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國立子ども靑少年圖書館
地下鐵2號線江南驛8番出口から徒步で5分
バス : 江南驛 江南驛稅務署前 江南驛十字路で下車

地圖

國立中央圖書館
地下鐵2號線瑞草驛5番出口(國立中央圖書館方面)から徒步で10分
地下鐵3號線高速タ ミナル驛7番出口 7號線高速タ ミナル驛5番出口か
ら徒步で15分

住所 : 大韓民國 ソウル市 瑞草區 盤浦洞 山60-1 
Tel : 82-2-535-4142  Fax : 82-2-590-0530

住所 : 大韓民國 ソウル市 江南區 驛三1洞 635-1
Tel : 82-2-3451-0800  Fax : 82-2-3451-0751
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國立中央圖書館のあゆみ

國立中央圖書館は 586万余冊の旽大な資料を所藏している

國家代表圖書館として 國內外の知的文化遺産を收集·保

存して國民に提供し 國家書誌の作成および標準化を圖り

國內外圖書館の交流·協力の架け橋としての役割を擔當し

ています

わが圖書館は 1945年10月15日 「國立圖書館」という名前

でソウル小公洞で開館しました

1963年に‘圖書館法’が制定され 現在の「國立中央圖書館」

に改稱された以來 名實ともに國家の中央圖書館としてそ

の役割をしてきました 1965年に‘圖書館法’施行令公布で

納本制度が施行され 國內で發刊される圖書を總郞的に收

集できる根據を持つようになりました

1974年12月 小公洞から南山の舊子ども會館に本館を移轉

し運營しましたが 1988年に現在の位置に圖書館を新築移

轉することになりました

1982年に電算室の設置とともに圖書館電算化事業を本格的

に推進して 數多くの資料に對してDBを構築し 1996年

にはインタ ネットを通じてホ ムペ ジのサ ビスを開

始し 圖書館に來なくても資料檢索と一部の原文のコピ

·サ ビスが利用できるシステムを構築しました

1991年の‘圖書館振興法’ 1994年の‘圖書館および讀書振

興法’の制定を通じて 「國家代表圖書館」としての位相が確

立され その機能と役割がもっと强化されました

2004年9月には まだ60年もなってない短い期間に國內で

最初に500万冊の藏書を達成する驚くべき結果を出し 特に

2004年11月の職制改定で圖書館政策業務が文化觀光部から

國立中央圖書館に移管されることになり 韓國の圖書館政

策の産室として生まれ變わることになりました

そして 2006年6月28日に驛三洞の舊學位論文館の跡地に

國立子ども靑少年圖書館が開館されました

これから2008年に國立デジタル圖書館が完工されると 國

立中央圖書館は名實ともに最高のサ ビスを提供するユビキ

タス（ubiquitous）環境の圖書館になると思います なお世

界的水準の圖書館に發展するためにベストを盡くします
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司書硏修館 資料保存館 圖書館本館

國立デジタル圖書館(2008年完工豫定)

企劃硏修部 資料管理部

館長
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國立中央圖書館組織圖

國立中央圖書館建物案內圖 國立中央圖書館沿革

1945. 10. 15. 國立圖書館として開館(ソウル中區小公洞)
1963.10. 28. 圖書館法制定 國立中央圖書館に改稱
1965. 3. 26. 納本制度施行
1974. 12. 2. 本館移轉(小公洞から南山に) 
1981. 9. 30. 分館新築移轉(ソウル江南區驛三洞) 
1982. 8. 7. 圖書館電算化事業を本格的に開始(電算室設置) 
1988. 5. 28. 本館新築移轉(瑞草區盤浦洞) 
1990. 8. 24. 國際標準圖書番號制度運營開始
1991. 3. 8. 圖書館振興法制定
1991. 4. 8. 文敎部から文化部に所屬變更
1997.11. 25. 電子圖書館の示範システム開通
2002. 7. 2. 出版時圖書目錄(CIP)制度の試し實施
2004. 9. 15. 500万藏書達成
2004.12. RFID適用經營情報システム(MIS)導入
2005.10. 14. 國立中央圖書館2010ビゾョン宣布
2005.12. 16. 國立デジタル圖書館起工式
2006. 6. 28. 國立子ども靑少年圖書館開館



