■インド・南アジアに特化したデジタル・アーカイヴが登場!!

好評発売中!!

南アジア・アーカイヴ・オンライン

South Asia Archive
The Largest Online Resource in South Asian Studies

South Asia Archive は、18 世紀から 20 世紀半ばのインド・南アジアに関する貴重な文 書約 500 万ペー
ジをオンラインアクセスにて提供する完全に検索可能なデジタル・アーカイヴです。 本データベースでは、
アーカイヴ内から南アジア地域の文化的、歴史的に重要な資料へのグローバルな電 子アクセスを提供する
専門に特化したデジタルプラットフォームです。それは単なるリポジトリにとどまらず、インテリジェント
に構造化されたターゲットを絞った研究や効率的なコンテンツの発見を確実にします。
収録文書は各主題の専門家からなる編集者によって選択されており、South Asia Research Foundation
（SARF）（南アジア研究財団）の所蔵資料に由来しております。本データベースの利用により、インドおよ
び南アジア地域の研究でこれまで利用できないリソースへのオンラインアクセスを可能にします。

＜販売モデルが変更されました＞
日本国内向けは FTE 別の価格設定がなくなりました
※複数機関同時契約によるコンソーシアム型販売モデルもございます
詳細は弊社までお問い合わせください
※正式な見積価格は最寄りの弊社営業員に別途ご用命ください。
※Annual Hosting Fee の扱いにつきましては弊社までお問い合わせください。

無料トライアル実施中!! 詳細は弊社までお申し付けください
日本総代理店
FAR EASTERN BOOKSELLERS
KYOKUTO SHOTEN LTD

極東書店

〒101-8672 東京都千代田区神田三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル  03(3265)7531 FAX (3556)3761
〒600-8357 京都市下京区柿本町 579 五条堀川ビル
 075(353)2093 FAX (353)2096
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 1-3-14 小榎ビル
 092(751)6956 FAX (741)0821

URL:http://www.kyokuto-bk.co.jp

E-mail:info@kyokuto-bk.co.jp

インド・南アジア研究の重要資料へのオンラインアクセスを可能に
【Editors in Chief】 Professor Boria Majumdar, University of Central Lancashire, UK
Dr. Sharmistha Gooptu, South Asia Research Foundation
【Advisory Editor】 Dr. Kausik Bandyopadhyay, West Bengal State University, Barasat

Publication Types
多様な分野にわたる約 450 万ページのコンテンツを収録する South Asia Archive では、以下のような種
類の資料群から必要な情報を抽出します。

Journal
1788 年創刊の Asiatic Researches のような歴史のある雑誌を含む、インドや南アジアに関する 200 誌以上
を収録。Indian Review、Modern Review、そして Calcutta Gazette なども収録されております。英語のみならず
現地語の雑誌も含まれます。
・Calcutta Law Journal
・Indian Annual Register

・The Eastern Economist
・Bharatbarsha
・Indian Forest Records
・Indian Education
・Sankhya Journal など、200 誌以上収録

Reports
数千の植民地時代から独立後のインドに関する報告書を収録。1901、1911、1931、1951、1961 年の国勢調
査や 1946 年のカルカッタ暴動に関する報告書などが収録されております。産業統計や議会議事録、訴訟報
告など幅広い分野の報告を閲覧できます。

Books
Bibliotheca Indica のような叢書やベンガル・アジア協会が発行する刊行物など 1,500 点以上を収録。サンス
クリット語による文法、哲学のタイトルやヒンズー教の法典なども含まれます。

Legislations, Acts, Regulations, Law books/Cases
植民地時代のインドにおける立法・法律・規制・判例文書など。

Indian Film Booklets, 1930 – 1949
インドの映画劇場外で販売された宣伝用パンフレットのコレクション。
英語、ヒンディー語、ウルドゥー語、ベンガル語など多様な言語で構
成されている。映画のキャストやスタッフ、あらすじ、主題歌の歌詞、
重要なシーンの写真などが含まれます。
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500 万ページを超える 18 世紀から 20 世紀の南アジアとインドに関する資料を収録
South Asia Archive は以下の研究分野に関連した文書を収録しています
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Administration, Development, Industry, Economics and Law
Art and Art History
Civilization Studies, Religion, Philosophy and History
Culture, Society, Cinema and Media Studies
Education
Indology, Ancient History, Anthropology and Archaeology
Literature, Language and Linguistics
Politics, Government and Public Policy
Science, Technology, Agriculture and Environment
Urban Planning, Medicine and Health

詳細検索画面

検索結果表示画面

地域やテーマ、文書のタイプによる
絞り込み検索が可能です

検索結果をさらに様々な項目により
絞り込みをすることが可能です

サムネイル表示画面
文書表示画面

文書の全ページをサムネイル表示
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スムーズな拡大・縮小表示
PDF ダウンロードも可能です
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CHOICE: Reviews Online
Review of South Asia Archive
October 2013
A curated selection of archival materials from the Calcutta-based nonprofit South Asia Research Foundation, the
South Asia Archive gathers materials from a time span of some 250 years, from about 1700 to 1953. The editors
in chief, Boria Majumdar (Univ. of Central Lancashire, UK) and Sharmistha Gooptu (South Asia Research
Foundation), bring significant expertise as historians of South Asia to their selection and organization of
materials. The site’s home page offers the option of browsing by subject (from Agriculture/Environment to
Urban Studies). It also offers four main tabs: Home Page, Explore Content, Advanced Search, and About.
Explore Content provides an alphabetical list of the database’s content, which may be limited by document type,
subject area, and language (the vast majority of documents are in English, with some in Bengali and a few in
Sanskrit). Users may sort results by publication or document type, and
in ascending/descending order. Advanced Search allows those who want
to go beyond Quick Search to search by full text, title, keyword, author,
and publisher, and then apply various limits, including the adjustable
Publication Date time line.
Books, journal articles, legal documents, and reports are well
represented in the database. Also included are Indian film booklets from
the 1930s to 1950s, census reports, calendars, maps, and more. Such
rich coverage in terms of content type and format contrasts with a
narrow geographic scope: the vast majority of sources derive from
Indian Bengal. Document record pages cover the most basic descriptive
information--often just title, language, year of publication, document
type, and subject--usually accompanied by thumbnail images. Image
display screens allow for full-color views, easy zooming, toggling to the
full page, and PDF downloading; a smoother page-flip feature could
enhance this application. Help features--linked at the bottom of the
home page--include a guide for librarians and a useful series of videos
on browsing, searching, and viewing content. This digital archive will
prove an invaluable resource to those studying South Asian (specifically
Bengali) history, particularly because of its helpful and relatively
consistent organizational scheme.
Summing Up: Highly recommended. Lower-level undergraduates and above.

V. M. Natarajan, Barnard College
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