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点校本二十四史修訂本

宋書（修訂本）全８冊
［梁］沈約撰 中華書局 A5/2733 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 20,736 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-10701-2/2018.05
●沈約は何承天 ・ 徐爰らの 『宋書』 を基礎に紀伝 70 巻 （本
紀 10 巻 ・ 列伝 60 巻）、 何承天作を基礎に 8 志 30 巻をそれ
ぞれ完成。 晋後期の劉裕の興起 ・ 劉宋立国から滅亡までの
70 年余りの歴史を記述する。
詔令・策文・奏疏・符檄などの原始文献 30 余篇を留めており、
晋末宋初の歴史状況と劉宋の基礎創立の過程を反映する。
今回、 商務印書館の百衲本を底本、 『中華再造善本』 影印中国国家図書館蔵宋刻宋元明遞
修本・明南監本・北監本・毛氏汲古閣本・乾隆四年武英殿本・金陵書局本を通校本として修訂。
10331003

十三経注疏彙校

尚書注疏彙校 全９冊
杜沢遜主編 中華書局 A5/3269 頁 / 繁体字 （縦組）
■ 17,884 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-12284-8/2018.04
●明万暦北京国子監刻 『十三經注疏』 本を底本、 唐開成
石経本 ・ 宋刻単疏本 ・ 宋刻八行本 ・ 李盛鐸旧蔵宋刻本 ・
宋王朋甫刻本 ・ 宋刻纂図互注本 ・ 宋魏県尉宅刻本 ・ 蒙古
平水刻本 ・ 魏了翁 『尚書要義』 ・ 元相台岳氏刻本 （清乾隆
重刻） ・ 元刻明修十行本 ・ 明永楽刻本 ・ 明嘉靖李元陽刻本 ・
明崇禎毛氏汲古閣刻本 ・ 清乾隆武英殿刻本 ・ 清乾隆内府鈔 『文淵閣四庫全書』 本 ・ 清乾
隆内府鈔『 摛藻堂四庫全書薈要』 本 ・ 清嘉慶阮元南昌府学刻本の 19 種を校本として校勘。
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【11 月 28 日発売 予約受付中】 発売記念特価 2019 年 3 月末まで。
10346076

大漢和辞典デジタル版 (USB メモリ１本 )

諸橋轍次著／鎌田正、米山寅太郎修訂増補 大修館書店
ISBN978-4-469-79083-2/2018.11 ■ 108,000 円 ( 税込 )
4 月以降は 140,400 円 ( 税込 )
●修訂第２版の巻１～ 12、 補巻の本文、 索引巻 「補遺」 の本文
情報を画像データで収録したデジタル版。 １ページ単位で表示さ
れ、 約 4 倍まで拡大。 ルーペ機能で字体 ・ 字形の細部も識別。
複数ページの表示も可で、 ジャンプ機能あり。
検索対象は全親字 (51110 字 ) で、 検索方法は 1) 漢字 / 大漢
和番号 / ユニコードの直接検索、 2) 部首 / 総画 / 音訓読み / 部
品 ( デジタル版用に独自開発 ) の複合検索。 親字登録、 付箋
機能も搭載。 Windows7/8.1/10、 CPU:Core i3 以上推奨、 メモリ
:4GB 以上、 20GB 以上空き容量、 1280 × 720 以上。
※ USB メモリ 1 本で PC1 台のみインストール可能。

10343607

中国新聞事業編年史

（第２版）全３冊
方漢奇主編 福建人民出版社 B5/2230 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-211-07958-2/2018.04
● 713 年（ 唐 ･ 玄宗開元元年） に中国最古 （＝世界最古） の
新聞である 「開元雑報」 が発行されて以降の中国新聞事業の
歩みを紹介。 2009 年初版。 今回、 1998 年から 2016 年に発
生した中国新聞事業領域の重要事項を増加。 附：報刊名索引。

10343160

説文解字注研究文献集成

舒懐主編 湖北教育出版社 B5/2613 頁 / 精装 / 繁体字 ( 縦組 )
■ 47,628 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5564-1246-4/2018.03
●清代以降 “段注” に対する注箋、 匡謬、 校訂、
補注を整理して刊行。 清～民国間の単篇 55 篇を収録。
《説文段注簽記》、 《段氏説文注訂》、 《説文段注訂補》、
《説文解字匡謬》、 《説文段注札記》、 《説文段注札記》、
《説文段注鈔》 《補鈔》、 《説文段注拈誤》、
《説文解字段注攷正》、《説文段注撰要》、《説文解字注箋》、
《讀説文段注札記》、 《説文本經答問》、 《讀段注説文解字日記》、
《讀説文日記》、 《説文段本刊誤》、 《説文段義刊補》、 《説文平段》、
評校段氏 《説文解字注》、 《説文段注摘例》、 汲古閣説文訂の他－。
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漢語同源詞大典

全３冊

殷寄明著 復旦大学出版社 B5 大 /1952 頁 / 精装 / 繁体字
■ 33,048 円 ( 税込 ) ISBN978-7-309-12602-0/2018.01
●同語源語 2225 組を考察。 単字 7217 個を収録。 このうち
声符字は 879 個で、 声符字の形体を基につながる形声字は
6885 個、声符字の音義を基につながる文字は 332 個である。
第 1 巻から第 8 巻に声符 100 個、 第 9 巻に声符 79 個を収
録。 各巻の声符は筆画順に配列。 第 10 巻は索引。

10344439

現代漢語離合詞研究

王俊著 東北師範大学出版社 B5 小 /253 頁 / 精装
■ 4,406 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5681-4206-9/2018.02
●第二言語習得の角度と学習者の漢語学習の需要から
出発し、 認知研究を参照、 語彙チャンク理論と構式理論
の基本概念を運用結合し、 現代漢語の離合詞を研究。
附 : 現代漢語離合詞詞表など。

10345030 古代文学名著彙評叢刊

文選彙評

全４冊

趙俊玲輯著 鳳凰出版社 A5/1951 頁 / 精装 / 繁体字 （横組）
■ 17,010 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-2683-6/2017.11
明万暦十年余碧泉刻 『文選纂注』 評本 12 巻、
明末凌濛初輯刻 『合評撰詩』 7 巻、
清康熙二十五年刻孫洙評 『山暁閣重訂昭明文選』 12 巻、
清乾隆三十七年葉樹藩海録軒朱墨套印何焯評 『文選』 60 巻など、
各図書館に所蔵する明清以来の 『文選』 評点 20 余種を収録。
今回、 『文選』 原文は通行の胡克家本を底本として整理。

10344905

国家社科基金後期資助項目

六朝史学与文学
唐志遠著 北京大学出版社 B5 小 /291 頁
■ 3,758 円 ( 税込 ) ISBN978-7-301-29514-4/2018.06
●目録学から出発し、 六朝史籍の存佚状況を調査。 現存
史籍と輯佚材料を利用し、 文献基礎を構築。 六朝時期の
特色ある史学の部門とその代表的な著作を選び、 時代背
景と関連づけ、 六朝文学との関係について分析。
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李白全集注評 全３冊

［唐］李白著／郁賢皓注評 鳳凰出版社 A5 大 /2138 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-2761-1/2018.05
●京都大学人文科学研究所影印の静嘉堂文庫蔵宋蜀刻本
『李太白文集』 を底本として、 李白の詩文を収録 （巻 1- 巻 29）。
宋本集外詩文及び宋本集内 ・ 外存目詩文を収集 （巻 30）。
「題解」 は詩文の題意を明らかにし、 題中の人名 ・ 地名 ・ 官名及
び創作の年代と背景を解釈。 「注釈」 は難解な語句と典故を説明。
「評箋」 は前人の品評と解読を掲載。
「品評」 は注評者の見解を記載。 篇目索引。 （簡体字横組）

10342918

北宋詞譜 全３冊

田玉琪編著 中華書局 A5 大 /1979 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-12924-3/2018.05
●清代咸豊時期の秦巘 『詞繋』 の例に拠り、 時代 ・ 作者の順
序に応じて北宋詞調の譜を編纂。 詞調の創始或いは初見の作
者の時代順に、 当該調の正体と別体を列挙。 各調は作者小伝
を附し、 「調釈」 ・ 「体略」 ・ 「図譜」 ・ 「注釈」 の 4 つの部分で
構成する。 索引 （詞調、 人名）。 （繁体字横組）

10344494

元雑劇版本研究

張倩倩著 中国戯劇出版社 B5 小 /295 頁
■ 5,821 円 ( 税込 ) ISBN978-7-104-04630-1/2018.02
●元雑劇の形成時間 ・ 過程とその社会背景と成果を詳述 ・
分析。 元雑劇の元代から明代の版本の変遷問題を整理し、
現存する元雑劇 167 種の反復来源と版本の整理方法を提出。

10341161

中国文学家大辞典 明代巻

李時人編著 中華書局 A5/1721 頁 / 精装
■ 11,761 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-12543-6/2018.01
●明人詩文総集（ 選集）・地方詩文総集（ 選集）・別集・
明代正史 ・ 地方志 ・ 書目を基礎文献とし、 その他の各種
文献資料を参照して編纂。
伝世作品の作家 20000 名余りから詩文 ・ 小説 ・ 戯曲
3046 名の作家を精選し、 筆画順に収録。 生涯 ・ 官歴 ・
創作 ・ 影響を紹介。 索引 （ピンイン）。
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国家哲学社会科学成果文庫

中国近代小説史論
陳大康著 人民文学出版社 B5 小 /943 頁 / 精装
■ 11,286 円 ( 税込 ) ISBN978-7-02-013880-7/2018.03
●道光末から同治末の小説創作及び理論の状況を整理、
近代小説の発展体系変化構造の現れを検討し、 これまでの
小説発展の実際と符合しない結論を訂正。
「小説界革命」 とその後の転向を叙述。 1 次資料に依拠し、
近代小説史上の重要だがこれまで研究の視野に入らなかっ
た日報小説 ・ 海賊版 ・ 小説転載などの問題を詳述。 近代
小説の理論変化の過程 ・ 動因と結果を分析。

中華大典
芸術典・戯曲文芸分典 全３冊

10344896

李修生分典主編 岳麓書社出版社 B5/2397 頁 / 精装 / 繁体字
■ 42,768 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5538-0341-8/2017.11
「理論総部」
（法規部 ・ 劇説部 ・ 戯史部 ・ 編劇部 ・ 曲律部 ・ 演芸部）、
「詞曲総部」 （戯曲集部 ・ 戯劇家部）、
「演習総部」 （体類部 ・ 骨腔部 ・ 芸人部 ・ 戯班部 ・ 劇場部）
の 3 つの総部を設置。
唐代から清代の戯曲芸術方面に関する文献資料を収録。 戯
曲文芸発展の詔令 ・ 法規 ・ 文化政策、 戯曲の形成 ・ 変化 ・
盛衰、 戯曲の宮調 ・ 曲牌 ・ 格律 ・ 曲譜などの内容を含む。

10344909

商務印書館同仁日記叢書

葉聖陶日記 全３冊
葉聖陶著／葉至善整理 商務印書館 B5 小 /1836 頁 / 精装
■ 22,744 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-14971-6/2018.06
●葉聖陶は現代の著名作家 ・ 教育者 ・ 編集者。 本書は葉聖陶が
1911 年から 1982 年に執筆した 『聖陶日記』、 『西行日記』、 『東帰
日記』、 『北游日記』 を収録。
これらの日記は 1 人の知識人の進步と成長の記録であるだけでな
く、 20 世紀の目まぐるしく移り変わる社会生活の反映でもある。
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国家社科基金後期資助項目

上博楚簡儒学文献校理

上下冊

侯乃峰著 上海古籍出版社 B5 小 /610 頁 / 繁体字
■ 9,385 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8776-6/2018.06
●これまでに公布された 9 冊の 『上海博物館蔵戦国楚竹書』
の儒学文献を対象として、 各篇の簡序編聯と釈文考釈の最新
の研究成果を総合。 簡文に対して順に校勘整理を加え、 そ
の中の伝世文献と対読できる文章を収集する。

10345113

宋代周礼学史
夏微著 中国人民大学出版社 B5 小 /602 頁
■ 7,009 円 ( 税込 ) ISBN978-7-300-24009-1/2018.07
●歴代の 『周礼』 学の概況を詳細に説明。 宋代の礼学大家 18
人に分け、 宋代の 『周礼』 学のテキストの真偽、 作者の弁疑、
鄭玄 『周礼注』 の非難反駁、 『冬官』 の不亡説と 『考工記』 の
研究と影響について分析し、 深意の所在を指摘。 宋代の 『周礼』
学の特徴の所在及び 『周礼』 学史の地位を説明。 索引。

10340241

南京古旧地図集 全２冊
胡阿祥，范毅軍等主編 鳳凰出版社 B4/586 頁 / 精装 / 繁体字
■ 85,536 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-2695-9/2017.12
●南京建城以来の南京の都市発展と関係する全て
の重要輿図資料を全面的に捜集し、 中国 4 大古都
の 1 つとしての南京の歴史変遷を提示。
上冊 「図録」 は南京の古地図 510 枚余りを収録。
地図の類型に照らして、「大視域地図中的南京」・「近
世以来志書与絵画中的南京地図」 ・ 「晩清民国時期
測絵南京地図」 ・ 「明清時期南京勝景図」 の 4 巻に
分かれる。 附 ： 『地図存目』。
下冊 「文論」 は南京地区に関する研究論文 18 篇
を収録。 附録 ： 「大明一統山河図」 ・ 「上江両県志 両県城内図」 など復刻地図 4 枚、 金陵八景の絵葉
書 8 枚。
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10343894

中国史学基本典籍叢刊

西漢年紀

［宋］王益之撰／王根林点校 中華書局
A5/654 頁 / 繁体字 （縦組）
■ 4,406 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-13131-4/2018.06
●編年体の前漢断代史。
『史記』 『漢書』 『漢紀』 『資治通鑑』 『通典』 などの著述を参照。
特に 「考異」 の部分は参照諸書を補正。
今回、 『四庫全書』 本を底本として整理点校。

10342346

中国大通史 全２３冊

曹大為，商伝等総主編 学苑出版社 B5/11335 頁 / 精装
■ 121,143 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5077-5326-4/2018.01
● 100 名余りの専門家が共同で執筆し、 20 年余りをかけて完
成した中国通史。
導論 ・ 史前巻、 夏商西周巻、 春秋戦国巻、 秦漢巻、 魏晋
南北朝巻、 隋唐五代巻、 遼巻、 宋巻、 西夏巻、 金巻、 元巻、
明巻、 清巻 （1644-1840）、 清巻 （1840-1911）、 中華民国巻
の全 15 巻で構成。
各巻は総述と政治盛衰編・経済編・社会構造編・国家統制編・
精神文化編・社会生活編の 6 編で構成。附図は譚其驤主編『中
国歴史地図集』 （中国地図出版社、 1982 年） を底本に作成。

10344148

『The Mapping of Taiwan;Desired Economies, Covered Geogrphies』

輿図台湾

渴望之経済觊觎之版図（漢英対照）

祁夫潤 (Jerome F.Keating) 著／陳正傑訳
南天書局有限公司 A4/ 精装 / 繁体字
■ 12,960 円 ( 税込 ) ISBN978-957-638-788-3/2017.11
●製図者の文化観はいかに地図の製作に影響した
か、 絵図はまたいかに製図者の認知に影響したか
を探索。
外国が台湾に関する情報を多く獲得し、 各国の
経済と目標に対する台湾の価値と重要性を理解す
るにつれて、 台湾への認知に変化が生じた。 台湾
の価値に対する認知が変化すると、 外界は台湾を
窺い狙うことのできる土地と見なし、 台湾の地図の
品質にも変化が現れたのである。カラー。英漢対照。
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10345298

新着・近刊図書案内

No. 98/ 2018 年 9 月

宋代史論分類全編 全８冊

曽棗荘，曽濤編纂 巴蜀書社 B5/4167 頁 / 精装 / 繁体字 （横組）
■ 123,120 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5531-0961-9/2018.03
●歴史観、 歴史制度沿革、 史書典籍 ・ 史書体裁、 朝
代国別、 歴史人物事件などを論ずる宋代の論史文献を
分類収録 ・ 収集整理。 総論 ・ 制度沿革論 ・ 史籍史体論 ・
朝代国別論 ・ 人物事跡論の 5 部に分かれる。
各種資料は文淵閣 『四庫全書』 本を多く採用し、 作者
の生卒年の順に配列。 出処は版本 ・ 書名 ・ 巻次を注記。
范祖禹 『唐鑑』・李燾 『六朝通鑑博議』・銭時 『両漢筆記』
など史学専著数十種は収録範囲に含まれない。
附 ： 作者小伝など。

10344464

石匱書 全１２冊

［明］張岱著／欒保群校点 故宮出版社
A5/4085 頁 / 繁体字 （縦組）
■ 24,105 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5134-1069-4/2017.12
●明末の文学者 ・ 史学者張岱が 『史記』 を手本として執筆
した明史。 亡国の痛み、 故国の思いを凝縮させ、 知識分子
の尊厳と気概を体現しており、 清統治者を全く顧みず新王
朝への帰順や譲歩は一文字も現れていない。
大半は散佚したと考えられていたが、 南京図書館と上海図
書館で完全な状態の鈔本が発見され、 2008 年に上海古籍
出版社から 『石匱書』 及び 『後集』 が影印出版された。
今回、 この影印本を底本として整理点校。

10337720

満鉄奉天附属地影像
荊紹福主編 瀋陽出版社 A4 変 /160 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5441-8040-5/2017.07
●国内の満鉄附属地に関する研究成果とくに程維栄
『近代東北鉄路附属地』 （上海社会科学出版社、 2008
年） を参照。 満鉄奉天附属地を背景として、 奉天駅 ・
鉄道大街 ・ 浪速広場 ・ 南斜街 ・ 十間房 ・ 奉天商埠
地 ・ 満鉄附属地及び瀋陽近郊の様相を紹介。 関連写
真 200 余枚を収録。
－8－

亜東書店

掲載新 ( 再 ) 入荷図書
― おしらせ と おねがい ―
◆目録掲載書籍は税込価格となっております。
◆掲載の図書は残部僅少のため、お取り寄せになる場合がありますが何卒ご容赦願います。
◆中国書の場合２週間～２ヶ月、台湾・香港・韓国書の場合１～２ヶ月を要しますのでご承知おきください。
◆お名前等の記入もれがありますと発送できませんので、投函前には今一度ご確認くださいますよう
お願い申し上げます。お客様番号は、封筒のお名前の下に記載がございます。
◆送料は一律 324 円です。１回のご注文金額が税込１万円以上の場合、送料は無料です。
◆お支払方法はクレジットカード、代金引換（手数料 324 円を発送ごとに申し受けます／お送り先が
沖縄の場合ご利用いただけません）、郵便振替（手数料小社負担）、銀行振込（手数料お客様負担）
からお選びになれます。詳細は業務センターまでお問い合わせください。

===============【 ◆人文社会 / 総記 】===============
書籍番号          書      名                       著者・編者  出 版 社   出版年  頁数  定価 (円)
17/11 435 精 10,692
10341784  成都图书馆………………………………成都图书馆编著 天津大学
成都図書館の誕生と発展、
都市図書館サービス、
閲読推進、
* 成都の伝統文化と古代の造紙印刷、
特色活動、館蔵資源体系、特色館蔵などを紹介。カラー。＜２１世纪中国城市图书馆丛书＞
17/11 411 精 10,692
10341783  金陵图书馆＜〃＞………………………金陵图书馆编著 天津大学
* 金陵図書館の 88 年に及ぶ歴史、 都市図書館サービスネットワークと図書館サービスアライア
ンスの建設、 館蔵古籍文献 ・ 民国文献、 重要な志書文献 『金陵雑志』 などを紹介。 カラー。
17/11 480 精 11,286
10341785  武汉图书馆＜〃＞……………………………李静霞主编 天津大学
* 清朝晩期から現代までの武漢図書館の歴史・発展過程や、基本概況や特色あるサービ
スを紹介。館蔵する地方志・地方古新聞・地方古地図などの文化珍品を掲載。カラー。
精 8,910
17/11 354
10341786  厦门市图书馆＜〃＞…………………………林丽萍主编 天津大学
* 厦門城の建立や図書館の創建・発展に対する厦門都市文化の影響などの角度から、厦
門図書館の蔵書建設や業務発展過程を紹介。カラー。
18/04 270
10343940 四库提要丛订………………………………………王勇著 齐鲁书社
2,948
『四
* 王太岳・余嘉錫・胡玉縉・崔富章・李裕民・杜沢遜・楊武泉らの研究成果を参照し、
庫全書総目』の誤り 400 余条を訂正。
10344033 传统中国研究集刊 第１８辑
……上海社会科学院传统中国研究集刊编辑委员会编 上海社科院 18/05 312
5,346
*「郷紳論」視野下的王守仁―従「郷紳論」的視角看王守仁在故郷的社会活動及理念（李
慶）/ 明代上海地区水利治理体系的興衰（葉舟）など、22 篇を収録。
10344782  东南亚与华侨华人研究论文索引（２０１１－２０１５）＜厦门大学东南亚研究中心系列丛书＞
…………………………………………………吴文智编 厦门大学
18/01 436
5,821
*2011-2015 年国内発行の中文期刊の中で理論価値と指導意義を有する学術論文を収録。
その他の一般刊行物の参考価値を有する文献資料や、香港・澳門・台湾及び東南アジア
の国の一部人文社会科学期刊における関連の学術論文も収録。全 1 万余条。政治問題・
経済問題・社会文化問題・歴史問題・華僑華人問題で構成。
16/12 508 精 14,580
族
10332064 福德图书馆馆藏古籍目录………………………范宝主编 民
* 北京東四清真寺福徳図書館が保存する、アラビア語・ペルシャ語・漢語などのイスラ
ム教類書籍を中心とする古籍 1155 種を収録。内容提要・出版年・出版地・出版者・版
本類型・館蔵状況などを著録。カラー図版 112 頁。
18/03 1081 精 33,048
10343257 拥雪斋藏书志 上下册…………………………王树田著 广西师大
* 著名な蔵書家王樹田氏の「擁雪斎」が所蔵する貴重古籍の書影及び書話を収録。古籍
534 種を経・史・子・集の 4 部に応じて配列し、版式・内容・入蔵経過・蔵書感悟を紹介。
各書に書影 1 枚から 3 枚を掲載するなど、写真は 1000 枚余りに及ぶ。今回、2013 年出
版の『擁雪斎書影』を基に増訂。書影を約 2 倍増加。カラーで出版。
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書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

定価(円)

10344755 中央研究院历史语言研究所集刊第８９本第２分
…………中央研究院历史语言研究所编辑出版部编辑 Ｔ史语所

18/06

402

* 仁愛郷 Tabuluk 石器作坊遺址分析与研究（趙金勇）など 4 篇を収録。
18/06 418
10344780  国学研究 第４０卷…………………………袁行霈主编 北京大学
13 篇。
* 礼楽的復興与『楽記』的伝承（楊賽）/ 北魏石窟寺伎楽形象的出現与演変（金渓）など、
17/12 262
10344807  欧亚学刊 新６辑…………………余太山，李锦绣主编 商 务 印
* 宇文泰、劉黒闥与中古時代的伊朗文化影響（陳三平）/A Chinese Loanword in a

2,592
3,888
4,924

Zoroastrian Pahlavi Text（Daryoosh Akbarzadeh）など、12 篇を収録。カラー図版 6 頁。
精 7,603
17/12 393
10342687  日文图书汉译出版史………………………………田雁著 南京大学
* 図書翻訳と伝播の角度から、1851-1911 年、1912-1949 年、1949-1976 年、1977-1999 年、

2000-2011 年の 5 段階に区分け、近代以来の日文図書の漢訳出版の歴史過程を再現。
精 5,346
18/05 291
10342919 中国四库学 第２辑…………………………邓洪波主编 中华书局
* 論乾隆修纂『四庫全書』的観念問題（陸建猷）/ 古代目録中史部故事類源流新探（張固也）

など、22 篇を収録。

10343608  中国书业年度报告（２０１６- ２０１７）…伍旭升主编 商 务 印
10343793 齐齐哈尔市图书馆古籍善本图录 第１辑

18/04

381

4,406

……………………………………齐齐哈尔市图书馆编 国家图书馆 18/04

244

精 14,580

* 斉斉哈爾市図書館万巻閣に収蔵する善本古籍は 761 種に上り、そのうち 9 種は『国家珍貴
古籍名録』に、24 種は『黒竜江省珍貴古籍要覧』にそれぞれ入選する。本書は館蔵善本古
籍 523 種を経・史・子・集の 4 部に分けて収録。第 1 輯は経・史・子部を収録する。カラー。
10344430 河南省社会科学院图书馆古籍善本图录
……………………………………魏一明，张占仓主编 河南人民
16/12 261 精 41,796
*『中国古籍善本書目』の館蔵珍貴善本 64 種を含む、河南省社会科学院文献信息中心蔵
の善本古籍 100 余種を収録。元延祐七年円沙書院刻本『山堂先生群書考索』
、清光緒元
年稿本『図書便覧』
、明嘉靖間刻本『唐宋白孔六帖』
、清順治四年李際期刻本『説郛』な
どの巻数・著者・版本・冊数・尺寸・行款・刻工・鈐印などを著録し、書影を掲載。
精 5,929
13/07 447
10291022 近代湖南报刊史略＜湖湘文库＞…………………黄林著 湖南师大
『湘学報』
『長沙日
* 編集・印刷・発行などの段階から近代湖南報刊業の発展状況を叙述。
報』など報刊 10 余部を具体的に解剖。報刊人物、報刊団体、報刊の経営と監督管理及び
その社会的影響を紹介。
18/07 449
10344418  中国新媒体发展报告（２０１８）ＮＯ．９唐绪军主编 社科文献
5,886
10341916 从零开始学电脑 ：上网办公理财维护一本通（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０＋Ｏｆｆｉｃｅ 2016）
……………………………………………德胜书坊编著 中国青年
17/08 372
4,536
* パソコン操作入門編。オールカラー。
===============【 ◆言語・文字 】===============
10343494 汉语液体核心词研究＜江汉大学中国言文学学术文库＞
……………………………………………………张芳著 社会科学
17/10 253
4,406
「語義場 - 次語義場 - 詞」という
* 漢語の「水」の意味領域における語句を集約・整理。
3 段階の比較の研究構想と比較語義の研究方法を採用して、核心語「水」を研究。
17/12 191
10343562 微博话语多维分析 ：以新浪微博为例…………焦新平著 中国言实
3,628
* 中国版のツイッターと呼ばれる「新浪微博」の言葉を選び、社会言語学理論と話語分
析の方法を参照して研究。
18/05 308
10343794 新媒体视域下语言的后现代化变异…………唐厚广等著 社科文献
5,119
* ネットの言語・流行語・流行体・呼称語変化の考察を通じて、新媒体がもたらすポストモ
ダン化思潮の言語学省察を検討。＜汉语言文学中国特色研究丛书·实践论文学理论建构＞
18/05 221
10343797 广州语言生活状况报告（２０１８）………屈哨兵主编 商 务 印
3,628
* 工作篇 ：広州市語言文字工作（2008-2017）など 2 篇。区域篇 ：公共場所語言文字使用情
況など 8 篇。社群篇 ：青年「広二代」語言生活状况など 7 篇。資料篇 ：広州話歴史文献語
料概観など 3 篇。
－ 10 －
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書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

17/12 355
10343800  汉语空间量标指演变研究………………………刘永华著 社会科学
「寛」
「高」など漢語空間量標指約 300 個の歴史変化を対象として、数量短語と組
*「長」

定価(円)

5,821

み合わせることのできる度量名詞の意味と用法変化を論述。
「小」
「短短」などの比較を
表示する形容詞、
「去」
「距」などの距離を表示する動詞や前置詞、
「日行」
「日程」などの
距離単位詞などに言及。
17/12 136
10343992 国防语言与话语研究…………………………梁晓波主编 中国言实
2,646
* 現在の国防話語研究の基本理論・方法と実践を紹介。美軍語言文化発展戦略与挙措透視
（梁暁波、
敖鋒、
譚桔玲）/ 衝突性軍人工作会話中回応策略与権勢的語用分析（龔双萍）など、
論文 12 篇を収録。＜国防科技大学外国语言文学学科军事语言与文化系列丛书２＞
10344062 中国语言文字事业发展报告（２０１８）
…………………………国家语言文字工作委员会组编 商 务 印
18/05 189
3,628
*2017 年の国家言語文字事業発展の状況を記述。国家通用言語文字の推進普及、言語文
字規範化・基準化・情報化の建設、言語資源の保護、言語服務能力の上昇、言語文化の
伝承伝播、言語管理体系の構築の全 6 章。
10344067 燕京妇语等八种＜早期北京话珍本典籍校释与研究＞
精 7,009
……………［日］北边白血等编著／陈颖，霍赟校注 北京大学
18/03 436
、宮島大八『急就篇』
・
『官話続急就篇』
、金国璞編『華言問答』
、御幡雅
* 北辺白血編訳『燕京婦語』
文『生意筋絡』
、李俊漳編『中等官話談論新篇』
、金国璞編『虎頭蛇尾』
、不詳『中国話』の 8 種。
17/12 327
10344310 语言多维研究新视角………………詹伯慧，邵敬敏主编 商 务 印
3,628
* 関于閩方言研究的幾点思考（詹伯慧）/ 漢語框式結構説略（邵敬敏）など、曁南大学
文学院言語学科の成果論文 25 篇を収録。
精 5,346
18/04 254
10344401 华语跬步……………［日］御幡雅文编著／徐毅发校注 北京大学
（1886）
初版発行。今回、
* 明治時期の著名な漢語教師御幡雅文編著の漢語教科書。明治十九年
明治四十四年（1911）の増補第 9 版依拠して点校。＜早期北京话珍本典籍校释与研究＞
18/05 283
10344403 吐火罗语研究导论＜欧亚备要＞………………季羡林著 商 务 印
5,184
* 数十年来の吐火羅語 ( トカラ語、トハラ語 ) 研究の成果を収集。資料概叙・資料特色・
資料価値・研究要点など 5 部を含み、吐火羅文 A『弥勒会見記劇本』を研究した関連文
章を附録。初版 1993 年（
『敦煌吐魯番吐火羅語研究導論』新文豊出版）
。索引。
18/07 404
10344438  汉语研究方法导引………………………………周红编著 上海教育
5,346
* 案例分析を基礎に研究原則・研究方法・研究順序を紹介し、一般的な方法、具体的な
方法、異なる言語学理論の漢語研究における具体的運用を論述。
18/04 538
10344443 对外汉字教学研究………………………………王鸿滨著 北京师大
5,346
「漢字文化」及び「漢字本体研究」部分内容
* 内容は漢語国際教育研究生課程の講義。
の割合を増加し、中国学生の言語類型学の目を養成し、外国留学生の漢字本体知識方面
での欠点を埋め合わせる。＜汉语国际传播基础理论与实践研究丛书＞
精 4,406
18/05 243
10344792 京华事略 ：北京纪闻…金醒吾等编著／刘倩，郝琦校注 北京大学
*『京華事略』は晩清の旗人金醒吾作の日本北京話教材。問答を通じて、北京の名物・
風土人情などを紹介。
『北京紀聞』は岡本正文編訳。北京の風俗習慣や役所商人の状態
を窺える報道を摘録。
（繁体字横組）＜早期北京话珍本典籍校释与研究＞
10344783  语言学研究 第２４辑
北京大学外国语学院外国语言学及应用语言学研究所编 高等教育
18/06 239
3,175
* 従系統功能語言学的三重視角看判決文書的情理（王品）など、18 篇を収録。
精 3,758
17/07 1128
10336935 笔画号码汉语字典……………………………土水木主编 上海辞书
（筆画号碼は漢字の前 4 つの筆画と末画のコードで
* 作者が発明した「筆画号碼検字法」
構成する番号を指す）を採用する字典。漢字字頭 12050 余個を収録。検字表（部首、
音序）
。
17/12 289
10344335 文源（标点本）………………林义光原著／林志强标点 上海古籍
5,054
*『説文解字』は篆字について解説するだけで、文字制作の淵源の探究には不十分であ
ると考え、鍾鼎の遺文を収集し、六書を詳細に審議して本形・本義を決定する。今回、
福建師範大学図書館所蔵の 1920 年写印本に基づき記録し、標点を加える。
（繁体字横組）
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18/05 1242
10343568  中华大字典………………………汉语大字典编纂处编著 四川辞书
『通用規範漢字表』の 1・2・3 級
* 漢字 10000 個余り（繁体字・異体字を含む）を収録。

