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全１０冊

陳才智編著 中国社会科学出版社
B5 小 /6777 頁 / 繁体字（横組）
■ 92,400 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-6991-6/2021.01
●中唐から近代に至る 3200 余家の白居易に関する文献資
料を集めたもので世系家族、生平事蹟、版本源流、作品
整理、真偽考辨、字義疏證、典故詮釈、本事考證、鑒
賞品評、背景介紹、詩意疏解、文旨闡発等を内容とする。
引用書 3500 余種、作者の生年順に配列。按語、文献説明、
作者紹介を付し史実と異なるものは辨析を加えた。

10368755

嵇康集詳校詳注 上下冊

張亜新校注 中華書局 A5/1451 頁 / 精装 / 繁体字（縦組）
■ 11,979 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-15022-3/2021.02
●明嘉靖四年黄省曾刻本を底本に明化成、弘治年間呉
寛叢書堂鈔本等諸本と校勘、併せて明代及び明以前の
總集、類書、詩文選本、史乘等と参校。各篇詩文（各
篇詩文末に底本及び校本の出典を注記）前に解題、後
に校記、箋注、集評を付す。集評は古近代人の評議を
主に 20 世紀末以前辞世の現当代学者の評議も輯録。
巻末に「春秋左氏傳音」
「
、聖賢高士傳贊」を収録した“餘
編”の他、
「目録注、序佚文」、
「序跋題辭及考釋」、
「版
本著録」、
「傳記及傳説資料」、
「歴代嵇康評論及題詠」
を収録した“附録”及び「嵇康年譜」を付す。
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中国歴代書目題跋叢書

販書偶記（附続編）全３冊
孫殿起撰 上海古籍出版社 A5/1414 頁 / 精装 / 繁体字（横組）
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-9746-8/2020.10
●『販書偶記』
『販書偶記続編』各 20 巻。経史子集の
四部分類順に、清代以来の図書１万５千余種を収録し、
書名、巻数、作者姓名と籍貫、刻板年代等を記述。
1936 年琉璃廠借閒居にて排印出版、1958 年前身である中華書局上海編輯所が新たに排版印刷。
本書は続編を付した 1999 年版を元に、訂正と新式標点を加えた。附：書名・著者名四角号碼索引。

民国時期語言政策
文献輯録与研究 第１編

10368027

黄暁蕾編著 中国社会科学出版社 B5 小 /505 頁
■ 11,374 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-5743-2/2019.09
●『民国時期語言政策研究資料彙編』は民国時期の言語政策
文献を整理・収録。第 1 輯は、組織機構・語音文字・国語教学・
外語教学・用語名詞・公文程式に分かれ、1912 年から1949 年
の中国の言語政策研究資料を収録。民国時期の（地方）政府
公報・教育部公報・言語雑誌などを来源とする。

10368384

渾源方言調査研究

張津著 三晋出版社 A4/1615 頁 / 精装
■ 24,651 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5457-2032-7/2020.05
●渾源方言の概況を紹介し、同音字彙を列挙。渾源方言の
声韻調方面の特徴を概括。用法・説明や声母表・韻母表・
声調表を掲載し、音標やその他の語音記号表を附す。

10369748

明伝奇佚曲全編 全３冊

陳志勇輯校 中華書局 A5/2010 頁 / 精装 / 繁体字（縦組）
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-15054-4/2021.03
●明清曲選、曲話、曲譜中から集めた明伝奇佚劇 240 種
を標点整理、異文を校勘。それぞれ作者小伝、本事考索、
版本説明、故事梗概を付した明伝奇佚曲の最も完備した彙
輯整理本。巻末に曲作者、作品の音序と筆画索引を付す。
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中国文学図像関係史
趙憲章主編

江蘇鳳凰教育出版社

B5/ 精装 /2020.12 各冊■ 7,744 円 ( 税込 )

●『中国文学図像関係史』は、先秦卷・漢代卷・魏晋南北朝卷・隋唐五代卷・宋代卷・遼金元卷、
明代卷
（上下）、清代卷
（上下）の全 8 卷
（10 冊）。文学と図像の関係の歴史的変化を描述し、
各時期の文学と図像の関係の形態を明示。各時期の間の過渡と関係を重視する。各卷は、
文学図像の概観、文図のモチーフ、文図の関係理論、全体の様相とその変化の 4 部で構成。
10368827

先秦巻

428 頁 ISBN978-7-5499-9056-6

10368826

漢代巻

358 頁 ISBN978-7-5499-9055-9

10368835

魏晋南北朝巻

10368825

隋唐五代巻

424 頁 ISBN978-7-5499-9073-3

10368824

宋代巻

ISBN978-7-5499-9072-6

10368823

遼金元巻

10368822

明代巻 上下冊

922 頁

505 頁

459 頁

418 頁 ISBN978-7-5499-9041-2

ISBN978-7-5499-9057-3

■ 14,080 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5499-9038-2

10368821

清代巻 上下冊

697 頁 ■ 14,080 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5499-9039-9

10370223

近代漢語方言文献集成

近代漢語官話方言韻書韻図文献集成 全２２巻
【予約受付中】 喬全生主編／李子君編著 商務印書館 B5/ 精装
□予価 269,500 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-18030-6/2019.12 出版予定
●本書は漢語音韻学史上最初の大型官話文献集成であり、漢語語音史、漢語韻書史、漢語方音
史に関する文献 14 輯全 22 巻で構成される。図版約 13300 余面に及び、それぞれに提要を付す。
近代漢語官話方言韻書韻図文献集成 / 近代漢語官話方言綜合～ / 近代漢語官話方言域外～ /
近代漢語官話方言課本～ / 近代漢語晋方言～ / 近代漢語呉方言～ / 近代漢語閩方言～ / 近代漢
語域外客家方言～ / 近代漢語粤方言～ / 近代漢語湘方言～ / 近代漢語江西客贛方言～ / 近代漢
語微方言～ / 近代漢語平話土話方言～ / 近代漢語方志所録方言～。※ ～は「文献集成」の略。
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劉学鍇文集

劉学鍇文集 全１０巻２２冊
劉学鍇著 安徽師範大学出版社 B5 小 / 繁体字
■ 128,040 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5676-4121-1/2020.12
●劉学鍇 (1933-) 氏 60 年来の中国古典文学研究の主要成果を収録。
第 1 巻『李商隠詩歌集解』
（全 4 冊）第 2 巻『李商隠文編年校注』
（全 4 冊）
第 3 巻『李商隠資料彙編』
（全 2 冊）第 4 巻『李商隠詩選』
（全 1 冊）
第 5 巻『李商隠伝論』
（全 2 冊）第 6 巻『李商隠詩歌接受史』
（全 1 冊）
第 7 巻『温庭筠全集校注』
（全 2 冊）第 8 巻『温庭筠伝論 温庭筠詩詞選』
（全 1 冊）
第 9 巻『唐詩選注評鑑』
（全 4 冊）第 10 巻『古典文学名篇鑑賞及其他』
（全 1 冊）
（第 1 ～ 3、5、7 巻は繁体字縦組 / 第 4、6、8 ～ 10 巻は簡体字横組）
10368832

繆俊傑文集 全１０巻

繆俊傑著 人民文学出版社 A5/5870 頁 / 精装
■ 48,510 円 ( 税込 ) ISBN978-7-02-013011-5/2020.09
●著名な記者・作家・評論家繆俊傑 (1936 ～ ) は、1963 年人民日報
社に入社、文芸部副主任を経て、1956 年から創作活動を開始、1979
年中国作家協会に所属、以降評論を含めて幅広く活躍し、重要役職
を歴任する。本文集では、
『烟雨東江』
『望穿秋水』
『西游漫記』
『往
事回眸』
『山河揽胜』等、長篇小説、古代人物伝記、散文、評論、
理論専著などを精選収録。付録として、書簡選録、繆俊傑年表を付す。

10370037

宋元学案原本復原

[ 清 ] 黄宗羲著／焦印亭整理 中国社会科学出版社 B5/784 頁
繁体字（縦組）■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-7276-3/2021.03
黄宗羲『宋元学案』は宋元思想学術の経緯や各家各派の宗旨を理解するうえで高い史料価値を
有する。しかし、出版に至るまでに数十人の手を経たうえに、数回の補修により原本の様子は失
われており、内容と性質も宋元哲学史から全祖望の思想史となり、宋元儒学思想文献資料彙編
へと変わってしまった。本書は『明儒学案』の体例を参照し、
『宋元学案』のもとの姿を復元する。

10367400

不空全集 上下冊

[ 唐 ] 不空撰／呂建福編 中華書局 B5/2092 頁 / 精装
繁体字 ■ 34,155 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-14864-0/2021.01
●唐代の密宗大師・著名仏経翻訳家不空（705—774）及び不空に仮託
した全ての訳経・撰述を収録。
『中華大蔵経』
（『趙城金蔵』広勝寺本
と
『高麗蔵』再刻本に拠り影印）を底本とし、欠落経目は『大正蔵』
『卍
続蔵』や敦煌写本・房山石経などで補い、各本大蔵経の校勘記を参照
して文字を訂正し、全文に標点を加える。書後に不空伝記・年譜を附録。
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東林学派文献整理叢書

高攀龍全集 全３冊
［明］ 高攀龍著／尹楚兵輯校 鳳凰出版社
A5/2292 頁 / 精装 / 繁体字
■ 19,206 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-3255-4/2020.09
●高攀龍（1562-1626）は晚明の政治家・思想家・文学者。
本書は高攀龍の現存する著述を全面的に収集して系統的に
整理。明崇禎五年陳龍正編刊本『高子遺書』の分類を基
礎に改めて編集。
『就正録』
『四書講義』
『周易孔義』
『春秋孔義』
『正蒙集注』など著作 10 余種を収録し、
墓誌銘・序跋・題詠賛跋・伝記・行状・年譜などを附録。

10369479

中国海域史 全５巻

張海鵬総主編 上海古籍出版社 B5 小 /1799 頁 / 精装
■ 43,560 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-9756-7/2020.12
●総論巻、渤海巻、黃海巻、東海巻、南海巻の 5 巻。海
域史は海洋史、海疆史、海防史等を包括する新しい概念
であり、４つの海の歴史史料や民間文献を参考にして、海
洋地理と歴史、海域と航路の関係、海洋資源の科学利用、
海と陸を統合するシステムなどを考察し、中国海域の安全と、
周辺海域の共同開発や文化交流等を提示する。

10365608

抗日戦争档案彙編

溥儀私蔵偽満档案 全２冊
遼寧省档案館編 中華書局 A4/715 頁 / 精装 / 繁体字
■ 37,125 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-14511-3/2020.06
●遼寧省档案館に所蔵する溥儀の満州国執政就任と称帝後に
関する記録。1932 年から1936 年までの档案を選び、全文を影印。
内容は溥儀が日本と結んだ密約、帝制を復活するための往来
電報、溥儀の先生陳宝琛らが溥儀に書いた密信、溥儀と外国
人との交流活動の記録や書簡、溥儀の参照に供された国内外
の報刊の写しや訳稿などを含む。日中関係史、日本の侵華史、
中国東北の淪陥史などの研究に重要な意義を有する。
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10368655

近代中国影像書系 全７冊
王焱主編 広陵書社 B5/2999 頁 / 精装 / 繁体字
■ 159,500 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5554-1497-1/2020.07
●晚清から1949 年の外国人が残した画像資料を収録。
近代以来各時期の重大な事件と影響力を持つ重要な人
物や、社会の様相と一般民衆の生活、風景名勝などを
記録しており、貴重な視覚テキストを提供する。
拉里貝的中國影像記録 (1900-1911 年 )、穆默的攝影日記
（1902 年）、
中國與中國人影像（1874 年）、清國京城市景風俗圖、
清國北京皇城寫真帖（1906 年）、清國人物服飾圖冊 (1697 年 )、
中国衣冠風俗圖解 (1814 年 )、亞細亞大觀、中國園林 (1949 年 )。

10369055

中国近代中小学教科書彙編
－清末巻 ( 修身・論理学 ) 全６冊
呉鐸主編 上海辞書出版社 A4/3633 頁 / 精装 / 繁体字
■ 137,500 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5326-5129-0/2021.01
●『中国近代中小学教科書彙編 - 清末巻』は 1890 年
代中期から中華民国成立前に出版された教科書と教授
書を影印にて収録。本書は修身・論理学巻。清末の小学、
中学、師範学校が使用した修身、倫理、政治、法律、
論理学教科書 81 種 ( 小学 58 種、中学 17 種、師範学
校 6 種 )。第 1 冊に「清末修身、倫理等教科書概述」
( 呉鐸 )と「教科書提要」を付す。

戦後台湾政治案件
江南案史料彙編 全３冊

10369495

呉俊瑩， 黄翔瑜編輯 国史館 B5/2023 頁 / 精装 / 繁体字
■ 15,840 円 ( 税込 ) ISBN978-986-5454-84-5/2021.02
●国家安全保障等の諜報機関による劉宜良の監視、政府高層
による江南事件に対する対応、外交上層部による米国情報の
把握と対応 、司法行政部調查局と国防部軍法局による捜査、
国防部情報局と竹聯幫の交流、米国の台湾調査の談話記録、
司法裁判文書、江南事件のその後等、重要公文書を影印収録。
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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 )

10368016 苏颂全集 全４册……………………朱人求，和溪主编 国家图书馆 20/10 1721 精 17,820
《蘇魏公文集》
、
《丞相魏公譚訓》
、
《新儀象法要》
、
《本
* 北宋の科学者、宰相・蘇頌の全集、
草圖經》四書を整理収録、点校を施す。
《蘇魏公文集》は蘇頌の文集、詩、奏議、内制、
表啓、碑銘、墓志、行状、記、序、書、祭文、雑著を収録、末に佚文 15 篇を付す。
《丞
相魏公譚訓》は蘇頌に関する言行の筆記。
《新儀象法要》は世界に影響を与えた科技文献
で、蘇頌が発明した水運儀象台について記す。
《本草圖經》は北宋時期最新最全の薬物志
と薬物図譜。
（繁体字縦組）
10368114 曝书杂记 甘泉乡人题跋＜书目题跋丛书＞
精 3,696
……………［清］钱泰吉撰／冯先思整理／吴格审定 中华书局
20/12 349
*『曝書雑記』は咸豊四年本を底本として整理し、劉履芬・呉梅批の語を載録。銭氏の蔵書・
校書に関する文章を集めた『甘泉郷人題跋』とあわせて出版。銭氏の校書を年ごとに記
録する唐兆榴『可読書斎校書譜』を附す。
精 5,929
10367414 书志 第２辑………国家图书馆，国家古籍保护中心编 中华书局 20/05 356
全国古籍善本一斉調査を基礎に古籍善本の基本情況を紹介する。
“書林論衡”
“國家
*
珍貴古籍書志”
“書目書志選刊”
“書苑擷英”の 4 部に分け重要な古籍善本を紹介、学
術価値が極めて高い。巻末に「書名索引」を付す。
（繁体字横組）
精 3,696
10368003 孙星衍文献学研究…………………………………陈宁著 社会科学 20/08 141
* 孫星衍が文献学領域で獲得した成果を検討・総括。文献収蔵・文献編纂・文献校勘・
文献出版などの面から研究し、孫星衍の蔵書理念・著述思想・校勘理論・刻書特徴・
「善
本観」などを評価分析し、成果獲得の原因を総括。
10368276 文本关键词的语篇功能研究……………………宋姝锦著 社会科学 20/12 219
5,445
* テキストキーワードの言語本質特徴とそのテキスト機能を分析。テキストキーワードのテキ
ストとしての相対的独立成分と同一テキストに属するその他の成分との関係を分析し、テキ
ストキーワードのテキストに対する解読と構築機能を考察。
20/10 295
10368626 古代中文典籍法译本书目及研究………………孙越编著 浙江大学
4,488
* 関連典籍及びその仏訳本の成書年代・体裁・主題・訳者・出版者・出版年など、これらの
要素の分布と変化趨勢などの特徴に注目し、目録学の方法で研究。＜中华翻译研究文库＞
10368407 智能媒体发展报告 ( ２０１９－２０２０) ＜中社智库年度报告＞
………………………………………………漆亚林主编 社会科学
20/12 461
9,625
10369273  中国网络视频的缘起与流变（１９９６－２０２０）
…………………………………………………刘瑞一著 人民日报
21/02 343
4,554

亜東書店

－7－

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

定価(円)

===============【 ◆言語・文字 】===============

10368271 语言与文化论丛 第１辑……………………邢向东主编 社会科学 20/03 330
* 語調を視角として漢語方言中の連調問題を観察。甘南臨潭・卓尼の方言音系の変化類

5,929

型とその背後のメカニズムを分析。山西官話区方言に複文関連表記モデルについて研究。
20/10 292
10368272 语言与文化论丛 第２辑……………………邢向东主编 社会科学
《中国語言資源集》編写的幾箇問題 ( 邢向東 ) 等 2 篇／漢語方言研究 ：関中方
* 総論 ：

5,929

言的 “ 脖”字 ( 孫立新 ) 陜西定辺話同音字匯( 高峰 ) 等 6 篇／地理語言学研究 ：漢語
方言 “ 耳垢 ” 義詞形地理分布的考察 ( 孫建華 )／方言与社会、文化研究 ：漢語中的単
“ 棰植”本富羯“幢植”——“檀”
姓称呼用法 ( 崔山佳 ) 等 6 篇／漢字、詞源研究：
“棰”
辨析 ( 朗思琪 ) 等 2 篇／調査実録。
10369528  当代中国语言学的回顾与展望学术研讨会论文集＜语言学与汉语国际教育研丛书＞
…………………………………………黄南津主编 社科文献
20/05 275
5,929
*2013 年秋に開催された標記学会での発表論文。20 世紀八九十年代中国語言学青年思潮
及其発展 ( 申小竜 )、漢語研究応当在兼綜的基礎上創新 ( 蘇宝栄 )、
“一帯一路 ” 需要
語言学提供更多的支持和服務 ( 蘇新春 ) 等 15 篇。
21/02 371
10369362  形近字辨别手册…………………………叶先赞编著 商 务 印
5,148
* 簡体字の漢字 4000 余個を収録し、字形の近い漢字を表形式で排列。字形の異なる部
分の差異を比較し、字と字の区別を提示。各字の音を記して解釈し、特に混同しやすい
字や読み間違いやすい字を表示。
精 4,488
21/01 1049
10368840 谚语大词典……高歌东主编／张志清，高鹏等编著 四川辞书
* 常見のことわざや、構造がことわざと似た描述語など約 10000 条を収録。各項目は釈義・
注音・例文などを掲載。釈義は基本の意味に加え、比喩・派生の意味などを紹介。例文は
史書や古今の文学作品から採用する。
10369083  基于语料库的说文解字字（词）汇隐喻模式研究
……………………………………………吴世雄著 社会科学
20/10 191
5,445
*『説文解字』隠喩語料庫と Metalude の比較研究に基づき、比較語源学を用いて語料言語
隠喩類型をもたらした歴史要素を発掘し、異文化語彙隠喩類型、意識形態と歴史語境の複
雑な関係を探索。
精 7,744
20/02 1306
10368232 日语口语词典…………………［日］山根智惠主编 商 务 印
* 研究社『日本語口語表現辞典』(2013 年初版 ) の日中対訳版。一般の国語辞典では語
釈が難解だったり、使い方や例文が不足しがちな「話し言葉」や「慣用表現」約 3000 語
を五十音順に収録。語釈（中文）
、用法 ( 日文 )、解説（中文）
、表記 ( 日文 )、例句 (
日中対訳 )で構成される。
10365406 语文与政治 ：民国时期汉字拉丁化运动研究…湛晓白著 河南人民 19/12 178 精 3,696
*20 世紀 30 年代漢字ラテン化運動勃興考述、民国時期漢字ラテン化運動と国語運動の
離合など、民国時期のラテン化新文字運動について論述。＜通古察今系列丛书＞
20/09 296 5,313
10367271 香港语言文字面面观……………………………田小琳著 ＨＫ三联
* 香港は普通話、広東語、英語が使用され、中英混合文や社区詞等の港式中文が飛び
交う特殊な言語環境にある。本書は言語規範とひずみ、言語本体研究と応用、港式中文
語体研究、社区詞再認識、散記・序言の 5 章に分けて記述する。
10368380 跨文化视野与汉字研究 第２辑……………李运富主编 社科文献 20/11 332 5,929
《汗简》所录
“碧
* 韩国古代石刻文字考释问题及华严石经文字的复原 / 唐代 “ 碧落碑 ” 与
落文”略议 / 石刻文献整理文字处理的思考与对策 / 巴蜀石刻文献在古典文学研究中的
价值 / 宋代女性墓志文献纂释的独特价值、等 25 篇。＜汉字文明研究・文集之四＞
20/12 1494
10368590  读字录 全３册＜汉字语料库分析丛书＞……臧克和著 上海古籍
19,701
*20 世紀 80 年代から今日に至る臧克和の学術論文、随筆、札記等学術作品収録。漢字
認知、簡牘餘話、金文零拾、尚書學記、考據雜誌、序言前言、石刻叢語の 7 方面を内
容とする。そのうちの多くは未発表、発表したものも大部分新たに訂補した。
（繁体字横組）
－8－
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20/09 243
10367201 元音研究………………………………………胡方著 外语教研
* 元音の概念を紹介。元音の声学と感知、発音、動態理論と元音の特徴を詳述。声学と

定価(円)

4,158

感知の関係、元音の発音生理、元音の動態理論、電磁発音儀の使用などに関する内容は、
現在の元音研究の最先端と発展方向を体現する。＜外语学科核心话题前沿研究文库语言学
核心话题系列丛书＞
20/05 274
10367390  现代汉语词汇( 重排本 )…………………符淮青著 北京大学
3,542
体系及び語義について全面的に詳述する。本書重排本は全書内容、
* 現代漢語詞彙の構造、
引用教材について校訂を加えた。＜２１世纪汉语言专业规划教材・传题研究教材系列＞
精 6,864
20/09 671
10367514 台湾外来语 ：外国来 e 台湾话……………李南衡著 Ｔ玉山社
20/11 395
5,929
10367997  唐宋禅籍俗语研究……………………………徐琳著 四川大学
* 唐宋禅籍所見の俗語（ことわざ・慣用句・掛け言葉・俗成語を含む）を論述。禅籍俗語の
語義レベル及び存在形態、禅籍俗語の来源と変化、禅籍俗語の修辞、禅籍俗語中の民俗
文化含義、禅籍俗語の作用と特徴など全 6 章。＜中国俗文化研究大系俗语言研究丛书＞
10368029  汉语非结构双音序列的词汇化研究……李永，李冠男著 山东大学 20/05 218
3,003
* 漢語非構造語彙化現象及び関連理論問題を考察し、その過程で関係する構文・語義・語用・
認知などの要素を分析。非構造語彙化の性質・含義と発生の条件・方法・規則などを解釈。
21/01 257 3,828
10368269  语义理论和汉语语义问题……………………卢英顺著 上海社科
* 語義レベル、語義類型、語義学の研究方法、語義の系統性、語義関係、語義と構文
構造の関係、多義及び関連現象、語義と認知、所与と含意、語義と語境の関係、指称問題、
論理と語義などについて論述。
20/04 311
10368273 现代汉语词汇与词典研究探索………刘善涛，王晓著 社会科学
6,655
* 現代漢語語彙研究中の義位函数理論・語彙分布理論・語彙語法化理論を検討し、辞典
編纂中の辞書発展史、外向型辞書編纂、新語辞典の編纂と対外漢語語彙教学などの言
語応用の問題を分析。漢語新語発展変化の方法と方向を列挙・分析。
20/12 257 4,356
10369085  汉语情态词的语义地图研究……………………范晓蕾著 商 务 印
* 語法分析と方言語料を通じて、情態カテゴリーを認識情態・評判情態・潜在力情態に分類。
方言 / 言語にまたがる材料を用いて、情態語義地図と慣常語義地図を作成。普通話や漢
語方言の特定情態語を分析し、具体的問題を解釈。＜国家社会基金后期资助项目＞
林
20/09 245
10364411 汉语大语法五论………………………………沈家煊著 学
3,465
* 漢語の語法は「大語法」、名詞は「大名詞」であり、インド・ヨーロッパ語の小語法と小名
詞の観念を脱しなくてはならない、と唐詩の対句から説明。漢語語法と韻律の関係は分立、
交集関係でなく、語法は韻律を含む包含関係であると論証。＜语言学热点问题研究丛书＞
20/10 229
10367392  汉语常用量词演变研究………………………王彤伟著 四川大学
4,488
* 現代の漢語量詞研究を整理し、常用の 16 個の量詞（個・種・次・条・張・口・回・把・首
など）を取り上げて研究。各自の機能と意義の特徴を総括。発生の時代・背景・原因を指
摘。各時期の使用規模・称量対象・形態重複や語義状況を考察。
21/01 168 3,828
10368030 现代汉语形容词谓语句认知及功能研究………孙鹏飞著 学 林
* 構造・語義・機能類型、量性特徴と量級共現、表記モデルと機能透視、等級序列と平
行関係、定謂転換の実現条件と「的」
「很」の統一機能などから、現代漢語中の形容詞
述語句を検討。
20/12 273 4,488
10368031 汉语状语从句构式的历时演变研究…………徐式婧著 语言大学
* 上古・中古・近代・民国・現代の漢語状語従節の関連語料を考察し、譲歩状語従節・条件
状語従節・原因状語従節の図式変化特徴、構式化と構式変化過程を検討。漢語状語従節
構式の変化法則を総括し、漢語状語従節全体の変化モデル、状語従節構式内部変化の個
性差と相互作用関係、変化の動因・メカニズムなどを論述。＜北京语言大学青年学者文库＞
20/11 234
10368270 隐喻的认知符号研究………………王任华，赖良涛著 商 务 印
2,772
* 隠喩の認知記号性を検討し、隠喩の定義と識別の基準を提出。隠喩を定義し、隠喩の
識別方法を提出。隠喩理解の間接観を批判し、隠喩の認知記号性・言語経済原則・隠喩
認知実証研究の面から隠喩認知の直接性を論証。＜中国认知语言学前言丛书＞

亜東書店

－9－

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

20/10 246
10368274 构式语法视域下的汉语中动结构…………………付岩著 社会科学
* 中動語義の各特徴を解読し、核心は中動属性の意味であると指摘。漢語中動構造の 2

定価(円)

5,929

つの定義基準を提出し、構式地位・構式類別・構式特徴などを指摘。内部語法語義関係
を検討し、
「NP+V 起来 +AP」構造の階層関係とその構文・語義核心を指摘。
10368275 现代汉语状语标志地的隐现研究＜志远学术文丛＞
精 5,445
…………………………………………………刘小川著 社科文献
20/12 243
「地」と各種実詞とを組み合わせる時に発生する隠現
* 各実詞と短語を主な手がかりとして、
現象を分析。描写や解釈、漢語から多言語の比較を通じて、
「地」の性質を分析・解釈。
20/11 355
10368382 汉语叙实谓词研究………………………………张新华著 复旦大学
5,445
* これまでの漢語叙実述語自身の構文行為を主な研究対象とする方法によらず、叙実述語
の中心をなす豊富多彩な句法現象や体現する深層語法原理に注目する。
20/11 221
10368383 范畴化视角下的汉语否定结构历史演变………梁吉平著 社会科学
5,445
* 否定構造を語義範疇に位置づけ、否定構造を代表とする否定範疇の歴史変化を検討。漢語
の歴史に存在する否定範疇の条件・転換・累加・程度・語気・指称・比較への語義範疇転化の
範疇化過程を詳述。漢語否定範疇の歴史範疇化の動因とメカニズムを検討。
10369084  现代汉语构词法中的文言用法研究＜国家社科基金后期资助项目＞
…………………………………………………史维国著 社会科学
20/10 216
5,445
*Givon の語法化理論を交え、古代漢語の構文面の文言用法を現代漢語の造語法面の双音語・
四字格成語の考察と関連づけ、文言語法の角度から現代漢語の特殊造語を分析・解釈。
20/12 368
10369086  汉语动量构式研究…………………………………方寅著 上海辞书
3,960
「泛構式」を視野に置
*「泛構式」を視野に置き、語義範疇研究の理論体系の枠組を展開。
く語義範疇研究の内容変数・方法格式を提示。より高次元の法則概括と言語智能などの応用
の新たなニーズに適応した言語研究の新たなモデルパターンを探索。
林
21/01 101
10369363  说“了”＜语言学热点问题研究丛书＞…………王伟著 学
2,156
*100 年余りの中外学界の構文・語義・語用研究における「了」の展開を回顧。研究成果の解
析を通じて漢語語法の重要な特徴を指摘し、さらなる研究の方向を探索する。
20/11 243
10366904  语篇指称偏误研究＜语言文化转播丛书＞………高玮著 传媒大学
4,554
語篇の角度から4つの異なる等級の留学生の指称誤用を研究。
*30余万字の中間言語語料庫に基づき、
20/01 284
10367058 齐民要术语言释考………………………………高玉婷著 社会科学
5,445
* 第 1 章は語言の専業性、口語性と地域性の三大特徴及びその語料価値を概述。第 2 章は詞
彙研究。常用詞彙研究、同義詞研究、新詞と新義研究及び疑難詞語考辨研究等を包括。第
3 章は語法と句法研究。
《齊民要術》中の量詞、連詞、介詞、副詞を例に中古時期漢語語法
の特徴を分析、漢語語法の発展変化規則を明らかにする。第 4 章は農諺、民謡 123 條につい
て分かり易く解説。
20/10 721 精 10,164
10367775 佛典与中古汉语代词研究…………朱庆之编／董秀芳编 中西书局
* 仏経翻訳の漢語発展変化に対する影響に注目し、漢語代名詞の重要変化の動因研究に
ついて論述。内容は中古漢語代名詞専題研究総述、中古文献代名詞専門書・専題の描写、
漢語代名詞の中古及び近代での発展変化とその原因、梵漢対勘を基礎とする中古訳経代
名詞の専門書研究や専題研究などに及ぶ。
21/02 1801
10368759  经义述闻 全３冊………[ 清 ] 王引之撰／魏鹏飞点校 中华书局
13,310
『周易』
『尚書』
『毛詩』
『周礼』
『儀礼』
『礼記』
* 清代の経学大儒王念孫・王引之父子の代表作。
『左伝』
『国語』
『公羊伝』
『穀梁伝』
『爾雅』などを検討し、古籍文字を校正、句読を修訂、
誤字・衍文や脱簡を補訂、字義を探求。旧説を墨守することなく、漢唐の旧注 1761 条に反論
を加える。＜中国古代语言学基本典籍丛书＞
精 8,833
20/12 576
10369603  字学咀华集………………………………………孙玉文著 北京大学
* 語音系統の面では、上古漢語の韻重現象を手がかりに上古漢語の介音系統を分析。語音
変化の面では、上古侵部字の中古通摂転化への例証を分析し、中古尤韻舌根音に重紐があ
ることを証明。官話中の特殊字音を通じて例外音変と語音構造の法則を考察。訓詁学と語
義学の面では、論争のある字語を考証解釈。
－ 10 －
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16/10 655
10339817  湘潭方言＜湖南方言系列＞……………………李永明著 湘潭大学
* 湖南各系方言の間韻特徴・比較音韻や語彙・語法の主要特徴を収録。語彙は天文・地理・

農事・植物・動物・器具・人物・親族・身体・医療・飲食・日常生活・商業・文化教育・娯楽など
30 種に及び、各種の方言の発音は国際音標で表記し、文字解説を記載。
20/12 297
10368032 大连方言语音研究………………………………刘丽丽著 社科文献
7,744
* 大連の18 地点の野外調査の資料と前人の関連論著を利用し、大連方言の語音専題研究と
地域差・民族差の研究を進め、山東省胶遼官話と対比し、大連方言の全貌を指摘し、大連
方言形成史の研究を強化する。
20/12 395
10368277 河南浚县方言俗语志………………………………李琳著 社会科学
9,559
* 河南浚県方言の慣用語・歇後語・諺語 3300 余条を収録。内容は倫理哲理・生産経験・社
会風俗などに及ぶ。
20/10 349
10368278 鄂东南方言之赤壁市神山镇方言研究…………王琼子著 武汉大学
5,445
* 鄂東南赤壁市神仙鎮の方言を収集・整理・研究。特に県級以下の郷鎮方言に注目し、方
言の歴史文化の形成や特徴を全面的に紹介・例示。北京方言と比較し、赤壁東片（神山鎮）
の方言について詳述。
精 5,929
20/10 573
10368385 苏州方言词语………………………………………汪平著 华中科技
* 辞典の形式で蘇州方言の語句を紹介。外地人が分からない蘇州話語句 6000 個を収集し、
釈義を掲載。国際音標と蘇州拼音で注記。
20/08 598
10368386 湖南赣语词汇研究＜清华语言学博士丛书＞…代少若著 上海辞书
5,445
*18 県（市）の湖南贛語から19 の方言点を選び、野外調査・データ統計や比較分析を通じて、
湖南贛語の語彙の様相や特徴を指摘。
21/01 548
10368502 台语汉字与词汇研究论文集＜语言文字丛书＞姚荣松著 Ｔ万卷楼
7,568
* 閩南語漢字研究篇は「方言与考古、閩南語書面語的漢字規範」など 15 篇、閩南語詞彙
研究篇は「当代台湾小説中的方言詞彙－兼談閩南語的書面語」など７篇、閩南語句法詞義
篇は「閩南語「有」的特殊用法－国語与閩語比較研究之一」など２篇を収録。
20/12 230
10368619  闽南农村汉语方言词汇变化研究………………付义荣著 社会科学
5,445
* 社会言語学の理論・方法を用いて、閩南農村地区の漢語方言語彙の変化、特に消失の状
況を描写
・解釈。閩南農村方言語彙の変化状況、閩南農村方言語彙変化の原因、など全 6 章。
精 7,744
文
20/10 652
10368620 旬阳方言词典…………………………………华开锋编著 语
『旬陽方言詞語』
（2008 年）
の修訂本。野外調査を進め、
原書の項目約4000 条に12000 余条
（語
*
句・俗語・掛け言葉を含む）を整理・増補。絵図 50 余枚を増加。
20/08 274
10368622 湖南沅陵方言语音研究…………………………蒋于花著 江西高校
3,696
* 湖南沅陵境内の方言を整理分類し、沅陵境内の主要方言の沅陵「死客子」話、沅陵郷話、
沅陵官話を確定。沅陵「死客子」話、沅陵郷話、沅陵官話の語音を記録・描写し、重要な
語音現象を検討・分析。
20/10 1010 精 19,701
10368842 赣东北徽语调查研究…………………………胡松柏等著 社会科学
* 贛東北徽語代表方言点の音系、贛東北徽語の語音特徴、贛東北徽語の語彙特徴、贛東
北徽語代表方言点の語法例文対照、贛東北方言の語法特徴など全 10 章。
20/07 212
10368843 台湾十五音辞典音系研究＜海雅文丛＞………董国华著 暨南大学
3,696
*『台湾十五音辞典』と閩台閩南方言音系を比較研究、音系の性質を論述し、文白異読語
音系統を研究。
『台湾十五音辞典』音系を
『彙音妙悟』
『彙集雅俗通十五音』及び中古
『広韻』
音系を比較研究し、閩台方言韻書の源流関係を探求。
10368944  语言接触下客语的变迁＜台湾客家研究丛书＞赖文英著 Ｔ中央大学 20/12 283
3,344
* 客家言語について、言語接触論、音韻、詞彙、語法、台湾客語四海話、客語祖源論等
の論点から記述。
20/12 451
10369087  山西临汾十七县市方言研究……………………刘丹丹著 上海辞书
4,620
*66 の方言点の資料や既存研究を基に、山西臨汾 17 県市の方言の語音系統を描写・分析。重要
語音現象などについて論述、方言特徴の分布法則とその成因を提示。＜清华语言学博士丛书＞
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20/10 408
10369088  南部吴语韵母读音层次比较研究…………………施俊著 浙江大学
* 南部呉語上麗片・甌江片・金衢片 18 の方言点の韻母を対象とし、漢語語音史及び閩語な

