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マ レ ー シ ア について調べる 

千葉県は近年、教育交流や農産物の輸出などでマレーシアとの関わりを深めています。 

マレーシアについて調べる際に参考となる図書や情報を以下にご案内します。 

１．キーワード              ４．新聞・雑誌で情報を探す 

２．概要を知る              ５．インターネットで情報を探す 

３．図書で情報を探す            

１．キーワード 

資料・情報を検索するときにこれらのキーワードを使用すると便利です。 

「マレーシア」「マレー半島」「ボルネオ島」「クアラルンプール」「東南アジア」「多民族」「マレーシア語」 

「マレー語」「マライ語」「ASEAN」「東南アジア諸国連合」 

２．概要を知る 

まず、マレーシアの基本的な情報を事典類、概説書で確認しましょう。 

書  名 出版情報 請求記号 

東南アジアを知る事典 新版 
桃木至朗編集 

平凡社 2008 

中 223/8 

西 223/2 

東 223/1/08 

東南アジアの総合辞典。現代人名を検索できる「現代東南アジア Who’s Who」も収録。「地域・

国名編」にはマレーシアの自然や歴史、文化などの概要がまとめられています。 

東南アジアを知るための 50章 
今井昭夫編集代表 

明石書店 2014 
西 30223/20 

地理、歴史、宗教、社会、政治、経済、文学、言語などの各分野からの切り口で東南アジアを概

説しています。p415-420 にマレーシア概要を掲載しています。 

アジア世界のことばと文化 
砂岡和子編著 

成文堂 2006 
中 8022/1 

「12 マレーシアの歴史」でマレーシアの歴史、エスニックグループ、教育などについて概説し

ています。巻末＜資料＞ではマレーシアの基本データも確認できます。 

３．図書で情報を探す 

（１）ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）で図書を探す 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」から資料を探すことができます。

「１．キーワード」にあるような単語を用いて検索してみましょう。 

検索項目に「全項目」を選択して、いくつかの単語を組み合わせて検索すると、幅広く図書を探

すことができます。 

検索項目に「件名」を選択して検索すると、より内容に沿った資料を見つけることができます。 

例）全項目「マレーシア」＆ 全項目「歴史」で検索 ⇒ 131件ヒット 

  件名「マレーシア」＆ 件名「歴史」で検索 ⇒ 26件ヒット（2016年 3月時点） 
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（２）マレーシアに関する図書 

マレーシアについてもっと詳しく知りたい場合に、便利な図書をご紹介します。 

＜歴史・地理＞ 件名「マレーシア」＆分類「2」（歴史・地理）で検索 

書  名 出版情報 請求記号 

東南アジア史 2 島嶼部 山川出版社 1999 

中 223/5/2 

西 223/3/2 

東 223/8/2 

現在のインドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラームからな

る東南アジア島嶼部を一つの歴史世界として、古代から現代までの歴史の流れを知ることができ

ます。 

朝倉世界地理講座 3 

大地と人間の物語 東南アジア 

立川武蔵監修 

朝倉書店 2009 
東 2908/5/3 

東南アジアが現在直面している問題やできごとなど、トピックを重視した構成となっています。

「4.2 半島マレーシアにおける農業の空洞化」、「6.4 モザイク国家マレーシアにおける対立の構

図‐仕切り直される国民統合政策‐」等のトピックでマレーシアを取り上げています。 

地球の歩き方 2016〜17 

マレーシア ブルネイ 

「地球の歩き方」編集室編集 

ダイヤモンド・ビッグ社 2015 
東 29093/2/17-4-19 

旅行用のガイドブックですが、観光情報だけでなく、マレーシアの文化・社会・歴史について幅

広く知ることができます。折り込みマップ付。（データ：2015年 8～10月現在） 

＜政治・経済＞ 件名「マレーシア」＆分類「3」（社会科学）で検索 

書  名 出版情報 請求記号 

アジア動向年報 
アジア経済研究所編 

1973-2015 

中 3022/2 

西 3022/40 

東 3022/8 

マレーシアを含むアジア各国の政治・経済・対外関係の動向を、新聞・雑誌等の現地資料、現地

調査に基づいて分析し、掲載しています。 

マレーシア ARCレポート 

ARC国別情勢研究会編集 

ARC国別情勢研究会 

1980‐2016 

中 33223/2 

西 33223/5 

東 33223/5 

政治・社会情勢や経済動向についてのレポートです。マレーシアの基礎事項や文化・社会、関係

機関等のデータも掲載しています。 

マレーシアビジネスガイド 第 2版 
手島恵美編著 

日本貿易振興機構 2015 
中 33892/107 

マレーシアで事業を行うにあたり必要となる基礎的な情報をまとめています。巻末にマレーシア

経済の統計を掲載しています。 
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＜言語＞ 件名「マレーシア」＆分類「8」（言語）で検索 