精 6,415

の通用規範漢字を含む。字頭・古字形・注音・漢字属性・字源・釈義・組詞などを記載。
部首検字表（部首目録、検字表、難検字筆画索引）
。
精 6,415
18/05 1330
10344066 中华大词典………………………汉语大字典编纂处编著 四川辞书
* 字・詞・成語及びその他の熟語約 60000 条を収録。新詞新語及び西文字母で始まる語
句約 5000 条を含む。注音・釈義・例証・例文などを記載。一部常用字には古字形義解
説を掲載し、挿絵を附す。部首検字表（部首目録、検字表、難検字筆画索引）
。
精 3,758
18/07 844
10344440 古汉语常用词词典………………汉语大字典编纂处编著 四川辞书
* 古漢語常用字約 7000 個（繁体字・異体字を含む）を収録。古漢語常用の多音節語
10000 余条を収録。一部単字に「注」
「辨」を設け、古漢語学習で謝りやすい部分を指摘・
分析。索引（漢語ピンイン音節、筆画）
。
10342719 练祁研古 ：上海练祁古文字研究中心集刊 第１辑
………………………………周嘉总主编／濮茅左主编 中西书局
18/03 227
6,415
* 上海新発見両版甲骨文考釈（周嘉）/ 金文中記載的古国族考証挙例（柯昌済、柯健生）
/『上海博物館蔵戦国楚竹書』十三楽語音律考など、16 篇を収録。
18/05 381
10343563 卓庐古文字学丛稿………………………………陈斯鹏著 中西书局
3,888
*「舌」字古読考 / 新見金文釈読商補 / 戦国楚帛書甲篇文字新釈など、31 篇を収録。
17/12 298
10343290 汉语史与汉藏语研究（２０１７）第２辑…张玉来主编 社会科学
5,346
17 篇。
* 百年来的複声母研究―理論和方法（竺家寧）/ 関于漢蔵語的語音和形態（呉安其）など、
10344064 汉语动量结构补位与状位句位选择机制及跨语言比较
……………………………………………………周娟著 上海教育
18/05 248
3,888
* 補位・状位動量構造の句法特色・語義選択・語義機能を比較し、動量構造補位と状位
の句位選択機制を指摘。漢蔵語系のその他の量詞型言語動量構造の使用状況を交え、補
状句位選択の類型学法則を探索。
18/02 156
10343799 古今汉语同旁字词语手册……………………李全忠编著 郑州大学
1,512
* 同旁語 12000 個を収録。古今漢語の同旁字語彙を含み、改革開放以来の社会生活に出
現した新語句を網羅。索引を附す。
精 7,722
18/04 820
10344536 说文部首段注疏义 上下册…………………胡安顺主编 中华书局
『説文解字』正文と段玉裁注繁難字の
*『説文解字』の部首や同部字の今音と古音を記し、
読音を記載。
『説文解字』の部首や同部字の古文字字形を列挙。許慎の説明に注釈・翻訳。
大徐本『説文解字』と段注の説明原文を対比。部首索引（四角号碼、音序、筆画）
。
（繁体
字横組）
10343224 声韵论丛 第２０辑……………中华民国声韵学学会编 Ｔ学生书局 17/10 238
4,320
* 漢蔵語言使動範疇的来源及演変（李長興）/『新増直音説文韻府群玉』直音互注的語
音現象（陳梅香）など、5 篇を収録。
18/03 211
林
10344751 语音答问＜语言学热点问题研究丛书＞………朱晓农著 学
2,646
* 語音学中の基本概念に対する新たな理解、最先端の研究における最新の発見について
論じ、長い間誤解されていた問題に答える。語音学とは何か、音節とはに何か、発声態
とは何か、いかに声調を認識するか、いかに元音を認識するか、など全 9 章、
18/05 433
10344786  传统古音学论著选注………………黄易青，王宁等选注 商 务 印
5,054
（2015 年）の姉妹篇。等韻学と今音学論著 5 篇を「序編」とし、
*『伝統古音学研究通論』
伝統古音学研究の代表論著 58 篇を「正編」とする。
「正編」は研究対象に拠り、古今音
変・古韻・古声・平入関係・古四声に分類。各篇の注釈は文選の出処及び論述の対象に
関する「説明」
、正文の底注、篇後に学術史の角度から解明する按語の 3 部に分かれる。
18/03 317
10344789  汉语否定表达的认知研究和逻辑分析…………袁毓林著 商 务 印
4,017
* 認知・機能言語学の角度から、漢語の主な否定表現の句法・語義・語用特徴を描写。
論理語義学の方法を用いて、顕性否定表現と隠性否定表現の語義構造特色を分析し、断
言・推論・預設・焦点構造方面における異同を指摘。＜国家社科基金后期资助项目＞
－ 12 －
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18/04 252
10343567 话语分析视角下的现代汉语反问句研究………于天昱著 知识产权
2,872
* 漢語の反語文を全面的に整理し、機能主義の角度から実際の会話における反語文の使用状
況を分析。
18/02 198
10343292 既然式复句研究＜华中语学论库第６辑＞………张静著 华中师大
邢福義（1996）提出の「小三角」研究観を採用して発掘を進め、
*「既然」式複文に対して、

2,419

またマクロの視角を採用し、邢福義（1996）提出の「大三角」研究観に言及。

10344784  上古汉语研究 第２辑
…中国社会科学院语言研究所上古汉语研究编辑部编 商 务 印

18/06

215

3,628

268

3,628

*「包」字遡源（蒋玉斌）/ 上古漢語同義詞的確定（李佐豊）など、20 篇を収録。
10344787  上古汉语动词语义内涵研究＜国家社科基金后期资助项目＞
……………………………………………………王诚著 商 务 印

18/05

* 国外の語義学理論と伝統訓詁学理論を交え、語義含義の角度から上古漢語動詞の語義を
研究。上古漢語動詞の語義関係と密接な時間含義・空間含義・役割含義を検討。語句索引。
17/07 331
州
10338434  元明时期汉语连词研究…………………………谢洪欣著 九
* 各種接続詞に対して整理・集約を進め、各接続詞を考察・描写。一部の根源と発展を

2,948

研究。元明時期の接続詞の基本様相を反映。
18/05 434
10344063 中古汉语词缀考辨………………………………刘传鸿著 北京大学
* 上編は中古漢語接辞の研究現状及び問題点を分析総括し・新たな研究構想と方法を提
出。下編は当・第・而・爾・儿・復・更・乎・即・其・取・然・若・如・斯・頭・為・焉・
伊・已・有・于・曰・云・者・子・自など・中古漢語接辞 47 個を考察分析。
18/06 123
10345013 正音咀华…………………［清］莎彝尊著／韩沛玲校注 北京大学
* 清代莎彝尊が広東人の官話学習のために著した作品。語音・語彙・会話などを含む。今回、
咸豊癸丑本（塵談軒刻本）を底本として校注。影印。＜早期北京话珍本典籍校释与研究＞
16/11 569
10338906  湘乡方言＜湖南方言系列＞……………………李永明著 湘潭大学
* 野外調査を進め、取材資料を利用し、言語学の角度から湘郷方言を研究。本地音韻・
音韻比較・語彙・語法・標音挙例に分け、湘郷方言の全貌を提示。
16/11 539
10338907  永州方言＜湖南方言系列＞……………………李永明著 湘潭大学
* 野外調査を進め、取材資料を利用し、言語学の角度から永州方言を研究。本地音韻・
音韻比較・語彙・語法・標音挙例に分け、永州方言の全貌を提示。
17/05 444
汇
10338910  闽南俗语教学…………………………………黄印级编著 文
*2012 年出版の『閩南話俗語』を基礎に、語句 2000 余条を増加して再編集。内容は常用
諺語・掛け言葉・数字成語・成語・数字俗語・俗語などを含む。
17/11 368
10341545 都昌俚语………………………………雷道彩，雷芹等著 江西高校
「釈義」
、
「字面義」
、
「喩意」
、
「例句」などを掲載。
* 都昌俗語約 1800 条を収集。
17/06 510
10342168  东台方言新辞典…………………王业频，柳书诚等编著 江苏大学
*2012 年出版の『東台方言詞典』から新語 3000 余条を増加し、方言の特色が薄い 1500
余条を削除。音標 700 余所を修正し、語義 900 余所を完備。項目 11000 余条を収録。各
項目には注音、釈義、例文を掲載。方言音韻索引、筆画検字表、普通話読音索引を附す。
18/03 185
10342335 吴语字和词的研究………………………………石汝杰著 上海教育
* 呉語の口語詞を整理・分析。方言文献の資料に基づき、語音・語義の関係を考察、語
音形式を確定し、本字を考察。
10345216 漂洋万里觅乡音 ：第五届海外汉语方言国际研讨会论文集
………………………………………………陈晓锦主编 広東世图
18/07 282
* 学会は 2016 年 7 月開催。本書は、東南亜閩南方言的分布和変異（李如竜）/ 香港大学生
語言使用情況調査報告（游汝傑）など、24 篇を収録。＜海内方言与海外方言关系丛书＞
17/12 284
10343293 湟水流域方言与文化研究………………………芦兰花著 社会科学
* 湟水流域漢語方言語音の描写比較、湟水流域漢語方言声・韻・調と中古声・韻・調との比較、
湟水流域漢語方言語句と生活・生産習俗、湟水流域漢語方言語句と歳時・人生儀礼・信仰・
遊芸習俗、湟水流域漢語方言熟語とその文化特色など全 10 章。＜陇右文化研究丛书＞
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17/11 392
10342983  官话方言的多维研究………………汪国胜，苏俊波主编 华中师大
*2011 年 10 月開催の「第六届官話方言国際学術研討会」の論文集。随州方言的導読（劉

定価(円)

3,758

村漢）/ 満城話両類不同的連続変調（唐健雄）など 30 篇。＜华中语学论库第６辑＞
18/04 338
10344794 张家口晋语语法研究……………………………宗守云著 商 务 印
* 張家口晋語の特殊語法現象を研究。張家口晋語の子尾・重畳・屈折・方位詞・情態詞・

3,823

状態詞・指示代詞・副詞・介詞・助詞・焦点文・否定文・疑問文などを考察。
18/01 264
10344315 科技日语误译句解析３１９例…………………张维成著 中国科技
*2000 年から 2006 年に出版された正規発行の科技日本語教材、日本語科技資料指導閲読、

2,797

日本語翻訳試験指導の書物から採用した、誤訳文章 319 個を収録。
17/12 415
10342718  京师同文馆外语教育研究………………………张美平著 浙江大学
* 同文館の創設動因と沿革を検討。同文館の漢洋教習の招聘と特色、学生管理モデルを

4,212

研究。
「同文館の教学管理系統」と「同文館の教学組織系統」を考察。同文館の課程建
設と教学実践活動を論述。索引。
17/04 240
10343802  基于任务的汉语作为第二语言语法教学研究……章欣著 语言大学
3,628
* 漢語教学に不可欠な語法教学基礎に立脚し、任務型言語教学理念を参照し、初級語法
項目の任務選択を切り口として、任務に基づく語法教学研究を展開。
17/12 262
10343803  汉语进修教育研究 第１辑………王瑞烽，邢红兵主编 中国书籍
3,628
* 普通話影響下的張家口市方言入声音変（王芳）/ 成功的中文沈浸課堂的模式、運作及
推広（厳彦）など、18 篇を収録。
10344402 中亚汉语学习者认知与非认知因素研究＜新疆师范大学中亚汉语国际教育研究丛书＞
……………………闫丽萍主编，班振林，马磊副主编 社科文献
17/09 303
5,346
* 認知語源学視角下的中亜留学生漢語因果複句偏誤分析―以新疆師範大学中亜留学生為例
（樊慧栄）
/ 成功与不成功的漢語学習者口語交際策略差異性研究
（鍾燕雲）
など、
19 篇を収録。
10344720 当代中文课程教师手册５＜联经华语＞
………国立台湾师范大学国语教学中心，邓守信等编 Ｔ 联 经
18/06 221
4,320
整形、
死刑の存廃、
難民問題、
*『当代中文課程』5 の教師マニュアル。内容は言論の自由、
同性婚など当代の論争ある議題を含む。
10344748  沉鱼落雁 ( 附音声 DL) ＜汉语风·中文分级系列读物 第４级１１００词级＞
……………………………………刘月华，储诚志主编 北京大学
18/04
98
1,512
*《漢語風・Chinese Breeze》分級系列は、学習者の習熟単語のレベルに合わせて、計 8
階級 ( 全 60 余冊 ) に分けた副読本のシリーズ。内容は恋愛、探偵、伝記、神話、SF 等様々
で面白く飽きさせない。音声は QR コードをダウンロード ( 裏表紙に記載 )。
10345092 走进ＮＥＷ ＨＳＫ ：新汉语水平考试全真模拟试题及题解６级１（附 MP ３）
……＜北大版新ＨＳＫ应试辅导丛书＞沈灿淑等编著 北京大学
13/03 161
3,758
10345215 北京风土编·北京事情·北京风俗问答＜早期北京话珍本典籍校释与研究＞
精 5,346
……………［清］张廷彦编著／徐菁菁，陈颖等校注 北京大学
18/06 300
（1898 年発行）
、英継
* 清末民初早期北京話研究の貴重な語料。張廷彦編『北京風土編』
原撰・宮島吉敏編『北京事情』
（1906 年発行）
、加藤鎌三郎編『北京風俗問答』
（1924 年）
を収録し、理解の難しい部分に注釈を附す。
10344790 英汉社会话语中的隐喻比较研究 ：以政治演说为例（英文）
…………………………………………………柳超健著 社会科学
18/03 165
3,628
* 英漢政治語篇中の概念隠喩の識別と比較を通じて、英語・漢語における隠喩使用の異
同現象を考察。身体体験と文化体験の視角に基づき、隠喩選択で出現する差異の深層要
素を解釈し、漢語政治語篇中の抽象概念の隠喩を通じた実現を論証。
10342357 日本学论丛 第２辑第三届东亚日本学国际研讨会专辑
……………………………………王铁桥，郑宪信主编 河南大学
18/01 298
3,402
* 学会は 2016 年 4 月開催。本書は、韓国の日本研究―研究機関と組織の現況と今後の
展望（李康民）/ 日語成語説（鄭憲信）など、36 篇を収録。
－ 14 －
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17/07 179
10342516 国际汉语文化研究 第２辑四川大学海外教育学院主编 四川大学
14 篇を収録。
* 英国早期的漢詩翻訳（呉伏生）/ 漢語関係従句習得研究概述（陳泓明）など、

定価(円)

3,024

===============【 ◆古典文学 】===============
17/12 250
文
10343041 先秦汉魏晋南北朝侠文艺篇目辑略……………许兴阳著 华
3,628
* 南北朝以前の侠文芸資料を整理。散文、小説、詩詞、曲賦、墓誌銘・墓室壁画の 5 部で構成。
精 4,212
18/02 268
10343072 殷芸小说补证………………［梁］殷芸撰／魏代富补证 山东人民
* 上海古籍出版社 1984 年出版の周楞伽『殷芸小説輯注』を基礎とし、各条に補注・説
明を加え、
『小説』掲載内容の来源、後世への影響などと補説を進める。
（繁体字横組）
＜子海精华编＞
18/03 229
10343707 任渊《黄陈诗集注》研究……………吴晓蔓，何泽棠著 北京大学
3,175
* 原始資料の引用と各文献の対比研究を重視し、宋代の詩歌注釈者任淵とその『黄陳詩
集注』を検討。＜国家社科基金后期资助项目＞
17/06 212
10343782  中国杨柳文化……………………………………关传友著 中国林业
3,888
* 中国楊柳の起源・歴史分布・歴史栽培利用・文学芸術・絵画芸術・民俗文化・歴史名
人名城や楊柳文化の精神象徴と形成原因・展望を詳述し、楊柳に注がれた人類の思想情
感、付与された人性化の文化含義を論述。
10345161 臧否饕餮 ：中国古代文学中的饮食书写＜雅趣文丛＞
……………………余文章，邓小虎主编／刘紫云等译 北京大学
18/05 205
2,721
*2013 年 Hong Kong University Press 出版の Scribes of Gastronomy: Representations of
food and Drink in Imperial Chinese Literature を中国語訳。従保守到浪漫 ：先秦至晋散
文中的酒（陳徳錦）/『紅楼夢』中的飲食（李木蘭）など、関連文章 9 篇を収録。
12/05 283
10269441 仇远集＜浙江文献集成＞…［元］仇远著／张慧禾校点 浙江大学
4,406
『山村遺集』は項夢昶本、詞作は『彊村叢書』本、小説
*『金淵集』は『四庫全書』本、
部分は涵芬楼百巻本収『稗史』
、雑著部分は『武林往哲遺著』本『山村遺集』を底本と
して点校。
（繁体字縦組）
10341759 李德裕文集校笺 全３册＜中国历史文集丛刊＞
………………［唐］李德裕撰／傅璇琮，周建国校笺 中华书局
18/04 1017
6,415
「別集」10 巻・
「外集」
* 李徳裕は唐代の政治家。牛李の党争の中心人物。本書は「正集」20 巻・
4 巻で構成。別に輯佚あり。多くの本を校勘、群籍を参照、陳寅恪・岑仲勉らの研究成果を採
用して繋年考訂。静嘉堂のもと陸心源皕宋楼本『李文饒文集』を底本として整理校勘。2000 年
初版（河北教育出版社）
。今回の新版では佚文 1 篇を増補し、附録部分を増加。
（繁体字縦組）
16/07 172
10342826  俞文豹集…………［宋］俞文豹著／尚佐文，邱旭平校 浙江古籍
3,888
『清夜録』を増加し、古代の類書・詩文集から佚
* 張宗祥『吹剣録全編』を基礎とし、
文を収集。
『吹剣録』
・
『吹剣続録』
・
『吹剣三録』
・
『吹剣四録』
・
『唾玉集』
・
『清夜録』を収
録。附 ：
『吹剣録叙録』
。
（繁体字縦組）
17/12 996
族
10343065 王慎中集 上下册…………［明］王慎中著／林虹点校 民
9,385
、
『欽定四庫
* 王慎中（1509-1559）は明代の著名な散文家。本書は『四庫全書・遵巌集』
全書薈要・遵巌集』
、清康熙五十年李光墺・李光型編集の閩中同人書社刻本『王遵巌先
生文集』を基礎とし、各書に散らばる作品を補う。
（繁体字横組）
10344918  汉水流域文明暨中国古代文学学术研讨会论文集＜汉水历史文化系列＞
………………………………………………潘世东主编 中国文联
18/05 559
5,821
* 漢水流域之文化原創力与文明貢献（潘世東）/『詩経』与漢水文明関係浅談（趙陽）など 60 余篇。
18/05 730 精 10,692
10343599 国学研究文萃 文学卷………………………袁行霈主编 北京大学
*『国学研究』の精選版。本巻は、中国古代的詩歌発生論（孟二冬）/ 曹植『洛神賦』
写作的年代及成因（兪紹初）/ 論山水田園詩派的芸術特徴（葛暁音）/ 皎然『詩式』版
本新議（張少康）/ 論朱熹的文学理論（莫礪鋒）など、関連論文 33 篇を収録。
18/04 460
10344027 南北朝贵族文学研究……………………………孙明君著 商 务 印
3,477
* 様々な形式の貴族文学創作を研究し、貴族文学発生の社会と文化原因、貴族文学の特
色及び文学全体の発展潮流との関係を解析。南北朝の文学者 19 名の生涯事跡を考証。
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18/04 543
凰
10343280  残蝉身世香莼兴 ：乐府补题研究………………姚道生著 凤
*『楽府補題』は著名な南宋遺民詞人結社唱和の詠物詞集。元初に成立。詠物詞 5 調 5

5,054

題 14 家 37 首を収録。本書は『楽府補題』の生成言語環境・テキスト・受容について研究。
18/02 142
10343639 六一诗话＜诗话雅书＞……［宋］欧阳修著／路英注评 崇文书局
中華書局 1981 年何文煥『歴代詩話』
* 詩歌理論著作。宋代詩話の先駆けとなった。今回、

2,257

本を底本とし、注釈・訳文・精読を掲載。
（簡体字横組）

10343669 中国李白研究集萃 上下册
………中国李白研究会秘书处，马鞍山李白研究所编 黄山书社

17/11 1044

精 11,761

* 中国李白研究会会刊『中国李白研究』から、李白及其家人名字寓意之推断（周勲初）
/ 関于李白離開永王軍的時間問題―以『南奔書懐』詩為中心（松浦友久）/ 李白的文学
批評（王運熙）/ 李白詩対温庭筠五律的影響（阮廷瑜）など、
関連論文 100 篇を精選収録。
18/06 209
10343896  古诗十九首集释＜中国古典文学基本丛书＞隋树森集释 中华书局
1,512
* 考証・箋注・彙解・評論に分け、五言の冠と称えられる『古詩十九首』の文献・文学
価値を指摘。
（繁体字縦組）
17/12 263
10344138  中国诗学 第２４辑……………………张伯伟，蒋寅著 人民文学
3,175
24 篇を収録。
*『汪元量集校注』補訂（王培軍）/ 盛唐古風式七律的歴史定位（羅楨婷）など、
精 5,054
17/02 380
10344231 王宠集………………………［明］王宠著／鄧富华点校 浙江人美
『雅宜山人集』を
* 明代の著名な書法家・詩人である王寵（1494-1533）の詩文作品集。
中心とし（底本は北京大学図書館蔵明嘉靖刻本）
、古詩・律詩・絶句・賦・頌・序・雑
文などを含む。補遺は散曲と一部の詩文を収録。
（繁体字縦組）＜中国艺术文献丛刊＞
18/04 396
10344414 冯梦祯研究………………………………………邹定霞著 四川大学
3,024
* 馮夢禎の生涯・家柄・著述を考察。泰州学派の重要人物や 4 大高僧との交流を検討。晩明社会
経済の角度から『快雪堂日記』を観察し、収支状況を考察。
『快雪堂日記』の性質と価値を総括。
18/03 870
物
10344502 古谣谶 上下册…………………………………栾保群辑 文
7,128
歴代古籍中に保存する 1200 余条を収録し、
* 政事と関係する謡讖を古謡讖の主体として、
按語を附す。政事讖、科名讖、碑銘讖、詩詞讖、大予言、雑説の 6 部で構成。
（繁体字縦組）
18/06 621
10344535 玉台新咏与南朝文学 上下册……………………傅刚著 中华书局
9,979
* 上編は宮体詩論 /『玉台新詠』的編纂及編纂時間 / 三蕭論 /『玉台新詠』版本叙録な
どの関連文章 20 篇を収録。下編は国家図書館蔵明末趙氏覆宋陳玉父本を底本として、
『玉
台新詠』を校箋。＜国家社科基金后期资助项目＞
18/06 316
10344920 李商隐诗学体系研究……………………………刘青海著 上海古籍
3,628
* 伝統詩学の方法とカテゴリーを用いて、李商隠の詩学体系を再構築。詩歌本源論・本
体観・興寄観・怨刺詩学、
・体裁観・通変論などの詩学の重要構成部分を研究。
10344821  楚辞 ：楚辞集注，钦定补绘离骚图合编
……［宋］朱熹著／［明］
］萧云从，
［清］门应兆绘 商 务 印
18/05 463
9,979
* 清乾隆帝は『四庫全書』を編纂した時、蕭雲従『離騒図』を鑑賞して不十分と感じ、当
時の画家門応兆に命じてその他の各篇を補わせ、蕭氏 64 図と合わせて全 155 図を『欽定補
絵離騒図』と名付けた。本書は文津閣『四庫全書』を底本とし、朱熹の『楚辞集注』を『欽
定補絵離騒図』と合編。
精 4,212
17/12 306
10342704 楚辞新注求确……［清］胡濬源撰／施仲贞，张琰点校 南京大学
* 清代乾嘉時期の重要な楚辞注本。楚辞作品の創作時地・作者帰属・文体属姓・主旨大意・
詞句寓意・脈絡章法を研究。今回、嘉慶二十五年（1820）長沙務本堂刊本を底本として
整理点校。
（繁体字横組）＜东亚楚辞整理与研究丛书＞
精 2,646
17/12 126
10342706 楚词笺注…………………［明］李陈玉撰／王舒雅点校 南京大学
* 明末清初の影響力のある楚辞注本。以前の注本と比べ、多く異なるところがある。今回、康熙
十一年（1672）魏学渠刊本を底本として整理点校。
（繁体字横組）＜东亚楚辞整理与研究丛书＞
精 3,024
17/12 195
10342707 楚辞评注＜〃＞………………［清］王萌撰／张佳点校 南京大学
* 明末清初の楚辞研究の重要著作。王萌評注、王遠考音。篇中に王遠・朱軾・胡克寛・朱琦
らの按語がある。今回、
乾隆二年（1737）刊鱸香居士本を底本として整理点校。
（繁体字横組）
－ 16 －
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17/12 1349 精 11,761
10342705 韩国古代楚辞资料汇编 上下册……徐毅，贾捷等编纂 南京大学
・
『韓国歴代文集叢刊』
・
『影印標点韓国文集叢刊』
・
『影印標点韓国
*『修正増補韓国詩話叢編』
文集叢刊続』
・
『李朝後期閭巷文学叢書』などの朝鮮半島の歴代文献における、屈原と楚辞の
引用・評論・研究などの関連資料を収録。索引。
（繁体字横組）＜东亚楚辞整理与研究丛书＞
精 7,603
17/12 171
10344491 全唐诗补 ：长沙窑唐诗遗存………………田申，刘鑫编 湖南美术
* 長沙窯遺物の唐詩 118 首を収録。このうち五言詩が 104 首、前 2 句が五言詩であるが
後 2 句が七言詩である詩が 1 首、六言詩が 2 首、七言詩が 11 首で、106 首は『全唐詩』
に収録されていない。本書は遺物のカラー写真を掲載し、原文・釈文・注を記載。
10344922 唐诗鉴赏辞典 全４册＜分卷本中国文学鉴赏辞典＞
精 9,979
……………上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心编 上海辞书
17/04 1721
（新一版）を基礎に、唐代の詩人 190 余名の詩作 1100 余篇を収録。
*『唐詩鑑賞辞典』
各篇に古典文学の専門家兪平伯・蕭涤非・周汝昌・施蟄存・程千帆・周振甫・銭仲聯・
馬茂元・霍松林らの鑑賞文章を掲載。索引（名句、詩人筆画、篇名筆画）
。
（簡体字横組）
18/04 298
10344926 元杂剧的明代改编本研究………………………孔杰斌著 广西师大
3,758
* 雑劇の「明改本」を、明人が元雑劇演出本に「増刪潤色」を進めた改本、明代雑劇と伝
奇の形式で元雑劇を改編・リライト或いは翻改した「明改本」
、明人が元雑劇をリライト
した折子戯改本に分類。明人は元雑劇に対して、何を改めたか、いかに改めたか、なぜ
このように改めたかを探究し、元代雑劇の明代での受容と伝播の様相を描き出す。＜中
国语言文学研究成果丛书＞
18/02 222
10343054 三言中的法律……………………………………郭义贵著 知识产权
3,758
（
『喩世明言』
・
『警世通言』
・
『醒
* 法律人の角度から、明代の著名な文学者馮夢龍の「三言」
世恒言』
）を解読。
17/12 375
民
10344497 唐小说集辑校三种……………………………邵颖涛校注 人
5,119
、郎余令『冥報拾遺』
、盧求『報応記』を取
* 唐の小説集の孟献忠『金剛般若経集験記』
り上げ、現存の文献記載を収集・校勘。
（繁体字横組）
18/04 353
物
10344869  箨廊琐记…………［清］王守毅著／张孝进，张静点校 文
3,628
* 清咸豊年間に成立の筆記小説。愛情・婚姻・名物・鬼怪・案獄・節烈・名人軼事・政
務詳情などの様々な内容を含む。
（繁体字縦組）＜稀见笔记丛刊＞
18/04 526
10343847  １９世纪三国演义英译文献研究…………………王燕著 社会科学
8,197
* 香港中文大学・イリノイ大学・ロンドン大学・関西大学などの海外の大学を訪問し、
19 世紀の『三国演義』英訳資料 20 余種を捜集し、整理と研究を進める。
10343403 百十回全评石头记
…［清］曹雪芹著／张之补著／［清］脂砚斋评／唐孝方补评 江苏大学 18/01 911 精 11,761
（別名『紅楼夢』
）は全書 110 回。しかし、200 年来伝世するのは 80 回・16
*『石頭記』
回本などの脂本や程・高続書 40 回を含む 120 回本だけであり、現在なお 110 回本はない。
今回、脂本（80 回）と張之補『紅楼夢新補』
（後 30 回）を合わせて 110 回本とする。甲
戌本の正文を脂批と合わせて底本、甲戌本で欠落する回は庚辰本の正文を脂批と合わせ
て底本、庚辰本で欠落する第 64・67 回は戚序本を底本として校訂。
（簡体字横組）
18/05 356
10343746 红楼夜话…………………………………………郝永勃著 三联书店
3,628
人生について深く考える。
*『紅楼夢』エッセイ集。紅楼人物とくに女性を中心に解読し、
精 4,471
18/04 216
10342921 物色 ：金瓶梅读物记……………………………扬之水著 中华书局
*『金瓶梅』中の金銀首飾りや寝台・盒具・酒器などを検討し、考古発見の実物で論証。
版本は人民文学出版社 1985 年版『金瓶梅詞話』に拠る。カラー写真を多数掲載。
===============【 ◆近現代文学 】===============
10343452 １９３１－１９４５年东北抗日文学大系 第５卷评论
…………………………张忠良主编／颜同林分册主编 黑龙江大学 17/08 603
8,197
*『1931-1945 年東北抗日文学大系』は 1931 年から 1945 年中国抗日戦争期間における東
北の抗日文学作品を収録。評論巻は、王統照・孫陵・茅盾・羅蓀・羅烽・蕭軍・高蘭 ･
舒群・端木蕻良・穆木天らの作品を収録。
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10343453 １９３１－１９４５年东北抗日文学大系 第７卷戏剧 全２册
…………………………张中良主编／黄万华分册主编 黑龙江大学 17/10

808

9,979

*『1931-1945 年東北抗日文学大系』は 1931 年から 1945 年中国抗日戦争期間における東北
の抗日文学作品を収録。演劇巻は、
（朝鮮）文靖珍・左明・宇飛・田漢・蕭軍・塞克らの
作品を収録。
（上）
（第３版）
10343849  中国现代文学史（１９１５－１９４９）
…………………………………朱栋霖，吴义勤等主编 北京大学
18/05 330
3,628
（下）
（第３版）
10343850  中国现代文学史（１９４９－２０１６）
…………………………………朱栋霖，吴义勤等主编 北京大学
18/05 330
3,628
（第 2 版）を基礎に修訂。新たな文学観・
*2014 年出版の『中国現代文学史 1917-2012』
文学史観で中国文学 1915-2016 年の発展を改めて解釈。＜博雅大学堂·文学＞
17/10 200
10343518  汪曾祺文学年谱……………………………………徐强著 华东师大
2,646
* 近年の学界の成果を吸収し、文献探求・実地調査・考証作業などを通じて、汪曾祺
（1920-1997）の生涯事跡を記述。＜当代著名作家及学者年谱系列＞
10343589  夏衍与２０世纪中国文艺发展
……周斌主编，中国夏衍电影学会夏衍研究委员会编 中国电影
18/03 239
3,628
*2017 年 3 月開催「夏衍与中国現代文芸発展―中国夏衍電影学会夏衍研究委員会成立大
会曁第一届学術研討会」の論文を収録。論夏衍的戯曲改革観（陳軍）など 24 篇。
18/02 424
10343605 现代中国文化与文学 第２２辑………李怡，毛迅主编 巴蜀书社
4,536
文学批評拡放效応是如何産生的―関于 20 世紀中国文学批評的声態学研究（殷
* 先「声」奪人：
国明）
/劇団組織政治化的外在助益与内在束縛―以上海劇芸社為中心的考察
（穆海亮）
など36篇。
10343606 现代中国文化与文学 第２３辑（第２版）
…………………………………………李怡，毛迅主编 巴蜀书社
18/03 439
4,536
* 従『里門拾記』到『果園城記』：師陀小説原郷志系列（鄭怡）/ 英国詩学文化与徐志摩
的詩芸建構（毛迅）など、38 篇を収録。
17/08 226
10343792 中国语言文学类专业经典书目导读…………潘雁飞主编 光明日报
3,628
* 中国古代文学、現代文学、民間文学、外国文学、文芸学、美学、古典文献学、写作・
秘書学、言語学・漢語言文字学、語文教学論、国学総合などの経典書目の作者紹介、内
容摘要、評価と導読を記載。
10343843  京都学派 ：青木正儿的中国文学研究＜湖南大学外国语学院·新人文话语丛书＞
……………………………………………………曹莉著 社会科学
18/04 227
4,276
* 中国戯曲史・文学史研究方面における青木正児の成果を考察。独自の研究視角や研究
方法を明確にし、近代日本の中国学がいかに中国文化の本源に回帰することを通じて、
中国の「差異性」を確立したか、またいかに「自我」の本質を探求したかを分析。
18/05 147
10344496 近代虞初小说的侠义主题研究……唐海韵，廖重阳等著 四川大学
2,116
『虞初近志』
『虞初広志』
『虞初支志』を研究。侠士のイメ
* 清末民初の『虞初続新志』
ージに投影された社会状況や時代が人物像に付与した時代精神を見出す。
10343149 中国当代文学批评史料编年 第１１卷（２００６－２００７）
精 5,346
……………………………吴俊总主编／刘熹本卷主编 华东师大
17/10 277
* 第 11 巻は 2006-2007 年の中国当代文学の各種文献資料を編年形式で著録。出版・発表
の著作・論文・会議・活動の情報、関連政策文件、指導者や指導機構の重要指示と報告、
報刊・出版物中の関連資料などを含む。
精 3,823
18/05 291
10344030 浮出历史地表 ：现代妇女文学研究……孟悦，戴锦华著 北京大学
* 廬隠・冰心・丁玲・張愛玲ら現代の重要な女性作家 9 名を解釈。現代中国の歴史文化言語
環境全体において、女性の創作伝統の形成と展開過程を描き出す。＜文学与当代史丛书＞
10340042 新青年时代 ：中国新文学先锋剪影
……北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）主编 河北美术
17/09 285
5,346
*『新青年』上の新文化運動の先鋒であった陳独秀・李大釗・蔡元培・魯迅・胡適・銭玄同・
周作人らに注目し、その文学革命の重要成果を叙述・記録。カラー。
－ 18 －
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10345400 林纾冤案事件簿＜商务印书馆海外汉学书系＞
…………………………［日］樽本照雄著／李艳丽译 商 务 印

18/07

403

3,628

『林紓冤罪事件簿』
の中国語版。鄭振鐸・魯迅らの言説を研究し、
*2008年清末小説研究会出版
事実の真相を追及し、林紓は新文学の反対者ではないことを証明。林紓のシェークスピ
ア ･ イプセンらの翻訳作品を考察し、翻訳時に使用した底本を考証し、翻訳態度を証明。
10343841  改革开放３０年的外国文学研究 第 1 卷文献综述 上册
…………………………………………………罗芃主编 北京大学
18/05 519
*『改革開放 30 年的外国文学研究』は改革開放 30 年（1978-2008）の中国の外国文学研
究の基本状況を系統的に調査。第 1 巻は、英米文学・ドイツ語文学・フランス文学・ス
ペイン語文学の研究について叙述。＜北京大学人文学科文库·北大欧美文学研究丛书＞
10343842  改革开放３０年中国外国文学研究 第３卷专题研究＜〃＞
…………………………………………………罗芃主编 北京大学
18/05 432
* 第 3 巻は、政治与全球化語境下的莎士比亜（徐嘉）/ 従「東方文学」到「亜非文学」
―以文学史著述為個案的分析（魏崴）など、関連論文 22 篇を収録。
10343323 十月的献诗（汉英对照版）＜ＪＩＮＴＩＡＮ Ｓｅｒｉｅｓ＞
……………芒克著／ Lucas Klein，Huang Yibin 等译 ＨＫ中文大 18/04 131
。葡萄園 / 城市 / 凍土地 / 秋天 / 天空 / 荒野 / 如今的日
* 原題名「October Dedications」
子 / 昨天与今天など、作品 20 余篇を収録。
10344243 华文文学百年选－香港卷１ ：散文新诗
……………………………………陈大为，钟怡雯主编 Ｔ 九 歌
18/05 334
* 香港巻は香港の作家及び香港で長期生活した作家の作品を精選。本冊は散文や新詩を
含み、天健「爛漫的江浜」
、易椿年「普陀羅之歌」など名家 ･ 新鋭の佳作 75 篇を収録。
17/12 317
10344332 近代报刊诗话研究（１８７０－１９１９）…李德强著 上海书店
* 中国文学批評史に立脚し、理論や原始文献に基づき、1870 年から 1919 年までの近代
報刊詩話を全面的に整理研究。
18/03 406
10344333 远山 徐志摩佚作集……………………陈建军，徐志东编 商 务 印
* 各種『徐志摩全集』に収録していない佚作 141 篇（首）を収録。詩歌・散文・日記・書信・
その他に分類する。附 ：佚作発見者の文章 14 篇。
10343050 先锋话剧研究资料………………………………赵黎波编 百花洲文艺 18/04 372
*『車站』三人談（唐因、杜高、鄭伯農）/ 論新時期探索戯劇（胡星亮）など、文章 26
篇を収録。附 ：先鋒話劇研究資料索引。＜中国当代文学史资料丛书＞
17/09 411
10336157 ２０１６短篇小说…………人民文学出版社编辑部编选 人民文学
* 畜生（麦家）/暴力傾向（高遠）/浮生（任暁雯）など25篇を収録。＜２１世纪年度小说选＞
16/08 362
10341912 一句顶一万句（典藏版）………………………刘震云著 长江文艺
「出延津記」
「回延津記」の全後篇で 70 年の歳月を隔てて描かれる。
* 茅盾文学賞受賞作。
原タイトル『一句頂一万句』は、一万句に相当する一句、
「ひと言の重み」という意味。
16/08 287
10341913 我不是潘金莲（典藏版）………………………刘震云著 长江文艺
* 一介の農村婦人が国家を相手に事件を巻き起こす ｡ 独りっ子政策の行き詰まりや、保
身に走る役人たちの滑稽さなど、現代中国の抱える問題点をユーモラスに描く、劉震雲
の傑作長編小説。ファンビンビン主演で映画化。
16/08 241
10341914 我叫刘跃进（典藏版）…………………………刘震云著 长江文艺
* 開発ラッシュの北京を舞台に、社会のあらゆる階層の人間たちが犯罪を犯して、二重三
重に絡み合う意外な展開を、下世話でユーモアある語り口で描いた弱肉強食の中国社会 ｡
17/12 151
家
10342229 世事如烟（２版）＜余华作品＞…………………余华著 作
* 邦題 ｢ 世事は煙の如し ｣ 中短篇傑作選 ｡ 一人旅をする少年が理不尽な暴力に晒される出
世作
「十八歳の旅立ち」
から、
現代版
「狂人日記」
「阿 Q 正伝」
を思わせる
「四月三日の事件」
「名
前のない男」
、数字で名づけられた老若男女が次々と死の影にとらわれる表題作「世事は
煙の如し」まで、現代中国文学を牽引する作家による、暴力と狂気と不条理に彩られた
魯迅 × カフカな六つの物語。
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18/04 545
10343330 山本………………………………………………贾平凹著 人民文学
* 母が亡くなり、父が母の棺の代金が払えないために、棺桶屋の嫁にならざるを得なか