5,148

どその他の南方方言を交え、中古十六摂を中心に各韻の南部呉語における読音階層とその対
応関係を分析し、変化過程を概括。＜国家社科基金后期资助项目＞
19/12 256
10369302  安徽石台丁香方言研究………………陈淑萍，刘光明著 合肥工大
4,488
* 安徽石台方言を概括紹介し、丁香方言の語音系統・音韻特徴・語彙特徴・語法特徴を分析。
丁香方言同音字表・丁香方言分類詞表などを掲載。
10369303  温州方言文献集成 第５辑温州方言文献集成编委会编 南京大学 20/10 507 精 10,164
* 温州市立図書館は貴重な方言文献を数多く収集しており、漢語方言、民俗文化、東西交
流史等のを研究の宝庫となっている。 第 5 輯は《拉丁字温州民俗》
《温州方言》
《温州方言
入门》
、
《温州土话初学》の 4 冊を影印収録する。
精 7,744
20/12 379
10369364  鄂东方言字词汇释…………………………陈华，陈衢著 崇文书局
童謡・
民間諺語・
* 鄂東方言の常用語に注釈を付けるほか、字語に対して考注を進め、卑語・俗語・
言い伝えなどを附す。
10369507  南方汉语的特殊声母，声调与韵尾……………彭心怡著 Ｔ学生书局 21/02 197
3,080
* 本書論及的漢語，包括客語、贛語、粵語、閩語，以及一部分的北方官話，雖然摻雜一
部分的北方官話，但論述的主體仍為南方漢語。要特別說明的是，贛語雖不屬南方漢語，
而是中部漢語，但因筆者過去對贛語用力頗深，且贛語與客語素有關連，若要將客語解說
清楚，決不能旁落了贛語，因此本書在論述南方漢語的時候，贛語也佔了一定的份量。＜
中国语文丛刊５７＞
20/11 209
10369092  漢日母語者識解差異研究（日文）……………鄔海庁著 上海交大
5,445
* 日中両国母語者の見識上の異同を探究。受動表現・知覚表現・位移表現という視点・主観性と
密切に関係する面において、認知主体としての話者が有する差異に注目。＜東亜語言研究論叢＞
20/11 389
10367084 晚清时期西方人所编汉语教材研究………………岳岚著 商 务 印
4,356
* 晚清 100 年余りの中国社会の発展変遷や中西関係の变化に伴って現れる、西洋人の漢語学習
の段階的特徴を叙述。漢語教材 100 余部を踏まえ、漢語語音・語法・字語の面から西洋人の
漢語に対する認識、関連言語要素について教学状況を考察。＜国际汉语教育史研究丛书＞
21/01 524
10368844 汉语作为第二语言的习得与认知研究………鹿士义等著 华语教学
5,445
* 日本と韓国の学習者の漢語習得過程における語音・漢字・語彙・語法問題を検討。外国留
学生の漢語に対する認知加工の過程を研究、言語の識別と理解に影響する各種要素を指摘
し、漢語学習の過程で現れる普遍的な現象と特殊な現象、学習方法と学習戦略を把握する。
10369091  基于汉语词汇特征的二语词汇教学实证研究
＜教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书＞
………………………………………………张博等著 语言大学
20/12 459
5,929
* 漢語語彙特徴に基づき、第二言語の語彙習得法則に従って語彙教学問題を検討。複合語・
多義語・語塊・語素などをめぐって、語彙学・語彙習得・語彙教学など様々な角度から検討。
20/12 146
10369366  汉语教学学刊 第１１辑………汉语教学学刊编委会编 北京大学
2,926
“院外人”之评说》
《不同语境条件下汉语二语
* 本辑共有 11 篇论文，即《孔子学院十五年：
者双及物结构句法启动效应研究》
《不同类型汉字词对韩国留学生汉语词汇习得的影响》
《空
格对汉语阅读有用吗？一项基于初级阶段汉语二语学习者的追踪研究》等。
21/01 301
10369614  汉语听力说话教学法（第３版）………………杨惠元著 语言大学
4,554
（北京語言文化大学出版社、1996 年）と第 2 版『対外漢語
* 初版『漢語聴力説話教学法』
聴説教学十四講』
（北京大学出版社、2009 年）を修訂増補。技能で分け授業を設け教学す
る重要性やリスニングと会話の関係を論述。リスニング訓練の理論と方法を紹介。会話訓練
の理論と方法を紹介。＜国际汉语教师发展丛书＞
10368231 ２１３６日语汉字多用词典（第２版）
…………………………………陈岩主审／崔香兰主编 辽宁人民
20/06 980
5,280
* 日本文化庁が制定した当用漢字 2136 字を親字として、中国語拼音順に収録。親字の横に
五十音順番号、簡体字、繁体字、画数、中国語拼音、音読みと訓読みを付す。親字の下に
－ 12 －
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音読み・訓読み別の語彙 ( アクセント、品詞 )・語義 ( 中国語 )・用例( 日中対訳 )、慣用句・
諺語・熟語・故事成語 ( 日中対訳 )、同訓異字・同音異字、近義語分析などを記載する。索
引( 拼音・五十音・筆画 )。2014 年初版。
10368618 汉日语言对比研究论丛 第１１辑
……………………汉日对比语言学研究（协作）会等 浙江工商大 20/12 363
漢語重動句－基於篇章功能的語言対比分析
（方梅）/ アスペクトを超えた
「タ」と
「テ
* 特約論文：
イル」( 定延利之 ) 等 6 篇、詞彙研究 ：近代日語中漢語形容詞的源流 - 以常用中日同形詞為
中心 ( 周菁 ) 等 3 篇、句法研究 8 篇、語料庫研究 1 篇、偏誤研究 1 篇、語用研究 2 篇、認
知研究 1 篇。
===============【 ◆古典文学 】===============

定価(円)

5,148

10367849  述异记 鹂砭轩质言＜稀见笔记丛刊＞
…［清］东轩主人辑／［清］戴连芬著／乐保群点校 文

物

20/04

269

3,696

《述異記》は南朝祖冲之、任昉二人の《述異記》に
*《述異記》と《鸝砭軒質言》を収録。
たいへん類似、奇異見聞を記し明清社会の様相を反映する。本書整理本は《説鈴》本を底
本に《説庫》本と参校、標点を施す。
《鸝砭軒質言》は民間伝説から多く採取、内容は志怪
と恋愛に当時の史事軼聞も載せるが志怪を主とする。鬼狐に関するものは少なく民間に流伝す
る怪異事件が多い。光緒 5 年排印《申報館叢書・餘集》本を底本に点校を施す（繁体字縦組）
。
物
19/08 264
10367850 疑耀＜稀见笔记丛刊＞……［明］张萱撰／乐保群点校 文
3,696
《疑耀》
七巻、
舊本題明李贄撰。本書整理本は文淵閣
《四庫全書》本を底本に
《叢書集成初編》
*
排印の《嶺南遺書》本と参考、点校を施す（繁体字縦組）
。
21/01 392
10367956  中国古代题跋文学研究………………………王晓骊著 北京大学
5,214
* 題跋の概念を定義し、題跋の分類を分析し、題跋の文学性を総括。宋代以後の各時期（宋元
明清）の題跋発展の文化基礎と文学風格を論述。文学テキストとしての題跋の特徴と価値に注目。
20/12 348
10368083 先秦文学与文化 第９辑……………………赵逵夫主编 上海古籍
3,696
*“三皇”と夏代、老学思想研究、秦文化と秦人、詩学研究、楚辞研究、先秦名物訓詁な
どをテーマにした論文 21 篇を収録する。
精 5,445
21/01 433
10368123 清代文话叙录……………………………………蔡德龙著 中华书局
* 清代文話作品 250 余種を点検し、上編は現存する著作、下編は目録のみの著作を著録。
作者情報・巻数・版本情報を年代順に記し、文章学観念・価値・時代などを明らかにし、清
代の文章理論・文話作成の繁栄を指摘。
精 5,148
20/06 359
10368443 袁中郎小品思想探究……………………………翁心诚著 南京大学
*「公安派」の中心人物袁中郎の思想風貌と精神特徴を指摘。袁中郎の人生態度を表現し、袁中
郎の文学
・仏学
・
哲学の円融性と一体性を提示、袁中郎小品思想学習の理論価値と現実意義を論述。
20/10 323 精 3,960
10368449  缘起 ：佛教譬喻文学的流变……………………范晶晶著 中西书局
* 比喩・因縁類仏典の研究史や関連の思想背景を紹介。インド・ヨーロッパ語の各種比喩類
文献、漢語大蔵経中の比喩類仏典を紹介。仏経中の比喩類文献がいかに本土化したか、
因縁思想はいかに人生観に浸透したかを分析。小説・雑劇等の因果応報と転生の枠組を紹介。
精 4,620
20/10 388
10368465 呻吟语＜子海精华编＞……［明］吕坤撰／涂谢权点校 山东人民
*『四庫全書存目叢書』収録の萬暦本を底本とし、壽麟刻江寧本、栗毓美刻『呂子遺書』
本を校本として整理。
（繁体字横組）
10368468 潜夫论校补＜子海精华编＞
精 6,171
……［东汉］王符撰／［清］汪继培笺／魏代富校补 山东人民
20/10 626
（繁体字横組）
*『湖海楼叢書』本所刊汪継培箋注本を底本として整理。
苑
20/10 592 精 15,840
10367854 揭傒斯全集笺注…………［元］揭傒斯著／鄢文龙笺注 学
* 元代の有名な文学家、書法家、史学家、虞集、楊載、范梈と同じ“元詩四大家”の一人。
本書は江西教育出版社
《豫章叢書》を底本に整理、
上海古籍出版社 1985 年李夢生標校の
《揭
傒斯全集》と校勘、広陵書社 2016 年謝艶芳整理影印の《揭傒斯全集》を参校本とし、揭
傒斯の詩文に箋注を加えた。詩集 9 巻、文集 11 巻、附録 4 件（伝記、贈答題詠、序跋著録、
評論佚事）
（繁体字横組）
。
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20/01 329
10368089  艳异编及其续书研究……………………………赵素忍著 社会科学
『広艶異編』を対象とし
*『艶異編』は明代文学者王世貞の伝奇小説集。本書は『艶異編』

5,808

て関連篇目の故事源流を整理。関連問題を分類し、関連研究における誤りを指摘。
20/06 628 精 11,979
10368446 中国古代小说序跋研究………………王平，王军明等著 齐鲁书社
* 小説観念・創作主体・テキスト叙事・テキスト解釈・伝播受容などを踏まえ、古代小説の序跋
が包含する豊富な内容を発掘。

10351912  汉魏六朝别集研究…………………………………刘明著 国家图书馆 21/01 514
* 漢魏六朝別集研究の範疇と境界、漢魏晋時期別集の誕生と形成及び確立、南北朝時期

5,929

別集の発展と繁栄、六朝旧集、宋人重編之集、明人重編之集。
20/12 577 精 5,808
10367411 范文澜文心雕龙注研究＜中国诗学研究专刊＞…李平著 中华书局
* 范文瀾『文心雕龍注』の重要問題について論述。范文瀾『文心雕龍注』に対する楊明照・
王利器・斯波六郎・張立斎・王更生らの誤謬の指摘や訂正・補足、批判反駁について評価分析。
范文瀾『文心雕龍注』に関する文章を附録。
20/12 276
10368090  北宋文人与佛教……………………………………赵伟著 社会科学
5,929
* 北宋文人と仏教の交流・涉仏を整理し、政治観念・道学観念・史学観念・文学創作における
新たな変化を論述。
10368082 明代文学文献与文学思想 ：中国明代文学学会（筹）第十届年会论文集
………………………………………………左东岭主编 社科文献
20/12 548
12,045
* 本文集は「明代文学文献与文学思想学术研讨会暨中国明代文学学会（筹）第十届年会」
の論文 100 余篇の中から26 篇を選び、“ 文学文献研究 ”（6 篇）
、“ 文学思想研究 ”（11 篇）
及び “ 文学史、文体和文本研究 ”（9 篇）の三部に分けて収録したもの。
20/09 355
10368084 明清嘉兴望族女性作家研究………………………李菁著 社会科学
8,349
* 嘉興望族女性の生活環境・文化生態・時空分布・家族世系、文学創作の特徴と分期、テキ
ストの伝播及び地域の代表作家を全面的に考察・論述し、明清代嘉興府望族女性作家の精
神の様相や文学創作全体の輪郭を描き出し、文学創作の価値や影響を詳述。
10356014 通志堂集( 修订本 )
精 6,776
……………［清］纳兰性德著／黄曙辉，印晓峰点校 华东师大
19/03 527
* 清初著名詞人納蘭性徳の別集《通志堂集》整理本の修訂本。巻末に納蘭手簡 36 通のカラー
真迹及び釈文を付す。修訂本は誤字及び断句を改正、納蘭詞集評一組を増やした。
（繁体字縦組）
精 4,752
19/11 372
10357968 香山集＜义乌丛书＞……［宋］喻良能撰／冯国栋点校 中华书局
* 文淵閣四庫全書本を底本に法式善藏乾隆抄本、胡宗楙《續金華叢書》本を参校本として
点校を施す。
《全宋詩》
《全宋文》
に収録の佚詩、
佚文及び作者がその他文献中から捜したもの、
ほか喻良能の歴代著録題識と平生交往資料を巻末附録に収録する。
（繁体字縦組）
16/10 266 精 4,620
10361387 风雅遗闻＜台州文献丛书＞……………［清］戚学标撰 上海古籍
（1781）
進士。
『清史稿』
に伝がある。本書は
『風雅遺聞』
を影印収録。
* 戚学標は清乾隆四十六年
20/09 676
10367595  石堂先生遗集………………［宋］陈普著／李志阳点校 福建人民
7,744
* 南宋の著名な教育者・理学者陳普の詩文集。天文星辰・暦数閏法について記載し、時政得失・
文教風俗などに対して評述する。今回、日本の内閣文庫に所蔵する明万暦三年（1575）陳普
邑人薛孔洵注刻本を底本として整理点校。
（繁体字縦組）
20/10 201
10367957  宋代哀祭文研究…………………………………谢敏玉著 社会科学
5,016
* 宋代哀祭文の各種文体―誄文・哀辞・弔文・悼祭文などを整理・研読。文体の縁起・変化・
特徴・定義や関連文体観念を考察し、文献の存在状況・主要内容や文体特徴などを描述・研究。
宋以前・宋以後と比較し、宋代哀祭文の文体特徴と意義を指摘し、宋人の生命意識と文化観
念の変遷を観察。
10367969  稼轩词疏证＜梁启勋文集＞
精 5,148
［宋］辛弃疾著／梁启超辑／梁启勋疏证／李志强标点 上海古籍
20/11 363
* 南宋の詞人辛棄疾の作品集を全面的に整理研究。梁啓超・梁啓勲兄弟合作の特徴が見られ、
－ 14 －
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各詞はまず梁啓超の飲冰室校勘、梁啓勲の校勘、その後で飲冰室考証、最後に梁啓勲の考
証（
「啓勲案」
）を掲載する。
10368023 三苏文化研究资料索引（１９１１－２０１７）
…………………………………乐山师范学院图书馆编 国家图书馆 20/10 833
* 蘇洵・蘇軾・蘇轍の 3人をあわせて「三蘇」と呼ぶ。本書は『三蘇文化研究資料数拠庫』
を基礎に、文献整理の空白を補い、中国の「三蘇」文化研究方面の成果と情報を収集し、
最新の学術動態を反映させる。
20/10 351
10367757 王维研究 第８辑……………………高萍，梁瑜霞主编 上海三联
*「中国王維研究会第八届年会曁国際学術研討会」の論文 30 余篇を収録。内容は王維の
生涯思想・作品分析・詩歌芸術・歴代受容・域外伝播・絵画成果などに及ぶ。
20/12 339
10368086 朱子诗经学考论＜国家社科基金后期资助项目＞陈才著 华东师大
、
「朱子《詩》學觀研究」
、
「朱子校勘《毛詩》研究」
、
「朱子對《詩經》
*「朱子詩經學的形成」
用韻的探索」
、
「
《詩集傳》訓詁研究」及び附考（
「八卷本《詩集傳》成書於明初考」
、
「
《四
庫總目》對《詩集傳》的批評述論」
）の六章に分け、詳しい分析を行なう（繁体字横組）
。
10368109  升庵诗话新笺证 全３册（增订本）＜中国文学研究典籍丛刊＞
……………………………［明］杨慎撰／王大厚笺证 中华书局
20/12 1202
『函海』本『升庵詩話』及び『詩話』関連の各本で参校し、
*『升庵外集』12 巻を中心とし、
596 条を獲得。新箋本は引用の典拠を探し求めて出処を明らかにし、異同を査定して誤りを
調査する。2008 年初版。
20/12 128
10368111 等韵一得 韧叟自订年谱…［清］劳乃宣撰／陈勇点校 中华书局
*『等韻一得』は清代最晚期の等韻学著作。内篇は字母譜・韻摂譜・四声譜など 10 譜、外
篇は字母・韻譜・四声・双声畳韻・反切・射字・読法・雑論などの内容を含む。
『韌叟自訂年譜』
は道光二十三年（1843）から1920 年までのキャリア・家事のほか、義和団運動・辛亥革命な
どの政治事件についても記す。
10368367 六朝文絜＜国学典藏＞
…［清］许梿评选／［清］黎经诘笺注／曹明纲点校 上海古籍
20/09 250
*『六朝文絜』全 12 巻は六朝時期の 36 名の作家 72 篇の駢文( 賦、銘、詔、策、令等 18
類 )を収録する選本。[ 清 ] 許梿が 20 年かけて校訂し、
批語を付す。道光 5 年 (1825) 初刊，
光緒 3 年 (1877) 斎刻本が出版。今回復旦大学図書館蔵清光緒 15 年枕湓書屋刻本 ( 続修
四庫収録 )を底本に整理。( 簡体字横組 )
20/12 366
10368444 汤显祖诗学理论研究＜致远学术文丛＞………万文斌著 社科文献
* 湯顕祖思想形成の歴史文化背景、湯顕祖詩学の哲学基礎、湯顕祖詩学理念本体論、湯
顕祖の歴史詩学観と詩歌主体論、湯顕祖の詩歌創作論と詩歌美感論、湯顕祖尺牘創作の
美学含義などについて研究。
20/12 421
10368445 苏轼谐趣诗整理与研究……………………………李恒著 社会科学
* 王文誥輯注・孔凡礼点校『蘇軾詩集』所収の蘇軾詩を対象とし、巻 1 から巻 45 の詩作
2388 首を考察し、蘇軾の諧趣詩を整理・研究。
20/09 678
10368448 苏轼散文研究史稿 上下册………………………江枰著 复旦大学
* 歴代の蘇軾散文の各種形式の研究を対象として、北宋中期から清末までの 800 余年におけ
る蘇文の研究過程を提示。蘇文の地位の起伏全体の様相を叙述し、その過程と様相をもた
らした原因を分析。＜复旦古代文章学研究书系＞
17/09 186
10368459  诗说＜经典与解释・廖平集＞………廖平著／潘林校注 华东师大
、
《詩經經釋》等 8 種《詩》学文献を収録、校注を施す（繁体字横組）
。
* 廖平の《四益詩説》
20/09 437
10368461 高继珩集…………………［清］高继珩著／张大为整理 社科文献
《培根堂詩鈔》
、
《海天琴趣詞》
、
* 高繼珩、清代学者、文人。駢体文、詩文に優れ一家を成す。
《養淵堂古文》
、
《養淵堂駢體汶》
、
《翠微軒詩稿》
、
《演教論語》
、
《蝶階外史》
、
《蝶階外史續編》
及び附録（
《寄泉類稿》序（史夢蘭）
、
《寄泉類稿》序（韓燿光）
、大清畿輔先哲傳・高繼珩、
高繼珩年譜）を収録する。
《清代詩文集彙編》
（上海古籍出版社 2010 年版）第 600 冊影印
《培
根堂全稿》を底本に整理、校注を施す（繁体字縦組）＜天津历代文集丛刊＞
。
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20/06 923 精 14,850
10368819  中国赋学文献考 上下册…………………………踪凡著 齐鲁书社
（一部散佚・残欠文献を含む）を考察・評価。歴代賦学文献を戦国秦漢
・
* 歴代賦学文献約千種
魏晋南北朝・唐宋（遼金を含む）
・元明・清代に区分。各歴史時期の賦学文献は文献の類型を
基に賦総集・賦別集・賦評・賦注に分類。各種文献は編者（作者）と注釈者（評点者）の生涯、
歴代著録状況、現存版本及び館蔵地、編写経過、基本内容、体例特徴、文献・文学価値、
研究状況などを紹介（繁体字横組）
。
10368831 白榆集校注＜宁波学术文库＞
……………………［明］屠隆撰／张萍，李亮伟校注 浙江大学
20/07 757
『続修四庫全書』影印万暦年間龔
*『白楡集』は明代の重要な文人屠隆の詩文集。今回、
堯恵刻本を底本、国家図書館蔵万暦二十二年程元方刻本等を校本として校勘。
（繁体字縦組）
江
21/01 194
10368910  影梅庵忆语………………［清］冒襄著／半枝半影译注 漓
* 冒襄は明末清初に活躍した文人。もと妓女でのちに側室となった董小宛の思い出を書きつづ
った『影梅庵憶語』
。本書は道光世楷同蔵版『昭代叢書』を底本とし、現代語訳と注を付す。
10369233  明清之际西陵十子诗学研究＜中山大学中文系学术丛书＞
…………………………………………………蓝青著 上海三联
21/01 398
「西陵十子」
* 清初杭州地区の著名な文学集団である「西陵十子」とその詩学を研究対象とし、
の形成過程及び地域文化・時代政治・周辺文学気風などの背景条件を分析。
20/12 432
10369234  乐府文献考论………………………………………郭丽著 凤凰
* 唐代楽府文献考論、宋代楽府文献考論、遼金元楽府文献考論、附録で構成。唐修『晋書・
楽志』と『宋書・楽志』の関係を位置づけ、
唐代燕射用楽を考察、
「詞起源于燕楽」説を修正、
楽府名篇『涼州』の諸問題を論述。
21/02 358
10369701  明代陶诗接受与批评研究…………………………王征著 知识产权
* 本書は明代各時期の社会政治背景、文化思潮及び詩歌美学等方面を合わせ、明代文人の
心態及びその陶詩受容の期待視野を詳しく分析し、明代各時期の陶詩受容と批評について
詳しく探究、併せて陶詩受容と批評の角度から明代詩学思想の発展を詳しく探る。巻末附録
に「明代陶集刊刻盛况」
、
「明代漢魏六朝総集与古詩選本選陶詩概况」を付す。
10369747  李贺歌诗笺注＜中国古典文学基本丛书＞
[ 唐 ] 李贺撰／[ 宋 ] 吴正子笺注／[ 宋 ] 刘辰翁评点／刘朝飞点校 中华书局 21/03 307
* 此书旧无善本，今整理者刘朝飞以常见的明天启本为底本，广收存世元、明、清及日本各
钞本、刻本凡八种，及罕见的台湾图书馆藏元刻袖珍本、中国科学院藏明万历澄棻堂刻本等。
20/05 197
10365438 南来的风：诗之周南召南探微………………王亚东编著 浙江古籍
《召南》の篇目を選び、注釈、現代語訳及び引用叙述の方法で詩歌の
*《詩経》中《周南》
内容について分析、解読する。
20/12 919
10367952  诗经动植物图说 全２册…………高明乾，王凤产等著 中华书局
『詩経』中の動植物約 200 余種を紹介。
* 形態図を掲載し、
20/12 1189
10368122 历代散见楚辞资料辑录 上下册………………王伟辑录 中华书局
* 経学、史書、類書、小学、筆記等百種典籍中から歴代《楚辞》関連の評論と箋注を輯録、
歴代《楚辞》研究専著、校注以外の集成的評論集。時代順に排列し、出典に原文巻数及
び著作通行版本の頁番号を表示。
（繁体字横組）
20/08 564
10368675 楚辞文献语义知识组织研究…………钱智勇，徐晨飞著 南京大学
* 文献のデジタル化と語義知識組織化の最新技術を交え、文献知識組織化の理論と方法、
楚辞文献データベースの構築と実践、楚辞語義知識組織化の重要技術の実現、楚辞知識の
本体と語義知識のタグ付けのツールと方法などについて詳述。＜东亚楚辞整理与研究丛书＞
21/01 650
10368772 汤炳正先生编年事辑……………………………汤序波撰 中华书局
（1910—1998）は章太炎の弟子に当たる楚辞学の専門家。主な専著に
『屈賦新探』
『
、楚
* 湯炳正
辞類稿』
、
『語言之起源』などがある。本書は湯炳正の故事を求め、豊富な資料を収集する。
－ 16 －
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20/12 512
10368908  昭明文选论考＜独秀学术文库＞…………………力之著 广西师大
《文選》の成書及び分類に関する論
* 作者近 20 年間の “ 選学 ” に関する研究成果を収録。

5,148

文 4 篇を収録した上編、編者及び編撰のその他関連問題についての論文 13 篇を収録した中
編、
《文選》中いくつかの作品の具体的諸問題についての論文 8 篇を収録した下編からなる。
巻末附録に「
《文選文研究》序」
、
「
《湯炳正書信集》序」
、
「
《聴罢溪声数落梅》序」を付す。
21/01 214
10367951  唐人佚诗解读……………………………………陈尚君著 中华书局
2,310
『全唐詩』以外の以前には評価・討論
*『文史知識』に執筆したコラム 20 余篇を基に編纂。
されなかった唐人詩歌を収集解読。
10367953  唐诗之路研究 第１辑 ：中国唐诗之路研究会成立大会暨第一次学术研讨会论文集
精 8,349
………………………………………………邱高兴主编 中华书局
20/12 849
* 近年の唐詩之路研究の成果論文 50 余篇を収録。内容は、唐詩之路の地域空間の定義、
詩人と詩路の研究、詩路の宗教哲学とその文化資源の研究、詩路の遺産保護と開発の研究
などに及ぶ。
20/12 330
10368085 民国时期唐诗学研究……………………………赵耀锋著 社会科学
7,139
* 民国学者の唐詩研究の歴史を回顧し、主な思想観点を総括。民国時期詩話・唐代詩歌史・
唐詩選本・唐詩研究専著や研究論文を解読、民国時期の唐詩学研究が形成した豊富な学術観
点を指摘し、理論体系を抽出。民国時期の唐詩学の発展過程を分析し、民国時期唐詩学研
究の唐詩史論・唐詩芸術論・唐詩体派論の学術思想を提出。＜中国社会科学博士论文文库＞
20/09 492
10369380  唐诗三百首词典校注…彭铎撰／漆子扬，高明珠等校注 甘肃人民
3,696
* 清代蘅塘退士編選、陳婉俊補注の中華書局 1959 年版『唐詩三百首』など 6 つの版本を
底本とし、
『唐詩三百首詞典』の原書と旧注を校正し、語彙を解釈。清代蘅塘退士版『唐詩
三百首』を解読・鑑賞分析。
10361385 天台集＜台州文献丛书＞
……［宋］李庚，林师蒧等著／郑钦南，郑蒼钧点校 上海古籍
18/10 521 精 10,890
*『天台集』全 13 巻、台州最初の詩歌総集で、台州特に天台文化を理解する上で貴重な価値を
有する。本書は文淵閣『四庫全書』所収の『天台集』を底本とし、中華書局 1958 年版、吉林文
史出版社 1998 年版『昭明文選』所収『天台山賦』等を参考とし、点校を施す。( 繁体字縦組 )
20/11 517
10369018  望江集：宋集宋诗宋人研究………………………王岚著 北京联合
5,148
* 宋人文集の編刻、宋詩・宋人の考証などに関する論文 22 篇を収録。宋集に関する著録状
況と文献記載を収集し、現存版本の細部を検証・考察。各版本の異文資料を校勘して分析、
繁雑な編刻の状況と伝承の源流を整理する。
19/12 382
10366640 教化与娱乐 - 宋元戏文研究 ……………………孙敏智著 社会科学
8,415
*“戲曲教化観”の形成と延展、戲文中の教化状態、戲文の語言芸術、戲文の受容と批評
伝統の四章に分け、宋元戲文における教育感化と娯楽間の相互関係を解読する。
21/01 402
10367598  元人小令分类选注……………………………罗锦堂编著 陕西师大
5,929
* 元人小令 305 首を収録し、内容の性質によって写景・言情・傷別・感時・嘆世・遣興・懐古・
詠物に分類。各種類の作品は曲文・注解・説明を掲載し、小令作者の紹介や曲牌・宮調・句法・
押韻などの説明を附録。＜罗锦堂曲学研究丛书 第２辑＞
20/09 410
10367954  南戏论丛（增订本）＜前海戏曲研究丛书＞…孙崇涛著 文化艺术
7,139
高則誠と琵琶記』
、
* 南戯研究に関する論文集。中華書局2001年版の論文と戯曲評論 25篇に、
銭南揚の専題研究、温州地方戯と南戯の関係などに関する文章を新たに加え、30 篇を収録。
精 5,148
20/09 351
10368680 古代戏曲研究丛稿………………………………罗斯宁著 中山大学
* 金元雑劇概述 / 元雑劇的酣暢美和元代少数民族史詩 / 湯顕祖和『牡丹亭』/ 呉炳和他
的劇作などの関連文章 30 余篇を収録。＜中国语言文学文库学人文库＞
21/01 297
10369381  金批西厢研究……………………………………傅晓航著 文化艺术
5,445
、
《金聖嘆的微観文芸理論》
、
《金聖嘆論西厢記的写作技法》
、
《金
*《金批西厢的美学思想》
批西厢的底本問題》
、
《金聖嘆删改西厢記的得失》等、作者がここ数年来著した《金批西厢》
及び《西厢記》に関する研究文章 20 余篇を収録する。＜前海戏曲研究丛书 第２辑＞
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10369426  汤显祖牡丹亭的前世今生 ：明清文人传奇文学戏剧批评
…………………………………………………张雪莉著 上海古籍

