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 世界の国々について、文化や面積など基本情報を調べたい時、海外旅行や海外移住をする為の情報を調

べたい時、必要な情報や本の探し方をご案内します。 

 

  

 

 

 

 

  

 

(1) 基本的な情報を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『データブックオブ・ザ・ワールド vol.34(2022)』 

 二宮書店 2022 

R350.9/ﾃﾞ 

/34 

中央 

（館内閲覧） 
 

世界全ての独立国情報を網羅した各国要覧と自然・産業・貿易・経済を載せた統計要覧の二部構成。 

『世界年鑑 2021』 

共同通信社／編著 共同通信社 2021 
R059/ｾ/21 

中央・行徳 

（館内閲覧） 
 

国際問題研究・分析のための基礎資料。各国元首、閣僚一覧の国別データ、主要統計などを収録。 

 

(2) 統計情報を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『世界国勢図会  2021／22』 

 矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 2021 

JR350.9/ｾ

/21 

全 6 館（貸出可

平田のみ） 
1 

最新のデータをもとに世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく比較したデータブック。 

『世界の統計 2021』 

 総務省統計局／編集 日本統計協会 2021 

R350.9/ｿ

/21 

駅南・中央・行徳

（館内閲覧） 
25 

国際機関の統計書などを原資料として、人口、経済、社会、文化などの統計を簡潔にまとめる。 

                      ※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

 (3) 歴史、文化、地誌を調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『エピソードで読む世界の国２４３ ２０２１➤２０２２』 

エピソードで読む世界の国２４３編集委員会／編著 山川出版社 ２０２１   

290/ｴ 

/21 
中央・行徳  

世界２４３の国と地域の歴史と成立を収録し、国旗やその成立、産業や文化を網羅した基本データ集。 

『エリア・スタディーズ』シリーズ  

明石書店  

167～ 

389.53 
駅南・中央・行徳 18 

一つの国をテーマに歴史、文化、社会問題の背景を各章ごとに紹介。国を知る入門となるシリーズ。 

「世界の国々の情報」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

 「海外旅行」「世界遺産」「治安」「文化」「習慣」 

「海外赴任」「留学」「国旗」「異文化」「国際交流」など 
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(4) 国旗について調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『世界の国旗図鑑』 

苅安 望／著 偕成社 2020 
K288/ｶ 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

児童 

コーナー 

世界 197 ヶ国の国旗の成り立ち、色や意匠、国の基本情報について、図を用いてわかりやすく解説。 

 

 (5) 旅行情報について調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『地球の歩き方』シリーズ 

地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 

292～299

他 
駅南他 18 

『まっぷるマガジン  海外』シリーズ 昭文社 292～299 他 駅南他 18 

『るるぶ情報版』シリーズ JTB パブリッシング 292～299 他 駅南他 18 

旅行ガイドとして定番のシリーズ。定番レジャー・人気スポット・グルメ情報・ＭＡＰなどを収録。 

 

 (6) 海外で生活するための情報を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『海外赴任ガイド 2022』 

JCM／編集・監修 丸善プラネット 2022 

 G290.9 

/ｶ/22 
中央・行徳  

海外赴任に伴う各種手続きや、子どもの教育や医療など異文化で快適に暮らすための諸情報を掲載。 

『海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック』 

岡本 美代子／編著 遠見書房 2021 
J333.8/ｵ 中央  

途上国への国際協力活動をしたい人に向けた、基礎知識や実践スキルをストーリー形式で紹介。 

『移住者たちのリアルな声でつくった海外暮らし最強ナビ ヨーロッパ編』 

久保田 由希／編 山田 静／編 辰巳出版 2021 
G290.9/ｲ 中央・行徳  

実際にヨーロッパに住むライターたちが、事前準備、ビザ取得、住居確保、仕事や食生活などを紹介。 

 

 

※ 市内図書館所蔵の「海外情報雑誌」です。 

タイトル 出版社 刊行頻度 所蔵館 保存年限 

留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 中央 3 年 

留学準備・暮らし方・学校紹介・留学体験談などを掲載。留学希望者のための基礎的情報誌。 

月刊 News がわかる 毎日新聞出版 月刊 中央・行徳 10 年 

国際情勢で話題となっている最新情報を図表やイラストを使い小学生にもわかりやすく解説。 
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 駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー 

