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【１ 百科事典・総合年鑑】 

タイトル 

（出版社、出版年） 
日本語表記・解題 請求記号 

『한국민족문화대백과사전』全 28 巻 

（한국정신문화연구원 1991～1995） 

＜韓国民族文化大百科事典＞ 

韓国の百科事典。約 6 万 5 千

の見出し語を収録。 

DRH032.9/2005/1～28 

『조선대백과사전』全 30 巻 

（백과사전출판사 1995～2001） 

＜朝鮮大百科事典＞ 

北朝鮮の百科事典。約 10 万

語を収録。 

DRH032.9/2006/1～30 

『두산세계대백과사전』全 30 巻 

（斗山東亞 1996） 

＜斗山世界大百科事典＞ 

29-30 巻に、見出しや本文に

使われた言葉の索引あり。 

DRH032.9/2007/1～30 

東京都立図書館では、約 2 万冊の韓国・朝鮮語資料を所蔵しています。 

その中から、調べものに使える辞典や年鑑類を中心にご紹介します。 

書名の日本語表記または訳を、日本語表記・解題欄の＜ ＞内に記載しています。 

書名の最初に★印があるものは年鑑・年報類です。 

 

韓国･朝鮮語資料を調べるには 

蔵書検索（OPAC）で検索するときは、 

＜対象資料＞の「中韓図書」に☑を付けてください。 

書名の日本語表記・訳でも検索できます（一部除く）。 

・中央図書館 3 階に、約 4,000 冊が並んでいます。 

・出版年の古い資料などは書庫にあります。 

館内の蔵書検索パソコンからご請求ください。 
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【２ 歴史・伝記・地理】 

 

【３ 政治・法律】 

 

【４ 経済・統計・社会】 

『東亞原色世界大百科事典』全 32 巻（東亞出版社 1982） 
DRH032.9/2008/1～32 

（書庫） 

★『동아연감』（동아일보사） ＜東亜年鑑＞ RH059.2/2001/ 

★『聯合年鑑』（聯合通信） RH059.2/2002/ 

『교학한국사대사전』全 10 巻 

（教學社 2013） 

＜教学韓国史大事典＞ 

古代から現代までの韓国史に

関する全分野を網羅。約 7 万

1 千項目を収録。 

DRH221.00/3003/1～10 

★『한국인물사전』（연합뉴스） ＜韓国人物辞典＞ DRH282.1/3005/ 

『조선향토대백과』全 20 巻 

（평화문제연구소 2005） 

＜朝鮮郷土大百科＞ 

北朝鮮の人文地理情報を写真

入りで紹介する百科全書。 

DRH292.10/2003/1～20 

『고장이름사전』全 10 巻 

（과학백과사전종합출판사 2000） 
＜地方地名辞典＞ 

RH292.10/2011/1～10 

（書庫） 

『한국지명총람』全 20 巻 

（한글학회 1966～1986） 
＜韓国地名総覧＞ RH292.10/2016/1～18 

『한국문화대사전』全 10 巻 

（한울터 2008） 
＜韓国文化大辞典＞ DRH292.10/2033/1～10 

★『한국도시통계』（행정안전부） ＜韓國都市統計＞ RH318.9/2001/ 

★『외교백서』（외교부） ＜外交白書＞ RH319.2/2002/ 

★『法典』（현암사） DRH320.9/2001/ 

『조선민주주의인민공화국 

법전：대중용』（법률출판사 2004） 

＜朝鮮民主主義人民共和国 

法典：大衆用＞ 
RH320.9/2002/2004 

『최신 북한법령집』 

（북한법연구회 2008） 
＜最新北韓法令集＞ 

RH320.9/2004/2008 

（書庫） 

★『경제통계연보』(한국은행) ＜経済統計年報＞ RH330.5/3001/ 

★『經濟白書』（經濟企劃院） RH332.2/2001/ 

『한국주요기업사전』 

（전국경제인연합회 2007） 
＜韓国主要企業事典＞ 

RH335.0/2001/2007 

（書庫） 

★『소비자물가지수 연보』（통계청） ＜消費者物価指数年報＞ RH337.8/2001/ 

★『税法』（현암사） RH345.1/2001/ 

★『한국의 사회지표』（통계청） RH352.1/2001/ 
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【５ 教育・民俗】 

 

【６ 自然科学】 

 

