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研究に役立つ！リンク集（ビルマ語） 

～Online Burma / Myanmar Library 編～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスファインダーとは？ 

 Pathfinder（パスファインダー）とは、探検者／草分け／開拓者の意。レポート作成や論文作成で、何を

すればいいのか、どこへ行けばいいのかわからない！そんな人のための助けになるように作成した、学問の

「道しるべ」です。 

 

 

作成日：2019年 7月 5日 

大阪大学 外国学図書館 ｜ 箕面キャンパス ｜ 

ラーニングコモンズ るくす｜ LSチーム  



I. イントロダクション 

 

 研究に役立つ！リンク集（ビルマ語） とは？ 

 卒業論文や授業レポートを書くとき、みなさんはどんなツールを使っていますか？ このるくぱすでは、

大学院生の図書館ラーニング・サポーター（LS）が見つけた研究で役立ちそうなインターネットサイトに

ついて、とくに Online Burma / Myanmar Library に焦点を当てながらご紹介します。 

 

関係分野：ミャンマー地域研究 

 

 

 

II. Online Burma / Myanmar Library 

 

 Online Burma / Myanmar Library とは？ 

 

 本サイトは、ネット上に存在するミャンマー関連のテキストに対して、注釈をつけて分類し、リンクを貼

ったデータベースです。その中に含まれる情報は、記事・会議資料・論文・本・報告書・ウェブ魚拓などが

あり、4 万件以上のウェブサイトへつながる入口となっています（ただし、リンク切れも多い）。オープン・

ソサエティ財団のミャンマープロジェクトから資金的な援助を得ており、運用面ではノースカロライナ大学

チャペルヒル校が運営する電子情報館アイビブリオ（ibiblio）を使用しています。 

 

<URL>  

https://www.ibiblio.org/obl/  

  



III. Online Burma / Myanmar Library の使い方 

 

Online Burma / Myanmar Library では、3 つの検索方法があります（直近の新聞記事を探したい場合には、ペ

ージ上部にある“What’s New”から探すのが最も簡単です）。 

 

 ① 検索機能を使う。 

全文検索： Online Burma / Myanmar Library のサーバー上にある全ドキュメントが対象。 

（ただし、リンク先は対象外） 

データベース検索： データベースフィールド（タイトル・日付・内容説明などの情報）が対象で、ドキ

ュメントそのものは検索の対象外。 

画像は、データベース検索の場合 

 ② Main Library や Reading Room の分類から検索する。 

 Main Library： 以下の通り、テーマごとに分類されています。 

7-Step Roadmap (Steps leading up to, including and following the 2010 General Elections); 

Activism and Advocacy (groups from Burma, solidarity groups, campaigns, publications); 

Administration and administrative areas of Burma/Myanmar; Agriculture and fisheries; 

Anthropology; Archaeology; Aung San Suu Kyi; Censuses; Chao-Tzang Yawnghwe - various 

writings, photos etc.; Children; Civil Society; Climate Change; Decentralisation; Development - 

focus on Sustainable and Endogenous Development; Dialogue/reform/transition - from military 

to civilian rule?; Drugs; Economic development assistance to Burma/Myanmar; Economic 

oppression, Extortion, Robbery; Economy; Education; Energy; Environment; Food Security; 

Foreign Relations; Forests and forest peoples; Funding; Geography; Governance; Health; 

History; Human Rights; Humanitarian Assistance to Burma/Myanmar; Information services in 

the region and Burma/Myanmar; Internal conflict; Internal Displacement/Forced Migration; 



International Labour Organisation (ILO); Labour issues; Land; Languages of Burma/Myanmar; 

Law and Constitution; Migration; Military (Tatmadaw), Military Intelligence, Police etc.; 

National League for Democracy (NLD); Natural disasters - regional and Burma/Myanmar; 

Natural Resource Use; Non-Burman and non-Buddhist groups; Palaeontology; Politics and 

Government; Publications, ministries, embassies and other Government-related sites; Refugees; 

Regional Dynamics; Religious and ethnic discrimination; Social issues (under construction); 

Society and Culture; Statelessness; Tourism; Trafficking and smuggling of people; UN System 

and Burma/Myanmar; Water, including dams; Wetlands; Women; 

 

 Reading Room： 以下の通り、情報元ごとに分類されています。 

Abstracts, bibliographies, scholarly journals, libraries, institutes, universities, other research 

tools; Archives; Bibliographies and online documents of individual Burma/Myanmar scholars; 

Bibliographies of Chinese texts relating to Burma; Blogs; Book Reviews and Announcements; 

Books on Burma/Myanmar covering several topics, frequently with several contributors; 

Burma/Myanmar material on academic websites; Burma/Myanmar material on institute and think 

tank websites; Burmese (Myanmar) language material (books, articles etc.); 

Conferences/seminars etc.; Discussion Groups; Encyclopedias, dictionaries etc.; Major online 

locations of books, reports and articles on Burma; Maps and satellite imagery; Multilingual 

resources; Network Myanmar (Archive); News - . Favourites; News - Broadcast media 

(transcripts - archives); News - Burma news sources - lists; News - Burma news sources focussed 

on non-Burman peoples; News - Burma newsletters, periodicals and news archives; News - 

