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10337731

中国文物地図集（上海）
国家文物局主編 中華地図出版社 B5/590 頁 / 精装
■ 33,048 円 ( 税込 ) ISBN978-7-80031-643-2/2017.10
●序図、 専題文物図、 区 ・ 県文物図、 重点文物図、
文物単位紹介で構成。
移動不可文物 3249 箇所 （古遺跡 107 箇所、 古墓
葬 215 箇所、 古建築 770 箇所、 石刻 174 箇所、 近
現代の重要史跡 984 箇所、 近現代の優秀建築 984
箇所、 その他の文物 15 箇所） に、 大文物単位中の
文物スポット 556 箇所を加え、総計 3805 箇所を収録。
資料は 2004 年末まで。 文物単位索引 （ピンイン）。

10339375

上海城市地図集成 全３冊

孫遜，鍾翀主編 上海書画出版社 B4/413 頁
■ 123,120 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5479-1464-9/2017.07
●上海の文博機構と中国国家図書館などの中国国
内の著名図書館、 海内外の古地図収蔵者や、 英 ・
仏 ・ 日 ・ 米などの関連機構が所蔵する旧式の上海の
地図 400 余枚 （冊） を基礎に整理 ・ 選抜。
上海と関係する古輿図と近現代の地図 217 種
（主図 196 種、 附図 21 種） を方志類地図、
近代単幅絵図、 近代早期外国実測図、
近代早期本国実測図、 清末過渡期の上海地図、
清末民初の新型上海地図、
民国北京政府後期の上海地図、
南京国民政府前期の上海地図、
抗戦時期の上海地図、
抗戦後の上海地図 10 個に分類収録。
時間は明弘治十七年 （1504） から 1949 年まで。
10336895

城市印記：上海老地図（珍蔵版）

孫遜，鍾翀主編 上海書画出版社 箱装 / 繁体字
■ 19,342 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5479-1534-9/2017.10
●上海書画出版社《 上海城市地図集成》 が収録する 217 種の古地図から、
代表的な上海の都市地図 10 枚を選出。 一枚ごとに封筒に入れ、
表に解題 （年代、 譜系、 流伝、 絵製者等） を掲載した。
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10338015

国家社科基金後期資助項目

中国図書館館史 全４巻
韓永進主編
国家図書館出版社 B5 小 /2158 頁 / 精装
■ 47,628 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5013-6143-4/2017.10
●先秦時期から 2009 年までの 3000 年余りの図書収
蔵 ・ 管理の歴史を記録。
王余光主編の 「古代蔵書巻」 （先秦両漢蔵書、清代蔵書など全 7 章）、
程煥文主編の 「近代図書館巻」 （西方図書館観念の伝播、
民国初期の新図書館運動、 抗戦後の図書館など全 12 章）、
蕭希明主編の 「現当代図書館巻」 （新中国成立初期の図書館、 90 年代の図書館など全 7 章）、
汪東波主編の 「附録巻」 （大事記、 重要人物伝略） で構成。

10338182

歴代唐詩選本彙評

上下冊

詹福瑞，于景祥主編 遼海出版社 B5 小 /1167 頁
■ 11,880 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5451-3711-8/2016.07
唐 ・ 令狐楚編 『唐御覧詩』
宋 ・ 王安石編選 『唐百家詩選』
元 ・ 方回編選 『瀛奎律髄』 等
歴代の唐詩選本を年代順に収録。
「題解」 と 「彙評」 を掲載。 「題解」 は当該書の作者の生涯事
跡 ・ 内容 ・ 版本流伝状況 ・ 学術価値を紹介。
「彙評」 は多くの文献から、 当該書に対する歴代学者の評論資
料を収集し整理、 版本出処を明記。
－2－
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爾雅義疏 上下冊
［清］郝懿行撰 上海古籍出版社 A5/1346 頁 / 精装 / 繁体字
■ 11,761 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8244-0/2017.08
● 『爾雅』 注釈・研究の訓詁学著作。 道光二年 （1822） 成書。
漢魏五家注、 晋郭璞注、 唐陸徳明音義、 宋邢昺疏 ・ 鄭樵
注などを参考にして、 古籍を広範に引用し、 語源を探求。
今回、 『郝氏叢書』 を底本として影印。
10337530

清代訓詁学要籍選刊

爾雅正義 上下冊
［清］邵晋涵著 上海古籍出版社 A5/1130 頁 / 精装 / 繁体字
■ 10,573 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8245-7/2017.08
●清代訓詁学の代表作。 唐石経 ・ 宋刻本や諸書引用の 『爾雅』 を基に経文を査定し、 郭璞
注を増校。 郭注を中心とし、諸家を採用。 今回、南京図書館蔵面水層軒刻本を底本として影印。

10338570

中国断代専題文学史叢刊

中国近代文学発展史

全３巻

郭延礼著 人民文学出版社 A5/2102 頁
■ 10,400 円 ( 税込 ) ISBN978-7-02-010513-7/2017.09
●中国近代の歴史を背景として、 中国の多民族の近代文
学発展の様相を系統的に叙述。 近代文学の西方文化吸
収 ・ 融合及び革新方面での経験と限界を解析。
近代文学創作の成果と歴史地位を評価。 人名索引。
今回、 山東教育出版社 1990-1993 年初版本を修訂。

10338034

中国古佚書輯本目録解題
孫啓治，陳建華編撰 上海古籍出版社 A5/730 頁 / 精装 / 繁体字
■ 7,603 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8370-6/2017.11
● 1997 年中華書局出版の 『古佚書輯本目録 （附考証）』 を重
版改名。 先秦から南北朝の佚書輯本及び現存書の佚文輯本を収
録し、 1949 年以前の版本はみな著録する。
経部 ・ 史部 ・ 子部 ・ 集部に分かれ、 各部佚書は科目や体裁に
応じて分類し、 作者の時代順に配列。 書名索引、 作者名索引。
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蒋光慈全集 全６巻

蒋光慈著／方銘，馬徳俊主編 合肥工業大学出版社
B5 小 /1624 頁 / 精装 ■ 14,580 円 ( 税込 )
ISBN978-7-5650-3352-0/2017.05