6 7

1階

1F
❶ U-Library 2008 : 

國立デジタル圖書館廣報館
國家デジタル情報總合センタ として
建設中であるNDLの建築槪念と空間構
成が見られる鳥瞰圖 透視圖及び模型
展示廣報館 NDL廣報映像を上映

❷ 利用嗇發給室
國立中央圖書館ホ ムペ ジまたは1階ロビ の利用者登錄用PCで利用者登錄をした後 利
用嗇發給室で一日利用嗇 / 定期利用嗇を發給

一日利用嗇と定期利用嗇
一日利用嗇: 圖書館をはじめて訪問する時利用登錄をし 利用嗇發給室で一日利用嗇を發行さ

れる 次回からは一日利用嗇發給機で發給し 歸る時に出口に設置されている回
收機に返却する

定期利用嗇: 利用者登錄の時登錄期間を指定し 一定期間使える利用嗇 最長登錄期間は3年
延長可能

❸ 展示室
複合文化空間 國立中央圖書館が主管する企畵展示と貸し切り展示開催

❹ 保管室(Locker Room)
ノ トパソコン 筆記道具 貴重品を除いた所持品の保管

資料運送システム
書庫資料の速やかな貸し出しのために地下書庫から1階書庫資料カウンタ一まで 約2m45㎝
のコンベヤ ベルトを設置 書庫に主題分野別に7個のステ ション設置 申腐者の資料を
探し出し專用ブックカ (Book Car)に本を載せると 自動で1階まで運ばれる 書庫資料貸
し出し時間短縮と資料返却業務の便利化に役立つ

❺ 情報奉仕室
圖書館利用案內 レファランスサ ビスを提供する圖書館の窓口 各種の百科辭典 語學辭
典 テ マ別專門辭典など參考資料を所藏
夜間圖書館サ ビス 郵便コピ サ ビス 國際相互貸借および國際參考相談サ ビス提供
[主要施設] 所藏資料檢索PC 無人返却機 ノ トパソコン·コ ナ 郞の不自由な人專
用の閱覽席 視力が弱い人用の擴大讀書臺

❻ 書庫資料カウンタ一
最近5年以前に發行された資料で各階の資料室で利用できない資料を申し腐み 利用する所
資料を申し腐み 電光板に申請者の名前が出ると 資料を受け取って閱覽する
[主要施設] 資料運送システム 電光板 書庫資料予約用PC 閱覽席

無人返却臺(Self Book-Return Machine)
夜間圖書館(18:00-22:00)で利用した資料を返却する自動無人返却臺

RFID 基盤圖書館經營情報システム
2004年にRFID技術を活用したMISシステムを導入して RFID藏書管理システム
國立中央圖書館統合情報システム(KOLIS) 利用嗇發給システムをつなげて 實時間で利
用者の數 資料利用現況など圖書館利用の統計を算出 分析して利用者に合わせたサ ビス
と科學的な圖書館經營を構築

國立中央圖書館資料室案內

❶

❸
❷

❹

❺❻
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2階

❶ 語學·文學·文獻情報學資料室
最近5年間發行された語學 文學 文獻情
報學の單行本と文獻情報學關係の連續刊
行物 政府刊行物などを所藏

資料閱覽機(Smart ID)
RFID藏書管理システムを利用し 各資料室の所藏資料の實時間利用現況と資料利用の統計
を算出するための裝備 ここで集計される統計は藏書購入とサ ビスに反映される