Burma/Myanmar news sources in Burmese (current sites); News - Burma/Myanmar news sources 

in English (current sites); News - Burma/Myanmar news sources in non-Burmese languages of 

Burma (current sites); News - Burma/Myanmar selected news and commentary from various 

sources; News - Commentary/analysis about Burma/Myanmar; News - Daily newspapers 

produced by the Government of Burma/Myanmar (archive from June 2003); News - Inactive 

Burma news sites and discussion groups; News - International sources; News - Private sector 

publications produced under censorship restrictions; Online Books; Online collections containing 

books, records etc. on Burma/Myanmar; Online E-books and other resources in Burmese; Online 

Entertainment sites (Burmese language); Online sale of crafts, clothes, art, books, CDs, 

magazines etc.; Photographs and other images of Burma; Searching and downloading - Burma 

and beyond - databases, search engines etc.; Statistics, profiles, general information etc. on 

Burma/Myanmar; Videos and films; Wikileaks-Burma/Myanmar; 

 

 ③ 見出し語のアルファベット順リストを使う。 

  



 目録の見方 

 目録の見方は、以下の通りです。 

 

Title: タイトル 

Description/subject: 説明や扱っているテーマなど 

Author/creator: 著者またはウェブページの作成者 

Language: 言語 

Source/publisher: 情報元または発行者 

Format/Size: フォーマット（例：html, pdf, jpg など）やデータサイズ 

Alternate URLs: 別 URL（タイトルの URL からアクセスできない場合） 

Date of entry/update: 登録日または最終更新日 

  

目録の例 



IV. とくに便利なコンテンツ 

 

 ここでは、Online Burma / Myanmar Library の中から、大学院生のラーニング・サポーター（LS）が選んだ、

とくに便利なコンテンツを紹介します。 

 

 政府発行の日刊紙 

 Online Burma / Myanmar Library では、政府が発行する The Global New Light of Myanmar（英語）、

မြနြ် ာ့အလင််း（ビルマ語）、က  ်းြ ုံ（ビルマ語）の 3 つの日刊紙がアーカイブされています。欠落している部

分もありますが、いずれの新聞も 2003 年まで遡れます。（正式なものとして情報省のホームページでも公開

されていますが、こちらでは 1 か月分までしか読むことができません。） 

<URL>  

https://www.ibiblio.org/obl/show.php?cat=1449&lo=d&sl=0  

 

 

 ビルマ語で書かれたブログ 

 ビルマ語で書かれたブログへの入口として、テーマ毎にリンクが紹介されています。その内訳は、農業（2

件）、芸術（12 件）、仏教（2 件）、コンピューター／ICT（10 件）、料理（1 件）、民主化（5 件）、電子書籍

（5 件）、経済（2 件）、教育（6 件）、環境（4 件）、健康（5 件）、歴史（1 件）、人権（3 件）、軍（2 件）、映

画（1 件）、ムスリム（1 件）、NGO（2 件）、ニュース（4 件）、個人／一般（5 件）、政治（19 件）、旅行（1

件）となっています（2019 年 6 月 17 日現在）。 

<URL> 

https://www.ibiblio.org/obl/show.php?cat=3173&lo=d&sl=0  

 

 

 電子書籍 

 ビルマ語の電子書籍などを読むことができるウェブページが紹介されています。 

<URL> 

https://www.ibiblio.org/obl/show.php?cat=3180&lo=d&sl=0  

 

 

 

https://www.ibiblio.org/obl/show.php?cat=3981&lo=d&sl=0 



  



Tips for Research and Study 

 

［図書/論文の検索］ 

論文や Pathfinderに掲載されている図書等を検索するには 

 

【図書・ジャーナル】 

・外国学図書館各階にある検索端末を利用するか、お持ちのデバイスで検索してください。 

・その際は、書名や出版年、出版社、著者名、ISBN、ISSN 等を OPAC 検索に打ち込んでください。 

 

【電子ジャーナル】 

・電子ジャーナルの種別によって学内・学外からのアクセスが異なります。 

・多くの場合は「附属図書館 HP」→「電子ジャーナル」より ISSNなどを用いて検索できます。見

つからない場合はメインカウンター／LSデスクまでお問い合わせください。 

 

 

［パスファインダーの凡例］ 

 図書名はすべて以下の順に表記されています。（主に論文の参考文献に使われている書式です。） 

著者名（出版年）『本の名前』出版社名, 翻訳者名（あれば） 

 

 説明の最後に、【 】で貸し出し可能な図書館と請求記号を記しました。 

総→総合図書館 

生→生命科学図書館 

理→理工学図書館 

外→外国学図書館 

電→電子ジャーナル 

Web→Webページ 

 

 外国学図書館を中心としていますので、これ以外の場所でも貸し出し可能の場合があります。

予約や取り寄せ等は、OPAC を参照するか、メインカウンター/LS デスクまでご相談ください。 

 

 検索や購入のために 

ISBN：各図書固有の識別番号。検索や購入に。 

ISSN：各雑誌固有の識別番号。検索に。 

を記してある場合もあります。 

 


