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平成 20年７月 1日作成 

平成 21年 11月 1日改定 

 

 

パスファインダーとは、あるテーマについて調べる(しらべる)ときにやくだつ資料(しりょう)を紹介

(しょうかい)した 「調べものの道しるべ」です。 

 

このパスファインダーは、小学生から中高生のみなさんが、韓国について知りたいときの調べかたをあんない

します。テーマべつに、千代田区立図書館にある資料と、調べものに役立つ WEB(うぇぶ)ページを紹介します。 

 

１． 韓国を調べるときのキーワード 

韓国について調べるには、このような「キーワード」があります。本・雑誌をさがすときやインターネットで情報(じょうほ

う)をさがすとき、このキーワードを参考(さんこう)にしましょう。 

 

 

２.  図書で調べてみよう 

まずはことばの意味や、韓国の基本的な情報を知るために、「キーワード」を手がかりに百科事典(ひゃっかじてん)や

用語辞典(ようごじてん)をひいてみましょう。 

 

（1）韓国について   

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号  資料番号 本のあるばしょ 

『総合百科事典ポプラディア』３・６巻   
（ポプラ社，2002）  

０３ 
③100739960 
⑥100740000 

千代田・児童 
禁帯※ 

『世界の国ぐに探検大図鑑(たんけんだいずかん)』   
（小学館，2005） 

０３ 
 

105488860 
千代田・児童 
禁帯※  

『韓国 ナショナルジオグラフィック世界の国』 
トム・ジャクソン‖著 （ほるぷ出版，2008） 

29 105887012 千代田・児童 

『世界各地のくらし 2;韓国のくらし』   
岡崎 務‖文・写真 （ポプラ社，2000） 

29 102982592 四番町・児童 

『目で見る世界の国々 2   韓国』 
G.ブラットヴォルド‖著 （国土社，1991） 

29 102545084 千代田・児童 

※禁帯(きんたい)資料とは、図書館の中で見ることのできる資料です。 

 図書館では、いつでも調べることのできるように百科事典や辞書(じしょ)、図鑑(ずかん)などは貸出(かしだし)ができないよう

になっています。 

おとなりの国 韓国(かんこく)を知ろう（小学生～中高生向け） 

 

韓国（かんこく）、大韓民国（だいかんみんこく）、朝鮮（ちょうせん）朝鮮半島（ちょうせんはんとう）、ソウル、 

東アジア儒教（じゅきょう）、朝鮮戦争（ちょうせんせんそう）、大極旗（たいきょくき）、ソウル、南大門（なんだい

もん）、釜山（ぷさん）、済州島（ちぇじゅとう）、竹島（独島）（たけしま、とくど）、兵役制（へいえきせい）、 

韓流（はんりゅう）、オンドル、チマ・チョゴリ、トッポギ、キムチ、ナムル、ポジャギ、無窮花（むくげ）、

テコンドー、ハングル文字（ハングルモジ）、朝鮮語（ちょうせんご）、朝鮮文学（ちょうせんぶんがく） 
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（2）韓国の歴史について 

① 【入門書】 歴史と政治についての入門書(にゅうもんしょ) 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『若者に伝えたい韓国の歴史  共同の歴史認識に向けて』 
李 元淳ほか‖著（明石書店，2004）  

Y222 105487144 千代田・中高生 

『中・高校生のための朝鮮・韓国の歴史』    
岡 百合子‖著（平凡社，2002） 

Y221 105510952 千代田・中高生 

 

② 【日韓交流】 韓国史と日韓文化交流史(にっかん ぶんか こうりゅうし)についての入門書 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『平和をつくる アジアと教科書を見つめて』 
浅羽晴二‖著（旬報社，2004） 

Y319 105744544 千代田・中高生 

『きみにもできる国際交流 2   韓国』 
西村 成雄∥総監修（偕成社，1999） 

３１ 
102867652 

四番町・児童 

『韓国・朝鮮と出会おう』     
ヨコハマハギハッキョ実行委員会‖編著（国土社，1999） 

３７５ 
105078786 

千代田・開架 

 