精 3,186

った女主人公陳菊人。黄河と長江をつなぐ中国人にとって最も偉大な山、秦岭を舞台に
激動の時代を生き抜く人々を描く大河ロマン。
17/11 342
信
10343331 人之彼岸…………………………………………郝景芳著 中
2,527
* 人気SF作家の短編小説。你在哪里/永生医院/爱的问题/战车中的人/乾坤和亚力/人之岛
18/04 279
海
10343333 后来的我们………………………刘若英，英儿工作室著 台
3,110
* 同名映画の小説版。邦題 ｢ 僕らの先にある道 ｣｡ 都会で夢を追いかけていた頃、電車
の中で出会った若い 2 人。その後、恋と別れを経験し別々の道を歩いていた彼らが、初
めての出会いから 10 年後、偶然再会するが―。
18/03 270
10343335 雨…………………………………[ 马来西亚 ] 黄锦树著 四川人民
2,462
* マレーシアを代表する華人作家黄錦樹の短編集。故郷を離れ、南洋のゴムの森に暮ら
し始めた中国人一家の物語。長兄が早世したため、一族を支えた伯父の話『帰来』
、た
った五つで家族と海を旅した少年と動物たちが出会う『老虎、老虎』
、大黒柱である父
が美しいマレーシアの女性と駆け落ちする『樹頂』など。
18/04 256
学
10343642 近代报刊视野下中国小说转型研究……………郭浩帆著 科
5,346
* 中国文学の転換を背景として、小説史と新聞出版史の研究を整合。晩清 4 大小説期刊
などの近代文学報刊や報刊編集活動の分析を通じて、近代小説と近代報刊の相互作用関
係とその中国小説転換への重要な影響を検討。
17/09 327
10343703 浪涛＜文学丛书５４４＞…………………………巴代著 HK 印刻
4,503
* 日本軍を中心とする国際情勢や注目されない琅嶠下十八社の間の矛盾を述べ連ね、日本の
武士と牡丹社の戦士の間の知恵や武力を戦わせる過程や相互に尊敬して死地に身を置く様
子を取り扱う。
16/06 1339
庆
10343946 三体（典藏版）全３册＜中国科幻基石丛书＞刘慈欣著 重
6,890
* 中国のベストセラー SF 作家劉慈欣の三体シリーズ。ケンタウルス座の三体星は三つ
の太陽が複雑に動く ( 三体問題 ) 世界だが、
三体星人は高度な科学文明を有していた・
・
・。
地球人は三体文明との戦争で恐ろしい宇宙暗黒の真実を知った。宇宙の田園時代は終わ
りを告げ、深遠から死神が覚醒した・・・。ヒューゴー賞受賞。
18/05 278
10344111 火神……………………………………………天下霸唱著 北京联合
2,980
『鬼吹灯』
* 天津で起こる奇怪な事件の謎を解き、妖しき者たちと戦う超能力者、劉横順。
シリーズの天下霸唱による壮大なスケールのサスペンス。
18/04 277
10344112 无梦之境＜七堇年作品系列＞…………………七堇年著 人民文学
2,527
* 身長、髪、瞳、肌の色から知能まで注文通りの子供が得られるようになった未来を舞
台に愛と友情、現代科学技術が人類にもたらす光と影を描く物語。シングルマザーに育
てられた著者自身の人生への思いも織り込まれている。
18/05 311
10344244 华文文学百年选－香港卷２ ：小说陈大为，钟怡雯主编 Ｔ 九 歌
3,110
蕭紅の自伝体小説
『呼蘭河伝』
、
金庸の武侠経典
『倚天屠竜記』
、
喬靖夫の
「狼
* 本冊は小説を中心に、
派」武侠史詩『武道狂之詩』の節選や、舒巷城・緑騎士・蓬草・西西ら名家の短編小説など 16 種。
18/07 306
10345095 云边有个小卖部…………………………………张嘉佳著 湖南文艺
2,721
* 山に囲まれた町で小さな店を営む祖母に育てられた少年劉十三は都会で働こうと奮闘
するが持たざる者の悲しみを味わう。緑の中を自転車で走る少年と少女、星空の下での
会食など主人公の美しい故郷の場面を描いた口絵付。
18/08 264
10345096 总要习惯一个人……………………………………蕊希著 湖南文艺
3,229
* 何ものにも屈しない強い大人の女でありたいと思う一方、かわいい女でもいたい？
愛は信じないけど彼は信じる？ 一千万人を癒す美人パーソナリティーが描く１９の成
長物語。日本、ヨーロッパ、アメリカなどを旅する著者の写真も多く掲載。
精 2,916
17/08 228
信
10345097 搜神记………………………………………………冯唐著 中
* 突然変化する人生で極端な事柄を経験し、肉体の極限を探索する「神」との接触交流
を通じて生まれた、7 つの短篇故事を収録。
－ 20 －
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15/09 284
10345245 黄＜皇冠丛书４４９６·ＪＯＹ１８５＞………雷钧著 Ｔ 皇 冠
* 中国で生まれ、ヨーロッパで育った孤児、馮維本。先天性の病気で盲人である彼は少

2,419

年が誘拐され、残酷にも眼を失った事件の謎と向き合う―事件後、井戸で遺体で発見さ
れた少年の伯母は自殺なのか？ 2015 年島田荘司推理小説賞受賞。
10345255 轮回的蚂蚁＜当代名家８４＞…………………廖亦武著 T 允晨文化 18/07 481
3,456
* 著者は天安門事件の未明に著名な長編の詩『大屠殺』を朗誦し、詩歌映画『安魂』を
撮影して逮捕され、懲役 4 年の刑が科せられ、獄中で 2 度自殺を図った。刑期が終わる
と、多くの仮名で『沈淪的聖殿』
『中国底層訪談録』などの作品を出版し、中国一の禁
書作家として知られる。本書は彼自身の奇異な人生及び故郷での不遇な経験を叙述。
10343668  上海鲁迅研究 ：鲁迅与出版 总第７７辑
………………………………………上海鲁迅纪念馆编 上海社科院 18/04 353
4,525
* 魯迅最講究的一次出版（楽融）/ 魯迅語言的独創性―読『藤野先生』手稿札記（谷興雲）
など、約 30 篇を収録。
17/08 313
10344517 从鲁迅到张爱玲 ：文学史内外＜博雅撷英＞…陈子善著 北京大学
3,628
・
『不変的腿』
・張愛玲 / 従『中国現代小
* 魯迅的『狂人日記』与銭玄同日記 /「女人圏」
説史』的一個注釈説起など、魯迅・胡適・郁達夫らについての研究文章 33 篇を収録。
18/05 483
10344495 中国武侠小说史话…………………………………林遥著 上海文化
4,212
* 中国武侠小説の文学本源・形成・発展・変化及び各時期の作品風格・特色を研究し、
見解と分析を提出。
10343745 探索作品集＜新潮儿童文学丛书 30 年纪念版＞斑马等著 二十一世纪 16/12 464
2,268
10344190 台湾现当代作家研究资料汇编百册提要…封德屏总策畫 Ｔ国家书店 18/01 215
1,728
『台湾現当代作家研究資料彙編』
全100冊の対象作家を紹介し、
編選人・
*2010年から出版の
総述提要・収録篇目を記載。
精 3,175
18/04 253
10341768  书贩笑忘录………………………………………陈晓维著 中华书局
* 最近 20 年において古書の流通に尽力する、洋書販売 1 名・中国書販売 12 名の離合得
失の故事を叙述。
18/05 343
10344113 镜湖＜２０１８庆山／安妮宝贝全新散文集锦＞庆山著 北京联合
3,110
* 人気女流作家慶山（安尼宝貝からペンネーム改め）が 3 月から 12 月への季節の移り変わ
りをつづる日記風散文集。著者の母が愛した白い木蓮の花、小学校の遠足で行った古い寺
を再訪したこと、夏の暑い日に買った梔子とジャスミンの香り、女友達がもってくるスイ
カとライチなどのさりげない描写を通じて愛と美、芸術、旅、創作について語ってゆく。
18/08 295
10345098  天长地久 ：给美君的信…………………………龙应台著 湖南文艺
3,758
* 作者は全てを捨てて故郷に帰り、認知症となった母に付き添い、手紙を書くことを決
めた。収録する 19 通の手紙は先代への感謝であり、次代へのヒントである。
精 3,229
18/03 310
10343332 玩儿…………………………………………………于谦著 湖南文艺
* ペットの猫や鳥をめぐる話。ゆかいな仲間たちとの釣りの時間。自然の中で味わうと酒や
食。おもちゃを手作りした子供時代など中国の漫才、
相声の人気芸人が語る人生の楽しみ方。
18/04 312
10343334 你那么懂事，一定很辛苦吧…………………阿莫学长著 四川文艺
2,872
* 他の子より早く反抗期に入ってしまった女学生への思い、街角で歌う歌手の物語など中国版
ツイッター、微博で中高生の人気を得た 90 年代生まれの作家の青春ショートストーリーズ。
精 2,948
18/03 205
10343205 中国游记………………［日］芥川龙之介著／施小炜译 浙江文艺
*1921 年、芥川龍之介が、上海、南京、九江、長沙、洛陽、天津、北京等を遊歴したと
きの旅行記録。 ＜东瀛文人·印象中国＞
精 2,872
18/03 160
10343206 秦淮之夜＜〃＞………［日］谷崎润一郎著／徐静波译 浙江文艺
* 秦淮（しんわい）の夜 / 中国趣味 / 盧山日記 / 蘇州紀行 / 西湖の月 / 上海見聞録 / 上
海交遊記など、中国に旅行し、インスピレーションを受けた 12 篇を収録。
精 3,628
18/03 294
10343207 禹域鸿爪＜〃＞…………［日］内藤湖南著／李振声译 浙江文艺
* 明治 32 年（1899）8 月末から同年 11 月末に至る三ヶ月に渡る中国旅行の概略を記し
たもの。
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精 3,175
18/03 214
10343208  中国色彩…………………［日］村松梢风著／徐静波译 浙江文艺
（むらまつ しょうふう）
（1889年～1961年）
は、
日本の小説家。度々中国を旅行。
* 村松 梢風

「魔都上海」を名付けたとされている。＜东瀛文人·印象中国＞
精 2,872
18/03 148
10343209 南方纪行＜〃＞［日］佐藤春夫著／胡令远，叶海唐译 浙江文艺
（さとう はるお、
1892 年
（明治 25 年）
4 月 9 日 - 1964 年
（昭和 39 年）
5 月 6 日）
* 佐藤 春夫

は、近代日本の詩人・作家。厦門・台湾の旅行記。
===============【 ◆思想・哲学・宗教 】===============
18/03 330
10343596 白沙学派论考……………………………………王光松著 巴蜀书社
4,212
* 白沙門人与白沙心学伝播 / 陳白沙春陽台静坐事件考など関連文章 8 篇を収録。清・阮
榕齢編『白沙門人考』
『白沙叢考』を点校。
精 5,821
18/04 404
10343981  儒释道三教论……………………………………张荣明著 商 务 印
* 儒仏道三教の歴史根源と発展を整理。三教の歴史機能の理解に解釈を提供し、中国歴
史時期の政治発展・思想変遷・社会過程や中国人の生命観に対する理解を手助けする。
18/05 318
10344065 中国翻译思想史新论……………………………邵有学著 社会科学
5,346
* 翻訳思想史の研究対象・研究方法を整理し、翻訳思想と翻訳思想史の源流を遡求。中
国翻訳の巫覡起源、早期仏経翻訳中の神異現象、古代仏経翻訳思想、晩清過渡時期訳材
の翻訳思想を検討。各王朝における翻訳の工具性地位を考察。
16/12 255
10332536 阎若璩与丁若镛古文尚书考辨比较研究………崔冠华著 燕山大学
3,628
、丁若鏞と『梅氏書平』の基本状況を紹介し、古文『尚書』
* 閻若璩と『尚書古文疏証』
弁偽の論理基点の概念を提出。二書の論理基点を分析し異同を比較。二書の弁偽挙証と
その効果を比較。
18/04 213
10341760 尚书注疏校议……………………………………杜泽逊撰 中华书局
1,965
*『尚書注疏彙校』整理編纂の過程で執筆した学術札記。前 5 巻は版本の異同を考証。
約 230 条。第 6 巻は考証文章及び跋文 5 篇を収録。
18/03 329
10343618  宋代经学诠释与思想演进＜京师史学书系＞…姜海军著 社科文献
7,603
* 古文献学・学術史・思想史研究を用いて、宋代の経学範例の発生・特質や主要学派の
経学伝承・解釈特徴・思想含義や理論体系を考察・分析。
17/10 432
10340475 明代春秋诠释史论………………………………周翔宇著 电子科大
5,821
* 文献の整理とデータの統計を交え、明代の『春秋』学の主要解釈理論と解経方法を研
究し、
「明代『春秋』学解釈体系」の萌芽・確立・変化の全過程を紹介。
18/05 219
夏
10343769 论语说义＜经典与解释＞…［清］宋翔风撰／杨希校注 华
3,628
「素王説」を中心として、
『論語』における孔子の微言
* 公羊学思想で『論語』を解読。
大義を明らかにする。今回、
『皇清経解続編』本を底本として整理校注。
（繁体字横組）
18/04 377
10343942 论语熙解…………………………………………文武编著 西南财经
3,013
*『論語』を系統的に解釈。伝統文化中の積極・楽観・進取の精髓を提示。先賢の思想
を復興し、生活と密接に関連づけて解読。
（簡体字横組）
18/06 396
10344537 本来的孔子 ：论语新解……………………………甘霖著 中华书局
2,872
* 中華書局新編諸子集成本『四書章句集注・論語集注』を底本として整理。現代語訳し
て字音語義を解釈。
（簡体字横組）
10299806  儒藏（精华编第４４册）上下册＜儒藏精华编＞
………………………………北京大学儒藏编纂中心编 北京大学
18/01 1420 精 51,840
『武英
* 南宋の代表的な『儀礼』注釈本である、李如圭撰『儀礼集釈』を収録。今回、
殿聚珍版叢書』本を底本として整理校勘。
（繁体字縦組）
17/10 954 精 51,840
10299958  儒藏（精华编第８０册）春秋左传诂…………………… 北京大学
『漢書』芸文志の著録に拠り、
経・
* 清・洪亮吉撰。杜預『春秋経伝集解』の体制に反して、
伝を独立させ、経 4 巻・伝 6 巻とした。これは杜預『春秋経伝集解』の前経・伝各自単
行の状況に合致すると同時に、杜預の経・伝を付けて『左伝』を無理に切り離す欠点を
避けるための処理である。今回、嘉慶十八年（1813）初刻初印本（北京大学蔵方功恵旧
蔵本）を底本として整理点校。
（繁体字縦組）
－ 22 －
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18/05 401
10343592 儒藏论衡 ：经典儒学与大众儒学……舒大刚著／马琛编 上海古籍
*『儒蔵』総序―論儒学文献整理的必要性和緊迫性 /「十三経」：儒家経典形成的歴史考

5,821

察 / 孔子「三統」：中華民族信仰略論など、論文 30 篇を収録。＜舒大刚学术论著集１＞
17/12 395
10343831  曲阜儒家碑刻文献辑录 第３辑……………杨朝明主编 齐鲁书社
* 曲阜地区に現存する儒家文献を内容とする碑刻を時間順に収録。建寧四年博陵太守孔彪

3,175

碑など 100 余点 ｡ 立碑年代、位置、形制、碑頭書体、碑身書体、残損及び補修、著録状
況などを紹介。
10343817  圣贤的足迹 智者的启迪 ：孔府珍藏文献展图录
……………………………国家图书馆，孔子博物馆编 国家图书馆 18/04 193 精 14,580
*2017 年 9 月、国家図書館と孔子博物館が共同で「聖賢的足迹 智者的啓迪―孔子故里珍
藏蔵文献展」を開催。孔府館蔵古籍と孔子世家档案を主な内容として、孔府館蔵の貴重
な祭祀礼器を附し、国家図書館所蔵宋版図書などの貴重古籍文献を配した。カラー。
精 4,471
18/01 443
10343304 高拱研究续编……………………………………岳天雷著 中州古籍
*2011 年出版の『高拱研究文集』に継ぐ文集。王世充『高拱伝』史実探析 / 高拱家世考
述―兼論明清新鄭高氏家風など、論文 22 篇を収録。
18/04 227
10343591 易余 ：外一种……………［明］方以智著／张昭炜整理 上海古籍
2,872
、悟道記の『象環寤記』
* 明末清初の思想家方以智の『周易』哲学代表作である『易余』
を収録。
（繁体字縦組）
18/06 211
10344486  山海易经 ：六十四卦图解山海经异兽俞欣，张仁丰编著 人民邮电
3,628
『山海経』の中心的な異獣 64 匹を解説し、
挿絵を掲載。
*64 個の『易経』卦象を中心とし、
18/04 355
10343941 汉魏子书研究＜国家社科基金后期资助项目＞尹玉珊著 社会科学
5,702
* 漢魏時期において発生した諸子学術類型の変異や、変異背後の政治・社会・文化背景を
考察。子書を通じて文学転換の萌芽や、子書と多くの文学様式との相互作用関係を観察。
17/12 287
民
10344241 乾嘉汉学的解释学模式研究……………………崔发展编 人
3,628
* 乾嘉漢学を理解するうえでのカギである「実事求是」を普遍的な経学解釈学の命題として分析
を進め、命題には考証性・認識論・存在論という 3 つの異なるレベルが含まれることを指摘。索引。
14/12 328
民
10343937 中日儒学 ：传统与现代…………………………王家骅著 人
3,628
* 古代日本的儒学 / 半欧洲半亜細亜型的日本晩期封建社会 / 論福沢諭吉対儒学的批判与
継承など、日中儒学研究の論文 17 篇を収録。
16/09 336
10343938  日本儒学与思想史研究 王家骅先生纪念专辑刘岳兵主编 天津人民
4,406
*2015 年 7 月開催の学会論文を基礎に編纂。東亜文明圏中的日本思想・日本儒学―以 18
世紀末以降為中心（桂島宣弘著、劉暁軍訳）など、28 篇を収録。
18/03 945
10343982  孟子七篇解读…………………………陈来，王志民主编 齐鲁书社
11,048
* 国内伝統文化研究の著名専門家 7 名が ､『孟子』7 篇全文を系統的・詳細に解読。梁
恵王篇（陳来）
・公孫丑篇（王志民）
・滕文公篇（楊海文）
・離婁篇（王中江）
・万章篇（梁
濤）
・告子篇（孔徳立）
・尽心篇（李存山）の全 7 冊。
（簡体字横組）
10344818  久旷大仪 ：汉代儒学政制研究＜政治哲学研究丛书＞
…………………………………………………李若晖著 商 务 印
18/05 317
4,212
* 徳性政治（politics of virtue）を核心として、社会構造・政治制度・倫理道徳・哲学思
想を有機的に結合して研究。特に義理と制度合一に基づく視角を重視して歴史を再認識。
17/12 184
10340619 抱朴子外篇政治思想研究………………………孙向中著 河南大学
3,628
*『抱朴子外篇』の「以黄老為宗」という思想史の位置づけを論証。葛洪の家柄とその
早年の経歴、
『抱朴子外篇』の成書時間と解決すべき時代の課題、君権強化など全 8 章。
17/12 219
10344081  庄子齐物思想研究＜中国社会科学博士后文库＞李凯著 社会科学
4,276
* 荘子斉物思想の含義試探、戦国斉物思潮中の荘子斉物思想、荘子斉物思想に対する荘
子後学の解釈、荘子斉物思想に対する向秀・郭象・成玄英らの再解釈など全 7 章。索引。
18/04 309
10344341 道教导引术研究－东晋南北朝隋唐卷…………魏燕利著 上海三联
4,406
* 導引術の研究現状・定義・文化背景を記述。道教導引術を東晋以前・東晋南北朝・隋
唐に分けて検討。附録は道教導引術以前・以外の重要導引文献を掲載。
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18/01 301
10344416 道教学刊 第１辑（总第１期）……………何建明主编 社科文献
* 中国歴史和社会中的宗教（労格文〈John Lagerwey〉口述、巫能昌整理）/ 古霊宝経的

5,119

漢訳仏経来源問題―以『敷斎経訣』
「劫之譬喩」的史源為中心（劉屹）など、
17 篇を収録。
18/06 317
10344417 道教学刊 第２辑（总第２期）……………何建明主编 社科文献
張欽越）/ 金元大道教史新考（趙
* 新発現青島小珠山太平庵四通石碑及碑文（張義生、

5,119

建勇）など 16 篇。
18/04 371
10342923 唐宋道教的转型＜国学论丛＞…………………孙亦平著 中华书局
* 唐末五代杜光庭を中心に、唐宋道教の発展を唐宋社会的政治・経済・文化に位置づけて考察。

5,119

唐代道教と宋代道教の異同を比較。信仰・思想・実践などの面から、
唐宋道教転換の動因機制・
基本特色・歴史過程・プラスマイナスの効果を解釈し、唐宋道教転換の経緯を分析。
10344342 道教修炼与科仪的文学体验＜香港浸会大学人文中国学术丛书＞
………………………………………………陈伟强主编 凤
18/04 689
凰
5,821
*2015 年 12 月挙行の「道教与文学国際学術研討会」の論文を収録。上元夫人―道教対中国小説
文体発展的貢献（孫昌武）/『周易参同契』文体雑糅的文本形態及隠喩手法（劉湘蘭）など 29 篇。
18/02 321
10343594 墨子特殊语言现象研究……………………………张萍著 上海大学
3,628
*『墨子』の独特の句式、疑問代名詞の特殊要法、代名詞「之」関連句式の特殊性、双
音連語の特殊用法、特殊実詞の関連用法に注目し、変化研究と比較研究を進め、漢語語
法史・語彙史における『墨子』の重要性を際立たせる。
17/11 462
10342304 江右王门学派研究 ：以吉安地区为中心………李伏明著 江西人民
5,346
* 江右王門学派の知識背景・伝播方式と実際の社会影響を考察。江右王門学派の代表的人
物 10 名の学術思想理論を研究分析、とくに「江右四賢」の鄒守益・欧陽徳・聶豹・羅洪先
の学術思想を検討。
10343983  朱子语类文献语言研究……………………………刘杰著 浙江工商大 18/05 338
3,823
* 通行本『朱子語類』及び成書以前の重要版本を研究。中華本『朱子語類』と宋刻本『晦庵
先生朱文公語録』
、朝鮮古写本『朱子語類』の異文を比較。
『朱子語類』の文献学価値を研究。
多音節語を規定し、
『朱子語類』
の多音節語の分布状況を考察。
『朱子語類』
の多音節語句を論述。
18/05 314
民
10343984  明代理学与史学关系研究………………………李德锋著 人
2,494
* 明代前期の理学と史学、陽明心学の興起・価値とその史学表現、心学影響下の中晩明
史学の台頭、史学の陽明心学への影響、
「合会朱陸」と明代の史学発展の全 5 章。
18/05 319
10344409 朱熹中庸学研究……………………………………张卉著 四川大学
3,628
* 朱熹の『中庸』学の学術背景を論述。朱熹『中庸』学の集大成である著作『中庸章句』
の成書の過程と、朱熹『中庸』学の主な内容を考察。
16/02 183
10344240 朱子学新生面的开显－林罗山理学思想研究……胡勇著 山东大学
2,192
* 林羅山の思想と朱熹の思想を対比し、理気論・心性論・工夫論・境界論・宗教観などの面
における両者の相違を分析し、林羅山が朱子学思想に取捨を加えた原因を明らかにする。
18/03 282
10340626 宗白华经典作品集 ：美学的境界………………宗白华著 文化发展
3,628
* 中国美学史中重要問題的初歩探索/中国芸術意境之誕生//中国書法里的美学思想など文章48篇。
精 3,628
18/06 273
海
10342683  朱光潜谈美三十六讲……………………………朱光潜著 台
『談美』
と、
古詩詞・絵画・文学趣味を解読した文章21篇。
* 早期留学時に執筆した美学入門書の
10343597 后五四时代中国思想学术之路 ：王元化教授逝世十周年纪念文集
………………………………………………胡晓明主编 华东师大
18/04 940
7,603
（1920-2008）
は当代の著名な学者。簡論王元化先生自由主義思想的複雑性
（汪丁丁）
* 王元化氏
/『詩・大雅』中的「人民」
（陸暁光）/ 唯識三類境与王昌齢詩学三境説（蔡宗斉）など 51 篇。
18/04 427
10342958  回鹘文佛教文献研究……………………………杨富学著 上海古籍
7,009
* 回鶻文仏教文献に対する研究論文を収録。蘭山范氏蔵敦煌本回鶻文『華厳経』写本残巻研究/
回鶻文『金光明経』及其懺悔思想/回鶻弥勒信仰考など29篇。＜西北民族文献与文化研究丛书＞
18/03 372
10344979 法苑珠林文本整理商议…………………………范崇高著 四川大学
3,628
『大正
*『法苑珠林』のテキストを校勘整理。中華書局出版の『法苑珠林校注』を補充・検討し、
新修大蔵経』
『中華大蔵経』本『法苑珠林』の校勘及び今人の関連研究成果を論述。
（繁体字横組）
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18/03 646 精 11,761
10342922 中印佛教文学比较研究………………………侯传文等著 中华书局
* 比較文学の構想と方法で、仏教文学の中印両国での起源と発展などを研究。印度文学
伝統と中国文学伝統中の仏教文学を整理し、影響と受容、主題学、文類学、詩学などの
面から中印仏教文学を比較研究。索引。＜国家哲学社会科学成果文库＞
精 5,346
18/01 370
10343986  梵汉本根本说一切有部律典词语研究＜〃＞……陈明著 北京大学
・
『根本説一切有部毘奈耶薬事』
・
『根本説一切有部毘
*『根本説一切有部毘奈耶破僧事』
奈耶皮革事』
・
『根本説一切有部毘奈耶出家事』
・
『摩訶僧·律·明威儀法』などの律典を
重点とし、梵漢対勘の方法を用いて、既刊の梵語律典と漢訳律典を比較研究。語句索引。
17/09 430
10343181  耶稣会士与晚明海上贸易………………………戚印平著 社科文献
5,346
* 宗教文献の分析と解読を通じて、16 世紀以降のイエズス会士の中国及び近隣地区での
布教活動を指摘し、晩明海上貿易で果たした役割を考察。范礼安与中国―兼論晩明中国
教区的行政帰属など、関連文章 8 篇を収録。
10343324 圣公会叙事－基督教妇女与华人社会
……………………………………陈睿文，周舒燕主编 ＨＫ商务印 18/03 243
4,082
*19 世紀聖公会の入華、中華聖公会の成立から現在、華人社会における聖公会の女性に
ついて記載し、地方の教会・社会との相互作用を考察。従跨文化角度研究中国婦女与聖
公会（郭佩蘭）/ 従篤志女校看聖公会在近代北京的教育活動（左芙蓉）など、文章 9 篇
を収録。索引。
===============【 ◆古代史・歴史地理 】===============
10343630 科举学论丛（２０１８）第１辑
……………上海嘉定博物馆，厦门大学考试研究中编 中西书局
18/05 170
2,872
13 篇を収録。
* 十国科挙的特点与乱象（金瀅坤）/ 台湾進士挙人問題新探（盧咸池）など、
18/03 328
10343859  士大夫和书院互动关系研究……………………赵连稳著 社会科学
5,346
* 書院創設・経費調達・書院管理と書院の改革改制推進などの面から、中国古代士大夫
の書院発展に対する作用を論述。士大夫の価値観の養成と士大夫人材の養成などの面か
ら、古代書院の士大夫階層への影響を分析。
17/07 494
10344294 礼与法 ：法的历史连接（修订本）……………马小红著 北京大学
5,346
* 当代の法学理論を用いて中国伝統法の体系を再構築し、礼を法の研究領域に全面的に
導入。中国古代法形成の社会環境を分析し、中国古代法中の具体的観念及び現実への影
響を解析。2012 年初版。
18/06 465
10344511 中国古代的谣言与谶语…………………………栾保群著 江苏文艺
5,054
（秦）
・
「五馬浮渡江，一馬化為竜」
（東晋）
・
「天卜楊興」
（隋）など、中国
*「亡秦者胡」
古代社会の謡言と讖語を時間順に列挙し、謡言と讖語の発生の社会土壌を明らかにする。
17/11 253
10342898  中国社会历史评论 第１８卷（２０１７）常建华主编 天津古籍
4,212
* 略論秦漢時期的一般家庭与房屋（劉尊志）/ 民国時期殯葬礼俗的奢侈風尚及其成因―
以「大出喪」現象為中心（馮志陽）など、15 篇を収録。
17/11 240
10342899  中国社会历史评论 第１９卷（２０１７）常建华主编 天津古籍
4,017
* 地方大族与王朝拡張 ：論漢隋間隴西辛氏之発展（牛敬飛）/ 激変中的承続 ：両宋間道
教空間格局的変遷（謝一峰）など、15 篇を収録。
18/07
10344473 敦煌学国际联络委员会通讯（２０１８）…郝春文主编 上海古籍
5,821
*2017 年敦煌学研究総述（宋雪春）/2017 年吐魯番学研究総述（范英傑、陳焱）/『敦煌
十六国至隋石窟芸術』評介（楊博皓）など、22 篇を収録。
18/05 251
南
10343949 半小时漫画中国史２…………………陈磊（二棍子）著 海
3,024
* 二混子の中国史がまるっとわかる解説漫画の第 2 弾。前漢から両晋五胡まで。
10344225 中国的故事 ：一个日本人眼中的中国历史
……………………［日］中村邦彦著／李青，梁艳译 中国友谊
16/03 308
3,175
* 史前から中華人民共和国までの歴史故事と人物故事を精選し、事件を通じて改めて中
国の歴史を観察し、中国と中国人について考察する。
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17/12 333
民
10343837  性别视角下的商周婚姻家族与政治………………耿超著 人
* 商周時期の婚姻・家族と政治を検討、商代から戦国時期の両性関係と性別差異の具体的表現

定価(円)

5,054

を分析し、歴史根源や後世における区別の独自理由を探究。商周社会の組織構造及び政治形態
に対する両性関係と性別差異の影響を解析し、新たな角度から商周史に対する認識を深める。
精 3,758
18/01 310
10343130 宠 ：信－任型君臣关系与西汉历史的展开……侯旭东著 北京师大
* 前漢を例に各皇帝の統治を挙げ、信―任型君臣関係発生の建立・維持・廃止・再構の
過程を考察。この関係が長く存在した背景と動因、来源と基礎や、この関係がかき立て
た君臣言行がいかに前漢の歴史を牽引したかを解釈。＜新史学文丛＞
17/11 123
10343771 两汉祭祀文化研究………………………张影，邬晓东著 哈工程大
3,013
* 両漢の祭祀文化を整理・研究。両漢の祭祀文化礼俗とその意義を考察し、祭祀文化隆
盛の政治文化への影響を検討。
17/12
98
凰
10343988  支谦传＜南京历史文化名人系列丛书＞…………王毓著 凤
4,406
* 後漢三国時期の著名な仏経翻訳家である支謙の生涯・成果や歴史的影響を叙述。
10344245 汉化与胡化 ：汉唐时期河西的民族融合
………………………………………高荣，贾小军等著 社会科学
18/03 380
5,821
* 漢唐時期の河西各民族の交際交流融合と発展変化について研究。河西建郡前の民族移
動と社会生活、漢魏時期河西の民族融合、魏晋十六国北朝時期河西の民族融合、隋唐時
期河西の民族融合の全 4 編。
10343603 中国古代军事史论集 ：东汉与三国时期
………………………………………安田，廖华西编著 四川大学
18/04 212
3,758
* 上編は官渡の戦い・赤壁の戦いなどを含む著名な古代の戦役を論述する文章 7 篇、下
編は『三国志』の名将孫策・周瑜ら古代の著名な将軍の事跡を論述する文章 5 篇を収録。
17/12 503
10343299 魏晋南北朝文献丛稿……………………………张金龙著 甘肃教育
5,821
* 魏晋南北朝史を全面的に把握し、南北朝の武官制度、南朝の歴史文献、北魏州郡の建
置沿革、
『南巡碑』収録の姓氏などをめぐって論述。
精 5,119
18/04 432
10343628  中国社会政治史 三国两晋南北朝卷…………萨孟武著 三联书店
*『中国社会政治史』は中国歴代の興亡得失を論述。政治制度を考証するほか、社会・経済・思
想などの関連資料を引用し、これらの面の変動はいかに政治制度と相互に影響し、最終的には王
朝交代の要素となったかを評価分析。全 4 冊で 1960 年代初版（三民書局）
。＜萨孟武作品系列＞
18/05 423
10344246 观念与制度 ：以考察北朝隋唐內侍制度为中心…徐成著 社科文献
7,603
* 北朝の分裂割拠から隋唐の統一への流れは学界で注目を集めてきた。本書は北朝から
隋唐時期の内侍制度の変化を考察。観念と制度の密接な関係を強調。
18/02 376
秦
10344538  唐史论丛 第２６辑…………………………杜文玉主编 三
5,346
* 韋応物的詩『送楊氏女』―歴史和文学的解読（[ 台 ] 頼瑞和）/ 唐五代的私学及教育
理念―以宋代筆記為核心的考察（張剣光）など、21 篇を収録。
18/07 984
10343901 唐代环南海开发与地域社会变迁研究 上下册王承文著 中华书局
5,821
* 唐朝中央の嶺南と南シナ海に対する開拓経略を検討し、唐代嶺南社会の重大な変遷と
その強い影響を指摘。隋唐碑刻所見中央王朝の交州地区に対する経略とその影響、唐代
北方家族と嶺南開発・社会変遷論考、唐代房千里『投荒雑録』と嶺南南部沿海社会文化
の変遷など全 6 章。
精 5,346
18/03 294
民
10343682  唐宋家庭经济运行方式研究………………………邢铁著 人
* 唐宋時期の家庭経済の基本状況、家庭経済運行の過程と方式、家庭財産の析出過程、
近親過程の経済関係を考察。附 ：関連文章 2 篇。＜国家哲学社会科学成果文库＞
18/05 249
10344377 唐宋历史评论 第４辑……………包伟民，刘后滨主编 社科文献
4,471
（仇鹿鳴）
/墓葬所見唐建国元従及其後裔
（慮亜輝）
* 十余年来中古墓誌整理与刊布情況述評
など、15 篇を収録。
18/04 207
10343655 北宋变革风云……………………………………邹俊煜著 经济科学
3,758
* 王安石の変法を通じて、北宋時期の政治・経済・法律・文化・教育・科技などの変革
の前後過程を集約。
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17/12 478
学
10343656 宋史研究论丛 第２１辑……………………姜锡东主编 科
* 呂公著与元祐政局（王化雨）/ 論唐宋国家土地産権管理職能之転変（薛政超）/ 論『冊

