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表１

開始年が2000年以降の主な開発計画書

国
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次）

使用言語

特 国 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
集
（2006-2010年）
中
http://politics.people.com.cn/GB/1026/4208451.html
IDE
Library
台
湾 新世紀第三期國家建設計畫 : 民國98至101年四年計畫
（2009-2012年）
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Kế hoa
ch phát tri n kinh tế - xã hô
i 5 nǎm 2006 - 2010
・
・
http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/chinhsachkinhte/kehoach5nam/index.html

ス National Socio-Economic Development Plan (2006-2010)

Th/338.984/P1001/10
Cdrom/C1026
Ma/338.984/R1004

Ten Year Perspective Development Plan 2001-11 and Three Year
Development Programme 2001-04
The Sixth Five-Year Plan, 2007-2012
http://www.mop.gov.eg/English/sixth%20five%20year.html
Second National Economic Empowerment and Development Strategy (20082011) : the Seven Point Agenda
Plan nacional de desarrollo 2007-2012
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf

英語

ASII/338.984/E5/1-3

英語

ASPK/338.984/T1

英語
英語

FWNR/338.984/S1

スペイン語

（出所） 筆者作成。Web ページアドレスは2010年1月6日にアクセスしたもの。
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ホームページで公開している。
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ナイジェリア

アジ研図書館では、このように形態を変

エ ジ プト

AHCB/338.984/N1

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
インドネシア語 In/338.984/P1001
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

ド Eleventh Five Year Plan, 2007-2012
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マレー語
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AHLS/338.984/N2

場合はカード目録が中心で、開発計画書の
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マレ ーシ ア Ninth Malaysia Plan, 2006-2010 （CD-ROM）
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Ch/338.984/X1005
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カン ボジ ア National Strategic Development Plan 2006-2010
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フ ィリピ ン Medium-term Philippine Development Plan, 2004-2010
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