20/12

338

5,445

*『牡丹亭』評点本・改編本・戯曲選本や舞台実録を材料として精読対比を行い、批評の話
語現象を研究対象として、批評学派の批評理論・判断や話語体系を重点的に注目し、17 ～
19 世紀の明清文人伝奇文学演劇批評の実証の軌跡や変化、批評の特質とその中国古典文
学演劇批評史における価値を考察。＜国家社科基金后期资助项目＞
20/10 141
10368820 聊斋志异与中国风………………………………李志红著 山东大学
3,003
*『聊斎志異』に含まれる中国伝統文化の実情を発見し、具体的作品と関連づけ、目下流行
する「中国風」の視点から発掘と考察を進める。
精 6,534
20/11 370
10367955 唐人小说与民俗意象研究（增订本）……………熊明著 上海古籍
* 唐人小説中に現れる民俗イメージを取り上げて整理し、民俗意象の社会文化心理背景を分
析。小説の人物塑造・プロット作成・主題表現における民俗イメージ描写の効用とその審美価
値を指摘。2015 年初版。＜蠡海文丛＞
精 6,171
20/12 470
10368911  江南文化视野下的明清通俗小说研究…………冯保善著 江苏人民
* 江南大衆文化と明清通俗小説の台頭、江南教育大衆化と明清通俗小説読者及び創作、江
南書業文化と明清通俗小説の盛衰変遷、明清江南通俗小説創作と小説文化の生成について
論述、巻末に「明清小説江南作家与江南創作簡表」
「明清小説江南刻印簡表」を付す。＜江
苏文库･ 研究编＞
21/02 309
10369236  话本小说中的婚俗叙事研究＜卓越学术文库＞梅东伟著 郑州大学
5,214
* 話本小説に広く存在する婚俗文化現象を取り上げ、婚俗叙事の価値、プロットのモデル、
婚俗の情景、婚俗の役割などの面から話本小説中の婚俗叙事を研究し、小説テキスト形成に
対する婚姻礼俗の深層の影響を探究。
10369361  聊斋志异会校会注会评本 全４册（第３版）＜中国古典文学丛书＞
…………………………［清］蒲松龄著／张友鹤辑校 上海古籍
20/05 1886
13,640
* 蒲松齢手稿残本を底本とし、手稿本を元とする鋳雪斎抄本、現存する最早刻本である青柯亭初
刻本等、十余種の版本を参校本として校注、合わせて清人の注釈、評点を付す。( 繁体字縦組 )
20/10 256
10368684 金瓶梅建筑研究……………………………………李辉著 同济大学
5,929
*『金瓶梅詞話』中の関連叙事テキストを素材として、中晚明時期の市井の町・家・園林など
の空間物質形態を解読。当時の建築経済状況や、建築と関係する社会儀礼・習俗・制度と
僭越などの現象を分析。＜城乡建成遗产研究与保护丛书＞
20/05 374
10368936  玄奘之路 ：西游记满文译本选读……………莊吉发编译 Ｔ文史哲
5,104
《西遊記》
の訳本
（漢語）
。満文学習の珍貴教材。（繁体字横組）
* 新疆人民出版社出版錫伯文
＜满语丛刊３８＞
20/12 308
10368938  玄奘之声：西游记满文译本选读……………莊吉发编译 Ｔ文史哲
4,224
*1989 年出版錫伯文《西遊記》から唐玄奘西行取経故事部分 17 篇を輯録、ローマ字ピン
インと漢文訳を加えた。満文初学者に参考価値がある。巻末附録に「錫伯文《西遊記》第
二十二回 八戒大戰流沙河木叉奉法収悟淨」を付す（繁体字横組）＜满语丛刊４
。
０＞
物
19/08 566
10367851 退庵随笔…………………［明］梁章钜撰／乐保群点校 文
5,412
《退庵隨筆》
は特色ある読書筆記。
《躬行》
一卷，
《交蔡》
一卷，
《勸學》
一卷，
《官常》
二卷，
《政事》
*
三卷，
《家禮》二卷，
《家誠》一卷，
《摄生》一卷，
《知兵》一卷，
《讀經》二卷，
《讀史》一卷，
《讀
子》二卷，
《學文》一卷，
《學詩》二卷，
《學字》一卷，總二十二卷，旧時代士大夫個人の
修養各方面に渉る。本書整理本は《續修四庫全書》所収道光刻本を底本に光緒《二思慮堂
叢書》所収梁氏家藏刻本と参校、点校を施す（繁体字縦組）＜稀见笔记丛刊＞
。
10368235 芭蕉 ･ 芜村 ･ 一茶－俳句三圣新译３００
精 3,696
［日］松尾芭蕉，与谢芜村，小林一茶著／陈黎，张芬龄译 北京联合
20/08 197
* 松尾芭蕉 106 首、与謝蕪村 105 首、小林一茶 112 首の俳句を収録、中国語訳、原文、注釈付き。
===============【 ◆近現代文学 】===============
20/09 181
10367593 新媒体与中国网络文学………………………李灵灵著 东南大学
3,465
* 中国のインターネット文学の発展過程・海外伝播、文学生産のメカニズム、インターネット類
－ 18 －
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型文学作品の解読と鑑賞分析、インターネット文学の評価基準などを取り上げる。1990 年代
以来のインターネット文学発展の 3 段階を整理。ニューメディアと当代文学の関係を検討。
10367771 北游搜访文献日记＜中国近现代日记丛刊＞
精 3,696
……………………………………方树梅著／戴群整理 上海人民
20/12 260
* 方樹梅が 1934 年末から翌年にかけて雲南から北方に雲南文献を尋ね求めた見聞を記載。
各地の風土人情を留めるうえに、章太炎・李根源らの文化名人を訪問した過程も記載する。
苑
20/05 368
10368671 文心雕龙论作家作品……………王佑夫，宋晓云等编著 学
4,290
*『文心雕龍』における黄帝・蒼頡・風后・力牧から顔延之・謝霊運に至る156 名について論じ
る条目を収集。注を加えて解釈し、人物紹介と評価を掲載。
10368672 赵树理与通俗文艺改造运动（１９３０－１９５５）
……………………………………………………张霖著 南京大学
20/07 326
3,696
* 趙樹理を代表とする多くの新文学作家の工農読者・民間職人との文化作用と文学探索を考
察。趙樹理ら解放区の文芸活動者が都市に入り、全国各地で展開した都市通俗文芸改造の
活動に注目。全国的な通俗文芸雑誌『説説唱唱』が成功した原因や、最後に失敗した複雑
な背景を分析。
20/11 352
10368673 张翎研究资料汇编…………………程国君，刘雪娥选编 陕西师大
5,445
* 創作談・取材記録・評論・索引などの常見批評文体から、張翎の学術研究史料を全面的に
整理し、約 20 年来の張翎研究の重要資料を収集。＜上林学术文丛・文艺编＞
10369011  百年来欧美文学中国化进程研究 第１卷 理论卷
精 5,445
…………………………………………………刘建军著 北京大学
20/10 279
* 欧米文学中国化の研究の必要性、中国化概念の基本含義、発展進化の基本法則や経験
教訓を整理し、欧米文学中国化の過程と100 年来の緊密な関係を指摘。
10369012  百年来欧美文学中国化进程研究 第２卷（１８４０－１９１９）
精 5,148
………………………………刘建军总主编／袁先来著 北京大学
20/10 244
* 清末民初の思想啓蒙運動と文学革新の相互関係や、文学翻訳紹介の「需求—契機—機制」
の形成過程を解明。晚清文学の翻訳紹介の理論と実践の核心観念と代表人物を論述。晚清
文学翻訳紹介の戦略・効果と市場機制の影響などを分析・評価。1909-1919 年の翻訳紹介の
転換を考察。
10369013  百年来欧美文学中国化进程研究 第３卷（１９１９－１９４９）
精 5,148
…………………………………刘建军总主编／王钢著 北京大学
20/10 253
文学革命、
マルクス主義伝播、
左翼文学運動、
『在延安文芸座談会上的講話』
*「五四」啓蒙、
発表などの重大歴史事件を参照し、具体的な中国化の史実に注目して 1919 年から1949 年
の欧米文学中国化の基本特徴・発展法則や経験教訓を探究。
10369017  继承与革新 ：中韩近代文学对比研究……………胡倩著 浙江工商大 21/01 284
3,465
* 中韓両国近代文学間の同一点と相違点を探究し、両国近代文学間の関係を研究。詩・詞・
散文・小説・地方戯などから近代文学と時代背景の関係を詳述。韓国近代文学の発展を分
析し、発展に影響した要素を解釈。両国近代文学の交流と衝突を重点的に検討。
10369096  哈佛新编中国现代文学史 上下册＜人文＞
…………王德威（David Der）主编／王珂，王晨等译 T 麦田
21/02 1100
10,560
* 欧米、アジア、中国大陸、香港、台湾の学者、作家 155人による執筆、近 400 年の中国の歴史、
文化、文学の議題及び現象を探る。上冊は1635 年〈現代中國「文學」的多重緣起〉から
1949 年沈從文
〈從精神病院到博物館〉
、
下冊は1949 年
〈時間開始了：
大躍進〉から2066 年
〈科
幻中國〉まで。原題『A new literary history of modern China』
。
（繁体字横組）
21/01 222
10369699  中国现代小说死亡叙事研究……………………王小环著 社科文献
5,929
* 中国現代小説中の死亡叙事を切り口として、現代作家の精神追求と小説の審美傾向、現
代作家の生命意識の覚醒と思想啓蒙の苦境を研究。現代小説の死亡書写の精神含義、死
亡叙事視角の転換と異なる話語特徴を発掘。現代小説の死亡叙事の審美風格と深層の文
化隠喩を集約。
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10369897  彤管文心－近代女性文学的赓续与新变………罗秀美著 Ｔ学生书局 21/01 750
7,040
* 詩詞之外的文本世界 ：近代女性作家の詩詞外の表現とその多様で豊かな成果に焦点を当てる。
／女子有行─旅行、宗教與自我追尋：
2 つの虚実空間での行動と自己探求。附：
各章の関連写真。
南
21/01 1480 精 16,236
10369239  萧红文集 全６册…………………………………萧红著 济
呼蘭河畔の田舎町の風土人情や様々
* 蕭紅（1911-1942）は中国近現代の女流作家。本書は、
な人の生と死、歓喜と悲哀を記す『呼蘭河伝』
、東北農民の苦難に満ちた生活を描写する『生
死場』
、馬伯楽を代表とする不誠実でいい加減な人を描く『馬伯楽』などの作品を収録。
（精编版）
（第２版）＜博雅大学堂·文学＞
10369022  中国现代文学史（１９１５－２０２０）
………………………………………………朱栋霖主编 北京大学
21/01 335
3,828
*2011 年出版の『中国現代文学史 1917-2010』を拡充・修訂。1915 年から2019 年の中国現代
文学の発展過程を叙述。各章は二次元コードを配し、関連内容についての銭理群・陳平原・
陳子善ら著名学者の講座に触れることができる。
21/01 249
10369016  刘师培文学思想及其文化语境…………………施秋香著 社科文献
5,929
* 劉師培（1884-1919）は清末民初の学者・革命家。本書は劉師培の文学思想を整理し、文
論の作成を促した文化言語環境を検討。＜国家社科基金后期资助项目＞
10369473  创始者说 ：网络文学网站创始人访谈录＜中国网络文学史料丛书＞
……………………………………邵燕君，肖英萱主编 北京大学
20/08 439
4,554
* 中国のネット文学サイトを立ち上げた２６名にインタビュー。ネット文学発展の要因、サイトの成
功の秘訣、クリエーターの性格はサイトに反映するか？、ネット文学の 20 年間の興亡史。
精 5,445
21/01 333
10369384  中国船，从南湖启航……………………………朱增泉著 中国言实
「中国的底色」
「
、中国船，
従南湖啓航」
「
、保衛南疆」
「
、享受和平」
、
* 軍隊詩人朱増泉の詩歌合集。
「中国在崛起」
、
「地球是一只泪眼」の 6 輯で構成。＜１９２１－２０２１百年百部红旗谱＞
江
21/01 312
10369385  中国年度散文诗（２０２０）………………王剑冰主编 漓
3,465
（司玉興）/ 哲学与牛（李漢栄）/ 葉落帰根（組章）
* 黄姚九拍（湯松波）/ 生命至上（組章）
（土牛）/ 在高高的雪山上［組章］
（孫万江）などの作品を収録。
21/01 1332 精 17,325
10369538  吉狄马加文集 全４册………………………吉狄马加著 安徽文艺
* 吉狄馬加(1961 ～ )は四川省生まれ、彝族の著名作家。 全国第三届新詩奨や全国少数
民族文学駿馬奨、荘重文文学奨等を受賞し、海外約 30 か国にも翻訳本が紹介される。本
文集は、詩歌集『彝人之歌』
『我，雪豹 ……』
、演講与評論巻『詞語的塩』
、対話巻『与群
山一去聆聴』の全 4 巻で構成される。
20/11 346
10366870 中国近代戏剧教育的发轫 ：伶工学社…张謇研究中心编 上海书店
3,696
* 伶工学社建社 100 周年記念学術研討会の論文集。実業家・教育者としての張謇に関する関
連文章 20 余篇を収録。内容は演劇家欧陽予倩と南通での伶工学社と更俗劇場の創建、中
国早期の新型演劇教育・演出環境と劇場管理体系の設立などに及ぶ。
20/10 419 精 11,979
10367218 熊佛西研究资料汇编上海戏剧学院中国话剧研究中心编 华东师大
・演劇活動家。中国現代劇事業の創始者の1人。本書は、
* 熊仏西は著名な演劇教育者・劇作家
熊仏西の演劇理論と創作、演劇教育、定県大衆演劇実験、生涯・地位と成果などの研究に
関する1936 年から2019 年の論文 33 篇を収録。
20/09 414
10367794  明代宫廷戏曲编年史………………………………郑莉著 中国戏剧
11,374
* 作家、作品、宮廷文化、礼楽制度、演出、観衆欣賞受容等要素を融合した宮廷戲曲史著
述方法により明代宮廷戲曲発展の独特の様相及び歴史的法則を紹介する。
10369232  中国近代文学论文集 戏剧及说唱文学卷（１９８０－２０１７）
………………………………………………左鹏军主编 苏州大学
20/10 371
5,280
* 国内の著名な近代文学研究者が 1980 年から2017 年に発表した、演劇及び説唱文学に関す
る論文を精選収録。40 年来の演劇及び説唱文学研究の主要成果と特徴を反映し、近代の
演劇及び説唱文学の研究の不足と活路を指摘。
20/06 276
10364648 服饰塑造：中国现代小说的时髦话语…………郭剑卿著 文化艺术
3,828
* 特化した服飾テキストの解読と解釈を進め、作品中に含まれる現代意義を発掘。作家の人
によって異なる性別想像や現代認同を提示。作家とその服飾テキストを20 世紀の歴史背景と
－ 20 －
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現代性語境に位置づけ、
男女両性服飾「流行」話語の豊富な形態と多元文化価値を集約整理。
20/08 308
10367094  中国科幻文学大系 晚清卷创作一集………贾立元点校 重庆大学
*「中国科幻文学大系・晚清巻」は晚清の SF 文学作品を全面的に収集・整理・研究し、晚清

精 5,445

時期の中国 SF 文学作品を系統的に収録。内容は中国作家の創作のほか、外国作品を翻訳・
再加工して晚清思想文化の重要構成部分になった編訳作品を含む。形式は小説・演劇・詩歌・
散文（小品）
・童話・映画脚本・翻訳・理論批評・史料索引などに及ぶ。本冊は独創部分の第 1 集。
10367095  中国科幻文学大系 晚清卷创作二集张春田，张治点校 重庆大学 20/08 255 精 5,445
10367096  中国科幻文学大系 晚清卷创作三集
精 5,148
……………………………………李广益，季剑青点校 重庆大学
20/08 239
20/08 130 精 4,488
10367097  中国科幻文学大系 晚清卷编译一集………袁一丹点校 重庆大学
20/08 231 精 5,148
10367098  中国科幻文学大系 晚清卷编译二集………张治等点校 重庆大学
20/05 5299
34,551
10368691  汪曾祺别集 全２０册…………………………汪曾祺著 浙江文艺
* 汪曾祺（1920—1997）は中国当代の作家・散文家・演劇家・京派作家の代表人物。本書は
汪曾祺の作品を精選。小説 8 巻・散文 11 巻・演劇 1 巻（
『撞墻集』
）
。各巻は作品の内在主
題に基づき編選。主題と関係する詩歌
・書簡
・
序跋などを正文の前に収録し、
汪曾祺の成長過程・
生活状態・精神様相と作品の風格や含義を全面的に理解するうえでの手助けとする。
10369020  家园叙事与文学救赎 ：１９３１－１９４５东北沦陷区小说研究＜语言、文化、传播丛书＞
…………………………………………………包学菊著 传媒大学
20/10 202
4,488
*1931 年から1945 年の東北現代小説を取り上げ、淪陥時期の東北地域文学に広範に存在す
る郷土・家族を題材資源・叙述動機・創作背景とする文学作品を整理。内在動因・表象特徴・
深層機制と文学史価値を分析。
20/12 178
10369021  绣像小说的异域书写研究………………………赵娟茹著 四川大学
3,696
*『繍像小説』の異域書写行為、異域書写の内容、異域書写が体現する観念変革、テキストにお
いて異域書写がもたらす審美効果を検討。＜中国俗文化研究大系俗文学与俗文献研究丛书＞
20/12 419
10369238  新故事与当代民间叙事研究：以故事会为中心…王姝著 浙江大学
3,696
『故事会』の期刊史を新故事の当代
* 新故事の代表的刊行物『故事会』の研究を通じて、
生産実践・テキスト類型とあわせて検討。新故事自体の複雑な状態がもたらす認識と評価上
の戸惑いを検討・解決。＜郁文丛刊＞
江
21/01 359
10369240  中国年度科幻小说（２０２０）……星河，王逢振选编 漓
3,696
10 余篇。
* 重慶提喩法（段子期）/ 山寨（韓松）/ 贏家聖地（陳楸帆）/ 分泌（彭思萌）など、
10369241  中国微型小说年选（２０２０）＜花城年选系列＞
…………………………中国小说学会主编／卢翎编选 花
城
21/01 266
3,751
* 滅毒（孫春平）/ 温柔的新月（方丹洪）/ 我是飛人（張煒）/ 挑衅与喝彩（安綱）など、
2020 年度に公開発表され影響のあった優秀なショートショートを精選収録。
江
21/01 357
10369387  中国年度短篇小说（２０２０）中国作协小说选刊选编 漓
3,696
20 篇を収録。
* 荒島上的作家（張煒）/ 睡覚（劉慶邦）/ 虞公山（徐則臣）/ 仙境（哲貴）など、
10369386  中国年度中篇小说（２０２０）上下册
…………………………………中国作协小说选刊选编 漓
江
21/01 861
5,445
* 全国各地で 2020 年度に発表された中篇小説から、王蒙・楊少衡・池莉・葛水平・蕭克凡・呉克敬・
裘山山・老藤ら作家 20 名の佳作 20 篇を精選収録。
20/05 252
10370013 瑕疵人型＜新人间丛书２９８＞………………林新惠著 Ｔ时文化
2,816
*2020 年台湾文学金典奨と蓓蕾奨のダブル受賞作。アンドロイドを題材とした SF 小説、シュ
ールな表現を通して人間と非人間、生命と非生命のコントラストを描く。
精 2,970
16/06 343
10367465 生于一九八四＜开智文库＞……………………郝景芳著 电子工业
春。工場でエンジニアとして働く沈智は、
半年後に第1子の誕生を控えていた。2006 年、
*1984 年、
春。大学卒業を目前に進路を見失っていた軽雲は、父・沈智の暮らすプラハに来ていた。
17/06 296
10368199  微微一笑很倾城……………………………………顾漫著 江苏文艺
2,299
* 邦題「シンデレラはオンライン中」でドラマ化。
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家
20/08 2175
10368218 甄嬛传 全６册…………………………………流潋紫著 作
* 清・雍正帝の時代、皇后と華妃が勢力を二分する後宮に、甄嬛が側室として宮廷入り。そこ

14,850

は皇帝の寵愛を巡り、
女の嫉妬と陰険な陰謀が渦巻いていた。邦題
「宮廷の諍い女」でドラマ化。
20/12 272
10368366 地动………………………………………………石舒清著 十月文艺
*100 年前に中国西北部で発生したマグニチュード 8.5 の海原大地震。被災者 900 万、犠牲

3,003

者 28 万。海原県出身の作者が震災前後の様々な階層の人々の受難とその後の運命を描く。
精 3,245
21/03 348
10369328  文城…………………………………………………余华著 十月文艺
* 清末民初、鄉溪镇で起きた林小福、紀小美たちが遭遇する運命を、民話風の文体に乗せて様々

な視点から描く。余華独特の繊細かつ壮大な表現、ブラックなユーモアとペーソスが冴える。
20/10 425
10367958  诗人鲁迅：鲁迅诗全考……………………………顾农著 人民文学
* 魯迅の旧体詩・散文詩・新詩・訳詩に加え、古人詩詞手書などの詩と関係する活動を網羅。
10369019  新时期以来小说仪式叙事研究 ：以茅盾文学奖作品为中心
……………………………………………………马硕著 武汉大学

20/08

275

3,465

4,488

* 儀式と小説叙事の関係を新たに理論探索。茅盾文学賞受賞作品を対象として、新時期以
来の小説の儀式叙事問題を研究。
21/01 267
10369632  老舍集………………………………老舍著／王欣欣编著 北岳文艺
* 老舍の各時期の思想感情や他人との交際の状況を再現する旧体詩から100 余りの旧体詩を

3,300

精選収録。各詩は点評・注釈・題解などを掲載する。＜民国诗风·中国现代作家旧体诗丛＞
民
20/12 157
10369703  老舍文化心态与其话剧世界………………………李刚著 人
* 老舍の文化心理状態の視角から、老舍の現代劇創作を観察。老舍のその他の体裁の文学

2,772

創作を交え、老舍の現代劇創作の題材選択・主題意義と構造配置などにおける内在動因を
発掘し、作家の創作活動に影響する社会・文化要素を検討。
21/04 282
10369939  张爱玲课＜印刻文学丛书６５３＞……………周芬伶著 Ｔ 印 刻
3,080
* 張愛玲の生涯とその作品について、１３回の講義に分けて記述する。
19/10 1418
10368907  魔道祖师（新装版）全４册……墨香铜臭著／千二百绘 Ｔ 平 心
11,616
* 墨香銅臭による超人気 BL 小説。人々から恐れられた悪名高き魏無羨は非業の死を遂げるが。
19/12 339
10370012 鬼地方＜镜小说２５＞…………………………陈思宏著 Ｔ镜文学
3,344
* 台湾の田舎に住む陳家の人々、濃密な共同体から生まれる厄介な人間関係に家族は翻弄さ
れるが―。2020 台灣文學金典獎の
「年度百萬大獎」
、
第 44 回金鼎獎の
「文學圖書獎」を受賞。
精 5,808
20/10 257
10366540 钱穆致徐复观信札…………………钱穆著／钱婉约整理 中华书局
* 湖北省博物館が所蔵する銭穆から徐復観への手紙 108 通を収録。大部分は初公開。1948
年から1957 年の10 年に集中して書かれたもので、話題は新亜書院早期の日常の作業、特に
新亜書院台湾分校の計画、
『民主評論』の経費調達と編集出版、学術問題の交流などに及ぶ。
21/04 359
10369940  老派少女购物路线………………………………洪爱珠著 Ｔ 远 流
3,168
* 台北文学賞の散文首獎を獲得した洪愛珠の最初の著作。台湾でのショッピングや食文化な
どを語るエッセイ。＜ Taiwan style６６＞
10368440 东方民间文学 上册………………陈岗龙，张文奕主编 北京大学 21/01 317
4,488
* 民間文学・民俗学・文学史理論を用いて、東方各国の民間文学の原典資料を整理。東方数
十か国の民間文学の原典資料、内容、形式とその発展の特徴について詳述し、東方民間文
学の全景を描写し、東方各国の民間文学の源流関係を提示。上冊は古代エジプト・インド・ア
ラビア・中央アジア・ベトナムなど。＜新丝路·文化＞
20/02 320
10368195  梦幻花( 夢幻花 )…………［日］东野圭吾著／王蕴洁译 北京联合
2,970
10368201 弃猫－当我谈起父亲时 ( 猫を棄てる 父親について語るとき）
精 2,970
……………［日］村上春树著／烨伊译／Alichia 绘 花
城
21/01
97
20/09 149
10368692  芥川龙之介文本中的中国情结研究……………于天祎著 山东大学
2,772
* 芥川龍之介の文学における中国幻像、芥川龍之介の文学における文化回帰の心理状態、中
国訪問と『中国遊記』
、芥川龍之介と中国の文人・革命家の出会い、芥川龍之介の文学創作
に対する中国訪問の影響などについて考察。
代
21/03 255
10368891  一本书读懂５０部日本文学经典………………陈铭磻著 现
3,696
－ 22 －
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「枕草子」
から東野圭吾
「ナミヤ雑貨店の奇跡」
まで、
日本文学必読名著 50 選を紹介。
* 清少納言
10369373  百年来欧美文学中国化进程研究 第６卷编年索引 １８４０－２０１５
………………………………………………袁先来主编 北京大学

20/10

372

* 欧米文学中国化の過程と関連する主要事件と発表及び出版成果を年表形式で提示。
［英］石黑一雄著 上海译文
21/04 392
10369509  克拉拉与太阳（クララとお日さま）

精 6,600
精 3,740

===============【 ◆思想・哲学・宗教 】===============
19/12 137
10365414 汉代神意史观研究＜通古察今系列丛书＞……汪高鑫著 河南人民
* 董仲舒の天人感応論、司馬遷人事と天命二重性天人観、劉向の災異論及び劉歆災異論と

精 3,696

の異趣、王充の天人感応に対する批判、班固史学思想の神意化傾向、何休の人事と災異の“二
類”説など漢代に流行した神意史観について論述。
10369429  董仲舒与儒学研究 第９辑…………………魏彦红主编 巴蜀书社 20/06 600
5,929
10369430  董仲舒与儒学研究 第１０辑………………魏彦红主编 巴蜀书社 20/06 617
5,929
*「2019 中国・衡水洞中与儒家思想過節学術研討会」の後半部分の論文集。董仲舒の政治
思想のほか、人性論・倫理思想・美学思想・法学思想や実用性などに関する国内外著名学者
の研究成果を収める。
10367356 左传篇章零形回指研究……………殷国光，华建光等著 商 务 印 20/11 287
3,696
*『春秋左氏伝』を取り上げ、上古漢語文章の零形回指の分布を量化描写し、分布法則・釈
義機制・選用機制・機能を指摘。
10367435 经学通论辨证 ：以皮锡瑞春秋改制思想为讨论起点
…………………………………………………黎汉基著 中央编译 20/10 450
9,020
『春秋』改制」
*『経学通論』は清末今文経学の代表皮錫瑞晚年の重要著作。本書は皮錫瑞「
思想を起点とし、素王立法・経史之分・微言大義・借事明義の 4 つの観点から出発して、皮
錫瑞の経学観点を整理し、その論述は依拠が十分かを点検する。
20/09 200
10368628 易经异文释………………［清］李富孙著／吴辛丑整理 中山大学
4,356
*『周易』の異文を最も豊富に収録する清代の易学名著。今回、王先謙編『皇清経解続編』
所収の南菁書院刻本に拠り整理校勘。
龄
21/01 252
10368629  易经异文释导读…………［清］李富孙著／吴辛丑导读 华
4,488
*『経典釈文』を基礎とし、例を引いて『説文解字』と群籍を証明。書名は『易経異文釈導
読』とされるが、
実際の内容は清代の著名経学者李富孫の『易経異文釈』と『李氏易解剰義』
の導読である。＜历代易学名著整理与研究丛书＞
20/10 394
10366729  中国儒学 第１５辑………………王中江，李存山主编 社会科学
8,415
沈顺福、
王正、
黄保罗等儒学领域 25 名学者的 23 篇文章，
主要涉及
《论语》
* 收录了包括刘丰、
《儒行》
《儒效》等经典文献的思想，阐述孔子、荀子、王阳明、牟宗三等儒家代表人物的思想，
研究天人之辨与儒家人类主体意识、儒学的信仰及其“类宗教性”
、儒家的道德情感与主体
超越、中国哲学“自我”觉醒的历程等，是一本关于中国儒学学术研究的高水平的理论结集。
精 8,954
20/11 588
10367696  关学思想史（增订本）…………………………刘学智著 西北大学
*「関学」概念を再定義。重要関学学者 20 余名の思想とその特徴を分析。各時期の関学学
者と異地学者の学術交流や相互関係に注目。各時期の関学発展の基本特徴と思想変化を提
示。原作は《関学文庫・学術研究系列》著作の一つ、2015 年初版。本書は原書をもとに一
部篇章に必要な増補修改を行った。新しい資料を増やすほか、増訂は第一章第二節の内容に
” に“ 孫
やや大幅な修改を行ない、
第七章に “ 段堅的学術思想 ” 一節、
第十章 “ 清代関学
（下）
迺：紹関学之墜緒，継清麓之真伝 ” 一節、第十章に “ 柏景偉的学術思想 ” 一節を増やした。
10368292  经学、理学与关学 ：论张载在中国思想文化史中的贡献＜纪念张裁诞辰一千周年＞
精 3,696
…………………………………………………张岂之著 西北大学
20/09 240
『宋明理学史』と『関
* 文章 26 篇を収録。中華文化の淵源と特色、張載とその理学思想、
学文庫』
、関学と儒学、儒学の現代価値の 5 部構成。
20/01 658
10368390  荀子思想传承与发展文集 上下册………张西民等主编 线装书局
14,685
* 近年開催された荀子思想学術研討会で発表された各種文章を収録。荀学源流、性心之辨、
善悪之思、礼義之論、礼法之治、礼楽之用、荀学通論、荀学創新、荀子紀念など 9 部で構成。
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20/10 480
10368391  春秋纬与汉代思想世界…………………………王小明著 巴蜀书社
『春秋』緯と天人
*『春秋』緯は残存する佚文の多い緯書。本書は『春秋』緯の基本内容、

5,148

感応理論、
『春秋』緯と漢代上古の歴史観念、
『春秋』緯と孔子の神化、
『春秋』緯と漢代
の自然科学知識の全 6 章。＜儒道释博士论文丛书＞
“横渠四为句”视域下的现代阐释＜纪念张裁诞辰一千周年＞
10368392  张载及其关学 ：
……………………………………………………魏冬著 西北大学
20/08 178
「為往聖継絶学」
「為万世開太平」など4 部に分け、思想・精神・気質・宗
*「為生民立命」
風などの面から張載精神を評価。その影響を概括、
張載精神の歴史的地位と時代価値を明示。
20/11 284
10368393  关学二十二讲…………………………刘学智，魏冬主编 西北大学
関学共同体の智慧、
張載の思想
・
* 関学の基本精神・特徴や北宋から清末の関学の変化を提示。
歴史的影響・当代価値などを解釈。明清以来の関学の特徴と方向性、関学の歴史文献構築
の核心観念と人文精神について詳述。＜纪念张裁诞辰一千周年＞
10368396  刘宗周与明清儒学 ：纪念刘宗周诞辰４４０周年学术研讨会论文集
………………………………………陈来，高海波主编 天津人民
20/10 605
* 劉宗周（1587-1645）は明末の儒学者。陽明学を重んじた。本書は論文 30 余篇を収録。内
容は中晚明の陽明学、劉宗周の思想、蕺山学派の思想、明清交代期の思想などに及ぶ。
10368756 正蒙会稿 新刊正蒙解＜横渠书院书系 张载文献整理与关学研究丛书＞
[ 明 ] 刘玑撰／邱忠堂点校／[ 明 ] 刘儓撰／邸利平点校 中华书局 21/02 430
*『正蒙会稿』は張載『正蒙』の注釈本。今回、明正徳十五年（1520）祝寿武雷張鄂初刻
本に拠る浙江大学図書館蔵明嘉靖十一年
（1532）重刊本を底本として点校。劉璣の佚詩・佚文
・
伝記などを附録。
『正蒙解』は『正蒙』の文意を説明する文献。今回、
『続修四庫全書』
（上
海古籍出版社 2002 年）影印の上海図書館蔵明嘉靖二十五年（1546）本を底本として点校。
20/11 370
10369270  新订关学编………………魏冬新订／［明］冯从吾原编 西北大学
前人の研究成果を踏まえて、
全面的に『関
* これまでの『関学編』文献の重要版本を基礎とし、
学編』文献を編集・点校し、
『関学編』中の重要な人物・名詞を解釈。
10367507 民国时期经学与经学家研究＜经学研究丛书＞林庆彰著 Ｔ万卷楼 20/10 384
* 研究論文 20 篇を収録。熊十力、銭穆、顧頡剛、陳延傑、鄭振鐸、辜鴻銘、徐天璋、陳鼎忠、
戴礼、張寿林、李源澄、羅倬漢ら民国時期の経学者 10 余名について言及する。
10369494  王安石尚书新义辑考汇评 - 补逸柬议 …………蔡根祥著 Ｔ万卷楼 20/10 774
21/04
777
10369933  左传分国集注＜Ｓｕｎｎｙ文库１１３＞…韩席筹编著 Ｔ 华 夏
* 清初馬驌易編年爲敍事，成左傳事緯，類分一百零八篇，世譽為左氏之功臣。晩清吳闓
生取馬氏所編，更為之整齊排比，著《左傳微》一書。近人韓席籌復取馬吳二氏所編篇目，
略爲變易，分繋周與十二諸侯，名曰《左傳分國集注》
，凡十二卷，百十有五篇。事跡淹貫，
統系分明，使讀者一覽而解，庶幾得國語之遺意。篇末附以論斷，篇中略加注釋，探集諸家，
或附己見。其於傳内國邑及征戰會盟之處，並為注出當今何地何名，利便讀者。
（繁体字縦組）
19/11 308
10359874  司马承祯与天台山＜台州文化研究丛书＞……徐永恩著 上海古籍
* 司馬承禎の世系と生涯事略、唐代三朝の帝王と多くの役人・詩人との交流関係を整理。司
馬承禎の天台山との精神的な結びつきを検討し、司馬承禎の道教思想、特に天台山派への
貢献・影響や歴史地位を論述。
10368927  道教与地方宗教 ：典范的重思国际研讨会论文集＜汉学研究中心 论著类第１６种＞
……………………………………柯若朴，高万桑等著 Ｔ汉学研究 20/12 328
* 探討道教與地方宗教，歷代以在中華大地上發展的交互關係，每錄 10 篇中英文學術論文，
篇前有主編撰寫之英文導論。
20/12 404
10369047  道教中国化研究………………………………丁常云主编 上海三联
* 当代道教の発展方向、道教中国化の豊富な含義、道教中国化の展望、道教中国化と文化
融合、道教中国化と現代の転換に関する文章を収録。＜当代道教研究 第２集＞
20/10 283
10369267  老子“德经”参证及德育镜鉴………于洪波，王康宁著 社会科学
「以道観万物」
「以道統徳」の「常道観」を視角として『
、老子』
「徳経」
* 老子の「以道観人」
を解読し、現在の学校教育と道徳教育に対する参照意義を理解する。
－ 24 －
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21/02 293
10369268  庄子内篇释义……………………………………杨国荣著 中华书局
『逍遥游』
『斉物論』
『養生主』
『人間世』
『徳充符』
*『荘子』は先秦道家の経典著作。本書は

2,695

『大宗師』
『応帝王』の内篇 7 篇を釈読。哲学意義の解明や解釈に重点を置く。
20/12 380
10368932  增订武经註解 ：六韬…………………夏振翼，汤钢纂辑 Ｔ奉元
。
０３＞
* 兵法書、武経七書の一つ『六韜』に注解を付す（繁体字縦組）＜奉元夏学丛书
10343219  徐复观教授看世界－时论文摘四之一卷 自叙读书和研究的方法与态度知识份子教育
………………………………………徐武军，徐元纯辑 Ｔ学生书局 18/04

143

3,520

1,760

『時論』は1949 年から1982 年に
* 徐復観(1903-1982)は台湾の思想家で、新儒家の一人。
かけて執筆し、本書はその中から 600 余則を選出し、テーマ別に編集した。全 4 巻。本巻
は自叙、読書と研究の態度と方法、知識分子、教育の 4 章。
10343220 徐复观教授看世界－时论文摘四之二卷 文化艺术文学 Ｔ学生书局 18/04 289
2,992
* 本巻は文化、芸術、文学の 3 章。
10343222 徐复观教授看世界－时论文摘四之四卷 民族主义与民主政治国际政治台湾中国大陆海峡两岸
………………………………………徐武军，徐元纯辑 Ｔ学生书局 18/04 271
2,816
* 本巻は民族主義と民主政治、国際政治、台湾、中国大陸、海峡両岸の 5 章。
龄
20/10 993
10367966  康节先生文集１ 上下……［宋］邵雍著／闵兆才编校 华
7,744
龄
20/10 334
3,828
10367967  康节先生文集２……………［宋］邵雍著／闵兆才编校 华
「北宋五子」の1 人で、宋儒理学の代表的人物。
* 康節先生は北宋の理学者・哲学家邵雍。
その哲学は『列子』
『荘子』の影響を受け、道家易と漢代易学思想の成分を吸収して易学に対
する独自の理解を形成し、後世の関連思想の発展に重要な作用をもたらした。文学とくに詩歌
にも功績を残し、宋代文学史に一定の地位を占める。今回、邵雍の経典著作を収録、点校整理。
卷
20/07 126
10368397  清代后期程朱理学的派分与式微………………刘大胜著 万
2,772
* 唐鑑・倭仁・曾国藩らを取り上げ、晚清の程朱理学を研究。清代後期の伝統意識形態最後
の苦闘を起伏と関連づけ、人物・事件について解読・批評。
20/10 383 精 9,075
10368630 明代心学易研究………………………张韶宇，张沛等著 巴蜀书社
* 明代の心学を易学発展史の沿革全体に位置づけ、その他の易学流派と比較研究。特に明
代心学易本体の発展法則と個別の事例の特質について分析探究。
21/01 314
10368682 宋代传奇与儒释道思想…………………………严孟春著 广西师大
3,696
* 宋代伝奇の題材内容、主題表現、プロットの構造、人物の塑造、重要な印象などの方面
から入り、宋代の伝奇と儒家思想、宋代伝奇と仏教思想、宋代伝奇と道教思想の関係につい
て検討。
精 4,488
21/02 461
10368771 宋代四书学与理学（修订本）………朱汉民，肖永明著 中华书局
*『四書』学の淵源や両宋時期の変化と発展を研究・論述し、宋代『四書』学と理学思潮発展の
内在関係を検討。濂学・関学・洛学・荊公新学・蜀学・湖湘学・象山学の『四書』学の解釈と理
学構築方面における学術特色と思想創作を詳述。特に朱熹の理学思想と『四書』学の相互関係
を検討。
精 8,954
10369431  新刊阳明先生文录续编…［明］王阳明著／张新民审定 孔学堂书局 20/06 490
* 明代貴州刻本『新刊陽明先生文録続編』は詩文 300 多篇（詩歌 300 余首・文章 70 余篇）
を収録。詩歌創作は五言・七言絶句、五言・七言律詩、五言・七言古詩など、文章は文類・
書類・雑著・祭文・墓誌などの異なる体裁と題材の作品を含む。
『王文成公全書』未収録の
佚詩・佚文を掲載。
（影印本）
10367562 朱熹教育思想研究＜教育薪火书系＞姜春颖，赵亮编著 山西人民 20/08 228
4,356
* 朱熹成功の歴史、著名な徳育体系、傑出した徳育思想、緻密な徳育原則、良好な徳育目的、
有効な朱子読書法の全 6 章。
10368290  东亚朱子学新探 ：中日韩朱子学的传承与创新 上下册＜复旦哲学·中国哲学丛书＞
…………………………………………………吴震主编 商 务 印
20/11 1002 精 14,300
* 当代の朱子学研究最前線の成果を反映。東アジアの儒学と中国の朱子学、日本の朱子学
の伝承と革新、韓国朱子学の伝承と革新、比較研究と回顧総述の 4 篇で構成。最近 10 年
の日本の朱子学研究論著目録、最近 10 年の韓国の朱子学研究論著目録を附録。
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20/04 366
10368394  全球化时代与朱子学研究……………………张品端主编 厦门大学
*2018 年 9 月開催「全球化時代朱子学的新価値国際学術研討会」の論文を収録。朱熹の