定価(円)

7,549

府元亀』対董仲舒刻板印象的塑造（王宏海）など、30 篇を収録。
18/04 288
10344378  道德与秩序 ：北宋诏令的话语系统解读…………徐红著 湘潭大学
* 北宋詔令中の即位、謚議、皇后尊立、親王進拝、宰相の進拝と罷免、武臣除拝、南郊、

3,628

廟制などの分析を通じて、北宋詔令話語系統中の「道徳」と「秩序」の内容を解読し、
朝廷の意識形態と価値観念を探究。
18/06 679 精 14,472
学
10344379 王曾瑜先生八秩祝寿文集…………李华瑞，姜锡东主编 科
* 宋代路級地方行政区画虚与実（龔延明）/ 南宋女児継承権的考察―『建昌県劉氏訴立嗣事』
再解読
（邢鉄）
/ 唐宋之際陸路与海路東西交通比較
（李華瑞）
/ 王安石市易法与政府購買制度
（李
暁）/ 金代収蔵行為分析（符海朝）など、50 余篇を収録。附 ：王曽瑜先生学術編年
17/11 342
10344035 西夏学 第１４辑……………………………杜建录主编 甘肃文化
5,346
* 西夏時期的霊州（史金波）/ 蔵伝仏教「大手印」法在西夏的流伝西（孫伯君）/ 夏地
区帝陵陵主新探（王昌豊）など、37 篇を収録。
17/10 292
10344906 辽金史论集 第１６辑………………………韩世明主编 黑龙人民
5,054
24 篇を収録。
* 唐代契丹君長相関問題考弁（辛時代）/ 金代軍事後勤制度探微（王嶠）など、
17/12 375
10342355 明清赣东地域社会与文化研究………………张芳霖等著 江西人民
3,628
* 明清時期撫州地区とその管轄県の地方特色歴史文化を叙述。文化の起源から着手し、
臨川の教育文化、金溪の刻書文化、南豊の儺文化、広昌の孟戯文化、宜黄の戯曲文化、
南城の麻姑文化、楽安の建築と宗族文化の内容構造や変化過程を分析。
10344026 服制视野下的清代法律＜国家社科基金后期资助项目＞
…………………………………………………高学强著 法
18/05 282
律
4,406
* 法律社会史・文化人類学・民俗学などの研究方法を採用し、喪服制度の清代における
発展変化及び刑事法・民事法・行政法・司法審判制度・民間社会への影響を検討。
16/12 744
10344524 大清新刑律立法资料补编汇要………………高汉成编著 社会科学
7,430
（社会科学文献出版社、2013 年）の姉妹編。立法参加者の
*『大清新刑律立法資料彙編』
場外での論争とせめぎ合い、私人の日記と回顧、媒体の報道及び民国初年の『大清新刑
律』に対する継承理解などを収集し、編纂者・内容・意義を評価・解読。
『大清新刑律』
の研究成果を附録。
精 9,385
17/12 504
10344803  清代徽州鱼鳞图册研究…………………………汪庆元著 安徽教育
* 魚鱗図冊は土地登記名簿。明清土地制度の基本内容である。本書は清代徽州の魚鱗図冊を
研究し、
徽州における実施状況を指摘。
原始資料を考証し、
明清社会経済史の関連問題を検討。
18/01 419
学
10344037 长安学研究 第３辑………………黄留珠，贾二强主编 科
6,415
* 関学伝人孫景烈及其学術成就（王雪玲）/『尚書注疏』校字記（杜沢遜）/ 甲骨文中的
「地理空間」
（張興照）など、29 篇を収録。
17/12 280
京
10343472 都门汇纂（外二种）＜北京古籍丛书＞……郗志群点校 北
5,054
、
張次渓『北
* 清代から民国時期の北京歴史文献である楊静亭編・李静山増補『都門彙纂』
平天橋志』
、黄可潤『畿輔見聞録』を収録。
（繁体字縦組）
18/01
苑
10343617 明太原县城复原示意图…………………王慧群绘画撰文 学
1,512
* 太原古県城は明洪武八年（1375）に晋陽古城遺跡の上に建てられた新城。山西省太原
市の西南 15 キロに位置。地図のサイズは 100mm×690mm。
18/04 167
10343680  明长城甘肃镇防御体系与军事聚落刘建军，张玉坤等著 中国建工
3,402
* 九辺最西段の甘粛鎮を例に、その建制沿革、防御体系の外部環境・構成要素、聚落の
時空分布と段階構造、各構成要素の可達域分析を探究。＜长城·聚落丛书＞
18/04 245
10343681  明长城九边重镇防御体系与军事聚落李严，张玉坤等著 中国建工
3,758
* 九辺重鎮軍事聚落及び防御体系の起源と発展、時空分布、段階体系、空間特徴、内容
構造と構成要素を探究。＜〃＞
18/03 166
10343840  当代北京圆明园史话＜当代北京史话丛书＞…郭京宁著 首都师大
2,948
* 円明園の建設と盛衰を紹介。
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18/03 540
10343678  清代城市空间分布研究何一民主编／何一民，王伟等著 巴蜀书社
* 都市分布に影響する要素と古代都市分布の変化、清代十八行省都市分布の研究、清代

5,821

内陸辺境地区都市の分布、清代主要河川都市の空間分布と変遷の全 4 章。

10339341 中国城市史研究论文集
……………………包伟民主编／杭州文史研究会等编 杭

州

16/12

550

4,860

*「歴史上的杭州与中国城市史学術研討会」と「南宋臨安城学術研討会」の論文から収録。隋
唐五代江南沿海港口与近海航路（魯西奇）/ 南宋帝都臨安府対厳州之影響（曹家斉）など 25 篇。

10342379 一城阅千年 ：汉魏洛阳故城与汉魏王朝（增订本）
……………………………………聂晓雨，桑永夫主编 中州古籍

17/09

383

5,702

* 漢魏洛陽故城に関する歴史沿革、現存重要遺跡、既知の漢魏帝王陵墓及びかつて発生した重
大歴史事件、生活居住した或いは祖籍であり傑出した貢献をした歴史名人を記述。歴史时期
に発生した人口に膾炙する現在まで伝わる歴史典故・逸話や詩詞歌賦などの文学成果などに
ついても記す。今回、2005 年初版を基に新たな内容を補充。漢魏洛陽故城の研究と保護現状
を総括。
10344050 辽西地区东晋十六国时期都城文化研究
辽宁省文物考古研究所，日本奈良文化财研究所编著 辽宁人民
17/12 317
7,009
三燕文化研究新進展略議―以北票境内的相関考古発現為例（趙志偉、
王宇、
* 魅力与収穫：
万欣）/ 三燕、高句麗蓮花紋瓦当的出現及其関係（王飛峰）など、関連論文 17 篇を収録。
精 8,197
17/12 437
10344060 北京前都时代地名遗产的整理与研究…………马保春著 人民大学
* 北京古地名に関する伝世文献を収集し、甲骨文・金文・陶文・璽印・封泥・兵器刻辞・貨幣文字・
簡牘文字・碑刻文字などの出土及び伝世の文字資料における北京前都時代の地名、北京と関
係する地名を整理。古文字学から出発し、地名文化の含義・地望・背景・特徴・変遷及び地
名群の間の内在関係などを研究。地名筆画索引。＜北京市折科学基金成果文库＞
精 7,840
17/12 328
10342904 徽州家族文化………胡中生著／黄山市档案局（馆）编 时代华文
* 徽州宗族文化を紹介。内容は徽州宗族の名族歴史・道徳礼儀・家族管理・宗廟継承や、
徽州家族文化の近代変遷発展の過程などを含む。＜徽州历史档案与文化丛书＞
18/05 2517 精 27,604
10344017 中国苏州评弹社会史料集成 全３卷………唐力行主编 商 务 印
* 新聞・期刊・档案・方志・筆記・回顧録・口述などを来源として、明清以来の蘇州評弾
社会史に関する資料を収録し、出所を明記する。評弾と江南文化圏、評弾芸人と社会交流、
評弾と職業組織、評弾の演出場所、評弾と江南社会生活、評弾と江南社会変遷、中華人民
共和国建設初期の評弾、1950 年代前・中期の評弾事業、大躍進とその調整時期の評弾事業、
復興の評弾芸術、新時期評弾の危機と保護の全 11 章。＜评弹与江南社会研究丛书＞
18/03 307
10343303 仰氏宗谱历代谱序跋校译……………………仰健雄校译 浙江古籍
5,346
* 各地に散佚する仰氏宗譜の序跋117篇を収集校訳。古今仰氏の変遷・発展研究に関する20余篇。
18/06 288
10344455 清水江流域传统贸易规则与商业文化研究……徐晓光著 社科文献
7,603
* 清水江文書中の貿易資料の解読を通じて、清水江流域の林業貿易の規則と秩序を観察、清代と
民国時期の清水江流域の経済・社会・法律・文化変遷を検討。＜贵州师范大学社会科学文库＞
精 5,346
17/07 420
10344450 铜政便览校注…[ 清 ] 佚名／杨黔云总主编／陈艳丽校注 西南交通
*『銅政便覧』は清代雲南銅業に関する貴重史料。清代雲南地区ないし全国の鉱業の開
発と管理、交通運輸、貨幣鋳造などの研究に貴重な資料を提供。道光年間成書。今回、
光緒十三年刻本を底本として整理校注。
（簡体字横組）＜云南铜政四书整理校注＞
10344451 云南铜志校注＜云南铜政四书整理校注＞
精 5,821
…………[ 清 ] 戴瑞徵著／杨黔云总主编／梁晓强校注 西南交通
17/07 492
*『雲南銅志』は清代雲南から嘉慶年間に生産した 38 個の銅工場及び分工場の採掘場跡、
銅の生産量、収銅価格、産銅の区分・税課・供給対象などを紹介。今回、雲南省図書館
蔵抄本を底本として整理校注。
（簡体字横組）
精 5,821
17/07 546
10344452 运铜纪程校注…[ 清 ] 黎恂著／杨黔云总主编／王瑰校注 西南交通
*『運銅紀程』は雲南銅政四書の 1 つ。運銅主官の職務履行や京銅運輸道中の各種感想
などを記載。今回、貴州省図書館蔵凌愓安抄本に拠り整理校注。
（簡体字横組）＜〃＞
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10344915 明抄本水经注 全８册………………［北魏］郦道元注 国家图书馆 18/06 1641
*『水経注』は中国古代の水道を中心に地域の地理情報を記載する著名な典籍。現存す

9,504

る完備した明代民間鈔本は、陳揆旧蔵本（陳蔵明鈔本）
、瞿鏞旧蔵本（瞿蔵明鈔本）
、韓
応陛旧蔵本（韓蔵明鈔本）
、陸心源旧蔵馮舒校鈔本（馮校明鈔本）
、朱希祖旧蔵本（朱蔵
明鈔本）の 5 部であり、今回は陳蔵明鈔本を影印出版。＜国学基本典籍丛刊＞
17/05 1941 精 14,580
凰
10344039 常州历史文献丛书 第３辑全４册……常州市图书馆编 凤
（
、明）顧世登・顧伯平同輯、
惲応翼重輯、
（清）呉鏞重校刊『重
* 濮一乗編『武進天寧寺志』
刻高山志』
、張惟驤撰、蒋維喬増補『清代毗陵名人小伝稿』
、
（清）盧文弨纂定、荘翊昆校補、
荘毓鋐重校『常郡八邑芸文志』に点校を加える。( 繁体字横組 )
10344526 齐乘校释 上下册（修订本）
………………［元］于钦撰／刘敦愿，宋百川等校释 中华书局
18/06 755
7,722
*『斉乗』は元代の地方志。山東東西道宣慰司管轄の益都・般陽・済南三路を中心に叙述。
内容は沿革・分野・山川・郡邑・古迹・亭館・風土・人物などに分かれる。今回、山東
省博物館蔵乾隆四十六年胡徳琳刻本を底本として校勘・考証。
（繁体字縦組）
10340480  广东海上丝绸之路史料汇编 秦汉至五代卷＜海上丝绸之路研究书系·史料篇＞
广东省人民政府参事室，广东省人民政府文史研究馆编／刘正刚等编 广东经济
17/12 338
4,147
渉外関係）
、
商貿往来（市舶司朝貢貿易、
海禁と民間貿易、
貿易商品、
* 政治関係（貢使往来、
関税徴収など）
、海防体系（海防配置、倭夷海寇）
、港湾航路、船舶と航海技術、文化交
流などの面から、秦漢から五代までの関連文献を整理。
（簡体字横組）
17/12 330
10340481  广东海上丝绸之路史料汇编 清代卷＜〃＞…………… 广东经济
4,147
渉外関係）
、
商貿往来（市舶司朝貢貿易、
海禁と民間貿易、
貿易商品、
* 政治関係（貢使往来、
関税徴収など）
、海防体系（海防配置、倭夷海寇）
、港湾航路、船舶と航海技術、文化交
流などの面から、清代の関連文献を整理。
（簡体字横組）
17/03 311
10343458  南靖华侨史……………………………………饶秀峰主编 中国文史
5,054
* 南靖県有史以来の南靖の華僑・華人・出国人員と南靖僑務工作の歴史・現状を全面系
統的に反映する初めての書籍。
10341146 丝绸之路暨秦汉时期固原区域文化国际学术研讨会论文集
…………………………………………………魏瑾主编 宁夏人民
16/12 355
7,549
* 学会は2016年8月開催。本書は、両漢時期的安定郡（趙国華）/固原境内戦国秦長城築塁六盤山
脈北麓的蘊意（蘭茂景）/出土文献中所見秦漢時期「令」与「律」的区別（任仲爀）など46篇。
18/02 248
10342150 隋唐运河故道地名考…………………钟军，朱昌春等著 中国社会
3,402
* 隋代における広通渠・通済渠・永済渠の開削と路線、唐代における改修・改築などを
叙述し、故道の地名を考察。索引。
10344125 丝绸之路研究集刊 第２辑
精 8,791
……陕西师范大学历史文化学院，陕西历史博物馆编 商 务 印
18/05 416
* 森木鹿 ：一種有翼獣頭神禽伝播、流変与融合軌迹与文化蘊意再探討（楊瑾）/「五胡」時期
西北地区漢人族群之伝播与遷徙―以出土資料為中心（關尾史郎著、
田衛衛訳）など、
27 篇を収録。
18/04 381
10343784  中国稻史研究……………………………………曾雄生著 中国农业
7,128
/ 告郷里文』
所及稲作問題など、
文章 23 篇。
* 中国稲史概説 / 水稲挿秧器具蒔梧考―兼論秧馬 『
18/03 337
10343786  中国水利古籍版本丛谈………………石光明，肖克之著 中国农业
4,406
* 宋から民国の歴代水利古籍 70 篇を収録。内容は水文・水学・水利・河務・河道・海域・船政・
航運・漕運・堤・塘・渠・井・災害・人物などに及ぶ。附 ：歴代水利著作目録、歴代河
図目録。
17/09 237
10343467 佛山纺织史＜佛山历史文化丛书第２辑＞……吕唐军著 广东人民
3,628
* 仏山は嶺南の重鎮で、広府文化の核心区域。本書は太古から新中国成立前までの仏山
地区の紡績発展状況を論述。図表を多数掲載。カラー。
18/05 209
10343614 图说中国古代纺织技术史…李强，李斌著／贾金喜绘图 中国纺织
5,346
* 中国原始紡織技術の起源、中国古代紡織原料の初加工、中国古代の紡専、中国古代の小
紡車、中国古代紡績工芸の歴史意義、綜躡織機の起源と発展など全 9 章。図版を多数掲載。

亜東書店

－ 29 －

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

定価(円)

10343269 日本天皇年号与中国古典文献关系研究（附日本天皇家庭成员关系简介）
…………………………………………………李寅生著 凤

凰

18/03

375

4,406

* 天皇の世系、最初の年号の大化から現在の平成までの年号を記述。年号と中国の古典
文献との関係を研究し、天皇と関係する歴史を叙述。

10344946 十七世紀の東アジア文化交流 ：黄檗宗を中心に＜日本語研究叢書３０＞
………………………………………徐興慶，劉序楓編 T 台大中心 18/06

360

精 7,430

*17 世紀以降の徳川社会の宗教の発展及び政治・社会・経済・言語などの各方面の複雑
性を検討し、日本で発展した黄檗文化が東アジア文化交流の思想体系において、歴史的
にいかに位置づけられるべきかを取り上げる。索引（人名、事項）
。
===============【 ◆近現代史 】===============
10343316 近代华茶对外贸易的衰落 ：基于中间商制度的研究
＜浙江省哲学社会科学规划后期资助课题成果文库＞张跃著 社会科学
18/04 284
5,184
* 上海市档案館未刊档案史料と近代中国海関史料・各種報刊資料を収集し、近代中国茶
葉対外貿易の基本脈絡を整理し、その衰退の深層原因を重点的に研究。
10343524 组织市场与国家 ：近代天津钱业公会与经济秩序建构
……………………………………………………孙睿著 社会科学
17/10 221
4,017
* 近代銭業公会の発展・機能・意義を検討し、職業組織と市場秩序の関係を指摘。近代
の社会変遷と職業組織、天津銭業公会の歴史沿革、銭業公会と清末民初の貨幣秩序、銭
業公会と金融市場、銭業公会と商事紛糾など全 9 章。
18/04 324
10343627 黑水为证 ：旅俄华侨的历史记忆………………宁艳红著 社科文献
5,346
* 黒竜江上中流の中ロ辺境地区のロシアを旅する華僑とその後裔を調査研究。口述資料
を通じて、100 年における彼らの人生観・愛情観・生活観を紹介、家庭や子女の生活状
況を再現し、ロシアでの様々な経験や人生の足跡を記録。
17/12 206
10343632 近代华北城市下层社会研究……………………聂家华著 齐鲁书社
2,116
* 近代華北地区の北京・天津・済南・保定・太原・鄭州などを対象とし、華北都市下層
社会の基本構造と分布、生活状況と生活方式、社会交流と行為方式、政治態度と政治行
為などを研究。
10343854  云南和顺旅缅华侨史料汇编 上下册＜民国文献资料丛编＞
……………………………云南省腾冲市和顺图书馆编 国家图书馆 18/04 1029 精 51,840
* 和順鎮は雲南省西南部の騰衝市西南部 4 キロに位置。本書は和順図書館蔵『和順崇新会周
年紀念刊』5 期、
『和順郷』3 期、
『和順図書館十周年紀念刊』及び『和順図書館無線電刊』1 期・
『毎日要訊』2 期、和順大石巷寸姓旅緬華僑所撰・許本和手抄の『西江月句』を収録。影印。
10343985  宗村政治 ：近代以来乡村社会政治信任的变迁
…………………………………………………彭正德著 人
18/04 245
民
3,628
* 湖南東部の宗村に対する野外調査を通じて、重大事件と重大人物を中心に、近代以来
の農村社会の政治信任変遷の様相を紹介。
18/05 319
10344038  亚洲概念史研究 第４卷………………………孙江主编 商 务 印
5,054
*「主義」概念的哲学面向（史易文）/ 祖国―一項基于近代西方語境的概念史考察（于京東）
など、13 篇を収録。
10344750 近代中国文化转型研究导论＜社科文献学术文库 文史哲研究系列＞
…………………………………………………耿云志著 社科文献
16/01 435 精 11,642
* 近代文化転換の基本軌跡を描写し、転換の外在条件とその内在機制を指摘。アヘン戦
争から洋務運動時期の思想文化の変化、清末社会公共文化空間の初歩的形成、新文化運
動の実績とその主要観念、
近代文化転換中の保守主義の役割変化など全 10 章。人名索引。
18/04 264
10344910 南通老归侨口述史…………………………南通市侨联编 中国华侨
3,628
* 様々な領域で功績を残し、1940-60年代に海外（主に東南アジア）から帰国した華僑20名の人
生の経歴と個人の実感を紹介。＜亲情中华中国故事丛书 中国华侨历史学会地方桥史文丛＞
10345733 北京档案史料（２０１８／１）西山－永定河生态环境治理
…………………………………………北京市档案馆编 新
18/06 507
华
2,646
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18/03 554
10341762 晚清教案危机与政府应对………………………董丛林著 中华书局
* 晩清教案発生の社会文化背景、教案の晩清社会政治危機劇化への影響、政府と民衆の

4,406

教案対応態度の差異を検討し、清政府の教案対応時の計画水準、政策決定のメカニズム、
処置能力、正誤得失及び政策の実際の効用を分析。
17/07 619
10342948  晚清女权史………………………………………方祖猷著 浙江大学
5,821
* 女性を束縛する礼教の起源と礼教批判の出現、19 世紀中期西方文明の初歩的伝播―晩
清女権運動の醸成時期、戊戌維新時期の女権主義思潮の興起、戊戌時期の女権運動の隆
盛、20 世紀初期女権思潮の復興など全 16 章。
10343030 清末民初晋北庙会与地方社会 ：以忻州为中心的考察＜鼓楼史学丛书·区域与社会研究系列＞
…………………………………………………赵新平著 社会科学
18/03 256
4,406
清末民初晋北廟会の名称・規模・分布・類型を整理。廟会と自然環境、
* 野外調査を基礎に、
人文社会環境、宗教生活、経済生活、地方秩序、郷風民俗、教育などの問題の研究を通
じて、晋北廟会変遷の実態論理及び民衆生活との内在関係や晋北廟会の社会への多元影
響を分析。晋北廟会の地方社会発展における特殊機能を発掘し、地方経済の社会と文化
の全面発展を推進。
10343462 清末新政与边疆新政 上下册＜中国社会科学院重点学科·晚清史学科＞
……中国社会科学院近代史研究所政治史研究室等编 社科文献
18/03 770
14,526
*2014 年 7 月開催の「第六届晚清史研究国際学術研討会」の論文集。早期全球化背景下
清代多民族帝国的大一統話語重構―以『皇朝文献通考』若干問題為中心（[ 美 ] 趙剛）
/ 光宣之交清理財政前夕的設局与派官（劉増合）など、40 篇を収録。
10343469 民国初期的中日民间经济外交 ：以商人组织为主体的历史考察
…………………………………………………于文浩著 社会科学
18/04 341
5,346
* 日中両国史料の比較と考証を通じて、商人団体を主体とする日中民間経済外交活動を
日中両国の政治・経済環境の背景に位置づけて考察。日中両国民間経済外交の発生・発
展・変化の歴史過程や、両国の政治外交・相互経済利益との関係を構築。
17/06 259
10343523 国家保障 ：民国时期公职人员抚恤问题研究…姜迎春著 社会科学
4,471
* 救済補償思想の探索・形成・影響の要素を検討。1927-1937 年、抗日戦争時期、解放
戦争時期の国民政府軍人・公務員教職員の救済補償制度の変遷方式を指摘。国民政府の
救済補償政策に対して評価を下す。＜武汉纺织大学人文社科文库＞
（非常）代表大会文献＜国际共产主义运动历史文献２６＞
10338614  第二国际第九次（巴塞尔）
精 8,910
…………………………………………童建挺本卷主编 中央编译
17/10 339
（緊
*1912年11月24日から25日にバーゼルで開催された第2インターナショナル第9回代表大会
急大会）の関連文献を収録。代表大会の招待状、代表大会の会議記録（仏文版、独文版）など。
17/09 363
庆
10343525 第二次国共合作政策和策略研究……………胡大牛主编 重
3,628
* 南方局と国民党当局の連絡・協商・談判の過程や、中間勢力との統戦工作を整理。中
国共産党の大後方群衆に対する引き入れ・組織工作や、中共組織の隠蔽・発展工作を研
究。中共中央の抗日民族統一戦線政策と中間勢力の引き入れ・団結、国民党反共勢力の
孤立化などの策略を提示。＜中国抗战大后方历史文化丛书＞
17/09 446
庆
10343526 第二次国共合作的分歧冲突与谈判研究＜〃＞张守广著 重
3,985
* 第二次国共合作前両党の分岐・衝突の歴史・現実背景、抗戦初期国共両党の摩擦・和解、
抗戦中期両党の分岐・衝突・談判、抗戦後期の両党構造及び両党談判、戦後両党合作建
国の努力及び失敗を論述。
17/04 229
10344032 第一次世界大战与中国的反日运动……………高莹莹著 社会科学
4,017
* 第 1 次大戦勃発後の日本・アメリカが中国で展開した競争の歴史背景や、アメリカが中
国に文化影響を発揮した手段などの考察を通じて、東アジア国際政治構造への第 1 次大
戦の影響という視点から、日本の第 1 次大戦後の対中政策調整、対華文化事業実施を解釈。
18/05 280
10344465 民国研究（２０１８年春季号）总第３３辑朱庆葆主编 社科文献
4,860
* 堅執己見与遵奉原則 ：臨時大総統時期的孫中山（李学智）/ 民国北京政府時期留学生
監督群体研究（王静）など、21 篇を収録。
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10344130 民国文献整理与研究发展报告（２０１７）
…………………………………刘民钢 .，蔡迎春主编 国家图书馆

17/11

345

3,758

* 民国の文献整理出版・文献学術研究・档案学術研究・報刊学術研究・教材研究を総述。
民国時期の文献整理規範と保護技術、地方志文献・中医文献・伝記文献・広告文献・経
学文献・音楽学文献の整理と研究を叙述。
17/12 376
民
10344346 上海时报新闻业务变革研究………………………余玉著 人
4,860
* 上海『時報』は清末民初の著名な新聞。本書は『時報』の発展・業務革新と転換状況
を把握、発展の脈絡を整理し、
『時報』の読者の位置づけと歴史地位を論及。
『時報』の
新聞業務変革過程を検討し、1921 年を境に狄楚青・黄伯恵経営の前期・後期を論述。
17/11 381
10343087  冷战时期的中国与世界………………梁志，韩长青主编 世界知识
3,628
*2013 年末開催の「冷戦史研究博士後国際学術論壇」の論文を収録。冷戦的悖論 ?―戦
後美国対華経済援助研究（1945-1949）
（皇甫秋実）など 16 篇。
10344944 知识分子的思想转变 ：新中国初期的潘光旦费孝通及其周围
……………………………………聂莉莉著／聂晓华译 Ｔ清华大学 18/07 382
4,320
（風響社、2015 年）
*『知識分子の思想的転換―建国初期の潘光旦、費孝通とその周囲』
の中文版。新中国成立初期の潘光旦・費孝通及び清華大学を中心とする周囲の知識分子
の言動に注目。共産党政権下で展開された「政治理論学習」と「土地改革」における「知
識分子」を考察する。
10340624 梁启超全集 全２０集＜国家清史编纂委员会文献丛刊＞
精 242,460
………………………梁启超著／汤志钧，汤仁泽主编 人民大学
18/03
* 本书是国家清史编纂委员会文献丛刊中的一种，编者用数十年之力，搜求我国近代著名学者
和思想家梁启超的各种已刊未刊著述，集结成 1500 余万字的全集，包括哲学、文学、史学、经学、
法学、伦理学、宗教学、美学、兵学等领域，对于研究梁启超、研究戊戌变法、研究近代思想史、
文化史均有重要的文献价值。本书是目前为止规模最大、最全面的梁启超著作集。
精 3,402
18/05 308
10342916 梅贻琦西南联大日记…梅贻琦著／黄延复，王小宁整理 中华书局
* 梅貽琦は中華民国の政治家・教育者。本書は 1941 年から 1946 年に昆明で清華大学と
西南聯合大学の校務を主管した時期の日記を収録。
精 7,484
10343973 胡风 ：诗人理想与政治风暴……………………魏时煜著 HK 城市大学 17/07 826
* 取材対象者 84 名の口述、各家から収集した図文資料や報刊テキストに対する解読を
通じて、政治の世界の嵐の各段階を提示し、五四以後の数代の中国知識分子が革命の潮
流の中で詩人の理想のために払った代価を描写。
精 3,628
18/04 206
华
10343990 秋瑾女侠遗集＜清末民初文献丛刊＞…………王灿芝编 朝
* 秋瑾の遺稿である伝記 4 首・詩 100 余首・詞 30 余首・歌 2 首・雑文 8 首・訳著 1 首を収録。
秋侠遺詩・秋侠遺文各 1 首を補遺。附：小侠詩文草。今回、1934 年中華書局刊本を影印。
10344139 毛泽东研究报告（２０１７）
……………刘建武主编／湖南省毛泽东研究中心组著 人
18/01 268
民
3,628
*2016 年度学界の毛沢東研究の成果を総括・評論。内容は哲学思想研究・政治思想研究・
軍事国防思想研究・経済思想研究・社会建設思想研究・文化教育思想研究などに及ぶ。
10345073 抗战中的蒋介石…………………………………马振犢著 T 崧烨文化 18/06 456
6,480
* 档案資料に依拠し、前人の研究成果を参考にして、ドキュメンタリーのスタイルで蒋
介石の抗戦前後の経歴・思想と行為を叙述。附 ：抗戦大事記。
10343953 台湾的边政研究七十年＜边疆研究丛书０７＞刘学铫著 T 致知学术 18/04 291
4,147
* 上巻は研究人員や新疆維吾爾族・哈薩克族・蒙古族・蔵族来台同胞、政府や民間の研究
機構及び研究成果を含む、約 70 年来の台湾の辺政研究を叙述。下巻は設立の意義と沿革、
移転来台初期措置、歴代委員長任期内の重要措置、廃止の経過を含む、蒙蔵委員会を叙述。
18/05 481
10344187  台湾省政府警务处档案清册目录……………萧碧珍主编 Ｔ文献馆
5,616
* 民国 35 年（1946）から同 83 年（1994）までの台湾省警務処及び所属保安警察総隊、
刑事警察大隊、公路警察大隊及び基隆港、高雄港、花蓮港務警察所の档案 10036 巻を収
録。内容は組織編制、職掌及び人事のほか、大多数は警政業務を中心とする。
－ 32 －
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18/05 184
10344188  台湾省政府地政处档案清册目录……………萧碧珍主编 Ｔ文献馆
* 民国 35 年（1946）から同 90 年（2001）までの台湾省民政庁地政局、地政処及び附属単
位 - 荒地勘測総隊、土地測量局及び第八測量隊、土地重画工程規画総隊及び内政部土地重
画工程局などの档案 3356 巻を収録。内容は法規類・地政報告・会議記録・人事組織・土
地改革などを含む。
18/05 1943
10344189  台湾盐业档案清册目录 全４册………………陈惠芳著 Ｔ文献馆
* 国史館台湾文献館蔵台湾塩業档案巻目録を修訂増補。国営事業機構档案に属し、内容
は台湾会社企業の歴史だけでなく、製塩技術改良と変革、私塩販売の捜査、塩田土地や
賃貸紛糾、塩業鉄道設立や塩工の福利に関する組織活動などの台湾の社会・政治・経済
発展と密接に関係する議題を含む。
18/03 384
10344943 台湾词社研究＜文学研究丛书＞………………苏淑芬著 T 万卷楼
* 巧社・小題吟会・題襟亭填詞会や復社の鴎社詞人、詞学活動参加の状況、動機、詞社雅集、
詞作、出版詞集と聯吟の様子を検討し、日治時代と戦後の台湾詞壇の発展と成果を記録。
10345402 台湾史料研究 第５１号（２０１８年６月）
…………………………戴宝村主编／陈朝海执行编辑 T 吴三连
18/06 180
* 戒厳時期台湾民営広播成立背後的党国之手（周馥儀）など 17 篇を収録。
10343611 中国钓鱼岛及其附属岛屿地名和监视监测图集
……………………………………国家海洋信息中心编 海
18/03 145
洋
18/05 189
10343811  近代中国东北与日本研究 第１辑…………陈秀武主编 社科文献
* 東北師範大学日本研究所編。偽満時期国民党在東北城市的地下抗日組織及其活動（曲
暁范）など、13 篇を収録。
18/03 415
10343810  证据 ：上海１７２个慰安所揭秘…苏智良，陈丽菲等著 上海交大
* 戦時傀儡軍の档案、日本人の在華文献・書籍、日本軍老兵の記憶、戦時中国報刊資料、
中国の被害者と証人の証言に依拠し、
実地調査を通じて、
172個の上海日本軍慰安所を発見。
===============【 ◆社会科学（1978 ～現代）】===============
10343723 中华人民共和国行政区划简册（２０１８）
………………………………中华人民共和国民政部编 中国地图
18/03 312
* 国務院批准の 2017 年全国県級以上行政区画資料を基に編纂。索引。
10333580  中国新华书店发展大系－协会卷（２００３－２０１７）
中国新华书店发展大系·协会卷（2003-2017）编纂委员会编 人
17/05 175
民
* 中国新華書店協会成立 14 年で展開した重要業務と重大活動を記述。
10343624 全球发展治理与中国方案………………………孙伊然著 上海社科院 18/04 239
* 全世界発展管理の内在論理及び全世界の発展管理に参加する中国の各種措置と戦略思
考を検討。
「全球発展篇」は国際面における発展過程の決定要素や、観念・枠組におけ
る新千年以来の国際発展の構造性特徴を考察。
「中国方案篇」は全世界発展管理領域に
おける新時期中国の具体的実践を考察。
10344020 中国国情报告 第３辑精准扶贫·社会治理·文化传承
………………………………中国社会科学院科研局编 社科文献
18/05 426
* 寧夏永寧県閩寧鎮精準扶貧実施与成效評価研究報告（丁賽）など、9 篇を収録。
18/04 250
10343457 中国改革为什么能成功…………………………徐斌等著 広東世图
* 中国の改革はなぜ成功できるか。執政党・指導思想・理念・思想路線・原則・方法・
精神などの 10 個の面から解答を提示する。
10344191 失去方向的中国 ：习近平反腐与中国面临的挑战张伦著 T 博大国际 17/10 252
「半拉子改革」
的命運 / 毛的悲劇与中国的悲劇など、
* 改革的失敗与失敗的改革 / 鄧小平与
過去 5 年間で発表した文章から 41 篇を収録。
10344835  中国政治发展进程（２０１８）
……………上海社会科学院政治与公共管理研究所著 时
18/05 342
事
10344192 共产主义的终极目的－中国篇……………九评编辑部编 T 博大国际 18/01 244
* 人類の文化と道徳に対する破壊や、中国社会と全世界を粉砕しようとする企みを解析。
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18/05 345
10344834  中国共产党对外工作概况（２０１７）……沈蓓莉主编 当代世界
* 中国共産党の対外交流の方針政策と各国の政党・政治組織との交流状況を紹介する。本

