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清代詞話全編 全２０冊

孫克強主編 鳳凰出版社 A5/ 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 98,340 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-3063-5/2019.12
● 『宋金元詞話全編 ( 全３冊 )』 『明詞話全編 ( 全８冊 )』
に続く詞話系列の一つ。 南開大学文学院孫克強教授の
20 年に渡る清代詞学編纂の成果。
清人及び唐圭璋編纂 『詞話叢編』 の編撰方法に従い、
128 種の詞話を整理して、 撰輯者の年代順に収録。 そ
の多くは初出。 各詞話の先頭に按語を加え、 著者や版
本状況について解題。 文献の明らかな瑕疵のみ訂正を
加え、 通行本を基に校勘する。

10361600

中国歴代墓誌全集

北魏巻 全２冊
余扶危， 郭茂育主編 中州古籍出版社
B4/842 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 66,880 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5348-8786-4/2019.10
●本書は 《中國歴代墓誌全集》 の “北魏巻” で現在
見られる北魏墓誌を集大成、 401 方を収録する。 各墓
誌とも拓本図版（ 縮小）、 簡介及び釋文 （標点付） を載
せるほか、巻末にピンイン検索による 「譜主索引」 を付す。
本全集は全体で 50 余巻予定、 2020 年中に北魏 2 巻の
ほか漢磚 1 巻、 北齊北周 2 巻、 隋代 4 巻、 洛陽 2 巻
が出版の予定。
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欧洲蔵漢籍目録叢編 全６冊

張西平主編／謝輝， 林発欽副主編 広東人民出版社 A4/4062 頁 / 精装
■ 79,200 円 ( 税込 ) ISBN978-7-218-13891-6/1920.01
● 17 世紀後期から 20 世紀初頭に主に西洋の学者が編纂し
た、 イギリス、 フランス、 ドイツ、 オーストリア、 イタリア、 ロシア
などのヨーロッパ各国の公私機構収蔵の漢籍を著録する目録
を影印収録。
『大英博物館図書館蔵中文刻本、 写本、 絵本目録』
『剣橋大学図書館威妥瑪文庫漢、 満文書籍目録』
『皇家図書館臧中国図書目録』 『中韓日文図書目録』
『国家図書館中文蔵書中的 「伯希和蔵品 A」 和 「B」 目録』
『柏林皇帝家図書館臧漢満文図書目録』
『聖彼得堡皇家公共図書館東方写本与刻本目録』など 30 種。

10357989

漢語俗字叢考 ( 修訂本 )

張涌泉著 中華書局 B5/791 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-13337-0/1920.01
●俗字は正字と区別される通俗字体。 伝統文字学では俗
字は軽んじられ、 研究資料は乏しかったが、 俗字がとても
多い敦煌文書の公開に伴って状況は大きく変わった。 本
書は 『漢語大字典』 『中華字海』 を中心に、 歴代字典辞
書中の疑難俗字 3000 余条を考察。 字形の楷定、 注音、
考釈などの問題を含む。 2000 年初版。
10363113

語言生活皮書

中国語言服務発展報告 ( ２０２０)
屈哨兵主編 商務印書館 B5/337 頁
■ 4,554 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-18072-6/1920.05
●言語サービスの発展に関する報告。 内容は公共語言服務、 語言教学服務、 語言文化伝
承服務、 語言技術服務、 語言翻訳服務等、 多くの分野にまたがり、 影響は国際、 国家、 族際、
社区、家庭、箇体等多くの層に及ぶ。 機械翻訳や一帯一路における多言語翻訳等にもふれる。
10363114

中国語言生活状況報告 ( ２０２０)

国家語言文字工作委員会組編 商務印書館 B5/347 頁
■ 5,016 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-18403-8/1920.05
●国家語言文字工作委員会組編。 2019 年の中国言語生活の概況を反映。 特稿篇、
専題篇、 工作篇、 領域篇、 熱点篇、 字詞語篇、 港澳台篇、 参考篇の 8 部で構成。
用語索引。 特稿篇では、 甲骨文字発見 120 周年を記念した７篇を収録する。
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徐光啓全集

毛詩六帖講意 上下冊
[ 明 ] 徐光啓撰／朱維錚， 李天綱主編／鄧志峰点校
上海古籍出版社 A5/736 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 8,349 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-9558-7/1920.05
●上海古籍出版社 《徐光啓集》、 《徐光啓著訳集》、
《農政全書》 等を基礎に多くの近年新発見海内外佚著
佚文を増補し、 学界の最新研究成果を取り入れた
《徐光啓全集》 の一つで初めて点校排印出版される。
経学と文学の角度から 『詩経』 に詳しい説明と品評を
加え、 前代と同時代学者の研究成果を広く輯録する。

10360782

宋人別集叙録

全３冊 ( 増訂本 )

祝尚書著 中華書局 A5/1673 頁 / 精装 / 繁体字 （横組）
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-13804-7/1920.02
●本書は現存宋人別集 （詩集、 詩詞集、 文集、
詩文集、 詩文詞集等） 版本源流を考述するほか
各主要伝本の優劣得失について評述する。 今回
の出版は 1999 年初版を基礎に、 学界の新たな成
果を取り入れた修訂本。
巻末に 「《宋人別集叙録》 四角號碼索引」 を付す。

10361699 国家社科基金重大項目東亜古代漢文学史階段性成果

中国文集日本古注本叢刊
卞東波， 石立善主編

第１輯 全４冊

上海社会科学院出版社

B5 小 /2813 頁 / 精装 / 繁体字
■ 131,340 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5520-2848-5/1920.01
●本叢刊は江戸時代 （一部室町 ・ 明治時代の注本
を含む） に日本の漢学者がまとめた中国文集の注釈
本 （一部評点本を含む） 50 部を収録。 第 1 輯は別
集の注本、 第 2-4 輯は総集の注本で構成。
晋 ・ 陶淵明撰、 日本 ・ 頼山陽選評 『陶詩鈔』 （第 1 冊）
唐 ・ 杜甫撰、 明 ・ 邵傅集解、 日本 ・ 清水玄迪 ・ 宇都宮遯庵
補注 『鼇頭増広杜律集解』 （第 1-2 冊）
唐 ・ 釈貫休撰、 日本 ・ 海門元曠注 『禅月大師山居詩略注』
など 14 部を影印収録。
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10361781 当代中国学術思想史叢書

当代中国古代文学研究
( １９４９－２０１９) 上下巻
梅新林， 曽礼軍等著 中国社会科学出版社 B5 小 /1396 頁
■ 24,651 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-5471-4/2019.12
●建国 70 年来の学術主潮の変化を主線として、 建国初期の新学術
伝統の確立、 社会学主張の隆盛、 改革開放後の学術転換における
美学意識の突発的発生、 新方法熱の広範な影響、 文学本位の内在
回帰などを整理 ・ 指摘。 学科交流融合の多元発展 ・ 中外比較の見
通しや新世紀以来の最新の傾向についてまとめて評価を行う。
10361697 当代中国学術思想史叢書

当代中国文芸学研究 ( １９４９－２０１９) 上下巻
陶東風等著 中国社会科学出版社 B5 小 /851 頁
■ 15,246 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-5326-7/2019.12
●各種文芸学思潮を整理、 文芸学発展の内在脈絡を分析。 文壇秩序の構築と文
芸学新話語の基本的確立、 文芸と政治の関係についての討論、 人間性と人道主義
についての討論、 新方法論と文芸学の科学主義思潮、 日常生活の審美化と文芸学
の学科再認識など全 27 章。

10362436

蕭紅全集 全３冊

蕭紅著／林賢治編注 人民文学出版社 A5/1359 頁 / 精装
■ 11,979 円 ( 税込 ) ISBN978-7-02-014582-9/1920.02
●蕭紅 (1911 ～ 1942) の作家生活 10 年 (1931 ～ 42) における (
共著や重複を除く ) 詩、 散文、 小説、 書信などの全作品を４期に
分け、 発表順に収録。 各篇先頭に解題を加え、 粗筋、 関連思想
などを記述。 また人名、 地名などは脚注に記載する。 附 ： 年表。

10362404

林紓集

全１０冊

江中柱， 閔定慶等編 福建人民出版社 B5 小 /6088 頁 / 精装
■ 73,920 円 ( 税込 ) ISBN978-7-211-08173-8/1920.04
●林紓 (1852-1924) は近代文学家、翻訳家。 デュマの 「椿
姫」 をはじめ各国 170 種余りを翻訳して 「林訳小説」 とし
て中国文壇に影響を与えた。 本書は可能な限り林紓の手
稿や在世時に編定した底本、 及び原文が掲載された刊行
物の影印本を底本として簡体字横組で採録。 校勘脚注以
外に注釈を施さず、 原貌を留めた編集をしている。
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葉秀山全集 全１２巻

葉秀山著 江蘇人民出版社 B5 小 /5835 頁 / 精装
■ 73,920 円 ( 税込 ) ISBN978-7-214-23698-2/2019.11
●中国の著名哲学家、 美学家葉秀山 （1935-2016） の
全既刊専著、 学術期刊上発表の論文及び一部の筆記、
札記、 書信及び講演録を分類集大成。
《京劇流派欣賞》 《前蘇格拉底哲学研究》 《書法美学引論》
《美的哲学》 《愉快的思》 《葉秀山学術文化随筆》 《葉秀山文集 ・ 哲学巻》
《葉秀山文集 ・ 美学巻》 《葉秀山文集 ・ 散文随筆巻》
《学与思的輪回－－葉秀山 2003-2007 年最新論文集》 《美学論文補遺》
《哲学論文補遺》 《散文随筆補遺》 《訪談演講補遺》 など 32 種を収録する。

10362303

東亜古典研究会叢刊甲編

論語義疏

上下冊

劉玉才編 北京大学出版社 B5 小 /1578 頁 / 精装 / 繁体字
■ 22,770 円 ( 税込 ) ISBN978-7-301-30932-2/2019.11
●皇侃《 論語義疏》 は南宋中期頃には中国で失われたが、
日本に伝承され江戸時代荻生徂徠の門人、根本遜志 （武夷）
が足利学校蔵本の中に発見し寛延三年 （1750） に校刊、 清
乾隆 36 年 （1771）、 中国に逆輸入された。
清末、 足利学校と交渉の末、 足利学校蔵古抄本も影抄本として中国に戻った。
北京大学劉玉才教授は日本の影山輝國教授の協力のもと、 北京大学図書館でこ
の影抄本を発見。 本書は、 上冊に根本遜志本、 下冊に影抄足利学校蔵古抄本
を影印収録、 併せて劉玉才教授、 影山輝國教授、 陳捷教授の研究文章を付す。

10358625

北方民族大学学術文庫

西夏訳華厳宗著作研究
聶鴻音， 孫伯君著 寧夏人民出版社 A4/799 頁 / 精装
■ 23,760 円 ( 税込 ) ISBN978-7-227-07015-3/2018.12
●本書はロシア科学院東方文献研究所の黒水城特蔵中
から 5 部の華厳禅宗著作を取り上げ解読する。 解読依
拠の西夏原件は蒋維崧、 厳克勤が中ロ合作協議に拠り
2000 年サンクトペテルブルクで撮影した写真。 各文献の解
読は釈読、 訳文、 注釈の三部分から成り、 西夏原文に標
点及び分段を加えた。
釈読は西夏録文、 擬音、 漢文対訳と訳文の四行を対照、
そのほか巻末に西夏文学習に役立つ夏、 漢詞語対照索引
及び附録として西夏文原文図版を付す。

亜東書店

－5－

亜東書店
10358924

新着・近刊図書案内

No. 109/ 2020 年 8 月

中華大蔵経 続編７－１８

中華大蔵経（漢文部分）続編
漢伝注疏部（１）全１２冊
中華大蔵経続編編委会編 中華書局
B5/7398 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 132,000 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-14217-4/2019.12
● 《嘉興藏》、 《卍續藏》、 《頻伽藏》、 《大正藏》、
《普慧藏》 等各版大蔵経及び敦煌文献、 房山石
経中から 《中華大藏經（ 漢文部分）》 に未収録
の重要佛教典籍を選び点校を施す。
“漢傳注疏” 部分は漢地及び古代朝鮮、 古代日
本の漢地佛教と関わりがある著述中、 インド佛教、
南傳佛教、 蔵傳佛教典籍に関する注疏及び復疏
713 種を収録、 12 輯よりなる。
第 1 輯は般若類を主とした注疏 144 種で、 僧肇
《金剛經注》、吉藏 《仁王般若經注疏》、慧能 《金
剛經解義》、 江味農 《金剛經講義》 など重要著
作を収録する。

10362564

漢伝注疏部（２）全１３冊

【予約受付中】 B5/ 精装 □予価 132,000 円 ( 税込 )
ISBN978-7-101-14490-1/1920.06 出版予定

●本書収録法華類解経着作共 34 種， 包括竺道生 《妙法蓮花経疎》、 吉蔵 《法華玄論》
《法華義疎》、 棲復 《法華経玄賛要集》、 智旭 《妙法蓮華経玄義節要》 等重要文献。
10360779

漢伝注疏部（３）全１２冊

B5/ 精装 / 繁体字

■ 132,000 円 ( 税込 )

ISBN978-7-101-14283-9/1920.03

本書為漢伝注疏部第三輯，收録以法華、華厳類為主的解経著作共 58 種，包括憨山徳清《妙
法蓮華経通義》、藕益智旭《妙法蓮華経台宗会義》、元暁《金剛三昧経論》、吉蔵《華厳遊意》、
法蔵《華厳経探玄記》、澄観《貞元新訳華厳経疏》等重要文献。
10363341

漢伝注疏部（４）全１３冊

【予約受付中】 B5/ 精装 □予価 132,000 円 ( 税込 )
ISBN978-7-101-14527-4/1920.07 出版予定

●本書収録華厳類解経着作共 26 種， 包括法蔵 《華厳経探玄記》、 慧苑 《続華厳略疎
刊定記》、 澄観 《貞元新訳華厳経疎》 《大方広華厳経疎抄会本》 等重要文献。
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中国道教通史 第１巻

卿希泰， 詹石窗主編 人民出版社 B5 小 /642 頁 / 精装
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-01-021717-8/2019.12
●全 18 章５巻よりなる道教通史性著作。 道教発生、 発
展及び変遷の歴史法則を客観的に総括、 道教自体の発
展及び政治、 経済、 文化、 思想等各方面との関係につ
いて広範囲な研究を行う。
本書は 1996 年出版 《中国道教史》 を基礎に修訂増補。
第１巻は先秦至南北朝時期の道教部分。 第一章第五節、
《黄帝内経》医学思想及其対道教的影響、第二章第三節、《老子想爾注》論述の一部内容、
第三章第四節 《老子中経》 成書及其基本思想の一部内容、 第五、 六節、 葛洪の科技
成就の一部内容等を増補。 巻末に 「人名 （神仙名） 索引」 「其他名詞術語索引」 を付す。
10362886

第２巻

864 頁

■ 18,216 円 ( 税込 ) ISBN978-7-01-021713-0

●第２巻は隋唐至北宋時期の道教部分を収録。 第五章第一節第二部分 “隋代道官
制度”、 第二節第三部分 “唐代国家齋醮活動”、 第三節第三部分“ 叶法善” に関す
る一部内容、 第四節第三部分 《“ 服気精義論》”、 第四節第五部分“ 李筌的 《黄帝
陰符経疏》”、第五節第二部分 “張万福対道教科儀的整理” 及び第四部分 “唐代《 道
藏》 与敦煌道経”、 第六節第二部分“ 李淳風注 《十部算経》” 等を増補。
10362887

第３巻

694 頁

■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-01-021714-7

●第３巻は金、 南宋至明代中葉時期の道教部分を収録。 第八章第一節 “金代的社
会状況与統治者対宗教的態度” を新増、 第二節修訂増補、 第三節修訂、 第四節
修訂増補、 第七節増補、 第九章第一節 “蒙元時期的社会状況与統治者対宗教的
態度” を新増、 第三節増補、 第四、 五、 六節修訂、 第七節修訂増補、 第九節修訂、
第十、 十一節新増、 第十章第二、 三節修訂増補、 第四節増補、 附録 《南宋金元至
明代中葉道教大事記》 修訂。
10362888

第４巻

653 頁

■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-01-021715-4

●第４巻は明後期至民国時期の道教部分を収録。 第十一章第一節修訂増補、 第三、
四、 五、 六、 七、 八節修訂増補、 第十二章第二節修訂増補、 第五節増補、 第六節
修訂、 第七節新増、 附録 《明後期至民国時期的道教大事記》 修訂。
10362889

第５巻

732 頁 ■ 15,444 円 ( 税込 ) ISBN978-7-01-021716-1

●第５巻は新たに増やした当代中国道教と海外道教部分で、 第十三章“ 道教在新中
国成立後的重整与改革開放的崛起”、 第十四章 “改革開放以来中国大陸道教研究
的勃興”、 第十五章“ 港、 澳地区道教的伝播与研究”、 第十六章 “台湾地区道教
的流布与研究”、 第十七章“ 道教在世界各地的伝播和影響”、 第十八章“ 海外的
道教研究” を収録、 附録に“ 新中国成立後大陸道教大事記 （1949-2012）”。
“港澳台地区道教大事記”、 “海外道教大事記” を付す。
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点校本二十四史修訂本

梁書（修訂本）全３冊
［唐］ 姚思廉撰 中華書局 A5/1006 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 10,890 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-14398-0/1920.06
●南朝梁王朝 56 年の歴史を記載。陳の姚察の遺志を継いで、
子の姚思廉が貞観十年 （636） に完成させた。 1973 年初版。
今回、 商務印書館が北平図書館蔵宋大字本 （欠巻は上海
涵芬楼蔵元明遞修本で補う） に拠り影印した百衲本を底本と
し、 台北国家図書館がかつて所蔵した北平図書館宋大字本
のマイクロフィルムを通校本として修訂。

10362474

古代帝範文献薈要解題 全６冊

翟双萍， 周延良著 学苑出版社 B5/3330 頁 / 精装 / 繁体字
■ 79,200 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5077-5905-1/1920.04
●中国古代の帝範文献 17 種を収録。 「解題」 で
各種文献の基本状況 （書名・ 巻数 ・ 撰述者など）・
版本 ・ 作者及び勅命を受けた撰者を考証紹介。
唐 ・ 李世民撰 『帝範』 は文淵閣 『四庫全書』 本、
明 ・ 朱元璋撰 『資世通訓』 は明洪武八年 （1375） 内務府刻本
明 ・ 朱元璋勅命編撰 『皇明祖訓』 は明洪武年間礼部内務府刻本
明 ・ 朱棣編撰 『聖学心法』 は明永楽七年 （1409） 内務府刻本
明 ・ 朱祁鈺勅命編撰 『歴代君鑑』 は明景泰四年 （1453） 内務府
司礼監刊本に拠り影印。

10363240

北朝研究 第１０輯

中国魏晋南北朝史学会，
山西大同大学雲岡文化研究中心等編
科学出版社 B5/175 頁
■ 8,349 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-063113-8/2019.12
●北朝 （含む十六国と南朝） 歴史研究論文 16 篇を収
録。 異なる視点からこの時期の政治、 経済、 軍事、 文
化等に新たな探究を行ったもので、 この分野におけるこ
こ数年の研究成果及び学術水準を表している。
北魏財政与政府治理論析 ( 王万盈 )
德性与政治－北魏士大夫政治的形成及其原因探析 ( 李磊 )
平城宮殿与北魏前期政治 ( 徐美莉 ( 馬志強 )
道武帝平定河北与北魏在北方的迅速崛起 ( 王仁磊 ) 等。
－8－

亜東書店

亜東書店
10361687

新着・近刊図書案内

No.109/ 2020 年 8 月

共産国際聯共 （布） 与中国革命档案資料叢書

聯共 ( 布 ) 共産国際与
中国国民革命運動
1920-1927( 第 1-6 巻 ) 全６冊
中共中央党史研究室第一研究部編訳
中共党史出版社 B5 小 3846 頁
■ 29,205 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5098-5247-7/1920.0
●书稿是《联共 ( 布 )、共产国际与中国》
的中译本，根据莫斯科 1994 年俄文版翻译。
收录了 205 份文件，反映了联共 ( 布 )、共
产国际与中国革命的关系，对于研究中共党
史、中国革命史、中国近现代史、中外关系
史具有重要的文献价值和参考意义。
10361688

聯共 ( 布 ) 共産国際
与中国蘇維埃運動
1927-1937( 第 7-17 巻 ) 全１１冊
5609 頁 ■ 44,308 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5098-5337-5/1920.01
●根据莫斯科 1994 年俄文版翻译。收录了400 余份文件，反映
了联共 ( 布 )、共产国际与中国革命的关系，对于研究中共党史、
中国革命史、中国近现代史、中外关系史具有重要的文献价值和
参考意义。

10361689

聯共 ( 布 ) 共産国際与抗日
戦争時期的中国共産党
1937-1943( 第 18-21 巻 ) 全４冊
2313 頁 ■ 18,073 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5098-5246-0/1920.01
●根据俄文版翻译。收录了 300 份文件，反映了联共 ( 布 )）、
共产国际与中国革命的关系，对于研究中共党史、中国革命史、
中国近现代史、中外关系史具有重要的文献价值和参考意义。

亜東書店
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民国教育史専題研究叢書

民国社会教育研究
周慧梅著 湖南教育出版社 B5/659 頁 / 精装
■ 13,013 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6532-1/2018.12
●晩清社会教化の変遷、 南京臨時政府時期 （1912）、
北洋政府時期 （1912-1916)、 政府時期 （1916-1927）、
南京国民政府時期 （1928-1937）、抗戦建国時期 （19371945）、戦後復員時期 （1945-1949） の社会教育を叙述。
民国時期の社会教育者集団を分析し、 社会教育学科化
建設について検討。 索引。

10362753

民国郷村教育研究

曲鉄華著 528 頁 ■ 10,769 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6495-9/2018.12
●民国時期の郷村社会の変遷、 郷村幼稚教育の発展、 郷村基礎教育の
変遷、 郷村師範教育の変遷、 郷村職業教育の推進、 郷村民衆 ( 社会 )
教育の変革、 郷村教育思潮、 郷村教育の主要特徴と基本経験。 索引。

10362754

民国教育学術研究

侯懐銀著 403 頁 ■ 8,228 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6494-2/2018.12
●民国時期の教育学術発展、 教育学学科体系の構築、 教育学術人材養
成、 学術研究機構、 教育学術期刊、 教育学術出版機構。 大事記、 索引。

10362755

民国教育社団研究

張礼永著 421 頁 ■ 8,228 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6531-4/2018.12
●民国教育社団の遡源と鳥瞰、 教育会と地方教育、 教育会連合会と全国
教育、 教育社と専門教育、 教育学会と教育学術、 教育学術団体の大連合。
索引。 重要章程と法令、 大事記。

10362756

民国高校教師生活研究

王建軍著 589 頁 ■ 11,803 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6529-1/2018.12
●民国高校教師生活研究の歴史定位、 高校教師共同体の建造、 高校教
師の物質待遇、 高校教師の教学生活、 高校教師の学術生活、 高校教師
の日常生活、 全面抗戦時期の教師生活、 生活風貌と文化担当。 索引。
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民国義務教育研究

熊賢君著 598 頁 ■ 11,979 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6530-7/2018.12
●義務教育の推進の過程、 義務教育の行政管理と監督、 義務教育の
期限と実施機構、 義務教育の課程と教学、 義務教育教員の職前職後
の教育、 私塾の利用と改造、 女子義務教育の実施、 義務教育経費の
資金調達。 索引 ( 法律法規、 人名、 書名等 )

10362758

民国中小学教科書研究

石鴎著 444 頁 ■ 9,075 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5539-6498-0/2018.12
●現代教科書の萌芽、 民国初期教科書の発展、 新学制と教科書発展
の新展開、 三民主義教育と教科書のモデル化、 教科書の国定制とその
結末、 民国時期の特色ある教科書。 索引。 附 ： 晩清留日学生編撰
( 訳 ) の教科書目の部分。

中国社会学史
第１巻群学的形成 上下冊

10362088

景天魁主編 中国社会科学出版社 B5 小 /859 頁 / 精装
■ 21,186 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-5711-1/2019.10
●群学形成の社会基礎と思想基礎を詳述し、 群学
は先秦中華文明の結晶であり、 春秋戦国社会激変
の産物であり、 先秦に台頭した士階層の知恵の集成
であることを論証。 多くの文献から 100 個余りの群学
命題を整理・精選し、群学元典の形態を構成。 索引。

10363072

中国投入産出表（２０１７）

国家統計局国民経済核算司編 中国統計出版社 B5/665 頁 / 精装
■ 13,310 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5037-9096-6/2019.12
●《中国 2017 年投入产出表》是由国家统计局国民
经济核算司编辑完成的反映 2017 年中国投入产出情
况的统计资料。本书遵循国际标准，结合我国实际
情况，编制完成中国 2017 年供给使用表。本书内容
共分为三个部分 ：第一部分，中国 2017 年投入产出
表和供给使用表概述 ；第二部分，中国 2017 投入产
出表和供给使用表 ；第三部分，附录。
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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（10％）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 490 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 330 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)
19/12 354
10360428  国学研究 第４２卷…………………………袁行霈主编 北京大学
3,960
* 论文集收录 13 篇论文，内容涉及音乐戏曲艺术、文学、哲学、语言学、文献学等专业论题，
分别是《笛与宋词演唱》
《中国戏曲形成模型假说》
《论杜甫五言长篇咏怀诗的创作》等。
19/12 315
凰
10361766 古籍研究 总第７０卷…………古籍研究编辑委员会编 凤
5,445
* 文史専論:施肩吾及第、帰隠相関問題新考(菫雙)等４篇、目録与版本:《五音集韻》版本考述(張
義)等５篇、校勘与注釈:７篇、文献輯考：２篇、古文字研究：５篇、その他８篇。(繁体字横組)
精 5,445
20/03 426
10360785  校雠广义－版本编（修订本）………程千帆，徐有富著 中华书局
*《校讎廣義》はこの分野の研究中最高水準の著作で版本編、校勘編、目録編、典蔵編の
四編からなる。本書版本編は主に版本学の名称と功能、文献媒体、紙書の装式、雕印本
の種類、雕印本の鑑定、非雕印本の区分と鑑定など 8 部に分けて紹介。今回の修訂本は
原著を基礎に文字訛誤を正し、新観点、新材料を取り入れ一部章節を調整、さらに内容
を充実させた。
（繁体字横組）
20/03 410
10360786  校雠广义－目录编（修订本）………程千帆，徐有富著 中华书局
4,554
* 目録編は目録と目録学、目録の構成及びその効用、目録の著録事項、目録の分類沿革、
綜合目録、学科目録、特殊目録、目録の編制等について紹介。
（繁体字横組）
精 4,554
20/03 390
10360787  校雠广义－校勘编（修订本）………程千帆，徐有富著 中华书局
書面材料錯誤の類型、
書面材料発生錯誤の原因、
校勘の資料、
* 校勘編は校勘学の界義と功用、
校勘従事に必要な知識、
校勘の方法、
校勘成果の処理形式等について紹介する。
（繁体字横組）
精 4,488
20/03 385
10360788  校雠广义－典藏编（修订本）………程千帆，徐有富著 中华书局
* 典蔵編は主に典蔵学の設立と典蔵の功用、典蔵単位、図書収集、書籍亡佚、図書保管、
図書流通について紹介する。
（繁体字横組）
20/01 286
10361578  敦煌写本《籯金》系类书整理与研究…………高天霞著 社会科学
5,929
*『籯金』は唐代人の編纂した小型類書。本書は、研究篇では『籯金』系類書写本の改
編と伝抄系統を改めて整理し、文献学・言語文字学や訓蒙などでの価値を指摘。異文現
象を分析し、異文の特徴と成因を集約。校録篇では『籯金』写本の内容に対する全面的
な校録・注釈を進める。索引。＜中国社会科学博士後文库＞
20/05 753
10361662 福建历代刻书家考略 上下册…………………方彦寿著 中华书局
10,769
* 本書は幅広く正史、地方志、家（族）譜及び摩崖、碑刻等史料を利用し、宋から清に至る
福建省（含む建寧府、福州、泉州、興化軍地）の官、私坊刻書家 812 人の平生及び刻書事
迹を系統的に整理、研究したもので、彼ら福建の刻書活動について逐一考述又は辨析を加え、
学界従前の古籍刻本刊印地点、刻本年代、刻本性質の判定誤りを正しており福建地方出版
史研究と中国古代出版史研究にたいへん役立つ。＜国家社科基金后期资助项目＞
19/12 423
10362653 常熟翁氏藏书研究＜翁氏文化研究丛书＞……曹培根著 广陵书社
3,828
* 翁氏蔵書の地域背景と典型意義、翁氏蔵書の形成、翁心存と子同書・同爵・同龢蔵書、翁氏曾字・
孫字・之字・慶字輩蔵書、 翁氏蔵書印章・蔵書題跋・蔵書目録・収蔵精品などについて論述。
－ 12 －
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===============【 ◆言語・文字 】===============
20/03
（２０１９) ……咬文嚼字编辑部编 上海文艺
10361805  咬文嚼字［合订本］
* 汉语·语法分析。全国知名的《咬文嚼字》杂志，从 1995 年开始每年出版一本合订本，

3,828

分为平装与精装两种装帧形式，满足不同读者的差异化需求。这是 2019 年度的《咬文嚼字》
合订本。
19/12 727 精 10,164
10360350 韩国汉文辞书史料学………………………………王平著 上海辞书
『訓蒙字会』
『字類注釈』
『全韻玉篇』
『第五遊』
『新字典』
『字林補注』
* 韓国の歴代漢文字典 16 種（
など）
、歴代詞典 10 種（
『財物譜』
『広財物譜』
『方言類釈』
『古今訳林』
『訳語類解』など）
、
歴代漢文韻書 8 種（
『華東正音』
『東国正韻』
『四声通解』など）
、歴代汉文字譜 9 種を収録。
精 3,696
18/11 226
10356720 汉语大字典疏证札记……………………………贺可进著 山东大学
* 第二版『漢語大字典』の字の釈義のミスについての研究成果を収集。一部の字の注音・
字形・例証の不適当な所を解釈考証。原書の通し番号や音序検字法に応じて漢字 535 個
を分析研究し、検討を要する問題を提出。索引（ピンイン）
。
精 4,752
18/11 488
10356606 汉语大词典词目商补……………………………贺可进著 山东大学
『
の詞目釈義のミスについての研究成果を収集。
『漢語大詞典』
の一部詞目の立目、
* 漢語大詞典』
立義、釈義、例証、詞目関係の誤りと手落ちを補正・検討し、詞目 1200 条を分析研究。索引。
10362501 新课标部编版小学生现代汉语词典＜新课标部编版小学生系列工具书＞
…………………………………………………陈瑞主编 商务国际
19/01 828
3,069
*『義務教育語文課程標準 (2011 年版 )』と小学語文教材に準拠。親字 4700 字、32000 語
彙（うち成語 5000 余語）
、例句 9000 余句、常用搭配 8000 余語、挿絵 200 余枚を収録。
19/09 278
10361306 江淮俗语风韵…………………………………王崇国编著 安徽人民
2,156
* 韻部に依拠し、蘇皖江淮地区の俗語・ことわざを収集。16 個の韻部に分け、各韻部は
数個から数十個の韻語で構成。
19/12 128
10361802  汉语新词语（２０１８）………………………邹煜主编 商 务 印
2,156
* 中国伝媒大学鄒煜主編、今回で 13 年目。2018 年誕生の新詞・新語・新義・新用法を
ピンイン順に収録。相関詞語と知識窓コーナーを新設。
20/03 294
10361803  当代汉语流行构式研究…………………………张谊生著 上海三联
3,696
* 当代流行構文構造形式の 3 大類別複文・単文と短語に依拠し、12 個の種類と性質の当
代流行構文を分析・探究。
20/03 286
10361655 谈徵………………………［清］伊秉绶撰／曾昭聪点校 中华书局
3,894
* 俗語辞書。名部・言部・事部・物部に分かれ、対応する語句を収録。今回、1987 年上
海古籍出版社影印本を底本として整理。音序索引。
（繁体字横組）
19/12 324
10361665 明代汉语扩散研究………………………………孙春颖著 吉林大学
6,358
* 明代漢語文拡散的歴史条件、建立与漢語拡散的内容——兼談明代語言規劃的動机和維度、
明代移民活動与漢語的地理拡散、漢語的異体拡散、特点及模式、対漢語国際伝播的啓示。
20/02 477 精 23,760
苑
10362109 尔雅音图音注研究论集……………………………冯蒸著 学
*《爾雅音圖》音注は宋初中原地区漢語官話語音研究の珍貴資料で、声母、韻母、声調及
び總論四方面から詳述、宋代音韻の変遷と合流を探究、総括しており極めて学術価値が
高い。巻末附録に《爾雅音圖》注音條目總表、
「爾雅音圖》注音字表等を付す。
（繁体字横組）
10362211 说文解字（点校本）上下册＜中国古代语言学基本典籍丛书＞
……………………………［汉］许慎撰／陶生魁点校 中华书局
20/04 648
4,488
* 中国で初めて系統的に字形を分析し、字源を研究した文字学著作。今回、陳昌治本を
底本として整理。索引（音序、筆画）
。
（繁体字横組）
20/02 306
10360780  尔雅＜〃＞……………………………周远富，愚若点校 中华书局
3,003
『四部叢刊初編』経部所
* 中国最初の辞書。豊富な一般語句や百家名詞を収録。今回、
収鉄琴銅剣楼旧蔵宋刊本を底本として整理。索引（音序、筆画）
。
（繁体字横組）
19/12 383
10360347 漢日礼貌語対比研究……………………………丁尚虎著 外語教研
4,950
* 取材調査を通じて中国の日本語学習者の丁寧語の使用現状を明らかにし、日本・中国
の大学生と社会人の丁寧語運用面での差異や原因を解明する。
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19/07 289
10356195 汉日同形词计量研究＜卓越学术文库＞………王志军著 郑州大学
* 計量方法を主として、同形詞の定義や文字学及び語音学分析、同形詞の語義比較等か