●蒋光慈 （1901-1931） は小説家 ・ 詩人。 太陽社を組織し、
『太陽月刊』 を創刊、 革命文学を提唱した。 今回初全集。
第 1 巻は詩集 『新夢』 『哀中国』、
東京養病日記 『異邦与異国、 妻との書信集 『紀念碑』、
第 2 巻は中編小説 『少年漂泊者』 『野祭』、短編小説集 『鴨緑江上』、
第 3 巻は中編小説 『最後的微笑』 『麗莎的哀怨』、
第 4 巻は長編小説 『咆哮了的土地』、 第 5 巻はロシア語翻訳作品、
第 6 巻は理論著作 ・ 集外詩文などを収録する。

10338387

国学基本典籍叢刊

宋本尚書正義 全６冊
［唐］孔穎達撰 国家図書館出版社 A5/1416 頁 / 繁体字
■ 8,316 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5013-6210-3/2017.09
●孔穎達は唐の貞観中に命を受けて 『五経正義』 を編纂。
成書以来、 各経の経文 ・ 注文 ・ 疏文がそれぞれ単行となり、
白文経 ・ 単注 ・ 単疏本と呼ばれた。
南宋初年、 両浙東路茶塩司が官府の力で経 ・ 注 ・ 单疏を合
刻して一書とし、50 年余りをかけて五経の合刻を完成した。『尚
書正義』 は長い間日本に流失していたが、清光緒十年 （1884）
四月に楊守敬が購入して中国に持ち帰った。 今回、 国家図
書館蔵宋両浙東路茶塩司刻本に拠り影印。

10332386

宗鏡録 全６冊
［宋］釈延寿集 三秦出版社 A5/1771 頁
■ 11,761 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5518-1239-9/2017.10
●禅宗の重要経典。 第 1 巻から第 61 巻前半は標宗章。
「正宗」 を顕彰明示。
第 61 巻後半から第 93 巻は問答章。 禅学伝承中の重
大問題の難問に答え困惑を解消。 第 94 巻から第 100
巻は引証章。 優れた論断を引用し信念を確立。
（簡体字横組）
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10336382

中華礼蔵 · 礼制巻 · 総制之属
第３冊
汪瀟晨点校 浙江大学出版社 B5 小 /613 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-308-17300-1/2017.08
●北宋徽宗朝で編纂された、 宋代の礼制制度を全面
的に記録する礼典 『政和五礼新儀』 （上冊、 巻 1-79）
を収録。 成書以来テキストは状態が悪く、 代々刊刻は
非常に少なかったが、 明清以降ついに刻本は散失し、
抄本が残るのみであった。 今回、 文淵閣 『四庫全書』
本を底本として整理点校を行う。 （繁体字横組）
10338446

中華礼蔵 · 礼経巻 · 周礼之属
第１冊周礼注疏（上）
金少華点校／浙江大学古籍研究所，浙江大学礼学研究中心等編纂
浙江大学出版社 B5 小 /565 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-308-14813-9/2017.09
●漢 ・ 鄭玄注、 唐 ・ 賈公彦疏 『周礼注疏』 50 巻を収録。 今回、 国家図書館収蔵の南
宋両浙東路茶塩司刻本 （最も早い 『周礼』 正経注疏合刻本であり、 北京図書館出版社
『中華再造善本』 2003 年版に収録） を底本として点校を行う。 （繁体字横組）

10338447

第２冊周礼注疏（下）

B5 小 /533 頁 / 精装 / 繁体字 ■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-308-14804-7/2017.09

10339869

中華大典

宗教典 · 伊斯蘭基督与諸教分典 全２冊
任継愈主編 河北人民出版社 B5/1681 頁 / 精装 / 繁体字
■ 43,254 円 ( 税込 ) ISBN978-7-202-12476-5/2017.10
● 「伊斯蘭基督総部」 は教義教職、 教派、 人物、 典籍の 4 部、
「天主教系総部」 は教会と教派、組織と設備、教規と儀礼、典籍、人物、歴史事件、
教義、 諸教との関係の 8 部、 「基督教新教系総部」 は歴史、 反教、 教理の 3 部、
「拝上帝教総部」 は神祇、 教義、 儀礼、 清廷論拝上帝教の 4 部、 「境外伝入其
他諸教総部」 はユダヤ教、 ゾロアスター教、 マニ教の 3 部、 「境内自生諸教総部」
は教派歴史人物、 神祇、 教義、 儀礼修持戒律、 経典宝巻文献の 5 部で構成。
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絲綢之路研究 第１輯

李肖主編 生活 ・ 読書 ・ 新知三聯書店 A4/298 頁
■ 5,821 円 ( 税込 ) ISBN978-7-108-05867-6/2017.10
●中国人民大学 「一帯一路」 経済研究院、 経済学院、 国学院
と三聯書店合弁の学術刊行物。 山普魯氍毹上的希臘神話、 蘇美
爾神話―見于 6 世紀的毛毯 （段晴） / 粟特語摩尼教文献所反映
的 10 至 11 世紀河中与吐魯番関係 （吉田豊） など、21 篇を収録。

10338852

史記地図集（第２版）全２冊

許盤清著 地震出版社 A4/1020 頁 / 精装
■ 33,922 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5028-4560-5/2017.09
●各時期発生の事件地図、 戦争地図（ 戦争前各方
面の形勢、 各方面の交戦経過、 戦後の局面を含む）、
重要人物行動地図、 各侯国都城移転 ・ 分封及び疆
域変遷地図、 自然災害地図、 先秦少数民族の移動
など、 五帝から武帝時代までの地図 360 枚を歴史年
代に応じて 8 章に分けて収録。
各地図には標題と説明を附す。 地名索引。 『「史記」
地名彙釈表』 は地名 ・ 年代を記載するほか、 地名の
地理位置 ・ 沿革 ・ 弁異などに対する歴代大家の注釈
の摘要を附す。 2010 年初版。
10338931

史記人物大辞典

段国超，丁徳科主編 商務印書館 B5 小 /1277 頁 / 精装
■ 13,824 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-13006-6/2017.11
●中華書局標点本を基準として、 『史記』 における人名 6821 条をピン
イン順に収録。 人物の姓名、 字号、 本貫、 生涯事跡、 廟号、 謚号、
太史公の評価及び出処を記載。 主要人物の家族世系表を附す。
10338171

