビア語：図書 62T  ペルシア語：図書 14T   オスマン語：図書 1T 
ウルドゥー語：図書 26T  ダリー語：図書 14T  インドネシア語：図書 289T 
マレー語：図書 29T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出（部外者は不可）、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.lib.reitaku-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
 
(65) 和洋女子大学メディアセンター 
住所：〒272-8533 
電話番号：047-371-1126  FAX 番号：047-371-1157 
ホームページ：http://www.wayo.ac.jp/guide/mc/ 
アラビア語：図書 9T  ペルシア語：図書 7T   オスマン語：図書 1T 
ウルドゥー語：図書 1T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://ecats.wayo.ac.jp/opac/opac_search.cgi 
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（３）国立図書館・公共図書館 
 

(66) 青森県立図書館 
住所：〒030-0184 青森市荒川字藤戸 119-7  
電話番号：017-739-4211  FAX 番号：017-739-8353 
ホームページ：http://www.plib.net.pref.aomori.jp/top/index.html 
ペルシア語：図書 4T   マレー語：図書 2T   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.plib.net.pref.aomori.jp/opac/index.jsp 
 
(67) 大阪府立中央図書館 
住所：〒577-0011 東大阪市荒本北 57-3 
電話番号：06-6745-0170   FAX 番号：06-6745-0262 
ホームページ： http://www.library.pref.osaka.jp/ 
アラビア語：総数 13 冊  ペルシア語：総数 64 冊  ウルドゥー語：総数 22 冊 
ウイグル語：総数 2 冊  カザフ語：総数 1 冊 その他：言語：クルド語 総数 5 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：他の資料と同じく当館の利用規則に準じる 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://p-opac.library.pref.osaka.jp/osp_search.html 
その他：カード目録 
 
(68) 岡山県立図書館 
住所：〒700-0823 岡山市丸の内 2 丁目 6-30 
電話番号：086-224-1288  FAX 番号：086-224-1208 
ホームページ：http://www.libnet.pref.okayama.jp/ 
アラビア語：図書 82T    ペルシア語：図書 17T   ダリー語：図書 11T   
マレー語：図書 20T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.libnet.pref.okayama.jp/OKALIB/servlet/search.inp_cond 
 
(69) 岐阜県図書館 
住所：〒500-8368 岐阜市宇佐 4 丁目 2-1 
電話番号：058-275-5111  FAX 番号：058-275-5115 
ホームページ：http://www.library.pref.gifu.jp 
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アラビア語：図書 7T  ペルシア語：図書 2T   ウルドゥー語：図書 1T   
カザフ語：図書 1T    マレー語：図書 2T   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.library.pref.gifu.jp 
OPAC とは別の個別 DB で公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
 
(70) 群馬県立図書館 
住所：〒371-0017 前橋市日吉町 1 丁目 9-1 
電話番号：027-231-3008  FAX 番号：027-235-4196 
ホームページ：http://www.library.pref.gunma.jp/ 
ペルシア語：図書 441T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.library.pref.gunma.jp/cgi-bin/Sopcsmin.sh?p_mode=1 
 
(71) 国立国会図書館関西館アジア情報室 
住所：〒619-0237 京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3  
電話番号：0774-98-1376  FAX 番号：0774-94-9115 
ホームページ：http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/ 
アラビア語：図書 2320 冊 逐刊 76 冊 
ペルシア語：図書 2900 冊 逐刊 70 冊  マイクロ 7T その他 3* 
オスマン語：図書 300 冊   ウルドゥー語：図書 80 冊 逐刊 4 冊  
ダリー語：図書 10 冊 逐刊 12 冊   アゼルバイジャン語：図書 50 冊 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可（図書のみ） 
OPAC アドレス：図書 アジア言語 OPAC http://asiaopac.ndl.go.jp/ 
                逐刊 NDL-OPAC 国立国会図書館東京本館と同じ 
 
(72) 国立国会図書館国際子ども図書館 
住所：〒110-0007 東京都台東区上野公園 12-49 
電話番号：03-3827-2042  FAX 番号：03-3827-2043 
ホームページ：http://www.kodomo.go.jp/index.jsp 
アラビア語：図書 785T  ペルシア語：図書 679T   オスマン語：図書 30T   
ウルドゥー語：図書 237T    ダリー語：図書 2T  カザフ語：図書 22T   
その他：言語：パシュトゥー語 図書 2T 



44 

一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.kodomo.go.jp/resource/search/toc.html 
 
(73) 国立国会図書館東京本館 
住所：〒110-8924 千代田区永田町 1-10-1 
電話番号：03-3581-2331（代表）  FAX 番号：03-3506-3301 
ホームページ：http://www.ndl.go.jp/jp/service/tokyo/index.html 
アラビア語：図書 583T 逐刊 25T その他 1CD-ROM  ペルシア語：図書 75T 逐刊 2T   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.ndl.go.jp/index.html 
 