定価(円)

5,445

太極を中心とした理気・性情・道器・体用を一体に集める哲学体系、朱子学の東アジア・日本・
韓国における新解釈などについて詳述。＜宋明理学研究丛书＞
10368466 河南程氏遗书 河南程氏外书 上下册＜子海精华编＞
精 9,075
……………………［宋］程颢，程颐撰／陈京伟笺证 山东人民
20/10 948
（繁体字横組）
* 共に清康熙年間呂留良寶誥堂刻本（康熙呂本）を底本として整理。
20/05 311
10369044  二程后学研究＜观念会通与理论创新丛书＞…李敬峰著 社会科学
7,139
* 二程後学が関心を持ち検討する学術問題を手がかりに、二程後学思想の発展変化と展開を
考察、二程後学思想発展変化の内在論理・全体様相、主要問題、義理含義、変化脈絡を指摘。
20/10 168
10367853 肇论新疏……………………［元］文才著／夏德美点校 社会科学
3,696
*《肇論》は中国佛教思想上影響が大きく、宗派を越えてこれを注釈疏解する者は多い。現
代華厳僧文才は前代注釈者の成果を参考に、
“会意”
“通宗”の方法を用い華厳宗、禅宗乃
至儒家、道家思想を《肇論》詮釈中に融合して三巻本《肇論新疏》を著した。本書点校は
台湾版
《大藏新纂卍續藏經》を底本に
《大正新修大藏經》を参校本とした。ほか張春波の
《肇
論校釋》も参考にした。
（繁体字縦組）＜中外哲学典籍大全・中国哲学典籍卷＞
20/11 306
10367998  十六国北朝时期的佛教与社会…………………黄崑威著 社科文献
5,929
* 出土文物の研究成果を利用し、4 ～ 6 世紀の十六国北朝時期に 200 年余りに及ぶ北方地
区の少数民族政権主導の統治期間に勃発した「胡漢」民族衝突・文化衝突や政権対立など
の重大社会矛盾を分析。民族・文化の大融合や「大一統」の実現の中で、
「中国化」した仏
教が「文化仲介」と「文明紐帯」の働きをしたとする。
20/12 375
10368047 禅宗语言话语体系研究＜俗语言研究丛书＞…李艳琴著 巴蜀书社
5,929
『祖堂集』
『景徳伝灯録』
『天聖広灯録』
『建中靖国続灯録』
『聯灯会要』
『嘉
*『宝林伝』
泰普灯録』
『五灯会元』の禅籍勘辨の正誤に対して、禅籍俗語の一般的な意味と禅宗語用
背景下の禅籍の意味を発掘。禅門師徒授受の決まり文句のパターンを研究し、禅宗言語の
話語体系を構築。
19/12 366
10368048 佛教汉语研究的新进展……………朱冠明，龙国富主编 社会科学
6,534
*2016 年 10 月実施の「第十届漢文仏典語言学国際学術研討会」の論文から20 余篇を収録。
内容は語音・語彙・語法・
文献研究などに及ぶ。
「仏教漢語研究論著目録（2007-2017）
」を附録。
20/09 257
10368638 宋元佛教文化在河湟之传播和影响……………张虽旺著 陕西师大
4,950
* 蔵漢文史料を発掘し、宋元時期の河湟地区の仏教帰属に新たな観点を提出。河湟地区の
仏教発展は依然として漢伝仏教の禅宗が中心と理解する。
10368639  太虚大师新出文献资料辑录 民国报刊编
…………………………王颂主编／刘泳斯，纪赟等编 宗教文化
19/11 470 精 14,850
* 太虚大師は近代の著名な高僧。民国時代の宗教界・文化界・思想界に加え、政治・外交の
領域でも活躍した。本書は『申報』所見の太虚文献資料と『南洋商報』所見の太虚文献資
料の 2 部に分かれ、民国時期の太虚大師について記録した中外報刊資料を整理し、重要な
価値と意義を有する内容を研究分析。
10368758 续一切经音义校注＜音义文献丛刊＞
精 9,559
…………………………［辽］释希麟撰／黄仁瑄校注 中华书局
21/02 467
* 希麟『続一切経音義』は慧琳『一切経音義』の続作。統和五年（987）前後に成書。今回、
高麗蔵本を底本とし、日本獅谷白蓮社蔵版で校勘。字（詞）目索引、引書（人）索引を附す。
10368951  台湾民间信仰的佛教因缘 ：三坪与惭愧祖师研究＜丰饶民俗＞
…………………………………………………张志相著 Ｔ丰饶文化 20/05 283
3,344
20/12 408
10369435  白传密教研究＜密教研究第５集＞…………吕建福主编 社会科学
9,559
* 第三届中国密教国際学術研討会の論文 23 篇を収録。総論、儀軌と経咒、図像と高僧、
碑銘と歴史、社会と文化を専題とし、白族密教の性質とその地位を重点的に検討。
10368929  社会变迁与实践调适 ：现代化进程中的中国城市穆斯林＜宗教研究丛书１２＞
……………………………………………………馬強著 Ｔ 兰 台
21/01 235
7,040
－ 26 －
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20/07 274
10368634 明末清初中西宗教对话与交流……………………杜伟著 宗教文化
* マテオリッチの来華から清嘉慶時期のキリスト教に対する禁教政策の実施までの期間、仏

5,445

教との弁論や「儒教」との関係の変化の中でキリスト教は調整適応し、中国での伝播や宣教
師の運命に重要な影響をもたらした。明末清初のキリスト教の中国での布教の状況を考察。
===============【 ◆古代史・歴史地理 】===============
10368467 读书丛录 宋景文公笔记＜子海精华编＞
…………［清］洪颐煊，
［宋］宋祁撰／张海峰点校 山东人民

19/10

643

精 6,413

*『読書叢録』は『続修四庫全書』影印国家図書館蔵道光二年富文斎刻本を底本とし、光
緒十三年呉氏酔六堂本を校本として点校整理。
『宋景文公筆記』は国家図書館出版社『中
華再造善本』影印南宋咸淳間『百川学海』本を底本として点校整理。
（繁体字横組）
10365391  求真与致用之间 ：以严复、顾颉刚、傅斯年、钱穆等的论述为例＜通古察今系列丛书＞
精 3,696
……………………………………………………李帆著 河南人民
19/12 127
《劉向歆父子年譜》から見た銭穆
* 表題のほか、厳復の前期著訳を中心にした中西学術論、
の史学理念を収録。
19/12 204 精 3,696
10365393  新出土文献与近现代上古史研究…………………李锐著 河南人民
* 新出文献に拠る顧頡剛“層累説”の再評等、新出文献を利用し、近現代上古史研究の代
表人物とその代表学説について論述。＜通古察今系列丛书＞
20/08 565
10369277  中国家庭教育发展史…………………赵忠心，周雪敏著 江西高校
5,445
* 先秦・春秋戦国・秦漢時期・魏晋南北時期・隋唐時期・宋元時期・明清時期・近現代時期
の家庭教育を通じて、中国家庭教育の発展法則、家庭教育の方式・作用・目的・内容を総括。
精 9,559
凰
20/08 381
10367802 古今义烈传 史阙……………［明］张岱撰／石梅点校 凤
*《古今義烈傳》は商末初の伯夷、叔齊から明末周順昌、顔佩韋まで、張岱が古今歴史書
及び稗官筆記中から忠貞の士 400 余人を捜集、記載。
《史闕》は三皇五帝から金、元に至る
正史事を叙述、
正史の不足を補う。
《古今義烈傳》は國家圖書館出版社 2013 年影印出版の
《原
國立北平圖書館甲庫善本叢書》零種を底本に編纂、点校を施す。
《史闕》は安徽省圖書館
藏清道光 4 年徐鴻本刻本を底本に点校を施す（繁体字縦組）＜张岱全集＞
。
精 5,148
21/01 277
10369243  不变与万变 ：葛剑雄说国史……………………葛剑雄著 岳麓书社
* 第 1 編は境域・都市・建設から出発し、生活する土地の由来・変遷・連接・分離の過程を示し、
古代中国の骨格を構築。第 2 編は移民・人口・人物・外交に注目し、中国の人の生活光景を描写。
第 3 編は天下と帝王に言及し、
「得天下」と「治天下」の道及び皇帝の「私事」を解析。
20/11 1107 精 17,325
10367978  战国策校注系年补正 上下册…郭人民著／孙顺霖补正 中州古籍
* 戦国時期の縦横家の政治主張と策略を記述する。本書は黄丕烈槧姚氏本を底本とし、前
人の校注成果を網羅して異同を校勘、真偽を弁別し、注釈を加え、編年を行う（繁体字縦組）
。
19/12 146 精 3,696
10364929  传统与变革之间 ：商周亲属称谓的演进………黄国辉著 河南人民
* 甲骨、金文を研究材料の中心に商周時期常見の祖、父、母、子等親属呼称を研究。商代
親族呼称の変遷及びその比較、商代親称区別字問題について論述。＜通古察今系列丛书＞
精 3,828
19/12 249
10364942  商周历象与年代＜通古察今系列丛书＞………武家璧著 河南人民
“観籍”卜辞と武丁元年、
“秦丘”卜辞の天象と年代、
* 卜辞“観籍”から見た殷暦の建正問題、
殷墟花東“至南”卜辞の天象と年代、周公廟“肜祭”卜辞及びその天象と年代、
《保卣》
“大
祀”の天象と年代、
《天亡簋》祀天“大登”と天象年代、葛陵楚簡の暦朔断年と紀年事件
など商周出土材料暦法問題について研究した学術論文 9 篇を収録。
20/09 294
10367852 国语文献研究＜国家社科基金后期资助项目＞张居三著 社会科学
5,995
* 古代から現在に至る学界の《國語》研究成果を基礎に、文献学の観点から試みた《國語》
の系統的研究に立脚し、
《國語》の性質、韋昭注の特徴と影響及び《國語》の史学価値と史
学史価値について重点的に論述する。
（繁体字横組）
20/01 185
10364892  汉魏六朝东宫官制变迁研究……………………刘雅君著 湖北人民
3,696
* 漢魏六朝時期の東宮官職の設置・員額・品秩・職掌・地位・所属・転遷・選任などを実証研究。
東宮職官を分類し、東宮各体系の職官間の統属・分工関係を考察。東宮官員の各職官間の
流転状況を分析し、東宮職官の運行方式と運行体系を検討。＜国家社科基金资助项目＞
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19/12 258
10365448 西汉贵族的甲第与食邑＜通古察今系列丛书＞王培华著 河南人民
（高級住宅）
及び食邑
（領地）
、
漢唐長安の食物供給に関する論文4 篇を収録。
* 西漢貴族の甲第

巻末附録に「西漢長安的甲第」
、
「漢唐長安的糧食供応与関中天地人関係的消長」を付す。
19/12 179
10365443 汉代的历史变易思想＜通古察今系列丛书＞…汪高鑫著 河南人民
“三統”説と董仲舒の歴史変易思想、司馬
* 陸賈の歴史変易思想、賈誼の歴史盛衰の理、

精 3,696

遷歴史変易思想の理論淵源、劉歆の新五德終始歴史学説、王充の歴史発展観、何休の公
羊学“三世”説に対する理論構成など、漢代の豊富な歴史変易思想について論述。
20/10 226
10368099  汉代西域行政制度与屯戍体制研究………………李楠著 社会科学
5,445
* 漢簡資料を利用し、伝世文献とその他の出土資料を交え、漢代西域辺政の設置と運行、
都護制度の歴史沿革、西域地方政権の内部体制、文化ソフトパワーの西域統治における応用、
西域屯戍と辺防建設などについて探索。
20/12 432
10368142 中古社会经济生活史稿＜大学丛书＞…………官德祥著 Ｔ万卷楼
5,456
* 両漢時期蝗災、隋文帝時期の主要自然災害及び飢饉救済措置、隋文帝開皇十四年旱災、
漢晋西南地区竹木、漢晋時期西南地区漁業活動、東漢永昌郡の設立と西南地区の商業発展、
漢代西南地区内外商貿関係、東漢巴郡物産、漢代紡織業、漢代動物皮製品、秦漢時期動
物皮製軍用品など、
両漢から隋に至る社会経済生活等に関する論文17篇を収録。
（繁体字横組）
20/07 467 精 9,801
10368414 中国古代史学批评的初步发展 ：魏晋南北朝时期王姝著 湖南人民
* 先秦から清代中期の中国史学批評作系統を考察・判定。中国史学批評の発生・発展・変化
の過程とその法則性を検討し、史学批評家・史学批評著作の成果とその重要な地位を解析。
本書は魏晋南北朝時期を扱う。＜中国古代史学批评史＞
10368436 都城圈与都城圈社会研究文集 ：以六朝建康为中心＜南京大学六朝研究书系＞
…………………………………………………张学锋编 南京大学
21/01 415
5,929
* 六朝建康を中心に考古、地理、史料分析など、異なる角度から六朝時期健康城を中心に形
成された都城圏、六朝南方都城の変遷について探究、これを基に当時の社会政治、経済な
ど多方面の変化と発展を探る。本論文集は日本の学者 8 篇、中国学者 8 篇、計 16 篇を収録。
日中異なる視点から六朝時期健康を中心とした南朝の都城圏及びその形成過程を探るほか、
中古時期の都城制変化について探究、中古時期の南北交流などを理解するのに参考となる。
20/12 190
10368496  北魏前期叛乱研究＜史学研究丛书＞……………董刚著 T 万卷楼
2,640
* よく知られていない洛陽時代以前の北魏叛乱史について詳しく論述する。巻末に「道武帝時
期（西元 386-409 年）叛亂表」
「
、明元帝時期（西元 409-423 年）叛亂表」等附表 6 件を付す。
20/11 251
10368652 北凉史料辑录…………………………………杨荣春编纂 甘肃文化
3,696
* 伝世文献中の北涼の人物・事件・地理・文学・芸術・仏教などに関する資料を収録し、出処・
巻号・ページ番号を明記。正史類・編年類・載記類・地理類・仏教類など 6 部に分類整理。
20/12 377
10368811 齐高帝萧道成年谱＜海雅文丛＞…………………蔡平著 暨南大学
5,445
* 南斉初代皇帝蕭道成の生涯の事績や経歴を年譜形式で記載。対応時期の重要な歴史事件・
文化現象・文士交遊・文学創作を紹介。
20/09 266
10368812 文成帝拓跋濬＜北魏历史文化名人传记丛书＞…喻洋著 北岳文艺
2,310
* 拓跋濬（440-465）は北魏第 5 代の皇帝。在位期間に雲崗石窟を開鑿。のちの太和改制
に基礎を定め、北魏の制度転換の重要人物となった。
21/01 398
10369244  魏晋文化编年………………………………马保记等主编 郑州大学
5,445
* 扱う事件は政治・軍事・経済・文化・社会・文学・特殊自然現象・人物生卒などに及び、国は
三国時期の曹魏を中心として孫呉・蜀漢を加え、東晋時期は北方少数民族の重要事件を補う。
20/08 162
10368363 大唐气象 ：制度、家庭与社会＜人文书系＞…张国刚著 复旦大学
2,926
*40 年にわたる唐王朝研究の論文 5 篇。兵制、藩鎮類型、家庭形態、農村生計、士族文化
の５つの視点から、データ解析を交え、唐王朝が繁栄した鍵である大唐気象について記述する。
20/10 643
10368416 新旧唐书互证校证 上下册［清］赵绍祖著／王东校证 巴蜀书社
7,744
『旧唐書』に言及があれば、
* 趙紹祖『新旧唐書互証』は『新唐書』の内容を条目内容とし、
『旧唐書』の内容に入れて両唐書を分析・考証する。今回、清嘉慶古墨斎刻本を底本、光緒
－ 28 －
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十七年広雅書局本を校本とし、
両唐書などを交えて校勘。
『通典』
『唐会要』
『冊府元亀』
『太
平御覧』などの唐宋史料や墓誌などを用いて、改めて趙氏の考証を調査し、論拠を補充し誤
りを訂正する。
（繁体字縦組）
10366231 唐代司法政务运行机制及演变研究＜中国人民大学唐宋史研究丛书＞
……………………………………………………张雨著 上海古籍
20/09 240
5,445
『天聖令』などの文献を利用し、唐代の司法政務運行のメカニ
* 伝世典籍・敦煌吐魯番文書・
ズムとその変化を研究。中国古代国家の政務運行のメカニズムの転換について検討。
10368078 泡影集：新见唐代道士碑志疑义举例…………白照杰著 上海社科院 21/01 246
4,488
* 民国時期偽造の陶弘景墓誌を分析し、来歴が明らかではない新発見の唐代の道士墓誌を
挙げて内容を検討し、現在の学術認識との間の差異を指摘。
精 3,542
20/10 256
10368463 唐国史补校注………………［唐］李肇撰／王福元校注 山东人民
『津逮秘書』本、
『学津討原』本、
* 明汲古閣影宋鈔本李肇著『唐国史補』三巻本を底本とし、
影印文淵閣『四庫全書』本『唐国史補』を校本として整理。
（繁体字横組）＜子海精华编＞
10368754 贞观政要集校（修订本）上下册＜中国史学基本典籍丛刊＞
……………………………［唐］吴兢撰／谢保成集校 中华书局
21/02 709
5,445
*『貞観政要』は唐貞観年間（627—649）における太宗君臣の治国方略に関する政論を記録。
本書は中国国家図書館蔵明初勤有堂本を底本とし、日本現存鈔本の建治本、海内外通行本
の明成化年間戈直集論本を中心に通校を進める。人名索引を附す。2003 年初版。
10368837 朝鲜燕行使与朝鲜通信使
………………………［日］夫马进著／伍跃，凌鹏译 商 务 印
20/11 654 精 11,979
「燕行
*14-19 世紀の韓国（朝鮮）と中国、韓国（朝鮮）と日本の対外交流史について論述。
使」と「通信使」を対比し、日韓中士大夫の学術交流、洪大容の中国行きなどを切り口として、
明清時期の新しい東アジア国際関係の光景を朝貢 - 冊封体制論を超えて描き出す。
20/06 262
10369231  唐代赠官问题研究…………………苏全有主编／张琛著 河南人民
4,488
* 唐代の贈官制度、唐中宗以前とその後の父祖贈官の発展変化、玄宗朝とその前後各朝の
官僚自身贈官の発展変化の面から研究。＜河南师范大学历史文化学院史学文库＞
10369742  隋经籍志考证＜二十四史研究资料丛刊＞
…［清］章宗源撰／［清］王颂蔚批校／黄寿成点校 中华书局
21/03 448
3,696
*『隋書』経籍志史部の各小類に応じて分巻、各条目は変遷と存佚状況を考察研究。王頌蔚
批校崇文書局刻本を底本として整理。王氏の批校も経書や典故を引用している。
（繁体字縦組）
10369744  唐国史补校注＜唐宋史料笔记丛刊＞
……………………………［唐］李肇撰／聂清风校注 中华书局
21/04 356
3,465
10366227 流动的社区 ：宋元以来泉州湾的地域社会与海外拓展
……………………………………………………蒋楠著 厦门大学
20/06 260
4,488
* 泉州湾地区の海外発展の内在動力と歴史変遷を考察し、中国伝統国家と社会の関係や海
洋文明の伝承機制を論述。＜中国社会经济史新探索丛书＞
10366873 笔记语境下的宋代信仰风俗＜宋代笔记研究丛书＞
……………………………………………………范荧著 大
象
20/09 488
5,445
宋代の信仰風俗について叙述。内容は自然と自然物崇拝、
鬼魂信仰、
* 筆記の内容から出発して、
祖霊崇拝、仏教信仰、道教信仰、俗神信仰など、宋代で最も流行した信仰習俗の種類に及ぶ。
20/12 373
10367979  宋学研究 第２辑……………………………龚延明主编 中华书局
8,349
（7 篇）
、“ 制度與文化 ”（8 篇）
、“ 文獻與數據 ”（9 篇）に分け論文 24 篇を
*“人物與思想”
収録するほか、巻末附録 “ 浙江大學宋學研究中心近年重要學術動態 ” に「二十四年走出一
條學術新路 ――“ 歷代進士登科數據庫”上綫」など３点を付す（繁体字横組）
。
10369638  士绅阶层前传 ：两宋的游民与土豪、科举与理学
…………………………………………………吴铮强著 中西书局
21/03 237
4,092
*2008 年出版『科挙理学化 ― 均田制崩壊以来的君民整合』の修訂本。宋・明代の社会中
間階層の差異と関係を論じる。遊民政権と富民社会、科挙制度と君民分離、北宋 ― 学校
取士と君民整合、南宋以来 ― 科挙理学化と君民整合の全 4 章。
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21/01 1716

14,850

10369242  二十五史艺文经籍志考补萃编续刊 第１１卷全４册
……………………………………王承略，刘心明主编 清华大学

「宋史·藝文志」史部著録曁未収宋代著述考』を収録。宋史研究の工具書。附：
* 劉兆佑著『
本書所載各書存佚及『宋史』著録与否一覧表。
（繁体字横組）

10369693  边界流动与族群变迁 ：宋元以来武陵地区的土客关系＜武陵文库民族学研究系列＞
…………………………………………………曹大明著 社科文献

20/12

512

精 10,164

* 宋元以来武陵地区土客の構成、土客辺境の流動と族群の変遷、これと歩を合わせて展開
する地域社会の転換を全面的に検討。過去の全ての「土」は土家族先住民であるとの曖昧と
して誤った認識を訂正。
10367395  元代湖州路户籍文书—元公文纸印本《增修互注礼部韵略》纸背公文资料 全４册
…………………………………王晓欣，郑旭东等编著 中华书局
21/01 1319 精 118,800
*『増修互注礼部韻略』の紙背図版について録文・点校を進め、元代の湖州路戸籍 900 戸の
登録文書を整理。元代江南地区の戸籍登記全体の様相を示すもので、
元代と宋明の戸籍制度、
元代の税収・人口・手工業・農業と人口構造などの研究に貴重な資料を提供する。第１-２巻
で宋刻元印本を影印で収録し、第３- ４巻で点校整理した録文を付す。
精 5,929
20/10 339
10368100 西夏宫廷制度研究＜西夏学文库＞……………许伟伟著 甘肃文化
*『天盛律令』の西夏宮廷制度の内容を整理し、西夏出土の文書と伝統史籍文献を用い、西
夏の政治文化を交えて西夏宮廷制度を検討。西夏宮城の配置と建築文化、西夏宮廷の宿衛
制度、西夏内廷の運営制度、西夏朝廷の儀礼制度など 6 部で構成。
10368809  中国古代多民族史学发展与史学批评 ：辽夏金元时期＜中国古代史学批评史 第５卷＞
精 7,139
………………………………………吴凤霞，胡祥琴著 湖南人民
20/07 328
21/01 311
10369230  辽朝节镇体制研究………………………………陈俊达著 上海三联
4,488
* 遼朝の節鎮体制の淵源や発展過程、節鎮の類型・職能、節鎮使府の僚佐、節鎮体制の運
営などを考察し、遼朝国家体制運営における節鎮の地位を検討。
20/12 378 精 10,890
10369251  王冕史料集………………………………………周伟锋编 西泠印社
* 本書は元、明、清三朝の古籍 295 冊（元朝 31 冊、明朝 94 冊、清朝 170 冊）の中から元
代の著名詩人、画家、印人王冕に関する記載を輯録。輯録の古籍は正史、詩文集、筆記等
で、大部分が点校出版されたことがなく、編者が直接古籍中から摘録、巻末附録に《型世言》
等古典小説中の王冕に関する記載を収録する。
（繁体字縦組）
精 4,884
20/10
247
10369636  西夏职官制度研究＜西夏学文库第３辑＞…魏淑霞著 甘肃文化
* 伝世漢文文献・黒水城出土文献・考古資料中の西夏職官制度についての記述を通じて、西
夏の職官制度の原状を紹介。西夏の職官制度の歴史変遷を考察し、生態地理環境の変化、
政治生態環境、各民族間の経済文化交流、民族関係、本民族の歴史伝統や習俗などの要
素が西夏の職官制度にもたらした影響を検討。
10367333 在国家与社会之间 ：明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会（增订版）＜新史学文库＞
精 5,929
…………………………………………………刘志伟著 北京师大
21/01 345
* 中国王朝時期の戸籍賦役制度の地方社会での実施過程から着手し、明清時期の中国伝統
社会の変遷と国家転換に関する解釈方法を探索。2010 年初版（中国人民大学出版社）
。
20/06 154
10367630 滇事危言初集＜旧版书系＞……………………杨觐东编 云南人民
2,310
*『滇事危言』は明清代の官僚が皇帝に滇界務・辺務・主権・滇越鉄道修築などの要事を説
明した上奏文・文書を収録。宣統三年（1911）初版。
20/08 251
10367705 明代颁历制度研究………………………………汪小虎著 上海三联
3,465
* 当時の中外関係を維持し、明朝の宗主国地位を象徴する頒暦の独自の働きを解釈。当時
の地理的な隔たりや交通状況に基づき、明政府の朝鮮への頒暦の具体的形式や朝鮮政府の
暦書問題解決の具体的措置を説明。
21/01 1004 精 14,850
10369024  胡应麟年谱长编 上下册………………………王嘉川著 商 务 印
* 胡応麟（1551-1602）は明代の学者。本書は胡応麟本人の著述やその他の文献史料を交え、
年月日順に時代背景、関連事件、人物とその活動言論を掲載して考証、誤っている部分を訂正。
－ 30 －
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21/02 254
10368763 明代军政考选制度研究…………………………张祥明著 中华书局
* 明代の軍政考選制度発生の原因・起源・変化、駐京武官の軍政考選、鎮戍武官の軍政考

4,290

選を検討。内容は明太祖と後継者の武官部隊整頓の措置、都司衛所武官の軍政考選方法、
錦衣衛武官の軍政考選と軍政官員の銓選、京営武官の軍政考選、鎮戍武官の軍政考選制
度の発生・発展と実施過程などに及ぶ。＜国家社科基金后期资助项目＞
20/12 317
10368928  牛津藏明末闽商航海图研究＜历史地理丛书＞周运中著 Ｔ 兰 台
7,744
* 英国オックスフォード大学所蔵明朝末年閩南海商絵製大型東方航海図上の東方伝統航路
及び地名を考証する。巻末に
「全国地名表」
（海外地名対照表、
中国地名）
を付す
（繁体字横組）
。
精 6,534
学
20/12 328
10369371 明清科举制度与文治……………………………王日根著 科
* 科挙制度の格式の変化過程を整理し、明清科挙制度と文風養成・士林好尚・官場生態な
どの関係を重点的に分析。晚清科挙の苦境と変革経験を総括し、良好な選官制度は国家の
統治水準の上昇に利するとの観点を提出する。
10369405  明清两代滇籍谏官录
精 3,696
中共昆明市纪律检查委员会，昆明市文学艺术界联合会等编 云南人民
20/07 284
* 第 1 部は民国時期の張維翰鑑定・陳葆仁編『明清両代滇籍諫官録』を影印。第 2 部は『明
清両代滇籍諫官録』
（底本中に明清代の滇籍諫官 139 名の事績を収録）を校勘、注釈を附
して遺漏を補足。第 3 部は明清滇籍諫官人物の小伝を収録。
21/04 376
10369743  国初群雄事略…[ 清 ] 钱谦益撰／韩志远，张德信点校 中华书局
3,234
* 元末の韓林児、郭子興、徐寿輝、陳友諒、明玉珍、張士誠、方谷真、李思斉、拡廓帖木儿、
納哈出、
陳有定、
何真ら群雄の事績を記載。今回、
沈韻斎蔵14 巻抄本を底本とし、
清抄本と
『適
園叢書』本を参校本として整理。
（繁体字縦組）＜中国史学基本典籍丛刊＞
20/09 818
10368941  孙文成满文奏摺 上下册＜满文丛刊＞……莊吉发译注 Ｔ文史哲
9,856
* 康熙 45 年～ 60 年奏摺を収録。巻末附録に「康煕五十六年孫文成漢字摺子」及び「論孫
文成動撥庫銀賞賜石文奎事」を付す（繁体字横組）
。
律
20/12 312
10369077  清代取保候审研究………………………………张本照著 法
5,412
* 取保候審は保釈を指す。これは現代の概念ではなく、清代の州県司法の手続きにおける重
要なプロセスであった。本書は清代の取保候審を研究する。＜国家社科基金后期资助项目＞
宫
20/07 955
10369408  清代满文蒙古文匾额研究 上下册……………春花等著 故
11,858
* 清代の皇家建築匾額及び皇帝御賜匾額の満蒙文字を整理・研究し、匾額満蒙文字の発展
変化法則を検討。清代の多語合璧匾額の満蒙文訳名を収集、
清廷及び皇帝御賜匾額の制作・
設置の過程を考訂、清代名語合璧匾額の発展変化過程を叙述。＜故宫学视野丛书＞
21/02 502
10369505  满文原档：满文原档选读译注 太祖朝２…庄吉发译注 Ｔ文史哲
6,160
* 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＞
10369695  中琉历史关系档案－同治朝（４－６）全３冊
…………………………………中国第一历史档案馆编 国家图书馆 21/03 1444
23,760
* 中国第一歴史档案館は同治八年から同治十三年の中琉関係に関する档案186点を所蔵する。
これらの档案は
『清代中琉関係档案選編』
『清代中琉関係档案続編』
『清代中琉関係档案三編』
『清代中琉関係档案四編』
『清代中琉関係档案五編』
『清代中琉関係档案六編』にそれぞれ
収められている。今回、これらの档案を収集し、内容提要を作成する。
20/09 436
10368818 山海经在日本的传播和研究……………………张西艳著 线装书局
4,026
*『山海経』の日本での伝播を考証し、日本文化浸透の多元形態を考察・研究。日本での研
究を整理し、日中両国の文学と文化の深層関係を検討。＜东方文化集成 日本文化编＞
21/01 477
10368761 三辅黄图校证 弄瓦翁古籍笺证＜摹庐丛著＞…陈直著 中华书局
3,696
*『三輔黄図校証』は秦漢の長安・咸陽の歴史地理を研究するうえでの重要資料『三輔黄図』
を校勘。
『弄瓦翁古籍箋証』は塩鉄論解要、読斉民要術札記、読世説新語札記、顔氏家
訓注補正などで構成。
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20/09 179
10369441  北京农业史迹钩沉录………………张一帆，赵永志编著 中国农业
* 北京地区の地理形勝・生態資源、中国北方農業創始の根源、農業の革新と推進、出版物

定価(円)
精 5,280

中の北京農業遺跡、農業の発展進化の足跡、農業商業性（化）市場発展進化の足跡、北
京古今農作物の生産構造の変化、古代農業の貢ぎ物などを紹介。
10369855  丛衣集 ：历史空间与空间历史中的中国古代城市
…………………………………………………沈旸等著 同济大学
21/01 271
5,445
* 都市歴史研究と歴史都市設計に関する研究論文を300余幅の写真と図解とともに収録する。
都市歴史研究部分は政権交替、経済発展、文化繁栄、教育興盛、軍事防衛等を背景に代
表的都市の発展変遷を探る。
19/06 509 精 10,890
10361381 赤城后集＜台州文献丛书＞［明］谢铎著／徐三见点校 上海古籍
精 2,926
19/04
46
10361383 台州续考＜〃＞…………［清］郭肇昌撰／许尚樞点校 上海古籍
*『台州続考』は、歴史人物について紹介と撰者の批評を記述した列伝。本書は臨海市博物
館蔵本を底本として点校を施し、巻末に人物簡表を付す（繁体字縦組）
。
10367340 白鹿寻踪
天府文化研究院，彭州市地方志编纂委员会办公室等编 四川大学
20/02 319
5,929
* 彭州市白鹿鎮は成都平原西北部に位置し、天府成都の各種文化が深く影響する地方。本
書は成都地区の郷土文化の開発・伝承を切り口とし、天府文化の内容を紹介・補足。
20/12 748 精 23,166
10368060 秦汉交通史稿……………………………………王子今著 社科文献
* 秦漢の交通道路建設、津橋、車両制作、運輸動力の開発、内陸河川の航運、近海の航運
と海外交通、造船業、都市交通などの成果を総括。＜社科文献学术文库，文史哲研究系列＞
20/01 175
10365530 中国古代海洋发展简述………………胡细华，叶芳编著 冶金工业
4,554
* 先秦・秦漢・隋唐・宋朝・元朝・明清時期の海洋発展の進化過程に応じて、古代中国全体
と世界文明の発展の関係性を表現し、古代中国海洋文化の発展過程と含義の輪郭を提示。
10367667 草原丝绸之路第一站 ：武川与白道
…………政协武川县委员会等编／胡戟，张立侠主编 中国文史
21/01 262
4,488
* シルクロードにおける武川・白道の作用・位置づけについて論じる。
20/05 188 精 5,280
10368651 张家港史志图志…中共张家港市委党史地方志办公室编 广陵书社
* 江蘇省張家港市委党史地方志弁公室の1980 年の成立から2018 年までの地方志・年鑑な
どでの主要業績と成果を反映。内容は機構の変化、史志の宣伝教育などを含む。
20/12 565
10368801 中国古船录………………中国航海博物馆，王煜等编著 上海交大
11,979
*800 種類以上の中国歴代古船を辞典形式で収録。各種古船は出土年代・用途・使用流域・
文献記載を掲載。索引を附す。
20/04 293 精 5,445
10369247  长风破浪 ：郑和下西洋航海技术研究…………陈晓珊著 山东教育
* 古代世界の航海科技全体の発展背景を踏まえ、鄭和を中心とした西洋への大航海の船隊
が用いた航海技術の来源と使用方法を分析。＜中国传统技术的新认知＞
19/05 460
10368357 地图简史…………………………………………徐永清著 商 务 印
5,445
* 世界各地域が時代と共に発展を続け、交流を重ねて行く過程には、地図が果たした役割が
限りなく大きい。本書は古代から18 世紀に至る地図の発展の足跡を、国家、製図家、探検家、
測量士等の逸話を交えて紹介する歴史読み物。
精 3,696
19/12 202
10364941  上古天文学的起源＜通古察今系列丛书＞……武家璧著 河南人民
* 天文考古方法を利用し上古天文学の起原を探り、文明起源の天文背景及び考古天文学の
一般理論と方法を紹介する。
精 3,696
20/11 139
10369057  指南针史＜中国古代重大科技创新＞……………黄兴著 湖南科技
「中国古代重要科技発明創造」88 件が
* 中国科学院自然科学史研究所の調査研究を経て、
選出された。内容は科学発見と創造、技術発明、工程達成に分かれる。本書は羅針盤（地
磁偏角）の面から古代科技の発明と革新について叙述。
精 3,828
20/11 202
10369058  火药与火器＜中国古代重大科技创新＞…………郑诚著 湖南科技
* 本書は火薬と火器の面から古代科技の発明と革新について叙述。
精 3,696
20/11 144
10369059  制盐术＜中国古代重大科技创新＞………朱珠，施威著 湖南科技
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（頓鉆）
（井塩深鉆及び汲製技芸）の面から古代科技の発明と革新について叙述。
* 本書は製塩
21/01 248
10368104 便民图纂校注……［明］邝璠撰／石声汉，康成懿校注 中华书局
『便民図纂』
は明代の
「通書」
類型の農書。今回、
農業出版社 1982 年 3月第 3 次印本に基づき、
*