❷ 東北亞·特殊資料室
中國·日本·ロシア·モンゴルなど東北亞地域國家で發刊された資料と北朝鮮資料および特殊
資料を所藏 高句麗史 渤海史 中國の東北工程關係資料など重要收集資料と韓國關係海外收
集記錄を所藏
[主要施設] Web DB用PC 海外收集記錄利用コ ナ セミナ室プロジェックタ とスクリ ン

特殊資料
北朝鮮および社會主義國家で發行された政治的·理念的資料として「國立中央圖書館特殊資料
取り扱い規定」に基き管理される資料

海外收集記錄物
アメリカ國立文書記錄管理廳(NARA)所藏の韓國關係文書などの海外所在の韓國近現代史關
係收集資料

3階

❶ 政府刊行物室·國際機構寄託資料室
官報 年鑑 統計資料など政府各部處が
發刊した單行本 大韓民國現行法令集お
よび索引資料 連續刊行物 アメリカ政
府刊行物寄託資料(GPOマイクロピシ
)と國際機構寄託資料を所藏

[主要施設] MFリ ダプリンタ 國際機構資料のオンライン資料閱覽用のPC 

❷ 連續刊行物室
國內外から發行される雜誌 學術誌 大學の要覽 年鑑などとマイクロフィルム資料を所藏
[主要施設] MFリ ダプリンタ 連續刊行物書誌情報および目次檢索用PC

❸ 新聞資料室
國內外から發行される主要日刊紙と週刊誌 地方誌 專門誌とマイクロフィルム資料を所藏
最近10年間發行された主要日刊紙製本資料 實時間新聞資料など30余種類を開架で利用可能
[主要施設] MFリ ダプリンタ 資料寫眞撮影臺 新聞專用コピ 機

實時間資料
閱覽者にもっと早く便利に資料閱覽サ ビスを提供するために 最小限の整理過程を經て
開架しておいた資料

國際機構寄託資料
UNおよびその傘下機構が發刊した資料 OECD ADBなど10ヶ所の國際機構から寄託圖
書館として指定され 寄贈される各種會議錄 年鑑 統計資料 單行本

3F2F
❶

❷
❶

❷

❶

❷ ❸
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4階

❶ 人文科學室
總類 哲學 宗敎 藝術 郞育 歷史 地
理などの人文科學分野の最近5年間發刊さ
れた國內圖書と最近4年間發刊された洋書
を所藏 各種參考資料 地籍圖 地番圖
交通道路地圖などの地圖資料と一枚もの
の地圖閱覽可能
[主要施設] 資料檢索用PC 資料寫眞撮影臺

❷ 社會科學室
經濟 社會 政治 行政 敎育 民俗 國防など社會科學分野の最近5年間發刊された國內
圖書と最近4年間發刊された洋書を所藏

❸ 自然科學室
數學 物理 化學 醫學 工學，家政學など自然科學 技術科學分野の最近5年間發行され
た國內圖書と最近4年間發刊された洋書を所藏

5階

❶ デジタル資料室
レコ ド ビデオ CD-ROM DVD
など視聽覺資料とマルチメディア資料
所藏
國內外學術誌および原文デ タベ ス
情報檢索 インタ ネット情報檢索
注文型ビデオ(VOD)サ ビス 衛星放
送を通じたワ ルドニュ ス視聽 總合映像音響室の映像物と音樂鑑賞サ ビス提供
※ 座席予約システムを利用し 座席を予約した後資料閱覽

[主要施設] 座席予約用PC 總合映像音響室 郞の不自由な方のためのPC座席

郞の不自由な方のための利用サ ビス
高さ調節可能テ ブル 角度調節用キ ボ ド(Adjustable Keyboard) 足で操作する足
マウス(Nohands Mouse) ヘッドポインタ (Clear-View Headpointer)などコンピュ
タ を簡單に操作できる11種の裝備を設置し 郞の不自由な方およびお年寄たちが圖書館