明清会元状元科挙文墨今訳

田啓霖，劉秀英編訳 黒龍江大学出版社 A5/2670 頁 / 精装
■ 27,604 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5686-0140-5/2017.06
●田啓霖編著 『明清会元状元科挙文墨集注』 （広西師範大学
出版社、 2016 年） の姉妹編。 明清の会元 ・ 状元の会試答案用
紙及びその試験前後に創作された名篇文章 442 篇 （明 201 篇、
清 241 篇） を収録。 補遺 46 篇を附す。
内容は作者小伝、 本文、 訳文、 題解 （題目の出処と全題、
題目に対する朱熹の解釈、本書作者の簡評）、古人点評で構成。
－6－
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楊尚昆日記（第２版）上下冊

楊尚昆著 中央文献出版社 A5 大 /1422 頁
■ 10,692 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5073-4007-5/2017.08
●楊尚昆 （1907-1998） が 1949 年から 1965 年に書いた日記を
収録 （一部は文化大革命で散失）。 日記の他に工作筆記と読書
筆記も残しており、 今回日記と直接関係する一部内容を選び、 日
記の後ろに付す。 2001 年初版。

10338917

国家社科基金後期資助項目

五四時期社会改造思潮研究
李永春著 中国社会科学出版社 B5 小 /702 頁
■ 10,692 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5203-0877-9/2017.09
●近代中国社会の転換という歴史的背景に立脚し、 五四時期の
社会改造思潮の歴史発展過程を考察。 社会改造思潮の基本内容
（思想来源・目標・方法・手段・理論根拠など） を全面的に解析し、
その中の各種改造の主張と社会転換との相互作用関係を解明。

10339095 溥儀写真書系

溥儀文存

愛新覚羅·溥儀著／王慶祥整理注釈 群衆出版社
B5 小 /732 頁 ■ 8,197 円 ( 税込 )
●詔書・聖旨 ・ 答辞 ・ 談話・ 訓辞 ・ 演説 ・ 打電 ・ 碑文 ・ 対話 ・
取材記録や、 執筆した詩詞 ・ 詩歌 ・ 歌詞 ・ 日記 ・ 手紙な
ど 604 篇を年代別に収録。 ISBN978-7-5014-5740-3/2017.11
10338851

溥儀年譜

王慶祥編著 群衆出版社 B5 小 /430 頁
■ 5,346 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5014-5741-0/2017.11
●溥儀（1906-1967）の生涯を 8 つの時期に分け、年譜形式で記述。附：夫人 5 名の年譜。
10339916

溥儀日記 上下冊

愛新覚羅·溥儀著／李淑賢供稿／王慶祥整理校注 思行文化
A5 大 /1253 頁 / 繁体字 ■ 17,280 円 ( 税込 ) ISBN978-986-95236-0-8/2017.12
●天津人民出版社 1996 年初版。 2009 年の再版では、 数歳から 10 数歳までに書い
た読書と宮廷生活の日記や、 天津での生活時期に作成した 『召見日記簿』 の内容を
増補。 初版 『大事記』 を大幅に増補。 今回、 増訂新版を繁体字で出版。

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

===============【 ◆人文社会 / 総記 】===============
書籍番号          書      名                        著者・編者  出 版 社   出版年  頁数  定価 ( 円 )
17/08 662
10300491  中国丛书综录选注 上下册……………………罗志欢撰 齐鲁书社
12,830
* 上海古籍出版社 1982 年版『中国叢書綜録』第 1 冊「総目」に著録する一部叢書を対
象として、作者紹介を補足（伝録）
、内容提要を執筆（叙録）
、各種版本及び収蔵地を列
挙（版録）
。叢書書名及び編撰者総合索引を附す。＜历史文献与传统文化丛刊＞
10339271  扬州大学图书馆馆藏古籍善本书目提要
精 9,385
………………………………………吴善中，候三军著 广陵书社
17/10 187
* 揚州大学図書館所蔵の古籍善本 344 種 373 部の書名・巻数・著者・版本・冊数・版框・版式・
批校題跋・牌記・蔵印などを著録し、収録古籍の内容・著者生涯などを紹介。書名筆画索引。
17/01 452
10297696  海日楼书目题跋五种………………许全胜，刘岳梅整理 中华书局
3,628
『尚書公手書書目 尚書公
*『海日楼蔵書目』は顧廷龍・潘景鄭鈔本を底本として整理。
手抄書画目』は上海図書館蔵録稿本に拠る。
『海日楼群書題跋』
・
『海日楼碑帖題跋』
・
『海
日楼書画題跋』は沈曾植題跋原件や真跡影印本に拠り整理。＜书目题跋丛书＞
10337150  华学 第１２辑饶宗颐教授百岁华诞庆贺专号
……华学编辑委员会编／中山大学饶宗颐研究院主办 中山大学
17/08 319
8,197
* 饒宗頤先生早期書法初探 / 漢晋道教神聖空間与斎戒儀式的起源和展開―以道教「静室」
為中心的考察 / 花東甲骨刻辞貞卜人物考など、36 篇を収録。
17/11 334
10338566  经学文献研究集刊 第１８辑………………虞万里主编 上海书店
5,648
19 篇。
* 新出北朝墓誌釈録挙正（梁春勝）/『明経世文編』之編纂及其価値（虞万里）など、
17/05 468
10338840  域外汉籍研究集刊 第１５辑…………………张伯伟编 中华书局
7,430
* 高句麗『好太王碑』形制考（馮翠児）/ 越南漢喃院蔵漢文燕行文獻述論（厳豔）/ 論日
本古写経中的『広弘明集』―以巻二十二和巻三十為中心（河上麻由子）など、
21 篇を収録。
16/11 331
10335495  古文献整理与研究 第２辑…………………吴敏霞主编 中华书局
5,346
* 伝統文献研究 ：江慶栢《四庫全書薈要与底本問題》等 7 編／新出与稀見文献研究 ：劉
思怡《
「関中奏議」版本略考》等 5 編／域外漢籍研究 ：辛徳勇《記和刻本東華録》
、沈津
《日本宝永刻本肉蒲団》等 6 編、他２編。( 繁体字横組）
17/08 228
10337184  现代中国舆论思想的兴起与演变…………………倪琳著 上海交大
4,406
* 現代中国の言語環境での古い世論概念の復活・興起・転化と変化の思想過程を指摘。
歴史学・言語学・伝播学などの視角から、現代中国の世論思想変化の脈絡特徴を考察し、
世論と関係する多くの概念を整理。索引。＜新闻传播学新锐丛书＞
10339737  中国广播现代性流变 ：国民政府广播研究（１９２８－１９４９）
……………………………………………………李煜著 传媒大学
17/12 218
4,212
* コミュニケーション学の 5W（who,which channel,what,whom,what effect）の視角から、
中国のラジオ放送が現代的な大衆メディアから次第に大衆性・公開性を喪失した党・国
の代弁者へと変化する原因と過程を解釈。
－8－
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書籍番号