定価(円)

2,695

改めて底本と校本を照合して調整と修正を加えた。
20/10 389
10369588  王毓瑚农史讲义存稿……………………………王毓瑚著 中国农业
『中国農業史綱要』
、
『中国農
* 農業史学者・経済史学者である王毓瑚氏の講義原稿を収集。

5,148

業経済史大綱』
、
『中国近代農業経済史講義』で構成。＜中国农业大学经济管理学院文化传
承系列丛书＞
精 4,752
20/11 242
10369589  西夏农业研究……………………………潘洁，李玉峰著 甘肃文化
* 伝統典籍に基づき、黒水城出土文献を利用し、図像資料を交えて西夏時期の農業発展に
ついて考察。土地篇、水利篇、農具篇で構成。＜西夏学文库 第２辑＞
10364948  西北水利议 ：元明清江南籍官员学者的思想主张＜通古察今系列丛书＞
精 3,828
…………………………………………………王培华著 河南人民
19/12 311
* 作者 1996 年に著し始めた《元明清時期的 “ 西北水利議 ”》等論文 12 篇を収録。
10368053 水利，移民与社会 ：河套地区的历史人类学研究
＜中国社会治理智库丛书・百村社会治理调查系列＞杜静元著 社会科学
20/03 299
5,445
* 農牧地帯内蒙古河套地区の水利開発の基礎の上に形成される移民社会を考察。第 1 部は
関連の歴史文献を収集、地区の形成の歴史を遡及、河套地区の村落現状と村落社会特徴を
提示。第 2 部は河套水利組織の成長過程と運行機制を論述。水利開発と管理過程中の水
利組織の変遷、移民社会の特徴、農牧境界の推移、国家の水利管理などの問題を強調。
10369060  市场、资本与技术变迁 ：基于中国印刷史的研究（１６００－１９３７）
…………………………………………………曾雄佩著 经济管理
21/01 207
4,488
* 技術拡散は経済学や経済史の研究において重要な主題、技術の革新と拡散は経済の長期
成長を推進する重要な要素と考えられている。本書は中国印刷技術の変遷を例に技術拡散を
研究、資本の視点から印刷技術の変遷を考察。＜湖南师范大学 ･ 经济管理学科丛书＞
20/11 368
10369050  中国冷兵器图典……………………蒋丰维著／刘子葳绘 四川人民
8,349
* 短兵器・長兵器・奇型兵器・軟兵器・暗器・射程兵器・防護兵器などの各種兵器の写真や
精美な図版約 300 枚を収録。戦力分析・演進小史・宝物档案・故事档案・知識档案などのグ
ループを設け、各種兵器の形制変化・使用手法などを紹介。オールカラー。
精 5,720
10370016 中国甲胄史图鉴＜圣典系列０４９＞……………周渝著 Ｔ奇幻基地 21/04 331
* 先秦の竹や皮革製の原始甲冑の時代から、青銅製、鉄製の甲冑へと進化、機能やデザインも
時代と共に大きく発展してきた。本書は陶俑、壁画、絵画、石刻、出土甲冑などを手掛かりに、
各時代の甲冑の変遷を写真やカラーイラストで忠実に再現。歴史や芸術等詳しい解説をする。
10361923  从汉城到燕京 ：朝鲜使者眼中的东亚世界１５９２－１７８０
…………………………………………………吴政纬著 上海人民
20/05 252
3,696
* 壬辰戦争から清代中期までの朝鮮燕行使の故事を描写し、彼らの観察・考察を基に思想認
同を分析し、明清中朝関係の変化と特徴を考察。
星
20/05 1804 精 23,859
10368233 岩波日本史 全８卷…［日］吉田孝等著／刘小珊等译 新
* 原始以来の私たち日本人の歴史の要所要所をコンパクトに理解するために最適な、岩波ジュ
ニア新書シリーズ「日本の歴史」｡
===============【 ◆近現代史 】===============
民
20/11 218
10367228 滇越铁路史研究…………………………………王玉芝著 人
3,465

* 西洋列強が中国で展開した鉄道修築権と鉱山開鑿権の争奪、インド・東南アジアをつなぐ
交通を構築するための英仏による雲南の鉄道修築権の争奪について詳述。イギリスの滇緬鉄
道修築、フランスの中越鉄道修築、フランスの滇越鉄道滇段修築権の獲得について詳述。
21/04 231
10368051 边缘风景：汉学期刊研究视域中的教务杂志…薛维华著 社会科学
（1867-1941）の漢学知識伝播のネットワーク・過
* 中西文化交流で影響力を有した『教務雑誌』
程や特徴に注目、宣教師漢学の実況と伝統を調査。＜文明互鉴 ：中西文化交流史研究丛书＞
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10367992  近代汉口港与其腹地经济关系变迁（１８６２－１９３６）
…………………………………………………张珊珊著 齐鲁书社

20/06

281

5,148

* 本书以 1862-1936 年作为研究的时间断限，在港口 - 腹地研究框架中，探讨沿江口岸在中国
现代化空间进程中的独特作用，结合茶叶、桐油等详实的海关统计数据，分析汉口在对近代
中国中西部广大地区所产生的重大经济影响。＜港口 - 腹地与近代中国经济转型研究丛书＞
10368776 上海西岸 ：徐汇滨江图志
上海市徐汇区档案局（馆）
，上海西岸开发（集团）有限公司等主编 中华书局
21/01 348
「上
* 関連の史料文献・写真を収集・整理し細部の研究を重視する一方、全体の把握に努め、
海西岸
（徐匯浜江）
」の各時期の発展特徴を解読、
文化特色を強調し、
独自の価値を顕彰する。
20/12 1349
10369054  百年流泽：从土山湾到诸巷会 上下册…………姚鹏著 中西书局
*1842 年から1942 年に西方の人士（宣教師が中心）が中国で刊印出版した各種書籍を網羅。
出版物の出版時間・出版機構・関連人物などを手がかりに 60 章に分け、この時期に出版され
た出版物約 1000 種の版本・源流・主要内容・歴史的価値を整理。正文後に目録 22 点を附録。
10369248  中国 ：在华三十年的观察和回忆＜欧美汉学·史地风俗＞
………………………………［英］慕雅德著／丁光译 上海三联
21/01 219
* 著者はイギリスの宣教師アーサー・エヴァンス・ムール。中国の政治・都市・農村生活、官府
と私人住宅、哲学・文学・教育・宗教などに関する回顧と観察を第一人称で叙述する。
20/12 404
10369393  中国近代航运史１８９５－１９３７周群华，顾宇辉著 大连海事
（晚
*1895 年から1937年の中国船舶輸送発展の歴史を考察。内容は船舶輸送管理機構の変遷
清、南京臨時政府、北洋政府及び南京国民政府）
、船舶輸送の主権回復、船舶輸送管理
制度の供給、船舶輸送の資源配置、民族船舶輸送企業の資本構造・管理制度・経営方式・
付設産業（埠頭・倉庫）
・航路開拓。中外船舶輸送企業の競争・協力・勢力消長などに及ぶ。
10369938  台湾公宅１００年－最完整图说，从日治，美援至今的公共住宅演化史
…………………………………………………沈孟颖著 Ｔ創意市集 21/03 251
* 台湾の公営住宅 100 年の歩みを、写真や設計図、見取り図などを交えて紹介する。
10367747 曲折的抗争 ：近代上海商会的社会活动与生存策略
……………………………………………………朱英著 四川人民
20/12 454
* 上海商会の誕生から「再生」までの曲折抗争の過程を提示し、特殊な歴史背景における商
人集団の生存情景を再現する。
10367991  经济区的形成与绩效 ：长三角与珠三角的比较（１８４２－１９３７）
＜港口－腹地与近代中国经济转型研究丛书＞方书生著 齐鲁书社
20/06 341
10369078  清末法、刑、罪、权新术语语义范畴和语义关系研究＜东亚汉语史书系＞
…………………………………………………孟广洁著 厦门大学
20/01 322
* 東アジア蔵の漢語法律文献を来源として、清末に新たに誕生した法律用語を取り上げ、清
末の「法」
「刑」
「罪」
「権」新用語の語義変化の過程と用語群形成の過程を描写し、4 つの
新用語群の性質と特徴や相互の関係を解釈。
10367994  晚清时期香港转口贸易研究（１８６９－１９１１）＜〃＞
…………………………………………………毛立坤著 齐鲁书社
20/06 282
* 海関全国年度総報告と各年度貿易報告・十年報告を整理し，各時期の香港の各地区に向
けての中継貿易構造の変化を手がかりに実証研究を進め、東部沿海各地域・西南内陸地区と
香港の貿易往来の姿を復元。
21/01 497
10369074  晚清民国华侨文献整理与研究……………………王华著 广东人民
* 華僑文献のメディアの特徴・語種・歴史伝統などの要素を交え、華僑文献の分類基準と有
効な利用方法を分析。華僑文献出版機構、重要作者と著作、後世の論著、工具書、総括
的論文、その他の類型の報刊資料、期刊論文データベースなど論証。華僑文献の分布特徴
や文献目録工具書の編集出版、データベースと専門サイトの開発などの強化の意義を詳述。
10369472  立宪派与革命派的论战＜清末立宪运动史料丛刊＞
…………………………………胡绳武主编／王宪明编 山西人民
20/06 748
20/09 261
10368782 上海商界与民国灾荒救济研究…………………陶水木著 浙江大学
－ 34 －
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・
旱
・兵・
風
・蝗・
震
・疫各種災害の救済における、近代中国経済の中心上海の商界（工
* 民国時期の水
商業者、商会と工商同業公会、各種会社企業行号を含む）の働きと影響を研究・論述。
10367981  百年回看五四运动 ：北京大学纪念五四运动 100 周年人文学术论坛论文集 上下册
……………………………………………欧阳哲生主编 社科文献
20/12 1038
14,850
「百年回看五四運動」を主題とする五四運動 100 周年記念人文学術論壇が開
*2019 年 6 月、
催された。本書は「
、五四運動与中国現代社会政治」
「五四運動与中国現代思想、
文化」
「五四
運動与中国現代科学、
教育、
宗教」
「五四時期歴史人物与思想研究」
「国際視野中的五四運動」
「五四運動的歴史省思与詮釈」に分け、論文 50 余篇を収録。＜北京大学史学丛书＞
10368014 改造与拓展 ：南京城市空间形成过程研究（１９２７－１９３７）
＜港口-腹地与近代中国经济转型研究丛书＞徐智著 齐鲁书社
20/06 312
5,445
* 関連典籍・档案史料などを基礎に、1927 〜 1937 年南京都市空間の形成と発展の過程を論述。
20/10 173
10367270 双子双十二－孙铭九，黎天才与西安事变……刘耀光著 ＨＫ明文
2,893
* 孫銘九は張学良の随軍参謀、黎天才は張学良身辺にいた前共産党員の主要人物。1936 年
12 月12 日に起きた西安事変 ( 双子双十二 )前後の出来事を明らかにし、
行動を浮き彫りにする。
10367555 刀锋上的火焰 ：重庆时期《新华日报》抗战木刻版画辑录与研究
………………………………………………魏长健主编 南京大学
19/11 211
11,253
《新華日報》に掲載された抗戦木刻版画
*《新華日報》で発表された抗戦木刻版画を主に、
史料及び抗戦木刻版画研究文章を集め、一世代上の版画家が創作した時代の痕跡がある経
典版画作品を系統的に紹介する。文中、図版多数収載。
州
20/10 212
10368642 中国近代教会大学学生学业评价研究…………靳培培著 九
3,696
* 中国近代の教会大学学生の学業評価の変化過程を整理、段階発展特徴を探究し、全体の基
本特徴を総括。現在の中国の大学学生の学業評価制度改革に対する教会大学学生の学業評価
の啓示を検討。
10367517 制造反革命 - 柳幸福案与文革时期的基层法制生态
精 8,855
…………………………………………………王海光著 HK 中文大学 21/01 314
10368940 军政部部务会报纪录（１９４５－１９４６）陈佑慎著 Ｔ民国历史 20/12 296
3,520
* 抗日戦争収束の前後(1945 年 1 月～1946 年 5 月 )、国民政府の最高中央軍政機関である
軍政部における会議記録を収録する。＜民国史料４２＞
民
20/12 439
10367973  新中国初期的中国人民救济总会研究…………李小尉著 人
5,445
* 中国人民救済総会は新中国建設初期に成立した、過渡的な性格の救済機構。本書は中国
人民救済総会の国内・国際救済領域での業務の歴史を考察し、中国人民救済総会の具体的
な業務実施状況を分析。当時の政治・経済・社会環境を交え、中国の社会救済・福利制度
の創建・基準・制度・管理の複雑な様相を理解する。＜国家社科基金后期资助项目＞
19/09 341
10363803 冷战时期东南亚国家南海政策研究………………郭渊著 黑龙教育
4,290
* ベトナム・フィリピン・マレーシアなどの南シナ海周辺国による、国内法や政令の制定、軍備
の拡充などの方式を通じた侵略成果の強化・拡大の目論みを研究。＜中国边疆研究文库＞
10367359  中国当代民间史料集刊２２：天津某粮管干部工作笔记摘编（4）党务行政部分 1951-1965
…………………华东师范大学中国当代史研究中心编 东方中心
20/11 482
5,995
*1951-1965 年における天津市糧食局の党務行政方面に関する会議記録と工作筆記を収録。
内容は糧食局内部の経営業務・党政工作・機構変動・人事審査賞罰などを含む。
10369502  帝国之间民国之外 ：英属香港与新加坡华人的经济策略与中国想象１９１４－１９４１
………………………………………………郭慧英著译 Ｔ季风带
21/02 538
5,192
21/01 1914
10368019  翁同龢集（增订本）全４册……………………谢俊美编 中华书局
14,850
* 奏疏、函稿、詩詞聯対、文録、松禅自訂年譜など 7 部で構成。奏疏は主に北京国家第一
歴史档案館館蔵軍帰録副及び関連档案資料から100 余件を収録。函稿は1300 余件を収録。
詩文部分は詩約 700 首・詞 10 首・聯対 50 副・文録 141 篇を収録。今回、近年出版の各種文
献に基づき、改めて公私档案とその他の私人記載を収集し、原書の誤りを訂正し、文章 400
余篇を増補。2005 年初版。＜中国近代人物文集丛书＞
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20/12 386
10367769  杨宜治日记＜中国近现代日记丛刊＞………李文杰整理 上海人民
* 楊宜治が随総理衙門大臣・勘界大臣鄧承修と中越辺境の測定・交渉に赴いた経過を記載す

定価(円)
精 4,290

る『交軺随筆』と、
『懲斎日記』
『俄程日記』の 3 部で構成。今回、影印本を基に整理。
20/09 673
10368072 沈葆桢年谱＜闽人年谱丛书＞………肖志兵，孙芳编著 福建人民
* 沈葆楨は晚清中興の名臣で、中国近代洋務派の代表的存在。中国近代の海防・海軍・科

5,280

技などに大いに貢献した。本書は沈氏文集・奏議・信札から行為を調べ、諸家詩文・日記・筆記・
族譜・档案などを収集。生涯事績とその著述を整理・考察。
10368511 郭淑姿日记１(１９４４－１９５０)
精 4,400
………………………郭淑姿著／许雪姬，王丽蕉主编 Ｔ中央研究 20/12 271
* 郭淑姿 (1925-2004)は1950 年銃殺された葉盛吉の妻。本書は台南第二高女卒業後、銀行
に就職、1948 年葉盛吉と出会い、結婚して出産。葉盛吉が死亡した 1950 年までの日記。原
文の日本語に中国語訳を付し、注釈を施す。巻頭に主編者による導読 2 篇、写真等を付す。
10368512 郭淑姿日记２（１９５１－１９５３）
精 4,400
………………………郭淑姿著／许雪姬，王丽蕉主编 Ｔ中央研究 20/12 391
注釈を施す。
* 本書は葉盛吉没後の生活を綴る3年間の日記。原文の日本語に中国語訳を付し、
巻末に息子の葉光毅氏へのインタビュー記録 (2020 年 2 月 )を付す。
精 5,753
20/07 649
10369469  汪曾祺回忆录……………………………………汪曾祺著 人民文学
《受戒》
《晩
* 汪曾祺 (1920—1997)中国当代作家、散文家、戯劇家、京派作家の代表人物。
飯花集》等の作品がある。本書は、生平、交流、作品等についての回想をテーマ別に収録。
10369937  蒋介石日记的滥用 ：杨天石的抄袭，模仿与治学谬误
……………………………………………………李戡著 Ｔ暖暖书屋 21/03 339
3,520
* 蒋介石研究で著名な楊天石氏の著作に対し、各種史料や論文、同時代の日記、新聞記事
等を元に反証を挙げる。
20/12 406
10368503 日记与民国史事……吕芳上主编／王良卿，皮国立等著 Ｔ 政 大
4,400
*『蒋介石日記』に描かれる党務、抗戦状況、武漢会議、閻錫山、汪精衛、胡適、胡漢民、
戦後の政治史等の民国史における様々な事件や人物を、他の日記や史料との比較によってより
鮮明にする。13 名の研究者による論文 13 篇を収録。＜政大人文系列丛书＞
10368497  成为台湾人 ：殖民城市基隆下的民族形成（１８８０s-１９５０s）
＜台湾研究丛书２７＞戴维理（EvanDawley）著／堯嘉宁译 T 台大中心 21/01 403
5,104
* 清朝から日本統治を経て今日に至る台湾での民族意識の形成を、基隆にスポットを当て、社
会団体、宗教文化、福利社会など、多方面から考察する。
10368457 日本对中国的认知演变 ：从甲午战争到九一八事变
…………………………………………………王美平著 社科文献
21/01 473 精 10,164
* 日清戦争から満州事変までの日本の政界・軍界・知識界・民衆の対華認識を整理。日本各
界の日清戦争、戊戌の変法、列強の中国瓜分、義和団運動、清末新政、辛亥革命、五四運動、
国民革命などに対する認識と対策を考察し、日本の満州事変発動への影響を探究。日本の
対華観と侵華政策との相互関係を解釈、近代日本の対華観の流派・特徴・法則などを指摘。
10314108 中国战时首都档案文献 ：战时交通＜中国战时首都档案文献＞
…………………………………常云平，郑洪泉等主编 西南师大
17/06 578 精 33,660
* 抗日戦争時期に国民政府は重慶に遷都して戦時首都に定め、全国の政治・経済・教育・文
化機構もこれに従って内遷し、政府は西南地区の高山大河の地利に頼り、全国の各党派・各
界人士と連合して抗戦した。本書は国民政府戦時首都の戦時交通関連档案文献を初公開。
20/08 289
10369437  抗战时期成都人口变迁研究……………………余颖杰著 巴蜀书社
2,926
*1937 年から1945 年の成都人口変遷の研究を通じて、人口数の増減・構造変化を考察し、成
都の大後方での中心に次ぐ地位と新中国成立への大きな貢献を理解。
10369498  二二八事件档案汇编（２８）屏东县政府档案
精 6,160
………………………………………………欧素瑛编辑 Ｔ国史馆
21/01 746
* 二二八事件後における善後処理、案犯処理、治安維持に関する档案を中心に収録。影印。
－ 36 －
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21/01 645
10369499  二二八事件档案汇编（２９）花莲县政府档案………… Ｔ国史馆
* 二二八事件後における張七郎事件の処理、任免と賞罰に関する档案を中心に収録。影印。
10368130 战后台湾政治案件─鹿窟事件史料汇编 (３) 何凤娇编辑 Ｔ国史馆 20/12 737
* 鹿窟・瑞芳・玉桂嶺・海山基地を主題として、国家発展委員会檔案管理局収蔵の関連檔案
を収集。鹿窟事件は台湾戦後の蔡孝乾に継ぐ台湾省工作委員会事件で、規模最大の「スパ
イ事件」であるが、真相は不明である。本書は第 3 冊。瑞芳基地事件を扱う。
20/12 636
10368132 战后台湾政治案件─鹿窟事件史料汇编 (４)廖文硕编辑 Ｔ国史馆
* 本書は第 4 冊。玉桂嶺基地事件を扱う。
20/12 502
10368133 战后台湾政治案件─鹿窟事件史料汇编 (５)林本原编辑 Ｔ国史馆
* 本書は第 5 冊。海山基地事件を扱う。
10368169  离返留守 ：追寻１９６０－７０年代冲绳的台湾女工＜春山之声２５＞
…………………………………………………邱琡雯著 Ｔ春山
20/12 271
*1960 ～ 70 年代、台湾から多くの女工が沖縄南大東島へ渡ったことはあまり知られていない。
当時は高度成長期にあり、人口が都市に流れて農業人口が不足したことが大きな要因。本書
は大量の史料と当時の女工へのインタビューを通じて、その実態を探る。
10368488 台铁风华 百年一瞬 ：岁月淬鍊下的经典车站及古跡建筑＜社会人文５００＞
………………………………………苏昭旭，鱼夫等著 Ｔ天下文化 21/01 223
10368533 曲盘开出一蕊花 ：战前台湾流行音乐读本（附ＣＤ）＜新台湾史记１１＞
…………………………………………………洪芳怡著 Ｔ 远 流
20/12 443
* 聴衆・歌手・創作者・音楽・文字・産業などの章に分け、台湾流行歌の萌芽から隆盛の最初
の10 年を検討。代表的な戦前の台湾流行音楽 21 曲が入った復刻 CD を附す。
10368536 绘声绘影一时代 ：陈子福的手绘电影海报＜新台湾史记１２＞
……………陈子福海报绘图／黄翰荻，林欣谊等撰文 Ｔ 远 流
21/02 319
* 国宝級の映画ポスターの絵師で、第 43 回金馬賞終身功績特別賞の陳子福の生涯と創作を
扱い、手書きポスターの原稿約 250 枚を収録。図像の構成、題名の字型、宣伝の文案、演
職員の陣容などをうかがうことができる。
10369497  学舍景 ：国立台湾大学逍遥…［日］西野嘉章等总编辑 Ｔ国立台湾 20/11 102
* 国立台湾大学の歴史ある学舎やキャンパス風景を芸術家の視点で写真に収めた豪華写真集。
州
20/09 331
10368894  幕末史＜汗青堂＞…………［日］半藤一利著／王琪译 九
10337976  大东亚战争肯定论…………［日］林房雄著／许哲睿译 Ｔ八旗文化 17/10 623
19/09 324
10369989  日本人为何选择了战争……［日］加藤阳子著／章霖译 浙江人民

定価(円)
精 5,544
精 6,600

精 5,720
精 4,840

3,344

4,400
7,040

6,160

精 13,200
精 4,752

5,808
精 4,554

===============【 ◆社会科学（1978 ～現代）】===============

10363989  中华人民共和国年鉴（２０２０）
………………………中华人民共和国年鉴编辑部编辑 年 鉴 社

20/12 1032

10367681 尴尬 ：香港社会还未进入一国两制的议题……吕大乐著 HK 牛津大学 20/07 128
族
19/12 250
10368699  改革开放４０年民族工作……………国家民委研究室编 民
* 改革開放以来特に中国の特色ある社会主義が新時代に踏み込んだ後における、民族事業

精 29,601

3,850
3,696

の新たな措置の新たな成果を総括。

10369927  秩序与混沌 ：转型中国的社会奇迹……………陈映芳著 Ｔ台大中心 21/03 411
*1970 年代以降、中国社会が激変する過程で発生した「政治－社会穏定」現象について、家

精 5,720

庭や身分制、法律外の共用規範等の視点から分析する。＜台大哈佛燕京学术丛书９＞
民
20/12 252
10368694  中国共产党国家安全战略思想研究……………释清仁著 人
* 国家安全自身の内部論理に照らし、中国共産党の国家安全観、国家安全の情勢と任務、国

3,894

家安全の体制、国家安全の総合能力体系などに関する重大戦略思想を検討。
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10367934  台湾对话录１９８９－２０２０
…………………………［日］若林正丈著，吴密察著 Ｔ玉山社

20/12

329

4,400

*1989 年初版（自立晩報文化出版部）出版後の台湾研究 30 年の発展を回顧するほか、日本
の学界の台湾研究、日台両地の研究交流の経験と展望について語り合う。
州
20/09 270
10368454 台湾青年世代两岸观研究＜台湾研究系列＞…陈晓晓著 九
*「両岸観」の概念を定義し、台湾青年世代の「両岸観」に影響する原因、両岸関係発生の

3,696

影響・発展趨勢や、台湾青年「両岸観」の発展と再建を分析。

10364062 中国法律年鉴（２０２０）…中国法律年鉴编辑部编辑 法律年鉴社 20/12 1367 精 25,740
19/09 340
10361132 海洋视野下的侨批探微＜中国边疆研究文库＞黄清海著 黑龙教育
4,290
* 僑批の金融と郵政属性を紹介。僑批と僑郷経済の金融相互関係、僑批ネットワークと華商
ネットワークの相互関係を分析。僑批書簡で海外華僑華人の祖国への思いを提示。
21/01 1187
10368836 吴敬琏论改革基本问题 全３册………………吴敬琏著 上海三联
『中国
*『論競争性市場体制』はなぜ・いかに真の競争的市場体制を打ち立てるかを検討。

11,979

増長模式抉択』
はなぜ転換を求めるかや転換が成功しない原因を探究。
『当代中国経済改革』
は中国の経済改革と経済発展の過程を観察・分析。
10369357  中国投入产出表（２０１８）
…………………………国家统计局国民经济核算司编 中国统计
20/12 297 精 11,495
10365357 谁可相依－香港照顾政策的再思………………刘丽清著 ＨＫ城市大 20/08 106
4,620
*「照顧」理念の転換、育児の性別分業、男性の役割、育児文化の複製、性別主流化、社
区支援から院舎服務まで、照顧者支援の構想、家庭照顧モデルから社会照顧モデルまで。
20/12 365
10367974  中国公众捐款：谁在捐，怎么捐，捐给谁…韩俊魁等著 社科文献
7,744
20/08 326
10368419  学术视野与问题意识：中国当代社会史研究……姚力著 当代中国
4,290
* 中国当代の社会史と口述史の理論と方法、医療保障制度史、模範労働者の表彰、反貧困
などについて言及。＜中华人民共和国史研究文库＞
19/12 269
10368700 红河流域归国华侨群体的历史人类学研究……李银兵著 云南大学
3,696
* 歴史学・人類学・政治学・社会学などの理論と方法を用いて、今なお紅河流域で生活している、
或いはかつて紅河流域で生活していた帰国華僑集団の歴史と現実について研究。
10368049  中国人口与劳动问题报告ＮＯ．２１十四五时期人力资本提升与经济高质量发展
精 9,559
……………………＜人口与劳动绿皮书＞张车伟主编 社科文献
20/12 327
20/12 218
10368403 出生与机会：出生队列规模变动与人口福利……马妍著 社科文献
5,929
10368404 少子老龄化社会与家庭 ：中日政策与实践比较＜登峰战略系列研究成果＞
………………………………………………张季风主编 社科文献
21/01 332
5,929
20/07 174
10368455 人口流动、户籍制度与房价………………………陈晶著 经济科学
3,696
10368777 培育贫困人口内生动力的国际经验与中国实践
……………………………………中国国际扶贫中心编 中国农业
20/12 120
3,696
10368795  中国人口问题的重点公共政策研究＜国务院发展研究中心研究丛书＞
………………国务院发展研究中心社会发展研究部著 中国发展
20/11 144
3,696
20/12 173
10368796  四川城市人口风险研究………………杨世箐，周炎炎著 四川大学
3,696
10369679  四地观察 ：人口流动与村居发展＜流动人口社会融合研究丛书＞
………………………………………………肖子华主编 社科文献
21/01 198
7,744
* 吉林、湖北、湖南、広東を含む調査関係ポイントの基本状況を紹介。調査対象やサンプ
ルの分布、流動人口の基本状況、労働就業の特徴、社会融合の特徴、医療健康の状況な
どを総括。
10369680  新中国７０年城乡人口流动＜中华人民共和国史小丛书＞
…………………………………………………宋学勤著 北京古籍
20/12 180
2,926
* 都市農村流動を 5つの発展段階（1978 ～1984 年、1984 ～1992 年、1992 ～ 2002 年、2002
～ 2012 年、2012 年以降）に分け、都市農村流動の各段階が直面する主な問題や、これらの
問題に向き合った際の国家と地方政府の制度と政策設計に分析の重点を置き、内在する経験
論理を総括する。
－ 38 －
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20/12 285
10368376 话语与赋权：中国乡村影像研究…………………刘娜著 社科文献
* 記録映画、テレビドラマ、映画などの伝統映像形式とバラエティー番組、インターネットのシ

定価(円)

5,445

ョートビデオ、参加型ビデオなどの農村映像の新様態に分け、各章は具体的な映像テキストの視
聴内容、イメージ描写、文化記号、叙事手法などを交え、農村映像の発展を整理。
10367993  我为什么要写中国三农调查…………………童禅福编著 浙江工商大 20/10 174
4,488
「三農」
の調査研究に 30 余年従事し、
調査研究報告約 200 篇を作成。2018 年には、
* 作者は
『走進新時代的郷村振興道路 ― 中国
「三農」
調査』
を出版した。本書は新華社、
『人民日報』
、
『光明日報』などのメディアの報道と関連書評の合集。
10369583  城市处境不利者社会流动 ：教育归因及补偿机制
………………………………………………胡弼成等著 中南大学
20/08 230
3,696
*「都市境遇不利者」の核心概念、社会流動と都市境遇不利者とその職業地位、都市境遇
不利者の向上流動の教育補償メカニズムと解決方法などについて論述。
10369619  气候变化背景下中国饮食需求与粮食安全地图集
…………………………………………………刘玉洁著 气
象
20/09 101
4,290
* 気候変化を背景とする各シチュエーション・期間の飲食需要量を評価し、各食物類型の
飲食需要の時間的空間的分異特徴や、各地区が直面する飲食モデルの転化問題を分析。
気候変化下における将来の中国の飲食需要量変化の評価結果を提供し、各飲食モデルにお
ける各シチュエーション・期間の中国の飲食需要量の変化特徴を指摘比較し識別する。
10368452 中国妇女儿童状况统计资料（２０２０）
……………国家统计局社会科技和文化产业统计司编 中国统计
20/12 160
5,280
10368453 中国妇女研究会年会论文集( ２０１７－２０１８)
………………………………中国妇女研究会办公室编 中国妇女
20/07 249
3,696
20/12 186
10368701 中国老年人的失能轨迹与死亡风险………………魏蒙著 知识产权
3,894
20/12 210
10368778 妇女扶贫问题研究……………………………聂常虹等著 中国农业
5,445
20/12 339
10369229  女性与社会发展＜郑州大学政治学丛书＞……蒋美华著 社会科学
7,205
* 女性の発展変遷を社会の発展変遷に位置づけ観察、社会発展の双方向の作用関係を解釈。
民
21/02 213
10369374  女性日常生活叙事及其文化张力………………陆兴忍著 人
3,894
* 中国現当代の女性文学創作の歴史・現状・批評を考察。中国現当代の女性文学中の日常
生活表現の思想含義・審美特徴とその価値を整理・解釈。＜国家社科基金丛书＞
10369682  中国媒介与女性发展报告（２０２０）＜媒介与女性蓝皮书＞
………………………………………………刘利群主编 社科文献
21/01 358 精 11,440
10369389  中国养老金发展报告（２０２０）养老基金与资本市场
………………………………………………郑秉文主编 经济管理
20/12 450
14,850
19/12 413
5,445
10367570 史间拾遗 ：中国女子教育研究…………………杨洁主编 陕西师大
4,290
10367617 新中国大中小学思政课程的历史发展………汪青松等著 上海社科院 20/11 193
* 大学の思政理論課程の使命、学科サポート、資源開発、教学改革、授業表現等を研究。
10368006 中国大学生思想政治教育发展报告２０１８－２０１９
………………………………………………沈壮海等著 北京师大
20/11 619
12,045
10369587  中国留学发展报告（２０２０－２０２１）ＮＯ．７＜国际人才蓝皮书＞
精 7,744
………………………………………王辉耀，苗绿主编 社科文献
21/01 272
19/12 335
7,744
10359600  新中国西南铁路历史文献选编………田永秀，张雪永编 社科文献
10367382 中国周边安全形势评估报告（２０２０）大国竞争与秩序重构＜国际战略研究丛书＞
…………………………………………………张洁主编 世界知识
20/11 258
5,214
10368458 新中国外交理论与实践（１９４９－２０１９）＜中华人民共和国史研究文库＞
………………………………………………石善涛主编 当代中国
20/08 279
3,762
、
中篇「和平発展」
、
下篇「合作共贏」で構成。
*70 年来の外交戦線を総括。上篇「独立自主」
10368371 一带一路建设与中日第三方市场合作（汉日文）
…………………………李向阳，
［日］深尾京司主编 社会科学
20/10 497
10,230
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10363804 俄罗斯（苏联）南海政策研究＜中国边疆研究文库・海疆卷＞
……………………………………………………王静著 黑龙教育

19/09

285

3,696

* 南シナ海の地縁形勢を解析し、ロシア（ソ連）の南シナ海政策の形成とその変化過程、ロ
シア（ソ連）と南シナ海周辺国家の政治・軍事・経済関係や南シナ海問題への影響などを解釈。

10368102 中东发展报告ＮＯ．２２（２０１９－２０２０）中东剧变的反思和前瞻＜中东黄皮书＞
………………………………………………王林聪主编 社科文献

10367621 中美关系战略报告（２０１９）……………吴心伯主编 世界知识
10369053  中国－南非人文交流发展报告（２０１８－２０１９）
………………………………………徐薇，刘鸿武主编 浙江大学