【７ 工業・産業】 

★『韓國統計年鑑』（經濟企劃院統計局） RH352.1/2002/ 

★『경제활동인구연보』（통계청） RH358.2/2001/ 

★『고용노동백서』（고용노동부） ＜雇用労働白書＞ RH366.0/2001/ 

★『韓國勞動年鑑』（韓國産業情報院附設韓國勞動行政研究院） RH366.0/2004/ 

★『교육통계연보』 

（교육부 중앙교육평가원） 
＜教育統計年報＞ DRH370.5/2002/ 

『한국민속문화대사전』全 2 巻 

（창솔 2004） 
＜韓国民俗文化大事典＞ RH380.3/2002/1～2 

『한국음식대관』全 6 巻（한국문화재

보호재단, 한림출판사 1997～2002） 
＜韓国飲食大観＞ DRH383.8/2006/1～6 

『한국민속신앙사전』全６巻 

（국립민속박물관） 

＜韓国民俗信仰事典＞ 韓国の民俗信仰に関する事典。カナ

ダラ順の索引がある。構成は下記のとおり。 

「무속신앙」全 2 巻（2009） ＜巫俗信仰＞ DRH387.0/3001/1-1～2 

「마을신앙」全 2 巻（2010） ＜郷土信仰＞ DRH387.0/3001/2-1～2 

「가정신앙」全 2 巻（2011） ＜家庭信仰＞ DRH387.0/3001/3-1～2 

『한국 생물 목록（Checklist of 

organisms in Korea）』 

（자연과생태） 

韓国で生息する生き物の見分

け方をまとめたシリーズ。蟻、

鳥、魚等の種族毎に本がわか

れている。 

『한국의 잠자리』 

RH/ 486.3/ 3001/ 2012 

[ほか] 

『한국의 야생화와 자원식물』全 5 巻 

（서울대학교출판부 2008） 
＜韓国の野生花と資源植物＞ DRH470.3/2006/1～5 

『그림으로 보는 식물용어사전』 

（나무와문화 연구소 2015） 
＜絵で見る植物用語事典＞ RH470.3/3005/2015 

『原色韓國魚類大圖鑑』 

（教學社 2005） 

韓国に生息する魚類1,085種

を収録。 
DRH487.5/2004/2005 

『한의학대사전』増訂 

（정담 2010） 
＜新韓醫學大辭典＞ RH/490.9/3001/2010 

★『보건연감』（보건신문사） ＜保健年鑑＞ RH/498.0/2001/ 

★『科學技術年鑑』（科學技術處） RH/505.9/2001/ 

★『환경통계연감』（환경부） ＜環境統計年鑑＞ RH519.0/2001/ 

★『국토교통통계연보』（국토교통부

） 
＜国土交通統計年報＞ RH601.2/2001/ 
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【８ 芸術】 

 

【９ 言語】 

 

【10 文学】 

 

 

 

★『농림축산식품통계연보』 

（농림축산식품부） 
＜農林畜産食品統計年報＞ RH610.5/2001/ 

★『해양수산통계연보』 

（해양수산부） 
＜海洋水産統計年報＞ RH662.2/3003/ 

★『한국물류유통연감』 

（한국물류유통연구원） 
＜韓国物流流通年鑑＞ RH675.4/2001/ 

★『貿易年鑑』（韓國貿易協會） RH678.0/2001/ 

★『文藝年鑑』（大光文化社） RH705.9/2001/ 

『國寶』全 14 巻（웅진출판 1992） 
DH709.2/2014/1～14 

(書庫) 

『한국 역대 서화가 사전』全 2 巻 

（국립문화재연구소 2011） 
＜韓國歴代書畫家事典＞ RH722.1/3007/1～2 

★『韓國映画年鑑』（映畫振興公社） RH/778.0/2001/ 

『우리말 큰사전』全 2 巻 

（語文閣  1994） 
＜最新ハングル大辞典＞ RH829.131/2011/1～2 

『고려대 한국어대사전』全 3 巻 

（고려대학교 민족문화연구원 2009） 
＜高麗大韓国語大辞典＞ DRH/829.131/2024/1～3 

『동아 새국어사전』 

（동아출판 2016） 
＜東亜新国語辞典＞ RH829.131/3014/2016 

『한국현대문학대사전』 

（서울대학교출판부 2004） 

＜韓国現代文学大事典＞ 19

世紀後半から 2000 年を対象

に人物、作品、事項等を解説 

RH929.10/2019/2004 

『한국여성문인사전』 

（태학사 2006） 

＜韓国女性文人事典＞ 古代

から近代までの韓国文壇で活

躍した女性作家事典。 

RH929.10/2011/2006 

『韓國時調大事典』全 3 巻（亞細亞文化社 1992～2007） 
RH929.11/2008/1～3 

（別冊補遺のみ閉架） 

『韓國詩大事典』（이제이피북 2011） RH929.11/3005/2011 

レファレンスサービス（調べもの相談）のご案内 

探している資料が見つからない…。調べ方が分からない…。そんなときは図書館に相談！ 

 
来館 

１F「総合案内・相談カウンター」 

電話 

03-3442-8451 相談係 

メール 

都立図書館ホームページ 

レファレンスサービスお申込フォーム↑ 