書

名

著者・編者 出 版 社

出版年 頁数

定価(円)

10338751  二十道阴影下的自由 ：香港新闻审查日常……区家麟著 ＨＫ中文大 17/07 307
* 同業数十名を取材し、経験と理論を交え、香港のニュースを放送するメディアの自己

4,730

制限行為の経緯を探索し、20 に及ぶ管理の暗い影について詳述。＜边城思想者系列＞
17/06 194
10338762  中国民间智库发展研究＜智库研究丛书＞………郑琦著 中央党校
* 発展過程・制度環境・発展戦略などの面から中国民間シンクタンクの発展の苦境を分

3,099

析し、活路を探索。国外のシンクタンク発展の経験を参考に建議を提出。
17/12 281
10339736  中国传媒智库 第１辑…………………………喻国明著 中国传媒
「京師中国伝
* 北京師範大学新聞伝播学院と光明日報智庫研究与発布中心が共同で主催した、

5,119

媒智庫発布」の研究成果を収録。中国央規海外網絡伝播力報告（2016）など、
文章 7 篇を収録。
===============【 ◆言語・文字 】===============
精 9,979
17/09 335
10339272  中国语言文化典藏－澳门………曹志耘主编／王莉宁著 商 务 印
* 澳門半島の老人の方言を基準とする。澳門方言文化の写真約 600 枚を収録。家屋建築、日
常用具、服飾、飲食、農工百芸、日常活動、婚育喪葬、節日、説唱表演で構成。索引。カラー。
精 9,979
17/09 331
10339273  中国语言文化典藏－苏州…………曹志耘主编／凌锋著 商 务 印
* 光福鎮の中年老人の方言を基準とする。蘇州方言文化の写真約 600 枚を収録。カラー。
精 9,979
17/09 331
10339274  中国语言文化典藏－永丰……曹志耘主编／张勇生等著 商 务 印
* 梅坑村の老人の方言を基準とする。永豊方言文化の写真約 600 枚を収録。カラー。
精 9,979
17/09 331
10339275  中国语言文化典藏－宜春……曹志耘主编／罗荣华等著 商 务 印
* 南廟鎮袁梅村劉展祥の方言を基準とする。宜春方言文化の写真600余枚を収録。カラー。
精 9,979
17/09 334
10339276  中国语言文化典藏－衡山………曹志耘主编／杨慧君著 商 务 印
* 衡東県新塘鎮広田村の方言を基準とする。衡山方言文化の写真 600 余枚を収録カラー。
17/08 148
10336397  语用学研究 第７辑………………何自然，陈新仁主编 高等教育
1,890
* 語言文体語用意義的産生途径、方式及語用效果研究（曾衍桃）など 15 篇を収録。
10338779  语言能力与语言政策研究 ：第八届全国社会语言学学术研讨会论文集
………………………………………郭龙生，郭熙主编 広東世图
17/11 337
4,406
* 語言使用研究在社会語言学研究中的地位（戴慶厦）など、26 篇を収録。
10339807  语言学研究 第２３辑
北京大学外国语学院外国语言学及应用语言学研究所编 高等教育
17/12 250
3,175
* 網絡語境下冒犯的語用研究 ：現状与趨勢（陳倩、冉永平）など、20 篇を収録。
精 7,128
15/07 1200
10340141  新华大字典（新媒体版）……………新华大字典编委会编 商务国际
『現代漢語通用字表』の通用字 7000 個を含む。字形の構造、
* 単字 15000 余個を収録。
全筆画数、部首などの漢字関連の情報を提供。字形分析から着手し、形・音・義間の関
係を説明。文化史の角度から同義語を検討し、意義の近いあるいは関連する字語間の区
別を考察。今回、2004 年初版を基に修訂。部首検字表。
17/06 754
10338438  古汉语常用字字典（修订本）…………………李国祥主编 崇文书局
2,646
* 単字字頭 1 万余個、多音節語 1000 余条を収録。拼音音節索引、部首検字表を掲載。
10337164  尔雅义疏 上下册＜十三经清人注疏＞
……………［清］郝懿行撰／王其和，吴庆峰等点校 中华书局
17/10 1018
7,009
*『爾雅』は語義系統と事物分類に応じて配列した辞典。本書は『爾雅』の語句を解釈考証、
名物を考察、体例を解明、経注文字を校勘。今回、上海図書館蔵同治四年（1865）郝氏
家刻本を底本として点校。音序索引、筆画索引。
（繁体字横組）
10336162  说文解字详解（超值全彩白金版）＜国学典藏＞
精 2,257
………………………………［汉］许慎撰／思履主编 中国华侨
14/02 410
*『説文解字』は中国最初の字典。本書は原文のほか、訳文と注釈などの項目を設置。
解字作用を持つ挿絵数百枚を掲載。カラー。
（簡体字横組）
精 5,184
10339933  台湾话词语典＜台南文学丛书 L084 ＞…………许极炖作 Ｔ台南文化 17/10 828
*1990 年代出版の『常用漢字台語詞典』に引き続き、文言音・白話音・訓読音の解読を
基礎とし、福佬人の母語、多くは福建漳泉にない語句も収録。
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定価(円)

10339042  东亚汉语音韵学的观念与方法…………………吕昭明著 Ｔ元华文创 17/12 394
*「観念理論篇」は中古漢語・近代漢語に関する日本の学者と韓国の学者の一部学説の