3,628

書は 2016 年中国共産党の対外交流業務の基本状況を記述。

10344770 当代社会政策研究（１３）共享发展与社会政策创新
……………………………………关信平，蒋国河主编 社科文献

18/06

288

5,346

* 正在醞醸中的社会政策体系的根本性変革―基本収入研究簡析（楊偉民）/ 台湾地区農
業金融体系的構建与完善及其啓示（蘭世輝）など、19 篇を収録。
精 4,860
18/04 699
律
10334167 中国国际法年刊（２０１７）……中国国际法学会主办 法
：
全球環境治理的新模式（何
* 夯実人類命運共同体的国際法治基礎（李適時）/『巴黎協定』

志鵬、馬文飛）など、文章や資料 60 余篇を収録。

10344132 中国审判案例要览（２０１５年行政审判案例卷）
精 8,791
………………国家法官学院，中国人民大学法学院编 人民大学
17/12 398
精 9,979
17/12 448
中国审判案例要览（２０１５年民事审判案例卷）…… 人民大学
17/12 494 精 10,573
中国审判案例要览（２０１５年商事审判案例卷）…… 人民大学
17/12 527 精 10,573
中国审判案例要览（２０１５年刑事审判案例卷）…… 人民大学
中华人民共和国新法规汇编２０１８／２辑 总第２５２辑
……………………………………国务院法制办公室编 中国法制
18/03 464
1,360
10344137 中华人民共和国新法规汇编２０１８／３辑 总第２５３辑
……………………………………国务院法制办公室编 中国法制
17/08
1,360
10344754 中华人民共和国新法规汇编２０１８／４辑 总第２５４辑
…………………………………………………司法部编 中国法制
18/05 235
1,360
10344319 中华人民共和国法律汇编（２０１７）上下册
……全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编 人
18/02 761
民
11,761
17/10 739
10344515 中国社会学 ：起源与绵延 上下册…………景天魁等著 社科文献
11,761
* 多くの史料から 4 個の基礎的概念と 30 個の基本概念を精選。群学概念体系を構成し、群学
の存在性を証明する根拠やその歴史持続可能性の媒体として、荀子群学は中国に古くから存
在する社会学であると論証する。索引。＜中国社会科学院文库·法学社会学研究系列＞
18/05 238
10344842  秘密侦查的中国问题研究…………………………程雷著 中国检察
3,628
* 中国秘密調査実践の表現様態・特有規律と主要問題を指摘し、いかに問題を解決し、
関連法規規範を完備するかについて対策建議を提出。
17/11 451
10344844  中国刑事法治（２００２－２０１６）……田禾等主编 社科文献
7,009
* 刑事法治発展報告の一部篇章を収集、10 数年の発展過程を提示し、刑事法治の潮流傾
向と若干の進歩を記録。＜法治国情与法治指数丛书＞
10342744 中华民国经济年鉴（２０１８）经济日报编辑中心编辑 Ｔ经济日报 18/04 944 精 17,280
10342913 浙江发展报告（２０１８）经济，社会，市场，信息经济，生态，政治，文化 全７册
…………………………………闻海燕，杨建华等主编 浙江人民
18/01 1636
20,412
* 浙江省 2017 年の経済状況を追跡評価し、浙江全体の発展形勢を分析。党と政府及び
全社会が注目する話題を研究の重点とし、浙江 2017 年の経済建設現状と発展形勢を全
面的に分析し、2018 年の経済趨勢を総括予測。＜浙江蓝皮书＞
10343312 中国经济分析与展望（２０１７－２０１８）＜ＣＣＩＥＥ智库报告＞
……………………………中国国际经济交流中心编著 社科文献
18/04 436
9,385
18/05 197
10343865  中国经济前景分析（２０１８）………………李平主编 社科文献
5,886
「中国経済形勢分析与預測」課題組）/ 我国当
* 中国経済形勢分析与預測―2018 年春季報告（
前的収入分配形勢及其対策思考（張車偉、趙文）など、9 篇を収録。＜经济蓝皮书春季号＞
10344127 民营经济发展与民间投资重要数据分析报告（２０１７）
……………………………………大成企业研究院编著 社科文献
18/02 147
4,471
10344128  中国省域经济综合竞争力发展报告（２０１６－２０１７）十九大后中国
………………………………………李建平，李闽榕著 社科文献
18/02 597
11,761
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17/11 188
10344242 中国纸币制度变迁研究…………………………孔繁晔著 经济科学
紙幣制度性質の変化に依拠し、
* 中国の紙幣制度の変遷を論述。歴史事実の分析過程において、

定価(円)

3,477

中国の紙幣制度を古代の国家信用紙幣制度、近代の銀行券制度、当代の不換信用本位貨幣制
度の 3 段階に分類。中国の紙幣制度変遷方法形成の原因を導き出し、中国の紙幣制度変遷背
後の金融協調の構造と駆け引き均衡のメカニズムを検討。＜中青年经济学家文库＞
10344394 改革开放以来的中国经济（１９７８－２０１８）
精 5,346
…………………………………………………厉以宁著 大 百 科
18/05 495
* 技術教育和資本主義工業化―西欧和美国技術力量形成問題研究 / 論財政政策与貨幣政
策的配合使用 / 論中国的双重転型など、改革開放以来の論文 40 篇を収録。
精 4,860
18/05 316
文
10344447 中国经济 ：崛起在世界的地平线＜读懂中国＞…朱民著 外
* 改革開放を経験して中国の経済金融が取得した発展と成績を観察・比較するほか、世
界経済における中国経済の地位の変化及び世界経済に対する影響を論述。
10344448  中国俄罗斯经济合作发展报告（２０１８）＜中俄经济合作蓝皮书＞
………朱宇，
［俄罗斯］Ａ．Ｂ．奥斯特洛夫斯基主编 社科文献
18/05 401
7,603
10344801  温州经济社会形势分析与预测（２０１８）＜温州蓝皮书＞
……………………………………蒋儒标，王春等主编 社科文献
18/05 398
5,821
10343867  ２０１２年中国３１省区市区域间投入产出表
………………………………………………刘卫东等著 中国统计
18/04 367
5,821
10343528  中国制造２０２５重点领域技术创新绿皮书：技术路线图(２０１７)＜中国制造２０２５系列丛书＞
……………国家制造强国建设战略咨询委员会等编著 电子工业
18/02 295
5,821
10344370 上海合作组织发展报告（２０１８）＜上海合作组织黄皮书＞
………………………………………………李进峰主编 社科文献
18/06 292
5,821
17/12 216
10344804  中国纺织服装自主品牌国际化……谢少安，范学谦等著 中国商务
3,628
18/06 286
10344841  上海合作组织 ：新型国家关系的典范………王灵桂主编 社科文献
5,821
* アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ベルギー・ロシア・シンガポール・ドイツ・イン
ドなど 16 か国 40 のシンクタンクの研究報告を選録。＜国家全球战略智库系列专题报告＞
10345204 中国现代化报告（２０１８）产业结构现代化研究
………………………………………………何传启主编 北京大学
18/07 368
6,242
* 世界産業構造現代化の発展趨勢、産業構造現代化の案例と原理、中国産業構造現代化
の戦略選択、世界産業構造現代化の定量評価、世界現代化の定量評価について叙述。
10343685  中国农业展望报告（２０１８－２０２７）
……………………农业农村部市场预警专家委员会著 农业科技
18/04 202
36,936
10343866  ２０世纪７０年代农户收入研究＜国家社科基金后期资助项目＞
…………………………………………………黄英伟著 社科文献
18/04 250
5,119
*1970 年代農村のデータベースに基づき、人民公社分配制度を理解し、農家の収入を全
面的に分析。内容は農家収入の全体状況、収入差及び収入と農業発展などを含む。
10344453 中国制造业发展研究报告（２０１７－２０１８）
…＜教育部哲学社会科学系列发展报告＞李廉水主编 北京大学
18/06 358
5,054
10344454 中国纺织工业发展报告（２０１７－２０１８）
………………………………中国纺织工业联合会编著 中国纺织
18/06 307
18,468
18/04 216
10343684  中国企业对外直接投资分析报告２０１６…李桂芳主编 人民大学
3,758
18/05 348
10343598  中国社会组织报告（２０１８）……………黄晓勇主编 社科文献
5,346
10343853  华侨华人在国家软实力建设中的作用研究＜世界华侨华人研究文库＞
精 9,385
………………………………………………陈奕平等著 暨南大学
18/04 527
* 華僑華人と中国のソフトパワー建設の関係を検討。華僑華人の中国ソフトパワー建設
における作用を分析し、ソフトパワーの視点における僑務活動の戦略と対策を提出。
10344124 中国社会体制改革报告（２０１８）ＮＯ．６＜社会体制蓝皮书＞
………………………………………………龚维斌主编 社科文献
18/03 351
5,821
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18/04 267
10344018  当代影像中的国族家庭与个人…………………陈阳主编 中国戏剧
『大明王朝 1566』：太極叙事結
* 中国当代の映画・テレビ作品に関する芸術評論を収録。

4,406

構与歴史精神的当代呈現 /『闖関東』：伝奇記憶与時代精神など 13 篇。
18/06 295
10344507 中国国际移民报告（２０１８）……王辉耀，苗绿主编 社科文献
* 世界与中国国際移民現状与特点（王輝耀、苗緑等）/ 広州非洲裔移民群体特徴研判与

5,821

治理策略（毛国民、劉程程）など、12 篇を収録。＜国际人才蓝皮书＞

10344756 台湾社会研究季刊 第１０９期（２０１８年４月）
……………………………………………朱伟诚总编辑 Ｔ社会研究 18/04

268

冷戦自由人文主義的国／種族残欠叙事（林建廷）など、
10 余篇を収録。
* 等待医治的断指：
18/05 441
10344508  南通新侨口述史……………………………南通市侨联编 中国华侨
* 南通は中国非伝統僑郷地区。1980 年代に入り、非常に多くの南通の男女が出国し、留学

2,160
11,880

や商売の道に足を踏み入れた。本書は様々な領域で功績を残した、新世代華僑華人約 50
名の人生の経歴と個人の実感を紹介。＜亲情中华中国故事丛书 中国华侨历史学会地方
桥史文丛＞
10344836  华人社团与中华文化传播＜华侨华人与中国梦研究＞
………………………………………………张禹东等著 社科文献
18/05 254
5,119
* 華人社団の歴史発展と現実体系を整理。対象・内容・方式・経路・機能などから、当代
の各種華人社団の中華文化伝播活動を分析し、
具体的なメカニズムを検討。中華文化認同、
多国籍の「華族」の族群構築を論述し、華人社団が中華文化を伝える共通の趣旨を指摘。
17/10 211
10344955 同性恋研究 ：历史经验与理论…………………王晴锋著 中央民大
3,477
* 中西同性恋現象 ：一個簡史 / 同性恋研究的範式之争 ：本質主義与建構主義など、同性
愛に関する研究論文 13 篇を収録。
18/08 183
10345206 中国城镇家庭消费报告（２０１８）………符国群主编 北京大学
2,721
10334173 人口统计年刊 ：民国１０６年（２０１７）
精 6,480
………………………………………内政部户政司编辑 Ｔ内政部
18/06 975
10341521 中国流动人口空间分布数据集（２０１５）＜流动人口社会融合研究系列丛书＞
…………………国家卫生计生委流动人口服务中心编 中国人口
17/07 283
4,536
* 基本特徴、流動特徴、就業・居住特徴、家庭成員と収支特徴、基本公共衛生と計画生
育服務特徴、老人医療衛生服務特徴の 6 部で構成。
17/12 238
民
10343773 中国人口流动家庭化研究……………李春平，葛莹玉著 人
2,721
* 中国人口流動家庭化の趨勢・特徴及び経済社会発展に対する影響を指摘。
18/03 225
民
10343991 新中国成立以来人口安全思想研究……………江大伟著 人
2,419
* 中国共産党がマルクス主義人口理論を中国の人口安全問題の実際と交えて形成した中
国化したマルクス主義人口思想と人口政策を考察・分析。
10344344 人口老龄化背景下中国人口与经济活动空间分布互动关系研究
……………………………………………………陈蓉著 科技文献
18/04 253
4,406
* 人口調査のデータと年度経済統計のデータを利用し、中国国内の地区不均衡と経済生
産活動空間結集の特徴を描写、人口総量の結集分散、労働力資源の空間配置、人口老齢
化空間の分布特徴や変動趨勢を分析し、人口と経済生産活動空間結集の現状と特徴を検
討。人口と経済活動結集の関係とその内在するメカニズムを研究。
10344349 顾此失彼的童年 ：流动人口子女的成长发展研究＜中国流动人口健康研究丛书＞
…………………………………………………宋月萍著 社科文献
18/05 221
4,406
* 人口流動の視角からその児童発展への影響を観察。特に成人流動背後の留守児童及び流動
児童群が現在の発展過程で直面する問題、とりわけ健康と教育上に存在する問題に注目。
10343315 中国农村经济形势分析与预测（２０１７－２０１８）＜农村绿皮书＞
……………………………………魏后凯，黄秉信主编 社科文献
18/04 290
5,886
18/05 486
10343363 中国乡村研究 第１４辑……………………黄宗智主编 福建教育
5,054
* 非正式和不穏定的工作 ：不穏定型無産者和中国（蘇之慧）/ 工業化与中国農業的発展，
1949-1985（高原）など、20 篇を収録。
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10343602 中国农村社会事业研究报告（２０１５）
………………………农业部农村社会事业发展中心编 中国农业

17/12

188

18/03 204
10344071 中国三农研究 第２辑………………………魏后凯主编 社会科学
18/06 239
10344348  农民工随迁子女的社会融合 ：基于教育的视角乔金霞著 社科文献
* 農民工が都市への出稼ぎに連れてきた子供の社会融合の現状及び問題を観察。その子供と

4,406
4,276
4,860

都市社会融合の具体状況や農民工の家庭生活方式、工作性質、子供の教育に対する投資な
どを調査研究。農民工及び子供と都市社会の相互作用と融合における問題や原因を分析。
18/05 341
10344072 中国粮食市场发展报告（２０１８）………李经谋主编 中国财经
3,628
10343084  中国人口老龄化和老龄事业发展报告（２０１６）＜中国人民大学研究报告系列＞
………………………………………孙鹃娟，杜鹏主编 人民大学
17/12 118
2,948
10343623 妇女研究在上海（２０１３- ２０１７）
…………上海市妇女联合会，上海市妇女学学会等编 上海远东
18/04 499
4,406
*2013 年から 2017 年の上海女性理論研究の主な成果を紹介。生育政策調整対上海的影響
及対策 / 女大学生情感認知教育的実践探索など、文章 50 篇を収録。
10344024 女性婚姻与革命 ：华北及陕甘宁根据地女性婚姻问题研究
………………………………………岳谦厚，王亚莉著 社会科学
18/05 247
4,406
* 華北及び陝甘寧根拠地の女性群を対象とし、女性の経験・経歴と両性関係の発展変化を中
心にして、根拠地婚姻新政下女性の具体的な生活実践を考察。内容は婚姻習俗調整、両性
関係衝突、新婚姻家庭形態、女性組織機構、軍婚保障システム、婚案司法審理などに及ぶ。
10344837  中国女性生活状况报告ＮＯ．１２（２０１８）＜女性生活蓝皮书＞
………………………………………………高博燕主编 社科文献
18/06 265
5,346
10344367 中国社会保障发展报告（２０１８）ＮＯ．９社会保障征费体制改革＜社会保障绿皮书＞
………………………………………………王延中主编 社科文献
18/06 267
5,821
10343687  中国电力工业ＣＯ２排放量与减排量研究 ( １９４９－２０１５)
…………………………………………………王世昌著 航空航天
18/04 276
3,758
18/05 172
10343856  当代港澳研究（２０１７）第２辑陈广汉，黎熙元主编 社科文献
3,628
*「一国両制」在香港成功実践的啓示（饒戈平）など、6 篇を収録。
18/05 128
10343857  当代港澳研究（２０１７）第３辑陈广汉，黎熙元主编 社科文献
3,628
* 近年「香港社会思潮」問題研究述評―基于深圳大学社会科学学院研究団隊的審視与思
考（劉海娟）など、6 篇を収録。
18/05 166
10343858  当代港澳研究（２０１７）第４辑陈广汉，黎熙元主编 社科文献
3,628
*「一国両制」下香港公民教育的反思与建構（黄月細、徐海波）など、8 篇を収録。
18/05 267
事
10344021 一国两制与澳门的良政善治……………………冷铁勋著 时
6,415
公民教育的核心内容など、
関連文章 42 篇。
*「一国両制」概念的完整性 / 基本法意識培育：
18/05 140
海
10342812  日本铁道解剖书……………［日］岩间昌子著／史诗译 南
3,758
* 日本全国いま乗っておきたい厳選 60 路線がマルわかり。
17/07 654
10341483  日本自助游＜亲历者＞………………亲历者编辑部编著 中国铁道
3,013
（全新升级版）
（随精美明信片）
10342294 中国自助游（２０１８）
…………………………………中国自助游编辑部编著 地
17/09 965
质
3,758
* 中国個人旅行ガイドブック。各省ごとに情報が満載、多くの写真を収録する。
18/04 181
10342808  日本还能这么玩？你不知道的深度巡游攻略…孙婷编著 広東世图
3,402
* 日本旅行好きの Kokomi の 7 年間旅行ブログをまとめました。マル秘スポット、地方の
見所を紹介する。カラー。
17/09 207
10343440 漫游在天津（汉英对照）……………郑颖编著／宗净译 天津大学
3,628
* 天津近代のイギリス・フランス・日本・イタリア租界の建築 55 棟を収録し、各建築
の歴史や建築遺産価値を紹介。カラー写真を多数掲載。
18/01 655
10342295 中国古镇游＜亲历者＞………………亲历者编辑部编著 中国铁道
3,402
* 人気の名鎮を精選。歴史・景観・気候・民俗を紹介。多くの写真を掲載。
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10340636 中蒙俄智库国际论坛论文集（２０１６）
…………………………内蒙古自治区发展研究中心编 科技文献

17/06

506

11,167

*2016 年 9 月開催の「中蒙俄智庫国際論壇」の論文を収録。中蒙俄在「一帯一路」框架
下務実合作的現状与前景（于洪君）/ 内蒙古在中俄蒙三国発展戦略対接中的地縁価値（張
江河）/ 中蒙貨幣金融合作有関問題探討（布仁吉日嘎拉）など約 90 篇。
18/02 236
10342489  中国外交与北京对外交流研究报告（２０１６）……… 世界知识
3,402
10342490 中国外交与北京对外交流研究报告（２０１７）
…………………北京对外交流与外事管理研究基地编 世界知识
18/02 242
3,402
* 北京「老字号」的国際形象―以問巻調査為基礎（張翠珍、付韶軍）/21 世紀海上絲綢
之路上的東南亜城市外交（査雯）など、4 篇を収録。
10344395 日本经济与中日经贸关系研究报告（２０１８）新时代背景下的中日经贸关系
………………………＜日本经济蓝皮书＞张季风主编 社科文献
18/05 409
5,886
18/06 256
10344840  东盟发展报告（２０１７）………杨静林，庄国土主编 社科文献
5,346
18/06 275
10344368  美国问题研究 总第２６辑…………………吴心伯主编 上海人民
3,402
* 美国学界対中国崛起的認知及争論―基于『外交』雑志（1993-2017 年）文本和数拠分析（趙
華、計秋楓）など、11 篇を収録。
===============【 ◆文物考古・美術 】===============
18/05 385
10344034 古代文明 第１２卷……北大中国考古学研究中心等编 上海古籍
7,009
* 中国早期鈴形器―以新石器時代至二里崗文化的陶鈴和銅鈴為例（陳国梁）/ 琉璃閣墓
地春秋銅器群文化因素分析（陳小三）など、16 篇を収録。
17/11 123
10342132 东方博物 第６４辑……………………浙江省博物馆编 中国书店
2,268
* 杭州市余杭区七里亭戦国漢墓発掘報告（杭州市文物考古研究所）など、16 篇を収録。
17/12 123
10342133 东方博物 第６５辑……………………浙江省博物馆编 中国书店
2,268
* 浙江徳清武康新竜黄泥墩漢墓群発掘簡報（徳清県博物館）など、15 篇を収録。
10343672 出土文献 第１２辑
教育部人文社会科学重点研究基地等编／李学勤主编 中西书局
18/04 313
5,821
「死生」篇的一些内容
* 覇伯盂銘文与西周賓礼制度（胡嘉麟）/ 従象数角度解釈『筮法』
（亜当・施沃慈 [Adam SCHWARTZ]）など、39 篇を収録。
10344388  洛阳考古 ２０１７年第３期（总第１８期）
………………………………洛阳市文物考古研究院编 中州古籍
17/10
95
1,134
、海岱地区龍山時代城市防御体系
* 洛陽北魏元祉墓発掘簡報（洛陽市文物考古研究院）
初論 ( 郭栄臻等 ) 等 14 篇。
16/07 219 精 14,580
物
10341233 盛世侧影 ：河南博物馆藏汉唐文物精品深圳博物馆等编 文
*2015 年 3 月、深圳博物館が河南博物院と共同で開催した漢唐文物精品展の展示物を紹
介。漢唐時期の中原地区から出土した青銅器・陶瓷器・仏教造像・碑刻などの文物約
200 点を収録し、各器物の尺寸や形態を詳述。カラー。
10343477 山东省音像资料可移动文物调查与研究
…………山东省第一次全国可移动文物普查办公室编 山东大学
17/07 186
2,419
* 移動可能文物調査プロジェクトの実施過程（プロジェクトの背景・目的・調査範囲・
方式を含む）を紹介。音像所蔵品の収蔵・保護・合理利用に建議・要求を提出。
10343483  瓮棺葬与古代东亚文化交流研究：瓮棺葬与古代东亚文化交流（中国·黄骅）国际学术研讨会论文集
中国社会科学院考古研究所，河北省文物研究所等编 科
18/03 358 精 13,068
学
本書は、
公元前一千紀後半環黄海地区的瓮棺葬及其歴史文化闡釈
（白
*学会は2017年5月開催。
雲翔）/ 中国戦国至漢代的瓮棺墓与朝鮮半島的瓮棺墓（宮本一夫）など、24 篇を収録。
10343829  科技考古 第５辑
…………中国社会科学院考古研究所科技考古中心编 科
18/04 276
学
9,979
* 中原地区的生業状況与中華文明早期発展的関係（袁靖）/ 二里頭遺址的野生動物資源獲取与利
用（李志鵬、
江田真毅）/ 陶寺遺址石器生産的産能分析（翟少冬）など 18 篇。カラー図版 27 頁。
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10344048  英藏黑水城出土社会文书研究 ：中古时期西北边疆的历史侧影
…………………………………………………许生根著 新

华

18/04

488

精 7,603

* イギリスに所蔵する黒水城社会文書中の貴重な史料を発掘・分析し、地理環境の変遷、
辺境の開発と経略、シルクロード上の商業・貿易活動などから、中古時期の中国西北辺
境変化の歴史を詳述。カラー写真を多数掲載。＜西夏研究论丛第２辑＞
10344052 洛阳北魏元祉墓
……吴业恒，史家珍主编／洛阳市文物考古研究院编 中州古籍
18/01 272 精 17,496
* 元祉墓は洛陽市貞鼎北路と道北三路の交差点の西南に位置。2012 年 4 月に発掘。陶器・
瓷器 250 点余り、墓誌 1 点が出土した。本書は地理位置と歴史沿革、作業概況、墓葬形
制、出土遺物などを紹介。図版 450 枚。カラー。
18/03 239 精 14,472
学
10344053 荥阳后真村……………………………河南省文物局编著 科
* 滎陽後真村は鄭州滎陽市高村鎮後真村と前真村の間の位置。2010 年 10 月から 2011 年
1月に発掘。
墓葬43基・水井29個・灰坑12個などを含む各種遺跡92個を整理。
陶・瓷・金・銀・
銅・鉄器などの遺物が出土した。挿図 146 マイ、カラー図版 14 頁、モノクロ図版 12 頁。
＜南水北调中线工程文物保护项目河南省考古发掘报告３６＞
10343480  琅琊墩式封土墓
青岛市文物保护考古研究所，青岛市黄岛区博物馆编著 科
18/03 193 精 14,580
学
* 漢代の琅琊郡（あるいは琅琊国）の地理範囲内にあり、現在は山東省青島市青島区に
位置し、2005 年から 2011 年に発掘された土山屯漢墓、廒上村漢墓、殷家荘漢墓の報告
書を収録。発掘概況・墓葬資料・出土遺物を紹介し、土山屯漢墓出土の植物遺物、椁板
の鑑定と分析を附す。カラー写真を多数掲載。
10343834  栾川旧石器遗址群考古报告 ：２０１０－２０１６年度
…顾雪军，司马国红主编／洛阳市文物考古研究院编 中州古籍
18/01 199 精 14,580
欒川の概况と欒川旧石器活動の基本状況を紹介。
* 欒川旧石器活動を全面的に回顧・総括。
欒川地区調査の旧石器地点を記録し、発掘遺跡の詳細な状況を重点的に紹介。既発表の
論文・新聞報道・会議記録などを収録。カラー写真 148 枚。
18/06 210
10344040 另一个三叠层１９５１年西安考古调查报告…苏秉琦著 上海古籍
4,406
* 蘇秉琦氏の遺稿。1951 年西安考古調査報告の草稿。仰韶・竜山・周の 3 つの文化の資
料を紹介し、細かな分期を進める。＜苏秉琦未刊考古报告＞
精 7,603
18/04 154
学
10343833  甘青地区史前遗存的性别考古研究……仪明洁，樊鑫著 科
* 性別考古学の興起と発展の社会背景と考古学背景を整理し、性別分析成果の紹介を通
じて性別考古学の研究構想・理念・方法の理解を進める。当該地区の成熟した考古学文
化認識を交え、性別視角下の関連現象を論じ、墓葬区の空間利用・社会組織構造・両性
社会役割などを検討。＜中国人民大学考古文博学术系列丛书＞
17/12 784
学
10344042 成都考古发现（２０１５）…成都文物考古研究院编著 科
15,940
* 汶川県竜溪寨遺跡 2009 年調査簡報 / 塩源県皈家堡遺跡 2015 年度調査試掘簡報 / 成都
市新都二中遺跡発掘報告 / 成都金河路古遺跡発掘報告など 30 篇。カラー図版 36 頁。
10344055 宜阳韩城北郊墓地发掘报告
……洛阳市文物考古研究院编／史家珍，褚卫红主编 中州古籍
18/01 289 精 19,342
* 宜陽韓城北郊墓地は宜陽県西約 25 キロの韓城鎮東北部に位置。2010 年 11 月から 2011
年 11 月に、戦国早中期から後漢時期の古墓葬 44 基を発掘。本書は墓葬の形や構造、随
葬品の組み合わせ、器物の形態変化などから墓葬を分析研究。カラー。
10344393 磁县双庙墓群考古发掘报告
………………南水北调中心干线工程建设管理局等編 文
17/12 141 精 12,474
物
* 磁県双廟取土場墓葬は磁県城南の講武鎮双廟村の南と東小屋村の東に位置。2012 年 8
月から 2013 年 4 月に墓葬 39 基（両漢時期 27 基、魏晋時期 2 基、北朝時期 3 基、唐代 4
基、北宋 3 基）を発掘し、器物 710 点（組）が出土した。本書は緒論、漢代墓葬、北朝
墓葬、唐宋墓葬の 4 章で構成。挿図 154 枚。カラー図版 34 頁、モノクロ図版 8 頁。
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17/12 207 精 10,692
10343836  洛阳西小屯春秋墓发掘报告…洛阳市文物考古研究院编 中州古籍
* 洛陽市西小屯村は洛陽市西工区に位置。1991 年 11 月から 1992 年 1 月に東周時期の墓
葬約 50 基を発掘。随葬品 143 点（組）が出土した。本書は地理位置と歴史沿革、墓葬、
随葬品分類、銅器組み合わせと墓葬の年代など全 5 章で構成。カラー図版 107 枚。
10344474 小营与西红门 ：北京大兴考古发掘报告＜北京文物与考古系列丛书＞
……………………………………北京市文物研究所编 上海古籍
18/06 271 精 13,392
* 北京市大興区の 2008 年軌道交通大興線棗園路駅と 2010 年西紅門商業総合区 1・2・3
号区の発掘報告集。北魏・唐・遼・明・清時期の墓葬・窯跡を整理し、陶・瓷・銅など
の異なる材質の文物が出土した。附表 ：墓葬登記表、銅銭統計表など。挿図 247 枚。カ
ラー図版 72 頁、モノクロ図版 12 頁。
17/08 371 精 23,328
物
10341428  青色流年 ：全国出土浙江纪年瓷图集…浙江省博物馆编 文
* 浙江省博物館で開催された「青色流年―全国出土浙江紀年瓷特展」は、全国各地の明
確な紀年を持つ墓葬・寺院・遺跡などの考古遺物や、銘文を持つ浙江古代青磁から展示
品を選出し、時代順に配列。浙江古代青磁発展の輝かしい過程を描き出す。全国出土浙
江紀念瓷概述（湯蘇嬰）/ 試述遼墓出土的越窯青瓷（王軼凌）の文章 2 篇を収録。カラー。
17/12 154
10342137 丝绸之路棉纺织考古研究………………曹秋玲，王博著 东华大学
4,471
* 考古発掘の写真を収集し、新疆の植綿と綿紡績生産の脈絡を描写。シルクロードの歴
史作用と広範な影響を証明。カラー写真 8 頁。
18/01 599 精 14,418
学
10343482  嘉陵江流域石窟寺调查及研究………………蒋晓春等著 科
調査した重要石窟10箇所余りを詳細に紹介。
*嘉陵江流域の石窟寺資料1702箇所を捜集整理し、
嘉陵江流域石窟寺の分期・社会背景・観音造像及びその他の地区の石窟寺との交流などの問
題を研究し、自身の見解を提出。附表 ：石窟寺・紀年石窟・観音造像。カラー図版 135 頁。
18/05 167
10344468  鲜卑起源发展的考古学研究……………………吴松岩著 上海古籍
4,406
* 墓葬の分布状況及び自然地理環境の差異を基に墓葬を 4 区に分類、各区墓葬の葬俗・
主要随葬品・年代・文化要素を整理・分析し、各区域間の関係を論述。鮮卑早期の歴史
発展・移動変化及び人群構成などを検討。
10343673 出土文献与古文字研究 第７辑
………………复旦大学出土文献与古文字研究中心编 上海古籍
18/05 449
7,603
* 説夙及其相関之字（謝明文）/ 清華簡『管仲』帝辛事迹探討（曹方向）/ 楽従堂蔵銅
馬式考（董珊）など、23 篇を収録。
精 5,821
17/10 210
10344107 甲骨文字形表（增订版）…………沈建华，曹锦炎编著 上海辞书
『殷墟甲骨拾佚』
『殷墟甲骨輯佚』
『旅順博物館蔵甲骨』
『北
*『殷墟小屯村中村南甲骨』
京大学珍蔵甲骨』
など、
新たに出版された甲骨文献資料 7 部から字形を増補。2007 年初版。
18/07 203
10344945 汉字与文物的故事 ：回到石器时代……………许进雄著 Ｔ商务印
3,024
* 甲骨文研究の権威である著者が実例を挙げ、石器時代の文化を解説。古器物の来歴と
現代の漢字の謎を解明。100 枚以上のカラー写真を掲載。
18/04 504
学
10343704 考古新资料与秦汉文学研究新视野………………李立著 科
9,979
* 考古発見の文学テキスト文獻と非文学テキスト文獻や、喪葬制度と関係する物質文化
形体を含む考古新資料を利用し、秦漢文学研究と交え、秦漢文学研究の対象・視野・領
域を拡大・開拓。個案研究を歴史の脈絡と軌跡に位置づけ、文学史上の意義を観察。＜
荔园国学丛书＞
17/12 211
10341829  宋代金石图谱研究＜宋代艺术研究丛书＞……史正浩著 河南大学
2,872
* 図像伝播の視点から宋代の金石図譜の興起を当時の「図学中興」の背景に位置づけて
論述。宋代金石学の盛衰に独自の見解を提出。宋代の金石図譜を整理し、重要図譜を研
究。宋代の金石図譜図像の影響を研究し、各芸術種類における図像の伝播問題に注目。
精 5,346
18/04 369
10343671 战国青铜器年代综合研究………………………彭裕商著 巴蜀书社
* 戦国青銅器の型式区分と各型式流行年代を検討。北方中原文化区・南方楚文化区・東方斉魯
文化区・西方秦文化区に応じて、分期整理。各時期は代表的な単位を挙げ、器物組み合わせ
の基本状況と器形変化の脈絡を指摘し、戦国青銅器の年代学の基本的な枠組みを打ち立てる。
－ 40 －
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10337940 三湘四水集萃－湖南出土商西周青铜器展＜中国古代文明系列展＞
………………………………………陈建明，许杰主编 中华书局