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

データベース名 内容 検索結果例 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞データ

ベース） 

1879年から1999年までの朝日

新聞縮刷版の記事の表示、また

1985 年からの「朝日新聞」「週

刊朝日」「アエラ」の記事のキー

ワード全文検索ができる。 

【キーワード：岡本太郎×フランス】 

「（未来のデザイン：１）プロローグ 未来予想

図、ともに歩もう」 

朝日新聞 2022 年 1 月 1 日 朝刊 1 ページ 

(１６４７文字) 

日経テレコン 21 

 

 

「日経新聞」「日経産業新聞」

「日経 MJ（流通新聞）」「日経

プラスワン」などの記事を収

録。1975年からの見出しと一部

の抄録、1981年からは記事の全

文検索ができる。 

【キーワード：EU×ワクチン】 

「オーストリア、全成人にワクチン接種義務 

EU で初」 

２０２２年 １月２１日 日経速報ニュースア

ーカイブ (８５４文字)  

ナクソス・ミュー

ジック・ライブラ

リー  ※館内のみ

で視聴可能 

クラシック音楽を中心とする

音楽を提供している音楽提供

データベース。収録 CD 枚数は

約 12 万件。 

【キーワード：ジャズ×アメリカ】 

『ジャズ・クラリネット協奏曲「ラテン・アメ

リカ・クロニクルズ」』 

（２０１７年 ケルン西ドイツ放送交響楽団 

指揮 ウェイン・マーシャル） 

※ 上記のほか、「ヨミダス歴史館（読売新聞記事データベース）」「毎索（毎日新聞データベース）」な

どがあります。 

  

 

 テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

(1) 世界各国の情報について 

① 外務省 

 ☛ https://www.mofa.go.jp/mofaj/  

    各国の基本情報や海外渡航の安全政策、外交政策についての情報を随時更新している。 

 

② 国立教育政策研究所 

    ☛  https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html 

    国際的な学習到達度（ＰＩＳＡ）など国際調査の要約や参加国の調査結果などを公開。 

 

   ③ 独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

    ☛ https://www.jica.go.jp/ 

    途上国への技術協力など、国際協力事業に関する情報を掲載。世界が抱える問題について紹介。 

  

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html
https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html
https://www.jica.go.jp/
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   ④ 世界遺産一覧 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 

    ☛ https://www.unesco.or.jp/activities/isan/worldheritagelist/ 

    世界遺産リストを掲載。世界遺産の保護・保全活動について公開。 

 

   ⑤ 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 

    ☛ https://www.jetro.go.jp/ 

ビジネスに役立つ情報を目的別、国・地域別、産業別に検索可能。海外事業展開支援活動も行う。 

        

 (2) パスポートに関する情報について 

    千葉県ホームページ パスポートに関する情報 

    ☛ https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/passport/passport.html 

    パスポートの申請方法や取扱窓口の情報を掲載。 

 

    市川市パスポートセンター 

     〒272-8501 市川市市川南 1-1-1 I-link タウンいちかわ ザ タワーズ イースト 3 階 

     TEL：047-712-8440 

市川行政サービスセンター内にある。パスポートの申請、受取ができる。 

☛ https://www.city.ichikawa.lg.jp/res06/1111000089.html 

 

 (3) 留学に関する情報について 

    独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO） 

    ☛ https://www.jasso.go.jp/ 

    留学生支援情報や奨学金についての情報を掲載。 

 

   

       

 市内の国際交流に関する機関の情報を紹介します。 

  市川市国際交流協会（ＩＩＡ） 

    ☛ https://iia21.jp/ 

    〒272-0021 市川市八幡 2-4-8  3 階 

    TEL：047-332-0100   FAX：047-332-0101 

 

※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

最終アクセス 2022 年 3 月 8 日 

 
市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 

https://www.unesco.or.jp/activities/isan/worldheritagelist/
https://www.jetro.go.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/passport/passport.html
https://www.jasso.go.jp/
https://iia21.jp/