4,665

観点、とくに「層」学説と音類構造の概念を整理再編。
「方法応用篇」は『康煕字典』
三韻図成書の時間と空間の解決に、具体的な方法と手順を提出。
17/02 325
10338159  汉语饮食词汇研究＜凤鸣丛书＞………………楚艳芳著 社会科学
5,886
* 言語学の角度から漢語飲食語彙を分析、漢語飲食語句の来源・構造・意義・成因・特
色などを発掘し、漢語語彙学方面に関する理論と方法を探索・集約。
17/07 219
10337670  韩汉分类词比较研究……………………………刘婷婷著 吉林大学
3,628
* コーパスを利用し、韓・漢分類語の用法を比較。韓·漢分類語の体系を論じ、研究依
拠を確定。韓·漢分類語の構造、数詞との結合、名詞との結合を論述。
17/09 177
10339811  汉语连词语义演变研究…………………………徐朝红著 湖南师大
3,628
* 譲歩条件接続詞から譲歩接続詞への変化、原因から譲歩への変化、時間範疇から譲歩
機能への変化、時間範疇から仮設条件接続詞への変化、転換副詞から転換接続詞への変
化、類似副詞から並列接続詞への変化を研究。
17/09 203
10337885  现代汉语疑问词的语义解读及其应用…………牛长伟著 武汉大学
3,628
* 現代漢語の疑問詞の語義解読について系統的に分析し、機械翻訳における疑問詞の分
析効率を高めた。
17/08 338
10338161  人称代詞与親属詞的中日比較研究（日文）……陳露著 外語教研
5,184
認識主体はいかに自我と他人の間の各種属性における
「上・
* 日中各社会文化背景の下で、
下」
「内外」
「亲疏」などの関係を認識したか、いかなる言語形式を通じてこれらの関係
を反映したかを検討。＜中青年学者外国語言文学学術前沿研究叢書＞
17/04 306
10338436  汉语程度副词历史演变的多角度研究…………张家合著 社会科学
5,648
* 語彙化・語法化・認知言語学理論を交え、系統発展の観点から歴史漢語中の程度副詞
を研究し、歴史漢語程度副詞の様相と特徴を考察。漢語程度副詞の組み合わせの機能と
その歴史発展を検討・研究。＜浙江师范大学语言学书系＞
17/05 265
10338622  面向二语教学的现代汉语介词研究…………王鸿滨编著 广播电视
3,628
* 漢語・英語・ロシア語・インドネシア語などの介詞の調査・対比・分析を通じて、第
二言語教学中の常用介詞を研究。
10338621  汉语空间极性词组配研究＜华侨大学哲学社会科学文库·文学系列＞
……………………………………………………刘甜著 社科文献
17/11 201
3,758
* 漢語の空間極性詞とその他の語句の組み合わせで現れる空位を整理し、発生の原因を
発掘して解釈を加え、対外漢語教学中の方向補語教学で遭遇する基本問題を解決。
精 4,406
17/08 360
10337248  方言疏证＜清代训诂学要籍选刊＞………［清］戴震撰 上海古籍
*『永楽大典』本に拠り明本と対勘し、古籍引用の『方言』の文字で参正。今回、上海
辞書出版社図書館蔵孔継涵『微波榭叢書』本を底本として影印。
精 8,791
17/08 937
10337534  方言笺疏＜清代训诂学要籍选刊＞………［清］钱绎撰 上海古籍
『方言疏証』
）
・盧文弨（
『重校方言』
）や段玉裁・王念孫ら諸家の説を採用して成
* 戴震（
書。今回、光緒十六年（1890）仁和王文韶紅蝠山房校刊本を底本として影印。
17/07 332
10338439  赣方言古语词探源与论析………………………肖九根著 社会科学
5,346
* 贛方言の根源を探求し、各歴史段階の方言の様相を考察。歴史学・考古学・人類学・
民族学・文化学・言語学の成果を参照し、運行機制・発展動因・語彙特徴・地域分布及
びその他の方言との相互関係などの理論問題を分析。＜国家社科基金后期资助项目＞
16/12 210
光
10332329  北方语言论丛 第４辑…………………………赵杰主编 阳
2,116
（包烏雲）
/ 塩池方言的形成、
差異比較及発展趨勢
（林濤）
等 16 篇。
* 論敦煌蒙古文題記的語言特徴
17/06 507
10337663  汉语史视角下的明清吴语方言字研究…………陈源源著 浙江大学
3,628
* 上編は方言字を規定、方言学研究の必要性と可能性を詳述し、方言研究・古籍整理・辞書
編纂などの面で方言字が有する意義と価値を論述。下編は方言字 21 組を考釈。方言字の特
色と類型を総括し、方言字の問題を指摘。方言字の認知論拠を検討し、方言字研究の難点
を分析。字詞索引。
－ 10 －
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17/10 175
10338164  北京话俗语与老北京社会风情………………党静鹏主编 人民大学
* 北京話形成の歴史と北京話の特色を紹介。俗語と民俗の関係を解釈。北京話俗語を通じて、

定価(円)

2,948

老北京人の衣食住行・娯楽・歳時習俗・宗教・民間信仰などに注目。カラー写真を多数掲載。
17/02 356
10333982  金圪垯－说古老精深的临县话…………………李海光著 北岳文艺
* 県境の地理特色から着手し、臨県人の生存方式・風土民情・伝統習慣などの要素を交

3,402

えて臨県方言を考察・研究。
17/09 274
10338163  湘西汉语方言音韵研究…………………………邹晓玲著 社会科学
* 湘西は湘鄂渝黔の四省市が交差する地域のため、多民族、多語言、多方言が共存する。