5,445

ら研究を進める。漢日同形詞の字形、声調、語義、詞性の比較を通してその概念と特徴
を体系化する。
10361585  当代中国语言学研究（１９４９－２０１９）＜当代中国学术思想史丛书＞
………………………………………………李宇明主编 社会科学
19/10 725
14,190
* 理論・方法・領域の進展などの面から整理。内容は、語音研究、文字学研究、語彙学研究、
語義学研究、現代漢語語法学研究、漢語語法史学研究、修辞学研究、語用学研究、漢語
方言学研究、漢語教学研究、少数民族言語研究などを含む。索引。2016 年初版。
10361587  邢福义文集 第１１卷２１世纪现代汉语教材选录
精 7,744
………………………………………………邢福义主编 华中师大
19/10 498
* 新世紀の需要に適応するために、教育観念の変化、教学内容の更新、教学方法の改革
を推し進める。導論、語音、語彙、語法、文字、応用の全 6 章。
19/12 187
10361588  汉语“个”字构式的隐性量及其类型学研究…周清艳著 暨南大学
3,696
“V 个 VP”
“整个一个 X”
“那叫一个 X”等の構式の分析により、隐性量に関連
*“V 个 N”
する句法語義の相互関係を描写し、共時と歴時の角度から隐性量の意義形成の動因と機
制を考察、多言語との比較から漢語の隐性量の特徴を浮き彫りにする。
10361666 现代汉语批评性话语标记研究＜匡时人文社科文库＞
……………………………………………………刘焱著 上海财大
19/12 260
5,148
精 3,696
20/04 188
10361661 小篆形声字研究（修订本）……………………李国英著 中华书局
*『説文』の小篆字系を元に、小篆形声字の来源と界定、個体字符分析と系統描写、構件功能、
義符系統、声符系統について記述。初版 96 年 3 月。＜民俗典籍文字研究中心说文学研究丛书＞
19/12 206
10362108  新中国文字改革＜中华人民共和国史小丛书＞王爱云著 北京古籍
2,772
*1950 年代から 80 年代に及ぶ文字改革の経緯を、漢字簡化方案、漢語拼音方案，普通話
の普及などを中心に記述する。
19/12 498
10362378  汉语言文字理论与应用研究………刘钦荣，刘安军主编 中国社会
4,488
* 鄭州師範学院文学院の言語学研究者12名による執筆。漢字の特質と詞語や新語への運用、
短語や句の構造と効能、
語義と認知、
言語文字の芸術表現の策略と技巧、
社会と教育の功用。
20/02 351
10362379 聊斋俚曲集俗字研究……………………………董绍克著 商 务 印
3,080
*『聊斎俚曲集』は清初作家蒲松齢の中国通俗説唱作品集。本書は『聊斎俚曲集』中の
俗字を形・音・義の面から分析・解釈。
20/01 389
10362490 赵撝谦六书本义研究＜宁夏社会科学院文库＞张治东著 社科文献
7,744
“形”
“義”分析を基礎に六書理論が創立、
《説文解字》
* 漢代学者による大量の漢字“音”
以後六書理論に対し不断に批評、修正及び補充が行われ、六書研究に潜心した明代学者
趙撝謙は《六書本義》を完成させた。本書は趙撝謙《六書本義》の綜合考察を基礎に古
今学者の六書理論に関する観点を比較、六書理論及び《六書本義》に関わる俗字、異体
字、古今字、同族字等文字学現象を分析、帰納した。
19/11 295
10359954 唐五代写本韵书中的切韵原貌研究……………万迪军著 武汉大学
3,696
* 現有《切韻》研究史料を参考に中国伝統学術思想を綜合的に分析、比類思惟の角度か
ら唐五代写本《切韻》及びその残巻について詳しい比較分析を行うとともに現代のコン
ピュータ－技術を運用し、分析論証を通して既に失われて久しい《切韻》原貌を探る。
巻末附録に《切韻》原本を付す。※ 附録のみ縦組繁体字排印。
18/08 264
10350076 清末民初新词语研究……………………………刘晓颖著 对外翻译
3,828
* 清末民初の新語句の形式・内容・意義・出現や導入方式を探究、新語句発展の動態過程を提示し、
現代漢語語彙の前段階の特徴や変化法則を発見。近代や新時期の現代漢語新語句の対比研究を
通じて、語彙中の系統関係を探究し、漢語語彙発展の歴史動因に対する認識を深化させる。
19/12 195
10360348  汉语俗语与心理学的本土化……………………吕斐宜著 九州
5,445
* 漢語俗語と心理学の内在関係や漢語俗語に含まれる心理学思想と心理学知識を検討
し、心理学の基本理論、心理学現象などを体現する漢語俗語を整理。
－ 14 －
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10360736 漢日語言中数及含数四字成語対比研究（日文版）＜当代外語研究論叢＞
……………………………………………………李葉著 上海交大

19/11

231

5,148

。数字の意味拡張、
*『日中両言語における数字及び数字を含む四字熟語の対照研究』
日中両言語における数字を含む熟語の対照考察、数字を含む熟語から見られる日中
文化。
19/12 509
华
10361589  汉语构词的历史考察与阐释……………………崔应贤著 新
5,929
* 上編は複合式合成語の諸問題を論述し、典型的な複合語の発生発展を叙述し、その中
の複雑性を説明。下編は漢語付加式合成語の歴史変化を分析解釈。
19/12 622 精 11,979
10361590 汉语名词铺排史…………………………………吴礼权著 暨南大学
* 先秦両漢魏晋南北朝詩歌・全漢賦・全唐詩・五代詩・全金詩・唐五代詞・全元曲など
の文学作品の調査と分析、宋詩・元詩・明詩・清詩・現代白話詩及び宋金元詞・明清詞
の代表作家作品の調査と統計分析、唐代小説・現代小説・現代散文・古今対聯などの作
品の調査を通じて、漢語名詞手配テキスト構築の歴史の源流を考証し、漢語名詞手配テ
キストの篇章配置モデルと構造モデル上の進化発展を描写。
10361804  近代中日词汇交流的轨迹 ：清末报纸中的日语借词
…………………………………………………朱京伟著 商 务 印
20/01 535
5,445
* 日本語の借用語が漢語に入った全盛期に当たる清末の新聞 5 種をテキスト資料とし、語彙史
研究の方法を利用し、
語句調査を通じて、
日本語借用語が漢語に入る歴史過程を指摘。語句索引。
19/10 324
10362246 近代汉语颜色词研究……………………………赵晓驰著 社会科学
5,753
* 唐宋から元明清の色のカテゴリー 10 種について、メンバー構成・新語挙例・造語特徴など
の角度から描写分析。漢語顔色詞の唐宋から元明清、
さらに現代漢語までの変化の歴史を整理。
20/03 292
10362247 汉魏晋南北朝石刻文献语素研究………………刘秀梅著 社会科学
6,534
* 毛遠明編著《漢魏六朝碑刻校注》に記録された語素を主な研究対象とし、漢魏晉南北朝石
刻語素データベースを設立し、この閉鎖性語言材料の語素について描写、分析したほか《漢
語大詞典》と比較を行ない、儒佛道文化の影響の下、漢魏晋南北朝時期の異なる種類の石
刻文献の用語中における漢語語素の様子及びその特点を明らかにする。
（繁体字横組）
10349134 功能视角下的现代汉语时间系统研究＜当代社会科学学术文库＞
…………………………………………张存玉，何伟著 外贸经大
18/11 216
3,003
精 7,689
18/12 496
10356717 邢福义文集 第４卷中青年时期两本语法书…邢福义著 华中师大
*『現代漢語語法知識』は現代漢語語法の基本概念を知識ポイントの角度から解説。文、
文の要素、作文単位の語や句などの知識を含む。
『現代漢語語法』では、語・品詞の区
分や句と文、文の要素の知識を語法と語法学の角度から解説。
精 5,753
19/08 310
10357306 现代汉语三大类实词多功能性的多维思考………刘江著 吉林大学
* 言語類型学、品詞区分基準、カテゴリー化と構文文法の視角から、現代漢語の 3 大実
詞の多機能性問題を研究。＜学者文库＞
19/10 312
10359956 现代汉语词汇学＜博雅语言学书系＞………符淮青主编 北京大学
4,488
19/08 179
10361591 名＋名式四字格临时短语固化研究………………连佳著 山东大学
1,925
* 語料庫 ( コーパス ) により「名＋名」の四字格を整理。臨時短語の動態と固定短語の
静態との比較分析を通して、臨時短語から固定短語への移行の過程を検証する。
20/01 623
10361592 现代汉语状语及相关结构考察…………………李杰等著 上海三联
4,554
（時間・情状・範囲副詞を含む）
の状語となる時の関連構造の構文・
* 正編は助動詞及び副詞
語義や語用面での特徴を考察。副編は各種状語成分と関連する構造の特徴を考察。
20/04 294
10361741 华语语系十讲＜联经评论＞…李育霖主编／王德威等著 Ｔ 联 经
3,696
精 5,995
20/01 293
10361806  汉语人称代词流变＜多维人文学术研究丛书＞陈翠珠著 中国书籍
* 人称代名詞の概念を定義。漢語人称代名詞を典型人称代名詞・話題人称代名詞・非典
型人称代名詞に分けて考察。漢語人称代名詞の変異使用と発展状況を論述。
20/03 349
10362176 语法化理论的汉语视角……………………………彭睿著 北京大学
5,445
* 語法化理論の方法で漢語歴時形態構文の変化を観察するだけでなく、漢語歴時形態構
文変化の現象で既存の理論を実証あるいは偽りを証明する。索引（用語、人名）
。
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20/01 377
10358938  北朝通语语音研究………………………………刘冠才著 中华书局
19/10 334
10359884  古文献语言研究＜世纪中文・学人文从＞……周玉秀著 上海古籍
* 上古文献諺語格言的引用方式 / 郭晋稀先生遺著『説文古韻三十部疏証』述略 / 聯綿詞

5,445
5,445

的構成与音転試探など、関連文章 24 篇を収録。
20/02 167
10360781  释名……………………………［汉］刘熙撰／愚若点校 中华书局
* 今回の整理本は四部叢刊本を底本に《釋名疏證輔》を参校、通行字で排印、底本の明

2,002

らかな誤訛字は改め、疑問或いは参考価値がある異文は校記に載せた。巻末に「音序索
引」
、
「筆画索引」を付す。
（繁体字横組）＜中国古代语言学基本典籍丛书＞
17/11 251
华
10342167 桐城方言………………………………叶濒，徐明翔主编 新
3,696
* 桐城方言属官话方言江淮次方言洪巢片。由于桐城是历史文化名城、桐城派的故乡，导致方言
词汇量大，文学性强，独具地方特色。本书立足本邑，以 20 世纪后半叶以来仍在流传的方言词为
主要对象，搜集整理出 6000 余条，分为 11 大类 , 较大程度地展示了桐城地区的方言含量与面貌。
20/01 221
10359535 沧州献县方言研究＜河北方言研究丛书＞………傅林著 中华书局
2,233
10360353 三亚迈话调查报告＜海南热带海洋学院民族学学科建设成果文库＞
……………………………………欧阳觉亚，江荻等著 中央民大
19/12 305
5,445
19/10 155
10360738  上海话音系习得……………………………………杨蓓著 上海教育
3,465
19/12 264
10360909 湖南方言与当代语法理论互动研究……………丁加勇著 知识产权
5,148
19/12 199
10361103 西北官话单字调合并现象研究……………………衣莉著 知识产权
4,488
精 7,260
19/06 262
10361808  浙江江山廿八都话＜中国濒危语言志＞………黄晓东著 商 务 印
精 7,260
19/06 328
10361810  广东电白旧时正话＜中国濒危语言志＞………陈云龙著 商 务 印
* 本书记录了广东省电白区的濒危方言旧时正话，对其语音、词汇、语法作了详细的描写
和分析，收集了近 7000 条词语、300 个语法例句及谚语、歌谣、故事、讲述等长篇语料。
精 7,260
19/06 294
10361809  湖南宁远平话＜中国濒危语言志＞……………李永新著 商 务 印
箱 7,260
19/06 304
10362384  湖南泸溪乡话＜中国濒危语言志＞………………陈晖著 商 务 印
19/06 317
10362633 湖南道县梅花土话＜〃＞……………沈明，周建芳主编 商 务 印
7,260
* 湖南道县梅花土话属于湘南方言的一种。道县是土话和西南官话并行的双方言区。境内有五种
土话。本书分为导论、语音、同音字汇、词汇特点、分类词表、语法、语法例句、话语材料等八章。
19/06 282
10362737 海南三亚回辉语＜中国濒危语言志＞田祥胜，陈保亚著 商 务 印
7,260
20/01 253
3,696
10361897  绩溪方言俗语…………………………………邵名农编著 安徽师大
* 安徽省績溪は旧徽州府六県の一つで、地理的に閉塞されており、特徴豊かな方言地区
を形成する。方言の諧音、俗語、文字にまつわる故事を多数採録。方言俗語 ( 俚言 386、
諺語 1453、謎語 68) を収録し、語釈を付す。＜安徽师范大学徽学研究丛书＞
20/04 101
10362051 汉音注音符号系统 ：闽南语篇…………………郑煌荣著 Ｔ 五 南
2,200
19/05 148
2,541
10362250 莱芜方言词汇研究………………………………吕晓玲著 延边大学
* 実地調査を踏まえ、山東省莱蕪方言の語彙の構詞、造詞、構形、義域、語義場につい
てを整理分析する。附 ：分類語彙表 (24 分類、1755 語 )。
20/01 147
10362252 安徽芜湖六郎方言………………………陈丽，刘祥柏著 社会科学
3,696
* 六郎は安徽蕪湖の東南に位置する。本書は六郎方言音系の特徴、変遷、中古音との比
較について記述。一万余の方言を 29 に分類して収録、語法例句 100 句、長篇語料標音
挙例を付す。
精 8,954
20/04 337
10362383  客家方言标准音词典…………………………张维耿编著 广东人民
*1930 年代～ 20 世紀末までの梅県話の日常口頭用語（一部慣用語・俗語・掛け言葉・こ
とわざを含む）を中心に約 5000 条を収録。＜客家方言调查研究丛书＞
19/12 193
10361307 京味小说英译研究………………………………王颖冲著 外语教研
3,696
19/11 325
10361899  昆剧牡丹亭英译的多模态视角探索………………朱玲著 中国戏剧
5,445
* 昆劇の言語文字・音楽声腔・舞台上演における特徴に基づき、昆劇の代表作『牡丹亭』漢語
原作の話語分析とその英訳本の比較研究を通じて、多重視角下の昆劇翻訳の法則的認識を探索。
18/07 492
10351125 越南本土汉语教材研究…………………………陈传俊著 中央民大
7,139
－ 16 －
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10361486  现代外语教学与研究（２０１９）吴江梅，彭工等主编 人民大学
10361105 汉语作为第二语言的学习者研究……………王建勤主编 商 务 印
10361107 汉语作为第二语言教学读写技能教学研究……翟艳主编 商 务 印
10361681  汉语国际教育文献总目·韩国卷（１９００－２００３）

19/10
19/12
19/12

394
253
434

4,488
2,233
3,542

…………………………………常耀华，刘光婷等主编 社科文献

19/12
19/12
20/01

256
178
216

5,929
3,696
精 8,954

凰
10362253 平民化语文教学的建构与实践…………许芳红，朱平著 凤
10361328  日本江户时代汉语研究论考……………………王雪波著 社科文献
===============【 ◆古典文学 】===============

18/11 1419
10356457 蒲松龄白话作品语言研究 上下册……………张树铮著 山东大学
13,189
* 本書は蒲松齢白話作品の語言について全面的に研究を行ったもので、蒲松齢白話作品の語言
性質、とくに語音、詞彙、語法、用詞等に関する研究、さらに蒲松齢白話作品語言の異質性と
その方言性及び聊齋俚曲と《日用俗字》中蒲氏白話作品、
《醒世姻縁伝》詞彙との比較、
《漢語
大詞典》の蒲氏白話詞語の引用及びその錯訛等について重点的に分析する。後半部分は《蒲松
齢白話詞典》で正文の前に「音序索引」
「生僻字字音笔画索引」
、
「用正字作词目的形讹字」
、
を付す。
精 5,753
19/09 302
10357626 江南文化与唐代文学研究＜光明社科文库＞…景遐东著 光明日报
* 本書は地域文化の角度から唐代文学発展中における江南文化の実際影響について探究した学術
専著。江南歴史文化伝統、地理民俗等社会性因素の叙述を基礎に、上述因素がどのように唐代文
学作品内部に進入し、文学作品語言構造の有機組成部分及び唐代文学中の表現形式となったかに
ついて論述し、江南歴史文化と地理民俗が唐代区域文学全体の傾向、中国伝統文化発展の流変等
理論問題にどのような影響を与えたかを分析する。巻末附録に「白居易的江南情結」を付す。
10358869  元明时期文学作品中的抢婚故事研究……………马会著 内蒙古大学 18/12 227
3,696
* 故事学、主題及び文学人類学の方法で元明時期の雑戲及び小説二種《西遊記》本文、
雑戲《西厢記》本文と文言小説集《情史》中の略奪婚物語を研究例として、その中の略
奪婚物語の類型、構成形態、主題及び文化史意義について分析する。
19/12 1344 精 14,190
10360457 元代文学通论 全３册…………………………查洪德著 东方中心
* 元代の詩歌、散曲、雑劇、散文等各種文学現象に詳細な分析を行ない、元代文学の特色、
文人精神と文学流派の変遷等について詳述する。巻末に「人名索引」を付す。
19/11 416
10361455 聊斋志异笺证初编…………………………………赵羽著 天津人民
5,346
* 本書は先輩学者の研究を基礎に、明清文人の筆記小説と詩文集中から幅広く資料を発
掘、詳しい考証を加え、
《聊齋志異》中の多くの作品が明朝中晩期から清朝初年に至る
文言小説から改編したことを論証する。
19/11 466
10361576 张耒年谱及作品编年………………………………崔铭著 同济大学
8,349
* 張耒は北宋時代の文人で晁補之、秦観、黄庭堅とともに“蘇門四学士”の一人に数えられる。
本書は張耒伝略、張耒年譜、張耒作品編年、
《張耒集》人名述略の四部構成。通常の伝略、年
譜を基礎に、特別に作品編年と人名述略の二部分を増設し張耒に関する基礎情報を完璧にし
た。巻末附録に「
《張耒集》作品編年表」
、
「
《張耒集》未収佚文」
、
「
《張耒集》人名述略」を付す。
精 5,445
19/12 468
凰
10361943 六朝江东士族文学研究…………………………吴正岚著 凤
* 六朝江東士族文学の変遷及び特徴から入り、江東士族の文化背景について詳しい分析を行っ
たほか、呉郡陸氏、張氏、沈氏、会稽孔氏、虞氏の文学特徴を個別に分析する。巻末附録に「六
朝閥制度対江東士族儒学的影響」
「
、論南斉江東士族“太極”説滞渋后于新興思潮及其原因」
「
、論
《文選集注》在六朝江東士族研究中的文献価値」
、
「符瑞文学与劉宋文風」等を付す。
20/03 249
民
10362615 明清文学的社会性别研究………………………马珏玶著 人
3,828
* 抒情文学と叙事文学から出発し、明清文学中の小説・戯曲・女性詩歌などの文学様式
を対象として、テキスト構築過程における社会性別はいかにテキストの顕現と人物の塑
造に影響するかを解析。＜随园文史研究论丛＞
19/06 391
10362697 胡适１９堂文学课＜作家榜经典文库＞…………胡适著 浙江文艺
3,465
* 胡適が若者向けにわかりやすく解説する秦両漢から唐までの文学史。第１編は唐以前、
漢末魏晋の文学、仏教の翻訳文学など。第２編は唐朝、李白、杜甫、白居易などについ
て。１９２７年初版『国語文学史と 1928 年初版『白話文学史』を校訂し、合編。
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20/01 370
10362229 清代稀见私家藏书目录研究……………………侯印国著 南京大学
* 清代は中国私家蔵書の全盛期。本書は新発見の一次資料を利用し、様々な角度から清

3,696

代の稀見私家書目を考察し、多方面の学術価値を指摘・解読。
19/09 308
10358710  明代杜诗接受研究＜中国古代文学论丛＞……金生奎著 安徽大学
* 本書は上下編全 5 章よりなる。上編は明代杜詩の受容過程の研究で、明代前期儒学視野下

3,806

の杜詩受容情況、明中期格調論視野下の杜詩受容情況及び明後期杜詩受容の汎化と深化情
況を内容とする。下編は明代杜詩受容のテーマ研究で、マクロ視角下の明代杜詩批評研究
とミクロ視角下の明代杜詩受容研究を内容とする。杜詩研究者に多くの貴重な資料を提供。
10358881  日本古代漢詩対和歌的受容研究 ：以新撰万葉集為中心（日文）
……………………………………………………梁青著 厦門大学
19/11 237
4,092
* 本書では、漢風讃美時代から国風復興時代への転換期に編纂された『新撰万葉集』の漢
詩を取り上げ、それが中国詩の模倣と追随にとどまらず、和歌の表現・発想を取り込ん
だことにより新たな展開を遂げていく過程を考察した上で、
『新撰万葉集』の漢詩の性格
と意義を明らかにすることを目的とした。
（日本語）＜厦門大学外文学院学術文庫＞
10359331 明代诗文集珍本丛刊 ：总目索引提要……国家图书馆编 国家图书馆 19/11 376 精 17,325
* 本書は《明代詩文集珍本叢刊》の附録で、總目、索引、提要三部分よりなる。總目は
《明代詩文集珍本叢刊》の文献収録情況を現わしたもので書名、作者、版本等情報を収録。
索引は《書名筆画索引》
、
《著者筆画索引》及び《提要篇名筆画索引》を収録。提要部分
は主に《明代詩文集珍本叢刊》に収録された 353 種珍貴文献の作者、版本、行款、印章、
存蔵、主要内容及び価値等について紹介する。
（繁体字横組）
19/10 226
10359422 松花庵诗话笺注……［清］吴镇著／杨齐，曹艳华笺注 武汉大学
3,080
* 呉鎮《松花庵詩話》は本書筆者が甘粛省図書館嘉慶刻本《松花庵全集》を調べた時に
発見された。甘粛省図書館のほか国家図書館に収蔵、本書は国家図書館蔵本を底本に点
校、注釈を加えた。
《松花庵詩話》中で評論した詩人は關隴（現在の陝西関中地区、隴
山周辺の甘粛、寧夏地区）を主に唐代詩人及び呉鎮と交流があった各地詩人。巻頭前言
に「呉鎮詩學理論與清中期詩學思潮發展」
、巻末附録に呉鎮の論詩格律《聲調譜》
《八病
説》二部詩学著作と「
《聲調譜》及《八病説》序」を付す。
（繁体字横組）＜乾嘉关陇作
家群研究丛书＞
19/11 632 精 14,850
10360795 贝琼集 上下册＜浙江文丛＞［明］贝琼著／杨叶点校 浙江古籍
、
元明間の文学家で至正元年（1341）ころ楊維楨門下となる。貝瓊卒後、
* 貝瓊（1315-1379）
その子貝翱が遺集を編輯、明洪武年間に刊刻出版し、
《清江貝先生文集》三十巻と《清
江貝先生詩集》十巻とした。本書は“中華再造善本”工程影印洪武本を底本に衆本と参
校。巻末附録に「詩文輯佚」
、
「序跋題記」
、
「萬暦間李詩刻本清江貝先生集目次」
、
「書目
文獻録要」
、
「傳記資料録要」を付す。
（繁体字縦組）
精 9,680
19/11 367
10360796 孙士毅诗集＜浙江文丛＞…［清］孙士毅著／杨叶点校 浙江古籍
、字智冶、号補山、清代名臣。本書は《百一山房詩集》を収録、
* 孫士毅（1720-1796）
嘉慶 21 年孫均刻本を底本に整理、点校を加えたほか、末に集外詩文、序跋題記、友朋
詩文、伝記文献、軼事遺聞など孫士毅平生研究に重要な資料を付す。
（繁体字縦組）
精 5,929
20/03 540
10361370 刘禹锡新论…………………肖瑞峰著／宋旭华责任编辑 浙江大学
、
《劉禹錫詩伝》に継いで著された劉禹錫研究専著。
* 本書は作者の《劉禹錫詩論》
19/12 235
10361783  双面缪斯 ：李贺诗学研究………………………吉新宏著 社会科学
5,148
19/12 406
4,752
10362329 汉魏六朝民俗与诗歌…………………吕华亮，王政等著 陕西人民
* 漢魏六朝日常生活民俗と詩歌、魏晋六朝服飾民俗と詩歌、魏晋六朝歳時節日、娯楽民
俗と詩歌、魏晋六朝婚恋、喪葬民俗と詩歌、魏晋六朝精神信仰と詩歌など九章に分け漢
魏六朝民俗と詩歌について論述する。＜国家社科基金后期资助项目＞
20/03 331
10362480  元好问与中国诗歌传统研究……………………颜庆余著 上海古籍
5,445
* 金代の文学と北宋の関係を再認識し、詩歌伝統に対する元好問の自覚意識とその影響
を考訂・叙述。元好問の継承と革新詩歌伝統の表現と成果を論述。元好問詩文別集・詞集・
佚著・手跡を考証し、元好問作品の整理状況を考察。＜国家社科基金后期资助项目＞
－ 18 －
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19/08 321
10359966 哲学史视域下的先秦儒家诗学研究……………孟庆楠著 北京大学
* 先秦儒家《詩》学の歴史淵源、伝承形式、解釈方法を重点的に紹介、特に哲学史視域

4,290

下における先秦儒家論詩解詩の思想内在要素を系統的に解き明かす。巻末附録に「先秦
儒家称《詩》表」を付す。＜北京大学人文学科文库·北大中国哲学研究丛书＞
19/12 166
文
10360174 读风臆补［清］陈继揆补辑／董露露点校／李炳海审订 语
1,925
《詩経》を経学伝箋序疏のく
* 陳継揆《讀風臆補》は晩明戴君恩《讀風臆評》の補作。
くりを超え文学作品として捉えた明代詩経学鑑賞派の重要著作で、この学風は清代陳継
揆が継承。本書点校は《讀風臆評》部分は中華書局 2015 年《遼寧省圖書館藏陶湘舊藏
閔凌刻本集成》影印本を底本とし、
《詩経》原文、序文、陳評と書中評点符号は《續修
四庫全書》影印述古堂刻本を底本に稿本を参考とし適宜増補。
《詩経》経文は中華書局
2009 年影印阮元刻《十三經注疏・毛詩》清嘉慶刊本に拠り校勘。原書引用に誤りがあ
る箇所は極力原文を改正。
（繁体字横組）＜清代诗经要籍丛刊＞
19/12 263
文
10360173 诗志＜〃＞……［清 ] 牛运震著／李辉点校／李山审订 语
2,926
《
八巻、
清牛運震撰。本書はその点校整理本で、
嘉慶五年
《空山堂牛氏全集》
の
《詩志》
* 詩志》
を底本に民国 25 年賀葆新重刊《詩志》本を以って対校し、
道光年間田昴《重訂空山堂詩志》
本により参校。巻末附録に《清史稿・循吏列傳・牛運震傳》等を付す。
（繁体字横組）
精 5,995
19/12 302
10361564 诗经小雅吉日研究＜中国书籍学术之光文库＞孙小梅著 中国书籍
*《小雅 ：吉日》は《詩経》中、田猟に関する代表的詩一篇。本書は《吉日》に関する研究を
まとめたもので、総説、句解、分章総説、集評の四部からなる。総説は中日韓歴代学者の《吉
日》主題、作者、写作年代等各類問題に関する見解を輯録。句解は本詩一句ごとの解釈を輯録。
分章総説は本詩段落ごとの意思の概括或いは分析を輯録。集評は主に本詩写作芸術方面に関
する評論を集めた。総説、分章総説及び集評部分は各末に、句解は各句解末に作者の按語を
加えた。本書に輯録した中日韓《吉日》研究文献は一律に繁体字を用い、新式標点を加えた。
20/04 205
10362488  野有蔓草 ：诗经草木图志……………………蓝紫青灰著 山东文艺
3,696
*『詩経』における植物の描写を抜き出してその解釈を記述し、カラー図版、古名、今名、
植物学的特徴を加える。
精 5,148
19/12 374
10359530 离骚新论＜紫琅楚辞学研究丛书＞……………施仲贞著 中华书局
*《離騒》の分段方法、構成模式、構成特点、時間意識、空間意識、名物の表現特点と形
成メカニズム、名物の表現手法と審美特徴、
“美人”形象、
“霊均”形象について詳しく論
述する。巻末附録に《離騒》全篇に新たな注釈、
訳文及び先人の点評を加えた「
《離騒》精読」
を付す。
精 3,828
19/12 277
10360784  屈原考古新证＜紫琅楚辞学研究丛书＞………周建忠著 中华书局
* 出土文献を利用した楚辞研究で、屈原の世系、平生、仕履、放逐、自沉について考述、
巻末附録に「
《楚辞》黄昏意象発微」を付す。
20/02 263
10361118  楚辞疏＜楚辞要籍丛刊＞［明］陆时雍撰／莫崇毅点校 上海古籍
3,234
《讀楚辭語》
《屈原傳》
《楚辭雜論》合わせて全二十二巻、明代
*《楚辭疏》正文十九巻、
主要楚辭学著作の一。
（繁体字縦組）
20/01 330
10361565 楚辞文化研究……………………………………张崇琛著 社会科学
7,139
* 幅広い文化視野を以って屈原思想及びその歴史動機について解釈、楚辞主要作品の形成、形
態と形式について考証し、楚辞文化中の興味深い話題を解読する。文学、語言学、哲学、文
化学及び文献学等を綜合運用し、楚辞文化について綜合的研究した屈原を理解する基礎読物。
19/11 2668
10360243 文选（第２版）全６册［南朝梁］萧统编／［唐］李善注 上海古籍
17,820
* 胡克家重刊本を底本として整理標点を行い、1974 年中華書局影印の尤袤原刊本を参照校勘し、
胡刻本の誤りを改める。胡克家の《考異》10 巻は、
それぞれ属する篇章の後に附す。篇目索引、
著者索引（筆画）
。
（繁体字縦組）初版 ：1986.8/ 第２版 2019.11。＜中国古典文学丛书＞
10362481  昭明文苑增华学林 ：文选与文心雕龙国际学术研讨会论文集
……………………………………吴晓峰，公维军主编 江苏大学
19/11 303
4,488
* 従『文選』和『文心雕龍』的選録標準看斉梁文学重采軽骨之風（董瑋）/ 比照『文心』以究『文
選』之編撰工作量―兼論『文選』出于衆手説之非（力之 周春暁）など、30 篇を収録。
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精 5,753
20/01 268
10361701 卢仝诗歌研究＜多维人文学术研究丛书＞……郑慧霞著 中国书籍
『春
* 唐代末期の詩人盧仝の生平、詩歌の思想内容、盧仝体、盧仝詩歌の後世への影響、

秋摘微』について。付録 ：版本研究、歴代の盧仝についての評論。
19/10 1158
代
10358671  戏曲剧种演进史考述 全３册…………………曾永义著 现
* 台湾の著名文史学者、教授曾永義先生 40 余年に及ぶ戲曲学術研究の最新成果で、内

14,300

容は戲曲、古典文学、韻文学、民俗学及び民間伝統技芸等広範囲に渉り学術価値が高い。
19/08 2588 精 56,320
10359428  郭汉城文集 全１０卷………………………张林雨主编 北岳文艺
* 郭漢城 (1917 － ) は中国戯劇理論家、劇作家，中国芸術研究院戯曲研究所研究員。戯
曲研究所所長、中国戯劇家協会副主席、
《中国戯劇》主編、
《文芸研究》副主編等を歴任。
政策解読巻／理論探討巻／劇目評論巻／序文余議巻／劇本創作巻／詩詞創作巻／交流集
·閲歴往来巻／交流集·芸事交流巻／研究集·郭詩研究巻／研究集·郭文研究巻。
20/03 364
10361290 桃花扇接受史……………………………………王亚楠著 社科文献
* 康煕 38 年（1699）成書、世に出て後 300 年間に及ぶ《桃花扇》の版本流伝、舞台演出、
批評研究、戯曲小説改編、芸術影響域外伝播情況について詳細な研究を行う。
20/05
10363044 戏曲学视域下的明清温州地域社会与文化研究王春红著 社会科学
* 戯曲学の角度から明清時期の温州の地域社会と文化を研究し、当時の戯曲と温州地域
社会と文化の間の相互関係を研究。戯曲と温州の当時の地方神信仰・宗族・地方紳士・
地方官府・古舞台などの視角を含む。＜鼓楼史学丛书＞
19/08 453
10359758  新编元曲律曲曲谱……………………………蔡国华编著 上海科普
* 蔡国華先生 2016 年出版《唐宋律詞詞譜》のあと 2 年後新たに撰した元曲普及性読物。
第一章 ：曲譜（黄宮鐘 27 調、正宮 35 調、大石調 25 調、小石調 5 調、仙呂宮 48 調、中
呂宮 40 調、南呂宮 22 調、双調 118 調、越調 37 調、商調 28 調、商角調 6 調、般渉調 8 調）
、
第二章 ：元曲相関概念（元曲有関概念、新編律曲曲譜、曲譜的幺篇和換頭、元曲小令、
帯過曲、套数、元雑劇禮挙、附録）からなる。
20/02 192
10361785  元代戏剧中的法律文化…………………………孙永兴著 社科文献
* 元代戯劇中の訴訟を主とした法律文化を考察。法官や清官及び原被告、訴訟や審理判
決までの訴訟過程、和解や代理や監察等の手続き関係の法制度、刑罰や継承及び家庭や
婚姻等の実態的な法制度、等。
19/10 803
10358711  明清传奇史＜中国断代专题文学史丛刊＞……郭英德著 人民文学
* 伝奇の起源・体制の確立と主題の変異を整理。明万暦年間から清順治年間の伝奇の流
行を論述。伝奇の清順治年間から康熙年間の隆盛、清康熙末年から嘉慶年間の衰退、清
道光元年から宣統年間の漂泊を考察。1999 年初版（江蘇古籍出版社）
。
20/01 242
10360271 搜神记＜古人的奇幻世界＞［晋］干宝编著／黄蔚伟绘 江西美术
*『捜神記』は 4 世紀の志怪小説集で、動物や仙人などが多数登場する。本書はうち
130 余を取り上げ、現代訳と挿絵を付す。
19/12 788
10361726 聊斋学研究初集………………………李桂奎，樊庆彦编 齐鲁书社
「聊齋学」高層論壇暨「中国聊齋学会」籌備会議”で発表された論文を基礎
* 本書は“
に編集したもので、聊齋文献学、創作学、叙事学、本文細読、受容伝播及び詩詞、俚曲
等各方面に関する研究を内容とする。いずれも袁世碩、馬瑞芳、鄒宗良、趙伯陶、王平
等著名な「聊齋学」研究専門家の式辞及び論文で聊齋学研究の最新成果を収録する。
20/06 253
10362947 探索世说新语－史证与文迹………………………萧虹著 Ｔ 兰 台
《世説新語》に反映された魏晋社会、
《世説新語》
*《世説新語》作者の謎、作書の動機、
の歴史的価値及び後世文学芸術への影響などについて論述。
（繁体字横組）
20/02 465
10361716 红楼梦外 ：曹雪芹画册与废艺斋集稿新证……黄一农著 Ｔ 清 大
*《紅楼夢》の作者曹雪芹の詩、書、画、印が見られる現存唯一の真迹で、隠遁生活
及び田園生活への渇望を現わした《種芹人曹霑畫冊》及び金石、風筝、編織、印染、
雕刻、竹製器皿、扇股、烹調等手芸を紹介した書籍《廢藝齋集稿》
（現存《南鷂北鳶
考工誌》のみ）に関する考証。文中、図版（含むカラー）多数収載。
（繁体字横組）
＜清华人社丛刊＞
－ 20 －
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18/12 370
10356707 红楼梦花卉文化及其他…………………………俞香顺著 北京燕山
*『紅楼夢』中的「荼蘼、木香、薔薇」意象抉微 / 論『紅楼夢』中的桂花文化 / 荷花意