(74) 埼玉県立浦和図書館(埼玉県立熊谷図書館、埼玉県立久喜図書館を含めて) 
住所：郵便 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3 丁目 1-22 
電話番号：048-829-2821  FAX 番号：048-829-2979 
ホームページ：http://www.lib.pref.saitama.jp 
ペルシア語：図書 53T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.lib.pref.saitama.jp 
 
(75) 東京都立中央図書館 
住所：〒106-8575 港区南麻布 5 丁目 7-13 
電話番号：03-3442-8451  FAX 番号：03-3442-8919 
ホームページ：http://www.library.metro.tokyo.jp/ 
アラビア語：図書 74T  ペルシア語：図書 28T   オスマン語：図書 1T   
ウルドゥー語：図書 8T  アゼルバイジャン語：図書 6T  マレー語：図書 11T   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://catalog.library.metro.tokyo.jp/ 
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(76) 奈良県立図書情報館 
住所：〒630-8135 奈良市大安寺西 1 丁目 1000 
電話番号：0742-34-2111  FAX 番号：0742-34-2777 
ホームページ：http://www.library.pref.nara.jp/index.html 
アラビア語：図書 3T その他 1CD-ROM  ペルシア語：図書 2T   マレー語：図書 4T   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opacsvr01.library.pref.nara.jp/mylimedio/search/search-input.do 
 
(77) 宮城県図書館 
住所：〒981-3205 仙台市泉区紫山 1-1-1 
電話番号：022-377-8481  FAX 番号：022-377-8493 
ホームページ：http://www.library.pref.miyagi.jp/ 
アラビア語：逐刊 1T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://www.library.pref.miyagi.jp/wo/opc/srh/?stype=smp 
 

（４）専門図書館 その他 
 

(78) アラブイスラーム学院図書室 
住所：〒106-0046 港区元麻布 3-4-18 
電話番号：03-3404-6622  FAX 番号：03-3404-8622 
ホームページ：http://www.aii-t.org/ 
アラビア語：図書 7000T 8000 冊 逐刊 15T 300 冊  
備考：T、冊数併記。 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出、レファレンス 
OPAC 公開：非公開 
 
(79) 財団法人中近東文化センター附属三笠宮記念図書館 
住所：〒181-0015 三鷹市大沢 3-1-31 
電話番号：0422-30-7533  FAX 番号：0422-30-7533 
ホームページ：http://www.meccj.or.jp 
アラビア語：総数 2918 冊  ペルシア語：総数 4179 冊  オスマン語：総数 126 冊   
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、レファレンス 
その他：新刊本に関しては図書館 HP およびニュースレター（年 2 回発行）にてお知らせ 
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(80) 財団法人東洋文庫図書部 
住所〒：113-0021 東京都文京区本駒込 2-28-1 
電話番号：03-3942-0122  FAX 番号：03-3942-0120 
ホームページ：http://www.toyo-bunko.or.jp 
アラビア語：図書 13600 冊 逐刊 52T   ペルシア語：図書 10600 冊 逐刊 240T   
オスマン語：図書 1400 冊 逐刊 553T  ウルドゥー語：図書 3400 冊 逐刊 28T  
その他：言語：パンジャーブ語 100 冊 シンディー語 190 冊 中央アジア諸語 1400 冊 
備考：ペルシア語にはクルド語含む。オスマン語逐次刊行物は現代トルコ語を含む数。 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写 
OPAC 公開：公開 
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://www.toyo-bunko.or.jp/ 
 
(81) 日本貿易振興機構アジア経済研究所 
住所：〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2 
電話番号：043-299-9716   FAX 番号：043-299-9734 
ホームページ：http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/ 
アラビア語：図書 6800 冊 逐刊 300T マイクロ 14T 
ペルシア語：図書 1615 冊 逐刊 40T マイクロ 4T  
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、相互貸借 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：可 
OPAC アドレス：http://opac.ide.go.jp/ 
 
(82) 日本貿易振興機構（JETRO）ビジネスライブラリー課 
住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1 丁目 12-32 アーク森ビル 6 階 
電話番号：03-3582-1775  FAX 番号：03-3582-7014 
ホームページ：http://www.jetro.go.jp/library/ 
アラビア語：図書 410T 逐刊 8T   ペルシア語：図書 110T  逐刊 1T   
その他：言語：シンディー語 図書 4T  パシュトゥー語 図書 2T 
一般への公開：公開 
サービス内容：閲覧、複写、貸出（受入 5 年経過したもののみ）、レファレンス、相互貸借、 
OPAC 公開：公開  
原綴（アラビア文字）での検索：不可 
OPAC アドレス：http://opac.jetro.go.jp/search/index.html 
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アンケート協力機関一覧（50音順） 