5,346

本書は初めて 17 の方言の語音材料を基礎に、共時的角度から横の比較をするとともに、
歴時的に角度から中古以来の漢語音韻の発展変遷を分析した。
17/10 362
10338623  海南岛及周围语言比较研究……………………张惠英著 社会科学
6,480
* 海南島「那」作人名地名考 / 臨高話「伯」/ 従海南島黎語量詞「老、爸、郎」説起な
ど 30 余篇。
17/10 240
10338624  兰州方言语法研究…………………………………贾莹著 兰州大学
2,419
* 蘭州方言の詞類・句法・表現範疇の中で特色ある語法項目を選び、普通話及び周辺方
言研究の成果を交えて研究。蘭州方言において蔵語の影響を受ける現象についても検討。
18/01 544
10338841  中上古蜀语考论……………………汪启明，赵振铎等著 中华书局
7,484
* 考古学・人類学などの成果を用いて「蜀語」の始見書を確定。様々な『蜀語』を考察、
中上古蜀語の韻部と語彙を論述し、
「蜀語」
「蜀方言」
「四川方言」を規定。
17/06 365
10338911  封开方言志………………………………………侯兴泉著 広東世图
3,758
* 封開境内で最も歴史が長く、使用範囲が最も広い粤方言の語音・語彙・語法及び口伝
文化を紹介し、広州話と比較。
17/12 952 精 18,856
10339119  南通方言考………………………………………敖小平著 上海辞书
* 南通方言研究の専門書であり、また中外言語学の精華を交えて、漢語研究の理論と方
法に新たな要素を組み込んだ言語学作品でもある。南通市区方言を主な研究対象として、
7 巻に分けて南通方言の概況・語音・歴史・文字・語彙・語法・語料などを紹介する。
17/11 363
10339120  徽语严州方言研究………………………………曹志耘著 语言大学
4,406
* 徽語は漢語十大方言の 1 つで、徽語の分支「厳州片」は浙江省西部旧厳州地区の淳安・
遂安・建徳・寿昌 4 県に分布。本書は厳州方言の語音・語彙・語法を叙述。
17/11 540
10339812  顾山方言………………………………………卞正环编著 广陵书社
5,940
* 顧山は錫山・常熟・張家巷・江陰の境界に位置。本書は顧山方言の常用語 12850 余条
を筆画順に収録し、含義と関連来源を探索・叙述。
17/11 313
10339980  语言与方言论稿 第２辑＜南方语言资源丛书＞高燃著 広東世图
2,646
20篇を収録。
* 中山人与中山方言/中山閩語語音的一致性与差異性/広州話的被動句など、
10337100  全球化的中文教育 ：教学与研究 ：第十四届国际汉语教学学术研讨会论文集
…………………………………何文朝，刘玉屏等主编 中央民大
17/06 899
13,068
（羅瑪、
* 基于翻訳理念的海外本土教師漢語培訓模式―以 UCDC Ⅱ本土教師培訓初級班為例
張璐）/ 論国際漢語教材開発的時代性特徴（宋春陽、馮沢華）など、68 篇を収録。
17/08 103
10338545  晋国的故事……………………………………陈贤纯编著 语言大学
1,566
*《学漢語分級読物》シリーズは、学習者の習熟単語のレベルに合わせて、3 階級（全 50 冊）に
て編纂｡読み物で使用する語彙数を第1級500字から第3級1200字までに分け、
新語には注を付す。
内容は民間故事 ､ 文学故事 ､ 歴史故事。＜学汉语分级读物第３级 1200 字·历史故事１＞
17/09 104
10338546  秦国的故事＜〃·历史故事２＞……………陈贤纯编著 语言大学
1,566
17/09
96
10338547  管仲和齐国的故事＜〃·历史故事３＞……陈贤纯编著 语言大学
1,566
17/09
98
10338548  楚国的故事＜〃·历史故事４＞……………陈贤纯编著 语言大学
1,566
17/11 106
10338549  郑国的故事＜〃·历史故事５＞……………陈贤纯编著 语言大学
1,566
17/11 203
10339219  体验汉语口语教程５…………………………陈作宏主编 高等教育
2,592
* 第 5 冊は中級。全 15 課。5 課ごとに復習問題を掲載。音源テキスト・語句表・言語注
釈を附す。本の裏表紙にダウンロード音声のＱＲコードが記載。＜体验汉语系列教材＞
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17/10 419
10338983  日本语…………………［日］金田一春彦著／皮细康译 华东理工
* さまざまな外国語と比べて、日本語は一体どんな特徴をもっているのだろうか。発音・
語彙・表記法・文法など、あらゆる角度から光をあて、日本語の面白さ、すばらしさ、
そして欠点を具体的に解明する。1998 年発行のロングセラー。
17/12 321
10339586  日语词汇研究………………………………………吴侃著 华东理工
* 日本語語彙の特色を明確にし、日本語・漢語語彙の異同を比較、長期の交流過程にお
ける日本語・漢語語彙の相互影響を検討する。
16/07 360
10340150  微信＠日语口语………………………………柳小花编著 水利水电
* チャット画面形式で会話部分が進む日中対訳の日常会話集。テーマは授業の出席、料
理の注文、写真撮影、空港での手続き、買い物での会計など多岐にわたる。
16/05 280
10338982  中国手语日常会话速成………………………杜银玲主编 电子工业
* わかりやすいオールカラーの写真による中国の手話の本。挨拶や自己紹介 ､ 食事の注文や買
い物、ホテルの予約等日常会話の手話表現の他、はげまし、賞賛などの感情、春節、中秋節な
どの節日、北京、河北など地名や国名の手話による表し方も掲載。＜乐享生活达人课堂系列＞
===============【 ◆古典文学 】===============
10336497  诗经注析 全３册＜中国古典文学基本丛书＞
………………………………………程俊英，蒋见元著 中华书局
17/09 1130
*『詩経』は中国最初の詩歌総集。代々注釈者は多いが、多くは儒家経典で研究を行う。
本書は歴代諸家の成果を集大成、
『詩経』本来の様相の回復から出発し、文学芸術作品
として鑑賞分析を加える。各篇の「題解」で芸術分析を記述、各章の注釈の後に「韻読」
を掲載し、
正確な読音を提示。篇目音序索引、
篇目筆画索引。1991 年初版（上下冊）
。
（繁
体字縦組）
17/10 422
10338416  楚辞章句＜楚辞要籍丛刊＞［汉］王逸撰／黄灵庚点校 上海古籍
* 現存する最も古い『楚辞』の注釈本。両漢の『楚辞』研究の集大成的作品であり、歴
代学者の『楚辞』研究の基礎文献となった。今回、明正徳十三年高第・黄省曾刊刻本を
底本として整理。
（繁体字縦組）
17/10 526
10338072  中国乐府诗批评史………………………………王辉斌著 武汉大学
* 歴代の各種楽府詩批評現象、各種楽府詩批評家の楽府詩観と楽府詩認識、楽府詩理論
構築に関する内外条件などを観察・分析。批評家の文学活動と学術活動を考察、楽府詩
批評専著の版本流伝概況を叙述、文献記載の誤りを訂正。
17/09 251
10338941  屈原文化版图考…………………………龚红林，何轩著 南京大学
* 歴代の屈原を記念する地面建築や史料記載から着手し、屈原文化の生成と伝播を整理。史籍・
方志と後人の記載や自身の調査により、50 県市の 2300 余年を経た各種屈原記念の建築や遺跡
を求め、
「全国屈原廟（祠）
、紀念遺址一覧表」
「、全国屈原紀念建築分布図」
、
「詠誦屈原的唐詩
人籍貫図譜」を作成し、屈原文化時空分布の変化と現状を提示。索引。＜屈原文化研究丛书＞
10338853  屈原研究三十年－云梦学刊屈原研究栏目论文选萃＜屈原文化研究丛书＞
……………………………………彭柏林，杨年保主编 南京大学
17/09 332
（高秋鳳）/ 論『九歌』的性質和作意（褚斌傑）/『湘夫人』
* 楚辞研究在台湾（1947-2009）
的写作時間及象徴意義（銭玉趾）など、最近 30 年間で『雲夢学刊』
「屈原研究」欄に掲
載した論文から 30 余篇を収録。
17/11 347
10337937  东汉文坛点将录…………………………………徐公持著 中华书局
*2012-2013 年に『文史知識』に掲載した、桓譚・馮衍・班固・崔駰・賈逵・王充・張衡・
朱穆ら後漢文壇の主要人物に関する文章約 30 篇を収録。
16/12 213
10338183  历代赋汇赋序研究………………………………刘伟生著 湘潭大学
賦序独自の様式特徴と多様な構造機能を指摘し、
*『歴代賦彙』中の賦序を全面的に考察、
賦体文学の特質及び文体変化史上における役割を検討。
17/11 508
10339535  元遗山论（增订版）＜三晋学人书系＞………降大任著 三晋
*1989 年北岳文芸出版社の『元遺山新論』に新たな論文を加えて出版。且莫枉罪元遺山
―重評元遺山的気節問題之一 / 元遺山交游考など 16 篇を収録。附：
元遺山年譜要編など。
－ 12 －
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17/11 302
言
10339617  王宁朔集校注…………［南朝齐］王融撰／徐晓方校注 群
2,872
永明体の創始者・実践者。本書は張燮
『七十二家集』
所輯
『王寧朔集』
* 王融は竟陵八友の 1 人で、
を底本として整理校注。
「解題」
に題目の含義や創作時間・背景・目的などを記載。
（繁体字横組）