精 39,600

象和仏道関係的融合 / 白居易的花木審美貢献与意義 / 唐詩「薬欄」考弁など、15 年来
の草花審美文化研究の論文 26 篇を収録。カラー写真 59 枚を掲載。＜中国花卉审美文化
研究丛书１２＞
20/05 458
10360823  红楼梦版本图说……………………陈守志，邱华栋编著 北京大学
10,230
*『紅楼夢』の抄本、印本、整理本、訳本などの各種版本４００余種を集め、カラー写
真を交えてその基本形態、版本特徴、類似版本との相似等を詳述する。
18/10 479
10360824  金瓶梅版本图鉴……………………邱华栋，张青松编著 北京大学
10,835
* 各時期、国家、地区の《金瓶梅》版本の書影、挿図、文献等約 400 枚のカラー図版を
捜集整理。詞話本（万暦本）
、崇禎本（繍像本）
、一奇書本（張竹坡評本）
、図像本、翻
訳本の五篇に分けて 1617 年出版以降 400 年間における《金瓶梅》の版本変遷過程を現
わしており、その流伝、印刷、出版及び翻訳過程を図版とともに紹介する。
19/10 370
10361466 沈璟与金瓶梅词话………………………………张敬海著 中国文史
3,828
文学的才能、
時代背景を考証し、
『金瓶梅詞話』
* 明代後期の戯曲家沈璟の家庭境遇や来歴、
の早期抄本や『金瓶梅』の人物原案及び沈璟の思想を検討し、
『金瓶梅』の作者が沈璟
であると結論づける。
19/12 355
凰
10361786  取经故事的演化与西游记成书研究…王进驹，杜治伟著 凤
4,620
* 取経故事の構成に立脚し、故事の変化を踏まえ、重要テキストの内容及び時代特徴を
考察し、故事形態に立脚する 4 段階区分法を総括。
18/04 126
凰
10347521 方苞传＜南京历史文化名人系列丛书＞………王思豪著 凤
4,488
* 清代の散文家で桐城派散文の創始人、姚鼐、劉大櫆と合わせ“桐城三祖”と称される。本書は
方苞の文学霊気と学術思想に富んだ人生を叙述する。巻末附録に
「方苞南京生活年譜簡編」
を付す。
20/02 342
10362659 拜经日记校注……………………………………丁喜霞著 社会科学
6,655
*『拝経日記』は清代乾嘉時期の考証学者臧庸の代表作。今回、清嘉慶二十四年（1819）
武進臧氏拝経堂自刻本を底本として整理・校注。
（繁体字横組）
精 4,488
19/07 279
10361518  奥之细道［日］松尾芭蕉著／郑清茂注译／川濑巴水绘 北京联合
。だが、単なる日記を超えて、風雅の誠
* 旅が生活であった芭蕉の旅日記「おくのほそ道」
を求め続けた魂の記録でもある。旅情詩人 " とも称された川瀬巴水の木版画を豊富に収録。
10362576 但愿呼我的名为旅人 ：松尾芭蕉俳句３００
精 3,696
…………………［日］松尾芭蕉著／陈黎，张芬龄译 北京联合
19/02 204
* 松尾芭蕉の俳句 346 句の原文に中文訳を付し、脚注を加える。
===============【 ◆近現代文学 】===============
19/12 1221 精 20,691
10354696 中国文学年鉴（２０１９）…中国文学年鉴编辑部编辑 文学年鉴
* 本刊専輯３篇、現状考察 19 篇、創作総述６篇、作品選載 44 篇、文学訪談５篇、研究
総述 18 篇、論文摘要 78 篇、論著評介 45 篇、学術会議 36 篇、文壇紀事。
10360825  重温２０世纪８０年代文学 ：精神史的笔迹与心迹＜中国现代文学馆青年批评家丛书＞
…………………………………………………杨晓帆著 北京大学
19/12 316
3,696
*「新時期」発生の社会問題と文学参与、新潮批評と純文学概念の生成、作家精神史と
1980 年代遺産の転化問題、転型期文学研究の歴史化と当代性。
19/12 308
民
10361451 中国现代文论的体系话语……………………贺根民等著 人
3,234
* 文化生態を重視して現代文論の体系資源を整合し、古代文論体系の話語生産、文学概論の体
系傾向、中国文学史の体系意識の 3 つの次元から、現代文論の体系世界に切り込む。人名索引。
20/01 275
民
10361452 中国现代文学的地理维度研究…………………徐汉晖著 人
3,003
* 線的な時間経過から中国現代文学を分析する伝統的方法を排除し、人と地理の観点を通
して中国現代文学が発生発展する地域経済、地理生態、地理空間、地理景観等を俯瞰する。
17/12 184
10361519 长安乱………………………………………………韩寒著 天津人民
3,003
*《长安乱》一人の孤児が，謎の老人に出会い、武林盟主の称号を得るまでになるが、
彼は山での隠遁生活を選ぶ。一人の僧侶によって語られる不思議な物語。
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10361551 中国当代报纸文学副刊研究（１９４９－１９６６）
…………………………………………………布莉莉著 山东大学

19/08

211

3,003

『北京晩報』
『新民晩報』
『羊城晩報』
『天津日報』などの文芸的副刊
*1949 年以来『光明日報』
及び関連の総合的副刊を取り上げ、当代の新聞文芸副刊を考察し、文学とメディアの相互作
用の関係を大きな文化のエリアに位置づけて観察を進め、改めて当代文学の発展過程を整理。
19/09 306
10361577 欧阳予倩年谱……………………………………景李斌著 中国戏剧
5,445
* 中国の著名な演劇家、中央戯劇学院最初の院長を務めた欧陽予倩（1889-1962）の文芸
活動を考察し、その生涯を復元。
20/03 282
10361698  上海沦陷时期报刊翻译文学研究………………王建丰著 复旦大学
3,696
* 上海淪陥時期に報刊に掲載された翻訳文学作品を考証整理し、共産党を背景とした翻訳、
日偽を背景とした翻訳、探偵小説等の通俗文学の翻訳などを分析。通俗文学の興隆が若い
作家を育成し、娯楽の役割を担った事などを紹介する。＜福州大学哲学社会科学文库＞
20/02 258
10361828  郭沫若研究（２０１９）第 1 辑……赵笑洁，蔡震主编 社科文献
7,744
10361936 五四文学 ：启蒙的维度与向度 ：以文学社团为中心的考察＜中国新文学发展史研究丛书＞
…………………………………………………潘正文著 浙江工大
20/01 276
3,696
10362647 新周刊２０１９年度佳作新青年进化论
………………………………………新周刊杂志社选编 漓
20/04 352
江
3,696
20/01 223
家
10361454 二月河论＜中国当代作家论＞…………………郝敬波著 作
3,465
* 作家二月河の文学創作生涯を回顧し、文学領域内において二月河の歴史小説創作芸術
を観察・考察。中国当代文学における二月河の正確な位置づけを行う。
10360368  文学翻译与文学革命 ：早期中国新文学作家的文学翻译研究
……………………………………………………李春著 中央编译
19/12 471
5,214
* 早期中国新文学作家の文学翻訳理論と実践を対象として、新たな文学観念・言語・文体形
式の構築における翻訳の作用を考察し、文学翻訳と新文学の発生との関係を提示。翻訳作
品の主題と翻訳意図の解読を通じて、新文学の発生下で現れる思想文化の含義を指摘。
精 5,929
19/09 232
10360369 多元文化语境下的中国文学走出去研究………胡安江著 清华大学
* 中国文学の走出去（対外進出）をグローバルな言語環境下に位置づけて研究。中国文学
の走出去を制約し影響を与える翻訳学要素を検討。中国文学の走出去の外部生態と内部
環境を考察、多元文化言語環境下における中国文学の走出去の各種問題を探索。＜外国
语言文化传播研究丛书＞
10361938  转型与深化 ：２０世纪９０年代文学研究＜中国新文学发展史研究丛书＞
…………………………………………………刘江凯著 浙江工大
20/01 406
3,828
20/04 237
民
10362272 沈从文与老舍比较研究 ：以民族文学为视角……魏巍著 人
3,542
20/03 245
10362435 新媒体时代的网络小说研究……………王东，刘媛等著 江苏大学
3,696
* ネット文学の歴程 ：海外ネット文学、中国ネット文学／主要類型ごとの分析 ：玄幻小説、仙
侠修真小説、科幻小説、青春言情小説、言情穿越小説、盗墓懸疑小説、官場世情小説、歴史小説。
10360366 晚清文学与明治文学关系研究 ：人情与女性…李艳丽著 上海社科院 19/12 304
5,445
* 近代激変時期の中日両国文学に現れたいくつかの互いに似通った文人創作、文流、文
学現象など晩清明治文学の“関係”研究について詳しく論述する。
10361552 清末政治改革思潮中的东方杂志研究（１９０４－１９１１）
…………………………………………………周新顺著 山东大学
19/11 165
2,002
19/12 2060 精 39,600
城
10361787  澳门文学编年史 全５册……朱寿桐主编／张建华编撰 花
10362273 ２０世纪初期中国文学史编纂研究 ：１９００－１９１０＜文脉流变与文化创新＞
…………………………………………………温庆新著 社科文献
20/03 221
5,148
「中
* 文献学、文芸学、歴史社会学、文学政治学等の手法によって、外来経験、古典目録学、
国」想像などをキーワードとして、黄人《中国文学史》
、林伝甲《中国文学史》
、来裕恂
《中国文学史稿》等の 20 世紀初期の中国文学史がどのように編纂されたかを考察する。
10361937 消费浪潮与文化潜流 ：新世纪文学（1997-2012）研究＜中国新文学发展史研究丛书＞
……………………………………………………常立著 浙江工大
20/01 329
3,696
－ 22 －
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10361940 文学与革命的纠葛 ：２０世纪３０年代文学史＜中国新文学发展史研究丛书＞
………………………………………吴述桥，马俊江著 浙江工大

20/01

253

3,696

10361941 想象、建构及限制 ：２０世纪８０年代中国文学史论＜中国新文学发展史研究丛书＞
…………………………………………………俞敏华著 浙江工大

20/01

411

20/05 294
10362358  ３０年代的中国现代派诗人……………………吴晓东著 Ｔ 人 间
* 戴望舒、卞之琳、何其芳を代表とする現代派詩人による文芸追及の活動とその芸術的

3,828
2,816

特徴、ユートピアへの普遍概念などを考察する。＜中国近·现代文学丛刊１８＞

10362269 郭、老、曹与北京人艺 ：戏剧文学与剧场的关系研究
……………………………………………………陈军著 中国戏剧

19/10

411

精 10,769

* 郭沫若・老舍・曹禺と北京人艺の相互関係の考察を通じて経験と法則を総括し、演劇文
学と劇場の関係の研究を推進・深化。郭沫若・老舍・曹禺と北京人民芸術劇院の相互関
係を研究し、経典作家と傑出劇院の相互関係研究を通じて演劇史上の文学と劇場の弁証
関係を再認識。
19/07 741
10359741 人，或所有的士兵………………………………邓一光著 四川人民
5,445
*1941 年香港保衛戦と日中混血捕虜の短い一生を描く ｡
10359911 希望之城与魔性之都 ：民国时期中日侦探小说中的两个上海
……………………………………………………崔龙著 四川大学
19/11 144
3,234
* 民国時期の中国の探偵小説と日本の探偵小説を対比研究。中国作家の上海を舞台とし
て描く市民文化と日常生活の場景を紹介。日本作家の記す上海が持つ人を惑わせる風格、
全世界の冒険家が一攫千金に訪れる描写を分析。
10360747 中国网络文学双年选（２０１８－２０１９）男频卷
邵燕君，吉云飞主编／北京大学网络文学研究论坛编选 漓
20/01 340
江
3,696
20/01 299
城
3,828
10360748  中国小小说年选（２０１９）…………………江冰编选 花
19/07 245 精 19,206
10361007 赵树理手稿………………………………………赵树理著 中国工人
《套不住的手》
《売煙葉》三部手稿作
* 手稿巻と出版巻からなる。手稿巻は趙樹理の《老定額》
品を原件原色影印と排印対照形式で収録する。出版巻は
《売煙葉》
の最終出版の版本。
《売煙葉》
手稿輯録時、その手稿内容と最終出版の版本に大きな隔たりがあることを発見、作者写作時
の構想過程がよく現れており手稿の価値が非情に高い。手稿中の書写繁体字は簡体字に改め
て排印、明らかな誤字は（ ）内に誤字の後に標示、明らかな漏字は [ ] で標示した。
19/09 204
星
10361516 遗忘·刑警＜原创系列＞………………………陈浩基著 新
2,970
* 香港西区警察署の許友一巡査部長は、ある朝、マイカーの運転席で目が覚めた。慌て
て署に向かったが、
どこか街の様子がおかしい。ポスターを見ると 2009 年と書いてある。
「馬鹿な、昨日は 2003 年だったのに !?」邦題 ｢ 世界を売った男 ｣ 島田荘司推理小説賞 ｡
19/06 296
10361517 冬将军来的夏天…………………………………甘耀明著 贵州人民
2,970
* 台湾の鬼才が紡ぐ、人生を癒す終活小説。大河巨篇『鬼殺し』で好評を博した、台湾
の若手実力派作家、甘耀明の最新作。女性問題、独居老人、同性愛など、現代の台湾社
会が抱える問題を捉えつつ、厳しい現実を生き抜く支えになるメッセージを描いた傑作。
20/03 275
代
10361788  中国年度作品小小说（２０１９）…………杨晓敏主编 现
3,069
、火災で父を失っ
* 女に猿人にさらわれ、その子を産んだ話の真相『山中，那座雕像』
た男が成人し、災害に立ち向かう『碎碎念』
、変わりゆく街、村がテーマの『我以前住
在這里』など 2019 年に注目された 100 余篇の小小説集。
20/01 260
10361952 家族试验…………………………………………张怡微著 人民文学
2,772
* 夫婦、親子の問題、青春の闇、美容法に疲れた中年女性、一族の集まる時の憂鬱…87年、上海
生まれの女流作家が生活の中で感じるちぐはぐさ、不満足から血縁、家庭、女性の生き方などを
描き出す１０の短編。
精 2,574
19/09 205
10361954 月落荒寺……………………………………………格非著 人民文学
）
。南京出身の林宜生は北京
* 題名はドビュッシーのピアノ曲から（邦題『荒れた寺にかかる月』
の理工大学の哲学教師。妻の白薇はカナダ人パトリックと恋に落ち、離婚。宜生は神秘的な魅
力を持つ楚云と出会う―主人公をめぐる人々の一見平凡な日常の背後から浮かび上がる真実。
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20/04 316
10361951 长生塔……………………………………………郝景芳著 贵州人民
等。
*SF傑作短編集。永生医院/帰家之旅/長生塔/年終聚会/大地/写一本書/好久没回家、
19/12 277
10361955 盗墓笔记十年…………………………………南派三叔著 北京联合
『十年』
『釣王』
『陳皮
*2011 年の『盗墓笔记 . 大结局』以来８年ぶりの同シリーズ出版。

定価(円)

2,772
2,970

阿四 四屠黄』の３編。呉邪、張起霊、胖子ら登場人物たちの番外編の活躍。これまで
の『盗墓筆記』の欠落や遺憾な部分が語られる。
20/01 564
10361956 凉州词………………………………………………雪漠著 人民文学
3,025
* 語り手の祖父、諸拳種を融合し、大悲門を創立した武林の一代宗師暢爺の臨終の始ま
る物語。清朝末期、平穏な凉州に牛を売りにきた拳師牛拐爺の身に起きた事が思いがけ
ず、彼自身と凉州武林の運命を大きく変えてゆく。凉州出身で幼少時から武術を学んだ
作家が描く清朝末期の武人の日常生活とさまざまな戦い。
19/12 1232
10361961 庆余年（修订版）全４册…………………………猫腻著 人民文学
9,438
* 謎の青年、范閑。彼はやがて朝廷に仕官し、派閥の権力争いに巻き込まれるが、そこ
で遭遇した数々の事件を解決し、名を馳せていく。実は彼はかつて政変によって殺害さ
れた母の死の真相を探っていた―。架空歴史長編小説。中国で大ヒットドラマ化。
19/10 261
10361962 芙蓉镇＜茅盾文学奖获奖作品全集＞……………古华著 人民文学
2,233
*1988 年公開の映画《芙蓉鎮》の原作小説。商売で成功した若夫婦が、密告によって文
化大革命の犠牲となる。店と夫を失ったヒロインは、同じ罰を受けていた青年と恋に落
ちていく……。一人の女性の耐え抜く姿を通して、文革の問題点を衝いた作品。
18/11 414
10362309 撒野…………………………………………………巫哲著 北京联合
2,970
* 突然、十数年育ててくれた養父母から追い出され、粗野な実父李保国のいる鋼厰へや
ってきた蒋丞。慣れない環境で憂鬱に過ごすが、鋼厰の小覇王と呼ばれ、写真撮影や音
楽に才能を示す顧飛と出会い、ひかれてゆく。晋江文学城で人気を集めた青春耽美小説。
20/04 380
10362310 撒野２………………………………………………巫哲著 江苏凤凰
2,970
20/04 411
10362311 撒野（完结篇）……………………………………巫哲著 江苏凤凰
2,970
* 高中を卒業した主人公二人。大学で学ぶ蒋丞、撮影師を目指す顧飛。障害を持つ顧飛
の妹顧淼は訓練治療を受けることに…人気青春耽美小説の続編。
20/05 284
10362509 她们………………………………………………阎连科著 河南文艺
2,970
* 衝撃的な作風で知られる作家が 17 歳で嫁いできた母、小学校教師になった長姉の他，
次姉、嫂、伯母たちなど身近な女性を語ることから始まり、売春、DV、同性愛などの問
題まで中国の郷村に生きる女性たちについて書いた散文集。
精 3,696
19/03 227
10362979 妻妾成群……………………………………………苏童著 浙江人民
*19 歳の頌蓮は、父親が亡くなった後実家が没落したため、陳佐千という富豪の第四夫
人として嫁がされる。屋敷の主人は、妾達の部屋に泊まる時、門前に赤い提灯をかかげ
た―。
「妻妾成群」は邦題「紅夢」として映画化。蘇童中短編集、
他「紅粉」
「園芸」収録。
10362441 １８个囚徒与２个香港人的越狱＜当代名家＞廖亦武著 Ｔ允晨文化 20/05 335
3,344
* 文革の時代、反革命の罪で拘束された大学生、詩人、１１歳で羊を盗んだ罪で捕らえられた
少年、スパイ容疑をかけられた考古学者、望まない結婚から逃れた女性など壮絶な監獄を経
験した人々の話を中国のソルジェニーツィンと呼ばれる著者が 20 年の歳月をかけて記録。
20/01 102
10360537 我们一定要再见一见 ：鲁迅致萧军，萧红信…夏晓静著 中国青年
8,349
*1934 年 10 月から 1936 年 2 月までの魯迅と蕭軍、蕭紅の 53 の書簡の写真と釈文を掲載。
34 年 10 月蕭軍、蕭紅の二人が青島の荒島書店から上海内山書店の魯迅へ書簡を送ると意外
にも返信があった。二人と魯迅の友情に満ちた交流。許広平の編んだニットをまとう魯迅
など貴重な写真も多数。
20/03 188
学
10361944 鲁迅小说与戏剧关系的研究……………………孙淑芳著 科
5,929
* 魯迅小説と戯劇の関係を主旨、人物、表現手法、構造、言語の観点からそれぞれ分析し、
魯迅小説の現代文学芸術史における特質と美学を浮き彫りにする。
10348506  纪念鲁迅定居上海９０周年学术研讨会论文集
………………………………………上海鲁迅纪念馆编 上海书店
18/06 411
3,828
－ 24 －
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10362284  心怀所爱无畏山海 ：萧红的绝世飘零…………石若轩著 北京交大
10362510 ２０２０武汉日记 ：方舱手绘小姐姐的抗疫画集

20/01

…………………………………………………黎婧著绘 国际广播

20/05

定価(円)

2,926
235

5,214

*『アンデルセン童話』など児童書の挿絵画家として知られる著者が武漢のロックダウンか
ら父のコロナ発症、自身も軽症患者として臨時医療施設の武漢沌口方艙医院に入院、隔離
された経験を絵日記で記録。治療者たち、街の復興に取り組む人々の活躍も描写している。
20/01 306
10360951 江湖夜雨读金庸…………………………………马大勇著 辽宁人民
3,696
* 吉林大学文学院教授、中国詞学研究会等の理事であり、金庸迷である著者が、その魅
力を文学背景、任侠文化、仏教思想、武侠小説史、金庸小説研究などの多方面から語る。
19/10 410
10360952 金庸者谁－北大金庸研究课堂实录……………孔庆东著 北京大学
5,445
* 金庸と交流のあった著者が、北京大学で開講した金庸研究の講義録を全１５課に分けて収録。
课程介绍／金庸者谁／功高几许—金庸小说中的武功／情是何物—金庸小说中的爱情／金庸小说
中的民族观。
10361191 话说金庸（增订版）＜金庸学研究丛书＞……潘国森著 ＨＫ心一堂 20/02 180
4,840
* 初版は 1986 年で、倪匡氏による金庸学に異を唱えて執筆。その後 2000 年の北京金庸
小説国際研討会を経て、大幅に修訂する。
10361192 总论金庸（增订版）＜金庸学研究丛书＞……潘国森著 ＨＫ心一堂 20/02 202
5,269
* 金庸学の 2 冊目となる本書初版は『話説金庸』の八年後の 1994 年に発行。金庸小説
の総論並びに金庸学の評価を試みて執筆。本書は金庸逝去を受けての増訂。
精 3,465
18/03 195
10360987  拜金集＜百家小集＞……………………………胡文辉著 广东人民
『現代学林点将録』等の学術論文の他、胡一刀、顧思斎等の
* 著者は『陳寅恪詩箋釈』
筆名で随筆集も執筆。本書は金庸及び武侠小説についての文章 26 篇。
精 5,445
20/01 317
京
10360990 古龙武侠小说知见录＜大家书话＞……………顾学衣著 北
*「香港の金庸、台湾の古龍」と称される古龍の武侠小説を、旧版、連載版、新版、翻
印版に分け、700 余枚の書影 ( カラー ) を中心に紹介する。
精 5,929
19/03 484
蕾
10362049 中国儿童文学史（插图本）……………………王泉根著 新
* 時間の変化と創作題材を交え、貴重な歴史写真 100 余枚を掲載し、中国古代から 21
世紀初頭までの中国児童文学の発展段階を整理研究。カラー図版 20 頁。
10362440 台湾作家一百年１９２０－２０２０ ：潘小侠摄影造像簿
…………………………………………潘小侠策划摄影 Ｔ读册文化 20/04 279 精 15,840
* 潘小侠が撮影した台湾作家１３０名のポートレート写真に、サイン、略歴を加え、一
人見開き２ページの構成で収録する。130 名の内訳は、戦前 38 名、戦後 90 名、政治受
難者作家 17 名、原住民作家 23 名で、貴重な写真を数多く含む。
10362762 日治台湾小说源流考－以报刊的转载改写为论述核心
…………………………………………………许俊雅著 Ｔ万卷楼
20/05 455
5,808
* 台湾日治報刊と典籍を支点とした史料考察、文言通俗小説の転載改写及びその叙述策
略、日治報刊の中国報刊に対する転載及び改写、中国文人作品の台湾における転載と改
写支例、台湾文人の中国小説や訳作への改写。
20/05 247
10362937 涤这个不正常的人…………………………………廖瞇著 Ｔ 远 流
2,904
* 台北文学賞受賞作品。姉だけが唯一言葉を交わせる相手、敏感な弟と家族の想いを描
くノンフイクション。誰もが怪物になる可能性がある―。第 20 屆台北文學獎－台北文
學年金」得主 , 一場無例可循的艱難對話，一部近身拍攝繭居族的紙上紀錄片。
19/04 238
10360013 文化苦旅（修订本）……………………………余秋雨著 长江文艺
2,970
* 散文集。文章 26 篇を収録。中国の名勝旧跡を観光した時の記録を叙述。中国文化を
探究し、自我の情感を表現する。1992 年初版。
10361949 人间告白…………………………………………金鱼酱著 百花洲文艺 20/03 255
2,970
* 清新な画風で知られる挿絵画家金鱼酱は十代で出会った恋人小忽と結婚。しかし小
忽は不治の病に冒されてしまう。多くの読者の涙を誘った真実の愛の物語。挿絵も多
く掲載。
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20/02 261
10361950 人生海海，素履之往……………………………云鲸航著 中国友谊
* ８歳で兄と月夜に木登りした思い出、15 歳まで郷村で育った後、北京、上海、重慶な

2,629

どで暮らしたこと、厦門の喫茶店での会話、夏の窓辺で読む『細雪』―１４歳で才能を
発揮した９０後生まれの人気青年作家の清新な散文集。
19/12 286
10361959 因为这是你的人生………………………………蔡康永著 湖南文艺
2,970
* お手本はないけど、自分たちに合うシナリオはある―初対面の人と交流するコツ、友人と
語るべき事、難局を切り抜けるための心の中の魔法、家庭や職場で望まない支配を避ける
大切さなど、マルチタレントの著者が人をを理解し、望ましい関係を築くコツを語る第２弾。
19/06 240
10362696 忍不住的新努力＜作家榜经典文库＞……………胡适著 浙江文艺
3,069
* 北京大学学長、台湾の外交顧問も務めた思想家の人生哲学を語る随筆集。個人主義、
自由主義、女性の教育や貞操の問題、留学経験と帰国、西洋文明との向き合い方等。
19/06 179
10362698  四十自述＜作家榜经典文库＞……………………胡适著 浙江文艺
2,464
* 小説風に描く両親の結婚に始まり、若くして父と死別した母のこと、少年時代の読書、１３
歳からの上海生活、どのようにして海外へ渡ったかなど。英文の自伝「What I Believe」も収録。
19/11 314
10362271 中国民间故事研究史论 ：１９４９－２０１８漆凌云著 社会科学
5,445
* 上篇 ：中国民間故事研究述評 ：中国民間故事研究概覧、文献計量分析、当代民間故事研究
述評、故事類型学、比較研究述評、文化人類学的研究述評、学術史の回顧と反思、中国生
活故事研究述評、母題と中国故事学術語体系の建設／下篇 ：中国民間故事研究専門家訪談。
精 4,554
20/05 440
岛
10362105 林少华看村上 ：从挪威的森林到刺杀骑士团长林少华著 青
*『風の歌を聴け』から『騎士団長殺し』(2017) までの村上春樹作品 49 部を長篇、短篇、随
筆に分け、発表順に書評を記述する。作品の芸術性、精神性から作家の生活習慣や創作思
想の遍歴まで、村上作品以外にも多くの日本小説を翻訳してきた著者の視点が生きる。
10361246 半泽直树３ ：迷失的一代逆袭（ロスジェネの逆襲）
…………………………［日］池井户润著／凌文桦译 现
20/03 408
代
2,970
10361247 半泽直树４ ：银翼的伊卡洛斯（銀翼のイカロス）
…………………………［日］池井户润著／伍能位译 现
20/03 416
代
2,970
20/04 307
星
10361965 下町火箭２ ：高迪计划…［日］池井户润著／吕灵芝译 新
2,970
20/05 519
3,025
10361964 陆王………………［日］池井户润著／李立蓉，安素译 浙江人民
20/05 293
10361966 民王…………………………［日］池井户润著／乔蕾译 浙江人民
2,970
精 3,245
20/06 314
海
10362506 祈年守护人…………………［日］东野圭吾著／宋刚译 南
*『クスノキの番人』の中国語版。＜新经典文库＞
［日］ 东野圭吾著／杨婉蘅译 南
19/06 187
海
10362987  空中杀人现场（第２版）
2,695
*『殺人現場は雲の上』の中国語版。＜新经典文库＞
===============【 ◆思想・哲学・宗教 】===============
19/11 961 精 29,700
10361628  图书集刊 上下册……………蒙文通主编／王嘉陵整理 巴蜀书社
、民国時期重要学術刊行物、1942 年 3 月創刊、1949 年停刊、四川省立図
*《図書集刊》
書館編輯発行、蒙文通主編、全 9 期。文献考証を主に経史子集各類に渉る謝無量、錢穆
等名家の学術論著を収録。主内容は創刊号に戴東原未刊稿《孟子私淑録》
、第二、三期
に章学誠《
〈章氏遺書〉逸篇》
、第五期に廖季平未刊稿《
〈左傳〉杜氏五十凡駁例箋》と
王存善遺著《宋拓〈絳帖〉目録》
、第六期に顧亭林遺著《蔣山傭残稿》
、第七、八期に劉
鑒泉未刊稿《道教徴略》
、第八期に《厳君平〈道教指歸論〉佚文》
、第九期に龔煕台未刊
稿《營山縣疆域沿革考》
。影印本
10361742 南朝清谈 ：论辩文化与三教交涉在南朝的发展纪志昌著 Ｔ台大中心 20/04 561
6,336
* 史料文献中の南朝清談辯に関する記録を集め帰納、分類、整理。原型 ：傳統式的清談
──譜系的承傳、變型：
講學談論式、南朝清談論辯的文化影響與評價、
《易》學思維與玄、
佛交涉、
「形神生滅論爭」中的玄思、
「達性論爭」與儒、佛交涉、
「白黑論爭」與儒、佛交涉、
〈辯宗論〉頓悟義「折中孔釋」的玄學詮釋、
「通源論爭」與道、佛交涉の 9 章に分ける。
巻末に結論「南朝清談論辯與三教交涉的思想史意義」及び附表「南朝清談人物一覽表」
、
徵引書目索引を付す。
（繁体字横組）＜中国思想史研究丛书２３＞
－ 26 －
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精 3,949
20/01 285
10359641 高邮二王著作疑案考实…………………………虞万里著 上海教育
（王念孫、
王引之）
の残稿を手がかりに、
その創稿時原始形式を考證する。巻末に
「高
* 現存する二王

郵二王著作疑案考實圖版」を付す。別冊として「思維導圖」(20 頁 ) を付す。
（繁体字横組）
20/02 574
10361745 郑玄会通三礼研究＜人文新贵７＞……………罗健蔚著 Ｔ新文丰
、對三《禮》
「周禮」材料的互注、
* 鄭玄的三《禮》觀、以時代、地域鑑別及應用《禮記》

7,260

互證與調和、藉禮例及「推致」會通、推演禮文、以讖緯組織三《禮》祀天祭地的體系、
鄭玄會通三《禮》的得失及影響の 7 章よりなる。
（繁体字横組）
精 5,753
20/01 245
10361819  左氏会笺研究＜多维人文学术研究丛书＞……孙赫男著 中国书籍
*《左氏會箋》は日本江戸時代末から明治時代（晩清道、咸以降民国初年に相当）の著名
中国学者竹添光鴻が《左傳》を注釈した重要著作。本書はこの著書を研究対象に西晋杜
預《春秋經傳集解》
、近人楊伯峻の《春秋左傳注》と具体的に比較研究を行い誤りを正し
訂補、そのほか《左氏會箋》の述作背景、撰述主旨、版本、校勘成果について考察する。
19/12 586 精 10,164
10361843  吴越春秋校证注疏（增订本）＜张觉述作集＞…张觉撰 岳麓书社
* 本書作者は現存最古の《呉越春秋》刻本－－元大徳十年（紀元 1306 年）刻明修本を
底本にその他明 , 清版本、清人校勘記、類書 , 古注の引文及び《左傳》
《國語》
《史記》
等典籍の異文と参校、できるだけ正確な原文のもとで広く先人の解説を採り《呉越春秋》
に学術性と通俗性を備えた注釈及び白話で原文に疏解を加えたほか、各篇巻頭の提要で
その内容と特徴について概括的な述評を載せる。ほか、本書内容を補正する早期史料及
び《呉越春秋》早期文情況を理解する引文、校勘記を巻末に付す。
（繁体字横組）
20/03 222
10362760 善书，经卷与文献（２）＜博扬文化＞……范纯武主编 Ｔ 博 扬
3,080
* 論文 : 桐鄉神歌的歷史記載及現存三十種抄本題記 ( 陳泳超 )、元刊《鍾呂二先生修真傳道集》
校讀記 ：兼談《修真十書》的成立 ( 許蔚 ) 等４篇／西遊記新論 ：
《唐三藏西遊釋厄傳》再論兼談
世德堂版《西遊記》底本及其祖本 ( 王見川 ) 等２篇／研究計畫概況 ：晚期帝制中國宗教典籍閱
覽︰第一期 CRTA「宗教書籍規範索引」工作坊會議及其論文介紹 ( 吳瑾琿、
延易橋 )。
（繁体字横組）
19/08 712
10361436 文渊阁四库全书集部易学资料分类萃编……刘大钧主编 山东大学
5,929
標点整理、
易学知識体系により分類編排。
*《四庫全書》集部に収録された易学資料を捜集、
上海古籍出版社 2003 年版《影印文淵閣四庫全書》を底本に、誤字脱字が甚だしいもの
は他本を参照に校点、脚注で明記した。
（繁体字横組）
20/01 338
10362374 中华图像文化史－周易图像卷……韩丛耀主编／郭彧著 中国摄影
11,979
『河図』
『洛書』
『先
* 歴代の『周易』の経伝を解説する主要図像を収集することに加え、
天図』
『太極図』の発生とその変遷の状況を詳述し、
邵雍易学図像を解釈する内容を収録。
周易図像の在社会生活における広範な応用を列挙し、
『周易』図像の豊富多彩な様相を
提示する。カラー・モノクロ図版を多数掲載。
19/12 293
州
10361903 杭州儒学碑碣…………………………………王光斌主编 杭
5,280
* 杭州孔廟に収蔵された儒学類に関する多くの碑石は、数量が多いだけでなく非常に重要で杭
州儒学教育発展歴史の重要実物資料となっており、杭州儒学類碑石は杭州儒学の歴史沿革、建
築規制、学田、学規、内部管理、教師、生員等様々な方面を反映した杭州儒学研究の詳細で正
確な資料である。本書は杭州孔廟所蔵の碑石を整理し、杭州地方文献中の儒学碑記に関する記
載を合わせ、碑石形式で宋代から清代及び近現代まで各時期ごとに杭州儒学各方面を紹介する。
19/11 387
10361904 西汉儒家学者丛考………………………………谢志平著 中山大学
4,488
《漢書》両儒林伝を基礎に関連文献（含出土文献）を編輯し、両書儒林伝に未収
*《史記》
録の儒学者について補充、西漢（含新莽時代）儒家学者群について全体的な研究を行った
資料彙編類学術著作。各学者の平生、師承関係。事迹系年、伝世著作と学術成果を紹介する。
20/04 453
10362330 儒行与禮典 - 孔子家语思想探究………………徐其寧著 Ｔ万卷楼
5,808
*『孔子家語』の思想を研究。思想の尺度から『孔子家語』の学術的な位置づけを再規定し、
その成書論争を整理する。索引。＜汉学研究丛书·文史新视界丛刊＞
20/05 279
10362485  刘宗周思想研究……………………………………余群著 上海人民
5,148
* 劉宗周思想の価値傾向、哲学本体論、儒家主体論、劉宗周哲学の革新思想、劉宗周大
儒の人格魅力、劉宗周の聖賢工夫思想、審美体験論、審美境界論を論述。
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10355206 从有无之辩走向自然之境－王弼哲学的精神＜哲学研究论丛＞
……………………………………………………丁虎著 人民日报