17/07

215

14,580

* 湖南省博物館開催の「三湘四水集萃―湖南出土商、西周青銅器展」に合わせて編纂した図
録。湖南出土の商周青銅器を紹介し、
その歴史価値と芸術価値を検討。寧郷青銅器群略論
（李
伯謙）/ 皿方罍、銅磬与相関青銅器研究（劉彬徽）など、関連論文 6 篇を収録。カラー。
16/09 537
10340092 楚系典型铜器群铭文整理研究…………………程鹏万著 黑龙人民
7,128
* 安徽寿県蔡侯申墓、河南淅川下寺春秋楚墓、淅川和尚嶺と徐家嶺楚墓などから出土し
た青銅器銘文を整理研究。誤訳・未釈文字を改めて考証解釈。
18/01 326
10341828  枞阳商周青铜器安徽大学历史系，枞阳县文物管理所编 安徽大学
9,979
* 安徽省樅陽県出土の商周青銅器を整理。図版は樅陽県文物管理所に収蔵する西周 - 戦国青
銅器 39 点を収録。写真・線図・拓本を掲載。専題研究は 5 章に分かれ、樅陽県の鉱冶遺跡・
集落遺跡・墓葬などを含む青銅文化遺物、
出土青銅器の分期と断代、
青銅器の鋳造工芸と産地、
古代鉱冶遺跡と精錬技術などを研究。カラー。＜安徽大学徽文化传承与创新丛书＞
18/04 247 精 33,436
10344420 璀璨青铜 ：德能堂藏吉金………………………德能堂编 上海书画
甗、
觚、
尊、
卣、
角、
爵、
* 台湾の德能堂の主人蔡春隆氏が数十年来収蔵する早期青銅器（鼎、
斝、觥、盨、壺など）42 点、帯鈎 24 点を収録。著名な青銅器専門家の彭适凡氏・朱鳳
瀚氏の詳細な解説を掲載。カラー。
18/05 161
物
10344640 天津博物馆藏青铜器………………………天津博物馆编 文
16,426
* 天津博物館は古代青銅器、陶瓷器、法書、絵画、玉器、璽印、文房用具、甲骨、貨幣、
切手、敦煌遺書、竹木牙角器、地方民間工芸品及び近現代歴史文献など約 20 万点を収蔵
する。本書は天津博物館所蔵の青銅器約 200 点を収録し、説明を附す。カラー。＜天津
博物馆精品系列图集＞
17/12 335
10342377 战国简册中的车马器物及制度研究……………罗小华著 武汉大学
5,119
* 出土戦国簡冊を基本史料とし、伝世文献・考古資料を交え、戦国簡冊所見の車馬器物を研究。
車馬器物の字・語や制度について新たな解釈が多く見られる。＜国际社科基金后期资助项目＞
精 7,668
18/03 347
学
10343479 清华简与古史探赜＜国家哲学社会科学成果文库＞杜勇著 科
『説命』
『耆夜』
『保訓』を検討。清華簡『厚父』
『皇門』
『祭公』
『芮良夫毖』
* 清華簡『尹誥』
に反映する西周早・中・晩期の政治史を研究。清華簡『尹至』
『尹誥』
『赤鵠之集湯之屋』
『程寤』などの内容の弁証分析を通じて、古史の真相を説明できる材料を発掘。索引。
18/06 177
10343832  嶽麓书院藏秦简（１－３）释文修订本……陈松长主编 上海辞书
3,758
「為吏治官及黔首」
「占夢書」
「数」
「為獄等状四種」の釈文に
* 岳麓書院蔵秦簡「質日」
対して修訂・注釈を進める。
（繁体字横組）
17/10 128
象
10344477 武则天金简…………………………田凯，黄林纳等编著 大
3,628
* 最新の科技考古成果を交え、河南博物院の 9 大鎮院の宝の 1 つである武則天金簡（武
則天除罪金簡）を紹介。カラー・モノクロ図版 35 枚。＜河南博物院镇院之宝＞
17/12 372
10344478  长沙简牍研究＜大国学研究文库＞……………王子今著 社会科学
6,415
* 長沙出土簡牘と関係する論文を収録。馬王堆三号漢墓遣策「馬竪」雑議 / 長沙東牌楼漢簡
「津卒」
称謂及交通管理的軍事化形式 / 走馬楼許迪案文牘所見塩米比価及相関問題など 30 篇。
17/10 295
10340672 蔚县古城堡以民间庙宇建筑壁画研究赵善君，郝建斌著 燕山大学
7,484
* 芸術審美と文化伝承の角度から、河北省蔚県の古城と民間建築の壁画の歴史価値と芸
術価値を解読。カラー写真を多数掲載。
17/10 108
象
10344482  四神云气图壁画…………………………武玮，向祎编著 大
3,553
河南博物院の9大鎮院の宝の1つである四神運気図壁画
（柿
* 最新の科技考古成果を交え、
園漢墓壁画）を紹介。カラー・モノクロ図版 36 枚。＜河南博物院镇院之宝＞
10341137 中国古代物质文化史－绘画墓室壁画（汉）
精 8,910
………………………………………刘婕，李小旋等著 开
17/06 272
明
* 漢代の墓室壁画の概念・発見と研究、分布地域と発展変化、発生背景及び意義を論述。
人物俑、骨組構造と建築、室内設備・空間表現、図像所見の宴会・農耕、車馬出行、天
人相応などを紹介。図版を多数掲載。
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16/09 322
明
10342010 中国古代物质文化史－绘画寺观壁画（明清下）王中旭著 开
・明代中期（正統から正徳）
・明代晩期（嘉靖から崇禎）
・
* 明代早期（洪武から宣德）

定価(円)
精 8,910

清代のの仏教政策と寺院営造、稷山青龍寺仏会図と水陸画、北京・河北・四川地区の円
覚諸天壁画、山西・河北地区の水陸画などを叙述。カラー。
18/05 509
学
10343677 中国墓室壁画史论………………………………汪小洋著 科
7,603
儒教の帰属性や道教・仏教との区別を論述。
* 墓室壁画に対する再生信仰の支持を提起し、
中国墓室壁画の発展を漢魏晋南北朝の隆盛期、唐宋元の繁栄期、明清の衰退期に分ける
ことを提起。隆盛期と繁栄期の典型的な墓室壁画を重点的に叙述し、地下埋蔵の保存条
件を強調。中国墓室壁画の沿革の特徴を叙述。図版を多数掲載。
10339331 三晋石刻大全·吕梁市汾阳市卷 全３册
………………………李玉明总主编／武登云分册主编 三
17/09 1927 精 82,080
晋
（北斉・隋・唐・周・
* 山西省呂梁市に属する汾陽市の各種碑刻を収録。上編は現存石刻1177点
後唐・後晋・宋・金・元・明・清・中華民国・中華人民共和国・紀年不詳など）を収録。
簡介、碑文・誌文を記載し、拓本や写真を掲載。下編は佚失石刻 380 点（北魏・東魏・北斉・
唐・宋・金・元・明・清・中華民国など）を収録。附録 ：統計表など。索引（種類別）
。
17/07 651 精 29,160
晋
10339330 三晋石刻大全·临汾市吉县卷…………冯吉平分册主编 三
（三国・北魏・北斉・北周・隋・唐・宋・金・
* 臨汾市吉県の各種碑刻を収録。上編は現存石刻420点
元・明・清・中華民国・中華人民共和国・紀年不詳など）を収録。簡介、碑文を記載し、
拓本や写真を掲載。下編は佚失石刻 24 点を収録。附録 ：統計表など。索引（種類別）
。
17/08 359
10339333 元氏封龙山汉碑研究……………………………李子儒著 河北人民
3,758
『祀三公山碑』
『封龍山頌』
『三公之碑』
『無極山碑』
『白石神君碑』の 6
*『三公山神碑』
点をめぐり、漢常山国の山川祭祀及びその物質遺物を研究。内容は諸碑の歴代著録や研
究総述、碑文考釈、諸山位置の検討、諸碑の物質形制などに及ぶ。
17/08 434 精 13,068
江
10339551 宜州历代石刻初集政协宜州市委员会编／韦丽忠等主编 漓
* 広西宜州地区の歴代石刻を収集。宋朝碑刻、明代碑刻、清代碑刻、民国碑刻、残碑擷珍
に分類。拓本の写真 280 余枚に、録文を掲載。石刻の形制と尺寸、字体と字径、地点、年代、
作者を記載。
17/09 214
10340093 潞简王墓碑刻考注………………………………苏东鹏著 中州古籍
3,628
中国に現存する規模が最大で最も完備する明代親王の陵墓。
*河南省新郷市北郊13キロに位置。
本書は潞簡王墓の明代碑刻・清代碑刻・二世潞王碑刻を収録。人物を紹介し、注釈を附す。
18/01
33
10342088  魏南石窟寺碑…………………………薛晓源，刘波主编 商 务 印
2,872
* 北魏永平 3 年（510）4 月立。碑文は涇州刺史奚康生南石窟寺創建の功徳について記載。
民国初年甘粛涇川王家溝出土。碑文楷書 23 行、行 38 字、下に断欠あり各行最多 34 字、
その点画はやや隷意を帯び、内に向かって締まり、横画はやや右上に傾斜、筆勢は動き
があり素朴で力強い。全体的に厚みがあり、気韻が前後連なる書風は北魏碑刻書法には
珍しくたいへん価値がある。巻頭に整拓（縮小）を載せる。各頁に釋文を付すほか巻末
に全文釋文を付す。
（繁体字縦組）＜中国名碑精拓未刊本精选＞
18/01
27
10342089  魏元景造像碑＜〃＞…………………薛晓源，刘波主编 商 务 印
2,268
* 北魏太和 23 年（499）建立、遼寧義県県城西北萬佛堂摩崖造像石窟第 5 窟の南壁上に
ある。残存碑身部分高さ 90 ㎝～ 140 ㎝、幅 100 ㎝、残存字 304 字、正文 22 行、各行 10
～ 19 字不等。書法結体やや長形、北魏皇族墓誌の風格に似た「洛陽体」で隷楷過渡時
期の独特な風貌がある。1921 年周養庵（肇祥）が萬佛堂で発見、拓本流伝が始まり漸
く知られるようになった。本書は梁啓超初拓本により精印、魏碑研究学習に重要な範本。
各頁に釋文を付すほか巻末に全文釋文を付す。
（繁体字縦組）
18/01
35
10342093 颜真卿殷君夫人颜氏碑＜〃＞………薛晓源，刘波主编 商 务 印
2,872
* 大暦 12 年（777）書、楷書併篆額。宋《寶刻類編》に初著録、その後元明間土中に埋
まり、清乾隆年間出土。楷書 4 面刻、両刻各 9 行、行 28 字、のこり両刻各 4 行、行 29 字。
本書は晩清原拓により精印、顔真卿書法流変研究に重要な史料。巻頭に四面整拓（縮小）
を載せる。各頁に釋文を付すほか巻末に全文釋文を付す。
（繁体字縦組）
－ 42 －
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18/01
23
10343171 唐上都荐福寺临坛大戒德律师碑………薛晓源，刘波编 商 务 印
* 唐大暦 6 年（771）刻。韓雲卿撰文、史維則篆額。原碑高 234 ㎝、幅 74 ㎝、方界格有、

定価(円)

2,116

碑文 16 行各行 36 字、右下角欠佚 12 字、現存陝西涇陽県太壺寺内。盛唐～中唐時期の
隷書代表作。字口清晰、伝拓精美な劉波珍蔵拓本を影印。巻頭に整拓（縮小）
、各頁に
釈文、巻末に全文釈文を付す。
（繁体字縦組）＜中国名碑精拓未刊本精选＞
18/01
13
10343487  高归彦造像记＜〃＞…………………薛晓源，刘波主编 商 务 印
1,512
* 東魏武定元年（543）造像題記、1921 年河北定県衆春園で出土。その書法は北朝造像記
中よく見られる方筆と異なり粗削りで稚拙な造像題記とも異なる北朝書法作品中の珍し
い書風で、元代大書家趙孟頫の書迹に相通じる部分が見られる。この題記は曽て民国時
期に影印本があったが、その後出版されていない。今回帰園所蔵佳拓により影印、北朝
書法学習の佳範本。巻頭に整拓（縮小）
、
各頁に釈文、
巻末に全文釈文を付す。
（繁体字縦組）
精 5,821
18/03 216
象
10343309 色彩的记忆 ：南阳陈棚汉代彩绘画像石墓…凌皆兵主编 大
*2001 年 12 月、南陽市文物考古研究所は南陽市浜河路に位置する陳棚漢代彩絵画像石墓
を発掘。本書は陳棚漢代彩絵画像石墓の北室画像・中室画像・南室画像を紹介。現場写
真を掲載。カラー。
17/11 186
学
10338942  宋代文献所见汉镜题铭辑校………………………鹏宇著 科
5,184
『宣和博古図』
『嘯堂集古録』など伝世の宋代文獻中に散見する漢鏡銘文と
*『仇池筆記』
図像を収録。考古出土の漢代銅鏡と過去の銅鏡著録中の銘文とを比較し、原著録中の誤
模字形・誤釈及び欠釈の釈文を訂正。＜西南大学·历史文化学院·民族学院学术文丛＞
17/11 356
10338943  隋至清中国纪年铜镜图典………………………呼啸编著 陕西人教
17,496
* 隋代から清代までの紀年銅鏡 342 面を収録。このうち鋳銘・刻銘紀年の銅鏡が 139 面、
紀年墓出土の銅鏡が 203 面である。カラー写真・線図・拓本を掲載し、解説文を附す。
17/10 391
10341993 金银器与草原丝绸之路研究……………………张景明著 兰州大学
6,480
* 北方遊牧民族発生の背景、ステップルート考古学・民族学研究の思考や、各時代ステ
ップルートの金銀器の考古発見・造型芸術・文化内容・文化交流などを論述し、一部考
古発見の遺跡と金銀のステップルートにおける地位を検討。図版 265 枚。カラー。
18/05 308 精 17,884
10344043 秦镜龙纹图集…………………………王纲怀，安夙编著 上海书画
* 竜紋は古代青銅鏡の重要な紋様装飾の1つ。本書は秦代の竜紋鏡108枚を収録し､命名・
分類・形態・地紋・特殊紋様などを解釈・解読。陳燦堂『西漢竜紋鏡』
（上海古籍出版社、
2012 年）の図版を附録。カラー。
14/08 302
10341599 中国工艺美术雕塑器物图解词典……………王其钧编著 机械工业
7,009
* カラー写真を掲載し、中国の工芸美術彫塑及び器物方面の語句を解読。＜图解词典系列丛书＞
10343996 孤岛气候与海派气质 ：孤岛时期艺术期刊研究（１９３７－１９４１）
……………………………………………………游溪著 社会科学
18/04 173
3,628
当時の各種芸術期刊が複雑な政治・経済・社会・
* 上海「孤島」時期の芸術期刊を主な対象とし、
文化環境に直面した時に呈する特徴と風貌を考察。
「孤島」芸術期刊と海派文化の関係を検討。
10344476 晚清金石文化研究 ：以潘祖荫为纽带的群体分析
…………………………………………………程仲霖著 社科文献
18/05 369
5,821
* 藩祖蔭を中心とした金石文化団体を分析対象とし、特色ある晩清金石文化を紹介、書法芸
術発展の社会基礎及び学術支持について整理する。金石文化の内容と歴史沿革について詳
述し、晩清京師、山左、南中、嶺南、西南等主要金石文化団体及び藩祖蔭、陳介祺、王懿栄、
鮑康、呉雲、呉大澂等代表人物を紹介、晩清金石文化の主要特徴と成因を分析した概述部
分及び鑑蔵、伝承、考辨部分よりなる。最後に晩清金石文化の書法篆刻芸術への影響につ
いて論述、末に「藩祖蔭生平与金石交游紀事」を付す。＜中国劳动关系学院学术论丛＞
精 3,402
18/04 131
10344457 赵孟頫书画考……………………………………冼玉清著 浙江人美
《元趙松雪之書画》
（原刊 1933 年《嶺南学報》
）
《
、元管仲姫之書画》
（1935
* 冼玉清（1895-1965）
年《嶺南学報》
）論文二篇を収録。文献学の方法で趙孟頫、管道昇（字仲姫）書画作品著録
情況を系統的に整理したほか、詩文、伝記、信札及方志等材料を用い趙孟頫、管道昇の芸
術創作をその平生、社会背景と合わせて考察、趙管の芸術成果と価値を全般的に研究する。
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18/03 381
10343001 陆维钊文献集＜中国美术学院学脉文丛＞………白砥编 美术学院
「先秦・両漢・魏晋南北朝文学」
「古籍名著閲読指南」
「書法述要」など）
・
* 生涯・作品・著述（

定価(円)

7,603

研究の面から、陸維釗の芸術人生を叙述。附 ：芸術年表。
18/06 401
10344525 疯癫苦难一画圣 ：徐渭传………………………周时奋著 贵州教育
* 不遇な生涯を送った明代後期の文人徐渭（1521-1593）の伝記小説。作品から当時の心

4,406

情を読み取るなどその一生を九つの時期に分け叙述する。文中に絵画作品を中心にした
関連図版（カラー）を配す。巻末に年表を付す。
18/01 307
10341864  任伯年年谱………………………………………丁羲元著 天津人美
7,603
* 中国近代画壇巨匠・任伯年（1840-1895）の平生及び芸術に関する編年専著。原版《任
伯年・年譜・論文・珍存・作品》は上海書画出版社から 1989 年出版され好評を博した。
今回、著者が捜集した多くの珍貴史料をもとに任伯年に関する平生と芸術に関する様々
な重要史実を考証を加えた。文中に作品図版（カラー）を配すほか、巻末に著者による
《任伯年芸術論》
、
《談任三訪》及び「任伯年用印」
、
「任伯年年譜人名索引」を付す。
17/08 144
10342407 任伯年人物花鸟画谱…………………任颐，任薰等插图 上海人美
3,628
* 水墨画デザイン集。
17/06 144
10342406 传统水墨山水画谱……………………魏紫熙绘／魏镇编 上海人美
3,758
16/07 111
10342408  名家画牡丹百图齐白石，张大壮插图／王宣明，万芾编 上海人美
2,948
* 大家の描く牡丹のデザインを収録。オールカラー。
17/11
58
10342850  新画谱·兰花………………………徐民主编／刘彦明著 湖北美术
2,721
17/11
58
10342851  新画谱·竹子………………………徐民主编／刘彦明著 湖北美术
2,721
17/11
58
10342852  新画谱·梅花………………………徐民主编／刘彦明著 湖北美术
2,721
17/11
58
10342853  新画谱·菊花………………………徐民主编／刘彦明著 湖北美术
2,721
* 水墨画教本デザイン集。オールカラー。
10343213 伪好物 ：１６至１８世纪苏州片及其影响
…………………………………邱士华，林丽江等主编 Ｔ故宫博院 18/04 439 精 10,368
（唐代模本）に対して「偽
* 北宋時代の書画収蔵家米芾は、鍾繇作と伝えられる「黄庭経」
好物」と評し、その芸術的価値を肯定的に評価した。本書は 16 世紀から 18 世紀にかけ
て制作された、蘇州特有の様式が見られる高水準の偽古書画作品とその影響についての
展示を紹介する。カラー。
18/04 514
10343670 吴湖帆文献 全２册…………………上海油画雕塑院编 上海书画
29,160
* 呉湖帆は清末の金石学者呉大澂の孫で中国近代の著名書画家、収集家として知られる。
本書は“但人生要適情耳”／文人・呉湖帆、
“画屏閑展呉山翠”／現実・呉湖帆、
“万里
江山供燕几”／歴史・呉湖帆、
“待五百年後人論定”／呉湖帆的当下意義の四部に分け
て呉湖帆の家世、芸術経歴と成果及び現当代の啓発意義について詳述する。文中、書画
作品を中心に関連図版（カラー）多数収載、附冊に呉湖帆手抄文稿を収録する。
17/08 197
10342411 苏绣图案…………………………………………柳炳元著 上海人美
5,346
* 民間伝統工芸の一つ蘇州の「蘇繍」の図案集。
10343968  千年一问 ：郑问故宫大展图录………………苏微希主编 T 开拓动漫 18/06 352 精 12,960
* 鄭問（1958 - 2017）台湾の漫画家、独特の画風で一世を風靡する。漫画以外にも様々なデ
ザインを手がけていたが 58 歳で亡くなる。本書は国立故宮博物院での鄭問故宮大展を収録。
17/11 400
10344718  上海字记（修订版）………………姜庆共，刘瑞樱编著 上海人美
8,197
* 印刷された実物を掲載し、100 年を超える漢字字体変化の生態を記録。上海の字体書写・デザ
イン業務と密接に関わる専門家 12 名を取材対象として選び、彼らの経験や感想を収録。カラー。
10344719 字体摩登 ：字体书与中国现代文字设计的再发现（1919-1955）
…………………………………………周博，吴帆等著 中
17/09 262
信
9,979
*1919 年から 1955 年の 30 年の時間において、美術字（デザイン文字）は萌芽から発展成熟
の段階に至り、民国時期経済発展の「黄金十年」
（1927-1937）
、抗日戦争時期、解放戦争時期、
新中国成立初めの 5 年を乗り越え、時代の変遷も文字デザインの内容と形式に大きな影響
を与えた。本書は美術字の角度から、
中国現代の文字デザインの歴史を整理・考察。カラー。
－ 44 －
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17/11 270
10341226 敦煌马圈湾汉简墨迹精选 全３册…张德芳，林涛主编 甘肃文化
*1979 年に敦煌馬圈湾烽熢遺跡から出土した敦煌馬圈湾漢簡（全 1217 枚）の中で、字跡

9,979

が鮮明であり書法が優れた漢簡約 300 枚を精選。書体は隷書、章草を主とし、字法厳謹
で変化に富む運筆は書体変遷研究の重要資料であり漢隷、章草臨書学習の珍貴範本でも
ある。原寸大と拡大図版を併載し、釈文を掲載。難解、特殊な語句には注釈を付す。カ
ラー。＜甘肃汉简墨迹精选＞
17/07 378
10341462 安在南碑不同北朝 ：王晓光书学论文选………王晓光著 山东画报
* 古代、明清書論（上編）と現当代書論（下編）からなる。上編は商周金文研究、漢魏晋
南北朝草書、銘石書等問題及び明清書法に関する論文 12 篇。呉寛、姜立綱、黄道周、張
瑞図、鄧石如、康有為、沈曾植、楊守敬等書家のほか晩明法帖《晴山堂法帖》について論述。
下編は現在の書壇問題思考と現当代書家研究の二類に分け、前一類は近年“二王書風”
、
隷書創作、刻字創作、書法市場等問題について論述、後一類は于右任、沙孟海、沈尹黙、
啓功、蒋維崧、王蘧常、徐悲鴻等書家について研究。＜当代山东书学研究丛书＞
16/06 282
10341463 日本书法教育史考…………………………………贾佳著 南开大学
* 近世以前的書法教育－上流社会提高修養的手段、近世書法教育－庶民書法教育的発展、
近代書法教育－伝統与近代化的冲突予融合、戦後書法教育－調整与復興、当代書法教育
－多次層発展の 5 章に分け、日本書法教育発展の歴史過程の詳しい研究、分析を行い、
その教育功能と多元的価値を探る。
17/09 216
10341908  书同文研究＜当代山东书学研究丛书＞………张传旭著 山东画报
楚文字比較角度から見た“書同文”の必要性、
秦漢と楚文字比較角度から見た“書同文”
* 秦、
の効果、
周と秦文字変遷角度から見た“書同文”の基礎の三編に分け戦国時期の五系文字（楚、
斉、秦、燕、晋系文字）を小篆に統一させた秦始皇帝の“書同文”政策について論述する。
17/07
10342234 金农翰墨聚珍＜历代书法大家系列＞………刘元飞编著 浙江人美
釈文を付す。
《奉書帖》
《假
* 揚州八怪の一人・金農の作品をルーズリーフ形式でカラー収録、
書畫帖》
《乞乳腐帖》
《琴詩相合帖》
《致墨濤先生書》
《致煥老書》
《隷書軸》
《致伯子先生書》
《病中乞杯帖》
《致念翁先生書》
《隷書相鶴經軸》
《隷書墨説立軸》等 25 件を収録する。
17/07
10342235 伊秉绶翰墨聚珍＜历代书法大家系列＞……刘元飞编著 浙江人美
* 金農の漆書に似た独特の隷書風格で知られる清代の書家伊秉綬の作品をルーズリーフ形式
でカラー収録、
釈文を付す。
《行書軸》
《伊秉綬詩頁》
《伊秉綬致呉修書札》
《隷書臨〈西狭頌〉軸》
《節臨顔真卿〈送劉太冲叙〉
》
《臨米芾〈珊瑚帖〉
》
《臨粗舜元〈時相帖〉
》等 26 件を収録する。
17/07
10342266 于右任翰墨聚珍＜历代书法大家系列＞……刘元飞编著 浙江人美
《草書
* 清末民国の政治家・書家于右任の作品をルーズリーフ形式でカラー収録、釈文を付す。
張繼〈楓橋夜泊〉
》
《行書古詩一首》
《行書翠亭村紀事詩中堂》
《行書節録〈中庸〉中堂》
《行書舊
讀唐詩立軸》
《草書王維詩立軸》
《行書論張伯英書中堂》
《草書杜甫〈爲農〉詩中堂》等 29 件を収録。
17/07
10342267 徐悲鸿翰墨聚珍＜历代书法大家系列＞……刘元飞编著 浙江人美
《致
* 民国時期の洋画家徐悲鴻の書法作品をルーズリーフ形式でカラー収録、釈文を付す。
陳篤山書》
《駿馬講義》
《致劉勃舒書》
《致徐傑民先生書》
《行書題畫詩》
《行書詩》
《行書韻君詩》
《行書孤抱欣有託條幅》
《行書此夕晴空倍好看條幅》
《行書大理絶句》等 32 件を収録する。
18/03 346
10342494 米芾研究…………………………………………周兴禄著 人民文学
* 宋四家の一人・米芾の身世、文学、書画、学術著作について論述する。巻末附表に「明清
著作選録米芾文学作品統計表」
「当代編選米芾文学作品統計表」
「米芾伝世墨迹綜鑒表」
「米
芾伝世精拓本綜鑒表」
「伝世米芾臨模作品綜鑒表」
「伝世米芾墨迹偽作略表」
「歴代著録米芾
名下画作一覧表」
「米芾著録鑒蔵書法作品表」
「
《画史》載米芾家蔵画一覧表」
「
《画史》載米
芾所見別家蔵画一覧表」
「
《硯史》叙列用品一覧表」
「
《硯史》叙列歴代様品一覧表」を収録。
18/03 444
10342657 日本书法史＜陈振濂学术著作集＞……………陈振濂著 上海书画
“日本書法史”
“日本篆刻史、書法理論史和書
* 日本書法芸術の研究と思考について“東瀛書論”
法教育史”三編に分け日本書法史、日本篆刻史、日本書法理論史、日本書法教育等方面から日
本書法の発展過程について詳しく論述する。古代日本書法のみならず近現代日本書法発展の多
方面にも及び、日本の書法発展を理解する重要資料となっている。文中、関連作品図版を配す。
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18/03 292
10342658  书法学综论＜陈振濂学术著作集＞……………陈振濂著 上海书画
“書法通史”
“書体分類与釈義”
“書法作品与書家論”
“書法理論発展史略”
“書
*“書法芸術概論”

定価(円)

5,346

法美学漫談”
“当代書壇概観”
“書法技法理論探討”
“書法体式与材料”
“書法臨模挙隅”
“書法
器具小識”の 11 章に分け、書法史、書体、作品、書家、理論及び当代書法創作、展示等方
面から書法芸術発展過程を明らかにするほか美学、技法、臨模、器具及び材料等方面から書
法芸術の表現形式と方法について詳しく論述する。文中、関連作品図版（カラー）を配す。
17/18 284
10342659 书法教育学＜陈振濂学术著作集＞……………陈振濂著 上海书画
5,346
* 書法教育学の確立、書法教育観念学の形成、書法教育学の原則、書法教育学の内容体系、
書法教育学計画の準備と実施、書法教育学過程と方法研究及び書法教育学の発展趨勢等方
面から当代書法教育の情況を明らかにする。巻末附録に「日本書法教育研究」
「従書法本科
教学到書法研究生教学」を付す。文中、関連作品図版（カラー）のほか図例、表を配す。
14/06 137
10342855  篆书千字文五种…………［唐］李阳冰等书／莫恩来编 浙江人美
3,888
釋夢英、
趙孟頫、
兪和、
鄧石如五家による小篆《千字文》を比較対照形式で収録、
* 李陽冰、
各頁に楷書釋文を載せる。巻末に「釋文箋注」
、
「歴代集評」を付す。
（繁体字縦組）
10343199 唐孙过庭书谱解析与图文互证＜中国历代书法理论研究丛书＞
……………………………………………………洪亮著 中国书店
18/01 279
3,024
* はじめに唐・孫過庭の書論で代表的草書作品でもある《書譜》の原文を載せ、注釈と
訳文（現代語訳）及び「解析与図文互証」を加える。後半部分は「研究綜述」
、
「孫過庭
《書譜》墨迹」
（モノクロ、釈文付）を収録する。文中、関連図版（モノクロ）多数収載。
18/03 188 他 96,552
10343261 崇本堂藏赵之谦翰札 全１函５册（折叠本）庸堂主编 文化发展
* 本書収録翰札のうち前三冊《論學叢札》は趙之謙が同門親友胡培系に宛てた学術討論を
内容とする札記 39 通（趙撝叔手簡）
、第四冊は趙之謙が趙瞳に宛てた書札 18 通及び信封
14 件（撝翁墨妙）
、経折装、原色原寸大で印刷。第五冊は附冊で張鐵林序文、専門家四人
による文章（鄒濤《介紹張鐵林與我結交的趙之謙》
、漆永祥《儒林藝苑兼雙士 漢後隋前
有此人》
、嚴佐之《趙之謙〈論學叢札〉與徽州績溪金紫胡氏家學》
、柳曾符《從趙之謙〈論
學叢札〉看書人的學行》
）及び全翰札の釋文（図文対照、
注釈付、
繁体字縦組）を収録する。
18/03 157
10344364 书法学刊 第２辑……………………………钟明善主编 商 务 印
3,628
* 陝西地区近 30 年来新出の一万余方中国中古時期出土墓志を主要研究対象とし、西安碑林博
物館等を科研主体に中国中古時期の典章制度、文字、書法芸術、芸術考古等の最新成果を収録。
本輯内容は韓擇木隷書的再認識（鍾明善）／《長孫幼正墓誌銘》釋略（馬子周）／沈尹黙平
生與書法藝術（一）
（李青）／漢代碑隷的文化學思考與美學分析（姜秉正）等 8 篇。
（繁体字縦組）
精 3,628
18/05 206
10344472 中国女书法家传＜图文版艺术家传记系列＞…蔡慧蘋著 东方中心
*《中国歴史上の女性書家に関する伝記。蔡文姫、衛鑠など 20 人の女性書家とその書法
作品を紹介する。文中、作品等図版（モノクロ）を収載。
18/04
24
10344760 王羲之十七帖（岳雪楼本）……………………孙宝文编 上海辞书
2,948
* 王羲之草書の代表作《十七帖》の版本は比較的多く、著名なものに文徴明朱釋本、上海
図書館蔵呉寛本、南海孔氏嶽雪樓本、日本蔵姜西溟本等がある。そのうち本書収録の嶽
雪樓本は元代張雨印記があるほか宋濂、王世貞、邢侗、梁同書、王夢楼等名人印記と跋
がある。保存が完全で欠字が無く且つはっきりした字口、鋒芒鋭利、筆画肥痩も程よく
王書の力強く瀟洒な風をよく現わしている。各頁に釈文（繁体字）を附す。カラー拡大本。
＜彩色放大本中国著名碑帖＞
18/01 2127 精 33,048
10342507 中国篆刻聚珍 第２辑名家印中全１０卷……刘江主编 浙江人美
（収録 145 方）
、
『呉譲之』
（収録 287 方）
、
『趙之謙』
（収録 285 方）
、
『徐
* 本輯は『鄧石如』
三庚』
（299 方収録）
、
『胡钁』
（収録 348 方）
、
『清名家印（上）
』
（35 名家、収録 200 方）
、
『清
名家印（下）
』
（48 名家、収録 203 方）
、
『呉昌碩』
（収録 257 方）
、
『黄士陵』
（収録 230 方）
、
『齊白石』
（収録 272 方）の 10 冊を収録。各冊巻頭に「概述」
、
巻末に「集評」
（
『清名家印』
は（下）巻末）を付す。附釈文。朱刷。
『清名家印』
（上）
（下）に収録した 83 名家は弊
社 HP を御覧ください。
（繁体字縦組）※ 各冊分売可、価格要問合せ。
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17/06
47
10344247 杨沂孙篆书诗经………………………班志铭，班正编著 黑龙美术
* 清代の能書家楊沂孫は初め鄧石如の影響を受け、その後、金文と小篆を融合させ篆書芸術

定価(円)

2,721

に新たな道を開き独特の書風を形成した。本書《詩経・小雅》中の《常棣》は精選した底本
をもとに全文を拡大、各頁に 6 字ずつ収録する。付釈文 ( 簡体字 ) 。＜中国历代名碑帖放大
本系列＞
17/01 105
10341506 篆刻入门…………………………………………孔云白著 上海人美
2,872
* 篆刻を初めて学ぶ人のための入門教材。著者は先人の著述を基礎に周秦以降篆刻の歴史
源流及び具体的テーマに重点を置き篆刻芸術について縦横から論述、
、歴代の異なる篆体
（古文、籀文、秦篆、摹印篆、殳書、虫書、魚書、鳥書、九畳篆、甲骨文、雑体）
、側款、
名家派別、印質、印紐、用具など篆刻学習に必要な知識について全面的に紹介する。文中、
作品例など多くの関連図版（印は朱刷）を付し巻末附録に「用印法」
「制印色法」を付す。
10342797 且饮墨渖一升 ：吴昌硕的篆刻与当代印人的创作＜中国书协学术系列展＞
………………………………………中国书法家协会编 上海书画
18/01 399
15,940
* 中国書法家協会主催の呉昌碩篆刻作品“且飲墨瀋一升”をテーマにした当代書法篆刻名家招
待展の作品集及び討論会論文集。展覧篇、
対話篇、
研究篇の三部構成。展覧篇は韓天衡、
熊伯斉、
李剛田等書法篆刻家 30 人による“且飲墨瀋一升”をテーマにした創作作品及びその他呉昌碩
書法篆刻に関連する創作作品、呉昌碩作品 10 件（個人収蔵）を収録。対話篇は研討会におけ
る呉昌碩芸術価値に関する各書家の討論内容を収録。研究篇は鄒涛等当代書家 5 人による呉
昌碩書法篆刻研究についての文論及呉昌碩現存印譜の収蔵情況を収録。
（原石カラー写真付）
18/03 800
10343708  中国古代书画家印鉴汇编……………张玲，刘铁军编著 辽宁美术
4,406
* 中国古代書画家及び収蔵家 736 人の印鑑 8000 余方を収録、各人の略歴及び各印鑑下に
釈文及び出典を記す。巻頭に部首検字表を付すす。モノクロ印刷。
17/10 191 精 11,761
民
10337825  新中国早期首日封版式版别研究………………冯清海著 人
* 首日封 ( ＦＤＣ、初日カバー ) は、記念切手の販売初日に特別に用意された封筒にそ
の切手を貼って消印を押した、収集家向けのもの。1957 年に発行された新中国最初の
初日カバーから文革前までの、およそ 150 点の現物写真を収録。収集家でもある著者が、
実物資料を元にして、早期“官封”の基本様式とその特徴を比較分析する。
18/04 142
10342841  中国剪纸 第２辑……………………………吴良忠编著 上海远东
5,821
* 動物世界や人物などについて作成した剪紙数百枚を精選収録。カラー。
10343955 织路绣径穿重山…………………………………赖玉玲著 Ｔ故宫博院 18/06 143
5,875
*2018 年 6 月から 12 月開催の「織路繡径穿重山―台湾原住民族服飾精品聯展」で展示す
る精品文物 268 点から、独自性を有する服飾 70 余点を選出して解説。カラー。
18/05 294 精 10,692
物
10344833  中国古代家具用材图鉴……………………………周默著 文
* 中国古代の家具で使用する木材 28 種、竹材 4 種、石材 7 種を収録。中文名、ラテン名、
英文、科属、別名、分布、木材特徴を記載。玳瑁、硨磲、珊瑚などのその他の用材 7 種
を列挙。西洋古代家具で使用する木材を紹介。索引（中文、外文）
。カラー。
18/02 382
10340265 中国结图鉴………………………………………陈阳主编 江苏科技
3,628
* 中国に現存する中国結びの編み方を紹介。材料と工具、基本の編み方、手鏈（ブレス
レット）
、項鏈（ネックレス）
、髪飾、古典盤扣（伝統的なチャイナボタン）
、耳環（イ
ヤリング）
、戒指（指輪）
、手機吊飾（携帯のストラップ）
、掛飾（吊り飾り）の全 10 章。
制作工程 240 通りを掲載する。カラー。
18/01 193
京
10341661 南京明城墙＜南京地标＞………………………朱明娥著 南
1,663
精 3,888
18/01 179
10343441 上海里弄民居………沈华主编／上海市房产管理局编著 中国建工
* 上海里弄住居発生の自然・社会背景条件を分析。分布と規模・総平面配置を紹介。分
類と特色を総括し、構造・用材・細部設備と施工方法を論述。代表的な里弄住居 42 箇
所を紹介。図や写真を多数掲載。＜中国传统民居系列图册＞
10343878  纸上明治村２丁目：重返台湾经典建筑凌宗魁作／郑培哲绘 Ｔ远足文化 18/06 167
3,456
* かつて台湾に存在した、住宅・レストラン・劇場・百貨店から各種公共設備に至る各
種経典建築の色彩と故事を再現。索引 ｡ カラー。＜艺台湾０７＞
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10344481  石窟寺研究 第８辑
中国古迹遗址保护协会石窟专业委员会，龙门石窟研究院编 科