資料を便利に利用できるようにした 目の不自由な方のためにScreen Readerプログラム
と視力の弱い方のためのモニタ 擴大プログラムも設置している

6階

❶ 古典運營室
國寶 寶物など國家指定文化財をはじ
めとして族譜 文集 地誌など26万余
冊の古文獻を所藏

‘葦滄文庫’など古書個人文庫と‘コバウ
文庫’ 洋裝族譜 MF資料 所藏古書
原文DB閱覽
[主要施設] 貴重本常設展示館 MF資料リ ダプリンタ 古書原文DB用PC

7階

❶ 學位論文室
國內外修·博士論文資料と學位論文原文
DB利用
[主要施設] 學位論文原文DB用PC

個人文庫
個人から寄贈された資料を個人文庫として設置し 保存·閱覽サ ビス提供 17個の個人文
庫の中で古書個人文庫と‘コバウ文庫’は古典運營室で運營し ‘一茅文庫’など一般書個人文
庫は主題情報課が運營

學位論文配置記號
DP  博士學位論文 DM  修士學位論文

6/7F4/5F
❶

❷
❸

❶

❶

❶
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圖書館員の敎育と訓練のための敎育館
1963年初めて司書職の敎育を實施した以來 1994年には職務分
野別に專門敎育と訓練を實施 1998年には行政自治部から專門敎
育機關として指定され 每年 司書職公務員と企業圖書館 私立
大學圖書館 專門圖書館などで勤めている司書たちを對象に 主
題專門司書の初·中級課程 圖書館コミュニケ ション課程 讀
書指導基礎課程など30余種以上の敎育訓練課程を運營

[主要施設] 國際會議場 大講議室 小講議室 分擔討議室 情報
化敎育室 セミナ 室 司書硏究室

國家文獻資料を郞系的·科學的に保存するために2000年8月に建
立 約360万冊の本が收藏可能
30万余冊の本を收藏できる古書庫と燥濕パンネ ル 結露防止
ガス式消化施設などの設備を備えた貴重書庫設置 また 所藏資
料の保存處理のための修理·復元室 燻蒸消毒室 マイクロフィ
ルム保存處理室 脫酸處理室などの最新施設および裝備を設置

[主要施設] 恒溫·恒濕施設 減壓燻蒸室 貴重書庫內の除濕パン
ネ ル 結露防止 ガス式消化施設など

國立デジタル圖書館(NDL) 司書硏修館

資料保存館
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館內の敷地に地上3階 地下5階38,000㎡の規模で建設中であ
る國家デジタル情報總合センタ
デジタル出版物の登場 オンライン情報資源の效用性の增大
メディア産業の發展など情報環境の急激な變化に應じる新し
い圖書館サ ビスを提供し 現在の國立中央圖書館と有機的
な連携機能を持つ新しい次元の圖書館 工事期間は
2002~2008年(7年間)

利用者施設 : 總合映像音響室 學術DB編集室 マルチ
メディアおよびオンライン/電子出版物利用施設

業務用施設 : コンテンツ企劃開發室 オンライン資料收集室
主題DB整理室 プログラム運營室 非圖書資
料收書室

書庫施設 : 圖書書庫 非圖書書庫 恒溫恒濕室 資料引渡室
など 書庫收藏能力は1,200万冊

OASIS(Online Archiving & Searching Internet Sources)
國家的な次元でオンラインデジタル資源を收集·蓄積して 多樣なウェブコンテンツを公共
に提供し 未來世代のためのデジタル知的文化遺産保存プロジェクト
永く保存する價値があるウェブサイトと硏究報告書 統計資料など個別デジタル資源
(Individual Digital Resource) 國內の社會的イッシュになるウェブ資源收集·保存事業
2004年1月から本格的に收集しはじめ 2006年2月インタ ネット·ホ ムペ ジ
(www.oasis.go.kr)を通じて國民にサ ビスを開始し 2010年の100万ウェブ資源收集を目
標として事業を進めている
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デジタルレファランス·サ ビス
主題別に專門司書たちが圖書館ホ ムペ ジ‘司書に聞いてください’プログラムを通じて