19/06

352

5,445

「無」と「有」に対して論理・実践面の分析を行う。認
*「無」の哲学の向きを分析し、
識論と価値論の両面から、王弼哲学の精神を体現。王弼の哲学精神を非仅仅体現在統治
階級の意識形態や及価値意義に体現するだけではなく、その価値ある実践理性を中華民
族の精神に高める。
10359867  李贽全集续编·阳明先生道学钞（附年谱）
精 5,445
［明］李贽编／李超，郭道平整理／韩乔治校订／张建业主编 首都师大
19/10 265
* 李贽一生对王阳明推崇备至，故而倾其心血编著了《阳明先生道学钞》并附《阳明先生
年谱》
。该书选取阳明全书中的重要篇目，对年谱略作删减，并加以圈点评论，表现了李
贽对阳明学的理解与领会，不但对阳明学而且对李贽之学都具有十分重要的学术研究价值。
20/01 230
10361425 宋代道教管理制度与政策研究……张龙成，武清旸等著 四川大学
2,926
* 宋代国家法令中道教と関係ある内容、宋代対道教宮観の管理政策、宋代対道士の管理
政策、宋代対道教祭祀の管理政策及び北宋真徽二宗の崇道政策について論述する。
19/08 264
秦
10362085  黄老思想 ：道家理想社会的追梦历程…………陈博编著 三
5,445
* 黄老思想の遡源、黄老思想体系の形成、黄老思想の社会政治実践及び理論総括について論述。
10362395 老子道德经儒释道三家注按
精 6,534
［春秋］老子著／［宋］林希逸，
［明］释德清等注／胡不群编按 学
20/03 326
苑
（別名『老子道徳経』
）注釈を収集し、作者の評按を掲載。
『老子道徳経』を
*『道徳経』
解読し、成書の時代背景を関連付けて研読推察。老子の学説を理解し、思想の実質を把
握して手助けを提供。
（簡体字横組）
20/01 208
物
10362646 张三丰史话……………………………宋婉琴，杨曙明著 文
3,696
* 張三豊は元・明交代期の道学・武学などを一身に集めた伝奇人物。本書は張三豊の人
物史跡を発掘し、真実の張三豊、伝奇人物の真実の故事を提示。
精 7,744
18/11 450
10358279  王阳明年谱辑存 第１册………龚晓康，马瑞州等点校 贵州大学
* 王陽明（1472-1528）の生涯の是非や功労過失を詳細に記載。第 1 冊は、銭徳洪『陽明
先生年譜』
、鄒守益『王陽明先生図譜』
、施邦曜『陽明先生年譜』
、張問達『王陽明先生
文鈔巻二十』
、楊希閔『明王文成公年譜節鈔』
、劉原道『陽明先生年譜』で構成。
精 7,744
18/11 520
10358280  王阳明年谱辑存 第２册…………赵永刚，钟翌晨点校 贵州大学
、陳澹然『王文成公年紀』
、陳筑山『王陽明年譜伝習
* 第 2 冊は、李贄『陽明先生年譜』
録節本』
、佚名『王文成公年譜節略』
、余重耀『陽明先生伝纂』で構成。
10361859  主体、工夫与行动 ：朱熹哲学的新探索＜华人文化主体性研究丛书＞
精 2,640
………马恺之，林伟杰主编／黄瑩暖、黄崇修等编著 Ｔ 政 大
19/12 180
* 朱熹思維中の心性論と工夫論に関する論文 6 篇を収録する。朱熹思想中的道徳自我與世界圖
像（黄瑩暖）
、朱子對周敦頤主靜工夫之疑慮及轉型 ：心性論視野下之還原及展開（黄崇修）
、朱
子是懐疑論者嗎？（賴柯助）
、
論朱子倫理學中「真知」的證成意涵（梁奮程）など。
（繁体字横組）
20/01 195
10361673 关学哲人诗传……………………………………赵馥洁著 陕西人民
4,488
* 北宋張載が創立し清末まで長期にわたり陝西関中地区に流伝したした理学学派・関学
の代表者 34 人を選び、贊詩 34 首とその解釈及び哲人の平生簡歴と人格気風を概述した
伝記 34 篇を収録する。＜横渠书院书系关学历史文化丛书＞
10361675 当代中国美学研究（１９４９－２０１９）＜当代中国学术思想史丛书＞
………………………………………刘悦笛，李修建著 社会科学
19/12 655
13,310
「美学学術史」
* 新中国成立後 70 年来の中国美学発展の全体過程と論理進展を描写し、
を総括・再認識。当代中国の「前三十年」
（1949-1978 年）を「後四十年」
（1979 年から現在）
の美学史とあわせ、
「美的本質観」
「美学本体論」
「美学原理」
「中西美学史」の研究を重
点として、当代中国美学発展の歴史経験と現実教訓を叙述・解析。
19/07 727 精 13,310
州
10359025 中峰明本全集……………［元］释明本著／于德隆点校 九
19/07 628 精 13,189
州
10359027 僧肇全集…………………［晋］释僧肇著／于德隆点校 九
19/07 297 精 10,164
州
10359028  南岳慧思全集…………［南北朝］慧思著／于德隆整理 九
－ 28 －
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10359043 楚石梵琦全集………………［元］梵琦著／于德隆点校 九
10358925  新译大方广佛华严经音义校注＜音义文献丛刊＞

出版年 頁数

定価(円)

州

19/07

711

精 13,310

…………………………［唐］释慧苑撰／黄仁瑄校注 中华书局

20/01

287

精 5,445

* 慧苑《新譯大方廣佛華巖經音義》は現存唯一の単経音義、唐玄宗開元二十年（732）
前後に成書、約 80 年後の慧琳音義に収録。慧苑は《新譯大方廣佛華巖經》八十巻中の
難字僻詞について注音釋義を加えた。慧苑は梵文唐言に通曉、音韻訓詁に精通、内外典
籍を広く引用、その注音釈義は文字、音韻、訓詁、辞書等多方面に価値がある。
《新譯
大方廣佛華巖經音義校注》は慧琳慧苑の異文に分析を加えており、学者が慧琳慧苑語音
系統を理解するのに役立つ。巻末に「字（詞）目索引」
、
「引書（人）索引」
、
「佛典音義
論著目録」を付す。
（繁体字横組）
10359520 犍陀罗古代佛教经卷 ：大英图书馆佉卢文残片概述＜普陀山佛学丛书＞
[ 美 ] 邵瑞琪（Richard Salomen) 著／心举，朗安译／会闲校 中华书局
19/12 225
5,214
*1990 年代以来、パキスタンとアフガニスタンでカローシュティー文字で書かれた 1・2
世紀前後のガンダーラ語仏教写本残巻が発見され、大英図書館所蔵品、斯尼爾所蔵品、
斯奎因所蔵品、巴焦爾所蔵品とパキスタンの私人コレクションに分けられる。本書は大
英図書館所蔵品について紹介・解説。カラー図版 24 頁。英文原版 1999 年出版。
19/12 253
10359869  华严宗思想与文化…………………吴言生主编／刘峰著 宗教文化
3,828
* 華厳宗概説、華厳宗高僧、華厳宗経典、華厳宗祖庭、華厳宗思想、華厳宗修持、華厳
宗意義の全 7 章。＜长安汉传佛教祖庭文化丛书３＞
19/08 295
10361089  古代印度佛教经典中的治国思想研究丁小平，丁文珺著 宗教文化
4,752
精 9,559
20/01 383
10361886  唐代法相唯识宗兴衰史研究……………………杨剑霄著 宗教文化
* 玄奘以来、唯識宗は中国佛教史上最も重要な宗派の一つになった。本書は観念と現実
の両面から唐代唯識宗の興衰問題について新しい観点からの研究をまとめた。
20/03 239
10361907 唐代佛典文献《续高僧传》字词研究…………王显勇著 甘肃文化
3,234
〈續高僧傳〉
* 本書は《續高僧傳》中の字詞について研究したもので、著者の博士論文《
字詞研究》を基礎に修改増刪、
《續高僧傳》中の字詞校勘、訓釋等にさらに詳しい分析を
行い、比較的難解な詞語に解釈を加えた。
（繁体字横組）
10362706 佛教中国化的实现路径 ：以汉文大藏经为中心的文本研究
……………………………………………………纯一著 文
20/04 270 精 11,374
物
* 漢文大蔵経をテキストとして、中国での伝播経路及び内容漢訳の過程を整理し、仏教
中国化の実現ルートを詳述。カラー写真を多数掲載。中土仏経の漢訳と流伝、歴代漢文
大蔵経概述、漢文大蔵経の構造体系、大蔵経と中国文化の相互影響と塑造など全 7 章。
10359878  近代中国东北基督新教研究（１８６７－１９３１）
…………………………………………………徐炳三著 宗教文化
19/04 280
6,534
===============【 ◆古代史・歴史地理 】===============
19/12 773
津
10360396 侯仁之学谱＜北京学学术文库＞…………………丁超著 文
14,850
* 中国の著名な歴史地理学者である侯仁之（1911-2013）の学術事業の発展過程を整理。
著作・論文・講話は必要であれば原文を引用。人名・事件などについては案語形式で説
明を加えることもある。記載が相違する部分は「考異」で分析を加える。
19/07 403
10360854  王化与山险 ：中古边裔论集＜未名中国史丛刊＞罗新著 北京大学
4,950
10362210 范仲淹全集 全４册＜中国历史文集丛刊＞
………………［宋］范仲淹撰／李勇先，刘琳等点校 中华书局
20/05 1472
11,979
* 范仲淹（989-1052）は北宋の政治家・文人。今回、文集部分は 1984 年中華書局影印北
宋刻『范文正公文集』
、別集・奏議・尺牘・補編部分は清康熙四十六年范氏歳寒堂刻『范
文正公忠宣公全集』を底本として整理。伝記・年譜などの関連資料を附す。
（繁体字縦組）
精 5,929
20/05 502
10362604 增补徐光启年谱＜徐光启全集＞…朱维铮，李天纲主编 上海古籍
（上海古籍出版社 1981 年版）を基礎に増
*《増補徐光啓年譜》は梁家勉《徐光啓年譜》
補して成る。原譜不足内容を増補、近年発見の新材料を増やしたほか最新の研究成果を
基に修訂。原譜に比べ約 1/3 増加。
《徐光啓全集》の一冊。
（繁体字縦組）
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19/12 343
10360383  中国史学史研究入门＜历史学研究入门丛书＞…张越著 北京大学
* 中国史学の古代から近現代までの発展を整理。中国史学史研究の史料範囲を紹介し、

3,894

中国史学史の研究史や研究傾向を概述。史学史研究中の重要問題を検討。

10361325 成蹊集 ：葛剑雄先生从教五十五年志庆论文集
………………………本书编委会编／王卫东责任编辑 复旦大学

19/11

641

精 9,383

歴史学、
移民史、
* 葛剣雄氏 (1945 ～ ) は復旦大学中国歴史地理研究所所長等を歴任。歴史地理学、
人口史等の研究に貢献した。本書は教学 55 年を記念し、関係筋の研究者による論文 43 篇を収録。
移民史 9 篇、人口史 5 篇、文化史 7 篇、経済史 10 篇、政区与政治史７篇、環境史５篇。
10359977 唐宋类书徵引战国策资料汇编＜汉达古籍研究丛书＞
精 9,240
……………………………………何志华，李洛旻编著 ＨＫ中文大 19/12 144
『北堂書鈔』
『藝文類聚』
『初學記』
『白孔六帖』
『太平御覽』
『册府元龜』
『海録碎事』
『錦
*『類説』
繡萬花谷』
『記纂淵海』など唐宋の類書 13 種が引用する、
『戰國策』の正文及び注文を収集。
収録する『戰國策』は《士禮居叢書》重雕未見書齋本を底本とする。
（繁体字横組）
10361685  货币起源与华夏文明……………………………施云江著 上海社科院 20/01 246
7,744
*「貨幣起源と華夏文明」の歴史的関係性からしスタートし、人類生存最適化効率の目
安に沿って、中国文明の内在力をつなぐ北方華夏族唯物の理性を探索し、中国文明が進
化し続ける内在原因を検討。カラー写真を多数掲載。
精 9,559
20/01 653
10362475 大夏史 上下册……………………………………郭泳著 上海大学
* 神話伝説・文献記載や考古発掘の成果を結びつけ、夏王朝の歴史を論述。五帝時代、
先夏族の発展と強大化、華・夏・華夏、中国の竜と大夏文化、大夏の境域、大夏王朝の
創始、夏代の都市建設、青銅時代、夏代の文字など 37 章。
精 9,988
19/03 447
10360463 周本纪＜史记研究集成・十二本纪＞尹盛平，赵光勇编 西北大学
*『史記研究集成・十二本紀』は多くの資料を整理し、約 2000 年に及ぶ『史記』研究発
展の成果である校勘（
「彙校」
）
・注釈（
「彙注」
）
・評論（
「彙評」
）を掲載。各篇の前に「題解」
、
後に研究総述を記載。
『史記』本文は中華書局 1959 年版点校本を底本とし、
『史記』新
校本（修訂本）を参考にし、
歴代の『史記』研究資料を収集。
「周本紀」は『史記』巻 4。
（簡体字横組）
19/03 459 精 10,593
10360464 秦始皇本纪＜〃＞……………………徐卫民，张文立编 西北大学
精 8,778
19/03 389
10360465 项羽本纪＜〃＞………………………袁仲一，赵光勇编 西北大学
19/03 487 精 10,890
10360466 高祖本纪＜〃＞………………………吕蔚，吕培成等编 西北大学
精 4,950
19/03 195
10360467 吕太后本纪＜〃＞………………………………徐兴海编 西北大学
精 8,470
19/03 403
10360468  孝文本纪＜〃＞…………………………………田大宪编 西北大学
精 5,445
19/03 216
10360469 孝景本纪＜〃＞………………………吕新峰，赵光勇编 西北大学
精 5,753
19/03 242
10360470 孝武本纪＜史记研究集成·十二本纪＞李雪，段承校编 西北大学
19/12 244
10361596 秦汉社会观念与政治秩序论稿…………………崔建华著 社科文献
5,929
、中編“観念与政治”
、下編“区域与政治”の三編に分け、観念の
* 上編“観念与民生”
角度から秦漢歴史認識を試みる。秦漢社会の早慧現象に対する認識、漢代反季節栽培と
“不時不食”観念、忠孝観念を中心とする漢朝と匈奴交流中の倫理衝突及び融合、蜀地
入秦初期行政体制の変遷などについて論述する。＜汉魏六朝帝制社会研究丛书＞
20/03 402
10361798  中国古代的法典 制度和礼法社会……………郑显文著 中国法制
5,445
* 伝世文献と出土文献を基礎に、戦国秦漢から唐宋の際の法典体例と内容変化を考証。
秦代の法律体系は法・律・令の体系であり、漢朝初年の『九章律』は秦『法経』6 篇と
秦律 3 篇を改めて組み合わせたものと指摘する。
19/12 259
10362223 校书与修史 ：东观与东汉帝制文化整合………张宗品著 社科文献
5,929
* 東観を中心として、後漢時期の校書修史活動と帝制国家文化構築との内在関係を検討。
20/05 297
10362277 时空 ：史记的本纪表与书………………………陈正宏著 中华书局
3,465
」系列読物の第 1 種。
『史記』の本紀・表・書についての解説。
*「陳正宏教授講『史記』
20/03 259
州
10362483  汉代三公犯罪研究………………………………郜俊斌著 九
5,280
犯罪の特徴、
漢代政府の懲罰状況。
* 両漢時期の三公（丞相・太尉・御史大夫）の犯罪状況、
－ 30 －
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19/12 246
10361113 魏晋政治与皇权传递……………………………权家玉著 社科文献
* 曹魏と西晋の皇権移譲が作用する政治変動をめぐって、皇権の交代時から着手し、一時

5,929

的な君弱臣強力の局面が政治にもたらす不安定を検討。＜汉魏六朝帝制社会研究丛书＞
19/11 303
州
10361793 两晋之际的琅邪士族研究…………………………孙丽著 九
* 琅邪士族が最も繁栄した両晋期の名門士族の琅邪王氏と下等士族の琅邪孫氏を研究の

4,488

重点とし、琅邪諸葛氏、琅邪顔氏、琅邪劉氏等を加えた政治活動を主線として、西晋の
崩壊と東晋の建立過程中での影響や文化への影響、琅邪士族の南遷、中原文化の保存と
南北文化の融合等を考察する。＜沂蒙文化与中华文明丛书＞
10358164  南国多秀士 ：唐宋之际的东南士人与中国文化重心南移
…………………………………………………黄庭硕著 Ｔ 稻 乡
19/10 432
3,960
* 緒論 ：宋初文物江南來 ：唐宋之際東南士人的文化遺産、第一章 ：唐末東南士人的擧業
與仕宦、第二章：唐末淮獨立潮與東南士人新處境、第三章：呉唐之際的文治轉向與士人、
第四章 ：南唐二主時期的「文官政治」與士人發展、結語 ：從沉抑到奮起－－唐宋之際東
南士人的發展與意義、徴引書目（傳統史料、近人著作、工具書、資料庫）
19/09 351
10360357 北朝地方行政制度研究 ：以州为中心……………钟盛著 武汉大学
5,566
* 州級行政機構を中心に、北朝の地方行政制度発展の重要な手がかりを検討。特に本州
刺史の盛衰、州軍府制度の設計と深化、州軍府の権力機能、州佐制度の変遷及び州大吏
の「非本州化」現象、隋代の地方選官制度の改革及び苦境などを考察。
20/04 290
10361693 牛僧孺及其时代……………………………………周浩著 上海古籍
3,234
19/12 319
10361830  日月当空 ：武则天与武周社会…………………王双怀著 陕西人民
3,696
* 武則天の家庭関係、政治参加の原因結果、称帝の真相、武周時期の政治構造・経済状況・
軍事形勢・文化様相、武周政権の歴史地位、武則天の評価問題などについて論述。
18/12 609
凰
10361885  江标集………………………………………………黄政辑 凤
5,929
* 唐の政治家牛僧孺は進士出身官僚の指導者として，門閥貴族出身の李徳裕らと激しい
抗争を繰広げ「牛李の党争」と呼ばれた。本書は「牛僧孺長于江西永新補考」
、
「牛僧孺
的思想体系」
、
「論柳宗元対牛僧孺的典範意義」等 6 章からなる。
20/05 377
10362235 隋唐之际山东士族的文化传承与变迁…………路学军著 社会科学
7,139
* 隋唐之際社会変換の歴史背景に基づき山東士族文化の視点から、儒学再構築、史学実
践など多くの面から山東士族文化変遷と相互交錯堅守の特質を分析し、家風、学風、政
風等方面における山東士族の変遷経緯、文化内在及びその関連性などを明らかにする。
精 5,148
20/03 245
10362392 唐代职官管理简论＜中国当代研学丛书＞……张东光著 中央编译
* 唐代の職官の養成・選抜・任用・激励・審査の一般状況を論じ、現代の管理理念で説明。
18/12 210
安
10362478  唐代皇帝祭天故事………………………………王效锋著 西
2,464
* 第 1 章で隋唐以前の圜丘祭天、隋唐圜丘祭天の形式、数量及び特点、隋唐圜丘祭天の
意義について叙べた後、第２章～第４章で隋代帝王と圜丘祭天、唐代前期帝王と圜丘祭
天、唐代後期帝王と圜丘祭天について叙述する。＜隋唐长安城圜丘与祭天丛书＞
精 5,929
20/05 308
10362601 西暨流沙 ：隋唐突厥西域历史研究……………吴玉贵著 上海古籍
* 突厥・回鶻・突騎施・粟特などの族群中の重要人物とその事跡を考察し、高昌・伊吾
地区で発生した族群活動を分析。白居易詩詞中の毡帳（フェルト製のテント）などを分
析し、当時の社会生活の様相を検討。論文 12 篇を収録。
19/09 386
10362817  唐五代宋初冥界观念及其信仰研究……………钱光胜著 甘肃文化
4,752
* 唐五代宋初の冥界観念とその信仰中の官吏の名称・地位・影響・来源を論証し、冥判・冥訴・
天曹・算・簿籍などの文化現象を叙述。冥界观念とその信仰下での民衆の生活を考察し、
唐五代の冥界観念とその信仰の影響や変化を検討。＜敦煌与丝绸之路研究丛书＞
19/06 179
10357223 辽朝对中原王朝外交思想研究…………………蒋金玲著 吉林大学
3,696
* 太祖太宗朝遼の五代十国に対する外交思想、世宗穆宗景宗朝遼の五代、北宋に対する
外交思想、聖宗朝遼の宋に対する外交思想、興宗朝遼の宋に対する外交思想、道宗天祚
朝遼の宋に対する外交思想の全五章に分けて遼朝契丹統治者の中原王朝に対する外交思
想について叙述する。
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10354164 世相的影子 ：清明上河图映射下的北宋男人性格命运研究
…………………………………………………杨筱柏著 河北教育

18/07

220

4,488

*『清明上河図』に描かれる北宋時期の様々な階層、領域、業態の人物の外見や心情の
特色を捉え、北宋の社会構造の規律や商業経済形成後の人々の価値観及び精神面を分析
し、
『清明上河図』鑑賞に新しい視点を与える。
精 5,412
19/11 235
10359206 天盛律令铁箭符牌条文整理研究………………张笑峰著 上海古籍
* 鉄箭符牌条文は西夏の鉄箭・符牌制度を研究するうえでの重要資料。西夏の鉄箭・信牌・兵符
などの派遣制度を示しており、西夏の政治・軍事制度研究に重要な意義を有する。本書は校勘
訳釈（底本は『俄蔵黒水城文献』甲種本）と名物制度考論に分かれる。＜西夏文献研究丛刊＞
19/09 175
秦
10361120 北宋与西夏边境地区的经济文化交流研究……张红艳著 三
4,488
* 宋・西夏辺境の変遷状況を考察し、経済文化交流の範囲を定義。榷場・貢使・和市・走
私などの貿易の状況を指摘。書籍流通と仏教文化の交流を例に、宋・西夏文化交流の実
況を考察。北宋と西夏の交流の「地縁与交通」
「時間与空間」
「互通有無」などの特徴を指摘。
19/09 368
10361555 宋代文献编纂述要………………………………张富祥著 山东大学
4,422
* 宋代文献の編纂情況について紹介及び研究を行い伝統編纂学の理論と方法を総括す
る。経学文献的編纂、歴史編纂学、方志編纂学、科技文献的編纂、
「教文献的整理与編纂、
文集和筆記的編纂、類書和叢書的編纂の 7 章。
「宋代刻書業的発展」
「宋代官私図書的積
聚和散佚」を付す。
20/06 490
10361657 辽史探源＜二十四史校订研究丛刊＞…………苗润博著 中华书局
4,488
* 遼朝の歴史叙述の変遷と特徴及び金朝の『遼史』編纂の問題を検討し、元修『遼史』
のテキスト来源状況を総括。元朝の史官編纂要素が多いが前人の研究が不充分な部分を
研究。特殊なテキストである「西遼事跡」の経緯を考察。
19/12 226
10361921 宋代内藏财政研究………………………………董春林著 社会科学
4,554
* 本書は宋代内蔵財政の観念、職能及びその歴史意義、内蔵財政の運営状況、内蔵財政地位の変
遷、内蔵財政遷移と宋代財政形態、内蔵財政と宋代軍事政治の融通の 5 章に分け宋代内藏财政
について詳しい研究を行った。宋代内藏庫支出情況表を付す。＜国家社科基金后期资助项目＞
精 5,929
20/02 287
10362062 北宋前期南方经济圈形成与文学转型…………傅蓉蓉著 中国书籍
、
中編“南方経済圏の文化影響”
、
* 上編“北宋前期南方経済圏と宋代文学轉型の基礎環境”
下編“経済重心南移と文学轉型の互動関係”よりなる。＜中国书籍学术之光文库＞
10362208  经世大典辑校 上下册＜中国史学基本典籍丛刊＞
[ 元 ] 赵世延，虞集等撰／周少川，魏训田等辑校 中华书局
20/05 903 精 10,164
*《經世大典》は元代文宗時期修纂された政書。明初《元史》編纂時、多くを《大典》から取材
したが、明後期失伝。本書は《經世大典》初の系統的全面的整理（輯佚、點校）で、各種古籍
に散見する《經世大典》佚文を収輯、校勘考證を加えた全面的《經世大典》輯本。
（繁体字縦組）
10362331 大汗之怒 ：蒙古铁骑与日本武士的海上交锋，忽必烈东征的未竟之路＜历史选书７７＞
…………………………………………………周思成著 麥
20/05 302
田
3,344
19/10 333
民
10362700 金代教育与科举研究………………………………兰婷著 人
4,356
* 金代の漢族と女真の 2 大科挙体系や、金代の武学教育と武挙などを重点的に研究。金
代の教育・科挙や両者の関係を系統的に研究。
18/06 358
10353606 明文化学术研讨会论文集………安徽省地方志办公室编 黄山书社
5,280
*2014 年 12 月開催の学会の論文を収録。明代建文伝説流衍考論（丁修真）/ 滁州南渓于
氏家譜簡編（張鉉）など 30 余篇。
19/03 294
10356043 明代笔记考论……………………………………马兴波著 山东大学
3,696
* 明代筆記を研究対象とし上下二編よりなる。上編は筆記の概念を分析し明代筆記を“史料
類”
“叙事”
“考辨”
“論説”
“雑俎”に分類しマクロ的に論述。下編は筆記を類別、時間順に
排列し、
書名由来、
作者小伝、
内容提要及び版本の四方面から明代筆記 200 余部について考述。
精 5,753
19/09 290
10357629 明清以来的豫北宗族与地方社会………………申红星著 光明日报
* 明清以来豫北宗族構成の背景、その発展過程と移民宗族、組織化建設、国家と地方間にお
ける明清以来の豫北宗族、改革開放以来の豫北宗族について詳述する。＜光明社科文库＞
－ 32 －
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18/07 241
10358232  明清时期英国东印度公司对华贸易中的大班委员会潘毅著 黑龙人民
* 東インド会社の船荷監督人の具体的業務・生活、船荷監督人の委員会の構成や機能、

3,696

船荷監督人とその委員会と清政府、行商とその他西洋人の相互作用・抑制・競争などの
関係、広州貿易態勢に対する船荷監督人とその委員会の衝撃・破壊などについて考察。
精 5,148
19/12 331
10360504 经略滇西 ：明代永昌地区军政设置的变迁………罗勇著 社科文献
* 明代永昌地区の軍政設置の変化を手がかりに、正史・実録・地方志・文集・碑刻・家
譜などを発掘し、永昌地区と周辺情勢の相互関係をめぐり、衛所・府州県の関係や社会
変遷を論述。
19/12 289
10360885  明长城军事防御体系规划布局机制研究……范熙晅等著 中国建工
5,445
* 明長城軍事防御体系内外両側に着目し、全体的視点で自然因素、社会因素及び軍事策
略三方面から明長城軍事防御体系計画配置と場所選定メカニズムについて研究、明長城
軍事防御体系計画配置の内部思想について分析する。＜长城·聚落丛书＞
19/12 206
10361473 赋役改革与明清乡村社会研究…………………董雁伟著 社会科学
4,488
* 賦役改革と明清「富民」階層との関係を検討、賦役改革と農村社会の発展変遷の内在
関係を整理し、国家と「富民」階層との関係及び明清の賦役改革の歴史的効果を指摘。
精 5,148
19/12 262
10361652 吴星叟明人传稿……………[ 清 ] 吴农祥撰／李岩点校 中华书局
《星叟雪鴻集》稿本は洪瞻祖、陳潜夫、姚文慰、姚奇引、
* 浙江省図書館蔵呉氏《星叟集》
陳純徳等の伝記 24 篇、日本静嘉堂文庫蔵呉氏《呉莘叟先生集》鈔本は劉文炳、賀逢聖、
温璜、呂維祺、張煌言、黄道周等の伝記 26 篇を収録する。本書は 6 人の重複を除き二
つを一つにまとめて点校出版したもので稿本を底本に静嘉堂蔵本を校本とし、
書名を《呉
星叟明人伝稿》とした。巻末附録に章撫功撰《呉慶伯先生行状》を付す。
（繁体字縦組）
精 4,488
20/04 377
10361931 明代的宦官和宫廷………………………………温功义著 北方文艺
* 中国宦官の由来及びその歴代の発展、変化と影響について要点紹介したもので、明代宦官
の概況を綜述、続いて“鄭和下西洋”から始め、明代 200 余年間の著名宦官（鄭和、王振、
汪直、劉瑾、魏忠賢等）と宮廷内部の重大事件（
“土木之変”
、
“奪門”事変、帝王之争等）
について叙述する。明代の朝野闘争と社会生活を反映し、
明代政治制度と特務組織（錦衣衛、
東厰、
西厰）
の発展変遷情況を再現、
明王朝の各種矛盾弊害及びその盛衰原因を明らかにする。
19/12 176
10361932 明代保甲制研究…………………………………薛理禹著 社会科学
3,696
* 明代保甲制の形成と発展過程を研究。嘉靖年間保甲法の推進、両京地区の保甲制、保
甲制と総小甲制の関係分析、保甲制と防災救災など全 7 章。
20/03 1110
10362090 明代卫所选簿校注 云南卷贵州卷 全２册孟凡松编著 广西师大
19,305
*《中国明朝档案總彙》は折件、档冊、書冊等三編に分かれ、その第二編档冊類は主に武職選
簿を収録。武職選簿は明代衛所武官世襲制度研究に価値ある原始資料であるだけでなく明史そ
の他多くの分野研究の基本史料の一つ。本書は雲南と貴州の衛所選簿を収録し校注を加えた。
20/01 534
10362243 明清律典与条例（修订本）＜律例丛刊＞……苏亦工著 商 务 印
6,534
* 律典と条例の構造、功能及び原則適用等問題をめぐり国家法律体系の中における明清
律典の地位及び作用について系統的に論述する。
10362362 夜航船（文白对照）全３册
………………………［明］张岱撰／中华文化讲堂译 团
19/06 1352
结
8,228
政治人事から礼楽典章、
* 明代文学者張岱が撰写した小百科全書。内容は天文地理から経史百家、
日用文玩から花鳥虫魚、三教九流から神仙方術に至るまで多岐に渡る。文白对照（簡体字横組）
。
19/12 695
宫
10362649 明代战车研究 上下册＜明清史学术文库＞…周维强著 故
5,445
* 明代の戦車の起源、成化から正徳時期の戦車、嘉靖中期以前の戦車と西北辺防、庚戌
の変後の京営と辺鎮戦車の置造、南方官将の起用と新防御体系の完成、万暦時期の戦車
と辺防、明末の危機的局面と戦車など全 10 章。図表を多数掲載。
19/10 277
10359952 清代云南会馆研究＜会馆文化＞………………马晓粉著 西南交通
5,929
* 清代雲南地域の移民会館或いは同業会館や、雲南人が外地で建立した会館の研究を通
じて、雲南工商業・農業・地域貿易・文化发展の面や、雲南と周辺地域の社会経済関係
の面で民間組織会館が発揮した作用を検討。
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…………………………………中国第一历史档案馆编 国家图书馆 20/03 1388

23,760

10360657 中琉历史关系档案－同治朝（１－３）全３册
* 中国第一歴史档案館所蔵の清代中国 ･ 琉球関係に関する同治朝の档案影印 177 件を収集、
時間順に排列。各件は標題を付し、
成文時間を記し、
内容提要を作成、
収録来源を注記する。

10360828  皇帝的四库 ：乾隆朝晚期的学者与国家＜海外中国研究文库＞
……………………………［美］盖博坚著／郑云艳译 人民大学

19/10

260

精 4,554

* 原書名 ：The Emperor’s Four Treasuries: Scholars and the State in the Late Ch’ienlung Era（R. Kent Guy 1987）
。
「文字の獄」と『四庫全書』の編纂に密接な関係があるこ
とを否定せず、さらに皇帝・官僚と士人の間の政治・学術のせめぎ合いを強調する。
10361465 顺治汉中府志校注
……［清］冯达道修／汉中市档案馆编／王浩远校注 山西人民
19/11 504
7,744
（順治 13 年刻）は明代以降の多くの歴史文献を保存しておりその
* 清順治《漢中府志》
文獻価値は極めて高い。北京国家図書館蔵孤本。本書はその整理校注本。
（繁体字縦組）
精 4,488
20/04 426
10361656 但问旗民 ：清代的法律与社会…………………赖惠敏著 中华书局
* 中国第一歴史档案館所藏の内務府档案と「内閣題本刑科」档案を用いて、清代の皇族
女性の家庭地位、旗人女性の財産権、旗人の家庭紛糾、旗人女性の法律地位及び内務府
官荘の家などの面から、清代旗人女性の社会生活状況を考察。漢人の殺人事件、女性誘
拐事件、暴行事件などから、漢人女性の生活様相を考察。
19/04 625 精 17,325
10361713 钦定理藩院则例 ：道光二十三年刊印本……包思勤点校 辽宁民族
* 清代の辺境少数民族管理の行政機構である理藩院の部門則例。今回、道光十三年に奏請
修訂し、
道光二十三年に刊刻完成した漢文本を点校。故宮博物院所蔵本を底本とする。
（繁
体字縦組）＜钦定理藩院则例满蒙汉诸本整理与研究丛书＞
10361739 清代学术史丛考 上下册………………………陈鸿森著 Ｔ学生书局 19/12 696
7,920
* 臺灣中央歴史語言研究所研究員陳鴻森（1950 年生）の数十年に及ぶ研究で撰写発表した
論文 15 篇を精選。
〈
《清史稿・儒林傳》擧正〉など史伝及び工具書の訛謬を訂正したもの、
〈錢
坫事跡考證〉など学者平生行跡を考辨したもの、
〈錢大昕《養新餘録》考辨〉など学者の
著述を考訂したもの、
〈段玉裁《説文注》成書的叧一個側面－－段氏學術的光與影〉など
学者の学術について論述したものの 4 類に大別。
（繁体字縦組）＜中国学术思想丛刊５＞
20/04 465
10361867  满文原档 ：满文原档选读译注 太祖朝１…庄吉发译注 Ｔ文史哲
5,984
* 内閣大庫档案は近世以来発見された重要史料の 1 つ。そのなかで、清太祖・清太宗両
朝の『満文原档』は早期満文字を使って記載された原档冊で、満文の発展変化の過程に
貴重な研究資料を提供する。＜满语丛刊３７＞
10362282  时空解构与城市印象 ：清代杭州城的街区变迁研究
…………………………………………蔡禹龙，顾珣著 人
20/05 250
民
4,290
* 清代杭州城の街区空間配置、街区商店経済、街区文化の記憶と伝播、街区の管理と計
画を分析し、清代杭城の社会変遷の軌跡を描き出す。
10362391 清代文官考核研究＜国家社科基金后期资助项目＞
……………………………………………………薛刚著 社会科学
20/04 355
6,534
* 清代の文官考満、京官京察、地方官大計、地方大員年終密考、清末新政下の考核州県事
実について詳細に考察。
制度の源流・含義と発展の脈絡、
審査の実施効果と実質作用を含む。
精 5,995
20/02 400
10362593 清代朝贡制度研究＜中国书籍学术之光文库＞何新华著 中国书籍
* 清代朝貢国の貢期・貢道・貢物を研究。清代二元化の朝貢事務管理機構、属国国王の冊
封儀礼、属国来華朝貢儀礼、朝貢文書制度、貢使館舎制度を研究。貢使の伴送制度、属
国王印公布制度、属国匾額下賜制度、清宮属国楽舞制度などについても言及する。2012
年初版（人民出版社）
。
精 5,929
20/01 362
10362652 清代目录学研究＜博士生导师学术文库＞……陈晓华著 光明日报
* 文献学を学術思想文化史と絡めて研究。目録学と思想文化政治の緊密な関係や西学の
清代目録学に対する影響に注目し、歴史に残る学術紛争を弁証。清代 300 年の目録学と
その発展史を整理・総括。
－ 34 －
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20/05 471
10362218  史记地名族名词典……………………………郭声波编著 中华书局
*《史記》正文中に見える地名、族名について簡明な解釈を行った工具書。2013 年中華