20/10 395
20/10
206
20/12

精 10,164

5,445

265

3,828

302

精 19,701

===============【 ◆文物考古・美術 】===============

10367719  洛阳市文物考古研究院珍贵古籍名录图录１
…洛阳市文物考古研究院编／史家珍，王玲珍等主编 三

秦

20/07

* 洛陽市文物考古研究院所藏の古籍中の明清珍本 302 点（明代 18、清康熙 18、雍正 7、乾
隆 27、嘉慶 32、道光 21、咸豊 5、同治 27、光緒 115、宣統 15、清刻本 17 条）を収録し、経、
史、子、集、叢、新学に分類。内容は歴史、地理、文学、医学、人文、兵書などを含む。
宫
20/09 1219 精 29,601
10368428 马衡年谱长编 全３册………………………马思猛编著 故
* 著名金石学者、考古学者、書法篆刻家、収蔵家馬衡（1881-1955）の個人資料（日記、信札、
詩文、写真などを含む）に依拠し、公式資料、新聞報道や同時代人の著述記録を補充、同
時代の多くの名流大家と馬衡の交流の逸話と評述を収集し、馬衡の人生の軌跡を整理、記録。
10368434 龙出漠北显华章 ：高勒毛都２号墓地中蒙联合考古记（汉英）
河南省文物考古研究院，洛阳市文物考古研究院等著 中州古籍
20/12 293 精 19,701
*2017 年 7月から2019 年 8 月に、河南省文物考古研究院、洛陽市文物考古研究院とモンゴ
ルウランバートル大学は共同で調査、発掘、研究を実施し、高勒毛都 2 号墓地などの青銅
時代から鉄器時代の重要遺跡を調査、製図測量し、一部遺跡を発掘研究した。本書は中蒙
考古隊員の高勒毛都 2 号墓地での作業環境、作業過程、考古収穫や隊員の考古生活を紹介。
10368814 扬州考古发现与研究 总第１辑（２０２０）
………………………………扬州市文物考古研究所编 文
物
20/12 166
9,680
* 考古発掘簡報と学術論文 21 篇を収録。内容は揚州地区の文物の発見・発掘・研究、揚州
地域の文明と関係する城跡の研究、文物研究、図像研究、歴史人物研究などに及ぶ。
物
20/12 282
10368081 蒙元时期中原北方地区墓葬研究＜考古新视野＞袁泉著 文
5,016
* 考古学材料の整理を通じて、蒙元時期の中原北方地区墓葬の時間空間の枠組を構築。墓
葬様相の区際交流を検討し、蒙元と宋金墓葬の期段沿革に注目、異なる族属と文化グルー
プの墓葬制度上の相互作用を分析し、蒙元葬制の伝統と喪祭文化の変革を観察。
10367223 湖南省蒸水流域考古调查报告
……………………………湖南省文物考古研究所编著 科
学
20/08 347 精 16,236
* 蒸水流域の考古調査で獲得した各種文化遺物を中心として、遺跡・墓群・窯跡・その他関
連文化遺物に分類。新発見の遺跡・遺物だけでなく、以前の遺物の再調査で獲得した成果
を含む。蒸水流域全境の各種文化遺物資料の整理を通じて、蒸水流域各種文化遺物の分
布範囲・文化属性や保存状況などの理解に詳細で的確な材料を提供する。
10367633 新疆拜其尔墓地２００４－２００５年度发掘报告＜新疆文物考古研究所丛刊＞
新疆文物考古研究所，西北大学文化遗产学院等编著 文
物
20/10 456 精 22,275
*2004-2005 年の新疆伊吾県拝其爾墓地の発掘資料を収録。墓地の自然環境・歴史沿革な
どを概述。墓葬 92 基、遺物約 900 余点（陶器・木器・玉石器・金属器・骨角貝器・泥器など
を含む）を記載。各墓葬の基本資料を紹介し、墓地を研究。
10364763 陕西历史博物馆论丛 第２６辑 出土文物与古代文化研究
………………………………………陕西历史博物馆编 三
秦
19/12 389
6,050
隋代揚州総管府論略
（李文才）
、
* 阮国・阮姓・阮人－対阮国史跡追踪的確認与補正( 王学理 )、
馬王堆帛書『道原』考述( 連劭名 ) 等論文 47 篇。会議総述と書評 9 篇。
－ 40 －
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………………………［日］山中让监製／金立言编译 上海书画

20/05 1261

精 99,000

10362969  山中商会经手中国艺术品资料汇编 全４册
日本の古美術商山中商会が第二次大戦前に日本で発行した
《古代中国美術展觀》
*20 世紀初、
（1923）など展覧会図録 13 種の中から抽出した青銅器、書画、石造像、陶瓷、家具、文房
等中国美術品の著録情報 6000 余條、
関連文物図版 1100 余幅を収録する。図録の序文等
（日
文）はそのまま収録し中訳と英訳を加えた。第４冊に当時僅か 50 部しか製作されなかった写
真集《世界古美術展覧會寫真集》
《中国朝鮮古美術展覽會》及び「山中商会の歴史歴 ――
山中定次郎と中国美術品」
（山中譲）等論文を収録。
10368115 影山草堂书目 金石影目录 江南收书记＜书目题跋丛书＞
精 3,828
……………………………………莫友芝撰／张剑整理 中华书局
20/12 398
、
* 晚清の金石学者、目録版本学者、書法家莫友芝未刊の作である蔵書目録『影山草堂書目』
金石知見目録『金石影』
、江南訪書目録『江南收書記』を1 冊にして出版。
律
20/11 527
10367984  出土文献与法律史研究 第９辑………………王捷主编 法
5,445
* 重述法史与出土法律文献研究 / 甲骨生育卜辞 “ 产女不嘉”说考 / 商代法制史研究综述 /
令方彝新考－从社会构造出发对长铭铜器制作等 28 篇。＜出土法律文献研究丛书＞
10368073 水下考古 第２辑
………………国家文物局水下文化遗产保护中心主办 上海古籍
20/12 245 精 13,310
* 金银岛一号沉船遗址 2018 年水下考古调查简报 / 明代福宁州水寨 / 明清漳州海域港市发
展视野下的外销瓷窑口与内涵变迁 / 王审知整修的甘棠港在今长乐东北考、等 14 篇。
20/11 1151 精 52,800
10366987  龟兹石窟题记 全３册………………赵莉，荣新江主编 中西书局
* 古代亀茲国の範囲内に現存するすべての吐火羅語資料、特に以前はあまり注目されなかっ
た石窟題記を整理し釈読・研究。文物図版・出土情報・字体模写・内容転写・翻訳注釈・総
合研究・語彙索引及び文物編号索引などを収録する。
20/11 657 精 10,769
10368064 两罍轩尺牍校注……………［清］吴云著／马玉梅校注 上海古籍
*『両罍軒尺牘』は光緒十年（1884）初刻。呉雲と同好者・親戚友人・同僚との書簡 400 余
通を収録。内容は、蘇滬戦事、蘇常戦後回復の地方事務、友人間の金石文字の校勘分析
や版本書画源流の真偽考訂などに及ぶ。＜近代金石学家尺牍校注系列＞
10368299  金色海昏 ：汉代海昏侯国历史与文化展
……………………南昌汉代海昏侯国遗址博物馆编著 文
物
20/09 257 精 17,820
* 南昌漢代海昏侯国遺址博物館基本陳列展覧図録。金器、青銅、玉、漆、車馬具、簡牘等館
蔵精品文物 250 余件（組）を収録、各器物とも全体及び部分写真（カラー）を載せ、説明を付す。
21/01 198
10368429  从文物考古透视六朝社会……［德］安然著／周胤等译 南京大学
3,828
* 代表的な六朝時期の墓葬・出土墓誌・随葬品を選出。時代の特色を有する青瓷鶏首壺・青
瓷虎子・磚印壁画などに言及し、六朝文物とここに反映する六朝社会の特徴、器物の特徴か
ら器物の背後にある文化までを分析。＜南京大学六朝研究书系丙种译丛第贰号＞
10368802 中国国家图书馆藏西域文书 ：藏文卷
…国家图书馆主编／萨尔吉，王建海，萨仁高娃编著 学
苑
20/08 448 精 48,510
* 国家図書館近年新入蔵の西域蔵文文献 29 点を収録。釈読比定を通じ、文献の主要内容は
『大乗无量寿経』
『大般涅槃経』
『二万五千頌般若経』
『仏頂大白傘蓋陀羅尼経』などの大乗
仏教経典であり、密教儀軌文献や正確に釈読できない世俗文書もあることが判明。
10368853 栎阳瓦当＜西安市文物保护考古研究丛刊＞
西安市文物保护考古研究院，中国社会科学院考古研究所编 科
学
20/10 618 精 19,701
* 櫟陽瓦当は秦人瓦当芸術の一種。秦都雍城瓦当から咸陽瓦当の変遷研究において重要な地
位を占める。大多数の出土地点・地層が明確な各種瓦当のほか、以前調査、採集した瓦当資
料も収集しており、秦漢考古、古代瓦当制度、秦漢生産管理制度の研究に重要な価値を有する。
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20/11 622
10367985  甲骨文与殷商史 新１０辑…………………宋镇豪主编 上海古籍
* 甲骨拓本の紹介、甲骨文献整理、甲骨文と殷商史の研究、商代礼制の探討、具体字詞の

10,164

考釈等に関する論文 51 篇。
（繁体字横組）＜中国社会科学院甲骨学殷商史研究中心集刊＞
20/12 305
10368381 古文字与语文教育………………………………张素凤著 社科文献
* 甲骨文などの古文字の語文教育における応用方式と応用方法を研究。甲骨文などの古文字

5,148

の形体に含まれる語義特徴・歴史文化情報と造字の知恵などを発掘・解釈。
20/12 401
10368855 殷墟甲骨断代标准评议…………………………常玉芝著 社会科学
*100 余年に及ぶ殷墟甲骨断代研究の歴史を整理。4 つの段階に区分し、各段階の断代標準や

8,954

断代状況を紹介・評議。特に第四段階で現在まで40年余り未解決の
「歴組蔔辞提前説」
「両系説」
「先用字体分類、再進行断代説」
「非王蔔辞説」について、新資料・新証拠を提示、新見解を
提出。考古地層学の甲骨断代研究における重要作用を強調。＜中国社会科学院老学者文库＞
他 2,002
20/10
10367723 石墙村碣＜稀见金石名品＞…………………小嫏嬛馆编 浙江人美
、別称《中郎等字刻石》
、無紀年、清道光 14 年（1834）山東鄒県石墻
* 後漢《石墻村碣》
村出土、後鄒県孟廟に移す。石高 30 ㎝、幅 52.5 ㎝。字体は篆隷の間で、直界格有、文 11 行、
行 6 ～ 8 字不等。石刻表面摩滅甚だしく判読可約 43 字。左側に清代道光年間曲阜孔繼壎
題記有り。筆法は出土簡牘書写に近く古朴自在な書風。
『石墻村碣』は書法が精妙であり珍
重されているが、拓本はほとんど見られない貴重なものである。原拓全紙（原寸大複製）
、四
つ折り袋入り。附 ：小冊子（解説、釋文）
（繁体字縦組）
10367983  山右吉金 ：闻喜酒务头商代墓地出土青铜器精粹
………………山西省考古研究院，山西博物院等编著 山西人民
20/10 243 精 14,850
* 山西聞喜酒務頭殷代墓地は運城盆地で最初に発見された巨大な殷代晚期の高級貴族墓。
本書は酒務頭墓地の青銅器を精選し、墓地出土の青銅器と公安機関回収の青銅器に分類。
20/12 247
10368075 青铜器与金文 第５辑……北京大学出土文献研究所编 上海古籍
5,445
* 清华简《摄命》与牧簋、冉盈对读 /从盘龙城商代墓葬随葬铜器看商代早期器用制度的
形成与特点 / 试论古代青铜器中的随葬品 / 多钮镜的随葬方式及其含义、等 16 篇。
10368076 青铜器金文与齐鲁文化学术研讨会论文集
山东省文物考古研究院，北京大学出土文献研究所等编 上海古籍
20/12 458 精 8,954
* 商代晚期陝晋高原的祭祀模式研究（曹瑋）/ 試論夏商時期中原地区青銅器鑲嵌緑松石
工芸（呉偉華）/ 新出金文所見早期丼氏—兼論西周社会性別意識（韋心瀅）等、
40 篇収録。
20/12 475
10368077 金文与青铜器研究论集…………………………陈英杰著 上海古籍
7,744
*2012 年以来発表した殷周金文及び青銅器学と関係する論文 19 篇を収録。関連の字際関係・
文字構形・語句分化・金文文字形義系統の変化機制とその制約要素、文字学の方法を利用
した銅器断代などについて論述。青銅器の器名を考釈、器物を研究。
10368664 中国古代青铜器整理与研究 曾国青铜器卷
……………………张懋镕主编／欧阳怡婷，刘树满著 科
学
20/12 222 精 13,189
* 西周時期、周王朝は自身の領土範囲内に多くの諸侯国を分封した、曾国はそのうちの1つ
である。西周時期の曾国青銅器（主に隨州葉家山曾国墓地出土の青銅器）を対象とし、曾
国青銅器の分期と年代判断・文様装飾・文化属性などの研究を基礎に、同時期の宗周地区
の青銅器文化や周辺地区の青銅文化と対比研究を通じて、西周時期の曾国の族属問題・文化
性質や関連問題について理解を進める。
19/10 267
10357476 新蔡葛陵楚墓卜筮简集释………………………蔡丽利著 海洋大学
3,696
『新
* 近年の新蔡卜筮簡の研究成果について集釈。竹簡の出土状況・編聯状況などを詳述。
蔡葛陵楚墓』の卜筮簡の研究状況をおさえ、最新の研究成果を交えて卜筮簡の内容を分析。
問題を再考察し、按語形式で指摘。
10368816 清华大学藏战国竹简（壹 - 叁）文字编（修订本）
精 9,680
………………………李学勤主编／沈建华，贾连翔编 中西书局
20/10 446
（壱）
・
（貮）
・
（参）の修訂版。既刊の『清
*2014 年に出版された『清華大学蔵戦国竹簡文字編』
華大学蔵戦国竹簡文字編』の図版を全面的に収集、
「デジタル図像処理に基づく出土簡帛字
形図像の抽出方法」を使用して編集処理を進め、字形写真の質を大きく改善。
『説文解字』
－ 42 －
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の部首順に排列、
『説文解字』に見えない字は部首の後に附し、* で識別。隷定字形と『説
文解字』字頭部位で異なる字は [ ]で明示する。
20/06 351
10368079  简帛研究２０２０：春夏卷………邬文玲，戴卫红主编 广西师大
7,139
* 本书收录了26 篇研究论文，研究对象包括信阳楚简、包山简、清华简、里耶秦简、岳麓秦简、
张家山汉简、五一广场东汉简、走马楼吴简等，论文内容包括文献辑考、简牍文书研究评述、
古文字校释与文义辨析、思想文化、社会经济、政治制度、会议纪要等相关问题的研究和
综述等。
20/11 422
10368815 万里同文：新疆出土汉文书迹集萃………………陈凌著 浙江大学
11,979
* 新疆出土の漢文資料を収集整理。漢唐時代の簡牘、紙本文書（世俗文書と仏経写本を含
む）
、碑石銘刻（壁画題記を含む）を扱い、各種代表的な資料を精選し、鮮明な図版を提供し、
釈文の解読と関連の説明を附す。＜新疆文物考古研究丛书＞
10365398  新疆库车苏巴什佛寺遗址石窟调查报告＜西北大学考古学系列报告 第１号＞
精 8,954
………………西北大学文化遗产学院编／冉万里编著 上海古籍
20/05 216
*2010 年、蘇巴什仏寺遺跡を全面的に調査し、西寺遺跡の石窟 14 箇所、東寺遺跡の石窟
3 箇所を測量製図・記録撮影した。石窟の形や構造は禅窟を中心としており、古亀茲は仏教
信仰において禅観を重んじた小乗仏教が中心であったことを反映している。
民
20/04 421
10369529  唐代墓葬胡人形象研究……………………………杨瑾著 人
5,632
* 唐代墓葬出土陶俑中の胡人形象、胡人と動物の組み合わせ、壁画中の胡人、石刻中の胡人、
唐代玉帯銙上の胡人伎楽、その他資料中の胡人形象、出土した跪姿の胡人抱瓶俑、資料中
の胡人伎楽、胡人女性、胡人と唐代社会。
秦
20/10 167
10367371 洛阳古代壁画墓………………洛阳古代艺术博物馆等编 三
11,979
* 洛陽古代壁画墓は1984-1987 年に邙山洛陽古墓博物館に全体を運搬保存された墓葬 10 基
で、時代は前漢から北宋を含む。壁画の内容は羽化登仙・駆儺辟邪・天象神話・歴史故事・
庖厨宴飲・楽舞雑劇・車馬出行・祥瑞図案などがある。このうち、前漢卜千秋墓と焼溝 61 号
前漢墓は、漢代の神仙思想と太古の「儺文化」の重要資料として有名である。
20/09 498
10369027  唐代莫高窟壁画音乐图像研究…郑炳林主编／朱晓峰著 甘肃教育
5,808
* 唐代莫高窟壁画音楽図像の石窟中の位置、音楽図像の定義や楽伎と楽器図像の分類を詳
述。敦煌画稿と敦煌文献で言及する音楽の内容を整理・収集。莫高窟壁画音楽図像の来源
と真実性を論述。敦煌地区の音楽文化を考証。＜敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 第２辑＞
20/11 212 精 5,445
10367987  白鹤梁题刻史料辑录＜白鹤梁题刻研究丛书＞刘兴亮辑 上海古籍
* 正編は成書の早晚に応じて白鶴梁題刻の歴史資料を収録。附編は題名人の時代順に関連
資料を編集。余編は清末以来研究に貢献した人物資料を掲載。
（繁体字横組）
精 11,979
20/12
10368103 中国古代石刻法律文献叙录 上下册…………李雪梅著 上海古籍
* 戦国から清末までの 2300 年余りの中国歴代石刻法律文献 8223 種（戦国秦漢 64 種、三
国両晋南北朝（附高昌国）37 種、隋唐五代 196 種、宋 586 種、遼金（含劉斉）326 種、蒙
元 636 種、明 980 種、清 5346 種、年代不詳者 52 種）を収録。選出文献は碑誌を中心とし、
一部摩崖・造像碑銘・墓誌・牌匾なども含む。各碑石は碑石名称、刻立時間、撰文・発文時
間、立碑地点、発見時間及び存佚、形制・
尺寸、碑額、碑身（碑陽・碑陰）行文格式、撰書、
立石者、著録・研究、類別・要点などを記載。
精 73,920
21/01
10368373 沈曾植题海日楼藏碑帖集 全３册……………刘丛编著 浙江摄影
* 海日楼は清末民初の著名な学者・書家沈曾植の書斎の名称。本書は浙江省博物館の所蔵
を基礎とし、沈曾植の芸術価値と学術価値をそなえた作品を精選収録。
『沈曾植題海日楼蔵
碑集』と『沈曾植題海日楼蔵刻帖集』
（上、下）の 2 部に分かれる。
10369026  山东道教碑刻集－肥城卷…………赵卫东，王新华等编 齐鲁书社 20/11 379 精 13,310
*『山東道教碑刻集』は山東境内に現存する道教と関係する碑碣・墓誌・塔銘・摩崖・経幢・題
記などを輯録。大部分は初公開。各碑刻は名称・簡介・碑文などの内容を記載し、拓本を掲載
する。本書は肥城巻。唐代から民国までの194 点を収録。附：方志資料など。索引（時代別）
。

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)

20/09 274 精 7,260
10367986  金元全真道碑刻集萃………………赵卫东，陈法永主编 山东大学
* 陝西・山東・河南・山西などの金元時期の重要な全真道碑刻 80 余通を収録。拓本 120 余枚を附し、
碑刻の現存地点・形制・尺寸・保存状況や撰文・書丹者の姓名などを紹介。繁体字で碑文を抄録。

10368036 风格与境遇 ：董其昌干冬景山水研究（１５８９－１５９９）
…………………………………………………王洪伟著 上海书画

20/10

310

5,148

* 台北故宮博物院に収蔵する『西興暮雪』の創作背景の考察を通じて、董其昌の画法変革
に軽視できない政治的要素があることを発見し、仕官第 1 段階の十年（1589-1599）でいかに
伝統の雪景山水画法や画意によって新たな視覚言語体系を打ち立て、自身の仕官境遇や晚明
政治文化に対する独自の理解を表現したかを考察。＜朵云文库书画论丛＞
10367770 频罗庵题跋 快雨堂题跋＜中国书画基本丛书＞
精 6,050
………［清］梁同书，
［清］王文治撰／李松朋点校 上海书画
20/06 267
、
《頻羅庵題跋》及び王文治の《快雨堂題跋》
、
《論書絶句三十首》
* 梁同書の《頻羅庵論書》
を収録、梁同書と王文治の伝記資料及び本書正文を範囲とした人名と作品の筆画索引を付す。
《頻羅庵論書》
、
《頻羅庵題跋》は嘉慶 22 年刻本《頻羅庵遺集》を底本に《楡園叢刻》本、
《美術叢書》本と参校、
《快雨堂題跋》は安徽圖書館道光 11 年刊本を底本に國家圖書館藏
清末南陵徐乃昌積學齋藍絲欄抄本と民国初廣智書局校印本と参校、点校を施す。
《論書絶
句三十首》は《國朝書人輯略》光緒 34 年刻本を底本に整理。
（繁体字縦組）
精 5,445
21/01 465
10368105 沈曾植书信集＜沈曾植著作集＞沈曾植著／许全胜整理 中华书局
* 沈曾植（1850—1922）の書信 880 首を収録、関連人物は110 余人に渉り受け取った人物の
姓氏ピンイン順に排列。各書信下に按語を加え資料来源、写作時間を説明、年月日順に排列。
巻頭に書信原件 4 通（カラー）を付す。
（繁体字横組）
21/02 262
10368955  吴昌硕全集校议＜文献研究丛书＞……………张序壮著 Ｔ万卷楼
3,344
“四絶”と称賛され清末から近代に活躍した文人呉昌碩の全集は 2017 年、
* 詩・書・画・印に精通、
篆刻巻 2 冊、
絵画巻 4 冊、
書法巻 3 冊、
文献巻 3 冊に分けて出版された。本書はその全集を「編
排紀年」
、
「信札獻疑」
、
「標點釋讀」
、
「總論」に分けて考証し、誤りを正す（繁体字横組）
。
20/12 384
10368662 王个簃年谱＜书画名家年谱大系＞……魏武，姚沐编著 上海书画
11,374
* 本譜は呉昌碩に師事し、書画、篆刻を学んだ王个簃（1897-1988）の家世状況、政治活動、
文化交流、芸術創作等について詳しく記録した。行状事略、譜主の民国時期から晩年に至
る芸事活動の引證文献、詩書画印等創作作品の著録、附録の四部からなる。
（繁体字横組）
20/09 288
10369031  二十世纪中国招贴艺术发展史研究……………王丽红著 电子科大
5,445
* 招貼は貼り紙。本書は中国招貼芸術発展の研究総述、中国招貼芸術発展の歴史背景、中
国招貼芸術の種類、中国招貼芸術の性質と特徴などについて論述。
精 3,696
19/12 119
10365404 魏晋以前的书法艺术＜通古察今系列丛书＞……李凯著 河南人民
、秦封泥書法芸術及び執筆について論述、魏
* 習刻卜辞、史籀改制、周代の“書同文字”
晋以前の書法芸術及びその書法芸術を育んだ社会政治経済文化土壌について理解する。
20/08 278
10366435 停云馆头谡谡风 ：文徵明的子孙及追随者…林家治等著 苏州大学
5,808
* 明代呉門画派領袖人物文徴明の画芸画風は十代以上にわたり伝承、直接教授した弟子も
20 ～ 30人おり、みな著名書画家として明代中、後期の画壇を占拠、統治した。この現象は
中国美術史乃至世界芸術史上でも稀で、本書はこの現象について文徴明及びその子孫と弟子
たちの関係について重点的に詳しく探究する。
20/05
38
10367132 北凉以来写经残卷（墨迹本）…王春法主编／杨军编著 安徽美术
2,926
《摩訶般若波羅蜜経》巻第十六
* 国家博物館藏《北凉以来写経残巻》を原寸大原色精印。
佛母品第四十八、
《摩訶般若波羅蜜経》巻第十三随喜品第三十九、
《十誦律》巻第四十一
明雑法第五第六、
《金剛経》第十八十九品法界通化分、
《大智度論》釈摩訶薩品第十三を
収録し釈文を付す。巻頭に概説及び全体縮小図版を付す。＜中华宝典—中国国家博物馆馆
藏法帖书系 第 4 辑＞
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10367133 黄庭坚行书青衣江题名卷（墨迹本）＜中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系 第 4 辑＞
…………………………………王春法主编／姜鹏编著 安徽美术
20/05
66
4,290
* 国家博物館藏《黄庭堅行書青衣江題名巻》を原寸大原色精印、釈文を付す。黄庭堅の大
字作品。秀麗で力強く結字雄壮。巻頭に概説及び全体縮小図版を付す。

10367134 六朝写经残卷（墨迹本）＜中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系 第 4 辑＞
…………………………………王春法主编／意如编著 安徽美术

20/05

4,290

65

《六朝写経残巻》
を原寸大原色精印、
釈文を付す。十四段残経を裱装して成る。
* 国家博物館藏
各段字行数不等。第九、
十四段は黄紙本、
その他は白紙本。巻頭に概説及び
《六朝写経残巻》
の書写内容、書法特徴、題跋簡介を載せるほか全体縮小図版を付す。
20/05
26
10367135 陆机五等论卷（唐写本）……王春法主编／郭世娴编著 安徽美术
（唐写本）を原寸大原色精印、釈文を付す。収録した残
* 国家博物館藏《陸機五等論巻》
巻は小楷作品、端正で秀麗、滑らかな筆致で行書筆法も見え変化に富む。巻頭に《陸機五
等論巻》の文書、写本情況及び書法特徴について叙述した概説を載せる。＜〃＞
（墨迹本）……王春法主编／姜玉涛编著 安徽美术
20/05
40
10367136 明人尺牍（一）
《趙南星致蔡爺書札》
、
《高攀龍致東林友人書
* 国家博物館藏《文徴明致執齋書札》二通、
札》
、
《明季五忠尺牘》冊頁、
《候峒曾致異慶書札》を原寸大（一部拡大図版有）原色精印、
釈文を付す。
《明季五忠尺牘》は倪元璐、盧象升、凌義渠、黄淳耀、黄道周五人の書札を
装訂成冊、明代晩期の書法と文学研究に重要。巻頭に各作品の概説を付す。＜〃＞
10367144 北凉沮渠安周造佛寺碑（清拓本）＜中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系 第５辑＞
………………………………王春法主编／晁岱双编著 安徽美术
20/05
85
* 国家博物館藏《北凉沮渠安周造佛寺碑》拓片（清拓本）を原寸大精印、釈文を付す。東
晋十六国時期、凉州地区で流行った“北凉体”の研究に重要。字形は扁平方形、隷書から
楷書に移行する轉型期の変化を反映する。拓片四周に梁鼎芬、楊守敬、鄭孝胥、張祖翼、
ペリオ、羅振玉、原口要など 22 人の題跋、鈐印有り。巻頭に《北凉沮渠安周造佛寺碑》の
出土、伝拓、拓片の版本及び流轉、沮渠氏建立の高昌北凉と尊崇釈教、拓片題跋、鈐印、
拓片の歴史価値と芸術価値について叙述した概説及び整拓の縮小図版を付す。
20/08
45
10367141 祝允明草书自书诗卷（墨迹本）王春法主编／杨扬编著 安徽美术
（墨迹本）を原寸大原色精印、釈文を付す。結体
* 国家博物館藏《祝允明草書自書詩卷》
伸びやかで流暢、祝允明草書の代表作。巻頭に祝允明草書風格形成の幾つかの来源、
《祝
允明草書自書詩卷》の書法風格、
詩文について叙述概説及び縮小（縮尺比 2 種）図版を付す。
（明拓本）……王春法主编／晁岱双编著 安徽美术
20/05
95
10367142 二王帖（一）
（上中下三巻、目録、評釈一巻）のうち、上巻（王
* 国家博物館藏明刻明拓《明拓二王帖》
羲之書法部分）を収録、原寸大精印、釈文を付す。破羌帖、成都城池帖、此郡帖、清晏帖、
山川諸奇帖、講堂帖、都邑帖、九日帖、七十帖、兒女帖など王羲之 56 帖。＜〃＞
（明拓本）………王春法主编／晁岱双编著 安徽美术
20/05
85
10367143 二王帖（二）
（上中下三巻、目録、評釈一巻）のうち、中巻（王
* 国家博物館藏明刻明拓《明拓二王帖》
羲之書法部分）を収録、原寸大精印、釈文を付す。知問帖、闊別帖、諸賢帖、宮奴帖、
採菊帖、雪晴帖、服食帖、又一帖、十七帖、邛竹杖帖など王羲之 50 帖を収録。＜〃＞
（墨迹本）…王春法主编／赵玉亮编著 安徽美术
20/05
41
10367150 吐鲁番文书（一）
（墨迹本）上半部分を原寸大原色精印、釈文を付す。この
* 国家博物館藏《吐魯番文書》
文書は当時のトルファン地区の重要史料文献で、その書法は意趣に富み流暢で自然、重要な
史料価値と書法価値を有す。張奉先残牒、西州徴物残牒（一）
、西州徴物残牒（二）
、開元
十三年徴物残牒、伊吾屯田残籍、朝請大夫守伊州刺使残紙、開元廿九年追捉逃番兵残牒、
女婦才子還麦契残牒を収録。巻頭に各文書の概説を載せる。＜〃＞
（墨迹本）…王春法主编／孟潇碧编著 安徽美术
20/05
31
10367151 吐鲁番文书（二）
（
、二）
、府司阿梁状詞并批、虞侯司及法曹司請料紙牒（一）
（
、二）を収録、
* 張元璋残牒（一）
原寸大のほか部分拡大図版を付す。巻頭に各文書の概説を載せる。＜〃＞

亜東書店

2,079

3,311

5,445

3,542

5,808

5,445

3,311

2,695

－ 45 －

書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

20/05
20
10367145 元羽墓志（北魏刻石）＜〃＞…王春法主编／苏强编著 安徽美术
* 国家博物館藏北魏《元羽墓志》拓片を原寸大精印、釈文を付す。洛陽時期（496-534）元

定価(円)

2,079

氏墓志の早期代表で、
その書体は南方書法を融合して形成された精美な“ 魏碑体 ” 楷書。
《元
羽墓志銘》拓片字迹は清晰で碑碑体楷書の様相を完全に保存、晋から隋唐に至る楷書芸術
風貌を現わしており非常に高い書法研究及び芸術価値を有す。巻末に拡大図版を付す。
10367146 封魔奴墓志（北魏刻石）＜中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系 第５辑＞
…………………………………王春法主编／陈畅编著 安徽美术
20/05
23
2,079
《封魔奴墓志》
拓片を原寸大精印、
釈文を付す。
北魏洛陽時期の正体楷書。
* 国家博物館藏北魏
巻頭に
《封魔奴墓志》基本情況及び文献中の関連記載、
《封魔奴墓志》の史料価値、
書法風格、
文体特徴について叙述した概説及び刻石（原石）
、整拓の縮小図版、巻末に拡大図版を付す。
20/05
19
10367147 独孤信墓志（北周刻石）＜〃＞王春法主编／于璐编著 安徽美术
2,079
* 国家博物館藏北周《独孤信墓志》拓片を原寸大精印、釈文を付す。1953 年陝西省咸陽市
底張湾で出土。北周墓志中の代表作、志文少ないが北周書法の全体様相を反映しており書
法芸術水準が高い。巻頭に国博館蔵《独孤信墓志》及びその概況、伝世文献中の独孤信、
先人の研究成果を基にした墓志と伝世文献に対する校勘、国博館蔵《独孤信墓志》の書法
価値について叙述した概説及び刻石（原石）
、整拓の縮小図版を、巻末に拡大図版を付す。
20/05
61
10367148 龙藏寺碑（明拓本）＜〃＞……王春法主编／王湛编著 安徽美术
4,026
* 国家博物館藏隋代《龍藏寺碑》拓片を原寸大原色精印、釈文を付す。中国国家博物館藏
二件《龍藏寺碑》拓本はいずれも装裱成冊。本書に収録したものは“郭尚先跋本”で、
26 開、
開 8 行、
行 7 字、
冊前に王懿栄子王漢輔題「隋龍藏寺碑」
、
羅振玉題「明初拓龍藏寺碑」有り、
冊末に清代学者書法家郭尚先が泥金で書写した跋語有り。巻頭に《龍藏寺碑》旧拓存世情
況、国博蔵《龍藏寺碑》拓本の年代及び価値、
《龍藏寺碑》の芸術価値、
《龍藏寺碑》の
論争とこの碑の独特な魅力について叙述した概説を付すほか、巻末に一部拡大図版を付す。
20/05
45
10367149  敦煌古籍零拾册（唐五代写本）王春法主编／张婧乐编著 安徽美术
3,542
釈文を付す。
《老子》残紙、
《開蒙要訓》
* 国家博物館藏《敦煌古籍零拾》を原寸大原色精印、
其一、其二、其三、其四、其五、其六、
《太公家教》其一、
《太公家教》其一、
《太公家教》
其二、其三、
《周公卜法》其一、其二、其三、
《朋友書儀》一紙、書儀一紙、
《新定書儀鏡》
其一、其二、其三、其四、尺牘、
《魚歌子》辞を収録。巻頭に概説を載せるほか巻末に《魚
歌子》の拡大図版を付す。＜〃＞
20/10 245 精 14,850
10367557 李慈铭致潘祖荫信札……………………谷卿，冯松整理 中国书店
* 李慈銘（1830 年 -1894 年）が潘祖蔭に宛てた同治 4 年（1865）から光緒 8 年（1882）まで
の書信 70 余通
（うち潘曾綬宛 1 通）を収録、
書信原件を原色影印した
「図版」部分と
「釈文
（標
点付）
」部分からなる。いずれも今まで未見で《越縵堂日記》と李氏既刊書信の重要補充資
料となる。巻頭に李慈銘の平生、李慈銘の潘祖蔭宛書札の流播及び収蔵、李慈銘と潘祖蔭
の交流について叙述した文章を付す（繁体字縦組）
。
20/11 289
10368037 黄庭坚书学研究＜朵云文库书画论丛＞………陈志平著 上海书画
5,445
“俗”
“意”
* 黄庭堅と“文字禅”の関係を明らかにすることを重点に、その書論中の“韻”
三つの概念の禅学意蘊と文化内容を論述した上篇“黄庭堅書論研究”
、筆墨の特殊方法及
びその書風の形成と変遷について論述した中篇“黄庭堅書法創作研究”及び下篇“黄庭堅
書事、交遊と作品考証”の三篇からなる。巻末附録に「
《黄庭堅書法全集》雑考」
、
「山谷
詞携年考証商榷」
、
「黄庭堅武昌行実綜考」
、
「黄庭堅書学研究論文目録」を付す。
10368038 笃斋藏吴大澂手迹四种（折叠本）＜方来界 ：敦堂书画金石文字丛刊１１＞
箱 43,956
………………………………［清］吴大澂著／李隽编 西泠印社
20/11
（附：致岱霖、頌田等詩稿手箚）
、同光時の《致潘祖蔭書札》
、
* 同治初年の《呉大澂日記》
光緒中期の《致續昌書札》
、光緒後期の《致譚鍾麟書札》
（附 ：章士釗題跋）を経折装に
て原色影印。呉大澂 30 歳以後約 30 年間の書風変化の軌跡を見ることができる。
「篤齋藏呉
大澂手迹四種釋文」
（附 ：縮小原色図版）を収録した別冊を付す（繁体字縦組）
。
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20/12 256
10368372 隋初唐书法美学研究……………………………常耀华著 社科文献
* 隋唐五代の文字学成果はたいへん大きく、とくに字様学に特色があり、文字学の素養は書