③ 【戦争・人種差別(じんしゅさべつ)について】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『「従軍慰安婦 (じゅうぐんいあんふ) 」にされた尐女たち』 
石川逸子∥著 （岩波書店，1993） 

Y210 130479561 千代田・中高生 

『半分のふるさと   私が日本にいたときのこと』  
イ・サンクム‖作，帆足 次郎∥画（福音館書店，2007） 

91ハ 108305798 昌平・児童 

『悲しい下駄 (げた) 』    クォン・ジョンセン‖作，ピョン・キジャ‖訳，  

高田 勲‖画 （岩崎書店，2005） 
92 ク 106491459 四番町・児童 

 

 

（3）韓国の人とくらしについて 

①【食文化について】 日常的な食事、食事のマナー、食材について、お菓子の作り方など 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『韓国のごはん（絵本世界の食事 ３）』       
城康子∥文，いずみなほ∥絵（農山漁村文化協会，2007） 

38 105839914 千代田・児童 

『世界の料理いただきまーす。 中国・韓国』  
尾崎曜子∥編・絵（アリス館，2001） 

59 105748206 千代田・児童 

『どんな国？どんな味？世界のお菓子 １』 
服部幸応ほか∥監修・著（岩崎書店，2005） 

59 105748123 千代田・児童 

『元気が出る!世界の朝ごはん １』  
服部幸應∥監修（日本図書センター，2007） 

３８ 106581820 四番町・児童 

『いま・すぐ・食べたい！韓国ごはん』 
重信初江∥著（主婦の友社，2005）  

596.22 107265167 プラザ 

 

②【街について】 韓国の市場(いちば)、街の様子、流通(りゅうつう)・鉄道事情(てつどうじじょう)等について 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『世界の市場 アジア編２；韓国』  

こどもクラブ｜編（アリス館，２００７）  
67 105688220 千代田・児童 

『なぞ！ふしぎ！世界の遺跡探検 １；アジア発見』  
岩田一彦∥著（理論社，2002） 

20 106446032 四番町・児童 

『韓国・北朝鮮の鉄道』        秋山芳弘∥著（旺文社，2005） ６８ 105796767 千代田・児童 

『わたしの社稷洞 (さじくどん)』  キムイネ‖文， ハンソンオク‖絵 ， 

おおたけ きよみ‖訳 （アートン，2004） 
E ワ 105841530 千代田・絵本 
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③ 【生活・文化について】韓国のくらしや韓国のこどもたちの遊びや勉強などについて 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『ソリちゃんのチュソク』  

イオクベ∥絵と文 （セーラー出版，2002）  
E ソ 105356034 千代田・絵本 

『ソルビム－お正月の晴れ着(はれぎ)』 
ペヒョンジュ∥絵と文 （セーラー出版，2007） 

Eペ 108296682 昌平・児童 

『ポジャギ 韓国の包む(つつむ)文化』  
中島 恵‖著 （白水社，2009） 

385 106325343 四番町・開架 

『世界の子どもたちはいま 4   韓国の子どもたち』 
西村 佐二‖指導  (学習研究社 ，2000) 

37 103824454 神田・児童 

『世界を知って日本を知ろう 第 5巻 身近に学ぶ国際理解』 
梅沢実∥監修 （学研，2002） 

29 105422208 千代田・児童 

『もっと知ろうよ!ハングル 3 』     金 順玉‖文 (汐文社，2001) 82 106369895 四番町・児童 

 

④【スポーツについて】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『世界のスポーツ ４ アジア』  

友添 秀則∥監修  （学習研究社，2005） 
78 105497523 千代田・児童 

『日韓(にっかん)サッカーのすべてがわかる本!』  
康 煕奉∥責任編集 (スリーエーネットワーク，2001） 

783.4 105359962 千代田・開架 

    

 

（４）おはなし 

①【昔話(むかしばなし)】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『あずきがゆばあさんとトラ』    チョ・ホサン∥文（アートン，2004） Ｅムカシ 105841522 千代田・絵本 
『いぬとねこ 韓国のむかしばなし』     
イ・サン‖文，ソ・ジョンオ‖再話，ハン・ビョンホ‖絵（光村教育図書，2007）  