5,412

書局版《史記》点校本に拠り収集、編排し、地名、族名 2752 條を収録する。巻頭に目
録（筆画）
、巻末に「漢語ピンイン索引」
「分類（地貌類、山文類、水文類、疆域類、政
区類、交通類、城建類、軍防類、紀念類、族群類、其他）索引」
「参考書目」を付す。
10360826  北京 ：公共空间和城市生活（１４００－１９００）上下册＜国家清史编纂委员会·编译丛刊＞
[ 美 ] 韩书瑞（SusanNaquin）著／孔祥文译／孙昉审校 人民大学
19/03 1052
9,020
19/04 174
方
10360884  元上都史话＜元史演绎系列＞………………冯苓植编著 远
2,926
* 元上都の原貌と現状、元上都の創始者フビライ及びその主要功績及び元上都とその後
の元朝君主の故事等を図版（モノクロ）を配しながら叙述、元上都の勃興を再現する。
20/05 350
10363069 历史城市地理与社会地理研究…………………吴宏岐著 社会科学
5,929
* 歴史都市地理学、中国古都学と中国都城地理学、歴史社会地理学と地域社会史の関連
理論問題を論述。中国歴史都市地理、歴史社会地理と地域社会生活史の具体専題につい
ても研究。中国古都学の「古都」範疇・研究対象と研究内容、鄭州商城の重城形態と内
部構造、大夏国都統万城の都市形態と内部配置などに言及する。＜暨南史学丛书＞
11/06 632
学
10253472 文化沁阳 上下卷………………………………邓宏礼著 科
8,349
* 河南省沁陽は河内郡、懐州、懐孟路、懐慶府、河内県の治所であり、鄂、邗、郗、野王、
衛等五大侯国の城址があり、明代は衛、鄭二王の藩地であった。本書はその歴史文化の
軌跡を文化遺跡、古代城跡、古代建築、古代石刻、文物保護、文化著名人物、帝王足跡、
彩陶文化と黒陶文化、商業文化、非物質文化等、多方面から記述する。
10348520  荆州记九种 楚国先贤传校注 荆楚岁时记译注＜荆楚文库＞
精 6,655
………［清］陈运溶，
［清］王仁俊等辑／石洪运点校 湖北人民
18/04 350
*『荊州記九種』は清末に陳運溶・王仁俊が収集した六朝時期の諸本『荊州記』を選録。
『楚国先賢伝校注』は光緒二十六年『麓山精舎叢書・歴朝伝記』本を底本として校勘。
『荊
楚歳時記訳注』は『四部備要・史部』本を底本として校勘を進め現代語訳。
（繁体字横組）
精 5,148
20/03 491
10360783  ５－６世纪北边六镇豪强酋帅社会地位演变研究…薛海波著 中华书局
* 関連史籍と墓誌銘に基づき、政局の変化・官爵・経済・婚姻・気風などの面から、六
鎮豪帥の社会地位・政治身分の変動を中心に考察。
19/11 1199
民
10361115 腾冲契约文书资料整理与汇编 全３册…吴晓亮等主编 人
11,979
* 騰衝は中国西南雲南省の西部に位置し、ミャンマーと境を接するために古代から中国
西南地区の対外接続と交流の重要な街道であり、雲南古代の社会発展の歴史に重要な地
位を占める。清から民国までの騰衝の社会経済と生活に関係する代表的な文書 345 点・
写真 561 枚を収録。＜云南大学 中国边疆研究丛书＞
精 9,075
16/10 580
10361382  赤城新志…………………［明］陈相修／［明］谢铎纂 上海古籍
* 王舟瑶批注清光緒二十四年（1898）王棻校注『続台州叢書』を底本として整理。巻 1
州邑疆域、巻 2 州邑沿革譜、巻 3 官守人物表、巻 4 風俗、巻 5 版籍、巻 6 水利、巻 7 学校、
巻 8 公廨、巻 9-13 人物、巻 14-17 官守、巻 18 職役、巻 19 宮室、巻 20 祠墓、巻 21 典籍、
巻 22 補遺、巻 23 考異の全 23 巻。影印。＜台州文献丛书＞
10361400 湛然家风 ：宋吏部尚书吴表臣及吴汇头资料汇编
温州市龙湾区社会科学界联合会编／陈贤宝，方长山主编 中国文史
19/09 336
5,929
『宋史』
『建炎以来繋年要録』などの歴史文献 40 余種における記録や、
*「呉表臣資料彙編」は、
研究成果と子孫らの資料を捜集。
「呉彙頭呉氏資料彙編」は呉氏の源流・移動状況を紹介し、
呉氏宗譜世系・歴代序文・芸文などの文献を収録し、呉表臣墓・呉瀆橋などの文物保護単
位を考察。
精 5,929
19/12 288
秦
10362866  秦州记凉州记辑本整理与研究………孟永林，雍际春著 三
*『秦州記』は南朝宋郭仲産撰。今回、馮国瑞輯・民国三十二年「隴南叢書」本を底本
として整理。
『涼州記』
は十六国北涼段亀龍撰。今回は張澍輯・道光元年自刻
『二酉堂叢書』
本を底本として整理校注。馮氏・張氏輯佚文条目・按語引用文に出処を明示、文字の誤
りを考証し、観点の異同を弁別。
（繁体字横組）
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18/12 442
江
10357440 海峡两岸海上丝绸之路研究……………………林仁川著 鹭
* 海峡両岸の海上貿易状況・海洋精神・商戦戦略・両岸貿易往来・海関徴税制度・閩南

5,412

文化伝播・新海上シルクロードなどを詳述。＜扬帆台海通丝路＞
精 9,075
19/12 192
10361281  中国木帆船………………………………………何国卫著 上海交大
* 木船型線、船舶の静力性能・動力性能、木帆船の構造強度、マストと帆、櫂・櫓・竿・ロープ、

操縦道具、中国木帆船の船型分類、木帆船の修造工芸、古代沈没船の発掘と復原などにつ
いて論述。写真を図を多数掲載。＜上海水下文化遗产保护研究丛书·船史研究系列＞
19/10 296
10361444 敦煌符瑞研究 ：以符瑞与归义军政权嬗变为中心鲍娇著 甘肃文化
3,828
祥瑞、
符命、
瑞応等）は古代政治現象の一つ。帰義軍政権は敦煌地区を約 200 年統治、
* 符瑞（別称：
符瑞はその政権変遷中重要作用を発揮した。敦煌文献に拠り帰義軍歴任節度使を時間の縦軸に
敦煌石窟壁画と正史記載を合わせ敦煌符瑞生産の本源について研究し、敦煌符瑞の帰義軍時期
における政治作用と重大影響について系統的に論述する。＜敦煌与丝绸之路研究丛书＞
19/12 243
天
10361557 中国古代海洋船舶＜中国传统海洋文明丛书＞席龙飞著 海
3,828
* 歴史文献と出土古船を交え、中国古代の船舶の起源と発展について論述。中国歴代の
造船業の成果を明示する。写真や図を多数掲載。
19/12 197
天
10361692 中国历史上的南海与南海诸岛………李宝田，张丹等著 海
3,696
* 中外文献・考古発見などの分析を通じて、南海諸島に対する中国の発見・開発・管理の歴
史を整理し、南海主権に対するベトナムなどの要求を退ける。＜中国传统海洋文明丛书＞
19/12 154
天
10362065 中国古代海上丝绸之路…………………………刘义杰著 海
3,696
* 航海技術の角度から中国古代の海上シルクロードの概況を紹介。特に古代の造船と航
海技術の歴史や交通路線を重視する。＜中国传统海洋文明丛书＞
19/09 176
10358901  内蒙古中南部地区汉代炊煮器研究……………丁诗瑶著 中国建工
3,828
* 炊煮器の設計を主体として、その類型と形成過程を整理。内蒙古中南部地区の漢代炊
煮器が関係する総合的な社会様相をめぐって研究を進める。
「経済文化生態」
、
「技術場
域」
、農耕と遊牧文化下の造物「彙異質性」と漢代礼祀制度などを含む。＜工匠精神与
设计文化研究论丛＞
19/12 771 精 22,077
10362093 考工记名物汇证………………………………汪少华编著 上海教育
*『考工記』中の名物とその制作方式や検査基準などを、車輿・玉器・冶鋳・兵器・紡織染色・
楽器・宮室溝洫・飲器陶器・農具・度量衡の 10 種類に分類し、各種はさらに小分類に分け、
対応する『考工記』の原文・鄭玄注・孫詒譲疏を位置づけて考証を進める。
（簡体字横組）
18/04 111
凰
10347529 何承天传＜南京历史文化名人系列丛书＞……杨恩玉著 凤
4,488
* 何承天は南朝宋の著名思想家、天文学家及び音楽家。新たに《元嘉暦》を上奏し中国天
文律暦史上重要な地位を占める。本書は何承天の生活時代背景、
生卒年、
《安辺論》の内容、
創作の時間と源流、何承天の史学成果、法学、礼学才能、天文暦法成果、
《元嘉暦》の主
要内容、十二平均律の算定及び何承天の文学特色、哲学思想等について詳述する。
精 5,148
17/12 424
10353228  丝绸之路上的植物文化交流研究……………郭风平主编 西北农林
・発展期（漢唐）
・繁栄期（宋元）
・転換期（明清）に分け、シルクロ
* 確立期（先秦）
ード上の中外植物文化交流の人工的なルートと自然の力を分析。自然景観と気候環境及
び人類の物質生活の改善、社会気風の教化、人類の精神境界の上昇などにおける中外植
物文化交流の推進作用を論述。中外植物文化交流の歴史的啓示と参考価値を指摘。カラ
ー写真を多数掲載。
20/03 340
学
10361934 洗冤集录今释 ：法医检验原理与案例……黄瑞亭等编著 科
5,445
*『洗冤集録』の序文・原文を紹介し、注釈・点評を進め、古代経典案例・外国著名案
例と筆者が経験した現代の案例の検査原理の面について詳しく紹介。附録 9 種。
（繁日对照）＜Ｎｉｐｐｏｎ所藏１２＞
10362321 日本历史名人（附ＭＰ３）
……………………………ＥＺ Ｊａｐａｎ编辑部编 ＴＥＺ丛书 20/06 143
3,520
* 即席めんの父安藤百福ら「蔵在日常生活中的名人 ]、筋トレが好きすぎる？三島由紀
夫など「充満話題的文豪」の他、戦国武将、女傑、胸キュン（令人心動）男子など縦横
無尽な切り口で選んだ３６人を中国語と日本語で解説。
－ 36 －
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===============【 ◆近現代史 】===============

10361573 当代中国近代史理论研究（１９４９－２０１９）＜当代中国学术思想史丛书＞
………………………………………王也扬，赵庆云著 社会科学

19/12

360

8,349

* 当代中国の近代史理論領域における研究状況と発展過程を提示。近代史理論モデルの確立を
論述。1966-1976 年の近代史叙事とその理論状況を紹介。新時期の近代史理論の研究状況を評述。

10360427 近代成都饮食生活变迁研究（１８６１－１９４５）
……………………………………………………梁刚著 四川大学

19/11

206

4,554

* 清末から民国期における成都の飲食生活の変遷を、食品原料や加工技術、飲食業の形
成と発展、飲食消費、上海・広州・武漢との比較から記述する。
17/12 214
10344514 晚清契约拾遗………………………杨云超，仝利军主编 延边教育
（原例文）
を紹介。
* 清代及び民国時期の公文書及び土地売買契約書など実物の写真と原文

6,600

晩清の政治・経済・軍事・土地・教育・民俗などの理解に有意義な資料を提供する。
19/12 237
民
10361430 晚清民初教育史论稿……………………………凌兴珍著 人
* 清末の師範教育、清末民初の教育変革、清末民初の教会の師範教育、民国初期の学生

2,541

助成問題、南京国民政府時期の辺境教育について検討。

10361597 文人·官员·社会变革 ：晚清北方文官的个案研究
…………………………………………………李关勇著 山东大学

19/09

363

3,696

* 清末の政治危機・経済衰退・天災の目撃者である柳堂の人生の軌跡とくに役人経験を記
述分析し、清末民初の社会観察に独自の視点を提供する。附：
柳堂の年譜・著述考・蔵書考。

10361746 １９世纪美国排华运动与清美外交中的白人领事 ：清驻旧金山副领事传列秘
…………………………………………………洪玉儒著 Ｔ 稻 乡

20/02

278

2,640

* 傅列秘（Frederick Bee）を代表とする外国人副領事の清廷外交体系とアメリカ華人社
会に対する協力を叙述し、彼はいかに両者を 1880 年代に緊密に結合させ、アメリカ社
会の各種の差別的法案に対応したかを検討。
19/11 820 精 23,760
10362234 驻粤八旗史料汇编……广州市满族历史文化研究会主编 广东人民
* 八旗入粤後から辛亥革命までの 200 余年間、満洲八旗と漢軍八旗の広州遺留あるいは
駐粤八旗と関係する金石・史籍・方志・上諭・奏摺・分布図・稗記・家乗・族譜・契証・
人物・墓葬・書法・詩文・信札・祠宇・寺廟・史跡などの史料を収録。
（繁体字横組）
10356353 党史笔记－从遵义会议到延安整风（增订版）陈明慧编辑 ＨＫ城市大 19/07 926
7,623
20/03 266
3,696
10359523 学术与时势 ：民国的边疆研究…………………段金生著 中华书局
* 清末及び民国時期の辺境研究を考察。近代辺境研究の含義変化を詳述し、民国辺境研
究の学術と時勢の間で現れる全体の様相及び各側面について論述。
10359524 抗战建国与边疆学术 ：华西坝教会五大学的边疆研究＜近代中国边疆研究书系＞
…………………………………………………汪洪亮著 中华书局
20/01 339
4,488
*華西壩教会5大学は抗戦時期の華西協合大学とここに至った金陵大学・金陵女大・斉魯大学・
燕京大学など 5 つの教会学校の合称。本書は華西壩上 5 校の聯合運営を中心に、諸校学人
の協力過程と合作淵源を整理。抗戦時期の華西辺境学の学術圈と大後方学術社会の生活情
景を紹介。
19/11 388
10361640 新疆１９４５ ：蒋介石重兵定天山＜读历史＞崔保新著 Ｔ 秀 威
5,280
20/03 346 精 29,106
10361679 新中华报上海新闻整理汇编 ：1937.2-1941.5 贾翠玲主编 上海科献
*1937 年 2 月から 1941 年 5 月までの中国共産党中央機関報『新中華報』の上海に関する報道を
収録。中国共産党の発展と都市上海の淵源と関係を整理・指摘し、中国人民解放事業の歴史
的光景を再現する。索引。＜红色视域下的上海 ：中共中央早期机关报上海新闻整理汇编＞
10361860  内战在东北 ：驻苏军事代表团（１）＜民国史料＞
………………………………民国历史文化学社编辑部 Ｔ民国历史 20/03 185
2,640
* 民国期の軍人董彥平 (1896-1976) の毛筆原件史料『駐蘇軍事代表団交渉報告書』を活字化。
10361861  内战在东北 ：驻苏军事代表团（２）＜民国史料＞…… Ｔ民国历史 20/03 183
2,640
*1945 年の董団長とソ連軍副参謀長巴佛洛夫斯基 ( パブロフスキー ) との 15 回の議事録、
及び特羅增科 ( トロゼンコ ) 參謀長との 17 回の議事録。
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10361863  伪组织的建立与各国态度＜民国史料＞………………… Ｔ民国历史 20/03 276
華北の自治問題（1935-1937）及び偽汪政権（1938-1943）
。
* 日本侵略に対する各国の態度、
10361862  满洲国的成立与国联对日本侵华的处理＜〃＞………… Ｔ民国历史 20/03 249
。
* 満洲国の成立経過（1932-1935）及び中国の控訴と国際連盟の処理（1931-1933）
10361865  暗黑民国史 ：两岸历史课本刻意回避的空白３０年＜ TELL ０２７＞
……………………………………………………余杰著 Ｔ大是文化 20/05

462

定価(円)

3,256
3,080

4,400

農民、
學生運動，
但裡面很少是真的工人、
農人與學生。蔣介石攻陷共產黨老巢，
* 共產黨搞工人、
迫使毛澤東殘軍走上長征之路。但，真是課本說的為建國而長征？在國民黨與共產黨的官方
歷史文件裡，你都不會看到以上這樣的記載，因為這是蔣介石與毛澤東刻意迴避的歷史真相。
20/04 404
10361933 在华日侨文人史料研究 ：堀田善卫的上海时代陈童君著 上海人民
5,929
* 日本戦後派文学者堀田善衛の上海生活時期の言論著述を手がかりに、日本の在華文人集
団と関係する档案・報刊・論著・写真などを収集整理、日本の上海占領期間に上海で形
成した日本文人言論空間を分析考察。＜在华日侨文史研究丛书＞
20/05 202
10362212 蜀道难（附梅贻琦日记 / 郑天挺账单）………罗常培著 中华书局
2,156
*1941 年 5 月、西南聯大常委会主席梅貽琦、総務長鄭天挺、中文系及師院国文系主任羅
常培の三人が昆明から重慶を経て四川に入った 3 か月間に及ぶ活動。今回、1946 年 4
月独立出版社上海再版本を底本として整理。
（簡体字横組）
10362393 战场之外 ：租界英文报刊与中国的国际宣传１９２８－１９４１
精 5,214
………………………魏舒歌著／魏舒歌，李松蕾等译 社科文献
20/05 438
* 済南事件から真珠港攻撃の勃発 (1928 ～ 1941) に至る、中国と日本の国際発言権の争奪に
ついての専著。著者は租界英文報刊を通して、
中日双方の政策と国際発言との結合を分析し、
真珠港攻撃の勃発後に国民政府が最終的な国際発言権を獲得し、統一的な国際宣伝系統を
確立したと結論する。
10362802  战时国民政府行政机构改革１９３７－１９４５
…………………………………………………刘大禹著 社科文献
20/05 295
6,534
10362803  近代以来日本实力主义对外战略理念研究 ：历史沉思与现实洞察
………………………………………肖传国，张卫娣著 时
19/09 260
事
5,929
20/05 174
10362821  南京临时政府时期的新闻管理体制……………高山冰著 社科文献
4,488
* 南京臨時政府の時代背景と新聞管理体制の誕生との変遷、清末の新聞法制の継承と革
命党の民主思想、新聞管理体制の構築と運用、歴史的貢献と限界。
精 5,445
19/09 340
结
10360675 民革与新中国的建立…………………民革中央宣传部编 团
* 新中国成立前後、中国共産党指導下で民族復興事業に身を投じた民革組織と多くの民
革の先達の歴史を紹介。
20/01 208
10361443 北京就业史（１９４９－１９６５）…………吴绮雯著 中国工人
3,696
* 大量の原始档案を発掘・使用し、1949 年から 1965 年の都市就業を整理・分析・解読。
中国計画経済時期の都市就業変化の特徴・法則及び背後の影響要素を探求し、都市就業
と国家工業化建設・経済体制改革との内在関係を検討。
19/12 1051 精 21,186
10361583  解放初期上海金融业同业组织 全２册……张徐乐编注 上海远东
* 各金融機構の重要会議記録・組織人事制度規章・重要往来文電・影響報告・統計資料
などを収録。各金融機構の歴史変遷の概況や、解放初期の上海金融業同業組織の歴史変
遷と発展状況を反映。＜上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料续编＞
10361722 再造与自塑 ：上海青年工人研究 ：１９４９－１９６５
…………………………………………………刘亚娟著 复旦大学
20/03 230
3,080
* 上海市档案館の開放档案・新聞・口述取材記録・私人文献などの視覚史料を利用して「学
生工」
、
「工人作家」
、工廠「阿飛」
、
「摩登」女工の様相を復原し、上海の青年労働者を紹介。
20/03 311
10361796 新中国对日政策１９４９－１９７２…………刘世龙著 世界知识
4,488
* 全书一共八章，前五章详述中国如何为建立中日友好关系铺路，后三章探讨中日化敌为友的
障碍。本书大量使用原始材料，如解密档案，
《人民日报》电子版，国家领导人年谱、文稿等，
并搜寻、核实、参照有关回忆录等口述史料等。＜中国国际战略研究基金会战略研究丛书＞
－ 38 －
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10362390 大道同行 ：从“五一口号”到协商建国重要史事回顾
………………………………政协全国委员会办公厅编 中国文史

19/09

237

箱 23,760

*1948 年、中共中央が「五一口号」を公布し、民主人士が積極的に呼応して解放区に駆
けつけ、中国共産党が各民主党派・無党派民主人士と新たな中国人民政治協商会議を協
議・準備し、新たな中国を打ち立てた様子を紹介。
19/09 346
10358624  章太炎论学集＜中国近代法政文献资料丛编＞吴铭峰编 商 务 印
3,696
19/11 147
10360458  章太炎家书＜杭州全书·余杭丛书＞………张钰翰编著 上海人民
4,488
精 8,954
19/09 633
结
10360676 民革前辈与新中国……………………民革中央宣传部编 团
* 新中国成立後、中国共産党指導下で民族復興事業に身を投じた、宋慶齢・何香凝・屈武・
譚平山・陳紹寛・馮玉祥・邵力子・唐生智・何思源・陳離ら先達約 50 名の歴史を紹介。
20/01 381
结
10360679 蒋介石与张学良……………………………聂茂，厉雷著 团
4,554
19/12 166
3,828
10360762 李大钊思想文本研究…………………王宪明，胡庆祝著 清华大学
『民彝与政治』
『我的馬克思主義観』
『物
* 李大釗の政治思想を反映する典型テキスト『青春』
質変動与道徳変動』
『平民主義』などを研究分析。李大釗がいかに民主主義者からマルク
ス主義者に代わったか、その思想過程を指摘。＜清华中国近代思想文化史研究丛书＞
10361858  私密中的真相 ：从书信日记看近代中国政治…马忠文著 Ｔ秀威资讯 20/02 308
3,432
* 本書は汪康年師友書札、鄭孝胥日記、張之洞電稿原件、康有為家書などを元に、戊戌の
政変、光緒慈禧の死、辛亥革命等の政治事件をの真相分析を進める。＜读历史１１２＞
10362327 张彭春清华日记（１９２３－１９２４）……张彭春著 Ｔ民国历史 20/03 260
3,080
10362328  张彭春清华日记（１９２５）＜民国日记＞…张彭春著 Ｔ民国历史 20/03 241
3,080
10362690 钱复回忆录 卷３ ：１９８８－２００５台湾政经变革的关键现场＜天下文化社会人文４８７＞
精 6,600
……………………………………………………钱复著 Ｔ天下远见 20/05 623
精 8,855
10362742 顾孟余的清高 中国近代史的另一种可能……黄克武著 HK中文大学 20/05 372
* 顧孟余 (1888-1972) は政治家、教育家。国立北京大学教授、国立広東大学校長、黄埔
軍官学校政治講師等を歴任。1928 年汪兆銘を支持する改組派に参加し、反蒋介石の政
治活動を展開。1938 年重慶脱出直前の汪兆銘と決別。その後香港、アメリカ、台湾へ
と移り、総統府資政になる。本書はその足跡をたどった最初の学術評伝。
10362763 自由主义的信徒 ：林毓生研究…………………李显裕著 T 元华文创 20/06 157
2,816
『自由中国』の殷海光を経て、
* 近代中国における自由主義の発展は、五四運動の胡適、
林毓生に続く。
西洋学術思想の啓蒙運動、
中国と台湾の政治への批評、
近代中国史上の定位。
20/02 450
民
10362860  王明中毒事件……………………………………丁晓平著 人
4,554
20/06 511
10362943 青年胡适１８９１－１９１７＜春山之声１7 ＞ 汤晏著 Ｔ春山
5,104
10361408  遥制坤舆 ：蒋介石手令与批示＜民国史料＞…任育德著 Ｔ民国历史 20/02 205
2,904
* 国史館蔵『国民政府』の「蒋中正手令及批判示」系列から文書を時間順に収録し、原文
を基に記載。内容の多くは政治・軍政・人事と関係し、時期は 1928-1931、1939-1948 年に
集中する。
精 4,400
10361744 吴鹤记及馆藏台湾北部古文书专辑曾令毅，曾添福编辑 Ｔ台湾图书 20/02 413
（88 種
* 淡水呉鶴記家族の子孫が 2017 年 12 月国立台湾図書館に寄贈した『呉鶴記文書』
97 点）と、
地域性を同じくし数量が多く史料価値の高い近年購入の『竹南一保文書』を収録。
カラー。
10362353 战争粮食与土地改革 ：战时战後的台湾农政 (1930s-1950s)
…………………………………………………黄仁姿著 Ｔ 稻 乡
20/03 478
4,576
* 戦時増産計画と農業政策の調整、農業統制と配給、農地政策を中心とする農村安定政
策の展開、戦後の糧食管理体制の再建、戦後の土地改革政策。
10362473 石锡勋及其时代 ：１９５０、６０年代台湾反对菁英的选举批判民主参与及政治受难
…………………………………………………苏瑞锵著 Ｔ 稻 乡
20/04 282
2,640
20/02 346
10360924 台湾航空决战 ：美日二次大战中的第三者战场…钟坚著 Ｔ 燎 原
4,224
*1996 年出版『台湾航空決戦』に続き、資料を増補修訂。太平洋戦争時期に台澎地区が
日米の空中戦に挟み込まれた経緯を叙述。
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10362356 唐秉玄台干班日记１９４４－１９４５＜民国日记＞
………………………………唐秉玄原著／刘明宪主编 Ｔ民国历史 20/03

218

2,904

* 唐秉玄 (1908-1994) は江蘇省東海県教育局局長等を経て、戦後は台湾行政長官公署教
育処科長等を歴任。本書は 1944 年中央訓練団台湾行政幹部訓練班での日記。

10362357 文明的野兽 ：从圆山动物园解读近代台湾动物文化史
…………………………………………………郑丽榕著 Ｔ远足文化 20/05

423

3,960

、国家と動物園（政治的含意、
* 動物園の文化背景（動物圏養、動物表演、動物展示）
市政の動物園）
、戦争と動物園、娯楽や教育と動物園、環境と動物園。

10361857  日治及战后初期台湾政党与政治团体史论１９００－１９６０
…………………………………………………陈正茂著 Ｔ元华文创 20/03

311

4,048

* 約 30 年の台湾政党史研究の論文を集結。日治時期から戦後初期 1960 年代までの台湾
政党と政治団体の歴史変化と発展過程を観察。
20/05 358
10362442 全岛总罢工 ：殖民地台湾工运史………………蒋阔宇著 Ｔ 前 卫
* 日本の台湾統治 50 年間の新聞資料に基づき、労働争議・労働運動事件と関係する記録を

3,960

整理し、100 年前台湾労働者の「労働運動故事集」を編纂。改めて台湾労働階級の主体性と
能動性を発見・構築し、台湾の労働者がいかに工場・産業をまたぐ合縱抗争とストライキ
を通じて、知識分子と左右両翼労働運動集団の路線と主張に影響を及ぼしたかを検討。
10360574 军政下的香港－新生的大东亚核心
……………………赵雨乐，钟宝贤等编著／王琪等译 ＨＫ三联
20/01 226
5,313
20/03 129
10361432 推不走的回忆 ：澳门街头小贩口述历史……林发钦主编 广西师大
3,465
精 3,828
19/12 106
10361554 澳门回归以来文献和中西文化遗产保护的经验杨开荆著 广东经济
20/03 281
10361826  澳门历史文献辑译 第３辑…………………张廷茂编译 暨南大学
4,488
* 文献分为关于华工出洋的训令与章程、澳门华工出洋统计报表、澳门辅政司署文件、抵
澳华工遣返交接公文、澳门华工出洋监理局文件、葡萄牙驻安德列斯群岛哈瓦那总领事馆
文件、葡萄牙驻秘鲁总领事馆文件八个部分。
20/03 359
10362360 战前香港电讯史＜香港文库＞…………………马冠尧著 ＨＫ三联
4,543
10362921 欧亚混血 ：美国香港与中国的双族裔認同（１８４２－１９４３）＜人文社会丛书１０＞
…………………………………………………邓津华著 Ｔ台大出版 20/06 371
4,576
*19 世紀後半から中国と西洋との接触は飛躍的に増大し、人種間の交流も増え続けた。本書
は禁忌とされた「欧亜混血」の経過、
アイデンティティ、
文化交流、
優生学の考えなどを記述。
10350356 伪蒙疆政权时期的巴彦塔拉盟 ：呼和浩特市档案局（馆）专题档案概况
…………………………………………………朱璧主编 广西师大
18/09 356
4,488
（館）
現蔵偽蒙疆政権時期
「巴彦塔拉盟」
档案資料の影印を収録。統治政策・
* 呼和浩特市档案局
機構設置・市政建設・治安状況など 9 つの専題を通じて、帰綏地区での侵略活動を提示。
10361797 从理想到现实 ：美国对伪满洲国政策的演变 ：1931-1941
…………………………………………………段永富著 社科文献
20/03 241
5,445
3,256
10362497 抗战时期封锁与禁运时间…民国历史文化学社编辑部编 Ｔ民国历史 20/04 287
* 中国の抗日時期の措置、日本の東南アジアへの支配、アメリカの中立法案禁運法案及
び野村談判、日ソ関係。＜民国史料·近代中日关系史料汇编＞
===============【 ◆社会科学（1978 ～現代）】===============
20/01 394 精 24,651
（汉英对照） 国家统计局编 中国统计
10354598  国际统计年鉴（２０１９）
19/11 620 精 22,770
（汉英对照）新疆调查总队编 中国统计
10354607 新疆统计年鉴（２０１９）
19/12 1198 精 13,640
10354609 世界知识年鉴（２０１８－２０１９）编辑委员会编著 世界知识
20/01 707 精 33,660
10354665 中国信息年鉴（２０１９）…………国家信息中心主办 信息年鉴
10356284  中华人民共和国史编年２０１２年卷
………………………当代中国研究所，中央档案馆编 当代中国
19/09 873 精 15,840
『国務院公報』
、各種新聞や統計、ウェブサイト等を資料来源として、
*『中国統計年鑑』
2012 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの重大事件を記載。附録８種。
－ 40 －
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19/09 925 精 17,325
10356285  中华人民共和国史编年２０１３年卷…………………… 当代中国
『習近平関於実現中華民族偉大復興的中国夢論述摘編』
『十八
*『習近平談治国理政』第 1 巻、
大以来重要文献選編』
上冊、
『十八大以来新発展新成就』
『国務院公報』
、
各種新聞や統計等を来源。
19/09 981 精 17,820
10356286  中华人民共和国史编年２０１４年卷…………………… 当代中国
19/09 937 精 17,325
10356287  中华人民共和国史编年２０１５年卷…………………… 当代中国
『
第 2 巻、
『十八大以来重要文献選編』
中冊、
『党的十九大報告輔導読本』
* 習近平談治国理政』
『十八大以来新発展新成就』
『国務院公報』
、各種新聞や統計、ウェブサイト等を資料来源。
19/09 948 精 17,325
10356288  中华人民共和国史编年２０１６年卷…………………… 当代中国
19/09 970 精 17,820
10358460  中华人民共和国史编年２０１７年卷…………………… 当代中国
19/12 170
3,828
10361594 ７０年的７０个关键词７０年的７０个关键词项目组编 语言大学
*70 年間の発展変化を反映する 70 個のキーワード（一帯一路・経済特区・小康社会・5G・熊猫・
微博など）
について、
中国を訪れたことのある外国人が自身の経歴や見解を述べる。索引。カラー。
19/12 180
3,696
20/03 321 精 10,164

10361595 地方政府行为模式与环境污染……………………王娟著 科技文献
10361598  中亚国家发展报告（２０２０）………………孙力主编 社科文献
10361740 看见与触碰性别 ：近现代中国艺术史新视野
…………………………………赖毓芝，高彦頤等主编 Ｔ 石 头

20/04

6,072

263

* 摹倣観音髪簪—明代女性往生的物質媒介（李雨航）/ 二十世紀中国的女芸術家—当代的史前
史（安雅蘭［Julia Andrews］
）など、近代中国芸術史に関する文章 9 篇を収録。図版を多数掲載。
20/03 255
10361755 北农风云 ：满城尽是政治秀＜ｃａｎｏｎ＞……吴晟著 Ｔ 印 刻
* 蔡英文政権によって臺北農產運銷公司の総経理となった作家兼農村運動工作者吳音寧

2,640

の人物と 2018 年 2 月 3 月の台北市青果市場の休業や高級酒の事件など彼女を見舞った
さまざまな出来事＝政治ショーを父である著者が語る。
19/09 268
10361789  网络公民文化 ：互联网实践与中国社会…………王润著 社会科学
5,445
精 7,744
20/04 330
10361795 中国对外关系１９７８－２０１８…………张蕴岭等著 社科文献
20/03 239
3,828
10362089  中国国际性社会组织研究…………………杨丽，游斐著 中国法制
19/12 157
律
10362091 中国海洋战略研究文集 第２辑………李雨，杨华主编 法
2,387
精 8,954
19/12 469
10362270 宝卷研究………………………………濮文起，李永平编 商 务 印
*20 世紀 80 年代以降中国学者が公開発表した宝巻研究論文約 300 篇の中から 30 篇を選
び収録した。巻末附録に「論著、文献資料目録」
、
「博士、碩士学位論文目録」を付す。
20/05 216
10362300 中国统计摘要（２０２０）………………国家统计局编 中国统计
3,190
*2019 年の社会経済の主要指標データを収録。あわせて 1978 年以来の資料を提示。内容は総合、
人口、国民経済見積、就職と給料、価格、人民生活、財政、資源環境とエネルギー、固定資産
投資、対外貿易と外資の利用、農業、工業、建築業、消費品小売りと旅游、運輸と郵電、金融、
科技と教育、衛生・社会服務・文化と体育、香港・澳門特別行政区の主要社会経済指標、台湾
省主要社会経済指標、国際主要社会経済指標の 21 章。英文書名『China Statistical Abstract』
。
10358236  中华人民共和国简史（１９４９－２０１９）
………………………………………当代中国研究所著 当代中国
19/09 194
3,696
10360576 十字路口的知识分子－中国知识工作者的政治变迁＜当代中国研究２＞
………………………………………………郝志东著译 Ｔ致知学术 19/11 597
10,791
10360577 自由的窄廊 ：国家与社会如何决定自由的命运＜世界的启迪４＞
… DARON ACEMOGLU，JAMES A．RONINSON 著 / 刘道捷译 Ｔ 卫 城
20/01 680
8,745
10360578  烈火黑潮 ：城市战地里的香港人
李雪莉，杨智强等著／余志伟，陈朗熹等摄影 Ｔ左岸文化 20/01 372
7,051
10360580  为什么要占领街头？从太阳花，雨伞，到返送中运动＜左岸社会议题３００＞
…………………………………………………何明修著 Ｔ左岸文化 19/12 334
5,390
19/12 498 精 11,440
10361790 新中国政治学研究７０年………………………房宁主编 社会科学
10361751 领航 ：中国共产党的一大到十九大……………李忠杰著 HK 新民主 20/04 408
5,313

亜東書店

－ 41 －

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

10362233 中国政府涉藏白皮书选编…………国务院新闻办公室著 人
（第２版）全５卷
10361672 邓小平年谱（１９０４－１９９７）

民

…………………………………中共中央文献研究室编 中央文献

出版年 頁数

定価(円)

156

3,696

20/01 3458

18,216

20/04

『鄧小平年譜 1975-1997( 上下 )』を時系列に合本し、史実
*『鄧小平年譜 1904-1974( 上中下 )』
及び文字の訂正を施した第2版。中華人民共和国成立70年、
鄧小平生誕115年を記念して発行。

10362552 习近平谈治国理政（英文版）第３卷
………………………………习近平著／英文翻译组译 外

文

20/06

650

19/10 602
10359412 西藏民主改革６０年－文献资料卷…桑丁才仁分册主编 中国藏学
* 中共中央・国務院・全国人大公布の重要法律法規と重要文書、党と国家指導者の重要