5,929

学研究者の基礎で、虞世南、張懐瓘、李陽冰、顔真卿など唐代大書家、書学理論家はみな
この方面にたいへん素養が深かった。本書は“顔氏字様”と字様学の生成、
張参《五経文字》
と唐玄度《新加九経字様》
、智永 ：承前啓後的一代宗師、欧陽詢書法及其書論、虞世南及
其書論、卓越前古的唐太宗及其書論、中国書学第一経典――《書譜》
、人多芸数的李嗣真
及其《書品後》など隋初唐書法美学について論述する。
20/11 317
10368040 历代经典碑帖百种题识……………………………张海著 河南美术
5,808
* 歴代経典の碑帖 100 種の題識を収録。篆書・隷書・楷書・行草の 4 部に分かれ、各篇は写
真以外に「簡介」
「集評」
「題識」で構成。
「集評」は碑帖に関する歴代評論を収集。
「題識」
は碑帖に対する認識・評価・考察・感想を掲載。
20/04 285
10368362 书内书外：沈鹏书法十九讲………………………沈鹏著 北京大学
7,139
“中国書法界泰斗沈鵬先生の書法講演集。
「詩歌与書法」
等講稿19 篇及び附録 2 篇を収録。
*
20/12 373
10368810 苏轼法书…………………………………………李正平著 清华大学
5,929
「新編蘇軾年譜并法書系年」
、
《宝月帖》など蘇軾作品 49 件に
* 蘇軾の書法に関する専著。
簡要な解説を加えた「伝世蘇書墨迹彙観」
、
《北游帖》など 12 件に解釈性、評論性説明を
加えた「日本二玄社複製蘇書墨迹」
、ほか《書懷素自叙并跋帖》など稀覯又は未見の蘇軾
書法作品 5 件について論述した「滄海遺珠」
、蘇軾が使用した筆、墨の記録と軼事及び蘇軾
の香学理論等宋代香文化探求の三篇を収録した「附録」からなる。
凰
20/01 1405 精 17,325
10368862 春在堂尺牍 全３册………［清］俞樾著／张燕婴整理 凤
*《俞樾全集》の一種。俞樾函札 1444 通を収録した現存俞樾函札総集。人物、事件、写
作時間など各信札の関連情報について考證しており俞樾交遊研究に重要な価値と作用がある。
（繁体字縦組）＜俞樾全集＞
20/10 243
10368948  山谷题跋编年校注＜书论系列＞……………黄启方编注 T蕙风堂
3,960
* 清末に刊行された《明十大名家評山谷題跋》四巻に校訂、注釈を加え再編した《山谷題跋
編年校注》五巻は、
編年可を年代順に三巻、
編年不可を原書順に二巻とした。巻末附録に
「明
十大名家評《山谷題跋》四卷原總目録」を付す（繁体字縦組）
。
20/10 243
10368949  东坡题跋编年校注＜书论系列＞……………黄启方编注 T蕙风堂
3,960
。
* 巻末附録に「明十大名家評《東坡題跋》四卷原總目録」を付す（繁体字縦組）
20/12 994
10369114  翰墨青史 - 中原书家卷 上下册………………王幅明著 河南美术
19,800
* 古代巻“江山留勝迹”と近現代卷“我辈復登臨”からなり、河南籍及び河南に滞在して
いた書家 128 人の伝記。学界の最新研究成果を取り入れ、650 余幅の図版（モノクロ）を配
しながら書家の経歴を紹介する。巻末附録に「河南百年書法大事記」等を付す。
20/12 268
10369665  唐代书手研究………………………………………周侃著 社科文献
8,349
* 唐代書手の身分構成、従業場域と執事、生活生存状態について叙述するほか唐代書手の
書法教育、墨迹、墓誌書法、貢献など唐代書手について全面的に考察する。
20/10
38
10369034  石鼓文王澍临本＜中国碑帖集珍＞………［清］王澍书 浙江人美
2,002
*《石鼓文·王澍臨本》台北故宫博物院蔵、此本乾隆 55 年（1790）入藏、乾隆重定石鼓。用
いた釈文は明代収蔵家安国所蔵後勁本を底本に王福厂書小篆石鼓文と対照参考。
（繁体字縦組）
10369290  印学研究 第１６辑地域印风研究专辑
………………………………吕金成主编／渠亭印社编 文
物
20/11 214
9,680
*《本輯は戦国齊璽異型異構印風、三国印章地域風格、嶺南篆刻風格譜系の形成と変遷、
嘉興六百年印風、天津印学摹古から創新への発展、清代黄山印人芸事、岳麓印社作品風格
と当代印風傾向期等について詳しく論述。地域文化の差異から生まれた異なる印章風格の歴
史表象及び内在淵源を明らかにした論文18篇を収録。文中収録の印章は朱刷。
（繁体字横組）
精 5,148
20/07 313
10367071 江苏篆刻史＜江苏文库·研究编＞………………孙洵著 江苏人民
* 戦国から民国に至る篆刻出土文物、篆刻の発端、印人、印譜、篆刻流派、篆刻研究著作、
篆刻芸術生態など多方面に渉る江蘇篆刻文化の発展軌跡について論述する。
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学
20/12 312
10369036  中国印学理论体系………………………………陈国成著 科
文人之志与工匠之技、
*“印宗秦漢”与伝統的確立、尚古”思想与“復古”行動、印人流派：

定価(円)

11,374

刻印与写篆的混一 ：印法与書法、印章的風格品評の５章。＜国家社科基金后期资助项目＞
精 4,092
21/01 144
10367726 澂秋馆印存＜新编中国历代印谱丛书＞………陈宝琛编 上海书店
* 陳寶琛が輯めた古璽印及び自身数十年収蔵の古璽印を収録する。本書は上海書店1988 年、

19888 年出版の原版を基礎に判型を小さくし各印に釈文を付した。朱刷。
（繁体字縦組）
21/01 121
10367724 伏庐藏印＜新编中国历代印谱丛书＞…………陈汉第编 上海书店
《庚申集》を輯成した後に得た精品を鈐拓して
*《伏盧藏印》は陳漢第が藏印集《己未集》

精 3,828

成った譜集で、所蔵璽、印 600 余鈕を収録する。本書は上海書店 1988 年、1999 年出版の
原版を基礎に判型を小さくし各印に釈文を付した。朱刷。
（繁体字縦組）
精 4,488
21/01 167
10367725 赫连泉馆古印存＜新编中国历代印谱丛书＞…罗振玉编 上海书店
*《赫連泉館古印存》は羅振玉が 1915 年と1916 年に前後して輯成した正続二冊の鈐拓印譜。
周秦両漢、魏晋及び唐宋元印章 816 方を輯録。上海書店 1988 年出版の原版を基礎に判型
を小さくし各印に釈文を付した。朱刷。
（繁体字縦組）
10368939  士拿乎－清宫鼻烟壶的时尚风潮……………侯怡利主编 Ｔ故宫博院 20/11 343
14,080
*2020 年 7月台北国立故宮博物院で開催された標題名の展覧会のカラー目録。鼻煙(snuff、
嗅ぎタバコ)は西洋に由来し、康熙帝時代に導入された。当初は「士拿乎」と訳され、宮廷
と貴族の間でのみ流通した。本書は国立故宮博物院が収蔵する、清王朝由来の鼻煙壷コレ
クションから293 点を精選し、その表裏のデザインや細部のカラー写真数枚ずつを収録し、
解説を付す。巻末 ：専論・乾隆帝的鼻煙壷収蔵。
19/04 310 精 33,660
10367558 中国民间剪纸集成－湖湘卷冯骥才总主编／左汉中主编 河北教育
* 湖湘剪紙を分類し、代表作を精選。剪紙の材料道具や技芸について論述し、文化伝承者
の流れや剪紙の地域分布・歌謡伝説などを取材。
20/10 282
10369032  清代晋南戏曲年画研究……………………………张靖著 中国戏剧
7,744
* 関連の戯曲史や文献資料を交え、清代の晋南木版年画中の戯曲年画及び画店を検討。清
代の晋南戯曲年画の芸術特色を分析し、晋南地区戯曲伝播の歴史的様相を復元する。
21/01 561
10369414  山西古建筑地图 下册…………赵寿堂，李妹琳等编著 清华大学
12,045
* 山西北部各地重要古建築の分布・類型、各古建築所在地の状況、各古建築点の歴史沿革、
各古建築点の形式・形制特徴、各古建築の保存状況などを叙述。山西古代建築文化の風格
特徴・歴史変化を提示。＜中国古代建筑知识普及与传承系列丛书·中国古建筑地图＞
21/01 540
10369415  陕西古建筑地图＜〃＞……………陈迟，李若水等编著 清华大学
12,045
* 陝西省に現存する古建築（世界文化遺産、国家級・省級・市級文物保護単位を含む）を中心
とし、一部の古墓葬・古遺跡・石窟寺及び石刻・近現代の重要建築を補い、10 省轄市の古建
築 350 箇所を紹介。所在地・歴史沿革・建築形制・平面構造・建築風格などを記録する。
精 12,045
21/01 565
10369416  江西古建筑地图＜〃＞…［韩］辛惠园，张剑文等编著 清华大学
* 江西省の重要な古遺跡・古墓葬・古建築や、代表的な意義を有する一部の近代革命旧跡
などの文物スポット313 箇所（国家級文物保護単位 119 箇所、省級文物保護単位 180 箇所、
省級以下文物保護単位 14 箇所）を収録。
21/01 531
10369417  西藏青海古建筑地图＜〃＞………王南，卢清新等编著 清华大学
12,045
* 西蔵篇は西蔵自治区の重要で完備した古建築 149 箇所を精選。図版を掲載し、その特徴と
芸術成果を紹介。青海篇は青海省の重要で完備した古建築 114 箇所を精選して特色を紹介。
21/01 479
10369857  河北天津古建筑地图 下册＜〃＞陈迟，郑慧铭等编著 清华大学
12,045
* 河北省北部張家口、承德、秦皇島、唐山、廊坊等五つの地級市及び天津市の古遺址、古
墓葬、石刻、古代建筑と近代建筑等主要文物建筑をカラー図版とともに紹介する。
20/09 305
10367710 四合归一：山水营造的中国观念…………………杨欣著 中国建工
5,148
（宇宙論・
本体論・
工夫論・
境界論）と4 種の哲学流派属性
（巫
・
* 中国哲学の 4 つの哲学基本問題
儒・道・仏）を探索。伝統山水居住空間の哲学認知問題を整理・集約し、山水文化体系の「四
重四方」の枠組みを打ち立て、伝統人生実践と空間実践の内在哲学関係を見出す。
－ 48 －
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21/01 497
10369029  图像与样式：汉唐佛教美术研究………………罗世平著 文
* 仏教美術中国化の文脈源流を描写し、美術品の遺物とくに近年新発見の仏教造像を交えて、

定価(円)

14,300

文化伝播過程における図像と様式の作用・変化とその特色を探索・叙述。
物
19/11 497 精 14,850
10369283  图像与样式 ：汉唐佛教美术研究………………罗世平著 文
* 様式は中国古代美術の重要な概念で、時期・地域に影響を及ぼす、或いは後代に規範とな
る手本の模様を指す。本書は中国仏教芸術を美術史の視点から多角的に解釈。
===============【 ◆文化・芸能・民俗 】===============

10366407 青山流水读书声＜杭州优秀传统文化丛书＞…庞惊涛著 杭

州

20/09

246

3,696

* 北宋・范仲淹の睦州興学から民国夏震武の富陽での霊峰精舍創設まで、1000 年余りに杭
州で起こった約 30 個の書院故事について叙述。
20/09 268
10368426 即墨蓝氏家族文化研究…………………………潘文竹著 社会科学
* 史籍方志・碑記題刻・古籍文物・民間伝説などの文献・文物を通じて、藍氏家族の発展源

6,534

流と家族文化特徴を指摘。＜崂山文化研究丛书第２集＞
20/10 350
10368553 元代风俗史话＜元代专门史六种＞……………陈高华著 社会科学
* 元代飲食簡史：食品原料生産、食品加工、飲料 [ 茶、酒、その他 ] 飲食生活と飲食着作、

6,534

塩業／元代殯葬史 ：喪葬程序、火葬的流行、墓地と墓室、葬具と随葬品／元代の信仰 ：天
妃崇拝、東岳崇拝、禳災活動、巫覡と巫術。
20/09 186
10368643 严州书院＜钱塘江学·严州文化全书＞……汪国云编著 杭州
3,696
* 中国書院の唐末五代から清朝までの発展の歴史を整理し、厳州書院発展の経緯を紹介。
厳州所轄の建徳・寿昌・淳安・遂安・桐廬・分水各県の書院を紹介し、関連人物と詩文を記載。
20/11 492
10368741 中国书院文献研究＜书院学丛书＞………邓洪波等编著 湖南大学
7,744
* 約 30 年来の代表的な書院文献の研究成果を収録し、書院文献の提要を掲載。書院文献
総論、書院志研究、書院課芸研究、書院文献提要で構成。
10369454  口袋里的家国 ：歌曲，邮票，钱币中的国族认同＜知识丛书＞
…………………………………………………麦留芳著 Ｔ时文化
21/02 211
2,816
* 歌曲、郵票 ( 郵便切手 )、銭幣（貨幣）の３つのアイテムには、国家や民族のアイデンティテ
ィとなる旗幟、気象、鳥獣、人物等のシンボルが刻み込まれている。中国の近代百年の朝代
交代、軍閥割拠、日本侵華、国共内戦の中、これらのアイテムの展開と役割を考察する。
20/10 610
10369475  上海城市民俗史………………………蔡丰明，程洁等著 上海文艺
7,139
* 古代、近代、現当代の 3 段階に分け、上海の社会背景や民俗事象とその歴史地位につい
て記述。さらに「郷村－城鎮型」から「現代都市型」への変遷する軌跡について詳述する。
10369901  留声曲盘中的台湾－听见百年美声与历史风情徐登芳著 Ｔ台大图书 21/02 674
7,040
* 台湾で初めてレコード盤が製造された 1914 年から1940 年代までの日治時期を中心に、当時
のレコード盤に記録された伝統歌曲、原住民音楽、流行歌、戯曲、人形劇、映画音楽、講談、
基督教聖歌、孫中山の肉声記録などについて、一部歌詞も交え、時代背景とともに解説。ま
たレコード業界の特許を巡る対立などの内情や変遷も記述する。レコード盤のデザイン写真や
関連資料、新聞記事なども多数収録。
10367990  女性与亲情文化 ：基于湘东南“讨鼓旗”的研究＜历史人类学小丛书＞
精 3,696
…………………………………………………张伟然著 北京师大
20/11 226
* 湘東南一帯に広く存在する「討鼓旗」習俗を検討し、形成の歴史人類学論理を分析。北
方民歌
『小白菜』流伝地域
（黄河中下流平原）とは異なる湘東南一帯の女性の各類型の子女
（夫
と前妻が生んだ子女、本人と前夫が生んだ子女）に対する肉親の情の差を検討。
10368659  ２０世纪初外国学者滇西与川西社会见闻编译
…………[ 英 ] 弗雷泽（J. O. Fraser）著／申晓虎译 云南大学
20/12 167
3,828
*20 世紀初頭にイギリス、カナダの学者が滇西と川西一帯を遊歴した際の見聞の回顧録を編
訳。第 1 部はイギリスの人類学者の滇西徳宏、怒江一帯での当地社会、人群の見聞。第 2
部はカナダの学者の成都平原での見聞を描写し、外国学者の当地での教育、医療活動を叙述。
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10368945  女归成神 ：性别与宗族亲，族群之间的多重交织＜台湾客家研究丛书０６＞
…………………………………………………姜贞吟著 Ｔ中央大学 20/12

3,960

351

* 性別と宗族・親の多重交織、宗族の運用機制、宗族場域内の性別関係、構造内の重返と
創生、継承代表と橋接認同、宗親政治の在地性、回家路上と成神之路。
20/11 210
10368035 宋画中的信仰民俗研究……………………………黄杰著 浙江大学
* 現存する両宋絵画中の宋人の信仰民俗を収録整理。両宋の絵画と宋人の信仰民俗の相互

8,349

関係を分析、両宋の絵画の創作題材・技法などに対する信仰民俗の制約の影響を重点分析。

10369263  中国风俗图志 关中卷
刘晓峰，李北山总主编／李文龙绘／韩养民，唐群著 泰

山

20/08

280

精 6,413

* 伝統文化における「民俗」をモチーフとして、中国各地の郷風民俗を発掘・保存し、文化地
理区域の人文含義と生活風俗を開拓。
20/12 249
10368098  礼俗与生活 ：近代中国东北乡土社会研究………刘扬著 社会科学
5,929
* 官書、档案、方志、報刊、碑刻などに目を通し、野外調査を実施し、東北郷土社会中の信仰、
儀式、風俗、儀礼を整理。東北郷土社会の生活方式、大衆心理、社会構造や社会機能などを分析。

10368406 粤港澳大湾区非遗地图
…………………广东省非物质文化遗产保护中心编著 广东人民

20/08

171

3,234

* 民俗祝賀行事、伝統手工芸、上演芸術の 3 部に分け、粤港澳大湾区共有の非物質文化
遺産項目を挙げ、
各地特有の項目を紹介。各非遺項目の具体内容を紹介し、
項目の価値、
分布、
伝承者、公演場所などを記載。
20/11 223
10368633 信仰民俗＜湖南少数民族信仰文化研究丛书＞…李琳著 湖南大学
4,620
・
トーテム信仰・祖先神信仰（創始神含む・
）
* 自然信仰（天体天象、地形地象、動植物、妖怪）
歴史伝説人物信仰（保護神、地方神、民間俗神、仙人含む・
）
歳時祭儀・
鬼魂信仰・
巫術信仰（符
咒法術含む）
・占卜風水などの面から、湖南少数民族の民間信仰を整理・分析。
20/12 379
10368119  天地之间：天文分野的历史学研究……………邱靖嘉著 中华书局
5,445
* 中国古代天文分野の変化・理論モデルとその政治文化含義を研究。天文分野学説の起源・釈義・
理論類型を整理、影響最大の二十八宿及び十二次分野体系の形成・定型と発展変化や、古代王朝
政治において発揮した重要作用と反映する天下観を重点的に考察。＜国家社科基金后期资助项目＞
精 7,744
20/10 172
10369521  漫步八十年代 ：老北京拾遗……………………老葛编绘 北京联合
* まだ古き良き時代が残っていた 1980 年代の北京の胡同の日常風景、子供向けの玩具、セミ
やカマキリ等の昆虫等を、イラストや図解で紹介する。
20/12 379 精 5,929
10368635 中华创世神话文献摘编……………沈海波，徐华龙等编 上海人民
* 中華創世神話に言及する伝世文献を整理し、伝世神話に関する記載を調べ、天地開闢、
三皇五帝と鯀禹治水、人文の始まりと氏族方国、諸神と霊物の 4 種類に分類。羅泌『路史』
、
馬驌『繹史』の上古開闢に関する内容を附録。＜中华创世神话研究工程系列丛书＞
20/12 399 精 10,769
10368637 中华创世神话人物图像谱系＜〃＞…田兆元，唐睿等著 上海人民
* 盤古・伏羲・女媧・炎帝・黄帝・顓頊・帝嚳・帝堯・帝舜・鯀禹などの創世神の図像・塑像・
影视形象の歴史的変化を整理し、図像系譜の芸術特徴と核心要素を分析、各時期の創世
図像主題と象徴意義を指摘，関連民間信仰の儀式行為を解釈。
10369455  毒药猫理论 ：恐惧与暴力的社会根源＜允晨丛刊１６８＞
…………………………………………………王明珂著 Ｔ允晨文化 21/02 421
3,696
* 青藏高原東部の山村に、女性が貶められて毒薬猫に変身するという伝説があったが、そこ
に人類社会に存在する暴力という普遍性を見出すことができる。伝説について分析を進め、ま
た近代西洋の魔女狩りや生贄、当代国族主義や宗教の原理主義などにも目を向ける。
精 8,349
20/11 350
10368989  中国婚礼通志 西南卷…………瞿明安主编／苏醒编著 商 务 印
2,772
10368712 峄县民俗乐种的考证与研究………………………张敏著 百花洲文艺 20/12 236
* 山東省棗荘市嶧城区（旧嶧県）で流伝してきた民俗楽种（戯曲・曲芸・民歌・舞踏音楽を含む）
を考証・研究。内容は嶧県の民俗の考証と研究、嶧県伝統戯曲理論の審美と概述、各劇種
芸術特色の研究、地区器楽の発展と現状の研究などに及ぶ。
－ 50 －
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20/12 387
10367513 歌唱台湾：连续殖民下台语歌曲的变迁………陈培丰著 Ｔ 卫 城
* 台語流行歌曲が演歌の趣を帯びているのは、日本の統治と文化の影響を受けているためと

4,224

されるが、実際の答えはイエス・ノーという単純なものではない。本書は、1930 年から70 年代
の台語流行歌曲の発展・変遷の軌跡を再検討する。＜ Belong６＞
21/03 612
10369900  台湾乡土戏曲之调查研究………………………施德玉著 Ｔ 国 家
13,200
* 台湾の郷土戯曲である車鼓戯、竹馬戯、草鞋公戯、牽亡歌声戯、宜蘭本地歌仔と歌仔戯、
客家戯、崑戯について論文 13 篇。附篇:仏教音楽や戯曲音楽 3 篇。＜国家戏曲研究丛书＞
10367970  欧洲藏中国明清至民国俗曲唱本研究 以英德法为中心＜中国说唱文艺研究丛书＞
…………………………………………………崔蕴华著 社会科学
20/10 482
10,164
* 唱本は明清以来民間に流伝する各種伝統説唱のテキストを指す。本書は、ヨーロッパ所蔵
唱本の淵源と宣教師との関係の研究、ヨーロッパ所蔵唱本の主要分布及び英国所蔵唱本の
研究、ドイツ蔵民間唱本の文体分類と文化の研究、フランス蔵俗曲刊本及びロシア漢学者と
俗文学の関係の研究などの内容を含む。
20/10 296
10368679  西厢记在当代戏曲舞台上的传播与重构研究…李大博著 中国戏剧
7,139
*『西廂記』の元・明・清時期や近代舞台での演出・伝播を整理。京劇・豫劇・越劇・蒲劇・
黄梅戯などを代表とする戯曲劇種舞台上での『西廂記』の伝播と再構築の過程を観察し、
伝播形式・伝播メディア・観衆集団に変化が起こっている背景下で『西廂記』に生まれる審美
変異と価値内容の再構築について考察。
精 4,488
20/12 417
10368451 梨园春秋笔 ：马连良文集………………………马龙主编 三联书店
* 馬連良は中国京劇史上の泰斗・大師。本書は馬連良の署名文章・メディア取材・専題報道・
往来書簡・詩詞歌賦などを発掘整理し、約 70 篇を収録。
「談芸憶往」
「筆札詩詞」
「訪談自
述」の 3 部で構成。＜中国京剧艺术基金会资助项目＞
20/12 504
10369294  中国杂剧史＜前海戏曲研究丛书第２辑＞……刘荫柏著 文化艺术
7,139
* 先秦の角抵、漢魏六朝の百戯、隋唐の散楽・雑戯、宋金の雑劇・院本、元代雑劇の隆盛、
明代雑劇の衰退、清代雑劇の文学創作などについて論述し、各発展段階における中国古代
の戯曲の芸術特徴と芸術様相を提示。
20/11 363
10367980  五四与中国话剧研究……………………………杨扬主编 华东师大
5,445
「五四と
中国現代劇」に関する学術会議の論文集。
「五四の思潮と中国現代劇の変革」
「
、五四
*
の伝統と中国現代劇の審美の研究」
、
「五四の影響と中国現代劇の受容」
、
「五四文化と中国
現代劇の劇社の研究」などの議題について論じる。
20/11 382
10368043 民营话剧研究＜中国社会科学院老学者文库＞…刘平著 社会科学
8,954
*80 年代初めから90 年代末までの創始段階、2000 年初めから2013 年前後までの発展段階、
2014 年初から今日の安定・向上段階の 3 段階に分け、民営現代劇の創作方面での成果を評価。
20/11 648
10369295  现代相声的兴起与相声文本研究………………陈建华著 上海三联
5,929
* 中国相声の萌芽・発展・成熟・全盛の過程を考察。素材の選択、ネタの設計、構造の完備、
流派の生成など、相声と伝統笑話の関係を論述。底本の提供、人材の蓄積、技法の伝承、
形式の充実など、
相声と伝統講談の関係を考察。小戯と相声、
大戯と相声、
言語化の過程など、
相声と戯曲の関係を整理。
10368044 影戏入长安 ：早期西安电影放映与都市文化（１９１０－１９４９）
………………………………………原文泰，孙晓京著 复旦大学
20/12 174
2,772
* 民国の新聞・旅行記・伝記などを起点として、早期西安の映画業態と消費文化を考察。新
たな史料記載・一次資料から西安映画の真の歴史叙述を捜索。西安の都市を枠組として、早
期西安映画発展の版図を構築。
21/01 235
10368377 香港电影演义……………………………………魏君子著 文化艺术
3,696
* 演者やスタッフの歴史秘話・細部考証を述べ、映画人の心理状態・類型創作・環境影響・
産業構造を窺い、香港映画の今昔の様相を把握。
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19/12 340
10368640 责与利：中国电视的两难选择＜广大新视野＞孔令顺著 传媒大学
* 参加型観察・密着取材・テキスト精読・案例分析などを通じて、現在の中国のテレビのメディア

定価(円)

5,929

責任負担の様相を整理し、理論解釈と方法手引を提供。政治責任・経済責任・文化責任・社
会責任などの面からテレビのメディア責任問題を分析し、テレビのメディア責任の体系を構築。
10368784 张艺谋电影批评史研究＜温州大学中文学科建设丛书＞
…………………………………………………蔡贻象著 中国电影
20/11 320
5,148
* 芸術文化生態学の視点から 30 年来の「張芸謀映画」の評論史を概括。映画政治学・美学・
経済学の角度から、
「張芸謀映画」の 3 つの批評段階 ―「第五代映画」の構成部分としての
「張芸謀映画」
、芸術監督としての張芸謀、文化創意生産者としての張芸謀を明確化。
21/01 208 精 11,979
10368711 机遇与挑战 ：当代中国摄影文化研究……………陈冲著 中国纺织
*21 世紀を起点として、中国本土の当代撮影文化の変化、価値再構築、中国における撮影の
民族化発展、教育改革、大衆志向、メディア規範、産業発展、無形文化遺産保護など論述。
20/06 238
10368716 解放战争时期上海影刊研究……………………陈新阳著 吉林大学
3,828
* 上海で 1945 年から1949 年に出版された映画期刊を研究。上海 ：早期中国映画の中心と
その映画発展の概況、早期上海映画期刊の歴史沿革と抗戦勝利後の上海映画期刊の発展、
雑誌の価格と広告の情報、映画雑誌中の映画報道など全 6 章。
10368774 早期中国电影史再研究（１９０５－１９２５）＜国家社科基金后期资助项目＞
…………………………………………………张新英著 中华书局
21/02 308
5,148
* 中国映画史学界既存の影史著述に依拠し、収集発見の新資料を交え、1905 年から1925
年の映画史の誤った史実と観点に対して疑問を呈して分析し、自身の観点を提出。
21/01 203
10368785 中国电视剧“乡土叙事”研究……伊正慧，孙少华等著 中国物资
3,696
*「郷土叙事」は郷風・郷情・郷景・郷人に対する関心や表現であり、伝統文化と地域色彩の
鮮明な「郷土世界」について叙述した故事である。本書は中国のドラマの「郷土叙事」の発
展過程とその背後の論理動因を整理・研究。
10368786 中国当代动漫形象研究 ：艺术，消费与产业＜京师影视学术书系＞
…………………………………………周雯，陈亦水著 北京师大
20/09 249
4,488
* 中国の有名アニメのイメージ成功の原因を研究検討し、各アニメイメージの芸術造型と文化
特徴を研究。中国の有名なアニメ監督・原作者・プロデューサーを取材し、産業・芸術・消費
の各面におけるIP 産業価値を有する中国のアニメイメージの要素を発掘。
10368931  侯孝贤的凝视 ：抒情传统，文本互涉与文化政治＜ＦＴ台湾足迹系列＞
…………………………………………………谢世宗著 Ｔ 群 学
21/01 399
5,456
《悲情城市》与抒情伝統／沈従文、生命力与城郷発展／静態悲劇与旁観者視角／
* 侯孝賢、
偸車賊、底辺階層与抒情置換／歴史再現、今昔対比与叙事結構／当代的末世図像与抒情的
時間意識／跨国電影、観光客的凝視与抒情在他方／文化中国的擬像与幽微的華麗美学。
10369672  电视纪录片自塑国家形象研究（１９５８－２０１８）
…………………………………………………武新宏著 人
民
20/09 228
5,214
*1958 年から2018 年に国外で放送され国外で受賞した、中国のテレビのドキュメンタリー映画
が表現する中国のイメージを整理。＜国家社科基金丛书＞
10369899  天桥上的魔术师－影集创作全记录………公共电视等著 Ｔ木马文化 21/03 271
4,400
（楊雅喆監督、2021 年台湾 )のメイキング全
* 呉明益原作のテレビドラマ『天橋上的魔術師』
記録。主要キャラクター紹介、出演者やスタッフへのインタビュー等。貴重な写真満載。
20/04 189
10367574 汉服怎么穿……………………………………颜紫陌编著 电子工业
5,929
「時令漢服」はそれぞれの時間・祝日に
*「歴代漢服」は漢服の起源と服制の沿革を紹介。
基づいた相応しい漢服の組み合わせを推薦。
「漢服制作」
は常見する漢服の制作過程を列挙し、
実用の裁断・打板模様を附す。カラー写真多数。
20/11 242
10369061  彩袂蹁跹：中国传统服装襟边缘饰……魏娜，孔凡栋著 中国纺织
5,445
* 実地の調査研究・採集と伝世収蔵品を基礎に、服飾文化・形制・色彩・図案・工芸及び現
代の服装における応用などの面から、中国伝統服装の襟辺縁飾を整理・研究し、一部の代
表的な工芸を復元。大量の線描図と写真を掲載。
－ 52 －
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10369255  探篹雅故，格物致知 ：２０１９中国古代服饰研究论坛文集
……………………………………马胜杰，贾荣林主编 中国纺织

21/02

140

5,929

* 学会は 2019 年 11 月開催。本書は、名称依旧，形制全非 ― 挙中国服飾史的幾個例子（孫
機）/ 礼治背景下的先秦服飾文化（彭林）など 10 篇。
21/01 285
10368890  故宫宴……………………苑洪琪，顾玉亮著／苏微楼绘 化学工业
* 故宮研究者と中国料理の匠が編集。清代、紫禁城の宮廷料理を復元。オールカラー。
10370015 日本庶民美食（繁日对照）＜Ｎｉｐｐｏｎ所藏１３＞
………………………………………林洁珏，游翔皓著 T ＥＺ丛书 20/12
21/02

10369512  图解日本歌舞伎…………［日］新居典子著／催倩倩译 华中科技

143
165

7,744

3,520
4,389

===============【 ◆少数民族 】===============

10368424 敦煌与形成期的裕固族…………………………杨富学著 甘肃文化

20/11

385

精 6,776

* 歴史・文化・宗教・言語・民俗・人口を切り口に、裕固族形成の歴史や敦煌との関係を叙述。
裕固族の敦煌での形成と東遷、裕固族古文献の敦煌での残存、裕固族と晚期敦煌石窟、莫
高窟第 61 窟甬道の修繕と蒙古豳王家族との関係、甘州回鶻天公主の敦煌での活動と影響、
「裕
固学」と敦煌学の関係など 14 章。＜丝绸之路历史文化研究书系 第２集＞
19/12 168
10362790  藏语新词术语社会知晓度及使用情况调查………孙媛著 中央民大
3,696
*2011-2016 年度中国民族語文翻訳局と各省市査定発布の蔵語の新語用語を対象とし、調査
アンケートと主要メディアのモニタリングなどの方法を採用し、新語用語の使用頻度
・地域分布
・
趨勢・社会知名度などを調査研究・分析。
精 5,929
20/10 334
10367605 西夏韵书《五音切韵》解读……………………贾常业著 甘肃文化
『音同文海宝韻合編』などを
*『五音切韻』は西夏語音韻系統の重要著作。本書は『文海』
用いて検証・反証を進め、音韻学から西夏韻書『五音切韻』を解読。＜西夏学文库第３辑＞
20/10 602 精 10,285
10368033 西夏音韵辞书音同解读＜〃＞…………………贾常业著 甘肃文化
『俄蔵黒水城文献』公布の『音同』には甲
・
*『音同』は西夏時期に印刷出版された重要辞書。
乙・丙・丁の 4 つの版本がある。本書は西夏文の声母と韻母を紹介し、
『音同』の新版本と旧
版本を解読。新旧版本中の句を対比研究し、西夏文の部首検字方式を説明。
10368034 满语中的条件句式 ：语义、形态句法、语用与类型学多角度研究（英语）
……………………………………………………陈辰著 山东大学
20/07 239
3,894
* 中国少数民族の言語である満語の条件文型を考察。研究の角度は語義、形態構文、語用
と類型学などを含む。
20/06 242
10368279  回鹘语与粟特语、吐火罗语之间的接触……木再帕尔著 社会科学
5,929
* 回鶻語のマニ教・仏教文献に存在する大量のソグド語・トカラ語の借用語から着手し、回鶻
語とこれらの言語の接触関係を検討。回鶻マニ教文献中のソグド語などの大量の中古イラン
語借用語・ソグド語語法の回鶻語語法への影響、ウイグル語に残るソグド語借用語や回鶻仏
教文献中の大量のトカラ語梵源語を研究。
10368379  吐鲁番地区民族交往与语言接触 ：以吐鲁番出土文书为中心
…………………………………………………曹利华著 社科文献
20/12 271
7,139
* 吐魯番出土文書や伝世文献・出土文物を利用し、漢語と周辺言語の相互借用と影響を言
語学の角度から考察。言語が反映する民族関係とその特徴を民族学の角度から解析。
20/12 190
10368387 茶马古道上的风物＜茶马古道书系＞…………杨红文著 云南大学
3,696
* 雲龍県の検槽郷、大理市の喜洲鎮、昆明市の沙朗郷など茶馬古道と関係する 6 つのポイン
トを選び、民族言語の調査を通じて茶馬古道の社会歴史変遷を実証。
20/04 323
10368624 满语口语会话………………………………………关利著 辽宁民族
5,929
*2014 年黒竜江教育出版社『現代満語口語 1200 句』を基礎に、三家子老人の口語や鄂倫
春語学生のテキストを交え、満語口語の語調や関連事宜を検討。全 50 段。清代の満語口語
の風格と特徴を留め、現代満語の口語で文を叙述。
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20/12 234
10368845 广西壮语文社会效用研究………康忠德，黄如猛等编著 世界图书
* 実地調査を基礎に、60 余年に及ぶ壮語文の普及使用状況を整理・描写分析。壮漢二言語教

3,696

育・公共サービス・ラジオとテレビ・翻訳出版・古籍整理などから壮語文の社会応用状況を探究。
20/12 201
10369367  纳西族哥巴文字源考释…………………………李晓兰著 中国纺织
、李霖燦編著・和才読音・張琨記音『納西族象形標
* 方国瑜・和志武『納西標音文字簡譜』