愛知学院大学図書館情報センター 

愛知教育大学附属図書館 

愛知県立大学学術情報センター 

愛知県図書館 

愛知新城大谷大学図書館 

愛知東邦大学図書館 

藍野大学中央図書館 

青森県立図書館 

青森中央学院大学・青森中央短期大学図書館情報センター 

秋田県立図書館 

麻布大学附属学術情報センター 

亜細亜大学図書館 

跡見学園女子大学図書館 

アラブイスラーム学院図書室 

石川県立図書館 

茨城大学図書館 

岩手県立図書館 

岩手大学情報メディアセンター図書館 

宇都宮共和大学図書館 

愛媛県立図書館 

愛媛大学図書館 

追手門学院大学附属図書館 

大阪大谷大学図書館 

大阪教育大学附属図書館 

大阪樟蔭女子大学図書館 

大阪市立大学学術情報総合センター 

大阪大学附属図書館本館 

大阪大学附属図書館箕面分館 

大阪府立大学学術情報センター 

大阪府立中央図書館 

大谷大学図書館 

大妻女子大学図書館 

大手前大学図書館 

岡山県立図書館 

岡山大学附属図書館 

沖縄大学図書館 

お茶の水女子大学附属図書館 

嘉悦大学情報メディアセンター 

畿央大学図書館 

香川県立図書館 

香川大学図書館 

学習院女子大学図書館 

鹿児島国際大学附属図書館 

神奈川県立図書館 

金沢星稜大学図書館 

鎌倉女子大学図書館 

川村学園女子大学図書館 

関西外国語大学図書館学術情報センター 

関西大学図書館 

関西学院大学図書館 

神田外語大学附属図書館 

関東学園大学松平記念図書館 

岐阜県図書館 

岐阜聖徳学園大学岐阜キャンパス図書館 

岐阜女子大学図書館 

岐阜大学図書館 

九州大学附属図書館（六本松分館、文系合同図書室を含む） 

共栄大学・共栄学園短期大学図書館 

京都外国語大学付属図書館 

京都学園大学図書館 

京都教育大学附属図書館 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科図書室アジア専

攻図書室 

京都大学東南アジア研究所図書室 

京都大学附属図書館 

京都大学文学研究科図書館 

京都橘大学図書館 

京都ノートルダム女子大学学術情報センター図書館 

京都府立図書館 

共立女子大学図書館 

金城学院大学図書館 

金城大学図書館 

熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館 

熊本大学附属図書館 

くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館 

群馬県立図書館 

群馬大学総合情報メディアセンター図書館 

慶應義塾大学メディアセンター 

恵泉女学園大学図書館 

県立長崎シーボルト大学附属図書館 

県立長野図書館 

皇學館大学図書館 

甲子園大学図書館 

高知女子大学総合情報センター図書館 

甲南大学図書館 

神戸松蔭女子学院大学図書館 

神戸親和女子大学附属図書館 

神戸大学附属図書館人文科学図書館 

神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館 

高野山大学図書館 

公立はこだて未来大学情報ライブラリー 

郡山女子大学図書館 

國學院大学図書館 

国際仏教学大学院大学附属図書館 

国立国会図書館関西館アジア情報室 

国立国会図書館国際こども図書館 
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国立国会図書館支部法務図書館 