2,200
8,228

講話・談話・書簡・電報、西蔵工委・西蔵自治区籌備委員会・西蔵自治区政府公布の重
要文書、重要指導同志・愛国宗教人士発表の講話・報告・文章、関連研究機構発表の記
念文章、
『人民日報』
『西蔵日報』発表の社説・評論家文章などを収録。
（第１３版）
10359904 新编中华人民共和国法律法规全书（２０２０）
精 7,139
…………………………………法律出版社法规中心编 法
20/01 1893
律
10360659 中华人民共和国条约集 第５９集（２０１２）
…………………中华人民共和国外交部条约法律司编 世界知识
19/10 520 精 14,850
19/10 527 精 14,850
10360660 中华人民共和国条约集 第６０集（２０１３）……… 世界知识
10359106 中华人民共和国法规汇编２０１８年１月－１２月
…………………………………………………司法部编 中国法制
19/10 1301 精 20,790
20/01 254 精 18,810
10354641 中国投资领域统计年鉴（２０１９）……国家统计局编 中国统计
10354722 中华民国人力资源调查统计年报（２０１９）台湾地区
………………………………………行政院主计总处编 Ｔ行政院
20/03 302
2,200
（第２版）＜中华人民共和国史研究丛书＞
10356763 中华人民共和国经济史（１９４９－２０１９）
………………………………………………郑有贵主编 当代中国
19/09 393
4,422
10359593 中国经济增长报告（２０１９）寻求经济增长的持久动力与对策
…………………………………………………刘伟主编 北京大学
19/11 287
4,290
19/12 211
10361296 中等收入陷阱的形成机制与跨越路径研究……潘恩阳著 中国财经
4,026
20/02 258
10361297 澳门经济适度多元化研究…………袁持平，杨继超等著 社科文献
5,148
10361620 中华民国经济年鉴（２０２０）经济日报编辑中心编辑 Ｔ经济日报 20/04 944 精 20,240
10362847  中国投资发展报告（２０２０）＜中国建投研究丛书报告系列＞
…………中国建银投资有限责任公司投资研究院主编 社科文献
20/05 493
9,559
19/12 356
10361112 中国职工状况研究报告（２０１９）………燕晓飞主编 社科文献
5,929
19/12 219
10361684  中国轻工行业的能源环境效率和节能政策………田鹏著 厦门大学
3,828
10363076 内蒙古牧区工作成就启示研究 ：１９４７－１９６６＜中国社会科学博士后文库＞
……………………………………………………仁钦著 社会科学
19/10 257
5,445
10353260 中国畜牧业统计（２０１７）
……………农业农村部畜牧兽医局，全国畜牧总站编 中国农业
18/12 244
6,050
10356558  中国森林资源报告（２０１４－２０１８）
……………………………………国家林业和草原局编 中国林业
19/05 451 精 24,255
19/03 240
10359334 中国农业农村发展报告（２０１８）……农业农村部著 中国农业
9,075
10362840  中国农业展望报告（２０２０－２０２９）
……………………农业农村部市场预警专家委员会著 农业科技
20/04 201
33,165
10361299 我国制造业要素收入分配问题研究 ：基于价格扭曲与劳动力异质的视角
…………………………………………………汪涛武著 中国农业
19/12 140
3,696
10363078  中国工业经济运行年度报告（２０１９－２０２０）＜国家智库报告＞
中国社会科学院工业经济研究所工业经济形势分析课题组著 社会科学
20/03
91
3,003
10362588  中国，一点都不能少 ：跨国企业遵守“一个中国”原则状况观察＜国家智库报告＞
………………………………………支振锋，田丽等著 社会科学
20/03 133
3,828
－ 42 －
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10354624 中国企业年鉴（２０１９）……中国企业年鉴编委会编 企业管理
10362592 中国旅游发展分析与预测（２０１９－２０２０）＜旅游绿皮书＞

20/01

616

精 28,710

…………………………………………………宋瑞主编 社科文献

20/05
19/05
19/06
19/10
19/11

377
271
524
249
268

7,744
5,929
精 8,778
4,488
5,280

19/12

254

10353420 中国民生发展报告（２０１８－２０１９）…谢宇等著 社科文献
10361084  中国时刻？－从富强到文明崛起的历史逻辑…许纪霖著 HK 城市大学
10361272 结婚禁止论……………………………佘志勤，张玉萍著 西南师大
10361426 计划生育特殊困难家庭调查研究报告………王杰秀主编 中国社会
10361765 心理 - 结构双重边缘化 ：当代中国失独人群社会边缘化的路径研究
…………………………………………………徐晓军著 社会科学

10362682  返家 ：湖北武汉受困台湾人封城逃疫记………尼克等著 Ｔ时报文化 20/05 223
20/03 263
10362839  新中产与新消费 ：互联网背景下的中产阶层消费朱迪著 社科文献
10360579 中国的人口危机 ：结婚难民，空巢青年，５亿老人，了解这个超高龄大国的危机
………………＜Biz３１６＞ 近藤大介著／林农凯译 Ｔ大是文化 20/01
20/04
10362398  特大城市人口调控研究 ：以北京上海广州为例…周爽著 中国经济
19/07
10359622 逆流而上 ：转型期农村籍大学生的身份认同……廖青著 北京大学
10362589  中国农村经济形势分析与预测（２０１９－２０２０）＜农村绿皮书＞

5,929
2,816
6,534

262
167
234

4,356
3,696
3,696

……………………………………魏后凯，黄秉信主编 社科文献
民

20/05
20/01

324
540

7,744
5,808

………………………………国家粮食和物资储备局编 人

20/01
19/11
18/11
20/01
19/09

477
218
246
162
242

9,680
3,234
3,696
3,696
3,696

20/03

260

精 5,929

236
339

11,979
4,554
6,534

861
252
320
111

9,680
3,696
4,554
3,696

10362838  国民收入分配与居民收入差距研究…李实，罗楚亮等著 人
10361470 中国的粮食安全白皮书重要文献汇编

民

10362841  中国粮食质量安全研究…………………………朱湖英著 中南大学
10358629  新时期中国老龄化问题及应对策略……………沙艳蕾著 武汉大学
10361683  性别家庭代际与经济发展问题研究……………王爱君著 经济科学
10361768  中国现代女子教育史……………………………程谪凡著 安徽师大
10362232 中国女性生活状况报告ＮＯ．１３（２０１９）＜女性生活蓝皮书＞
………………………………………………高博燕主编 社科文献

10360408  中国养老金发展报告（２０１９）非缴费型养老金的中国道路与国际实践
………………………………………………郑秉文主编 经济管理

19/12

19/12
10360867  中国儿童福利与保护改革研究………………薛在兴编著 知识产权
10361584  中国生育保险制度研究…………………………庄渝霞著 上海社科院 19/12
10360771 中国教育史学７０年（１９４９－２０１９）上下卷
……………………………周洪宇主编／刘来兵副主编 华中师大

19/11

19/12
10360665 中国国际战略评论（２０１９）下册………王缉思主编 世界知识
19/12
10360667 冷战国际史研究 第２８辑…………………李丹慧主编 世界知识
20/01
10361818  一带一路能源资源投资评估报告………………刘旭主编 社会科学
10362283  韩国研究论丛 第３８辑（２０１９年２辑）＜复旦大学韩国研究丛书＞

20/03 262
5,445
20/02 323
8,954
===============【 ◆文物考古・美術 】===============
19/03 600 精 14,630
宫
10361468  邢台考古文集１邢台市文物管理处编著／李恩玮等主编 故
* 本书共收录了文章 46 篇，其中包括考古调查 10 篇，考古发掘报告及简报 36 篇，内容涵盖
邢台地区发现的各种遗迹，如城市遗址、窑址、铸铜作坊遗址、墓葬等，时代上自仰韶文化
时代下迄宋明。
19/06
10362064 雪堂雅集 ：罗振玉、王国维的学术世界…………阅是编 浙江人美
18,568
* 本書は西泠拍売有限公司 2019 春拍の図録で「羅振玉（1866-1940）爲寶煕跋競彜銘文
拓本」
「
、羅振玉（1866-1940）
、
端方（1861-1911）跋 道澄寺鐘銘拓本」
「
、趙叔孺（1874-1945）
跋 “雪堂四寶”食魚器拓片」等 100 余件のオークション作品を収録する。巻頭に「羅
振玉家族關系示意表」を付す。全カラー。
（繁体字横組）
………………………………复旦大学韩国研究中心编 社科文献

10362113 东盟发展报告（２０１８）…………阳阳，庄国土主编 社科文献

亜東書店

－ 43 －

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

定価(円)

10362428  百兽率舞 ：商周时期中国北方动物纹装饰综合研究
………………………………………邵会秋，侯知军著 上海古籍

20/04

331

精 5,929

現在の遼寧西部・内蒙古東南部・内蒙古中南部・冀北・
* 殷代から戦国末期の時期における、
晋北・陝北や寧夏・甘粛・青海などの地区の動物紋様装飾を研究。カラー図版 9 頁。
19/01 1120 精 14,850
10355892  俄藏敦煌文献叙录………………………………邰惠莉编 甘肃教育
* ロシア科学院東方研究所サンクトペテルブルク分所収蔵の敦煌文献を収録。上海古籍
出版社 1992-2001 年出版の図録『俄蔵敦煌文献』17 冊により、通し番号に応じて作成。
上海古籍出版社がロシアで撮影した時に測量したデータを採用し、経巻の巻長・巻高・
巻心高・単紙長・天頭・地脚、総枚数、総行数、行ごとの字数などを叙述。索引。
10358696  徐州汉代文化遗产研究 ：狮子山西汉楚王陵墓考古研究
…………………………………………………葛明宇著 河北美术
18/07 393 精 16,236
* 前漢楚国の歴史沿革と徐州の前漢楚王陵墓を概述。獅子山陵墓の発見・発掘及び陵墓の
形制構造・遺物分布状況を紹介、
分析。獅子山崖洞陵墓の建築形制・開鑿建造方法を研究し、
陵墓形制発生の淵源を検討。楚王陵出土の鑲玉漆棺・鉄甲胄などの主要大型文物を整理・
復原研究。楚王陵出土の文字資料を考証研究。獅子山陵墓の年代と墓主を研究。図版80頁。
10360755 乌斯季·伊万诺夫卡靺鞨墓葬２０１６年考古发掘报告＜中俄联合考古发掘报告与研究１＞
…………俄罗斯阿穆尔州历史文化遗产保护中心等著 黑龙人民
19/06 371 精 13,068
*2016 年、黒竜江大学歴史文化旅游学院考古系とロシア・アムール州文化遺産保護センタ
ーなどは烏斯季·伊万諾夫卡靺鞨墓葬に対して共同で発掘を実施。墓葬 52 基を整理し、
各種遺物 400 点余りが出土。モノクロ図版 83 枚、
カラー図版 205 枚。附：
人骨の人類学研究、
動物遺物など。
20/02 224 精 13,189
学
10361887  居于南土—长江流域商周时期建筑的考古学观察郭明著 科
* 殷周時期長江流域の建築は個体差が大きく、黄河流域と比べて長江流域の建築構造は
簡単で作りは粗く、建築構造技法・材料の選択などの面で明らかな地域的特色を呈する。
建築形制分類、建築構造分析、建築材料概説、機能性質の討論、長江流域と黄河流域建
築の比較など全 8 章。挿図 180 枚。＜四川省文物考古研究院博士文库＞
10360483  敖汉「粟」源 ：内蒙古敖汉旱作农业系统
………………………………苑利主编，朱佳，顾军著 北
19/12 291
京
5,445
* 興隆溝村民の耕作中の発見を導入とし、3 つの考古発掘故事を用いて敖漢の史前の農
業文明について叙述。カラー写真を多数掲載。
20/01 431
10361493 成都城坊古迹考（修订本）四川省人民政府文史研究馆著 四川人民
5,929
19/11 399 精 11,979
学
10361494 考古开封＜河南大学考古中原系列丛书＞……刘春迎著 科
* 開封の都市発展を軸に考古発掘資料と歴史文献を合わせ、史前時期、魏大梁城、秦漢
魏晋南北朝時期の浚儀、隋唐時期汴州城、五代及び宋代東京城、金汴京城、明清時期開
封城の都市の様子まで開封城の歴史を全方位的に紹介する。
精 5,929
20/03 349
10361695 光宅中原 ：拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进倪润安著 上海古籍
* 拓跋の起源、拓跋の匈奴故地南遷、拓跋代国から北魏各時期の墓葬文化の変化と発展
過程などを検討。北魏墓葬文化を南北朝発展の比較に位置づけ、北魏と南朝の文化正統
の過程を検討し、拓跋から北魏の墓葬文化変化の特徴とその歴史的意義を総括。
20/01 334
10362072 斯坦因敦煌考古档案研究………………………王冀青著 敦煌文艺
5,445
* オックスフォード大学・大英博物館などが整理するスタイン敦煌考古档案を対象とし、
挿図 156 枚を配して、スタイン敦煌考古の史実を論証。
20/02 412
10362286  中国西北地区青铜时代考古论集（增订本）……水涛著 商 务 印
5,929
* もと論文 21 篇を収録するが、今回の再版は、新疆早期文化関する研究文章 4 篇を増
補した“増訂本”
。第一部分は新疆地区で、シルクロード開闢前の新疆早期文化の類型、
分布、淵源と全体発展構成、特に早期中西文化交流問題について広範な探究を行った論
文 15 篇。第二部分は甘青地区における青銅時代文化遺存九種の時空分布、構成体系と
経済形態等問題について分析、特に青銅時代文化発展と環境変化の関係について考察し
た論文 10 篇。＜欧亚备要＞
－ 44 －
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19/10 1922 精 35,640
卷
10361831  李文信考古与文博辑稿 全５册…………李仲元等整理 万
* 本套书是对已故考古学家、博物馆学家李文信先生 1921 年至 1979 年考古与文物鉴定笔记、
手稿及相关著述的集中整理。本书完整展现了对东北地区在新石器时代、两汉、
魏晋、渤海、
辽、
金等年代的各种遗迹及文物，并展示了东北三省、内蒙古及京津、河北的政治、经济、文化源流。
20/03 289
10362427 吐鲁番出土官府帐簿文书研究……………………黄楼著 社科文献
5,929
* 新疆吐魯番地区所出の中古官府雑帳簿文書を対象とし、十六国高昌郡から闞氏・麹氏高昌王
国を経て唐代西州時期に至る、中国地方政権及び統一王朝の吐魯番地区統治の経済・政治制度
を検討。
20/05 515
10362573 旅顺博物馆藏新疆出土汉文文书研究……孟宪实等主编 中华书局
10,164
*2015 年、旅順博物館蔵新疆出土漢文文書の全面的整理が行われた。本書はその成果を
まとめたもので伝世四部典籍、佛経、道経、民間文書などを内容とする文章 36 篇を収録、
中古時期西域の政治経済文化の様子を窺い知ることができる。
20/05 256
10362288  逐狐东山 ：先秦两汉出土文献与古文字论集…侯乃峰著 上海古籍
4,488
* 既刊発表論文から、戦国簡帛考証と伝世典籍校読など 19 篇、学術性論文 11 篇、書評、
雑論類 2 篇を収集。先秦両漢出土文献（戦国簡帛文献中心）
、古文字研究（甲骨文、青銅
器銘文、
戦国簡帛文字等）
に関するものを主に先秦両漢伝世典籍研究も含む。
（繁体字横組）
20/05 311
10362923 缀兴集－甲骨缀合与校释………………………张宇衛著 Ｔ万卷楼
5,280
*2011 年から 2018 年の甲骨綴合の成果 202 則を収録。拓本部分は修訂を施し、関連著録書籍を
参考にして完備したものに交換し、摹本を附加する。各版綴合に釈文をつけ、綴合の理由を
詳述し、これまでの研究成果を根拠に内容を解説。過去の関連著録の釈文を修正する。
「綴合
出処表」
「相関甲骨著録綴合訊息対照表」を附す。＜文献研究丛书·出土文献译注研析丛刊＞
10357263 中日欧美澳纽所见所拓所摹金文汇编 全１０卷
［澳］巴纳（Ｎｏｅｌ Ｂａｒｎａｒｄ）
，张光裕编 中国画报
19/11 1283
48,510
* 金文拓本集。第 1 冊は中文・英文序、収蔵地点総目、引用書目などを記載。第 2-9 冊
は殷周金文拓本と摹本 1813 点を収録。第 10 冊は器名索引、収蔵地点索引、陳夢家『美
帝国主義劫掠的我国殷周銅器集録』との対照表などを掲載。1978 年初版（芸文印書館）
。
19/05 308
10361363 商周青铜器铭文照片搜集整理与研究…………鞠焕文编 黑龙人民
10,164
* 殷周青銅器 843 点の銘文の写真・1090 枚（大部分はカラー写真）を収集整理。銘文の
著録である『殷周金文集成』
『商周青銅器銘文曁図像集成』
『商周青銅器銘文曁図像集成
続編』などと比較対照。銘文写真・拓本の優劣詳論、各種著録形式の比較研究、銘文写
真の獲得・使用の原則及び方法、専題研究の全 4 章。
19/12 245 精 10,164
学
10361801  古文字与青铜器论集 第６辑…………………张懋镕著 科
* 関于西周金文字形書体与断代研究的幾点思考／中国国家博物館所蔵西周青銅器選粋／
関于欧宗易収蔵的中国早期青銅器／青銅器綜合研究、 等 18 篇。
20/01 224
10361889  大盂鼎拓本评析 ：兼及前期青铜器全形拓……唐友波著 上海大学
7,744
* 前篇は上海博物館蔵５種大盂鼎旧拓本及び早期大盂鼎拓本の流伝と“二白”本を紹介、分析
するほか、
“全形拓”の関連知識、
大盂鼎の出土と帰蔵歴史及び“小盂鼎”に関する詩式を収載。
再篇は清儀閣銅器拓本により早期“全形拓”の歴史及び特点を考察、呉大澂銅器全形拓につ
いて詳しく論述し、新見の大盂鼎“全形拓”について評析する。＜金石拓片细读丛书＞
18/10 221
晋
10361890  金石证史 三晋碑志中的历史细节……………刘勇编著 三
3,960
*『韓裔墓誌』復原的北斉勲貴家族史 / 大賢真―碑誌、文献互証的鮮卑語 / 尋找民族融
合的真相―龍天神廟考述など、関連文章 23 篇を収録。
精 5,445
19/09 259
10357633 清华简与先秦史事探研＜光明社科文库＞………申超著 光明日报
* 上下二編よりなる。上編“清華簡と商周の治国観念”は、清華簡から見た商代治国観念、西
周治国観念の二章、下編“清華簡と春秋史事研究”は、清華簡《系年》から見た東周王室衰微
の前兆、
清華簡《系年》と晋国覇業史事考、
清華簡《系年》と楚国覇業史事考の三章に分け論述。
19/07 277
10360881  简牍学研究（８）……西北师范大学历史文化学院等编 甘肃人民
5,280
* 説岳麓秦簡的編聯依拠 ( 蘇俊林 ) ／岳麓書院蔵秦簡《徭律》研究 ( 周海鋒 ) ／秦簡“労
論及賜”探析 ( 斉継偉 ) ／秦漢簡帛所見生子占図試解 ( 高一致 ) 等 19 篇。
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精 51,700
20/03
10361480  岳麓书院藏秦简 第６卷全２冊……………陈松长主编 上海辞书
* 第 6 巻は秦代の律令に関する簡牘 274 枚（簡号 331 個）を収録。内容や簡の形制の違

いによって 5 組に分類。図版はカラー原寸大
（正面影印）
、
赤外線原寸大
（正・背両面影印）
、
赤外線拡大（1.5 倍、別冊線装）の 3 種類。釈文・簡注を掲載。巻末に釈文連読本、同一・
類似簡文対照表、揭取位置示意図、正背反印文対照図、第一組巻冊復原示意図を附す。
19/12 378
10361579 简帛思想研究（７）…………………………丁四新主编 岳麓书社
4,488
“四大”
的不同排序看
《老子》
文本的演進／異常与回帰：
老子的反探究／楚竹書
《恒
* 탖탓쓋——従
先》的三重宇宙生成論与気論思想／清華簡《湯在啻門》所見“五”的観念研究、等 17 篇。
20/03 396
10362917 汉唐时期河西走廊墓葬壁画全集………………贾小军著 甘肃文化
10,890
* 考古報告・官報と文物図集などの関連資料を基に、漢代・魏晋十六国時期・唐代の河
西走廊墓葬の壁画 718 枚を時間順に収録。名称・時代・所属墓葬・図版出処を記載。冒
頭に「漢唐時期河西走廊墓葬壁画概述」を掲載。カラー。
19/11 258
10359662 徐州汉碑刻石通论＜汉学大系＞………………武利华著 文化艺术
4,488
徐州から数多くの漢碑刻石が出土した。本書は徐州漢碑刻石を整理・考察し、
*1980 年代以降、
碑文の内容を釈読。漢碑刻石の書法芸術の含義と歴史文献価値を発掘。カラー図版 8 頁。
19/12 197
10360550 中国金石 第１辑…………………李亚平，李俊卿主编 河北美术
12,100
* 伝統金石学を基礎に金石学者が撰写した金石研究論文等を収録。本書第１輯は「金石
考據」
（4 篇）
、
「學術争鳴」
（4 篇）
、
「金石鈎沉」
（4 篇）
、
「金石清話」
（6 篇）
、
「金石題跋」
（5 件）
、
「金石藝術」
（6 件）
、
「金石資訊」
（5 件）からなる。
「金石藝術」は西周《伯作彝》
簋全形拓に王映暉が補繒した作品など当代金石芸術新生の作を数幅収録（カラー）
、金
石題跋と絵画を一体化させた新芸術品。
（繁体字縦組）
18/11 616
晋
10361294 太行山成汤庙碑刻资料全编………………………蔡敏著 三
7,865
* 本書は野外調査や資料収集を行い、宋金から 2018 年までの湯王と関係する碑刻・銘
文 350 余通を収録。碑刻名称（正式名称）
、録文（全文）
、規格、資料来源・地点を記載。
19/08 272
10361799 古代法律碑刻研究 第１辑…………………李雪梅主编 政法大学
4,290
* 本书按法律碑刻发展的时间脉络，精选秦汉 10 种，魏晋南北朝 10 种，隋唐五代 25 种，
两宋 45 种，辽金元 70 种，明清 100 种，总计历朝经典法律碑刻约 260 种，每通碑石配以图
片、格式化整理和必要的分析考释，以系统性、全面展示法律碑刻的发展演变脉络及其多
重功能和用途。
19/11 448 精 17,820
物
10362290 新昌历代碑刻…………………………………俞国璋编著 文
* 新昌境内には大量の碑刻が散らばっており、今回 3 年ほどをかけて新昌の人と事に関
する碑刻を捜集。
「学校書院」
、
「寺庵神廟」
、
「路橋茶亭」
、
「祠牌告約」
、
「封誥墓誌」の 5
部に分類し、拓本・釈文を掲載する。時間は南朝から民国（一部 1963 年）までに至る。
19/12 191
物
10362293 石窟艺术研究 第４辑………麦积山石窟艺术研究所编 文
13,310
* 麦積山特別欄を主に石窟考古及び美術図像、碑刻題記及びその他方面を内容とする。
収録した論文 15 篇は、麦積山石窟、大足石刻等中国国内有名石窟の研究と保護、佛教
及び美術考古論文など、石窟寺研究及び佛教考古に参考となる。
精 5,929
20/01 262
10362425 北国石刻与华夷史迹＜博士生导师学术文库＞杨富学著 光明日报
新発見葛邏禄熾俟思敬墓誌の研究、
大唐西市博物館蔵
『回
* モンゴル新出僕固墓誌の研究、
鶻米副使墓誌』考釈、寧夏青銅峡出土『渾公夫人墓誌銘』新探、党項拓抜馱布墓誌と関
連問題の再研究など 14 章。
19/10 507 精 27,720
秦
10362704 铜川碑刻 上下册……………………吴敏霞，党斌主编 三
* 銅川市境内に残る碑碣・墓誌・塔銘・造像題記・経幢・摩崖・買地券などの碑刻文献資
料を収録。各種拓本を掲載し、標題、年代、出土時間場所、現所蔵地、碑刻流伝状況、形制、
行款、文様装飾、撰者、書者、刻者などを記載。明らかな誤字などは注を附して按語で説明。
20/03 378
10363056 宋代石刻功能的多元透视与文学个案分析………王星著 中国社会
7,744
* 伝播学の角度から着手し、宋代石刻の政治・文化・文学創作と文学の伝播機能を分析。
蘇軾の石刻作品・浯渓石刻及び『酔翁亭記』石刻を対象に研究を進め、宋代の石刻と作
家作品の関係の解析を通じて、石刻と文学研究の有効な方法を探索。
－ 46 －
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10361891  勒石为记 - 苏州高新区摩崖石刻石碑拓片选粹
…苏久华主编／苏州高新区文化体育和旅游局等编著 苏州大学

19/11

226

精 18,810

* 蘇州高新区は古城西部に位置。范成大・趙宦光・申時行・顧元慶・王鐸・王震孟ら文
人高士の書法題刻を含む、摩崖石刻・石碑 120 余処の拓本を精選収録。時間は約 1000
年にわたり、多くの詩文・碑記は初めて発見された。釈文は既存の文献を参考にし、識
読が容易でない或いは散佚した碑文を補正する。
20/05
10363060 隋唐墓志婉辞研究…………………………………安静著 中国社会
7,139
* 南北朝の墓誌用語を対比し、隋唐墓誌の消えた婉曲な言葉 93 個、唐墓誌新出の婉曲
な言葉 35 例を総括。隋唐墓誌の二音節語語料を利用し、関連辞書の 21 語の初出例証を
繰り上げ、
14 個の失われた語釈項目と 4 種類の語例を補充。隋唐女性の墓誌文を通じて、
中古と近代初期の女性墓誌の用語差異を説明。
20/01 226 精 10,164
10361696 莒县汉画像石…………………………………刘云涛编著 齐鲁书社
* 營県出土漢画像石中から 80 余石を精選。原石の写真（モノクロ）と拓本を載せ文字説
明を付す。
20/02 176 精 11,374
10362287  瓦甓道在 ：雅安出土汉砖拓片……政协雅安市委员会编 巴蜀书社
（芦山・宝興・漢源などを含む）
* 四川は漢代画像磚の主な出土地区の1つ。本書は四川雅安地区
出土の漢代画像磚拓本 290 枚を精選収録。図紋内容に応じて、幾何図案磚・紀年磚・吉語磚・
画像磚・貨幣紋磚・記号磚・その他に分類。各拓本は釈読を進め、尺寸や出土地を明記。
19/08 439
10356760 中国古代瓷器上的戏曲小说图像研究…………何艳君著 广东高教
3,696
* 上編では金元から明清各時期の瓷器上に描かれた戯曲小説の人物図案について、歴史や宗教
等の題材や人物故事などから考察。下編では《西廂記》の図案について、流行、人物、プロ
ットの３つの視点から分析する。＜广东中华文化王季思学术基金·黄天骥学术基金丛书＞
精 8,415
19/10 175
物
10361357 两宋之际的中国制瓷业慈溪市博物馆等编／沈岳明等主编 文
“両宋
（宋金）
之際の中国製瓷業”
* 第一回復旦大学陶瓷考古論壇の論文 13 篇を収録。主題は
で、この中国窯業重要転換期窯業の様子を探究する。巻末にカラー図版 38 頁を付す。
20/03 413 精 24,651
学
10362607 广州出土汉代珠饰研究……广州市文物考古研究院编著 科
* 広州の両漢瓷器の墓葬の中から大量の珠飾りが出土する。一部には制作工芸上海外の要素
を吸収するものがあり、また舶来品に属するものもある。本書は広州地区での漢代の珠飾
りの出土状況を整理。考古類型学と科学技術検査測定分析の総合研究成果を交え、漢代の
海のシルクロードによる貿易での珠飾りの重要な地位を詳述する。カラー写真を多数掲載。
19/10 396
10359020 书画史与鉴考……………………………………单国霖著 古 吴 轩
5,929
* 有名な書画史研究専門家単国霖近 20 年の書画研究方面の文章を収集。書画史論述、
古代名家名作品評、書画鑑考、当代書画家評述及び文博天地雑論の五部よりなる。
10359570 西泠艺丛（２０１９年第１０期）总第５８期
………………………………………………陈振濂主编 山东人民
19/10
80
2,926
“荷叶皴”与“自写小像”－－趙孟頫両則絵芸創新浅論」
（文
* 特集“趙孟頫研究”に「
/ 任道斌）
、
「古木逢春 ：趙孟頫《紅衣羅漢図》中的古意与禅趣」
（文 / 王中旭）等、
“学
術研究”に「浅析《吟蓮館印存》及《削觚廬印存》
」
（文 / 鄧京）等 ｡
19/11
80
10359571 西泠艺丛（２０１９年第１１期）总第５９期………… 西泠印社
2,926
* 特集“中国印譜史与印学国際学術研討会論文選萃”に「林皋印譜研究－－兼論印譜成
書過程中的先印与後印、先鈐与後鈐」
（文 / 孫志強）
、
「新見汪啓淑《飛鴻堂印余》考」
（文
/ 楊慶）
、
“秋季雅集”に「陳振濂主編在《西泠芸叢》2019 年度編輯研討会上的講話」等。
19/12
80
10359572 西泠艺丛（２０１９年第１２期）总第６０期………… 西泠印社
2,926
（文 / 孫慰祖）
「
、
“泥封”
“封泥”
称謂辨」
（文
* 特集“封泥研究”に「閩越国封泥的啓示与釈文之問」
/ 周暁陸）
「
、構建“秦封泥学”的探索与思考」
（文 / 龐任隆）
「
、近十年秦封泥研究的回顧与展望」
（文 / 崔殩）
、
「談《秦封泥彙考》
《秦封泥集》中的同一封泥重複著録問題」
（文 / 施謝捷）
。他
19/07 515
10360235 书画家轶事丛抄（增补本）…………………孙旭升编著 西泠印社
4,488
* 各種史料書籍の中から歴代書画名家の軼事を対象に選編、注釈及び白話訳文を付す。
本書は 2012 年初版の増補本。
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19/10
63
10360521 粉本……………天津大学冯骥才文学艺术研究院中心编 文化艺术
* 粉本は民間職人が絵画時に使用する紙本道具。画稿・画様及び稿本作品を結集。
19/09 366
10360545 晚明以来文人情结与书画商业文化博弈研究…郑付忠著 荣 宝 斋
* 晩明以前、晩明清初、清初至清中期、晩清民初、民国晩期以降の五段階、特に晩明清初、清

定価(円)

3,696
3,696

初至清中期、晩清民初の三つの歴史時期に重点を置いて書画流派、地区と人物を合わせ書画
商業文化と文人感情について論述する。巻頭にカラー図版 8 幅を付す。＜美术学博士论丛＞
精 3,696
19/12 211
10360802  砚边卮言＜海上题襟＞…………………………曹宝麟著 上海书画
、
“芸林
* 曹宝麟先生の読史筆記を整理したもので、唐宋書画史を内容とし“書画人物”
見聞”
、
“文房四宝”
、
“細説漢字”の四部に分けて収録する。
精 5,445
18/11 156
10360852  书断…………［唐］张怀瓘撰／罗世平主编／邵军校注 山西教育
*《書斷》は唐代張懷瓘が著した書史と書論性質を併せ持つ著作。現代の《書斷》整理
本は《法書要録》の一部分を整理、點校したもの。そのうち《中國美術論著叢刊》本及
び洪丕謨の點校本が優れ、本書の點校作業もこれを参考にした。本書は《四庫全書》本
を底本に《墨池編》
《法書要録》本を用いて対校、
《書苑菁華》
《百川學海》等本を参考
に文字校定、主要字句に注釋を付した。巻末附録に「各家著録提要」
「參考引用書目」
を付す。
（繁体字横組）＜中国书画史籍校注叢典＞
19/12 441 精 10,890
10361900 中国红色美术史…………………………………邓向阳著 中山大学
* 中国共産党成立初期、中央ソヴィエト区時期、長征時期、延安時期、抗戦時期、解放
戦争時期、新中国成立初期の紅色美術活動を詳述。各時期の紅色美術の発展、特徴と重
要作品を分析し、中国共産党指導下における新民主主義革命と人民解放戦争中での紅色
美術活動と紅色美術作品の重大宣伝・鼓舞作用と貢献を指摘。図版を多数掲載。
10361309 四方来朝 ：职工图特展……刘芳如等主编／蒲思棠等译 Ｔ故宫博院 19/12 279
8,008
、宋・李公麟「万国職貢図」
、清・謝遂「職貢図」など、国立故
* 唐・閻立本「職貢図」
宮博物院に収蔵する書画作品 20 点を収録。
「職貢図」の変遷を整理し文章を考証し、作
風を分析。専論 ：万国衣冠拝冕旒―職貢図的形式風格及其意涵（鄭淑方）
。カラー。
18/04
95
凰
10347527 皇象传＜南京历史文化名人系列丛书＞………胡舜庆著 凤
4,488
* 三国時代の著名書法家皇象の伝記。書を能くし、章草に優れた“呉之八絶”の一人。
章草は隷書を草化した芸術形式の一種で、
《急就章》はその章草の名作。後世その書法
芸術の評価は非常に高い。本書は書法家皇象の生涯を詳しく紹介する。
10354535 何绍基日记 全２册…………近墨堂书法研究基金会编 国家图书馆 19/06 404 箱 43,560
* 近墨堂書法研究基金會所蔵の何紹基日記手稿を原色影印。道光 26 年（1846）元旦～道
光 27 年（1847）5 月 29 日迄と咸豊 8 年（1858）3 月 23 日～咸豊 9 年（1859）5 月 13 日
迄で簡称を《丙丁日記》
《戊己日記》と称す。会友、写字、飲酒、観賞書画、捜集碑帖か
ら酔後の拳法練習等々日常生活の種々細部を記載。
「何紹基日記中的交往和應酬」
（銭松）
を付す。
（繁体字縦組）＜近墨堂法书丛刊特辑・珍稀日记手札文献系列＞
精 8,954
19/09 369
10356766 中国书法理论体系………叶朗，陆丙安主编／熊秉明著 安徽教育
* 熊秉明はフランス籍華人芸術家、詩人、雕塑と書法方面に造詣が深く、影響の大きい
芸術理論家。本書は熊秉明の重要な書法理論著作で、喩物派の書法理論、純造形の美、
縁情の書法理論、倫理派の書法理論、天然派の書法理論、佛教と書法の６章よりなる。
＜熊秉明文集４＞
10357945 尺素寄情 ：吴门书札里的掌故＜何以传世艺术文丛＞
精 4,488
………………………………………………孙丹妍等著 人民美术
19/06 255
* 文徴明など明代呉門派文人の短信交往から手がかりを探し、当時の衣食住行、社交往来、
詩画唱和、
芸文教育等生活の瑣事を明らかにする。
文中、
関連する書信等カラー図版を配す。
19/10 678 精 11,979
10359161 爨体书法字库……………………………………梁培生著 云南美术
。碑文は重複を除くとわ
* 隷書と楷書の中間のような独特の書体で知られる東晋《爨宝子碑》
ずか 300 余字。本字庫は作者の長年にわたる研究を経て、その書写特徴を総括、碑に無い字
を補う。2003 年修訂 10 版《新華字典》に依り 7949 字を書写、漢語ピンイン順に編纂。碑文中
に在る“爨字”
（拓本）を実臨と対比収録し、無い字は作者が書写した“爨字”を収録する。
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19/02 243 精 14,740
10358604  杨岘临汉隶四种…………………………襄阳市图书馆编 湖北美术
* 漢隷特に禮器碑を学び，清代の北碑派に新書風を開いた楊峴晩年熟成期の臨漢隷精品四種を
原色にて収録、巻頭に劉陽による楊峴書法芸術についての簡評を付す。典型的“楊隷”風格
を具え、
臨《禮器碑》以外の三種はいずれも初めての公開発表で隷書学習の新たな資料となる。
節臨《史晨碑》
（後）
、節臨《史晨碑》
（前）
、節臨《張遷碑》等のほか、楊峴扇面と対聯作品、
楊峴手札等を収録、
《史晨碑》
（後）
（前）
、
《張遷碑》
、
《西狭頌》は縮小全図も収載。
20/01 260
10359546 明代石刻书法研究………………………………刘金亭著 辽宁人民
4,620
* 明代石刻書法を研究対象とし、明代石刻の類型と効用、書法芸術と書法文献価値、明
代石刻の刻工等方面に重点を置いて紹介、多くの明代と考えられる石刻書人の作品を捜
集整理したほか、それについて帰納、研究を行い、石刻書法の視点から明代書法の社会
状態、歴史特徴及び芸術価値を明らかにする。
精 7,744
19/09 232
象
10359747 河南大学图书馆馆藏书画碑帖珍品图录…李景文等主编 大
* 多くの精美図版（カラー）と詳細な説明により河南大学図書館が収蔵する歴史価値芸
術価値を兼備した各類文物 93 件（珍本古籍 21 件、絵画 11 件、書法 10 件、拓片 51 件）
を紹介する。収録文物の多くは初公表。
（繁体字縦組）
精 11,979
19/10
10360459 初拓郭虚己墓志铭（折叠本）…………［唐］颜真卿书 西泠印社
*1997 年中国河南省偃師市首陽山鎮出土、現蔵偃師商城博物館、墓志高 160.5 ㎝、幅 105 ㎝、
青石質地、蓋頂に“唐故工部尚書曾太子太師郭公墓志銘”16 字刻。天宝 8 年（749 年）に成
ったこの碑は顔真卿 41 歳の作。字間に師である張旭の痕跡が見られ、顔氏早期楷書の風貌
を保持した顔真卿早期書法研究の貴重資料。本書は寶玥齋藏初拓剪裱本を選用、24 行“道
無不周”の“周”字未損、淡墨精拓。カラー原寸大で経折装にて影印。＜善本碑帖精华＞
精 9,559
19/06
10360460 宋拓九成宫醴泉铭（折叠本）＜〃＞…［唐］欧阳询书 西泠印社
* 国家図書館所蔵伝世最古の北宋拓本、第五行“重譯来王”の“重”字未損。この字は南宋時
に毀れ、北宋拓と南宋拓の区別に重要である。割裱本、一冊、墨本十三開、題跋一開。半開五行、
満行九字。書秩外に佚名正書題簽、書板外に江恂題籖あり。江恂。梁巘題跋あり。
「梁聞山収蔵
印」等鈐印多数。国家図書館蔵北宋本《九成宮醴泉銘》をカラー原寸大で経折装にて影印。
精 14,850
19/08
10360461 初拓颜勤礼碑 上下册（折叠本）＜〃＞［唐］颜真卿书 西泠印社
《
は顔真卿 71 歳の時、
曽祖父顔勤禮の為に書写した神道碑。本書割裱本、
両冊、
* 顔勤禮碑》
凡五十七開。両冊外簽梁啓超題「魯公書顔勤禮神道碑」
。第一冊首開梁啓超隷書題端「新
出土初拓本魯公書顔勤禮神道碑 飮冰室藏」
。その下に「新會梁氏」白文鈐印。国家図
書館蔵初拓《顔勤禮碑》をカラー原寸大で経折装にて影印。
精 7,744
19/08
10360462 初拓董美人墓志（折叠本）＜〃＞…………西泠印社编 西泠印社
、全称《美人董氏墓志銘》
、隋開皇 17 年（597）10 月 12 日、隋文帝第四
*《董美人墓志》
子蜀王楊秀製。正書 21 行、行 23 字。原石は清道光年間（1821-1850）陝西西安出土。当
時陝西興平で職にあった上海陸君慶が得、淡墨で精拓、拓本は蝉翼の如く後世“關中淡
墨本”と称される。關中本は流伝が極めて少なく、最も珍貴。原石は出土後間もなく毀
れ翻刻本が比較的多く「神州国光集」収録の楊守敬蔵本と西安翻刻本が比較的佳い。本
書は伝世最良の拓本の一つ国家図書館蔵清道光出土初拓本を経折装にてカラー影印。
19/10
70
10360705 汉简＜新书谱·中国书法基础教程＞…………钟鼎编著 浙江人美
2,926
* 漢代書風及び書体変遷研究の資料となる漢簡の特徴等について述べた後、その基本筆画、
基本構造、偏旁部首に分け「範字」
「筆法」
「臨写」の図版と「臨写要訣」を載せ、その技
法を詳しく分析する。後半は「臨創範例」として「集字」
「
、創作範例」
「臨模範例」を載せ、
、
巻末に《居延漢簡》
、
《居延新簡》
、
《北京大学西漢簡》
、
《敦煌馬圏湾漢簡》
、
《肩水金関漢簡》
、
《江陵謝家橋漢簡》
、
《長沙五一広場東漢簡》
、
《神烏傅》
（カラー、釈文付）を収録する。
19/10
67
10360706 西狭颂＜新书谱·中国书法基础教程＞李贵明，刘玮编 浙江人美
2,772
* 東漢時期の著名摩崖刻石、隷書《西狭頌》の紹介及び特徴について述べた後、その基
本筆画、基本構造、偏旁部首に分け「範字」
「筆法」
「臨写」の図版と「臨写要訣」を載
せ、その技法を詳しく分析する。後半は「臨創範例」として「集字」
、
「創作範例」
、
「臨
模範例」を載せ、巻末に《西狭頌》全貌（拓本、釈文付）を収録する。
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19/10
75
10360707 欧阳询九成宫醴泉铭…………………………曾庆勋编著 浙江人美
* 唐初四大書家の一人欧陽詢の楷書代表作で晩年の書風成熟期の作品《九成宮醴泉銘》