ウェブ上に受け付けられる利用者の質問に答えるサ ビス 應答にかかる期間は5日

郵便コピ サ ビス
圖書館に直接來られない利用者のために 圖書館の資料をコピ して郵便あるいはファックス

で提供するサ ビス

全郞の1/3以內だけコピ 可能(著作權が滿了された資料は全部可能) 

受付確認 : 情報奉仕室 ☎ 82-2-590-0586  Fax 82-2-590-0608 

古典運營室 ☎ 82-2-590-0678  Fax 82-2-590-0712 

夜間圖書館資料申腐み
夜間(18:00~22:00)に資料を利用しようとする利用者がその主題別に資料室(2階 4階)で必

要な資料の貸出を申し腐み 情報奉仕室で利用するか インタ ネット·ファックス·電話な

どを通じて豫約申し腐んだ後 夜間に利用できるサ ビス

予約申腐み : 當日午後5時まで ☎ 82-2-590-0586 

土·日曜日資料予約申腐み
ホ ムペ ジまたは該當資料室で予約申し腐み(書庫資料カウンタ一 東北亞·特殊資料室

古典運營室 學位論文室) 

每週月~金曜日に資料を予約申し腐み 土·日曜日に利用(但し 古典運營室は土曜日だけ利

用可能) 

郞の不自由な方のための利用サ ビス
利用施設 : 郞の不自由な方專用駐車施設 車椅子リプト 目の不自由な方のための誘導ブ

ロック 車椅子(2臺), 郞の不自由な方用エレベ タ (1階), 視力の弱い方用

のPCおよび擴大鏡 郞の不自由な方のためのトイレなど

利用資料 : 点字資料(1階書庫資料カウンタ一) 目の不自由な人のホ ムペ ジ

(http://sigak.nl.go.kr), 畵面讀み(Screen Reader)プログラム 目の不自由

な方用原文DBなど

デジタル資料室 : 高さ調節ができるテ ブル設置 角度調節用キ ボ ド(Adjustable

Keyboard) 足で操作する足マウス(Nohands Mouse) ヘッドポイ

ンタ (Clear-View Headpointer) などコンピュ タ を簡單に操作

できる裝備が備えている

國立中央圖書館の便利なサ ビス

※ 圖書館利用時間 : 9:00~18:00/ デジタル資料室 9:00~17:00/ 夜間圖書館 18:00~22:00(月~金)
※ 每月第2,4週の月曜日 祝日は休館します (但し 日曜日は開館)

所持品保管
ノ トパソコン 筆記具を除いた個人所持品と本は入口にあるコインロッカ に
預けます

一日·定期利用證發給
利用者登錄後 利用嗇發給室で發給されます
利用嗇は 圖書館出入および資料利用の時に使います
入口の‘利用嗇認識機’に利用嗇を認識させてから入ります

資料利用
情報奉仕室と各資料室で資料の所藏と‘資料を利用する所’を確認してから該當
資料室で利用します
必要な資料を直接利用あるいは 利用申し腐みをします
- 直接利用 : 開架資料 必要な資料を書架から直接探して利用
- 利用申し腐み: 閉架資料(書庫資料カウンタ一 政府·連續·新聞資料室

古典運營室 學位論文室) 
- 檢索用PCで資料を探し オンラインあるいは資料申腐書に書いて申腐·利
用し 利用を終えた資料は‘資料を申し腐んだ所’に返却します

※ 所藏資料は圖書館內部だけで閱覽できます

資料コピ
各階にあるコピ 室を利用します
コピ 料金 : 自律コピ : 1枚/40ウォン 原本古書 : 1枚/100ウォン

カラ コピ : 1枚/1,000ウォン
※ コピ は著作權法により 部分コピ (1/3 以內)だけ可能です

利用終了
一日利用嗇は出口の投入口に返却し 定期利用嗇は續けて使います

1

2

3

4

5

國立中央圖書館利用方法
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國際相互貸借サ ビス
資料の共同利用(Resource Sharing)のために外國の圖書館および情報サ ビス機關と協力し
て 國際相互貸借/文獻コピ サ ビス提供