学

18/02

432

12,355

* 因岩結構与隣岩構宇―中印石窟寺外観初探（李崇峰）/ 波斯薩珊式鳥雀図像在絲路沿
線的伝播与発展（金清）など、18 篇を収録。カラー図版 4 頁。

10334008  虔生出净世 ：中国古代汉传佛教造像精粹
…………………………………………浙江省博物馆编 文

物

17/04

247

精 29,062

* 漢伝仏教造像蔵友会のメンバーが収蔵する漢伝仏教造像約 120 点を収録。時代は十六国・
北魏・東魏・北斉・北周・隋・唐から清代に至り、材質は石・木・金銅などを含む。カラー。
17/11 687
10344850  中华图像文化史－明代卷 下册韩丛耀主编／朱永明著 中国摄影
* 明代巻の第 7 章～第 10 章。図像のカテゴリーに応じて明代図像文化の発展状況を研究。

11,761

象徴寓意図像、
抒情写意図像、
科技文化図像などの内容を含み、
明代図像名家を紹介。カラー。
17/01 212
10343696 造物之美＜美好书系＞…………………………周华诚著 广西师大
* 著名な企業であるパナソニックから京都の菓子屋に至るまで、日本の職人の創意工夫

精 3,628

を尋ね、見聞きしたことや懐いた思いを記録する。
===============【 ◆文化・芸能・民俗 】===============
［宋］洪刍等撰／陈云轶译注 重
17/10 392
庆
10343785  香典………［明］周嘉胄，
5,346
* 天然香料の種類・産地・品質を中心に、歴代名香の特性・抽出・組方・収蔵と焚薫の
方法や、香炉・薫球・香嚢・香盒などの香器の種類と効果を記述。天然香料の真偽弁別
や敬香規程を紹介。
『香乗』
『香譜』
『陳氏香譜』を収録。
『四庫全書』本・
『筆記小説大観』
本を底本とし、他本を参照し、現代語訳形式で提示。カラー。
（簡体字横組）
18/06 487 精 11,761
10344940 中国香学（增订版）……………………………贾天明著 中华书局
*2014 年初版を増訂。中国香学の概念、中国香学発展史、宋代以来の沈香の香りに対す
る中国人の好みの変化、香材、常見の用香方法、合香、香と仏教、香と家庭生活などに
ついて論述。カラー写真を多数掲載。
10345401 民俗曲艺 第２００期亚太仪式节庆与社会文化实践专辑１
………………………………………………民俗曲艺编 T 民俗曲艺 18/06 255
2,592
* 亜太儀式、節慶与社会文化実践 ：導論（王嵩山）など 5 篇を収録。
17/01 285
10344223 粤讴………………［清］招子庸等撰／陈寂，陈方评注 中山大学
5,184
* 近代嶺南曲芸の重要文献。代表作家招子庸らの撰述を評論し注釈を附し、その歴史芸
術価値を指摘。今回、嘉靖十六年（1537）刻本を底本として整理。
（簡体字横組）
10344293 中国早期音乐期刊文论研究（１９０６－１９３７）
＜星海音乐学院创新强校理论建设系列丛书＞祁斌斌著 人民音乐
17/10 235
5,346
各期刊の編集出版状況や内容概況を叙述。
*1906 年から 1937 年の中国音楽期刊の発展を整理し、
音楽期刊の出版特色を総括。
「中国古代音楽沿革」
「現実音楽発展」
「中国音楽教育問題」など
の面から論述し、期刊中の各専題文章を分類・総括し、当時の音楽期刊の主要内容を提示。
精 5,054
17/12 566
10344210 中国音乐年鉴（２０１０）中国艺术研究院音乐研究所编 文化艺术
17/06 211
10340725 黑龙江皮影戏……………………………………祁丹主编 黑龙人民
3,175
・音
* 黒竜江省内の影絵芝居の歴史沿革・伝承脈絡や現状を分析・研究。脚本（影巻）
楽節回し・舞台美術・上演芸術・演出芸術などを系統的に研究。＜黑龙江省非物文化遗
产系列丛书＞
18/03 317
10343845  南戏接受研究……………………………………王良成著 社会科学
5,346
、
「四大南戯」
* 中国古代の南戯受容の発展と変化の軌跡を描き出し、南戯特に『琵琶記』
の舞台と机上の受容状況や文人と一般の受け手の異なる審美傾向、南戯評点と舞台受容
の間の因果関係などを叙述。＜浙江省哲学社会科学规划后期资助课题成果文库＞
18/01 226
10343586  相声史话＜中国曲艺文库＞……………高玉琮，刘雷著 百花文艺
2,872
* 各時代の著名な相声芸人の事跡・貢献や相声と関係する事件を叙述、相声芸術発展の歴史を紹介。
10343588  中国电影艺术报告（２０１８）
……………………中国电影家协会理论评论委员会编 中国电影
18/04 284
3,758
18/04 256
10344019 中国动画电影发展报告（２０１７）朱玉卿，周晔主编 中国电影
4,406
－ 48 －
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17/09 194
10344031 聊斋小说的当代电影改编研究………赵庆超，霍巧莲著 江西人民
* 伝統文化の原型意象書写の系譜を踏襲し、審美描述における斬新な芸術生長点、つまり後

定価(円)

3,628

の映像改編に現れる優れた点を研究。1980 年代以来の両岸三地の聊斎題材映画における鬼狐
叙事の魅了と打開の兆候を検討し、映像の転換と聊斎文化の精髓を現わす内在法則を探求。
18/06 1113
10344853  中国电视剧６０年大系－剧目卷 上下卷……尹鸿主编 广播电视
23,328
『党救活了他』
（1958）
『
/ 小八路』
（1966）
『
/三
* 最近 60 年のテレビドラマの概況と内容を紹介。
親家』
（1978）/『女友』
（1980）/『今夜有暴風雪』
（1984）/『愛新覚羅・浩』
（1987）/『粉
墨情痴』
（1990）/『北京人在紐約』
（1993）/『還珠格格』
（1998）/『少年包青天』
（2000）/
『成吉思汗』
（2004）/『保衛延安』
（2008）/『北京愛情故事』
（2011）/『白鹿原』
（2017）など、
600 作品を収録。
18/06 242
10344854  中国电视剧６０年大系－创作卷………………仲呈祥著 广播电视
5,184
* 重要時期の重要作品を分析・評述を進め、中国のテレビドラマの段階的な芸術創作特
徴を対象とし、各段階の社会背景・文芸思潮・文芸政策などを交え、中国のテレビドラ
マの芸術創作の変化を整理。
10344856  中国电视剧６０年大系－法规卷
……国家广播电视总局发展研究中心编／祝燕南主编 广播电视
18/06 335
5,940
*1986 年から 2018 年 4 月までのテレビドラマの行政法規・部門規章・規範性文書及び、
近年の指導者の講話・文章など 148 点を収録。
18/06 261
江
10344902 明星史记…………………………………………司马路著 漓
3,013
* 武侠映画から芸術映画に至るまで、一世を風靡した映画のスターの生涯を叙述。
18/04 256
10344903 中国乡土电影史论………………………………孙宝国著 中国电影
3,628
*1931 年以来の中国郷土映画の発展を 8 つの時期に分け、文芸政策・題材内容・形態特
徴などから解釈を進める。
10344904 中国电影产业研究报告（２０１８）
…………中国电影家协会，中国文联电影艺术中心著 中国电影
18/06 312
5,054
17/10 221
2,797
10339500 衣冠楚楚 ：中国传统服饰文化……………………吴欣著 山东大学
* 中国古代服飾と伝統文化相互交流融合の過程を紹介し、服飾と民族文化心理、服飾文
化と文学芸術の淵源などを詳述。深衣・蟒袍・竜袍・馬卦などの典型服飾を紹介し、中
国古代服飾文化の概要を提示。＜中国文化四季＞
18/05 198
10343254 时装设计中的民族元素………………刘天勇，王培娜著 化学工业
5,054
* 各民族地区実地調査の経験と感想を交え、民族服飾様式・図案装飾文様・工芸技法から
民族服飾中のデザイン要素を解読。国外での調査経験を交え、服装デザインにおける民
族要素を分析。民族要素を服装デザインに入れる構想と方法を検討。カラー写真を多数
掲載。
10344357 中国民族服饰艺术图典－满族卷
…………………秦华生主编／吴迪分册主编／曾慧著 山东文艺
17/12 151 精 10,692
*『満族服飾文化研究』を基礎に充実させ、学界の最新動態や発展変化を増加。満族の
移動変化と服飾芸術の審美特徴、満族服装―宮廷篇、満族服装―民間篇、満族のアクセ
サリー、色彩・図案及び織染・刺繍工芸の全 5 章。カラー。
18/07 161
10344358  中国传统服装的嬗变 ：民国服装………………刘若琳著 化学工业
3,758
* 中国服装近代化の過程と伝統服装の継承関係及び西欧の服装の国人への影響を探求。
具体的な図像を通じて、民国時期の服装様式の来源・構造や工芸を詳述・分析。
精 4,406
18/07 169
信
10344425 中国服饰史………………………………沈从文，王㐨著 中
* 原始社会から商周・春秋戦国・秦漢・魏晋南北朝・隋唐・宋遼西夏金元・明清を経て
近代に至る、
服飾の発展変化を紹介。2004 年初版（陝西師範大学出版社）を基礎に校訂。
図版を多数掲載。カラー。
18/06 330
10344779 近代服装新思潮研究…………………张竞琼，许晓敏著 中国纺织
4,406
* 近代の服装新思潮に関係する具体的な段階と価値が示す相違に基づき、思想・芸術・
技術の面から近代の服装新思潮に対する整理と研究・解析を進める。
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17/11 174
10342968  中国牡丹文化………………………林晓民，王少先等著 中国农业
* 牡丹一品九命の芳国至尊地位、歴史上の牡丹栽培の中心、古代の牡丹譜、文学中の牡

5,184

丹イメージ、古文献中の「牡丹」の疑問、中国牡丹の国外での伝播などの 20 余りの専
題を含み、文献中の多くの誤りを訂正。牡丹花を排斥する言論を分析・批判し、牡丹の
物種構成、雑種牡丹の血縁などを説明。カラー写真を多数掲載。
17/04 195
10341101 中国馓子文化………………………………张明，王勇著 江苏人民
4,406
* 饊子は小麦粉をこねて細く伸ばし、より合わせて油で揚げた食品。本書は饊子の起源と発
展、饊子の実用価値、文学芸術中の饊子、各地の饊子の種類と製作、饊子の食用法と調理
方法など全 8 章。
精 2,419
18/01 434
10342932 图说中国茶－鉴茶泡茶茶疗…………………李春深编著 天津科技
* 茶学の基本知識から出発し、茶性・季節・五行・各人群・花草茶・薬草茶・私房茶膳
などの面から科学的な飲茶の事柄を解説。＜家庭实用百科全书养生大系＞
18/03 266
信
10341922 食帖２２ ：多谢款待！日本料理完全保存本…林江主编 中
4,924
* 日本料理を徹底解説。オールカラー。
18/02
79
10342405 魔法意大利面……………［日］村田裕子著／朱婷婷译 辽宁科技
2,646
*1 つの鍋でパスタもソースも一緒に作る。忙しい日にも、おもてなしにも活躍する、
50 のメニュー。もちもち感はまるで生パスタ、味わい深いフランス流極上レシピ。
18/04 154
10343615 中华拉面……………………………魏益民，张影全等著 轻 工 业
5,821
* 中華の麺、特にラーメンの起源・進化と発展史を検討。ラーメン産業発展で直面する
評価方法・技術基準と操作規範などの問題については、ラーメンの小麦粉のレオロジー
特性に影響する要素、ラーメンの質量要素や評価方法、ラーメンの質量と小麦品種やそ
の小麦の特性との関係などを研究。
18/05 226
信
10343747 知中０１４中国茶的基本……………………罗威尔主编 中
4,212
* 世界中に広まった紅茶、宋の徽宗が愛した白茶の他、黒茶、青茶、普洱茶、緑茶の六大
茶類の産地、品種の図解ページ。そして茶の利用、栽培、飲茶法、アヘン戦争などお茶
にまつわる歴史上の出来事、陸羽、白居易、鄭板橋、魯迅、老舎らが茶について語った
言葉。茶葉はもちろん各時代の茶器、茶具、茶菓子、飲茶の様子を描いた絵画まで豊富
な写真とイラストの中国茶の本。
14/06 333
10344115 图解茶经………［唐］陆羽原著／图解经典编辑部插图 北京联合
4,406
『茶経』を解説し、
* 精美な手書きのイラスト 500 枚、茶事に関する示意図 100 枚を配し、
中国古代の茶道・茶芸・茶礼などの関連内容を詳細に解釈する。中国茶 106 種の図鑑を
附録。
（簡体字横組）＜图解经典系列＞
精 9,504
18/03 542
10344501 普洱茶命运交响 ：明末清初普洱茶传奇………马安民著 云南人民
* 西双版納傣族自治州内に位置する雲南茶葉あるいは普洱茶の六大茶山を背景として、
明末清初の歴史を扱った長篇小説。
18/01 143
10340395 日式传统料理…………［日］久保香菜子著／何凝一译 河北科技
3,758
* 定番の日本の家庭料理を写真で分かりやすく紹介。卵焼き、唐揚げ、肉じゃが、炊き
込みご飯、煮魚、天婦羅など。オールカラー。
精 3,758
17/10 160
10340397 日式寿司全书………………日本旭屋出版编／李芳洁译 轻 工 业
* 有名店・繁盛店の調理技術をカラー写真で詳しく公開する。基本的なネタのにぎりず
しをはじめ、ちらしずし、巻物、細工巻物、細工ずしなど、材料のうまさを最大限に活
かす仕込み、調理、握り方を紹介する。
18/05 159
10344717 在日本 - 料理…………………………………毛丹青主编 华东理工
3,013
* 山口とフグ、鍋焼きうどん・親子丼・天ぷら・炊き込みご飯などの独自の日本食、日
本のウイスキー、食事におけるマナー、一汁三菜の献立などを紹介。
10340147 寿司手帖 ：筑地市场渔获全书
…………………………［日］福地享子著／吕灵芝译 新
17/12 186
星
4,406
* 最高級の鮮魚が集まる世界最大の築地市場で働く、凄腕の魚名人から聞き出した究極の
寿司ダネ知識。江戸前を中心に約７０種に絞り、ネタの本質をじっくりとひもときます。
－ 50 －
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17/12 366
10345317 和果子的四季………………［日］中村肇著／张睿康译 北京联合
* 色彩や造形、付けられた名前までも美しい 200 種以上の京都の和菓子と、折々の花、

5,346

風景、行事を写真で綴る和菓子歳時記。中日併記。
（繁日对照）＜Ｎｉｐｐｏｎ所藏８＞
10344084  经典日剧１００话（附ＭＰ３）
……………………虞安寿美，游翔皓等著／刘建池译 T ＥＺ丛书 18/06

143

3,024

*1990 年代、2000 年代、2010-2016 年の日本の民放のテレビドラマを取り上げ、有名なセ
リフ、キャスト、時代背景や視聴率などを紹介。著名脚本家、NHK の連続テレビ小説や
大河ドラマについても解説。日漢対訳（ＭＰ３は日本語本文を収録）
。
===============【 ◆少数民族 】===============
18/05 605
10315130 中国纳西族研究文献题录………………………冯涛编著 华中科技
9,979
*2015 年 5 月以前に発表・出版（あるいは内部編印）された、中国納西族とその自治地
方研究に関する中文文献を収録。書籍・期刊論文・学位論文・報紙文章・析出文献・会
議論文の 6 つに分類。責任者索引・期刊索引・出版社索引を附す。＜中国民族研究文献
题录集成＞
17/12 404
10343023 沈阳满族氏族宗谱…………王俊，爱新觉罗·德崇编著 辽宁民族
5,346
『
皇族氏族譜書 1 部、
『聖清龍興世代祖譜』
など愛新覚羅氏宗譜 3 部、
『佟氏宗譜』
* 星源集慶』
などその他の氏族の宗譜 7 部の計 11 部を収録。附 ：瀋陽満族紹介。
10344022 新疆移民问题研究 ：一个汉族亲属群体的移民安居史
……………………………………………………刘丹著 上海三联
18/03 179
3,628
* 人物伝記の方式で、1950 年代以来の異なる類型の新疆移民（遣送型・自発型・動員型・
随遷型）及びその移民・定住の原因を記述・分析。
18/04 478
10343297 西藏的语言与社会…………………………………周炜著 社科文献
8,262
* 現在の西蔵を例に、言語と社会の間の関係を考察。実地調査を通じて、西蔵の蔵語計画
事業に豊富な材料と多くの建議や重要なヒントを提供。西蔵人口の構成と言語使用の相互
作用、西蔵の言語政策の変遷及び蔵語文の発展、拉薩市蔵族学生の言語能力及び言語使用、
西蔵農村住民の言語能力及び言語使用など全 22 章。＜２１世纪中国民族问题丛书＞
10343493 广西壮族自治区国家通用语言文字使用情况调查研究＜语言学与汉语国际教育研究丛书＞
………………………………………………黄南津等著 社科文献
18/05 180
5,821
* 西南官話・粤語・客家話・平話及び少数民族地域・中越辺境特殊地域に区分し、各地
域は 5 県以上の県市を調査点とし、アンケート 1500 部以上を収集。国家通用言語文字
使用状況の調査研究を進め、獲得したデータを基に広西壮族自治区国家通用言語文字の
使用状況を分析。
17/11 285
10343497 新疆察哈尔方言研究（蒙古文）…………斯琴巴特尔著 内蒙人民
2,268
* 新疆の博爾塔拉蒙古族自治州を中心とする蒙古族地区で察哈爾方言を調査。歴史資料
などを利用して比較研究を進め、研究論文を転写。
18/03 411
10343572 纳西东巴文献各类词性记录情况调查研究……黄思贤著 社会科学
6,480
* 東巴文献中の名詞・動詞・形容詞・代詞・量詞・数詞・副詞・助詞・接続詞・助詞の
東巴文記録状況を描写。各種詞性調査研究において、語義の相違と音節の多少に基づき、
各種詞性を分類し、文字記録状況を調査分析し、各自の記録特色を探求。
10343573 汉藏语学报 第１０期
……戴庆厦，
［美］罗仁地（Randy J. LaPolla）主编 商 务 印
18/05 275
3,628
* 本期收录了朱艳华、王玲、曹美爱、张麟声、罗美珍、戴庆厦、马重奇、马睿颖、崔显军、
唐时雨等 29 位作者的 19 篇相关论文、访谈和回忆录，约 32 万字。
18/06 474
10344404 蒙古语语音声学研究………………………………呼和著 社科文献
14,580
*「中国少数民族語言語音声学参数統一平台」を利用し、蒙古語元音・輔音などの音段
特徴と詞重音など超音段特徴を分析。各音段の実際の音値及びその声学空間における分
布構造と分布特色及び語流における存在モデルと音系特色を描写。語音 4 要素と蒙古語
詞重音性質の関係を検討。語音声学パラメータと音段・超音段特徴の相関関係・言語学
意義を詳述。＜中国少数民族语言方言实验研究丛书＞
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10344721 台湾南岛语言丛书１ ：阿美语语法概论（第２版）＜原住民文化＞
…………………………………………………吴静兰著 Ｔ原住民族 18/05

177

2,419

* 阿美語の語音・音韻と書写記号系統、語彙と構詞、基本句型及び詞序、存在句・所有句・
方位句の構造、否定文構造、疑問文構造、補述構造、修飾構造、並列構造など全 16 章。

10344722 台湾南岛语言丛书２ ：泰雅语语法概论（第２版）
………………………………………黄美金，吴新生著 Ｔ原住民族 18/05

307

2,419

251

2,419

255

2,419

225

2,419

321

2,419

169

2,419

10344723 台湾南岛语言丛书３ ：赛夏语语法概论（第２版）
…………………………………………………叶美利著 Ｔ原住民族 18/05

10344724 台湾南岛语言丛书４ ：邵语语法概论（第２版）
…………………………………………………简史朗著 Ｔ原住民族 18/05

10344725 台湾南岛语言丛书５ ：赛德克语语法概论（第２版）
…………………………………………………宋丽梅著 Ｔ原住民族 18/05

10344726 台湾南岛语言丛书６ ：布农语语法概论（第２版）
………………………………………黄慧娟，施朝凯著 Ｔ原住民族 18/05

10344730 台湾南岛语言丛书７ ：邹语语法概论（第２版）
………………………………………张永利，潘家荣著 Ｔ原住民族 18/05

10344731 台湾南岛语言丛书８ ：鲁凯语语法概论（第２版）＜原住民文化＞
2,419

…………………………………………………齐莉莎著 Ｔ原住民族 18/05

10344732 台湾南岛语言丛书９ ：排湾语语法概论（第２版）
…………………………………………………张秀娟著 Ｔ原住民族 18/05

193

2,419

229

2,419

227

2,419

225

2,419

187

2,419

295
211

2,419
2,419

10344733 台湾南岛语言丛书１０ ：太鲁阁语语法概论（第２版）
………………………………………李佩容，许韦晟著 Ｔ原住民族 18/05

10344734 台湾南岛语言丛书１１ ：噶玛兰语语法概论（第２版）
…………………………………………………谢富惠著 Ｔ原住民族 18/05

10344735 台湾南岛语言丛书１２ ：撒奇莱语语法概论（第２版）
…………………………………………………沈文琦著 Ｔ原住民族 18/05

10344737 台湾南岛语言丛书１３ ：卑南语语法概论（第２版）
…………………………………………………邓芳青著 Ｔ原住民族 18/05

10344738  台湾南岛语言丛书１４ ：达悟语语法概论（第２版）
………………………………………何德华，董玛女著 Ｔ原住民族 18/05

10344739 台湾南岛语言丛书１５ ：拉阿鲁哇语语法概论潘家荣著 Ｔ原住民族 18/05
10344740 台湾南岛语言丛书１６ ：卡那卡那富语语法概论

…………………………………………………宋丽梅著 Ｔ原住民族 18/05 241
2,419
10343844  彝族史诗的诗学研究 ：以梅葛查姆为中心＜多元一体视域下的中国多民族文学研究丛书＞
………………………………………………陈永香等著 暨南大学
18/03 299
4,082
『査姆』の創世神話、洪水神話、テキストの語句、句式書式、修辞
* 彝族史詩『梅葛』
使用などを紹介・検討。伝承方式、演述方式、伝承者、史詩現状などを分析。

10343848  口头传统文类的界定 ：以云南元江哈尼族哈巴为个案＜中国社会科学院民俗学研究书系＞
…………………………………………………刘镜净著 社会科学
18/04 211
4,276
* 語義学・語用学・民族志詩学などの視角から、哈尼族口頭伝統文類「哈巴」を考察。
野外研究と追跡訪問を通じて、演述情景・文学形式・伝統曲調・地方性知識などの各方
面から「哈巴」の文類特徴を定義・分析し、
民間伝統生活中の「哈巴」の存在形態を提示。
17/12 307
10343812  九姓达靼游牧王国史研究 ：８－１１世纪……白玉冬著 社会科学
*10 世紀時の九姓タタル社会が発展して「王国」段階に至り、北宋政権と朝貢関係を保持
したことを解釈。契丹のほか五代宋・甘州ウイグル王国・沙州帰義軍政権・天山ウイグ
ル王国などと相互関係を保持したことを考証。9-10 世紀の九姓タタルが沙陀後唐と密接
な関係ひいては婚姻関係を保持したことを分析。索引。＜中国社会科学博士后文库＞
－ 52 －
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10344851  与神灵对歌 ：科尔沁蒙古族萨满仪式音乐研究
………………………………………………周特古斯著 宗教文化

18/05

222

5,346

* 科爾沁蒙古族シャーマンの儀式音楽を描述・分析・解釈し、なぜ「神霊とコミュニケ
ーションをとる」媒介となったかを検討。
17/12 373
10344360 中央民族大学馆藏少数民族文字古籍目录…黄建明主编 中央民大
* 納西東巴文・蒙古文・満文古籍名録を収録。書名・巻次・著者・成書年代・紙質・規

精 8,791

格などを著録。＜北京地区少数民族古籍目录丛书９＞
17/12 810
10343437 东北古代民族筑城研究…………………………王禹浪著 社会科学
重要な古城を分類し、
* 最近 40 年の東北地区での実地調査で蓄積した 1 次資料に基づき、

11,761

前人の研究成果を整理して評述。特に東北地区の古城を江河流域に応じて区分し、東北
地区古代民族築城の分布法則と重要な交通宿場を理解する。カラー写真 8 頁。
17/12 215
10344023 云南彝族土司史研究…………………………杨甫旺主编 云南人民
3,758
* 雲南彝族土司制度の確立、明代の雲南彝族土司制度、清代の雲南彝族土司制度、明清雲南
3 大彝族土司、土司制度の彝族地区経済文化への影響、雲南彝族土司の典章制度など全 9 章。
18/04 452
10343313 新时代中国民族地区发展调查研究…………王延中等著 社科文献
11,761
*2013-2016 年に全国 16 省・自治区 56 県・市で得た、都市農村家庭及び幹部に対する「21
世紀初中国少数民族地区経済社会発展綜合調査」のアンケートのデータに基づき、各族群
衆の主観の視角から 21 世紀以来の中国民族地区の経済・政治・文化・社会・生態文明建設
で得た成果を提示。
17/02 230
10344355 中国白裤瑶民族服饰……………………………周少华著 化学工业
7,603
* 数年にわたる調査で得た 1 次資料を通じて、白褲瑶民族服飾の歴史と現状、形制と規範、
制作と技術などを全面系統的に解析し、
白褲瑶服飾の形成と構成特徴を観察。図版約 500 枚。
17/11 302
10344484  东巴仪式叙事程式研究…………………………杨杰宏著 社会科学
5,346
* 東巴伝統叙事テキストと儀式の間の深層関係を解釈。叙事主体はいかに儀式叙事を組
織・演述・創作したものであり、東巴神話・史詩テキストはいかに東巴儀式と一緒に儀
式テキストを構成したかを指摘。＜中国社会科学博士后文库＞
10341831  乌江流域苗族传统节日文化的保护与开发研究
……………………………………陈风波，陈风华等著 中央民大
17/12 236
3,888
* 烏江流域苗族の伝統節日を整理し、その文化の含義と表現形式を詳述。保護と開発の現実意義
を研究し、伝承が直面する危機と境遇を解析。保護と開発の現状及び直面する苦境を分析。
===============【 ◆人文社会 / その他 】===============
18/02 240
10341945 台湾蒸汽火车百科＜台湾铁道系列１８＞……苏昭旭著 T 人 人
4,752
* 歴史・芸術・科学を交えた内容で、台湾の蒸気機関車について叙述。国内海外の蒸
気機関車を撮影した写真 500 余枚、蒸気機関車を描いた手書きの絵 50 余枚、AutoCAD
で作成した蒸気機関車のイラスト 30 余枚を収録。カラー。
18/03 314
10341915 大奥日本＜理想国译丛＞……………［日］茂吕美耶著 广西师大
4,471
18/06 170
信
10344074 知日 第５１期 阴 ! 阳 ! 师 !……………茶乌龙主编 中
3,877
* 陰陽師を特集。夢枕貘・岡野玲子の創作奇談、安倍晴明・源博雅と芦屋道満の対決、平
安京と百鬼夜行、陰陽道ゆかりの場所（晴明神社・真如堂・暦会館・八坂神社など）を紹介。
18/01 394
代
10341900 重赴（リピート）……………［日］乾胡桃著 / 丁楠译 现
2,916
記憶を持ったまま十ヵ月前の自分に戻れるとしたら ? 夢のような
「リピート」
に誘われ、
* もし、
疑いつつも人生のやり直しに臨んだ男女十人。ところが一人、
また一人と不審な死を遂げて…。
精 2,646
17/10
星
10341874  坐着新干线去旅行…………［日］驹谷贯著／田秀娟译 新
。朝、6 時 15 分。まだ明けきらない新
*『新幹線の旅～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断』
青森駅のホームから新幹線『はやぶさ』にのっ て、はるかちゃんとお父さんの旅は始まります。
精 2,538
17/10
星
10341876  梨核儿…［日］金子美铃著／伊藤智之绘／猿渡静子译 新
。
「若き童謡詩人の巨星」とまで称賛されながら、26 歳で自らの命を絶った金
*『なしのしん』
子みすゞ。イマジネーション豊かな世界を、ノスタルジーあふれた絵を添えて再現。15 編の
詩を収録。
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17/01
10341974 连在一起………………［日］三浦太郎文·图／黄超译 少年儿童
*『くっついた』のくり返しが楽しい赤ちゃん絵本。＜幼幼成长图画书＞
18/04
10343328  夏美变变变…………………［日］吉竹伸介著／特桃译 云南美术
。なつみはね、すごくいいことおもいついたよ。なつみ
*『なつみはなんにでもなれる』

精 1,296
精 2,462

がなにかのマネをして、それをおかあさんがあてるゲームだよ ! コレ、なーんだ !?
18/06 331
10343210 莫失莫忘……………………［英］石黑一雄著／张坤译 上海译文
。優秀な介護人キャシー・H は「提供者」と呼ばれる人々の世
*『わたしを離さないで』

精 3,175

話をしている。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった―。
彼女の回想はヘールシャムの驚くべき真実を明かしていく―イシグロ文学の最高傑作。
15/09 945
岛
10340751 少年读史记 全５册…………………………张嘉骅编著 青
5,940
（本紀）
、
『覇主的崛起』
（世家）
、
『弁士縦横天下』
（列伝）
、
『絶世英才的風範』
*『帝王之路』
（列伝）
、
『漢帝国風雲録』
（列伝）に分かれ、
『史記』の著名人物の故事を叙述。
10342674 我们的麦场主 ：走进曹文轩的纯美世界（第２版）＜曹文轩纯美小说系列＞
…………………………………………………曹文轩著 江苏少儿
16/04 290
1,663
16/04 204
10342662 单行街＜曹文轩纯美小说系列＞………………曹文轩著 江苏少儿
1,663
《第五只轮子》
《放鸭记》
《海里的船》
《灰灰的瘦马》等を収録した短編集。
*《单行街》
16/04 224
10342665 天黑了（第２版）＜曹文轩纯美小说系列＞…曹文轩著 江苏少儿
1,663
16/04 220
10342668  马戏团（第２版）＜曹文轩纯美小说系列＞…曹文轩著 江苏少儿
1,663
16/04 244
1,663
10342669 细米（第３版）＜曹文轩纯美小说系列＞……曹文轩著 江苏少儿
16/07 308
10342661 蜻蜓眼＜曹文轩纯美小说系列＞………………曹文轩著 江苏凤凰
1,663
16/04 246
10342666 青铜葵花（第３版）＜曹文轩纯美小说系列＞曹文轩著 江苏凤凰
1,663
16/04 272
10342667 红瓦黑瓦（第４版）＜曹文轩纯美小说系列＞曹文轩著 江苏凤凰
1,663
16/04 206
10342670 狗牙雨（第３版）＜曹文轩纯美小说系列＞…曹文轩著 江苏凤凰
1,360
16/04 265
1,663
10342671 山羊不吃天堂草（第５版）＜〃＞……………曹文轩著 江苏凤凰
16/04 271
10342672 野风车＜曹文轩纯美小说系列＞………………曹文轩著 江苏凤凰
1,663
* 甜橙树 / 阿雏 / 蓝花 / 泥鳅 / 红葫芦 / 月白风情 / 再见了，我的小星星 / 金色的茅草 /
灵树 / 十一月的雨滴 / 野风车 / 远山，有座雕像 / 第十一根红布条 / 埋在雪下的小屋
16/04 196
10342673 根鸟（第４版）＜曹文轩纯美小说系列＞……曹文轩著 江苏凤凰
1,360
精 2,872
18/01
燕
10340943 我们的节日－过大年……………………原草文／武艺图 海
* 中国の昔話を砂絵で表現しました。＜沙画传统故事绘本＞
精 2,872
18/01
燕
10340944 我们的节日－闹元宵＜〃＞……………原草文／武艺图 海
* 中国の昔話を砂絵で表現した絵本です。
精 2,646
17/01
10340945 阿诗有块大花布……………………………符文征文 / 图 浙江少儿
* 阿詩は大きな大きな花布を持っていました。ある時ゾウにシャツを作ってあげる事に
なりました。＜中国原创绘本精品系列＞
===============【 ◆韓国図書 】===============
10344534 南北生活用語３６００単語収録（韓国本）
…………………民族話大辞典南北共同編纂事業会編 Ｋハングク 17/06 281
3,672
* 南北の間の円滑な意思疎通のために基礎生活用語を中心に対照。南側だけで使われる
用語や、意味、形態など違いが生じるものなどを提示。
10344966 国語の技術外伝 : 結局は語彙力 ( 韓国本）イフェハン著 Ｋチョウン 16/11 405
3,672
10344967 小学教科書語彙能力予備段階 . 1( 予備初等～初等 1 学年 )（韓国本）
＜小学生の学習能力が育つ超能力シリーズ＞
……アウルブック初等教育研究所著／トゥリアン絵 K アウルブ 16/11 120
2,160
10344968  小学教科書語彙能力予備段階 . 2( 予備初等～初等 1 学年 )（韓国本）
……アウルブック初等教育研究所著／トゥリアン絵 K アウルブ 16/11 120
2,160
10344969 小学校教科書語彙能力予備段階 . 3( 予備初等～初等 1 学年 )（韓国本）
……アウルブック初等教育研究所著／トゥリアン絵 K アウルブ 16/11 120
2,160
－ 54 －
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10344970 小学校教科書語彙能力予備段階 . 4( 予備初等～初等 1 学年 )（韓国本）
……アウルブック初等教育研究所著／トゥリアン絵 K アウルブ