2,156

の紹介及び特徴について述べた後、その基本筆画、筆画の変化、基本構造、偏旁部首に
分け「範字」
「筆法」
「臨写」の図版と「臨写要訣」を載せ、その技法を詳しく分析する。
後半は「臨創範例」として「集字」
、
「創作範例」
、
「臨模範例」を載せ、巻末に欧陽詢《九
成宮醴泉銘》全貌（拓本、釈文付）を収録する。＜新书谱·中国书法基础教程＞
20/01 616 精 14,850
10360801  明代笔记日记书法史料汇编…………………张小庄编著 上海书画
* 明代筆記、日記約 2000 種を調べ、その中から 144 家 166 種文献を編纂、各種書前に提
要を付し、著者平生、書の版本、序跋、内容等情況を紹介する。輯録した資料は伝記、
書論、技法、鑑賞、作品収蔵と交易など書法史論各方面に渉り中国書法史（特に明代書
法史）の研究に重要な文献史料価値がある。
精 3,696
19/12 231
10360803  文人墨色－近现代文人书法＜海上题襟＞……张瑞田著 上海书画
王国維、
銭鍾書等近現代文人 30 余人の各種文墨材料を収録。彼らの書法、
学問、
* 陳寅恪、
事業、性格、交友。生活趣味等々を紹介する。
精 3,960
19/12 277
10360804  紫竹斋艺话＜海上题襟＞…………………………林岫著 上海书画
* 林岫先生の書画芸術、詩詞文学、文史掌故等各方面の学術随筆を収集。
精 3,696
19/12 245
10360805  长风堂笔阵＜海上题襟＞………………………徐建融著 上海书画
精 3,696
19/12 241
10360806  书法的底线＜海上题襟＞………………………斯舜威著 上海书画
19/10
45
10361372 邓石如崔子玉座右铭少学琴书隶书册…………赵宏主编 中国书店
2,310
、嘉慶 7 年（1802）に書す。中鋒用筆で書された鄧石如篆書の基本をよく現
*《崔子玉座右銘》
わしている。鄧石如《四體書冊》の《少學琴書隷書册》は先人の格言語録を内容とする作品
で嘉慶 2 年（1797）に書されたもの。日本東京国立博物館蔵。
《崔子玉座右銘》は初めに全体
の縮小図版を付す。附釋文。原帖拡大、カラー。
（繁体字縦組）＜清代隶书名家经典＞
19/10
58
10361013 何绍基临华山碑＜清代隶书名家经典＞………赵宏主编 中国书店
2,926
* 何紹基 （1799-1873）、 字子貞、 号東洲、 晩号蝯叟。 漢隷 《華山碑》 の臨書、 全篇章法はひ
ろびろとし、 墨色濃潤。 民国 15 年 （1926） 商務印書館初版を底本に影印。 附釋文。 原帖拡大、
カラー。 （繁体字縦組）
精 8,349
19/10 397
10361399 敦煌书法史－写经篇………………………………楚默著 浙江古籍
* 書法史の角度から敦煌地区の各類写本を研究。晋代写経と晋代楷書、東晋十六国写経、
楼蘭文書、北朝写経、西魏写経の風格変奏、北斉、北周の毀佛と写経、南朝の訳経と写経、
魏晋南北朝経史写巻、魏晋南北朝佛教書法の交流と融合、隋代の訳経と写経書風、唐代
写経の多重色彩、
敦煌の道経写巻の 12 章に分けて論述。巻末に関連図版
（カラー）
を付す。
19/12 285
10361475 元代书法家群体与复古观念研究…………………程渤著 南京大学
5,280
* 時期、地域、目的、中心人物等により集めた元代書家グループを研究対象とし、変化と発展
過程中グループにおける書法復古観念の作用を分析する。元代書法思潮の主流は書法の全面
復古で、魏晋伝統、二王筆法への回帰。元代書法復古観の興起と流変過程はある一人による
ものではなく、グループ共同で推し進めた結果で、書家グループ中個人の書法観念と書法実
践相互作用は元代書風形成、変革に重大な影響を及ぼした。＜国家社科基金后期资助项目＞
19/09 303
10361496 古欢 ：黄易与乾嘉金石时尚……………………薛龙春著 三联书店
5,412
* 黄易（1744-1802）は書法、篆刻及び絵画に優れた芸術家であるほか清代の重要な金石学家の
一人でもある。本書は黄易が偶然発見した武梁祠画像石刻をはじめ乾嘉金石活動について紹
介する。作者は清代金石学家黄易を中心に、金石収蔵を巡る情報ルート、徴集ネットワーク、
報告様式、蔵品の経典化策略及び金石学共同体の形成等々乾嘉金石学の社会生態の様子を再
構築する。巻末に附論「十八世紀後期文化商品の価格－－黄易の朋友圏を中心として」ほか
図版目録、挿図目録を付す。文中、モノクロ図版多数、巻頭にカラー図版 20 件を付す。
19/08 203
10361571 兰亭集校注……………………………………李剑锋校注 山东大学
3,696
* 現存する蘭亭詩文を全面的に校勘、注解、集評と簡析を付す。巻末附録に《蘭亭集》
及蘭亭詩文著録一覧、王羲之年譜簡録、重要著録資料簡介、20 世紀以来《蘭亭集》研
究論著索引、歴代研究資料選編、
《晋書》所載作者伝記資料と主要参考文献を付す。
－ 50 －
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19/12 163
10361636 中国法书小品集萃－南宋……………………刘永建主编 浙江人美
* 趙構《付岳飛手札》等 2 件、鄭望之《向過帖》劉光世《即辰帖》史浩《霜天勁凛札子》

定価(円)

6,050

王升《衰老帖》等 2 件、
王份《致欽止司勛賢友》杜良臣《致忠吾新恩中除賢弟》王淮《俟
罪机廷札子》謝諤《呈益夫宣教札子》韓元吉《致司馬朝議》張九成《宮祠帖》等 2 件、
張浚《遠辱手翰尺牘》揚無咎《仙薬上下均休尺牘》朱敦儒《別後塵労尺牘》胡沂《致寿
翁節推尺牘》呉説《垂喩帖》等 16 件など、全 71 件収録。原寸大、釈文付。全カラー。
19/12 134
10361637 中国法书小品集萃－元１………………………刘永建编 浙江人美
5,808
《書禊帖源流跋》
《上覆丈人節干丈母県君尺牘》
《与鮮于枢尺牘》
《書
* 趙孟頫《致野翁教授》
論虞世南書法》
《書論裴行儉書法》
《致埜堂提挙友旧執事尺牘》
《見簡帖》
《致希魏判薄尺牘》
《致廉訪監司相公尺牘（郷人帖）
》等 42 件、鮮于枢《晩秋雑興詩》
《跋楊凝式夏熱帖（趙
孟頫并跋）
》
《善善帖》等 9 件など、全 58 件収録。原寸大、釈文付。全カラー ｡
19/12 109
10361638  中国法书小品集萃－明１……………………刘永建主编 浙江人美
5,445
* 宋濂《儀靖帖》劉基《春興詩巻》張羽《懐胡参政帖》徐賁《濯清軒詩》于謙《題公中塔
図并贊》等 2 件、姚広孝《雲海帖》梁時《跋鄧文原家書》宋璲《敬覆帖》沈度《四箴巻》
等 3 件、
胡儼《題洪崖山房図》曾棨《贈王孟安詞》沈藻《橘頌帖》聶大年《煩求帖》朱祚《雲
南寿詩頁》等 2 件、祝允明《可竹記》等 14 件など 57 件収録。原寸大、釈文付。全カラー。
19/12 120
10361639 中国法书小品集萃－明２……………………刘永建主编 浙江人美
5,753
《前赤壁賦》
《後赤壁賦》等 19 件、
陳淳《致前江先生尊親丈》陸深《得
* 文徴明《告借通鑑続編》
汝母書帖》等 4 件、唐寅《贈周良温》等 7 件、王守《致事若先生》等 8 件、王穉登《致
磐室徴君先生》周天球《致白間尊先生》等 3 件、王世貞《致質山札一》等 2 件、彭年《致
磐室先生道契兄》等 3 件など全 71 件収録。原寸大、釈文付。全カラー。
20/01 430
10361888  蔡京年谱……………………………………………曾莉著 广西师大
5,445
* 北宋徽宗時期の宰相で書家でもあった蔡京に関する資料を収集整理、一部資料に考証
を加え、時間順編年体で成る。宰相時期の活動を重点に蔡京の人生軌迹を紹介する。蔡
京を理解すると同時に宋徽宗時期の社会状況、特に変法に関する情況、さらに北宋が金
に滅ぼされた実情が見てとれる。宋仁宗慶暦 7 年（1047）蔡京出生から卒翌年の靖康二
年（1127）靖康之変、
北宋滅亡までを記載。巻末附録に「
《宋史・蔡京伝》
」
「
、蔡京詩文編年」
、
「年代不確定詩詞」
、
「蔡京书法作品编年」
、
「年代不確定書法作品」を付す。
20/01 110 線 23,760
10362487  米芾手札精选 全１函１册 [ 宋 ] 米芾书／伍佳责任编辑 西泠印社
《
、郷石帖》
《
、虹縣詩帖》など米芾の手札 43 種を収録（モノクロ）
、
釋文を付す。
*《清和帖》
線装一秩。
（釋文 ：繁体字縦組）
精 7,260
18/12
95
10350227 淳化阁帖溧阳本溯源…………………………崔文敏主编 江苏美术
*《淳化閣帖》溧陽本は明末刊刻以来拓印流伝は少なく、学界での研究も少ない。本書
は溧陽本と粛府本の関係について刻石の完全性、重刻の特色、帖末題跋、重刻年代と主
事者及び刻石の破損等問題を考証する。巻末附録に「
《淳化閣帖》尋親記」
「
、溧陽粛府《閣
帖》石刻年代考」
、
「
“溧陽本”拓片鑑賞」を付す。
18/07 203
10361635 浙派篆刻三百品＜篆刻小丛书＞艺文类聚金石书画馆编 浙江人美
2,926
。その代表人物は丁敬、
蔣仁、
黄易、
* 近代篆刻を開いた杭州を中心とした清代の篆刻流派“浙派”
奚岡、陳豫鐘、陳鴻壽、趙之琛、錢松の“西泠八家”で、彼らの篆刻芸術風格は“浙派”篆刻
と称された。本書は上述八家の篆刻精品合わせて 300 方を精選収録する。図版は篆刻学習に適
した正反対比で載せており、正面は朱色、反面は墨色の二色刷。各作品とも釋文を付し、巻末
に歴代名家の浙派篆刻に関する評論及び全釋文の索引を付す。
（繁体字縦組 ※ 索引は横組）
20/03 429 精 11,979
10361664 考古印史…………………………………………周晓陆著 中华书局
* 考古学分析から入り、古代璽印の基本分類、材質、製法、印面、用法及びその鑑定、
辨偽等について全面的に詳しく紹介したほか、商代から清末に至る古璽印の考古学分期
及びその変遷発展について系統的に明らかにしており極めて高い学術参考価値がある。
また古璽印の鑑定と辨偽及び篆刻の学習にも実用性がある。歴代の代表的印章及び典型
的印面構成、印紐の形制、泥封拓本、印陶等、図例 685 個を大部分原寸大で載せる。巻
末附録に「
《考古印史》圖例總表」を付す。朱墨二色刷（繁体字横組）
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20/02 405
10361670 中国印学精读与析要………………韩天衡著／张炜羽编 上海人美
* 篆刻学家・韓天衡の中国篆刻史と篆刻文化に関する集大成的著作。中国印学史要、印

11,374

学序跋、印学心得、印学散記の 4 部分からなる。系統的に詳しく論述した多くの作者創
見は中国篆刻史研究と篆刻芸術の理解学習にたいへん参考となる。関連図版多数収載。
19/06 264
10361634 邓石如赵之谦篆刻三百品………艺文类聚金石书画馆编 浙江人美
3,696
* 篆刻「鄧派」の開祖鄧石如と、後世に多大な影響を与えた趙之謙の印章各 150 方を精選収録。
図版は篆刻学習に適した正反対比で載せており、正面は朱色、反面は墨色の二色刷。各作品
とも釋文を付し、巻末に全釋文の索引を付す。
（繁体字縦組 ※ 索引は横組）＜篆刻小丛书＞
20/01 1445 精 14,850
10362262 中国篆刻聚珍 第２辑名家印下 全６卷……刘江主编 浙江人美
* 呉昌碩と並び近代印壇の雙擘と称され、また黄士陵等と併せ「民国印壇五大流派」を開い
た趙叔孺（255 方）
、西泠印社創始人の一人王福厂（280 方）
、王福厂の弟子韓登安（398 方）
、
呉昌碩門下沙孟海（281 方）
、趙叔孺門下方介堪（390 方）及び陳巨来（344 方）の印章計
1948 方を収録。各作品の釋文を付し、各巻末に「集評」を付す。朱墨二色刷。
（繁体字縦組）
20/03 1423
10362701 秦封泥集存 上下册……………………………刘瑞编著 社会科学
28,116
未釈封泥、
* 本書は 2019 年 9 月以前刊行の秦代封泥図像及び関連情報を集める。残封泥、
未発表図像封泥等を含め中央と地方封泥 1843 種 8531 枚、私印封泥 499 種 675 枚と吉語
封泥 6 種 6 枚、無字封泥 5 枚、特殊封泥 1 枚、合計 2350 種 9218 枚を収録する。封泥名
の下に拓片、モノクロ写真等図像を載せ出典を注記、封泥図像の大きさは原寸大ではな
く版面により調整した。
精 5,445
20/04 240
10362221 古代锺馗图像研究＜光明社科文库＞……………李炅著 光明日报
* 主題類型と視覚イメージの変遷の検討を通じて図像の形成と変化の手がかりを探索
し、鍾馗図像が包含する民俗活動と民俗観念を整理し、鍾馗図像が形成する民俗伝統や、
その他の民俗活動に対する当該民俗伝統の影響を明らかにする。
18/10 275
10357296 傣族剪纸研究…………芒市非物质文化遗产保护中心编 德宏民族
2,772
* 傣族の仏教文化や原始宗教と剪紙の成因、剪紙の材料や工具、題材と寓話、常用紋様、伝
統継承人、傣族の節日と剪紙、仏寺建立と剪紙、婚俗と剪紙、葬事と剪紙、祭献鬼神と剪紙等。
20/01 579
（第２版）………马未都著 中国建工
10358843  中国古代门窗（汉英对照）
29,601
* 十数年間をかけて辺鄙な田舎をめぐり、民間に散佚する戸・窓の実例を収集し、修復・
撮影・測量を加える。古代建築の発展と戸・窓の変化過程、戸・窓と建築の関係や、戸・
窓の美学価値について詳述。カラー写真を多数掲載。
精 5,445
19/03 268
10360273 古建巡礼……………………………………………刘阳著 江西美术
* 梁思成とその他の営造学社のメンバーの調査路線を踏まえ、北京を原点に東・西・南方に
調査し、大師の歩んだルートに足を踏み入れる。多くの古写真を掲載し、古建築背後の故
事を叙述する。
19/07 230
苑
10361490 北京古代建筑思想与特征解析…………………李卫伟著 学
7,744
* 北京古代建築の全体特徴と思想、北京古代建築の計画配置方法とその思想、北京古代
建築類型の思想と特徴、北京古代建築の単体特徴と思想解析、北京地区古代建築の主要
建築手法と建築形式美の運用原則の全 5 章。写真を多数掲載。
精 5,445
18/01 288
10359580  窑洞民居……………………………侯继尧，任致远等著 中国建工
* 窯洞住居発生の自然条件・歴史沿革・分布分類、各省（区）窯洞民村落の計画・建築配置・
単体空間処理、
建築構造と建築・省エネ・建築芸術などについて論述。写真や図を多数掲載。
10362077 敦煌莫高窟与６至１１世纪佛寺空间布局研究
………………………………………赵娜冬，段智君著 中国建工
19/12 248
4,488
* 敦煌莫高窟の石窟形制、経変壁画及び主尊楚塑造等芸術遺存を直接研究対象に紀元 6 か
ら 11 世紀佛寺院中庭の空間構造特徴について論述、漢地佛寺遺迹及関連歴史文献を合わせ、
佛寺院中庭の殿閣配置、
空間関係と空間組合三方面を重点的に観察する。巻末に簡表を付す。
20/03 150
10361433 乡俗祠庙 ：乡土聚落民间信仰建筑＜筑苑＞…王新征著 中国建材
5,148
10362922 台湾近代庙宇神符图录彙编＜台湾经典４４＞
………………………………………………杨士贤导读 Ｔ 博 扬
20/05 164 精 22,000
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===============【 ◆文化・芸能・民俗 】===============

10361914 宗族文化和浙江传统村落
浙江省城乡规划设计研究院，陈桂秋，丁俊清等编著 中国建工

19/08

385

精 14,740

* 宗族文化の民居建築への影響、宗族文化の伝統村落物質形態への影響、宗祠と伝統村落、紳
衿と伝統村落、
浙江古村落宗族文化の実例分析などについて論述。カラー写真や図を多数掲載。
18/10 161
10356301 上海松江民俗地图（汉英文）………欧粤著／戴代新译 同济大学
* 上海松江における飲食、居住、節慶、民間技藝、音楽舞蹈、休閑娯楽等の民俗習慣を四季

3,465

に分け、カラー写真を交えて紹介 ( 中英文対照 )。ポケットサイズ (16 ㎝ )。＜城市行走＞
精 5,148
20/01 231
10360270 博物志＜古人的奇幻世界＞……［晋］张华撰／李聪绘 江西美术
各地の物産、
人物、
獣鳥虫魚などの物語を集めている。
*『博物志』は晋代の民俗風物誌で、

本書はこれらに現代語訳と挿絵を付す。

10360394 复兴与蜕变 ：中日韩的非物质文化遗产及其现代应对＜日本社会与文化研究丛书＞
……………………………………………………吕斌著 南京大学

19/11

317

4,752

* 中国曲阜の孔子祭礼、韓国江陵の端午祭、日本の伊勢神社祭礼をめぐって、グローバ
ル化時代の伝統文化項目の発展を把握。グローバル化の伝統文化状況に対する影響や日
中韓 3 国の伝統文化における対応の面から、グローバル化を背景とする東アジア 3 国伝
統文化の復興現象を検討し、東アジア各国伝統文化が直面する調和共生について考察。
20/01 642 精 11,374
10362484  岁时广记 ( 外六种 )…………刘芮方，张杨溦蓁等点校 浙江大学
* 陳元靚撰『歳時広記』は南宋以前の歳時節日資料を記載。現行本は 42 巻本と 4 巻本
に分かれる。42 巻本は清・陸心源『十万巻楼叢書』本、4 巻本は清・曹溶『学海類編』
本を底本として整理点校。この他に、
張鎡撰『賞心楽事』
、
張虙撰『月令解』などを収録。
（繁体字横組）＜中华礼藏·礼俗卷·岁时之属＞
精 6,534
20/03 397
10361424 宋代民众祠神信仰研究＜复旦文史丛刊＞……皮庆生著 上海古籍
* 張王、祠賽社会、祈雨、祠神信仰の伝播、正祀と淫祀を例に、宋代民衆の祠神信仰を
唐宋の社会変革に位置づけ、祠神活動の存在、変化の状況及び複雑な社会・政治と文化
背景を考察。
19/12 231
10361548  声音与记忆 ：胡公信仰仪式音声的变迁研究…林莉君著 首都经大
3,696
10341103 中华大典·艺术典·音乐艺术分典 全４册
…………………………………王耀华，陈克秀等主编 国家图书馆 18/12 4389 精 48,510
「
は上古伝説及び歴代の音楽活動・音楽理論の文献を列挙。
「楽律部」
は歴代の楽律・
* 総論」
楽調、律・暦・度・量・衡の記載を収録。
「歌部」は歴代の歌唱芸術発展史、作品題解
などの文献を収録。
「舞部」は歴代の舞踏芸術の発展、作品題解などの文献を収録。
「琴
楽部」は琴の上古伝説・発展史、作品題解などの文献を収録。
「鼓吹軍楽部」は歴代鼓
吹軍楽の発展史などの文献を収録。
「楽器部」は各種楽器の形制・使用・来源・発展変
化などの文献を収録。
「楽譜部」は中国古代記譜記号の発明と発展などの文献を収録。
精 5,445
19/10 354
10358858  伎乐与乐伎 ：中古音乐的历史映像……………夏滟洲著 商 务 印
* 中古伎楽の生産主体である楽伎集団の移動移転と聚合、伎楽主要形式の生成と内容伝
播経路を考察し、中古伎楽演化の内在動力と外在環境を交え、先秦時期の「金石之楽」
から中古時期の「歌舞伎楽」への中国音楽の転換過程を論証。
19/06 151
华
10361183  非遗视域下万载开口傩音乐文化研究…………聂萌慧著 新
3,542
* 開口儺は江西儺の代表的形態の一つで、その舞踏劇や音楽文化は元末まで溯る。本書は
非物質文化遺産としての音楽類、
儺文化、
開口儺について記述し、
その伝承過程を検証する。
19/09 299
10361284  有声有色 ：左翼电影音乐的文化解读…………王思思著 上海大学
2,772
20/01 226
10360441 最后的影戏 ：晚清以降成都大皮影的百年兴衰罗兰秋著 四川大学
7,744
* 中国の影戯文化と流派の中での成都影戯の地位、その始まりと歴史、蜀錦、年画など
民間芸術の集大成としての皮影、川劇との関係、晩清の成都の経済的繁栄や市民生活と
皮影、映画の出現による衰落などを豊富な写真で解説。
19/08 150
南
10360895  明星的诞生 ：女伶与近代上海社会………………张雯著 济
3,696
19/12 273
10361476 中国电视剧文化史稿＜文学经典与影视艺术＞陈友军著 广播电视
3,696
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19/12 483
10361368  禁戏图像存录…………………………………李德生编著 社会科学
* 元代以降に市井で刊行された雑劇・伝奇・曲本における、演劇の挿絵、宮廷劇画、演

7,744

劇の古写真、木版戯曲年画、タバコの絵カード、民間工芸品の演劇絵画など 2000 余り
を収集。清代演劇の発禁破棄と管理中の「禁戯」の様相を図像の点から描き出す。
19/05
10362795 关键词 ：中国现代话剧史的另一种讲述………方冠男著 云南大学
3,465
* 作者精心选择了中国话剧历史中的 19 个关键概念，将这些概念转化为关键词，并以此作
为一个话剧史的研究视角，深入探讨了关键词汇所指代的、现象背后的中国话剧历史的局部。
19/12 351
10359855  电影意志…………………………………………王小鲁著 四川人民
3,696
『南方周末』などに発表した映画評論の文章を精選。没有個性的人 / 静
*『経済観察報』
観電影与召喚美学など、26 篇を収録。
10360442 视听影像的中国符号 ：中国当代电视连续剧艺术论
…………………………………………………孔明玉著 四川大学
19/10 202
3,696
* テレビの連続ドラマの芸術の歴史発展とテキスト構築を観察し、当代中国の文学芸術
領域における重要価値を検討。
19/11 211
10360548  中国纪录片工作者研究……………………………丰瑞著 中国金融
3,696
* 中国記録映画の概念、歴史回顧、製作者の職業意識、自由職業者、回帰単位。付録 ：
甘粛撮影のフィールド調査日記、製作者への調査アンケート。
10361477 映像中国 ：纪录片参与下的国际传播与国家形象建构＜中国传媒大学中国经录片研究中心书系＞
………………………………………………何苏六等著 社科文献
20/02 174
7,139
19/11 233
10361671 乡土·人性·诗意·现实 ：吴天明电影艺术研究杨欣著 中国戏剧
4,675
* 時代精神動向、郷土意識と審美遺伝子、個体審美理想などから、呉天明の映画テキス
トを解読・評価分析し、監督風格を総括。
（视频书）
10362069 影响 ：中国电影人访谈录（１９７８－２０１９）
精 5,929
………………………………中国电影报道栏目组编著 人
20/02 526
民
* 中国映画人へのインタビュー。謝飛、滕文驥ら監督、唐国強、張金玲、郭凱敏ら演者を
含む第三代・第四代映画関係者に注目。カラー写真多数。
20/03 128
10362117 华语青春电影类型学研究……………王昌松，陈一鸣著 暨南大学
2,926
* 青春映画の類型学、華語青春映画とアメリカの青春映画との比較、中国大陸の青春映
画－道徳意識と自我意識の覚醒、台湾映画－ポスト現代状況下での青春の価値観、香港
映画－青春消費文化、青春映画と異文化含義。
18/10 268 精 14,850
10361096 霓裳璀璨 ：文山民族传统服饰…………文山州文化馆编 云南人民
* 雲南省文山州には、漢、壮、苗、彝、瑶、傣、白、回、布依、蒙古、仡佬の計 11 の民
族が居住する。本書はその伝統服飾をカラー写真で採録。写真は前面、後面、各種装飾
品に分けて構成。
精 5,148
20/01 219
10360272 随园食单＜古人的雅致生活＞…［清］袁枚著／洛北绘 江西美术
* 清代の文学者袁枚による『随園食単』は、14 ～ 18 世紀に流行した 326 種の名菜や酒
茶の割烹技術を紹介。本書は 100 余種を選び、現代語と挿絵を付す。
精 3,828
20/04 194
信
10362096 中国食物 水果史话………………………………史军著 中
* 植物学博士の著者が解説する春秋戦国から２１世紀までの中国の果物の歴史。梨、桃、ライ
チの利用、栽培の広がり、葡萄、柘榴などはどのように中国へ入ったのか。農業、交易の発
展と果物。唐朝の飲酒文化と葡萄酒、科挙合格の祝いの桜桃宴など文化との関わりも語る。
10362342 广东糖水铺＜饮食保健＞………………………余自强著 Ｔ旗林文化 19/01 195
3,080
*352 種の四季に合わせた広東伝統スイーツを収録。多くの写真を配する。オールカラー。
18/10 200
10358319  舌尖的天露 ：清明上河图与酒文化……………张文松著 河北教育
4,488
*『清明上河図』に描かれる大小の酒楼とその背後にある中国酒文化を、カラー写真を
交え、生産、美食、文学、酒器、酒礼、酒俗、酒事等の視点から記述する。
（繁日对照）＜Ｎｉｐｐｏｎ所藏１１＞
10362320 日本传统趣味玩赏（附ＭＰ３）
…科见日语， ＥＺ Ｊａｐａｎ编辑部著／林于楟译 ＴＥＺ丛书 19/11 141
3,520
* 日本の伝統文化(昔の遊びや書道、華道、茶道、歌舞伎、落語、浄瑠璃、能楽等)。附 MP3
－ 54 －
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===============【 ◆少数民族 】===============
19/12 234
10361268  祖宗的叮咛 ：客家族规家训选……邱甫田，温云远主编 华南理大
* 客家族譜博物館蔵の 2000 冊の族譜を 90 余の姓氏別に整理し、来源や堂号、歴史を紹介。族譜

3,465

に記される祖訓、家訓、家政、治家格言、家規、族規、宗規、祠規等の訓誡を抜粋し、注を付す。
19/08 101
10361463 乌孜别克族……………………古丽巴努木·克拜吐里著 辽宁民族
* 風俗、文化、信仰、著名人、自治などを紹介。カラー写真多数。＜走近中国少数民族丛书＞
20/03 252
学
10361464 吐谷浑史研究……………………………………李文学著 科
* 吐谷渾の民族自我の形成過程及び周辺民族との関係における問題を考察し、吐谷渾の

2,926
5,929

民族過程の重大な転換とその発生のメカニズムを検討。

10361770 延边地区朝鲜族和汉族体型变化及生活习惯调查分析研究
…………………………………………………宋德风著 科
20/05 184
学
5,445
精 5,753
20/02 268
10362264 布依戏研究＜中国书籍学术之光文库＞………刘玲玲著 中国书籍
* 布衣戯は特殊な自然地理環境と人文環境の中で形成、流布及び発展は環境の影響を受けてき
た。地理、
歴史、
社会等多学科の理論、
知識を以って分析、
民族音楽角度から布衣戯音楽を探究、
布衣戯と宗教、社会制度、芸術等との関係を紹介し地域性文化構造の性質について詳述。
19/08 326 精 14,850
10361293 中国少数民族大辞典－京族卷………………苏维生主编 云南民族
*1500 余条を収録。京族とその歴史文化・社会現状を紹介。族称族源・伝統社会組織・
環境資源・歴史・言語文字・文学芸術・文化事業・習俗・風景名勝・経済・科技・教育・
医療衛生など 20 分類。索引（ピンイン、筆画）
。
10360565 实证中华民族共同体意识 ：由川滇藏交界地区说起
…………………………………………………王正宇著 中国藏学
19/10 273
3,696
19/12 252
10362073 敦煌民族文献论稿………………………………陆庆夫著 甘肃文化
4,488
17/11 418
10347561 安顺苗族黔东方言………………………………姜学志编 德宏民族
9,680
* 安順苗族黔東方言の歴史・社会経済・科学技術・文化・教育・体育・観光・医薬・生産生活・
婚姻・家庭などに関する内容を叙述。安順苗族黔東方言が安順に入った苦難の歴史を紹介。
19/09 1952 精 49,500
10360355 彝语词汇释义（彝汉文）上下册……………摩色克哈著 四川民族
* 半世紀をかけて完成せた大型彝漢辞典。60000 余条を彝語ピンインの順に収録。彝語
北部方言を中心にとし、北部方言区の現実言語（約定俗成の短語・熟語・方言・俚語を
含む）と彝族古籍に見える歴史語彙や一部雲貴地区の彝語語彙を収録。彝族北部方言の
全ての虚詞部分を収録し、一部漢語語彙を収録・翻訳する。彝語音節索引。
10360570 汉藏对照术语规范词典（汉藏文）
精 2,926
……………………西藏自治区藏语文工作委员会编著 西藏人民
19/09 275
*1995 年以降自治区蔵語委弁 ( 編訳局 ) の専門家が規定した新詞術語、及び西蔵自治区
新詞術語蔵文翻訳規範委員会設立後に翻訳規範化が及んだ政治、経済、文化、科技、ネ
ット等の新詞術語 8000 余語を漢語 ( 拼音順 ) と対応するチベット語を収録。他に短語
短句や付録５点を付す。
19/05
80
10361111 维西普米族基本语言词汇…………熊智媛，熊智深编著 德宏民族
3,696
* 維西普米族の基礎語彙を自然、社会文化に分け、カラー写真やイラストに漢字、漢語
拼音、普米音訳を付す。他に常用動詞、形容詞、量詞を収録。
19/12 222
10361813  清文助语虚字注述…………付勇注述／孔·伊克坦校勘 社会科学
5,280
（宏文閣刻本）巻 3『清文助語虚字』の全
* 雍正八年（1730）出版の『満漢字清文啓蒙』
ての満文にラテンの転写を注記。満文接辞（附加成分）を整理し、全ての単語の語彙表
とラテン転写索引を掲載。＜锡伯（满）族语言文化系列丛书＞
精 7,260
19/06 337
10361104 安徽祁门军话＜中国濒危语言志＞……赵日新，邓楠著 商 务 印
* 分析祁门军话的形成、性质及其使用情况，深入系统描写祁门军话的语音、词汇、语法特点，
列举同音字表、分类词汇表、语法例句及长篇语料，并对一些重要的语言现象进行较为深入的分析。
箱 7,260
19/06 273
10362385  甘肃东乡唐汪话＜〃＞…………［法］徐丹，冉启斌著 商 务 印
* 唐汪话是甘肃省东乡族自治县唐汪镇的回族、东乡族、汉族等约一万五千多人使用的语言，大
致是由汉语和东乡语经过一定时间的接触而形成的。本书详细描写了语言特征，并提供长篇语料。
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精 7,260
19/06 318
10361807  广西钟山董家垌土话＜中国濒危语言志＞……邓玉荣著 商 务 印
* 本书记录广西壮族自治区钟山县董家垌的语言，讨论了董家垌土话的形成过程、语言性质及使用