4,488

音文字字典』
、洛克『納西語英語漢語語彙』
（上巻）に収録する哥巴文字形を研究し、納西
族哥巴文字の字源を考証解釈。以前の成果を校訂して哥巴文字符の字源 2733 個を獲得し、
関連の文字理論問題を検討。
10369300  汉藏语音韵对应研究 ：以杨福绵汉藏音韵研究成果为例＜宁夏社会科学院文库＞
…………………………………………………王艳春著 社科文献
21/01 381
9,559
* 楊福綿漢蔵語同源語を概述、楊福綿漢蔵語同源語の声母対応を比較研究、楊福綿漢蔵
語同源語の韻母対応を比較研究。
19/10 227
10369308  藏缅语状语从句类型学研究………………………姚晶著 云南大学
3,696
* 蔵緬語状語従文の語義分類と語法分類、各語支各語義類別の状語従文内動詞関連語法
範疇の表現、従文の表記モデル、形式来源及び概念空間の構築などについて論述。
族
20/08 332 精 6,050
10369368  布依方块古文字……………………覃家道，王定才编著 民
（現
* 布依方塊古文字は布依族の古文字。2009年に中国民族言語文字7種の1つに選出された
在、中国言語文字は 8 種）
。その歴史は漢唐時代に遡る。
言
20/11 238
10368713 生命崇拜与仫佬族民歌意象研究…………………吴静著 群
3,828
* 神話人類学・文学地理学・民俗学・原型批評・審美人類学・叙事学などの理論を用い、野
外調査を交え、仫佬族の民歌のイメージを生命崇拝の角度から全面的に解読。
20/02 284
10368715 贵州布依戏研究…………………………………肖贵成著 黄山书社
2,772
布依戯文学、
布依戯の戯台・音楽・舞美、
布依戯と他の戯劇の関係、
* 貴州布依戯の形成と発展、
布依戯の芸術美之１：詩性語言・総合性と写意性、布依戯の芸術美之２：節奏性と地域性・
民族性、布依戯の「非遺」価値及其保護措置、布依戯の評改と劇本洗列。
10368400 白族本主
……大理州白族文化研究院编／赵润琴，杨恒灿主编 云南人民
20/04 248
9,680
* 全国各地の白族本主 700 余尊及び文字資料を収集、本主雕塑 500 余尊の写真故事を精選。
10369500  闽浙赣宝卷与仪式研究＜宗教学家经典１７＞李志鸿著 Ｔ博扬文化 20/12 490
5,280
* 閩浙贛辺界地区的宗教生態／贛南閩西宝巻的刊印与流伝／浙西南宝巻的刊印与流伝／閩
浙贛的宣巻儀式／閩浙贛宝巻与客家社会。
10369372  大屯契约文书汇编 上下册……………………吕燕平编 孔学堂书局 20/04 1157 精 28,710
* 貴州安順地区屯堡村落の典型的村落である大屯村の明清及び近代契約文書を収集。文書
の写真や釈文を掲載。＜屯堡文书·第１辑＞
21/01 378
10368120 整合与重构－近代西南的边政与边疆学术…汪洪亮主编 中华书局
4,488
* 辺境民族地区に対する清政府・南京国民政府と紅軍の異なる政策を検討し、近代内地農
作物の辺境輸入と辺境市場構築を考証。民国の辺境基礎教育と社会教育の発展を考察し、
近代辺境研究機構の変化と学術形成を分析。晚清・民国学者の学術の道の選択、調整を論
述し、西方学界の中国辺境史研究の変化を解析。＜近代中国边疆研究书系＞
20/08 273
10368399  敦煌家庭儒释伦理关系研究……………………买小英著 甘肃文化
3,696
*8 ～10 世紀の敦煌地区の家庭における親子、夫妻、兄弟、僧俗などの家庭関係とその体現
する倫理規範と道徳基準を考察。＜敦煌与丝绸之路研究丛书＞
20/10 225
10368656 蒙古史研究 第１３辑…苏德毕力格，宝音德力根主编 内蒙人民
3,696
（第十三辑）是关于蒙古史研究的论文集，共收录各方学者的论文 17 篇，
*《蒙古史研究》
从不同角度、不同论点，就蒙古史的研究问题展开了探讨和论述，在一定程度上代表了目
前蒙古史研究领域的学术水平和前沿动态，具有一定的研究价值和史料价值。
精 5,445
21/01 480
10369624  匈奴帝国史………………………………………陈序经著 应急管理
言語風俗・
* 匈奴の歴史に関する中外研究成果を紹介。古匈奴人の生活の地理環境・経済生活・
文化観念などを描写し、匈奴の興起・強盛・移転・衰退の全過程を論述。
－ 54 －
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10368370 丝绸之路经济带倡议下中国新疆与周边国家产业合作升级研究
……………………………………………………李芳著 中国农业

20/12

171

2,772

* 新疆と周辺国家産業の提携の基礎条件、新疆と周辺国家産業の提携形式を分析。経済自
由度、マクロ経済の安定性、基礎設備の水準、ビジネス環境などの面から、新疆と周辺国家
の提携効率の影響要素を実証分析し、シルクロード産業の提携環境を基礎とする産業提携
方法を設計し、新疆と周辺国家産業の提携向上を推進する政策建議を提出。
20/09 651
10368669  喀尔喀历史地理研究…………………………那顺达来著 线装书局
5,445
*『蒙古游牧記』の順に、ハルハモンゴル『游牧図』と比較しハルハ諸旗を研究。モンゴルの
文字を利用し地名を考察し、ラテン文転写・漢語復元の形式で正確な読音を表記。旗名
・
方位
・
方向・地名・境界の誤りを訂正。＜东方文化集成 朝鲜韩国蒙古文化编＞
10369621  贵州六山六水民族调查－２０１８年调查专辑
………………………………………李平凡，颜勇主编 贵州大学
20/03 347
4,620
* 貴州省の天柱県共和村、三穗県款場郷龍脚村、黄平県旧州鎮寨碧村、榕江県三江水族郷、
台江県番省村の社会統治状況を調査し、揭示農村統治の歴史変化とその法則を指摘。
20/08 249
10367712 康巴藏区石砌碉房营建技术…………成斌，邓钰鲸等著 中国建工
4,950
* 江南伝統住居の自然地域環境と気候条件に立脚し、伝統住居建築の発展変化に対する社
会・経済・文化などの要素の影響を考察。各時期の江南伝統住居の変化と発展過程の回顧
を通じて、豊富な建築形態の深層理念の含義を解析。江南伝統住居の用地選定の配置原則、
空間構造形態、通りの配置方式などを詳述。
10367283 赛德克族与太鲁阁族的歌乐即兴系统研究（第２版）
…………………………………………………曾毓芬著 Ｔ南天书局 20/09 709 精 26,400
* 賽徳克族 (セデック族 )の伝統音楽の総合研究。理論基礎と研究方法、Gaya 制約下の賽
徳克族と太魯閣族（タロコ族）伝統音楽文化（音楽文献、歴史文化等）
、賽徳克族と太魯
閣族の音楽即興の模式与思惟。
10367284 布农族人的歌乐与生命－一部建立与音乐普查基础之上的布农族音乐行为分析与文化诠释
…………………………………………………曾毓芬著 Ｔ南天书局 20/06 735
26,400
* 布農族 ( ブヌン族 )の伝統音楽の総合研究。緒論 ：哲学基礎と研究方法、歴史探源（口
述文化中の族群歴史軌跡、関連文献）
、伝統音楽の系統化( 歌楽系統、器楽系統 )、文本
分析と詮釈（歌楽即興の原則と技巧等）
。附 ：伝統歌楽演唱の採譜採詞等。
10368668 服饰民俗＜湖南少数民族民俗文化研究丛书＞
………………………………………刘琼，成雪敏编著 湖南大学
20/11 271
5,148
* 土家族・苗族・瑶族・侗族などの湖南少数民族の服飾の類別・デザイン、制作工程、工芸技法、
文様造型、パーツ・アクセサリー、時候特色を整理・紹介。民族服飾に反映する多様な民俗
文化や服飾に含まれる伝統文化の遺伝記号と発展変化を検討。
20/07 357
10369037  中国北方草原游牧部族包装艺术史……………高兰英著 吉林大学
5,929
* 代々中国北方草原生活する人々の日用器物・生産道具・服飾装飾・芸術作品などを研究・考
察し、包装器物の材質・造型・文様装飾とその文化生態語境の関係を検討。各歴史段階・各
遊牧部族の包装芸術の発展状況を分析・整理。
===============【 ◆人文社会 / その他 】===============
10368228 旅游日语现学现用－手绘插画版
………………………………新东方日语研究中心编著 浙江教育

20/03

* 日本旅行に役立つフレーズ集。ＱＲコード読み取り式音声付き。
20/05
10368229  商务日语信函写作……………………………金镜玉主编 东华大学
* ビジネス文書作成の基本知識、ビジネスマナーの書式例文を日漢対照収録。
10368234 日本人的礼仪规矩＜外教社日汉对照悦读系列＞
………………………［日］饭仓晴武编著／蔡敦达译 上海外教

20/11

278

3,465

171

3,828

351

2,695

* 伝統のマナーに込められた人づきあいの原点。日漢対照。
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21/02 398
10368883 日本文化图典………………[ 日 ] 平凡社编／胡毓华译 四川人民
* 古墳時代から昭和 30 年代に日本に存在した “ モノ ” 約 4000 点の形と名前がわかる。
21/01 273
10369513  解读日本…………………………………………裴宏主编 行政学院
* 世界遺産、国立公園、相撲、京都、文学、経済など、基本知識をまとめた。
10368882 哎呀，竟然就这样灭绝了 超有趣的灭绝动物图鉴
[日 ] 今泉忠明主编／丸山贵史著／佐藤真规等绘／李建云译 北京联合

20/12

155

* さまざまな理由で地球から消えていった生物の「絶滅原因」を紹介する動物図鑑。
苑
20/02
10369480  陈情令原画影像纪念特典…………………………杨夏著 西
*「魔道祖師」の実写版「陳情令」のメイキング設定集。
20/05 124
10368892  流浪地球……刘慈欣原著／［法］科琳娜蓓特兰德主编 中 信
* 世界のアーティストが手がけるＳＦ漫画シリーズ。＜刘慈欣科幻漫画系列＞
10368893  刘慈欣科幻漫画系列 全４册＜刘慈欣科幻漫画系列＞
……………刘慈欣原著／［法］科琳娜蓓特兰德主编 中

信

20/05
21/04

10369907  蓝溪镇２（漫画）………………………木头编／孙呱绘 江苏文艺
* 中国 WEB アニメ「羅小黒戰記」の番外編漫画。
10368887 中国历史地图绘本（第２版）
……………………………中国历史地图绘本编委会编 大 百 科

定価(円)

4,488
2,772

3,696
10,890
4,290

371
270

13,959
2,970

116

精 5,445

20/07

* 子供向け歴史読み物。中国の歴代王朝を地図を見ながら学ぶ。オールカラー。索引付。
===============【 ◆韓国図書 】===============

10367892  縁の手紙 ( 韓国本 )……………………チョヒョンア著 Ｋソンボム 19/05

261

3,300

* 前の学校でうけたいじめのトラウマで、新しい所でも空回りしていた主人公。 ある日、机
の内側に隠された手紙を発見したことから、全てが変りはじめる ―。

10369565  地図で読むリスタート韓国史図鑑 ( 韓国本 )
…………………………………………ユソンウン著 Ｋイダメデ

20/12

516

20/11 696
10369568  開京から漢陽まで 全２巻 ( 韓国本 )…イスンハン著 Ｋプルン
10369573  一皿の幸せ( 韓国本 )…………………キムソクドン著 Ｋキムヨン 20/11 296
10369571  反共主義と韓国文学 ( 韓国本 ) ＜韓国体育大学校学術教養叢書５＞
……………………………………………ユイムハ著 Ｋクルヌリ 20/11

10368717 クルミとマルと( 韓国本 )………クルミマル姉さん著 KDeep&Wide 21/01
10368918  家にいるのに家に帰りたい（韓国本）
………………………クォンラビン著／チョンオ絵 Ｋストュデ 20/06

* 空っぽの心にむなしさだけぎっしり埋まった時に読んで欲しい。暖かい逃避先 ｡
20/12
10368957  砂粒ほどの真実でも（韓国本）………パクワンソ著 Ｋセゲサ
* 暖かい人間性を語ったパクワンソの散文 660 余編からベスト35 編を選別。
10368999  何のために生きるの ?（韓国本）……パクジンヨン著 Ｋウンヘン 20/08
*J.Y. Park エッセイ 何のために生きるのか ?
10367917  ジョゼと虎と魚たち（韓国本）
………………［日］田辺聖子著／ヤンオクグァン訳 Ｋチャッグ 20/12

573
233
203

3,960
7,260
3,520
7,700
精 3,520

2,970

286

精 3,520

311

精 3,300

305

2,640

❖❖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。
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===============【 ◆人文社会 / 総記／予約受付中 】===============
精 70,400 21/04
10370344 朝鲜汉籍稀见版本丛刊 第１辑全１０册……陈文新编 崇文书局
精選出
《新序》
《說苑》
《酉陽雜俎》
《世說新語》
《世
* 本叢刊從韓國現存的中國筆記小說中，

說新語姓匯韻分》
《皇明世說新語》
《兩山墨談》七種，裒為一輯，影印出版。這些典籍
均為古代韓國本土所刻，底本十分罕見，具有很高的版本價值，能夠對中國本土同類文
獻起到訂訛正誤、補充增益的作用。此次出版，在影印原書之餘，每種典籍之前均有韓
國學者撰寫的題解，就各書的版本流播、底本存佚狀況及其學術意義詳加考論，進而對
這些典籍在古代朝鮮半島的刊刻、流傳及研究狀況進行全面的考察和梳理。
===============【 ◆古典文学／予約受付中 】===============
10370204 西方早期中国古典小说研究珍稀资料选刊 全３册＜中国古典小说西传文献整理与研究丛书＞
………………………………………………宋莉华主编 社科文献
48,510 21/03
* 本资料选刊为 2017 年国家社科基金重大招标项目“中国古典小说西传文献整理与研究”
（项目编号 17ZDA265）阶段性成果，主编为该项目首席专家宋莉华。本选刊精选 17141940 年西人研究中国古典小说的珍稀西文文献影印出版。分三册、十个主题编纂 ：1、中
国古典小说概论 ；2、作者、成书及本事研究 ；3、小说的语言和艺术特色 ；4、人物形象
建构；5、小说文体与分类；6、小说中的宗教及哲学思想；7、小说与神话传说及民间信仰；
8、小说与中国社会风俗；9、中西小说艺术比较；10、中国古典小说在西方的翻译与传播。
箱 54,780
10370536 日本公文书馆内閣文庫藏全像金瓶梅 全４册………… 南洋出版社
（簡稱“内閣本金瓶梅”
）
，是金瓶梅崇禎本系
* 日本公文書館内閣文庫藏《全像金瓶梅》
統的一個重要傳本，也是保存最完整的版本之一，
一直以來受到學術界和圖書收藏界的關
注。之前曾有其它書商出版此書影印本，但參雜太多編者不應有的“創造”
（比如，過去
都不用原書名，
我社這套是首次使用原書書名
《全像金瓶梅》
）而使得古籍原貌得不到尊重，
學界在研讀參考時也有些顧慮。新加坡南洋出版社自 2018 年和 2019 年相繼推出臺北故
宮博物院藏《金瓶梅詞話》影印本綫裝本和精裝本后，我社古籍再造的出版理念獲得學
界和圖書館界專業人士的認可，甚至獲得金學學界領袖哦如王汝梅教授和黃霖教授的高
度評價和對學界推薦。
===============【 ◆近現代史／予約受付中 】===============
精 792,000  21/04
10370346 民国时期漫画杂志汇编 全３２册………上海图书馆编 国家图书馆
* 我國漫畫的發表從早期依附於報刊的零星刊登，到專業漫畫雜誌的出版，漫畫的社會
影響不斷擴大，日益成為一種文化現象。特別是在二十世紀三十年代，漫畫雜誌紛紛湧
現，形成一股出版熱潮。民國時期的眾多報刊定期或不定期地辟有漫畫作品專欄，漫畫
雜誌的問世，更是不僅以其專業性豐富了中國美術雜誌的多樣性，還以其新聞性、批判
性和幽默性特色，使其在藝術性之外，具有強烈的社會性價值，是折射時代面貌的重要
媒體。本叢書選錄京滬兩地所藏部分較有代表性的漫畫雜誌，由於底本保存狀況、文獻
來源限制等原因，仍有待將來進一步完善與補充。
===============【 ◆文物考古・美術／予約受付中 】===============
10368857 中国国家博物馆馆藏文物研究丛书・青铜器卷（商）
精 33,660 21/02
………………………………………中国国家博物馆编 上海古籍
* 中国国家博物館収蔵の殷代青銅器の精品 159 組 165 点を収録。この中には、河南鄭州
張寨南街出土の大方鼎、殷代後期の後母戊大方鼎、2006 年「海帰」の子龍鼎、湖南寧
郷出土の四羊方尊、安徽阜南月児河出土の龍虎尊、殷墟婦好墓出土の青銅礼器、四川
広漢三星堆出土の銅面具と銅人頭像などが含まれる。図版
（文物の全体や細部、
文様装飾、
銘文、拓本）を掲載し、名称・館蔵番号・時代・規格・来源・著録などを紹介。銘文釈文・
形制特徵・文様装飾の特徴、銘文釈読などについて叙述。研究論文を収録。
10369261  宋代寺院碑文集成 全５册……………………蒋媛媛著 天津古籍
92,400  21/01
* 本书按时间顺序，收录了两宋时期 1000 多篇寺院碑文文献。这些文献的作者大多为当
时著名的文人、学者，如徐铉、王禹偁、范仲淹等，涉及两宋的政治、经济、文化、思想、
社会生活等方方面面的内容，其所蕴含的意义在一定程度上展现了当时的社会风貌。事
实上，宋代寺院碑文的辑录，不仅关乎思想史，同时也具有更大范围的史学价值。寺院
碑文承载着丰富的历史文化信息。自汉末至宋代，寺院碑文不断演进，并呈现出鲜明的
阶段性特征。
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10370250 中国历代墓志全集 隋代卷 全４册
精 92,400
……………………………………余扶危，郭茂育主编 中州古籍
* 隋代虽然只有短短 38 年，经过作者努力，收墓志 600 余方，为目前所见最全。该书沿

21/

袭此前出版的北魏卷一、二体例，双面碑志拓片，单面释点，大八开双色印刷，印刷精美，
既是一套书法艺术精品图书，也是一套隋代历史研究的重要史料集。
10366764 欧洲冯氏藏中国古代版画丛刊 全１００册
精 3,520,000 20/05
………………………………………翁连溪，刘禹主编 文
物
* 本书系统收录欧洲著名汉学家，英国伦敦木版教育信托（The Muban Educational
Trust）创始人冯德保（Christer von der Burg）先生近半个世纪所收藏的中国古籍版
画资料。这些珍贵资料都是首次公布于世 ：可作为实物佐证，填补中国古代印刷技术史
上一些方面的空白。同时对于目前国内外公私收藏的一些中国古籍版本的再确定，具有
相当大的参考作用。本书收录内容均是冯先生近四十多年来奔波于世界各地，结合自己
丰富学识所得的珍贵图籍，数量达百余部。
精 39,600  20/10
物
10368707 欧洲冯氏藏中国古代版画丛刊图目…翁连溪，刘禹主编 文
* 所收冯德保先生藏 140 种中国古代版画藏品择其重点图版收录若干，同时对此 140 种
藏品做中英文著录及《丛刊》一书所收前言、序文、后记等辑录为一册，系统地展示《丛
刊》之全貌。
=====【 和 書 】=====
書籍番号          書      名    

著者・編者  出 版 社   出版年  頁数    定価 ( 円 )

10370429  デジタル時代の中国学リファレンスマニュアル
……………………………漢字文献情報処理研究会編 好文出版

21/03

562

4,950

10369769  中国古典学の再構築＜二松学舎大学学術叢書＞
………………………………………………田中正樹編 汲古書院

21/02

223

20/11 535
10368265 本気で学ぶ超上級中国語( 音声 DL 付 )………趙玲華著 ベレ出版
10369871  台湾華語単語はじめの１０００………………林虹瑛著 アスク出版 21/03 263
10369872  合格奪取！新ＨＳＫ６級トレーニングブック 読解・作文問題編
…………………………………………………李貞愛著 アスク出版 20/12
21/03
10370135 李姉妹のおしゃべりな中国語…………………李姉妹著 昭文社
* 人気中国系 YouTuber 李姉妹の中国語会話。ネイティブらしい表現が満載。
10370793  漢字を使った文化はどう広がっていたのか－東アジアの漢字漢文文化圏
…………………………………………………金文京編 文学通信

10369912  唐代伝奇小説の研究…………………………赤井益久著 研文出版
10369873  家にいるのに家に帰りたい

379
143

精 7,150

3,960
2,200
3,300
1,650

21/03 450
3,080
精 8,800
21/02 530

………クォン・ラビン著／チョンオ絵／桑畑優香訳 辰巳出版
21/03 203
1,320
* 心に灯をともす癒しの言葉たち“ わたしのためだけに書いてくれたみたい" 韓国で共感の声、続々。
10369649  朝鮮王朝の侯国的立場と外交＜汲古叢書＞…木村拓著 汲古書院 21/03 400 精 11,000
10369650  蒋介石の戦時外交と戦後構想（１９４１-１９７１年）
精 7,480
…………………………………………………段瑞聡著 慶応義塾大 21/03 496
精 8,250
21/03 240
10369906  論語の形成と古注の展開……………………渡邉義浩著 汲古書院
10369355  東アジアの歌と文字＜アジア遊学２５４＞
………………………………真下厚、遠藤耕太郎等編 勉誠出版
21/02 202
3,080
10369949  東アジアにおける知の往還＜アジア遊学２５５＞
国文学研究資料館・高麗大学校グローバル日本研究院編 勉誠出版 21/03 193
3,080
10369987  侯孝賢と私の台湾ニューシネマ
…………………朱天文著／樋口裕子，小坂史子編訳 竹 書 房
21/04
287
2,750
－ 58 －
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山東沿海漢代
墩式封土墓考古報告集

10367632

山東省文物考古研究院編著
文物出版社 A4/324 頁 ( 図版 58 頁 )/ 精装
■ 17,820 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-6737-4/2020.10
● 2001 年以降の 10 年余りの間に、青島・沂南など山東
沿海地区の漢代墓地 9 か所を発掘し、両漢時期の墓葬
140 余基を整理した。墓葬中出土の随葬器物は陶器を中
心とし、釉陶・原始瓷器・銅器・鉄器なども含まれていた。
本書は、青島市黄島区安子溝漢代墓地・青島市黄島区
河頭漢代墓地・青島市黄島区丁家皂戸漢代墓地・沂南県
宋家哨漢代墓地・沂南県宋家官荘漢代墓地などの発掘
報告を収録。

10367760

銅陵師姑墩

夏商周遺址考古発掘与研究 上下冊
安徽省文物考古研究所， 安徽大学等編著
文物出版社 A4/760 頁 ( 図版 261 頁 )/ 精装
■ 33,660 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-6703-9/2020.10
●銅陵師姑墩遺跡の発掘報告。2010 年に師姑墩遺跡を
発掘し、殷周時期の住居跡 2 か所・灰坑 10 個・溝 7 本・
井戸 1 本を発見、大量の陶瓷器・石器・銅器などの文物
が出土した。この発掘によって、皖江沿岸と皖南地区の夏
殷－春秋時期の年代の枠組が確立し、青銅冶鋳遺物の
発見は皖南銅鉱の開発が殷代には盛んであり、青銅冶鋳
現象が一般的であったことが証明された。

国家図書館蔵
青銅器全形拓 上下冊
10368431

国家図書館編 上海書画出版社 A4/949 頁 / 精装 / 繁体字
■ 56,320 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5479-2474-7/2020.12
●国家図書館が所蔵する青銅器の全形拓本 800 余点を
収録。食器、酒器、水器、楽器、兵器、用器に分類
し、具体的な器形に応じてさらに分類する。器物名称、
館蔵号、拓本尺寸、銘文、印章記号、時期、収蔵地を
著録。全形拓本で銘文のあるものは釈文を掲載。
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漢文敦煌遺書題名索引

上下冊

国家図書館主編／劉毅超編 学苑出版社 A4/1213 頁 / 精装
■ 48,510 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5077-6073-6/2021.01
●敦煌遺書は 1900 年に敦煌莫高窟 17 号洞窟で発見
された書籍の総称。敦煌文献・敦煌文書・敦煌写本と
も呼ばれる。敦煌から出土した 2 ～ 14 世紀の古写本
及び印刷本を指し、総数は約 6 万巻（約 90% が仏経）。
本書は敦煌遺書を整理し索引を作成。
10369262

沅陵虎溪山一号漢墓

上下冊

湖南省文物考古研究所編著 文物出版社
B4/187 頁 ( 図版 107 頁 )/ 精装
■ 66,000 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5010-5370-4/2020.11
●虎溪山 1 号漢墓は湖南省沅陵県城関鎮の西に位置する、前漢長沙
国の第 2 代長沙王の子沅陵侯呉陽の墓葬。1999 年 6-9 月に発掘を
実施し、漆木器 433 点・陶器 117 点（組）
・銅器 3 点・玉器 2 点・竹簡
1346 枚（段）などが出土した。竹簡は『計簿』
『閻昭』
『食方』など
の内容を記していた。本書は当該墓葬の貴重な一次資料を提供する。

北朝墓誌精粹
上海書画出版社編 上海書画出版社 A4/ 平装
繁体字（縦組）各冊 ■ 14,850 円 ( 税込 ) 2021.01
10369288

第１輯

北魏巻 全５冊

441 頁 / ISBN978-7-5479-2485-3
10369289

第２輯

北魏巻 全５冊

446 頁 / ISBN978-7-5479-2486-0
●収録墓誌の大部分は近数十年来出土したもので、北朝墓誌
100 余種中から各級博物館所蔵及び個人所蔵の 70 品（北魏墓
誌 55 品、東魏墓誌 5 品、西魏墓誌 3 品、北齊墓誌 4 品、北
周墓誌 3 品）を精選、全 2 輯に収録する。曽て原寸大出版した
少数以外大部分は初の原寸大出版で、数件の墓誌は初公表。
第 1 輯は《司馬金龍墓志》から《賀収及夫人侯氏墓誌》まで北魏墓誌 33 品を収録する。
第 2 輯は《李伯欽墓志》から《崔宣默墓志》まで北魏墓誌 22 品、東魏西魏墓誌 8 品、北
齊北周墓誌 7 品を収録。選用した墓誌拓本はいずれも精拓原件を撮影、各墓誌ともはじめに
整拓（縮小）、続いて原寸大裁剪図を載せ、刻年、出土時間、場所、現蔵、尺寸を付記。
－ 60 －
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10369291

秦印文字彙編（増訂本）
許雄志編著 河南美術出版社 A4/645 頁 / 精装 / 繁体字
■ 33,660 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5401-5082-2/2021.01
● 2001 年旧版の増訂本。旧版に収録の字頭 1250
個から新たに字頭 662 個増え、計 1912 字。旧版収
録単字図例約 5600 個、増訂本新たに約 8600 個増
え、計 14200 図。説文未収録部分は、旧版中 85 字、
増訂本 154 字増え、計 239 字、旧版収録単字図例
137 個、増訂本約 300 個増え、計 440 図。待考字、
旧版収録 60 個、増訂本収録 39 個。秦封泥と秦印
の不断発見新資料の多くを収録する。
（繁体字縦組）

10369410

戦国楚簡字義通釈
雷黎明著 上海古籍出版社 B5/860 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,740 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-9829-8/2020.12
●
『郭店楚墓竹簡』
『上海博物館蔵戦国楚竹書』
（一）～
（九）
と『清華大学蔵戦国竹簡』
（壹）～（伍）の全ての楚竹書
文献を研究材料として、文字考釈などの既存の関連研究成
果を吸収し、出土戦国楚竹書の文字の字義を整理・通釈。
部首索引、筆画索引を附す。( 繁体字横組 )

10369980

睡虎地秦簡文字辞例新編

上下冊

徐富昌著 万巻楼 B4/1492 頁 / 精装 / 繁体字（横組）
■ 105,600 円 ( 税込 ) ISBN978-986-478-433-2/2020.12
●正編、附録（合文及圖版）の二部構成、ほか《收
字檢字目次》
（依
《說文》排序）及び
《筆畫檢字表》
を付す。正編は文字編と辞例編に分かれる。
正編 14 巻、字頭は大徐本《說文解字》の部及
び部属字順に排列し、
《說文解字》に未見のも
のは相応部首末に付す。第 15 巻附録に「睡虎地
11 號墓竹簡」及び「睡虎地 4 號墓木牘」の全
釋文を収録。各巻
「文字辭例」の表欄に大徐本
《說
文解字》の本義及び析字構造ほか《說文》正篆
及び古文、籀文などを載せ秦簡文字と對照、
《說
文解字》未收のものは、
「《說文》無」とした。
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淳化閣帖溧陽本 上下冊

溧陽市博物館編／崔文敏編著 江蘇美術出版社
A4/565 頁 / 精装 / 繁体字（縦組）
■ 48,510 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5580-7106-5/2020.07
●滬上履薄齋藏本を底本に原寸大精印、南京博
物院蔵本、淳石齋蔵本、無塵書室藏本及び溧陽
市博物館蔵本と参校、不鮮明個所は替えて補い、
全散佚、全頁欠損の刻版は『肅府本』により増補。
末に「虞徴庸《跋淳化閣法帖》」、
「虞徴庸《珍藏淳化
閣法帖記》」、
「趙汝梅《甓溪虞氏獣修族譜序》」、
「虞國儒《呉亦歩印印後跋》」、
「海虞周平瀾跋文（南
京博物院蔵本）」の題跋 5 件、
「溧陽本校勘」、附録（『溧陽本』
《淳化閣帖》溯源及特徴」、
「『溧陽本』
《淳化閣帖》搨本校勘」、
「《淳化閣帖》肅府系列三帖比對」を付す。

10356440

五十年来北平戯劇史材 上下冊

周明泰編著 文津出版社 A5/1267 頁 / 精装
■ 8,349 円 ( 税込 ) ISBN978-7-80554-681-0/2020.08
●第 1 部は光緒八年（1882）から宣統三年（1911）の上
演状況を記録した「戯簿」を収録。第 2 部は光緒三十三
年（1907）から民国二十一年（1932）の各劇場演出のプ
ログラムを上演時間順に紹介し、演者の姓名を明記。

10367518

京劇歴史文献彙編

民国巻 全１６冊
傅謹主編 鳳凰出版社 A5/10159 頁 / 精装
■ 99,000 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5506-3062-8/2019.12
●清代以来の収集可能で重要な全ての京劇歴史文献を網羅
（一部專著を除く）。民国巻は民国時期の京劇類專著と報刊
雑誌文献約 100 種を収録し、多くの貴重な図版を掲載する。

10368817

雲南大百科全書 歴史 上下冊

雲南大百科全書編纂委員会編 中国大百科全書出版社
■ 29,106 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5202-0428-6/2020.09

A4/886 頁 / 精装

●『雲南大百科全書』は雲南の各種基本知識、基本資料、基本状況を全面的系統
的に紹介。歴史巻は専題、先秦、秦漢、三国から隋、唐宋、元代明代、清代、民
国及び大事年表など 10 部で構成。全 4869 条を収録。図版 1200 枚を掲載。
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国家図書館蔵
民族文字古籍叢書

10368004

全８冊

陳紅彦， 薩仁高娃主編 北京大学出版社
B5/3396 頁 / 精装 / 繁体字
■ 92,400 円 ( 税込 ) ISBN978-7-301-31735-8/2020.10
●焉耆 - 亀茲文の 9 世紀前写本残葉、于闐文の 10 世紀
前写本『陀羅尼経』1 巻、粟特文の封簽，唐元和九年刻
石清末拓本の 3 種文字（漢文・突厥文・粟特文）
『九姓回
鶻毗伽可汗碑』、明永楽九年刻本の蔵文『聖妙吉祥真実
名経』、10 世紀写本の回鶻文『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』、
元活字本の西夏文『大方広仏華厳経』巻四十、清抄本察
合台文の『納瓦依詩集』、遼乾統元年刻石民国拓本契丹
文『遼道宗耶律洪基哀策』など、国家図書館蔵の貴重な
民族古籍を影印出版。

10367061

蒙古部族服飾図典 第１巻

郭雨橋著 商務印書館 B5/314 頁 / 精装
■ 14,850 円 ( 税込 ) ISBN9787-100-18648-3/2020.10
●『蒙古部族服飾図典』は全蒙
古部族の服飾とその文化を記録・
研究。各蒙古部族の現存する服
飾の実物を収集・整理し、各種
服装やアクセサリーの特徴・装着
方法や背後の民俗文化を解釈。
第 1 巻は、蒙古族の服飾文化を
紹介し、蒙古族服飾の内在文化
属性を解釈。匈奴・鮮卑・突厥・
契丹・女真・元代・清代の蒙古族
服飾の特色を紹介。精美な写真
約 600 枚を掲載。
10369444

蒙古部族服飾図典 第２巻

B5/498 頁 / 精装 ■ 24,156 円 ( 税込 ) ISBN9787-100-19235-4/2021.01
●第 2 巻は鄂爾多斯・烏拉特など 10 の部族について言及。各章は部族の由来・歴史・
地理分布・服飾特徴を紹介し、髪飾り・服式・アクセサリー・着用風俗などを整理。
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敦煌莫高窟

編号的考古文献研究 全８冊
張宝洲著 甘粛文化出版社 B5/2623 頁 / 精装
■ 48,510 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5490-2082-9/2020.10
● 1908 ～ 1951 年に敦煌莫高窟について編号を
作成したのは 7 人で、そのうちペリオ編号（P）・
張大千編号（Z）・史岩編号（S）
・敦煌研究所
編号（A）の 4 つが代表的なものである。
本書は大量の考古文献資料に基づき、4 つの
編号原始文献の整理・対比・校勘などを通じて、
敦煌莫高窟の諸家編号を提示・対照し、調べる
うえでの誤りを注釈形式で分析する。

旅順博物館蔵
新疆出土漢文文献 全３５冊
10368080

【予約受付中】 王振芬， 孟憲実等主編 中華書局
□予価 695,200 円 ( 税込 ) ISBN978-7-101-14894-7/2021.01 出版予定
●旅順博物館収蔵の新疆出土文献は日
本の大谷探検隊が収集した重要資料。
現在知られる国内の敦煌吐魯番文献唯一
未公表の所蔵品である。
本書は旅順博物館所蔵の新疆出土文献
の漢文部分を収録。識読・比定を行い題
名を確定し、図版の後に文献訳（作）者、
出処、校勘記、文書年代、参考文献な
どを含む解題を附す。題名索引を作成。
全書、図版 32 冊と総目索引 3 冊で構成。
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本 社店舗 ：TEL 03-5811-1980 ／ FAX 03-5811-1981
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