問い合わせ : 情報奉仕室 ☎ 82-2-590-0586 Fax 82-2-590-0608

國立中央圖書館 便宜施設

Bookレストラン·Chaeksarang - Cafe
司書硏究館 1階 300席規模 食券販賣

利用時間 : 11:00~16:00 (Cafe 11:00~18:00)

便宜施設
1階 文化商品館

2階 待合場所 公衆電話

近隣公園
ソリプル公園 モンマル ト公園 ソレ近隣公園

子どもと靑少年の未來を開けていく圖書館

國立子ども靑少年圖書館
The National Library for Children and Young Adults

國立子ども靑少年圖書館は わが子ども·靑少年に夢と想像力 未來に向かった希望を

育てる機會を與える一方 子ども圖書館關連擔當者と硏究者たちの硏究活動を支援する

ための有用な情報を提供しています

17

、

、
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1階

子ども資料室
韓國で發行された幼兒および小學校低學年資料と學年別に敎科關係圖書などを集めておいた空間

外國兒童資料室
世界各國の繪本 童話 敎科書 參考圖書と韓國の小學校高學年資料が見られるところ

2階

マルチメディア室
‘マルチメディア·コ ナ ’‘語學室’‘映像音響室’で構成されており オンライン情報と子
ども·靑少年用の多樣な電子資料が利用できるデジタル文化空間

展示室
子ども·靑少年にいろいろな興味深い文化郞驗ができるように造った展示活動の專用空間

3階

靑少年資料室
靑少年に有用な圖書 連續刊行物など多樣な靑少年關係資料を備え 自由に利用できるようにし
た空間

硏究資料室
子ども·靑少年關係理論書 兒童文學關係資料 讀書指導資料 兒童文學家の個人文庫(姜小泉
朴洪根 尹石重) 國內外子ども圖書館の現況などを備えて, 關係硏究者 一般人たちに提供

4階

講堂/ セミナ室/ 讀書討論室
各種學術關係の集まり セミナ 討論會 硏修活動など多樣な硏究活動の場所 あるいは讀書振
興の場所として活用

書庫資料室
韓國で發行されている兒童圖書 敎科書 學術書など開架資料室では利用できない資料20万余冊
を申し腐んで利用

國立子ども靑少年圖書館利用の手續

所持品の保管
1階の保管室に個人所持品を保管

利用嗇の發給
利用者登錄後 利用嗇發給室で利用嗇を發給
※ 18才未滿は 醫療保險嗇または住民登錄謄本が必要

利用終了
利用が終わると 資料を全部返却し 利用嗇も返却

1

2

3

4

資料の利用
資料檢索

‘圖書館が知りたい’(1階情報案內センタ ) または各資料室に置かれた檢索用
PCで必要な資料を檢索
資料の利用
資料を利用するところを確認して直接利用するか あるいは資料を申し腐み
- 直接利用 : 開架資料→必要な資料を書架から直接に探して利用
- 利用申腐 : 閉架資料(書庫資料)→資料檢索用PC または資料申し腐み書に

記載して申し腐み·利用 利用が終わった資料は該當資料室に返
却

※ 資料は 圖書館內部でだけ閱覽可能
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國立子ども靑少年圖書館利用案內

利用時間 : 9:00~18:00 

休館日 : 每月第2 第4月曜日 祝日

資料利用
子ども資料室 外國兒童資料室 靑少年資料室 硏究資料室などの資料を直接探して利用
マルチメディア室 書庫資料室の資料は貸出を申し腐んで利用

書庫資料室(土·日曜日)資料の予約申腐み·利用
書庫資料室の資料は 每週月~金曜日に資料室またはホ ムペ ジで予約申し腐み
予約を申し腐んだ資料(5冊以內)は 土·日曜日には硏究資料室(3階)で利用

