
 

Instructions for use

Title 2015年度前期アカデミックスキルセミナー : EU情報の探し方セミナー

Citation 2015年度 前期 アカデミックスキルセミナー : EU情報の探し方セミナー(北海道大学附属図書館/北海道大学
EU情報セミナー). 2015年4月22日（水）, 2015年6月17日（月）. 北海道大学附属図書館, 札幌市.

Issue Date 2015-04-22

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/59516

Type learningobject

Additional Information There are other files related to this item in HUSCAP. Check the above URL.

File Information 03.pdf (EUの主な資料、情報サイト、ニュースレター)

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北海道大学附属図書館 / 北海道大学 EU情報センター 

2015年度 前期 アカデミックスキルセミナー 

EU情報の探し方セミナー 資料「EUの主な資料、情報サイト、ニュースレター」 

 

平成 27年 6月 17日作成 

北海道大学 附属図書館 調査支援担当 

 

1.1. 【Webサイト】Europa server 

・ 概要：EUに関する情報を包括的に取り扱うWebサイト（Webページとしてのタイトルは“EUROPA”

とだけ表記）。ページにアクセスすると、まずは言語（EUの Official and working languagesであ

る 24か国語）を選ぶ画面が表示される。 

http://europa.eu/ 

 

1.2. 【Webサイト】駐日欧州連合代表部 

・ 概要：駐日欧州連合代表部の Web サイト。EU の歴史、日本と EU の関係、日本における EU の活

動など広範な情報が入手可。 

http://www.euinjapan.jp/ 

 

1.3. 【資料・Webサイト】“EU MAG”および“Europe” 

・ 概要：駐日欧州連合代表部の広報誌。2011 年夏以降は Web 版<http://eumag.jp/>のみ刊行が続いて

いる。2011年までは“Europe”というタイトル。Webサイトで“Europe”は 2006年以降、“EU MAG”

は 2012年以降が閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：“Europe”は、1990-1992 年の間は“月刊 EC”、1979-1989 年の間は“月刊

ECジャーナル”というタイトルで刊行されていたが、1981年から 2011年春までほぼ網羅して所蔵。

全て 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.4. 【Webサイト】EU Bookshop 

・ 概要：EU の出版物を購入できるサイト。EU の機構の出版物を網羅的に取り扱っている。多くの出

版物が PDF版は無料で入手することが可能。 

http://bookshop.europa.eu/en/home/ 

 

1.5. 【Webサイト】EUR-Lex 

・ 概要：EU の出版物を法令などに関する情報サイト。法令に関する文書や Official journal などを検

索・閲覧することが可能。 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

1.6. 【資料・Webサイト】“Bulletin of the European union” 

・ 概要：月刊で EU の活動などを記した資料。紙としては 2005 年 12 月まで、Web 版



<http://ec.europa.eu/archives/bulletin/en/welcome.htm>は 2009年 8月まで発行していた。 

・ 北大（本館）の所蔵：“Bulletin～”は、1968-1993年の間は“Bulletin of the European Communities”、

1959-1967年の間は“Bulletin of the European Economic Community”というタイトルで刊行され

ていたが、1959年から 2005年までほぼ網羅して所蔵。1990年までは自動化書庫にある。1991年以

降は 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.7. 【資料・Webサイト】“General report on the activities of the European Union” 

・ 概要：EUの年次報告書。EU Book Shop<https://bookshop.europa.eu/en/home/>で 2012年分まで

遡ってWeb版を閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：“General report～”は、1973-1993年の間は“General report on the activities 

of the European Communities”というタイトルで刊行されていたが、1975年から 2012年までほぼ

網羅して所蔵。全て 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.8. 【資料・Webサイト】“Official journal” 

・ 概要：EUの官報。現在は、L（Legislation）シリーズと C（Information and Notices）シリーズが

ある。現在、L シリーズには採択された規則、指令、決定、予算などが掲載。C シリーズには決議、

勧 告 、 意 見 な ど が 掲 載 。 Web 版 は 、 EUR-Lex の Official Journal の ペ ー ジ

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>において創刊当初から最新号まで検索・閲覧可。 

かつては S（Supplement）シリーズがあり、調達情報が掲載されていた。現在、調達情報は

TED<http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do >としてデータベース化されている。 

・ 北大（本館）の所蔵：Lシリーズ・Cシリーズを所蔵。双方ともにおおよそ、1982年から 1991年は

書庫（東棟 1 階の議事録）にあり、1991 年から 1992 年は 4 階の国際資料コーナーにある。また、

2003年から 2013年は DVD（カウンターで保管）がある。 

 

1.9. 【資料・Webサイト】“COM documents” 

・ 概要：欧州委員会が発表した法案や白書など。関連して「JOIN」（2012 年に新しくできた。欧州委

員会と外務・安全保障政策上級代表が共同で作成する提案や白書など）、「SWD」（事務局の作業文書

など。必ずしも公開されない。2012年に SECから SWDに名称変更）という文書もある。Web版は、

EUR-Lex の Preparatory acts のページ<http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html>

において創刊当初（欠号あり）から検索・閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：1983年から 1987年が書庫（東棟 1階の議事録）にある。 

 

1.10. 【資料・Webサイト】“Eurostat Yearbook” 