10339149  远游越山川 ：魏晋南北朝文学史研究论集＜复旦中文学术丛刊＞
精 4,406
……………………………………………………戴燕著 复旦大学
17/10 322
従文学到絵画、
歴史/遠游越山川―論陸機対阮籍的継承/論
「永明詩」
的実践など18篇。
* 洛神賦：
10330129  古诗赏析 上下册＜中国文学研究典籍丛刊＞
…………………………［清］张玉穀著／许逸民点校 中华书局
17/02 580
5,054
* 隋以前の詩歌歌謡集。古詩中の名篇を選び、解説評論を加える。今回、1915 年帰安陸

樹藩が乾隆三十七年初刻本に拠り印刷した重印本を底本として整理。
（繁体字縦組）

10339790  宋本白氏文集 全１０册………………［唐］白居易撰 国家图书馆 17/12 1772
*『白氏文集』は唐の白居易（字は楽天）が穆宗の長慶年間に編纂した詩文別集。別名

11,761

『白氏長慶集』
『白氏天文集』
『白香山集』
。今回、国家図書館蔵宋刻本（巻 32-33 は明影
宋抄本を配す）に拠り影印。＜国学基本典籍丛刊＞
17/11 297
10338921  唐代隐逸与文学…………………………………李红霞著 商 务 印
4,017
* 唐代隠逸隆盛の文化動因、唐代士人の隠逸心理状態の変化、唐代隠士の豊富多彩な生活と
交遊、唐詩の隠逸主題と語句イメージを検討し、唐代隠逸と詩歌の複雑で密接な関係を指摘。
18/01 258
学
10339309  杜诗文献学史研究………………………王新芳，孙微著 科
5,346
* 杜詩学文献変遷の脈絡関係に注目し、文化背景・学術思潮・文人心理状態を交え、各歴史
段階の杜詩校勘学・注釈学・評点学の特色と傾向を総括。明清杜詩評点における作者混淆問
題を整理・区分。
精 1,890
17/09 202
10338189  陈子昂诗全集 ：汇校汇注汇评…………………曾军编著 崇文书局
* 陳子昂は初唐の詩人。本書は陳子昂詩を整理し、作品の創作時間・背景を考察。散佚
した作品を輯佚、誤りを分析。
（簡体字横組）＜中国古典诗词校注评丛书＞
18/01 891
10337927  李颀诗歌校注 上下册……［唐］李颀著／王锡九校注 中华书局
5,821
「箋評」は歴代詩話・筆記・選本の当該詩に関する箋釈評鑑
* 李頎は盛唐時期の重要詩人。
資料を収録。
「按語」は当該詩の関連問題を詳述・分析。今回、上海古籍出版社影印清康熙
揚州詩局『全唐詩』を底本として整理校注。
（繁体字縦組）＜中国古典文学基本丛书＞
10335969  刘长卿诗编年笺注 上下册（第２版）＜中国古典文学基本丛书＞
…………………………………………………储仲君撰 中华书局
17/10 615
4,406
* 唐代中期の詩人劉長卿の詩 509 首と文 11 篇を時間順に収録。今回、明弘治十一年李
君紀刊本『劉随州文集』11 巻外集 1 巻を底本として校勘。1996 年初版。
（繁体字縦組）
17/10 427
10338412  李贺哑谜诗歌新揭………………………………陈苍麟著 上海书店
4,536
（簡体字横組）
* 李賀の詩歌に関する文章 11 篇を収録。李賀の詩歌に注釈を付して解説。
17/07 553
10339143  道教与唐代文学＜中国古典文学研究丛书＞…孙昌武著 人民文学
3,888
* 唐代特に流行した煉丹術・神仙思想・神仙追求と唐代文学との関係を論述。長安の道
観を典型として、当時の道観の発展形態とその文化・文学活動における作用を検討。唐
代の「三教調和」思潮を論述。今回、2001 年初版を修訂。
10338924  唐韵的阐扬 ：姚贾的理论内涵及传承影响研究
………………………………………张震英，白爱平著 人
17/12 311
民
3,823
* 姚合・賈島現象を評価。姚賈併称の特質や併称の意義を拡大し、唐詩の山水田園審美主題に
対する姚賈の継承と新変、姚賈と中晩唐時期の韓孟・元白・張王諸家との関係、姚賈優劣の
論争と評述、晩唐五代・南北宋・金・元・明・清代における姚賈の伝承や影響などを分析。
17/08 203
10338188  茅坤唐宋八大家文抄与明末赓续本考录…………付琼著 浙江大学
3,628
* 茅坤『唐宋八大家文抄』及び孫慎行『精選唐宋八大家文抄』などの明末に出現した継
続本に関する多くの誤った見解と盲点を整理し、方応祥本の重要性を論証。索引。
17/11 394
10338927  唐宋贬谪词研究……………………………………张英著 社会科学
6,415
* 唐宋貶謫詞の歴史を描写し、中唐・北宋・南宋の貶謫詞の様相を提示。感傷・執着・達観の情
感類型及び文学伝承を分析。文人の左遷を視角として、文人詞の興起と詞体詩化の原因を検討。
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18/01 397
10339918  新译庾信诗文选＜古籍今注新译丛书＞………归青注译 Ｔ 三 民
* 南北朝時期の文学者庾信の賦・詩・文を収録し、多くの善本と資料を参校して考証。