国立国会図書館東京本館 

国立大学法人大分大学附属図書館（本館） 

国立歴史民俗博物館 

埼玉県立浦和図書館（埼玉県立熊谷図書館、埼玉県立久喜図書館） 

埼玉大学図書館 

財団法人北九州産業学術推進機構北九州学術研究都市学術情報

センター 

財団法人中近東文化センター附属三笠宮記念図書館 

財団法人中東調査会 

財団法人東洋文庫 

財団法人ひろしま国際センター 

佐賀県立図書館 

佐賀大学附属図書館 

相模女子大学附属図書館 

札幌国際大学図書館 

札幌市立大学図書館 

山陽学園大学・山陽学園短期大学図書館 

滋賀県立大学図書情報センター 

滋賀県立図書館 

四国学院大学図書館 

四条畷学園大学北条図書館 

静岡県立大学附属図書館 

静岡県立中央図書館 

実践女子大学図書館 

四天王寺国際仏教大学図書館 

島根県立図書館 

島根大学附属図書館 

就実大学図書館 

淑徳大学附属図書館千葉図書館 

首都大学東京図書情報センター 

上越教育大学附属図書館 

尚絅学院大学図書館 

尚絅学園図書館中央館 

城西大学水田記念図書館 

上智大学アジア文化研究所図書室 

上智大学図書館 

尚美学園大学メディアセンター 

白百合女子大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

椙山女学園大学中央図書館 

駿河台大学メディアセンター 

聖カタリナ大学附属図書館 

成蹊大学図書館 

聖心女子大学図書館 

聖トマス大学図書館 

西南学院大学図書館 

聖隷クリストファー大学図書館 

聖和大学図書館 

清和大学図書館 

摂南大学図書館 

相愛大学図書館 

創価大学附属図書館 

大東文化大学60周年記念図書館 

高千穂大学図書館 

高松大学附属図書館 

拓殖大学図書館 

筑紫女学園大学・短期大学部附属図書館 

千葉県立中央図書館 

千葉大学附属図書館 

中央大学図書館 

つくば国際大学図書館 

筑波大学附属図書館 

帝塚山学院大学図書館狭山館 

天理大学附属天理図書館 

東亜大学附属図書館 

東海学院大学・東海女子短期大学附属図書館 

東海大学附属図書館 

東京外国語大学附属図書館 

東京学芸大学附属図書館 

東京経済大学図書館 

東京芸術大学附属図書館 

東京女学館大学図書館 

東京神学大学図書館 

東京成徳大学人文学部図書室 

東京大学駒場図書館 

東京大学総合図書館 

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部図書室 

東京大学東洋文化研究所図書室 

東京都立中央図書館 

同志社女子大学図書・情報センター 

同志社大学一神教学際研究センター 

同志社大学総合情報センター 

東北学院大学中央図書館 

東北公益文科大学メディアセンター 

東北大学附属図書館 

東洋大学附属図書館 

徳島県立図書館 

栃木県立図書館 

苫小牧駒澤大学図書館情報センター 

富山県立図書館 

長崎大学附属図書館 

名古屋女子大学学術情報センター 

名古屋文理大学図書情報センター 

奈良教育大学学術情報研究センター図書館 

奈良県立大学附属図書館 

奈良県立図書情報館 

奈良大学図書館 

南山大学図書館 

新潟国際情報大学情報センター 

二松学舎附属図書館 

日本女子大学図書館 
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日本文理大学図書館 

日本貿易振興機構アジア経済研究所 

日本貿易振興機構（JETRO）ビジネスライブラリー課 

人間環境大学附属図書館 

梅花女子大学図書館 

花園大学情報センター 

阪南大学図書館 

東大阪大学附属図書館 

一橋大学附属図書館 

姫路獨協大学附属図書館 

兵庫教育大学附属図書館 

兵庫県立大学神戸学園都市学術情報館 

兵庫大学附属図書館 

弘前大学附属図書館 

広島県立図書館 

広島国際学院大学附属図書館本館 

広島修道大学図書館 

広島女学院大学図書館 

プール学院大学図書館 

フェリス女学院大学附属図書館 

福井県立大学附属図書館 

福井大学附属図書館 

福岡教育大学附属図書館 

福岡国際大学・福岡女子短期大学図書館 

福岡女学院大学図書館 

福岡女子大学附属図書館 

福岡大学図書館 

福島学院大学図書館 

福島県立図書館 

福島大学附属図書館 

福山平成大学附属図書館 

富士大学図書館 

文教大学越谷図書館 

別府大学附属図書館 

法政大学図書館 

法政大学文学部資料室 

放送大学附属図書館 

北星学園大学図書館 

北陸大学ライブラリーセンター 

北海道教育大学附属図書館 

北海道大学附属図書館 

北海道立図書館 

北海道東海大学付属図書館中央図書館 

三重県立図書館 

三重中京大学図書館 

南九州大学・南九州短期大学図書館 

身延山大学図書館 

宮城学院女子大学図書館 

宮城教育大学附属図書館 

宮城県図書館 

宮城大学総合情報センター 

宮崎公立大学附属図書館 

宮崎大学附属図書館 

武庫川女子大学附属図書館 

武蔵大学図書館 

武蔵野学院大学図書館 

武蔵野大学図書館 

名桜大学附属図書館 

目白大学図書館 

桃山学院大学図書館 

盛岡大学図書館 

安田女子大学図書館 

山形大学附属図書館 

山口県立大学附属図書館 

山口県立山口図書館 

山梨英和大学附属図書館 

山梨学院総合図書館 

山梨県立図書館 

山梨大学附属図書館 

横浜国立大学附属図書館 

立命館大学図書館 

龍谷大学図書館（深草図書館） 

麗澤大学図書館 

和歌山大学附属図書館 

稚内北星学園大学図書館 

和洋女子大学メディアセンター
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