・ 概要：EU の統計年鑑。紙としては 2012 年まで刊行。以降は Web 版が Eurostat 内

<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_year

book >で利用可。出版されたままの“Eurostat Yearbook”を見たい場合は、EU Book Shopのペー

ジにて 2003年以降の PDF ファイルが入手可。 

・ 北大（本館）の所蔵：1995年から 2012年までが 4階の国際資料コーナーにある。 



 

1.11. 【資料・Webサイト】“Eurobarometer” 

・ 概要：EU における世論調査の結果をまとめた資料。Web版は、欧州委員会の Public Opinion のペ

ージ<http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm >で初号から利用可。 

・ 北大（本館）の所蔵：1982年から 2007年までが 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.12. 【資料・Webサイト】ECBおよび EIB（欧州中央銀行：European Central Bank、欧州投資銀行：

European Investment Bank）の資料・情報 

・ 概要：ECBについては、“Economic bulletin”という月例報告で、EU圏の金融に関する動向や統計

等がまとめられている（2014 年までのタイトル名は“Monthly Bulletin”）。Web 版は 1999 年以降

が閲覧可<https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/index.en.html>。EIBについては

広報誌“Info”、年次報告書“Annual report”で活動を概観できる。“Info”は 1997年以降、“Annual 

report”は 2000 年以降が Web で閲覧可（ただし、はじめに検索する必要あり）

<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/index.htm>。 

・ 北大（本館）の所蔵：ECB の“Economic bulletin”は所蔵無し。EIBの“Info”は、2004年までは

“EIB-information”というタイトルで刊行されており、1985年から 2006年まで所蔵（欠号あり）。

EIBの“Annual report”は 1982年から 2005年まで所蔵（欠号多い）。EIBの“Info”、“Annual report”

ともに 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.13. 【資料・Webサイト】欧州司法裁判所（European Court of Justice）の判例 

・ 概要：紙は下記のとおり。Web 版は、CURIA<http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>で 1958 年か

ら検索・閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：司法裁判所（Court of Justice）、総合裁判所（General Court）、専門裁判所と

して設置されている EU職員裁判所（European Union Civil Service Tribunal）、それぞれで資料が

分かれている。 

 “Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part I, Court 

of Justice” ： 司法裁判所の判例集。4階の国際資料コーナーに 1993年から 2008年を所蔵（欠

号あり）。 

 “Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Section II, 

Court of First Instance”：第一審裁判所（Court of First Instance）（現在の総合裁判所））の判

例集。4階の国際資料コーナーに 1993年から 2008年を所蔵（欠号あり）。 

 “Reports of cases before the Court”：上記の 2タイトルの前身にあたる判例集。4階の国際資

料コーナーに 1981年から 1992年を所蔵（欠号あり）。 

 “European Court reports. Reports of European Community staff cases (ECR-SC)”：EUの

職員事件の判例集。4階の国際資料コーナーに 1994年から 2006年を所蔵。 

 

1.14. 【資料・Webサイト】欧州会計監査院（European Court of Auditors）の“Annual activity report” 

・ 概要：欧州会計監査院の年次活動報告書。2007 年から発行。欧州会計監査院の Web サイト



<http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx>で全巻閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：初号である 2007年版を除き所蔵。4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.15. 【ニュースレター】JSPS（日本学術振興会：Japan Society for the Promotion of Science）のヨー

ロッパにあるオフィス 

・ 概要：JSPSはヨーロッパのストックホルム、ボン、ストラスブール、ロンドンにオフィスを持って

いる。それぞれ現地の学術情報をニュースレターなどで定期的に配信。 

 ストックホルム：主にスカンジナビアやバルト三国の情報を取り扱っている。Web でニュース

レター（英語版と日本語版）が閲覧できる。登録すると E-mailでニュースレターを受け取るこ

とも可。<http://www.jsps-sto.com/newsletter.aspx> 

 ボン：主にドイツ語圏や東欧の情報を取り扱っている。Web で日本語版の学術情報が閲覧でき

る。<http://www.jsps-bonn.de/nihongo/senta-katsudo-hokoku/ > 

 ストラスブール：主にフランス語圏や南欧の情報を取り扱っている。Web で日本語版の学術情

報が閲覧可。<http://jsps.unistra.fr/activites/actualites-scientifiques-en-japonais/> 

 ロンドン：主にイギリスの情報を取り扱っている。Web で日本語版のニュースレターが閲覧で

きるが、掲載まではタイムラグあり。<http://www.jsps.org/newsletter/newsletter.html> 

 

1.16. 【ニュースレター】日欧産業協力センター（EU-Japan Centre for Industrial Cooperation） 

・ 概要：産業、貿易、研究開発などの日・EU 関係の情報や、EU でのインターンシッププログラムな

どについてニュースレターで配信（英語版のみ）。Web でも閲覧可能だが、登録すると E-mail で受

け取ることも可。<http://www.eu-japan.eu/ja/vulcanus-europe> 

 

1.17. 【ニュースレター】国際交流基金（EU-Japan Centre for Industrial Cooperation） 

・ 概要： Webの『をちこちMagazine』のをちこち Searchで欧州の国を指定して検索すると文化など

の日・EU関係の情報が閲覧可。<http://www.wochikochi.jp/search/> 

 

1.18. 【ニュースレター】EUの各トピックのニュースレター 

・ 概要： European Union Newsroomの下部のWebサイトの中ほどに、EUの各トピックのニュース

レターへのリンクがまとめられている。 

<http://europa.eu/newsroom/press-facilities/mailing-rss/index_en.htm> 

 