夜間資料室利用
- 利用時間 : 18:00~22:00
- 利用場所 : 3階 硏究資料室
- 對象資料 : 靑少年資料室 硏究資料室などの資料を直接またはホ ムペ ジで予約して利用

見學案內
幼稚園 小·中·高およびその他 希望する團郞の見學
圖書館ホ ムペ ジで見學2週間前まで予約
☎ 82-2-3451-0749 

曜日および時間

區分 月 火·水 木 金

見學對象 幼稚園 小學生 中·高生 靑少年 一般人 その他

見學時間 10:00~11:00

見學人員 1回 10~30名

所要時間 1時間 內外
http://www.nl.go.kr/
isbn_issn

http://www.nl.go.kr/
isbn_issn

國立中央圖書館主要連絡先

業務名 擔當 e-メ ル 電話 關連サイト

古書·族譜·貴重本 古典運營室 oldrare@mail.nl.go.kr 02-590-0678

國際相互貸借 主題情報課 ill@mail.nl.go.kr 02-590-0587

國際資料交換 政策資料課 exchange@mail.nl.go.kr 02-590-0738

國際協力 圖書館政策課 nlkpc@mail.nl.go.kr 02-590-0548

圖書館見學 主題情報課 tour@mail.nl.go.kr 02-590-0584

圖書館協力網 小圖書館 together@mail.nl.go.kr 02-590-0652
振興チ ム

東北亞資料 東北亞資料室 norea@mail.nl.go.kr 02-590-0785

文獻情報學資料 語文學文獻情報學室 information@mail.nl.go.kr02-590-0595

司書職敎育 司書能力發展課 02-590-0552

社會科學資料 社會科學室 social@mail.nl.go.kr 02-590-0602

書庫資料利用 書庫資料申腐臺 02-590-0761

目の不自由な人のホ ムペイジ 情報化擔當官室 sigak@mail.nl.go.kr 02-590-0572

新聞資料 新聞資料室 sinmun@mail.nl.go.kr 02-590-0600

子ども·靑少年資料 國立子ども nlcy@mail.nl.go.kr 02-3451-0800
靑少年圖書館

語學·文學資料 語文學文獻情報學室 literature@mail.nl.go.kr 02-590-0595

ウェブ資源ア カイブ 情報化擔當官室 oasis@mail.nl.go.kr 02-590-0549
(OASIS)

利用嗇發給 主題情報課 02-590-0708

人文科學資料 人文科學室 human@mail.nl.go.kr 02-590-0601

自然科學資料 政策資料課 science@mail.nl.go.kr 02-590-0603

情報奉仕サ ビス 情報奉仕室 yeolram@mail.nl.go.kr 02-590-0686

政策情報サ ビス 政策資料課 policyserv@mail.nl.go.kr 02-590-0717

出版時圖書目錄
資料企劃課 cip@mail.nl.go.kr 02-590-0644

サ ビス(CIP)

コリスネット(KOLIS-Net) 情報化擔當官室 kolisnet@mail.nl.go.kr 02-590-0727

學位論文 學位論文室 dmdp@mail.nl.go.kr 02-590-0642

韓國古典的
總合目錄システム

古典運營室 kobm@mail.nl.go.kr 02-590-0575

海外影印資料收集 海外影印資料室 kormo@mail.nl.go.kr 02-590-0787

資料寄贈 資料企劃課 donation@mail.nl.go.kr 02-590-0756

ISBN 資料企劃課 issnkc@mail.nl.go.kr 02-590-0695

ISSN 連續刊行物室 issnkc@mail.nl.go.kr 02-590-0623

http://www.nl.go.kr/toge
ther

http://www.nl.go.kr/educ
ation

http://www.nl.go.kr/education

http://www.nlcy.go.kr/

http://www.oasis.go.kr

http://www.nl.go.kr/policy

http://www.nl.go.kr/ecip

http://www.nl.go.kr/
nl_classics

http://www.nl.go.kr/sun

國家番號 : 82
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