Eシ 108298878 昌平・絵本 

『おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話』  
金森 襄作∥再話，鄭【スク】香∥画 （福音館書店，1997） 

Eチ 102839701 四番町・絵本 

『ノルブとフンブ』        リュウ・チェスウ∥作画 （汐文社，1999） E リ 102912904 四番町・絵本 

『とらとほしがき 韓国のむかしばなし』 
パク・ジェヒョン‖再話・絵  おおたけ きよみ‖訳 (光村教育図書，) 

Eパ 106553076 四番町・児童 

『日本・中国・韓国の昔話集』１～３ 
出版文化産業振興財団∥編集， 

（国立オリンピック記念青尐年総合センター，2004）  
38 

100764828 
100764836 
100764844 

千代田・児童 

『さんねん峠－朝鮮のむかしばなし』 
李 錦玉∥作，朴民宜∥画 （岩崎書店，1981）  

E リ 107225856 プラザ 

『ネギをうえた人 新版－朝鮮民話選(ちょうせんみんわせん)』  
金 素雲∥編 (岩波書店，2001) 

JBキ 100710953 千代田・児童文庫 

『韓国昔ばなし 』上・下 
徐 正五‖再話，仲村修‖訳，朴民宜‖絵 （白水社，2006） 

Y929 
106535875 
106535883 

四番町・中高生 

 

②【文学作品(ぶんがくさくひん)を絵本にしたもの】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『かあさんまだかな』       イ･テジュン‖文，キム･ドンソン‖絵， 

チョン･ミヘ‖訳 （フレーベル館，2005） 
Eキ 106502057 四番町・閉架 

『よじはんよじはん』       ユン・ソクチュン∥文，イ・ヨンギョン∥絵，  

かみや にじ∥訳 (福音館書店，2007) 
E イ 106561749 四番町・児童 
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③ 【韓国の創作絵本 (そうさくえほん) 】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『蚊(か)とうし』          ヒョン・ドンヨム∥文 （アートン，2004） Ｅカ 105472146 千代田・絵本 

『あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま』  
イ・ヨンギョン∥ぶん・え （福音館書店，1999） 

Eア 105840011 千代田・絵本 

『おおいそがし、こいそがし』 
ユン・クビョン∥文，イ・テス∥絵，小倉 紀蔵∥訳 (平凡社，2003) 

Eオ 108249921 昌平・絵本 

『しろいはうさぎ』  
クォン・ユンドク‖文・絵，チョン・ミヘ‖訳 （福音館書店，2007） 

E ク 106562242 四番町・絵本 

『ヘチとかいぶつ』         チョン・ハソプ‖文，ハン・ビョンホ‖絵， 

おおたけ きよみ‖訳 （アートン，2004） 
Eヘ 105841563 千代田・絵本 

『ことりはことりは木でねんね 韓国のこもりうた』  
チョン・スニ∥作 （童心社，2007） 

E コ 105697338 千代田・絵本 

『うしとトッケビ』    イ・サン∥文ハン・ビョンホ∥絵 （平凡社，2006） E ウ 105839997 千代田・絵本 

『くらやみのくにからきたサプサリ』  
チョン・スンガク∥絵と文 （アートン，2004） 

E ク 105839989 千代田・絵本 

 

④【物語】  

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『ボク、ただいまレンタル中』 

長崎 源之助∥作, 岡本 順∥絵 (ポプラ社，1992) 
913ナ 104330535 千代田・児童 

『モギちいさな焼きもの師』 
リンダ・スー・パーク‖著，片岡しのぶ‖訳 （あすなろ書房，2003） 

933ハ 105468763 
千代田・児童 

 
『ＧＯ』         金城 一紀∥著 （講談社，2000） 913.6 カ 105091904 千代田・開架 
『パッチギ！ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ』  

羽原 大介ほか∥原案（角川学芸出版，2007） 
913ア 109984575 神田・開架 

『あいつ、かっこよかった 』上・下 
クィヨニ‖著，宮本尚寛‖訳 （日本放送出版協会，2005） 

Y929 ク 
106522469 
106527203 

四番町・中高生 

 