16/11

120

2,160

160

3,024

10343365 日本現地就職および日系企業就職のためのスマート日本語面接（韓国本）
…………………イジェジュン，キムウンジョン等著 Ｋトンヤン 18/02

*IT 企業、貿易、航空、空港、ホテルなど、または、日系企業で出される基本的な面接
の必須質問を主題別で、段階別に練習することができるように構成。

10343429 決定版 社会人の敬語とマナー（韓国本）
………………［日］主婦の友社著／パクヨンスク訳 Ｋトンヤン 18/04

163

2,376

335

3,456

10345103 歴史の歴史 History of Writing History（韓国本）
………………………………………………ユシミン著 Ｋトルベゲ 18/06

* 時代を読む作家ユ・シミンが「歴史とは何か」を尋ねる。著者が探査した東洋と西洋の
歴史家 16 人と彼らが書いた歴史書物 18 冊を含む。 ルポという特性上、歴史書物の原文
を引用、紙面の限界と翻訳の物足りなさを減らすため、著者が直接抜粋要約翻訳をした。
10344297 九州歴史文化旅行（韓国本）……………ユイルサン著 Ｋストリジ 18/01 431
4,320
* 九州の歴史的理由、関連する人物、最新旅行ルートなど、色々な名所も紹介する ｡
10345263 どこで暮らすのか（韓国本）………ユヒョンジュン著 Ｋウルユム 18/05 379
3,456
* どんな空間が人生を豊かにするのかが重要 ｡ 私たちが互いに顔を突き合わせて対話してお互い
の色を分けることができる所、私たちが願う人生の方向に符合する都市でなければならない。
精 6,048
17/06
10344530 シンソンミの韓服遊戯（韓国本）………シンソンミ作 Ｋ 翰 林
* 東洋画家シンソンミが描く韓服の新しい姿。画集。
10345504 オーバー ザ チョイス + ホライズン ボックス 全２冊（韓国本）
精 7,041
………………………………………………イヨンド著 Ｋファング 18/06 1140
《
《
、涙を飲む鳥》
など韓国ファンタジーの代表作家が描く死と復活の乱舞劇。
* ドラゴン ラジャ》
10345105 敬愛の心（韓国本）………………………キムクムヒ著 Ｋチャンビ 18/06 354
3,024
*「あまりにも真昼の恋愛」で若い作家賞大賞を受賞した著者の長編小説。1999 年、実
際にあった高校生が死亡した火災事件を題材に、同じ傷を共有する 2 人の人物、事件で
失った大切な友、災難以後生き残った人々が人生を耐え、哀悼する姿を描く。＜キムク
ムヒ長編小説＞
10345106 天気が良ければ訪ねて行きます（韓国本）…イトウ著 Ｋシゴンサ 18/06 431
2,980
* 田舎の古い瓦家の小さい書店を中心にした許しと癒しそして愛の物語 ｡｢ 私書箱 110
号の郵便物 ｣ の著者イ・トウが ｢ 寝巻を着なさいね ｣ 以後 6 年ぶりに出した長編小説 ｡
10344295 日本で仕事をして暮らすということ（韓国本）
……………………キムソンホン，チャジュヨン等著 Ｋセナブッ 18/05 317
3,024
* ワーキングホリデー、僅かな金 100 万ウォンを持って日本でアルバイト。生活費を稼ぎな
がら大学に進学して、
就職。旅行のような日常が繰り広げられるリアル日本ライフ。カラー。
10344752 ソッカの解剖学ノート（韓国本）ソクジョンヒョン著 Ｋソンアン 17/02 660
9,072
* 西欧人の比率に合わせた解剖学と違い、韓国人の観点で、解剖学を再解釈。著者自ら解
剖学を勉強して悟った多くの話 ､ 平面的な人物に複雑な心理を付与する作家の秘密を描
く。総 660 頁、
1500 点のイラストレーション、
9 年の歳月をかけ描き出された、
名作解剖学！
18/07 556
10345404 ヘリ 全２冊（韓国本）…………………コンジヨン著 Ｋヘネム
6,264
* 著者はこの小説の執筆のために約 5 年間事件の現場を取材。政事と宗教、慈善活動の
裏にはびこる不正と腐敗、欲望を描く。
10344963 ちゃんとやるよ、どこでも（韓国本）モンジャクカ著 Ｋブックス 18/06 287
2,980
*20 代で思い切って 5 年務めた会社を退社。幸福を求めてドイツに、少しずつわずかな
日常の大切さを綴ったエッセイ。
10345262 １２の足跡（韓国本）………………チョンジェスン著 Ｋアクロス 18/07 399
3,628
* 創意的な人々の脳ではどんなことが広がっているのか。より良い選択と意志決定のための脳
科学の知恵は何だろうか。4 次産業革命時代、新しい機会をどのように発見するのか、など。
国立大学KAISTチョン・ジェスン教授の10年間の講演中に反響が大きかった12個の講演を選別。
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18/07 241
10345405 一時大切だったものなど（韓国本）………イキジュ著 Ｋタル
* ベストセラー「言語の温度」の著者が 2 年ぶりに出したエッセイ。胸の奥にある消せ

3,024

ないものや人々に対し、秘めていた想いを綴る。私たちが痛みを覚えるのは、幸せだっ
た日々であることを再確認させてくれる。
10344531 よるのばけもの（韓国本）
…………………［日］住野よる著／ヤンユンオク訳 Ｋソミミデ 18/06 289
2,980
* 夜になると、僕は化け物になる。ある日、化け物になった僕は、忘れ物をとりに夜の学校
へと忍びこんだ。誰もいないと思っていたけど、
なぜかクラスメイトの矢野さつきがいて―。
10344532 虹を待つ彼女（韓国本）
…………………［日］逸木裕著／キムヒョンファ訳 Ｋソミミデ 18/03 454
3,196
* 有能な研究者工藤は、死者を人工知能化するプロジェクトに参加。試作品のモデルに選
ばれたのは、自殺したカルト的美貌のゲームクリエイター、水科晴。調べるうち、次第
に惹かれていく工藤。やがて彼女に“雨”と呼ばれる恋人がいたことを突き止めるが―｡
10344533 恋のゴンドラ（韓国本）
…………………［日］東野圭吾著／ヤンユンオク訳 Ｋソミミデ 18/01 309
2,980
* この恋の行方は、天国か地獄か。怒濤の連続どんでん返し ｡
10345523 おらおらでひとりいぐも（韓国本）
………………[ 日 ] 若竹千佐子著／チョンスユン訳 Ｋトマト
18/08
2,980
（韓国本）＜ジブリ アニメーション シリーズ＞
10343890  となりのトトロ（改訂版）
精 3,240
……………………［日］宮崎駿著／チェユンソン訳 Ｋデォンシ 18/05 107
2,916
10345104 私に無害な人（韓国本）……………チェウンギョン著 Ｋムンハク 18/06 325
* 七編の中短編小説。過去を回想する人々、彼らの心中で荒々しく起き ､ だんだんなく
なる ､ 揺れる想い。彼らの話を通じて私たちは記憶に向き合う。未熟だったせいで傷を
負わせたりした人だけが受け取ることが出来る想いもある事を知る。
10345100 万引き家族（韓国本）＜ブラック＆ホワイト０７６＞
……………［日］是枝裕和著／チャンソンジョン訳 Ｋピチェ
18/08 258
2,808
「
でしかつながれなかった―。万引き・年金不正受給・虐待…。是枝監督が自ら描く、
* 犯罪」
映画ではかなり尽くせなかった「家族」の在り方。
10345101 屍人莊の殺人（韓国本）
……………………［日］今村昌弘著／キムウンモ訳 Ｋエルリク 18/07 446
3,132
* 神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と明智恭介は、曰くつきの映画研究部の夏合宿に加わる
ため紫湛荘を訪ねた。合宿一日目の夜、肝試しに出かける。一夜が明け、部員の一人が密
室で惨殺死体となって発見される。しかしそれは連続殺人の幕開けに過ぎなかった…｡
10345102 カラフル（韓国本）…［日］森絵都著／コヒャンオク訳 Ｋサゲチョ 18/06 221
2,376
* 生前の罪により、輪廻のサイクルから外されたぼくの魂。だが天使業界の抽選にあたり、
自殺を図った少年、真の体にホームステイし、自分の罪を思い出すことに。真として過ご
すうち、ぼくは人の欠点や美点が見えてくるようになるのだが…。＜四季 1318 文庫 113 ＞
10345505 そして父になる（韓国本）
………［日］是枝裕和，
［日］佐野晶著／イヨンミ訳 Ｋブルー
18/08 303
2,980
* 学歴、仕事、家庭。すべてを手に入れ、自分は人生の勝ち組だと信じて疑わない良多。
ある日、病院からの連絡で、6 年間育てた息子は病院で取り違えられた他人の子供だっ
たことが判明する。血か、
共に過ごした時間か。2 つの家族に突きつけられる究極の選択。
10343924 狂った発想法 ：発想の転換 ( 韓国本 ) キムグァンヒ著 K ネクソス 18/05 315
3,564
* あなたの脳がどれくらい柔らかいのか調べてみよう、挑戦こそ発想を可能にする絶好の
機会だ。
10344971 心を動かす単語使用法 単語一つ変えただけなのに…（韓国本）
……………………………………………ソンスクヒ著 Ｋユノ
18/02 323
3,024
* 一度で通過する報告書、沢山のコメントがつく SNS、聴衆の視線をひきつけるプレゼ
ンテーションなどに含まれた秘訣を教える。
－ 56 －
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10344972 私の話はそうでなかったです 愛を育てる共感対話法（韓国本）
…………………チュウンジョン，ハンスジョン等著 Ｋオルリム 18/06

264

2,808

* 夫婦の間で最も危険な考えとはなにか、それは「あえて話さなくても分かるだろう？」とい
う考えだ。スピーチ専門家が幸福指数が高い夫婦でいる方法を容易でおもしろく解説する。

10345275 北朝鮮昔話（韓国本）イサンベ著／ペクミョンシク絵 Ｋチョウン 18/06 181
2,592
* 北朝鮮の子供たちが大好きなおもしろ昔話 18 話 ｡
10345269 北朝鮮体制の祈願 人民上の階級、階級上の国家（韓国本）＜ヨクピ韓国学研究叢書３８＞
精 7,560
…………………………………………キムジェウン著 Ｋヨクサピ 18/06 583
10345270 誰が北朝鮮を動かすのか（韓国本）
KBS 誰が北朝鮮を動かすのか製作チーム，リュジョンフン著 Ｋカナ
18/06 267
3,412
* 韓国 KBS、英国 BBC、ドイツ ZDF 放映ドキュメンタリー。
10345294 帝国の慰安婦、知識人を語る（韓国本）…パクユハ著 K プリワイ 18/06 398
3,888
4,752
10344262 武器百科事典 1（韓国本）ナムトヒョン、ヤンウク他著 Ｋプルレニ 18/04 358
* 武器開発は軍事・国防だけでなく政治、経済、外交、科学技術など多くの分野に影響を与えて
おり、国の国力を計る基準となっている。ミリタリー専門出版社である図書出版プルレニンミ
ディオは国内最大ポータルサイトのネイバーに毎週連載された原稿を集めて出版。
オールカラー。
10344285  ソウル宣言（韓国本）……………………キムシドク著 Ｋヨルリン 18/06 413
3,888
* 著者はソウルがどんな都市なのか把握するために、団地、商店街、路地、農村地帯など、
市民の生活根拠地、またソウルの郊外を歩くことを薦める。
10342937 日本小都市旅行（韓国本）………………パクタンホ著 Ｋネクソス 17/12 399
3,456
* 西日本小都市散策ガイド。オールカラー。

❖❖予約受付中❖❖
◆予約受付中の書籍は、出版時期が経過したものも含め、現在未入荷のものです ｡
◆掲載されている価格は予定価格ですので、変更があることをご了承下さい。
◆中国の出版事情により、出版時期が大幅に遅れることがあります。
◆最近中国では出版部数を制限し、
再版も難しくなっています。ご入り用の書籍は、
ぜひ予約注文をお勧めします。

===============【 ◆人文社会 / 総記／予約受付中 】===============
書籍番号          書      名                       著者・編者  出 版 社        予価 ( 円）出版予定
10345770 中国学术思想研究辑刊 ２８编 全１２册…………… T 花木兰
190,080  18/03
===============【 ◆言語・文字／予約受付中 】===============
10345214 日本明治时代汉文辞书汇刊－玉篇卷 全６６卷
精 1,344,600 18/01
…………………………………………………王平主编 上海交大
源於中國。
《玉篇》是我國繼《説文解字》後極為重要的字書。
《玉篇》
* 以《玉篇》命名字典，
對東亞漢字文化圈產生過深遠而廣泛的影響，日本、韓國漢文字典多名為《玉篇》
，被學者
稱為《玉篇》類字典。日本明治維新後，對漢文經典的學習與研究並未中斷，該期漢文辭
書字典的需求量日益增大，致使日本迎來了歷史上第一個漢文辭書字典編撰高峰期。經調
查發現該時期日本學者編寫的漢文辭書達 190 餘種，
而以《玉篇》命名的漢文字典多達 53 種。
10345772 中国语言文字研究辑刊十五编 全１１册……………… T 花木兰
241,920 18/03
===============【 ◆古典文学／予約受付中 】===============
10345767 古典文献研究辑刊（二十七编）全２４册……………… T 花木兰
397,440 18/03
10345771 古典文学研究辑刊十八编 全１５册…………………… T 花木兰
250,560 18/03
精 453,600 18/
10345814  拥雪斋丛书 第１辑全２０册………………王树田主编 广西师大
凰
10340303 新罗高丽朝鲜汉诗集成 第１辑全７０册……赵季辑校 凤
1,479,600 17/10
* 国内外の各種詩文別集を収集し、新羅、高麗、朝鮮 3 朝の漢詩を影印出版。書前に附
す「目録索引巻」は詩人索引、書名索引、詩人小伝、小伝索引を列記。版本は優れたも
のを選び、底本に誤りがあるものは校勘記を掲載。
10345768  古典诗歌研究汇刊 第２４辑 全９册………………… T 花木兰
129,600 18/03
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===============【 ◆近現代文学／予約受付中 】===============

10345777 民国文化与文学研究文丛十编 全１４册……………… T 花木兰
10345203 苏州博物馆藏近现代名人日记稿本丛刊 全３９册

224,640 18/03

……………………………………………苏州博物馆编 文
物
947,700 18/06
* 本书收录馆藏近代著名学者、名宦、地方绅士日记稿本 20 种，这些名家的稿本日记，
大都记载了日常生活、仕宦、学术、交游等情况，均为第一手的珍贵史料。日记所反映的
内容可以说是近代苏州的一个缩影，同时也是苏州地方文献的宝贵财富，全部未经刊刻，
十分稀见珍贵。
===============【 ◆思想・哲学・宗教／予約受付中 】===============
10333170 孟子文献集成 ･ 明代辑 第２部４７－６６
精 486,000  18/
……………………………………王志民，杜泽逊等著 山东人民
10345779 基督教文化研究丛书四编 全９册（简体字版）……… T 花木兰
155,520 18/03
===============【 ◆古代史・歴史地理／予約受付中 】===============
10345769 古代历史文化研究辑刊 ２０编全２５册……………… T 花木兰
570,240 18/03
10345540 巴蜀珍稀科技文献汇刊 全１５册…李勇先，高志刚编 巴蜀书社
372,600 18/08
* 巴蜀科技成就斐然，在天文、历法、科技发明等方面取得了卓越成就。而北宋遂宁人王
灼所著《糖霜谱》是我国乃至世界上第一部完备且适用的甘蔗生产和制造工艺的专著，南
宋普州秦九韶的《数书九章》被国内外科学界公认为一部世界数学名著。将历代有关巴蜀
气候气象、地质矿产、家学动植、天文历算等相关科技文献加以搜集。
===============【 ◆近現代史／予約受付中 】===============
10345205 福建侨批档案文献汇编 第１辑全２５册
…………………………………………福建省档案局编 国家图书馆
518,400  17/06
*“侨批”指海外华侨通过海内外民间机构汇寄至国内的汇款暨家书，是一种信、汇合一的特殊
邮传载体。2013 年福建侨批档案入选世界记忆遗产名录。本书收录福建地区往来侨批万余件，包
括封、信、回批、票根等类，是研究中国近代史、华侨史、金融室、邮政史、交通史和对外交流
史的重要史料来源。
10345666 中国近代工业史料汇编－东北卷 全５０册
精 810,000  17/11
…………………………………………辽宁省图书馆编 国家图书馆
钢铁工业、
化学工业、
* 本书辑录民国时期有关东北工业的各种史料。包括工业政策与法令、
纺织工业、机械工业、矿业、建筑工业、造纸与印刷业、工厂管理、工运与工会、工业文
艺等方面，包含很多解放区的工业史料和日文史料，提供资料和数据支持。
10345778  人民共和国文化与文学丛书 六编全７册……………… T 花木兰
112,320 18/03
精 796,500 18/
10345811  中华图画杂志 全２０册…………………………张伟编 山东画报
10345776 民国历史与文化研究八编 全１０册…………………… T 花木兰
155,520 18/03
10345773 台湾历史与文化研究辑刊十四编 全１６册…………… T 花木兰
328,320  18/03
===============【 ◆文物考古・美術／予約受付中 】===============
10345593 巴蜀珍稀金石文献汇刊 全１４册…李先勇，高志刚编 巴蜀书社
345,600 18/08
* 巴蜀金石文献十分丰富，一些珍贵的蜀石经尽管没有保存下来，但有少量蜀石经拓本及研究
著作传世，
如《蜀石经毛诗考异》
《蜀石经校记》
《蜀石经残字三种》等。
《巴蜀珍稀金石文献汇刊》
收录历代巴蜀珍稀金石文献余种，并按照一定的体例进行编纂。精装，以影印方式出版。
精 647,514 18/05
10345800  国美之路大典 全１６卷３９册………………许江主编 美术学院
===============【 ◆文化・芸能・民俗／予約受付中 】===============
精 229,500 18/05
10345801  老上海电影画报续编 ：电影月报 全５册………沈芸编 天津古籍
===============【 ◆少数民族／予約受付中 】===============
10345140 舟曲民间古藏文苯教文献 第１辑全２５册（古藏文）
……………………………………洛赛，梁吉效等主编 甘肃文化
432,000 18/06
* 这些苯教文献属于 10 到 13 世纪的古藏文手写文书，内容涉及藏族历史文化、天文历算、
节候气象、祈祷经文、治病除晦、祭祀山神、祈福招运、灵魂天人、禳灾防暴、民俗风情
等，是研究古代藏族苯教信仰、语言文字、历史文化和社会生活等的第一手资料。
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法国吉美国立亜洲
芸術博物館蔵西夏文献
10340201

史金波，［法］克麗斯蒂娜·克拉美羅蒂編著 天津古籍出版社
B4/356 頁 / 精装 / 繁体字 ■ 90,720 円 ( 税込 ) 2017.09
● 1900 年に 8 か国連合軍の北京進攻後に北京城内で発見された西夏文
泥金写経 『妙法蓮華経』 経巻 6 冊がフランスに流れ、 その後 3 冊がドイツ
に流失した経緯を紹介。 所蔵先移転 ・ 訪問連絡 ・ 協力出版の経過を整理。
版本時代を考証し、 特殊な歴史文化と版本価値を発掘。
『妙法蓮華経』 7 巻本と 8 巻本の区別の問題を整理。 西夏文 『妙法蓮華経』 巻 2・巻 6・
巻 8 の写真を収録し、 漢文経文や西夏文銅印 ・ 銅牌を附す。 ISBN978-7-5528-0566-6

邙山陵墓群考古調査与
勘測第一階段考古報告 上下冊
10343481

洛陽市文物考古研究院編著 文物出版社 A4/1223 頁 / 精装
■ 63,936 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-4677-5/2018.03 挿図 198 枚
●邙山陵墓群は洛陽邙山地区に位置する古代帝王の陵墓と陪葬墓。
上編は邙山陵墓の内容 ・ 現状及び保護研究過程を紹介。
中編は文献における歴代帝王陵墓に関する記載を整理し、
埋葬制度 ・ 祭祀制度 ・ 陵園職官制度を手がかりに、 各時期の帝陵を比較し、 各帝陵関連の
文献記載を詳述。 墓誌と黄腸石の出土と研究状況を総括し、 これを基礎に帝陵地望を探索。

10343308

湖北宜城跑馬堤東周両漢墓地

武漢大学，湖北省文物考古研究所等編著 科学出版社
■ 13,068 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-055575-5/2017.12

A4/223 頁 ( 図版 60 頁 )/ 精装

●跑馬堤墓地は湖北省襄陽市宜城市鄢城鎮白廟村史家湾に位置。
1991 年から 1998 年に発見された墓葬 54 基 （戦国時期 8 基、 漢代時期 29 基）
を発掘した。 本書は戦国墓葬、 漢代墓葬、 非科学出土銅器選粋など全 5 章。
挿図 118 枚。 カラー図版 60 頁。 附表 ： 墓葬登記表。

10344480

鍾山銅盆漢墓

広西文物保護与考古研究所，鍾山県文物管理所編著 科学出版社
A4/259 頁 ( 図版 122 頁 )/ 精装 ■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-057236-3/2018.05
●鍾山は広西壮族自治区東北部に位置する賀州市の属県。 2010 年 3 月から 7 月に銅盆古
墓群 54 基を発掘し、 新たに清代墓葬 6 基を発見した。 出土文物は 500 点 （套） を数える。
本書は漢墓 47 基の発掘報告。 時期は前漢前期から後漢後期までに及ぶ。
挿図 175 枚。 カラー図版 122 頁。 附表 ： 各種登記表 ・ 統計表 8 種。
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国家文物局水下文化遺産保護中心·考古報告系列３

南海１号沈船考古報告之二
－２０１４－２０１５年発掘 上下冊
国家文物局水下文化遺産保護中心等編著
文物出版社 A4/648 頁 / 精装
■ 42,768 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-5458-9/2018.05
● 「南海Ⅰ号」 宋代沈没船に対する 2014-2015 年発掘の報告書。 沈
没船の発掘過程、 沈没船の堆積層位、 船体と船貨の保存状況、 出
土した一部の陶瓷 ・ 金属 ・ 竹木漆器などの内容を含み、 沈没船の引
き上げ技術を詳細に紹介し、 3D スキャンで船体構造を提示し、 カテゴ
リーに応じて典型的な出土遺物を発表。 カラー写真を多数掲載。

10343674

永宣金石 古代碑帖拓本選粹

張永強著 西泠印社出版社 A3/429 頁 / 精装 / 繁体字
■ 55,296 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5508-2268-9/2018.01
春秋戦国、 秦漢、 隋唐、 元明清以来の代表的金石碑刻 262
種 （銘刻 211 種、 法帖 11 種、 画像 40 種） を収録、 時間順
に配列し簡要説明を付す。
多くは近年発見された重要金石碑刻、 初発表の碑帖拓本、
原石が既に無い乾嘉時期金石名家収蔵の善拓、 珍本であり、
『中山國守丘刻石』、 『何君尊楗閣刻石』、 『肥致碑』、 『皇帝南巡
之頌碑』 等新中国成立後発見の重要碑刻が 1/3 を占める。
整拓のほか書法的に優れたものは部分、 原寸大図版、 原石写
真を付す。 国内著名金石学者の研究文章や作者が記した碑帖題
跋や考釈を収録。 （活字 ： 繁体字）

10344813

湖南朝陽岩石刻考釈

張京華，侯永慧等著 中国社会科学出版社 B5/942 頁 / 精装
■ 18,856 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-2207-2/2018.03
●湖南朝陽巌は永州旧城西南二里瀟水西岸に位置。
唐中期に元結が開いた摩崖石刻群。
本書は近現代以来初の朝陽巌摩崖石刻全編。 詩刻 76
枚、 題刻 29 枚、 楷書 30 枚、 誌文碑記 19 枚の計 154
枚 （唐代 4 枚、 宋代 36 枚、 元代 2 枚、 明代 59 枚、
清代 37 枚、 民国 10 枚、 待考 5 枚、 附録現代 1 枚）
を収録。 拓本を収集し、 釈文と考証を掲載。
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殷墟甲骨文書体分類萃編

甲骨文可釈字形総表 上冊
王蘊智主編 河南美術出版社 A4/160 頁
■ 8,316 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5401-4208-7/2017.12
●典型的甲骨 500 余片を精選し甲骨文書体を分類編纂、 関連する
文献と考古資料を合わせて考釈、 評注及び清晰な釈文図を加えた
《殷墟甲骨文書体分類萃編》は正文 10 巻 14 冊と附録 2 冊からなる。
本書はその附録部分上下 2 冊で、 原著録拓本中から切り貼りし
18000 余字形を原寸大で収録した殷墟甲骨文可釈字形総表。 甲骨
文字形拓片にその出典と類別を注記。 各巻頭に 「ピンイン索引表」、
下冊末に 「筆画検字表」 を付す。
10344106

甲骨文可釈字形総表 下冊

A4/180 頁 ■ 8,316 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5401-4209-4/2017.12

10344471

書画名家年譜大系

沈尹黙年譜

酈千明編著 上海書画出版社 B5 小 /795 頁 / 精装 / 繁体字 （横組）
■ 13,068 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5479-1760-2/2018.06
●教育活動、 詩詞創作、 書法実践、 文化交流及び政治生活等各方
面から沈尹黙の一生について詳述する。 譜文は詳細に譜主の活動情
況を記録。 引用文は文献原稿、 原件又は初発表の報刊及び典籍を
使用し、 文献原稿、 原件等一次文献が無いものは最初の転引資料を
引用。 譜主の書法論文は篇名、 書名又は内容の概括紹介のみを収
録し、 譜主の詩詞、 対聯等は写作又は発表時間がわかるものは収録
した。 説明が必要な人物、 事件背景或いは補充材料は“ 按” 形式で
処理。 附録に 「譜主部分著述」、 巻末に 「人名索引」 を付す。

10343873

中国京劇史料編年

（１７４０－１９４９）全１５冊
李宗白，陳義敏編 学苑出版社 B5/4506 頁 / 精装
■ 126,360 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5077-5428-5/2018.03
●清 ・ 乾隆五年 （1740） から 1949 年まで （ただし、 1949
年は資料が少なく混乱しているため摘録しない）、 つまり乾
隆 ・ 嘉慶 ・ 道光 ・ 咸豊 ・ 同治 ・ 光緒 ・ 宣統の 7 朝及び
中華民国時期の京劇史料を時間順に収録し、出処を明記。
内容は京劇の形成 ・ 発展 ・ 繁栄を中心とし、 歴代政府の京劇 （戯曲含む） 編演に
関する規則 ・ 制度、 俳優の生涯 ・ 芸事 ・ 交遊、 劇団の承 ・ 散、 劇場の変遷、 上演
された新旧劇目、 各種評論文章などを含む。
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10344855

編年史

中国電視劇６０年大系－

中国伝媒大学電視劇研究所編 中国広播電視出版社
■ 8,910 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5043-8134-7/2018.06
● 「編年史」 の体例を採用し、 年 ・ 月 ・ 日の順に中
国のテレビドラマの歴史沿革中の作品 ・ 事件 ・ 現象 ・
方針政策・法律法規・管理機制・創作生産・精品力作・
市場運営 ・ 宣伝推進 ・ 理論研究 ・ 人材養成及び影
響のあった年度劇目を記述。

10344897

中華大典

B5/331 頁

芸術典・書法芸術分典 全２冊

劉天琪主編 岳麓書社出版社 B5/1568 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 28,188 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5538-0698-3/2017.11
●書家總部、 書蹟總部、 篆刻總部の三大部分よりなる。
さらに書家總部は秦漢書家部、 魏晋南北朝書家部、
隋唐五代書家部、 宋代書家部、 金元書家部、 明代書家部、
清代書家部、 書蹟總部は先秦秦漢書蹟部、 魏晋南北朝書蹟部、
隋唐五代書蹟部、 宋代書蹟部、 金元書蹟部、 明代書蹟部、
清代書蹟部、 篆刻總部は印人部、 篆刻工具部、 篆刻材料部、
篆刻作品部に分けて歴史上記録のある先秦から清代に至る書法
家及び書法作品に関する文献資料及び唐代から清代に至る記
録のある印人 （篆刻家） 及び篆刻作品の関連資料を収録する。
10344898

中華大典

芸術典・服飾芸術分典 全２冊

李之檀分典主編 岳麓書社出版社 B5/1536 頁 / 精装 / 繁体字
■ 27,216 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5538-0348-7/2017.11
● 「服飾制度総部」、 「服飾通史総部」、 「世俗風尚総部」、 「名物考釈総部」、 「服飾文化交流
総部」、 「服飾専題総部」 の 6 つの総部を設置。 先秦から清代の服飾芸術方面に関する文献資
料を収録。 歴代服飾制度の変化、様式の変化、歴代の服飾と関係する職官建置、デザイン制作、
管理サービスなどの内容を含む。

10343821

蒙古学百科全書

近現代史

蒙古学百科全書編輯委員会編 内蒙古人民出版社 A4/625 頁 / 精装
■ 19,440 円 ( 税込 ) ISBN978-7-204-14752-6/2017.05
第 1 部は近代内蒙古蒙古族の歴史、
第 2 部は現代内蒙古自治区蒙古族の歴史、
第 3 部は中国蒙古族自治州 ・ 県と散居蒙古族の歴史、
第 4 部はモンゴル国とロシアの蒙古族の歴史を叙述。
条目索引 （音序、 筆画）。 カラー。
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書籍番号          書      名                    

著者・編者  出 版 社   出版年  頁数  定価 (円)

10344759 シン式中国語学習シソーラス
…………………………関西大学中国語教材研究会編 東方書店

18/06

383

2,376

* 見出し語 （代表語） 3307 語を名詞、 動詞、 形容詞、 副詞別に分け、 ピンイン順に収録し、
語の難易度を * 印１～ 3 個で示した。 それぞれの見出し語に、発音、日本語訳、同義語群 （あ
るいは下位語、 連想語、 計 15461 語） を配列し、 中国語の新たな語彙集として利用できるよう
に工夫されている。 巻末 ： ピンイン索引。
10345343 文法の基礎をひと通り学んだ人のための中国語表現―実力アップドリル４５０問
…………………………………………………丸尾誠著 ＮＨＫ出版 18/06 126
“なぜだろう？”と戸惑
* 日本語とは違う捉え方で表現される中国語表現に出会うと、
うもの。本書は中国語的な発想をしっかり押さえ、文法テーマを明示。それらに沿って
作られた問題を数多く解くことで、多くの表現を効果的に学習することができる一冊。
＜音声 DL BOOK ＞
10345091 合格奪取！新ＨＳＫ５級トレーニングブック リスニング問題編
……………………………………………………盧尤著 アスク出版 18/07 412
*HSK5 級リスニング練習問題 : 計 576 問 + 模擬試験 1 回分を収録。さらに、単語 960 語
＋慣用句・独特の言い回し・常用語彙を使用するフレーズ 240 フレーズの音読トレーニ
ングで、リスニング力を徹底的に鍛える !
10345344 漢文研究法－中国学入門講座＜東洋文庫８９０＞
……………………………狩野直喜著／狩野直禎校訂 平凡社
18/07 238
* 内藤湖南と並ぶ京大東洋学の創始者、狩野直喜。本書は彼がほぼ百年前におこなった
一般向けの講義を嫡孫が書物にしたもの。文学 ・ 史学 ・ 哲学 ・ 地理等を総合する、不朽
の中国学入門書。
18/08 230
10345822  身近な漢語をめぐる…………………………木村秀次著 大修館
「青春」が人生の春をさすのはなぜかなど、日本と中国の詩
*「茶」に訓読みはあるか、
や文章などを挙げつつこれらの謎に思いをめぐらせて、豊かな漢語の世界を開く。
10345081  中国古代国家の起源と王権の形成
…………………………………王震中著／柿沼陽平訳 汲古書院
18/07 814
* 中国古代史研究の第一人者王震中の名著の邦訳。
18/08 367
10345914 唐代沙陀突厥史の研究＜汲古叢書１５０＞西村陽子著 汲古書院
* 唐王朝統治下にあった時代の「沙陀突厥興隆前史」を、唐代に残された漢文史料から
探る。
18/09 305
10345738  関帝文献の研究……………………………伊藤晋太郎著 汲古書院
* 関羽・関帝を研究対象とした日本初の学術専門書。
10345674 世界のなかの子規 ・ 漱石と近代日本＜アジア遊学２２１＞
………………………………………………柴田勝二編 勉誠出版
18/07 182
* 正岡子規は、写生や俳句をどのような表現手法として考え、確立させ、創作を続けた
のか。夏目漱石にどのような影響を与えたのかを詳細に考察。同時に、子規・漱石をは
じめとした日本文学の翻訳状況や、世界からどのように読まれているのかの考察、近代
文学と近代史をつなぐ論考から、近代日本をも再考する。
10345736 台湾の日本仏教－布教 ・ 交流禹 ・ 近代化＜アジア遊学２２２＞
………………………………………………柴田幹夫編 勉誠出版
18/
241
*「1895 年から 1945 年までの日本統治時代に曹洞宗、真言宗、浄土真宗本願寺派、大谷
派などの仏教教団各宗派が展開した布教活動に焦点を当てる。
10345218  中国情報ハンドブック［２０１８年版］
……………………………………２１世紀中国総研編 蒼蒼社
18/08 381
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龍門石窟考古報告
東山擂鼓台区 全６冊

10342381
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第 1 冊は
第 2 冊は
第 3 冊は
第 4 冊は
第 6 冊は

「緒言、 洞窟遺存」、
「窟前遺址、 結語」、
「附表、 附録」、
「実測図」、第 5 冊は 「洞窟遺存図版、拓片」、
「窟前遺址図版、 拓片」。

●竜門東山石窟群は、 南から北に東山南段の擂鼓台 ・万仏溝と
北段の香山寺区に集中する竜門唐代仏教窟龕の重要構成部分。
本書は竜門東山擂鼓台石窟寺の各種遺跡を記録し、 漢魏以来の
歴史変化の状況、 特に唐武周時期の寺院建築 ・ 洞窟形制 ・ 造
象題材などの面で現れる新たな変化を指摘する。
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