書  名 出版情報 請求記号 

マレーシア語辞典 
小野沢純編著 

大学書林 2007 

中 82942/14 

東 82942/19 

初～中級者向けのマレーシア語‐日本語辞典です。基本的な単語だけでなく、熟語や慣用表現も

取り上げています。付録に日本語‐マレーシア語語彙集あり。 

すぐにつかえる日本語－マレーシア語－

英語辞典 

新井卓治編著 

国際語学社 2008 
東 82942/20 

日常生活で使う単語を中心に約 7000 語を収録。マレーシア語にはカナ表記が、日本語にはロー

マ字表記が付いています。巻末に簡単な日常会話文も掲載しています。 

アジア英語辞典 
本名信行編 

三省堂 2002 

中 838/6 

東 838/4 

インド英語、シンガポール／マレーシア英語、フィリピン英語に特徴的な、日常よく使われる語

句を収集し、解説を加えています。マレーシア英語についての解説コラムもあります。 

＜文学＞ 資料種別「一般」＆分類「929.423」（マレーシア文学・インドネシア文学） 

      または 全項目「マレーシア」＆分類「929」（その他の東洋文学） 

書  名 出版情報 請求記号 

東南アジア文学への招待 
宇戸清治編 

段々社 2001 
東 929/1 

東南アジア各国の文学史や現在の状況と課題を解説しています。「Ⅴ マレーシア文学」に、マレ

ーシア文学についての解説、作品紹介、マレーシア近現代文学史年表を掲載しています。 

＜その他、マレーシアの文化＞ 件名「マレーシア」＆全項目「料理」「教育」などで検索 

書  名 出版情報 請求記号 

マレーシア料理 

チャールズ・イー・タトル 

出版株式会社 

ペリプラス事業部 2000 

東 59622/25 

マレーシアの多様な食文化（マレー料理、中華料理、インド料理、ボルネオ料理、ニョニャ料理、

ユーラシア料理）と文化的背景を紹介し、各種料理のレシピを掲載しています。 

マレーシアにおける国際教育関係 
杉本均著 

東信堂 2005 
中 37223/8 

イスラーム教育や華語教育など、マレーシアの教育にみられる国際関係について知ることができ

ます。また、インドネシア等近隣諸国の国際教育についても紹介・比較しています。 
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４．新聞・雑誌で情報を探す 

・千葉県関係新聞・雑誌記事索引（菜の花ライブラリー） 

（http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/） 

県立図書館所蔵の新聞・雑誌から主要な千葉県関係の記事情報を採録したデータベースです。 

例）全カテゴリ「マレーシア」で検索 

「千葉県知事が特産品ＰＲ マレーシアで千葉フェア」（千葉日報 2015.9.2 p4） 

・CiNii (http://ci.nii.ac.jp/) 論文や雑誌記事などの学術情報を検索できるデータベースです。 

例）キーワード「マレーシア」で検索。 

高橋謙三「世界の通信モード インドネシアとマレーシアにおける ICT開発とイスラム文化につ

いて : ASEANにおけるイスラムと ICTの現地調査研究から」（『電気通信』 79(828) p30-43） 

西部図書館で所蔵しています。 

 

５．インターネットで情報を探す 

・外務省 マレーシア（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/） 

一般事情、政治・経済などの基礎データや外交関係のトピックスを掲載しています。 

・在マレーシア日本国大使館 (http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/) 

渡航情報や現地の生活・安全情報、日本とマレーシアの交流情報などが閲覧できます。 

・マレーシア政府観光局 (http://www.tourismmalaysia.or.jp/) 

マレーシア国内の交通情報や地図のほか、日本国内でのマレーシア関連イベントも紹介しています。 

・地球の歩き方 マレーシア 旅行ガイド（観光・イベント情報）

(http://www.arukikata.co.jp/country/asia/MY/) 

都市ごとの観光ガイドや天気予報、イベント、為替など、旅行に役立つ情報が集められています。 

・JETRO（日本貿易振興機構） マレーシア(https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/) 

マレーシア関連のビジネス情報と、ジェトロの支援サービスについて調べることができます。 

・JETRO（日本貿易振興機構）アジア経済研究所図書館 

(http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/) 

開発途上地域の学術的文献、基礎資料及び最新の新聞・雑誌を所蔵する図書館です。 

『マレーシアハンドブック』（マレイシア日本人商工会議所編 1985-2014）など、マレーシアの情

報収集に役立つ資料も多数所蔵しています。 

・国際機関日本アセアンセンター マレーシア

(http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/malaysia.html) 

日本アセアンセンターでのイベント・展示商談会の案内や投資情報、観光情報を掲載しています。 

・日本マレーシア学会 (http://jams92.org/)  

マレーシアおよびその近隣地域の研究を目的に 1992年に設立された学会の HPです。会誌『マレー

シア研究』の各号目次や、会員による投稿記事などが閲覧できます。 

 

 

※所蔵館について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 
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