情况，对其语音、词汇、语法作了详细的分析，列举了同音字汇、分类词汇、语法例句及口语语料。
19/06 302
10361815  黑龙江同江赫哲语＜〃＞……………金莉娜，程亚恒著 商 务 印
* 本书共分六章 ：导论，语音，词汇，分类词表，语法，语料。赫哲语是我国极度濒危的

精 7,260

少数民族语言，本书将为记录、保存和研究濒危赫哲语做出一定的贡献。
精 7,260
19/06 290
10361811  内蒙古库伦蒙古语＜中国濒危语言志＞…………宝音著 商 务 印
，
* 全书共 6 章，第 1 章导论（库伦旗基本概况、库伦蒙古语概况、库伦蒙古语濒危状况等）

第 2 章具体描写语音（元音、辅音、元音和谐律、音节、语音变化）
，第 3 章词汇，第 4
章分类词表，第 5 章语法（词类、短语、句子）
，第 6 章话语材料。
精 7,260
19/06 272
10361812  西藏察隅松林语＜中国濒危语言志＞宋成，谢颖莹等著 商 务 印
* 松林语是藏东南地区数个村落的藏族人使用的一种独立语言。本书从概况、语音、词汇、
语法等方面对该语言进行了较为全面、细致的描写。另收录了数千条词汇和歌谣、故事等语料。
精 7,260
19/06 251
10362110 西藏察隅义都语＜中国濒危语言志＞…刘宾，林鑫等著 商 务 印
* 义都语是我国西藏自治区察隅县上察隅镇西巴村自称为义都的珞巴族人所说的一种语言。本
书内容不仅涉及对该语言的语音、词汇和语法的系统描写，还包括三个分类词表和数量可观的
话语材料。
精 7,260
19/06 286
10361816  云南芒市潞西阿昌语…………………时建，蒋光友等著 商 务 印
* 本书从语音、词汇、语法等方面对潞西阿昌语进行了全面、系统、细致的考察，对语言
的濒危状况做出简明扼要的说明和分析。＜中国濒危语言志＞
精 7,260
19/06 266
10362256 四川松潘羌语＜中国濒危语言志＞黄成龙，王保锋等著 商 务 印
* 本书从语言态度、语言交际两个角度论述了松潘县小姓乡埃溪村羌语与汉语、藏语等强
势语言并存并用的语言生活，揭示其濒危现状。
20/01 200
10359864  湘西苗族仪式音乐研究…………………………魏育鲲著 文化艺术
3,696
* 湘西苗族の儀式音楽の概況、巴岱雄、巴岱扎、仙娘の意義と象徴、音声網路中の差異
と制度性、音声表述下の無形世界。＜中国仪式音乐研究丛书＞
19/11 420
10360744 中国少数民族文学史………………………………杨春著 中央民大
6,534
* ２０世紀の五六十年代の詩歌、小説、散文、戯劇・映画、文革期の少数民族文学、
八九十年代の小説、散文と報告文学、戯劇と映画・テレビ文学に章を分け、それぞれの
概況、特徴、作品、作者などを詳述する。＜中央民族大学自主科研项目成果＞
10361866  妈祖婆灵圣 - 从传说名词与重要妈祖庙认识台湾第一女神
…………………………………………………林美容著 Ｔ 前 卫
20/04 319
3,520
* 林黙娘・天妃から天后への地位上昇や、海神から全能の神への含義についてとり上げ、台湾
人の心の中における媽祖の女神像を描き出す。関連の固有名詞を解釈し、
重要な媽祖廟を列挙。
10361824  云南少数民族非纸质典籍聚珍 丝帛素书类１
…………云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编 云南人民
20/01 339 精 27,720
* 金石・絹帛・木刻などの媒体に応じて民族ごとに分け、各民族の古籍の様相を紹介す
る叢書。本巻は絲帛素書類を収録。納西東巴巻軸画、壮族神図長巻で構成する。カラー。
10353609 土默特史（修订版）……………………………晓克主编 内蒙古大学 18/09 447
5,445
* 土默特（トゥメト）はモンゴルの一部族。本書は、土默特部（旗）の北元時期から
1940 年代末までの 400 年余りに及ぶ盛衰・境遇を叙述。カラー図版 15 頁。
18/12 420
10355688  西藏百万翻身农奴新旧对比口述史 上下册…周韶西编 西藏人民
4,356
*14 名の口述史を収録。取材対象者は職業・領域・階層が異なるが、解放されて生まれ変
わった農奴という経歴を持つ点が共通しており、新旧チベットの歴史の変化を反映する。
10361292 图像滇夷 ：明清云南苗（夷）图的民族考古研究＜云南民族文化保护传承研究丛书＞
…………………………………………………干小莉著 云南人民
19/10 227
3,696
* 版本源流の考訂と内容の復元の両面から、現存する滇苗（夷）図の現状・版本の源流、
言及する族属と系譜、反映する農耕と採集漁猟経済、紡績と装飾芸術、儀礼祝賀行事、
信仰宗教、楽舞民俗などの社会文化含義を分析。図版を多数掲載。
－ 56 －
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10357242 地缘与族群 ：辽代以前蒙古草原与东北地区族群发展与互动研究
…………………………………………………范恩实著 内蒙古大学 19/03

282

3,696

* 遼代以前の蒙古草原と東北地区の諸族群間の興起・発展・変遷過程における緊密な関
係を中心として、多元環境・地縁政治の族群発展史過程に対する重要な影響を探索。

10361575 傈僳密码 ：中华民族视野下的傈僳族历史与文化
…………………………………………………欧光明著 宁夏人民

19/09

284

精 7,260

* 傈僳族の歴史と文化の研究を通じて、各方面资料を整理・搜集。様々な視角から傈僳
族の淵源・歴史・風情などを提示。カラー写真を多数掲載。
20/05 158
10362689  泰雅生活志 ：泰雅耆老口述历史………………杨馥祤著 Ｔ 晨 星
* 台湾北部から中部の山岳に住む原住民族泰雅族（タイヤル族）の男性 8 名、女性２名

3,080

の古老の口述。祭典儀式、首狩りとも呼ばれる出草などの風習、嫁娶文化、宗教、伝説、
伝統工芸、日本統治時代の様子など。＜台湾原住民０６６＞
10361434 林中山寨－西双版纳哈尼族曼冈寨聚落与住居＜建筑视界丛书＞
………………………………………郦大方，钱云等著 中国林业
19/11
88
5,445
* 雲南省西双版納傣族自治州の勐海県曼岡村における集落と住居に関する調査研究の成
果を紹介する。海抜 1500m の高山地区にあり、経済植物に恵まれ、伝統文化が根付き、
住居は高床式の独特な特徴がある。カラー写真や住居見取り図を多数掲載する。
18/09 165
10357439 故乡的记忆－尼汝藏族民俗文化……………张国华编著 德宏民族
3,960
* 雲南省尼汝村に居住する蔵族の民俗文化を、歴史探源、衣食住行、婚喪嫁娶、節日慶典、
生産労作、宗教信仰、口伝文化等の角度から記述する。カラー写真多数。
10361273 阜新蒙古族自治县非物质文化遗产名录概览（蒙汉对照）
………………………………………………白银亮主编 辽宁民族
18/08 418 精 11,979
* 民間文学、伝統音楽、伝統舞踏、伝統演劇、曲芸、伝統体育娯楽と雑技、伝統美術、
伝統手工技芸、伝統医薬、民俗などから、阜新蒙古族自治県非物質文化遺産を紹介。カ
ラー写真を多数掲載。＜阜新蒙古族自治县非物质文化遗产系列丛书＞
20/05 230
10362764 台湾布农族部落妇女研究………………………余桂榕著 Ｔ 兰 台
3,344
* 部落に生活する各世代の女性との対話を通して、農作物の栽培や祭祀、家庭の日常、
教育などを観察、考察する。＜原住民研究丛书１＞
===============【 ◆人文社会 / その他 】===============
10360292 明朝那些事儿（漫画版）全４册
………………………………当年明月著／狐周周插图 北京联合
19/09 10222
10,890
、マンガで
* 乞食僧となって放浪しながらも、明の初代皇帝となった朱元璋（洪武帝）
学ぶ波乱万丈、明朝時代。
10362683  台漫时代 ：台史博漫画特展专刊刘维瑛，李衣云等撰稿 T 历史博物 20/04 157
2,640
* 国立台湾歴史博物館で 2019 年から 2020 年にかけて開催された特別展『民主学笑 ：政治
漫画在台湾特展』
『青春愛恋：
少女漫画在台湾特展』
の図録。
日本の浮世絵をまねた風刺漫画、
70年代の台湾の漫画本、
『王家の紋章』
『ガラスの仮面』
の台湾版など貴重な写真を多数掲載。
===============【 ◆韓国図書 】===============
10362671 フリートーキング日本語会話完全征服（韓国本）
………………………………………イウォンジュン著 Ｋパンソク 20/01
3,960
10362674 ビジネス日本語文書作成ガイド（韓国本）
………［日］ナカジマリュウイチ，チョレチョル著 Ｋタラクォ 20/03
3,080
10362676 試験に必ず出る必須日本語文型３５２（韓国本）
……………………………………………パクユジャ著 Ｋジェイプ 19/08
2,860
10362677 就職面接日本語－多様な状況に備える類型別質問と例示返答（韓国本）
…………………［日］ササヒロコ，チャンユンヒ著 Ｋ韓国外国 19/10
5,500
10362872  韓国歴史 ：伝統編（韓国本）＜留学生がわからなければならない韓国学シリーズ１＞
………………………キムギョンホ、パクイジン等著 Ｋソンギョ 20/04
4,400
10362556 韓国舞踊辞書（韓国本）………………………編集部著 Ｋチェクエ 20/03
5,500
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10362554 真心込めた私たち家族の韓服作り（韓国本）＜ソーイング日に Vol. 23 ＞
3,520

………………………………………ハンヒェジョン著 Ｋヘンディ 20/01

10362523 大韓民国代表お家ごはんレシピ３７２（韓国本）
3,300

……………………………………………ソンソンヒ著 Ｋリスコム 20/02

10362524 イジョンヒョンのお家ごはんレストラン（韓国本）
4,840

………………………………………イジョンヒョン著 Ｋソサウォ 20/04

10362546 クッパ－済州からソウルまで、人生を混ぜた汁物一品（韓国本）
……………………………韓国飲食文化フォーラム著 Ｋタビ

19/09

216

2,860

* 食文化の専門家たちが綴った韓国の食べ物紀。
（韓国本）
10362873  ミシュランガイド ：ソウル（２０２０）
……………………ミシュラントラベルパートナー著 Ｋミシュラ 19/11

10362678  シソンから（韓国本）…………………チョンセラン著 Ｋムンハク 20/06 337
* 朝鮮戦争の悲劇を体験し、新しい人生を探して離れたシム・シソンと、20 世紀の末を

4,840
3,080

生き延びた娘のミョンヘ、ミョン。女性を中心とした 3 代記。

10362679 ミカンの味（韓国本）…………………チョナムジュ著 Ｋムンハク 20/05 207
* たくさんの太陽の光と風によって育ったミカンのようなあなた。思春期を「どうせ過
ぎ去ること、取るに足りないこと、誰でも体験する過程」と命名せず、その自らの重
さと意味を描く。
10362680  保健室のアンウニョン先生（韓国本）チョンセラン著 Ｋミンウム 15/12 277
* 養護教諭のアン・ウニョンが新しく赴任した私立Ｍ高校。この学校には怪奇現象や
不思議な出来事がつぎつぎとまき起こる。同僚の漢文教師ホン・インピョとさまざま
な謎や邪悪なものたちに立ち向かう。チョン・セランの魅力が凝縮した長編小説。＜
今日の若い作家９＞
20/06 271
10362694 月を越えて走る馬（韓国本）………………キムフン著 Ｋパラム
* 小説の中心に二頭の馬が登場する。三日月に向かい夜通し疾駆した新月馬血統の吐霞
と ､ 走る時血管が炸裂して血煙を起こす飛血馬血統の夜白。決して相いれない二つの国
､ 草と旦の退くことはできない戦争を背景にそれぞれの将軍を乗せて疾走する ｡ ファン
タジー小説 ｡
10362723 あやうく一生懸命生きるところだった（韓国本）
…………………………………………………ハワン著 Ｋウンジン 18/04 286
* 韓国でベストセラー 25 万部。毎日、走り続け疲れきったあなたへ。自分をすり減ら
す毎日から抜け出し“自分らしい生き方”に出会える人生エッセイ。
10362582  流星の絆 全２冊（韓国本）
…………………［日］東野圭吾著／ヤンユンオク訳 Ｋ現代文学 20/01
10362583  幻夜 全２冊（韓国本）
…………………［日］東野圭吾著／キムナンジュ訳 Ｋチェイン 20/03
20/04
10362584  時生（韓国本）［日］東野圭吾著／ムンスンジュン訳 Ｋピチェ
10362585  宿命（韓国本）…［日］東野圭吾著／クォンナムヒ訳 Ｋソミメデ 20/05
10362586  分身（韓国本）…［日］東野圭吾著／キムナンジュ訳 Ｋチェイン 19/12
20/03
10362587  神々の山嶺（韓国本）…［日］夢枕獏著／イキウン訳 Ｋリリ
10326293 虛空の旅人（韓国本）＜守護者シリーズ４＞
…………………［日］上橋菜穗子著／キムオクヒ訳 Ｋストーリ 16/06 383
10362772 神の守り人１ ：来訪編（韓国本）＜守護者シリーズ５＞
…………………［日］上橋菜穂子著／キムオクヒ訳 Ｋストーリ 20/02
10362773 神の守り人２ ：帰還編（韓国本）＜守護者シリーズ６＞
…………………［日］上橋菜穂子著／キムオクヒ訳 Ｋストーリ 20/02
10362774 蒼路の旅人（韓国本）＜守護者シリーズ７＞
…………………［日］上橋菜穂子著／キムオクヒ訳 Ｋストーリ 20/05
－ 58 －
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10363503 世界の終わりとハードボイルドワンダーランド 全２巻（韓国本）
…………………［日］村上春樹著／キムナンジュ訳 Ｋミンウム 20/07

精 6,600

10362752 長くつしたのピッピ ( 改訂版 )（韓国本）
アストリッドリンドグレーン著／ヘッサルクァナムグン訳 Ｋシコンジ 17/05
2,200
10362759 グリム童話－一冊で読むアースブッククラシック（韓国本）＜ヤーコプとヴィルヘルム＞
精 3,630
………グリム兄第原作／ルースブロクルホスト等著 Ｋアースブ 18/10
10362775 大韓民国最新旅行 ( ２０１９～２０２０)（韓国本）
…………………………オクミヒェ、ソジュンギュ著 Ｋア―ルエ 19/09
4,136
10362876  全国一周ガイドブック ( ２０２０－２０２１) 大韓民国全国一周旅行百科事典（韓国本）
…………………ユジョルサン ､ キムジュンシク等著 Ｋサンサン 20/04 495
3,938
* 観光スポット 1,200 ヶ所収録、高速道路区間別ドライブ コース、ベスト旅行地の紹介、
地域・観光地別探しやすいインデックス追加。オールカラー。
（韓国本）
10325741 ソウル首都圏精密地図 1:10000（修訂版）
…………………………ヨンジンムンファサ編集部著 Ｋヨンジン 19/02

5,500

10362875  全国道路地図 ＧＰＳ利用道路調査（韓国本）
…………………………ソンジンムンファサ編集部著 Ｋソンジン 19/04

5,500

❖❖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。

===============【 ◆言語・文字／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
10364372 新华字典（第１２版）双色版
………………………中国社会科学院语言研究所修订 商务印书馆
1,815 20/07
===============【 ◆古典文学／予約受付中 】===============
10363876  钦定四库全书总目………………永瑢等编／陈如刚整理 四川人民
66,000 20/04
*《四库全书总目》为我国古代最大的官修图书目录，也是现有最大的一部传统目录书。
四库全书的馆臣们，对誊录入库的 3400 余种图书（称“著录书”
）和抄存卷目的 6700 余
种图书（称“存目书”
）全部写出提要，这就是《四库全书总目提要》
，或简称《四库总目》
。
本书仿照《四库总目》原本行格，重新录入编排，以便读者的阅读与使用。
===============【 ◆近現代文学／予約受付中 】===============
精 5,445 20/01
10359540 周策纵论学书信集……………………陈致，孟飞等整理 中华书局
* 周策纵先生学贯中西，兼通文史，与香港的饶宗颐先生和澳大利亚的柳存仁先生并称汉
学界的三老。周先生一生交游天下学者，与先生邮筒往还，反复论者多为名家，如刘若愚、
杨联陞、王利器、王元化、周汝昌、周振甫、钱锺书、钱仲联、程千帆、萧公权、瞿同祖、
镠钺、罗忼等，甚至还有更老辈学人如顾颉刚、胡适、俞平伯等等，或者讨论红学，或者
讨论诗词，无疑不仅有助了解周先生一生事业及其学术脉络，更是一部近现代海外汉学研
究的重要历史资料。
10362852  新文化运动史料丛编 全６卷…孙郁主编／季水河等编 人民文学
38,610  20/01
文学改良卷、
新旧之争卷、
* 本书由中国人民大学文学院院长孙郁主编。拟分马克思主义卷、
教育卷、妇女卷、域外文学思潮卷共计六卷。每册收入新文化运动相关领域自始至终正反
两方最为原始的档案材料，并加以注释，辅以相关人物小传 ；整套丛书力图完整再现新文
化运动的面貌，为当前广大研究者、读者提供第一手可资借鉴、考察的材料。
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===============【 ◆思想・哲学・宗教／予約受付中 】===============

10363863  刘述先文集 全１０卷刘述先著／郭齐勇，胡治洪等编 人民大学
136,950 20/01
* 刘述先先生是学贯中西的学者、著名哲学家与哲学史家，在海内外学界享有很高的声誉。作
为一位哲学史家，刘先生在中西哲学史研究方面成就卓著，影响很大。刘先生不仅在中国拥有
很高的知名度，其论著在英语世界同样也受到了西方学者的关注。这部文集收录他治学生涯中
几乎全部著述，能够全面地反映刘先生的学术思想发展脉络。本书也是研究新儒学的必读之书。
10362819  道藏集成 第５辑关帝卷 全３２册………何建明主编 中国书店
544,500 20/02
*《道藏集成第五辑·关帝卷》包括近些年已出版之关帝文献丛书与道教丛书中选取有关关
帝的道教经籍 ；主编王见川收藏尚未公开出版过的关帝经典约七八十种 ；图书馆收藏的尚
未出版的关帝经典。第五辑的出版将是道教出版史上关帝经籍最大规模的集结，将极大地
便利道教学者相关研究。
===============【 ◆古代史・歴史地理／予約受付中 】===============
10363245 明实录藏族史料类编 第１集＜明清实录藏族史料类编丛书＞
………………………………………………孔繁秀主编 中山大学
72,600 19/10
（共二集）
，分别按事件分类编辑而成，记录了从明太祖朱元璋到明
*《明实录藏族史料类编》
崇祯朱由检共 14 代皇帝、约 275 年的大量藏族史料。内容有明朝谕令藏族地区各部僧俗领袖
归顺，设治封职 ；推行利用和扶持喇嘛教的政策，封授“法王”
“王”及各级僧官 ；订立朝贡
制度，确定政治从属关系 ；在藏族地区征发马赋、差役，官府主持茶马互市，以及藏族地区
和内地民间贸易的发展等。这些资料有力地证明，明朝对藏族地区行使着完全的主权。
===============【 ◆近現代史／予約受付中 】===============
10363771 民国时期经济调查资料四编 全２０册……郑成林选编 国家图书馆
385,000  20/07
* 本书收录民国时期的经济调查报告 100 多种，内容包括 ：各地经济概况调查、农村经济
情况调查、农林牧副业调查、工业调查、矿产业调查、商业贸易调查、金融赋税调查、邮
电交通运输业调查。
===============【 ◆社会科学（1978 ～現代）／予約受付中 】===============
精 81,840  20/07
10362995 中国民法典释评 全１０册………王利明，崔建远等著 人民大学
===============【 ◆文物考古・美術／予約受付中 】===============
10362071 英国国家图书馆藏敦煌西域藏文文献１２
精 92,400 20/03
………………西北民族大学，上海古籍出版社等编纂 上海古籍
* 本书由西北民族大学、上海古籍出版社和英国国家图书馆合作，出版包括全部英藏敦煌藏
文文献的图版。此前已经出版 11 册。此次出版为英藏藏文文献之第 12 册。包括卷五十七到
卷五十八，图版近 740 张，包括众多有价值的藏文文献在内。每张图版均由西北民族大学海
外文献研究所专家定名，
书前加之有中文、
藏文对照目录，
能使利用者快速检索到有用之材料。
精 33,660 20/04
物
10362963 洗尘 ：榕溪园藏唐宋元绘画研究……………康耀仁编著 文
* 康耀仁的唐宋元繪畫研究的主要方法是圖像分析法，包括圖像比對法（本作品圖像與相
關作品圖像比對）和雙重證據法（文獻與圖像等實物互證）
。同時，每篇文章都提供詳細
比對的多幅古代作品圖片，全書共計 1000 多幅圖片，許多是古畫細部的放大，這種更為
直觀的以圖證史的圖像比對法清晰地呈現了相關作品的縱橫脈絡，也是本書引人入勝的特
色之一。文獻與圖像互證的雙重證據法並非輕而易舉。
10363455 金石萃编 全４册＜金石文献丛刊＞……［清］王昶撰 上海古籍
45,936 20/05
成书于嘉庆十年（1805）
，
共 160 卷，
以著录历代碑刻为主。
*《金石萃编》是一部金石学著作，
汇集了西周以来重要的金石拓本，总计达一千五百余种。辽、金的时代为序编次，碑文后
附有散见于各金石书、文集中的有关题跋，最后是编者的考释、案语。本书以嘉庆十年刻、
同治补修本影印，并附后人以《金石萃编》为中心的续书、补书。
===============【 ◆文化・芸能・民俗／予約受付中 】===============
精 1,237,500 20/06
10362918  近代艺术史研究资料汇编 全６０册…………………… 上海科献
* 本書匯輯近代藝術史相關的圖書資料 125 種、期刊資料 14 種，內容涉及藝術理論、藝
－ 60 －
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術評論、藝術史、藝術展覽、藝術教育等方面。其中圖書資料中有近 40 種未被《民國時
期總書目》
“文化科學 • 藝術卷”著錄，呈現了外國藝術文獻在近代中國的譯介傳播以及
中國藝術理論逐漸成熟的過程，系統刊佈了國立藝術院、國立杭州藝術專科學校、國立北
平大學藝術學院、私立武昌藝術專科學校、蘇州美術專科學校、河南私立東嶽藝術師範學
校等藝術院校的校刊、校史資料。
10363664 中国西部民俗文献丛书 第１辑全１０册＜丝绸之路文献丛刊＞
………………………………………郑炳林，张兵等著 天津古籍
264,000 20/01
*《中国西部民俗文献丛书·第一辑》为《丝绸之路文献丛刊》中的一种，收录中国西部
地区相关民俗文献 60 余种，其中西北地区 30 余种，西南地区 27 种。该编为影印类著作，
内容多为稀见的历史、方志、行纪、文学类著作，版本精良、稀见，诸如五代后晋高居诲
的《使于阗记》选用了《丝绸之路资料汇钞》本，而没有用常见的《旧小说》本，元杨允
孚的《滦京杂咏》选用了《知不足斋丛书》本，而不是价值较低的《四库全书》本。
====【 和 書 】=====
書籍番号          書      名                       著者・編者  出 版 社 出版年  頁数 定価 (円)
精 4,950
20/04 383
10362332 中國古典飜譯の諸問題＜汲古選書７７＞…岩本憲司著 汲古書院
精 7,700
20/04 207
10362333 先秦思想史上の墨家…………………………岡本光生著 汲古書院
10362334 東アジアにおける皇帝権力と国際秩序＜金子修一先生古稀記念論文集＞
精 9,900
…………金子修一先生古稀記念論文集編集委員会編 汲古書院
20/03 557
精 6,600
20/04 492
10362335 万葉集と東アジア世界 上……………………川勝守著 汲古書院
10362336 現代中国の原型の出現－国民党統治下の民衆統合と財政経済＜汲古叢書１５９＞
…………………………………………………久保亨著 汲古書院
20/04 412 精 12,100
20/05 710 精 19,800
10362438  人間性とは何か－中國思想のダイナニズム橋本敬司著 汲古書院
精 9,900
20/05 296
10362439 全訳論語集解 上巻………………………渡邉義浩主編 汲古書院
10363170 中検準１級・１級試験問題２０２０［第 98・99 回］解答と解説 ( 音声ダウンロード )
…………………一般社団法人日本中国語検定協会編 白帝社
20/05 116
2,530
10363171 中検２級試験問題２０２０［第 98・99 回］解答と解説 ( 音声ダウンロード )
…………………一般社団法人日本中国語検定協会編 白帝社
20/05
92
2,090
10363172 中検３級試験問題２０２０［第 98・99 回］解答と解説 ( 音声ダウンロード )
…………………一般社団法人日本中国語検定協会編 白帝社
20/06 125
1,980
10363173 中検４級試験問題２０２０［第 98・99 回］解答と解説 ( 音声ダウンロード )
…………………一般社団法人日本中国語検定協会編 白帝社
20/06 109
1,980
10363174 中検準４級試験問題２０２０［第 98・99 回］解答と解説 ( 音声ダウンロード )
…………………一般社団法人日本中国語検定協会編 白帝社
20/06
64
1,870
10363183  大原観山詩集－子規の外祖父・藩校生の日々
精 9,900
………………………………………………加藤国安著 研文出版
20/03 421
20/06 399 精 12,100
10363398  唐王朝の身分制支配と百姓…………………山根清志著 汲古書院
20/07 719 精 19,800
10363399 燉煌文書の研究………………………………土肥義和著 汲古書院
精 6,600
20/07 244
10363552 類篇研究…………………………………………水谷誠著 汲古書院
10363954 漢学とは何か－漢唐および清中後期の学術世界＜アジア遊学２４９＞
………………………………………………川原秀城著 勉誠出版
20/06 243
3,080
20/05 511 精 19,800
10362997 中国年鑑（２０２０）……一般社団法人中国研究所編 明石書店
* 政治 ・ 外交 ・ 経済 ・ 産業から社会 ・ 文化 ・ 衣食住に至るまで、 中国に関する最新情報を
網羅する。 2020 年度版の特集は 「中国建国 70 年の光と陰」。
10363406 飛昇の楽しい中国語ＣＤ 日常生活単語＆フレーズ編－朝起きてから夜寝るまで
他 2,178
飛昇監修＆ナレーション／吉田かほり進行＆ナレーション
20/06
* 中国語聞き流しＣＤ。朝起きてから夜寝るまでの必要最低限覚えたい基本単語をコンパク
トにまとめ、
「日本語→中国語順」
「中国語→日本語→中国語順」と、2 パターンのナレーショ
ン収録。日本と中国での知っておいた方がいい文化の違い、中国の方にプレゼント NG なもの、
意味を勘違いしやすい中国語をトーク形式でご紹介。収録時間 73 分 09 秒。テキスト付。
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秦晋豫新出墓誌蒐佚三編 全４冊

張永華， 趙文成等編 国家図書館出版社 B4/1284 頁 / 精装 / 繁体字
■ 136,950 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5013-6555-5/1920.06
● 2012 年 1 月に出版された 『秦晋豫新出墓誌蒐佚』 は碑誌
906 種、 2015 年 7 月に出版された 『秦晋豫新出墓誌蒐佚続編』
は碑誌 1052 種を収録。
今回の三編では、後漢から民国までの碑誌 905 種（ 漢代 14 種、
晋 29 種、 北魏・東魏・西魏 40 種、 北斉・北周 35 種、 隋 21 種、
唐 683 種、 五代 8 種、 宋 52 種、 金 ・ 元 14 種、 明 ・ 清 ・ 民国
9 種） を収録。 各種拓本を掲載し、 墓誌の首題 ・ 行款 ・ 尺寸、
墓誌蓋の書体 ・ 行款 ・ 尺寸、 卒葬年月及び撰者 ・ 書者 ・ 刻者、
出土の時間 ・ 場所などを記載。 人名四角号碼索引を附す。

10360821

襄陽古鄧城考古発掘成果４

襄陽卞営墓地 上下冊
湖北省文物考古研究所， 襄陽市文物考古研究所編著
文物出版社 A4/703 頁 ( 図版 152 頁 )/ 精装
■ 33,660 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-6275-1/2019.11
●卞営墓地は湖北省襄陽市高新技術産業開発区団山鎮鄧城
社区に位置。 2012 年 7 月から 12 月に墓葬 539 基 （西周墓 3、
春秋墓 108、 戦国墓 149、 秦墓 58、 前漢墓 164、 後漢墓 37、
南朝墓 1、 隋唐墓 3、 宋墓 11、 明清墓 5） を発掘。 随葬品は
433 点（ 陶器 359 ［日用品 280、 礼器 78、 建築材料 1］、 銅器
21、 鉄器 3、 錫器 1、 漆器 3、 石器 42、骨器 3、 料器 1） に上る。
附表 ： 墓葬登記表 5 種。 挿図 454 枚。 カラー図版 152 頁。

10362294

阿爾寨石窟遺址保護資料彙編

阿爾寨石窟研究院編 文物出版社 A4/487 頁 / 精装
■ 28,710 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-6412-0/2019.12
●阿爾寨石窟は中国内蒙古境内に現存する最大規模の
草原石窟建築遺跡。 石窟中の大量の仏教故事と世俗内
容の壁画・塔雕及び梵・蔵・回鶻式蒙古文の扁額題字は、
中国北方民族約 1000 年の宗教文化と世俗風景を示す
だけでなく、 考古学 ・ 文化人類学 ・ 言語文字 ・ 民俗学 ・
美術史 ・ 建築芸術史などにも高い研究価値を有する。
本書は、 阿爾寨石窟遺跡の保護計画、 阿爾寨石窟遺
跡不安定岩盤固定と壁画保護工程の設計方案、 阿爾寨
石窟不安定岩盤固定工程の資料、 学術論文及び大事記
の 4 部で構成。 カラー図版 93 頁。
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宋拓郁孤台法帖（珍蔵版）上下冊

上海書店出版社編 上海書店出版社 A3/ 線装 / 繁体字
■ 125,400 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5458-1759-1/2019.03
● 《宋拓鬱孤臺法帖》、 南宋聶子述が紹定元年 （1228）
輯刻して成る。 本帖原刻巻数は不明、 現存孤本残帙二巻、
上海図書館蔵。 帖中の大部分は宋書家作品で、 蘇軾、 蔡
襄、 李建中、 黄庭堅、 宋徽宗など蘇、 黄を主とした伝世稀
見作品。 宋書、 宋刻、 宋拓で、 重要な文物価値、 学術価
値及び書法芸術価値を有す。 原様宣紙カラー精印。

10361928

新出明代文人印章輯存与研究

朱琪著 西泠印社 B5 大 /287 頁 / 精装 / 繁体字 （縦組）
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5508-2965-7/1920.03
●中国国家博物館、 故宮博物院、 無錫博物院、 上海博物館
等 21 家文博機関収蔵の出土明代文人印章 81 方及び各類印材、
印盒等関連器具、 資料約 100 件のほか、 これら出土印章に関
する研究論文 11 篇を収録。 印章の出典、 印文内容と芸術特徴
を考証、 考古報告及びその他資料中の誤りを正し、 篆刻作者、
印主の学術背景、 文化交游及び史実、 事蹟考証を行う。 明代
文人階層中における篆刻芸術の概要を明らかにする。 巻末附録
に図録索引、 図版説明。 参考書目を付す。 図版カラー。

10363132

海派書画文献彙編 全３巻

黄顕功， 張偉主編 上海辞書出版社 A4/1791 頁 / 精装
■ 39,600 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5326-4869-6/2019.12
●上海図書館蔵民国時期 《美術界》 《湖社月刊》 《国画月刊》 《新
芸術》 《美周》 《国光芸刊》 《聯益之友》 《古今》 《美展》 《中国
美術会季刊》 《上海芸術月刊》 等 64 種美術期刊を主な来源と
した 1028 篇を集中的に編排、 末に “作者索引” と“ 文献名録”
を付す。 近現代海派書画芸術状況の理解、 上海美術史研究に
重要な価値がある。 ※ 2013 年版 （一巻） の新編増補版。
10362081

中華巫儺文明

儺儀、儺俗、儺舞、儺戯

上下冊

呂光群， 撮影編著 合肥工業大学出版社 A4/864 頁 / 精装
■ 24,750 円 ( 税込 )ISBN978-7-5650-4593-6/2019.07
●中華各民族に広がる伝統的な巫儺文化を、 各省別及び日本や韓国などの近隣国別に、
貴重な写真を含め紹介。 巫儺文化は自然崇拝や図騰崇拜に起源を発し、 神を迎え悪鬼を
追い払う儀式として現代まで伝えられ、 独特な装束や仮面、 儺舞、 儺戯等様々な方面で発
展してきた。 本書は危機に瀕する非物質文化遺産の歴史と現状を伝える貴重な資料となる。
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中国少数民族古籍総目提要

蒙古族巻 文書類２
国家民族事務委員会全国少数民族古籍整理研究室編
中国大百科全書出版社 A4/635 頁 / 精装
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5202-0502-3/2019.09
●内蒙古自治区阿拉善左旗档案館蔵の蒙古族文書類古籍
の条目 3792 条を収録。 内容に応じて、 宗教 （寺院、 僧侶
などを含む）、 政治 （官吏、 官衙、 貢献、 民事などを含む）、
法律 （偸盗、 訴訟、 人命などを含む）、 軍事、 経済 （牧業
経済、財政、商業などを含む）、文化教育、交通の 7 つに分類。
本巻は宗教、 政治、 法律の内容を扱う。
条目索引 （ピンイン） ｡ カラー図版 24 頁。

10361777

水族巻

A4/528 頁 / 精装 ■ 10,890 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5202-0017-2
●水族の民族古籍条目 3229 条を収録。甲編は書籍類。水書と史志に分かれ、
1328 条、25 条を収録。 乙編は銘刻類。 石碑、摩崖、墓碑、水字石刻に分かれ、
71 条を収録。 丙類は文書類。 民間契約と公式文書に分かれ、197 条を収録。
丁類は説唱類。 散文体、 韻文体、 散韻結合体に分け、 1608 条を収録。
条目索引 （ピンイン） ｡ カラー図版 64 頁。

10361778

西夏巻

A4/193 頁 / 精装 ■ 10,890 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5202-0546-7
●西夏の古籍条目 650 条を収録。 書籍、 碑刻 ・ 文書を中心に著録。 現存す
る西夏及び蒙元時代の官私文書は解読済みの一部を収録。 歴代典籍の党項
西夏に関する記載は、 単独で巻 （篇） となしているものと党項西夏専門の史
料書籍を収録する。 条目索引 （ピンイン） ｡ カラー図版 32 頁。
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