 

（5）韓国に行ってみよう 

①【朝鮮半島の言葉】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 
『もっと知ろうよ!ハングル』 1・２  

金 順玉‖文 (汐文社，2000) 
82 

①106369879 
②106369887 

四番町・児童 

『韓国のことば』     碩煕∥監修 （文研出版，2007） 82 105690028 千代田・児童 

『世界の文字と言葉入門 ３』  野間 秀樹∥監修（小峰書，2004） 80 105606693 千代田・児童 

『あかいきしゃ』 
パク ウニョン‖絵と文，おおたけ きよみ‖訳 (アートン，2004) 

Eア 105841555 千代田・絵本 

『チョンマルブック 韓国語→日本語〔ハングルバージョン〕』  
Ｃｈｏｎａｎ Ｋａｎｇ∥著 (マガジンハウス，2002) 

829 106095813 四番町・開架 

『チョンマルブック 日本語→韓国語』  
Ｃｈｏｎａｎ Ｋａｎｇ∥著 (マガジンハウス，2002) 

829 108254137 昌平・開架 

 

 ②【留学について】 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『ビビンバ・パラダイス』 こばやし あゆみ∥著 (偕成社，1991) 91 コ 120115357 四番町・閉架 
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3.インターネットで調べてみよう 

韓国について調べる時に役立つ(やくだつ)インターネットサイトです。インターネットでは新しい情報を探すことができ

ます。インターネットで調べものをする時には、その情報が確か(たしか)なものかどうかをみきわめることが大切です。 

内容 ホームページ名 ホームページアドレス 

調べ 
学習 ナビポ 調べ学習のポータルサイト  http://navipo.jp/index.php 

韓国 外務省：大韓民国 基礎データ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/data.html 

韓国 駐日韓国大使館オフィシャルサイト http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/main/index.jsp 

韓国 韓国観光公社公式サイト： 
韓国について 

http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/AK/AK_JA_1_1_1.jsp 

生活 「三年とうげ」から広がる韓国 http://www.ale-net.com/tokoton/sannen/index.htm 

絵本 「韓国・朝鮮半島を描いた絵本」 
東京都立多摩図書館 

http://www.library.metro.tokyo.jp/14/p058-0.html 

留学 韓国留学.com http://kankokuryugaku.com/ 

 

4.データベースを使って調べてみよう 

専用のパソコンで、キーワードなどから探している情報を探すことができます。千代田図書館では、複数のオンライン

データベースを使うことができます。レファレンスカウンターで申込をしてください。※図書館の貸出券が必要です。 

データベース 内容 

知識探索サイト JapanKnowledge(ジャパンナレッジ) 
事典や辞書を中心に「調べたいこと」を検索するための総合デ
ータベースです 

新聞記事データベース 
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞など過去の 
新聞の記事をキーワードで検索(けんさく)することできます 

5.文献目録（ぶんけんもくろく） 

図書館にない本もふくめて、どんな本が出版されているのかを探すことができます。 

書誌情報（本のじょうほう） 請求記号 資料番号 本のあるばしょ 

『どの本で調べるか』 図書館資料研究会∥編（リブリオ，1997） 02      ― 千代田・児童 

ホームページ名 ホームページアドレス 

国際子ども図書館 児童総合目録(じどうそうごうもくろく) http://kodomo3.kodomo.go.jp/web/ippan/cgi-bin/fKJN.pl?act=KW 

 

6.韓国に関連(かんれん)のある施設(しせつ)で調べてみよう 

施設の名前 住所・電話・ホームページアドレスなど 

韓国文化院 (かんこくぶんかいん) 

（住所） 東京都新宿区四谷 4-4-10 

（TEL） 03-3357-5970 

（ホームページアドレス）http://www.koreanculture.jp/ 

図書映像資料室は、誰でも使うことができます。 

韓国に関する図書、雑誌、新聞、観光資料、映像資料も所蔵しています。 

作成：千代田区立千代田図書館サービス部 平成 20年 7月 1日 

 改定：平成 21年 10月 1日 
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