2,678

各篇は「題解」を掲載し、作品の創作背景と主旨を説明。
（繁体字縦組）
17/11 401
10339147  宋代诗歌论集……………………………………吕肖奂著 社会科学
* 論南宋後期詞的雅化和詩的俗化―兼談文体発展及文学与文化之関係 / 宋代唱和詩的深

6,480

層語境与創変詩思―以北宋両次白兔唱和詩為例など、約 30 篇。＜四川大学中国俗文化
研究所丛书＞
17/10 287
10338796  元嘉文学研究＜羊城学术文库＞…………………白崇著 社科文献
5,054
* 儒学の興起と文学の変化の関係、元嘉文学思潮の文学発展への影響、元嘉詩歌の進化
過程、
「元嘉体」の体制特徴、中古詩文発展における元嘉散文の地位、元嘉文学と永明
文学の関係などを研究。中国文学史における元嘉文学の地位を指摘。
10339305  元末明初大转变时期东南文坛格局及文学走向研究
…………………………………………………饶龙隼著 国家图书馆 17/11 383
3,758
* 上編は金華文学群、呉中文学群、嶺南文学群、閩中文学群、下編は西昌故家の文化基質、
江右儒学別派の弘伝、西昌文学の雅正特質、西昌雅正文学の生長を検討。
17/08 126 線 11,880
10336902  随在集 全２册………［明］潘榛著／李樯，李天择点校 上海书店
五言・七言の律詩・
* 潘榛は鄒城地方志中の重要人物。公事の合間に多くの詩歌を創作し、
絶句や古風と歌行などがある。本書は潘榛の詩集であり、今回南京図書館に保存する明
万暦刻本の複製本を整理し、点校を施す。繁体字縦組。線装。
精 3,758
17/11 384
10337935  明词传播述论………………………………………汪超著 中华书局
* 明人詞作の明代における伝播を論述し、明詞の流伝方式・流布特色・受容法則、特定
文体を豊富にする断代文学史内容を指摘。
17/08 326
10338071  明代诗声理论研究………………………………李国新著 社会科学
5,886
* 明代の詩学批評理論著作中の関連観点を分析し、時代環境・文学発展過程と各体
文学の発展概況を関連づけ、明代詩声の主なカテゴリーと観念を発掘。観念・カテ
ゴリーと具体的な詩論家の史学理論、詩学と言語学、詩学と音楽学を結合し、明代
詩声理論の発展過程を把握。
17/11 248
10339306  明清女性的文学批评……………………………王郦玉著 华东师大
3,628
* 関連文献を捜集整理し、明清女性の文学批評自体の特質と価値を概括分析し、不足と
限界を評価鑑定。明清女性の文学批評の成果と文学思想を文学批評史全体に組み込む。
17/12 472
10339425  清代诗话与宋诗宋调……………………………张高评著 Ｔ万卷楼
5,702
* 清初の宗唐詩話と唐宋詩の争い―「宋詩得失論」を考察重点として、清初の尊宋
詩学と唐宋詩の異同、趙翼『甌北詩話』が論ずる蘇・黄と宋詩―蘇軾・黄庭堅詩を
討論の核心として、海洋詩賦と海洋性格―明末清初の台湾文学など全 11 章。＜文
学研究丛书 古典诗学丛刊１８＞
17/09 436
10338493  白雨斋词话校勘研究………………………………赵瑾著 河南大学
2,948
、十巻本『白雨斎詞話』点校、十巻本・八巻本『白雨斎詞話』
* 陳廷焯と『白雨斎詞話』
対校及び研究で構成。附 ：八巻本『白雨斎詞話』
。
（繁体字横組）
10339270  李清臣文集 李忠愍集 初寮集＜燕赵文库＞
［宋］李清臣，
［宋］李若水等著／杨倩描，张彬等点校 河北大学
17/04 611 精 10,573
（宋）李若水『李忠
*（宋）李清臣『李清臣文集』は前人の研究整理を基礎に輯佚整理。
愍集』は『文津閣四庫全書・忠愍集』を底本として整理。
（宋）王安中『初寮集』は『全
宋詩』
『全宋詞』
『全宋文』の整理研究を基礎に輯佚整理。
（簡体字横組）
17/03 818 精 11,048
10340193  邢侗集……………［明］邢侗著／宫晓卫，修广利辑校 齐鲁书社
* 邢侗（1551-1612）は明代の文学者・書法家・方志家。本書は邢侗の現存する詩文作
品を収録し（志書・年譜などは含まない）
、校勘を加える。今回、
『来禽館集』明万暦
四十六年（1618）初刻本を底本として整理。
（繁体字縦組）
10/10 154
10339482  三家诗遗说………………［清］冯登府著／房瑞丽校注 华东师大
1,501
（繁体字横組）＜十三经清人注疏丛编＞
* 天津図書館所蔵李富孫抄本を底本として点校。
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10339580  瀛洲诗钞…………［清］杨樽编／徐兵，柴焘熊等整理 上海社科院 17/12 234
* 紺雪老人・施何牧ら明末から清乾嘉の崇明詩人の作品を収録。今回、崇明区図書館所

3,013

蔵原刻本を底本として整理点校。
（簡体字横組）＜崇明历代文献丛书＞
15/03 571
10311847  敦煌诗解读………………………………………汪泛舟著 世界图书
*『敦煌石窟僧詩校釈』の主要部分を来源とし、世俗と道教の詩歌作品を増加し、274 首

精 5,821

を収録。雑詠と修禅詩、高僧と名僧詩、仏経と道家詩、寓托と別体詩、敦煌古跡と巡礼詩、
張氏帰義軍時期詩、流伝敦煌節気詩、流伝敦煌編年詩など全 10 部で構成。
（簡体字横組）
17/10 303
10339049  王士祯及其文学群体＜中国文哲专刊４８＞林玫仪主编 Ｔ文哲所
1,987
*2004 年 5 月開催の「王士禎及其文学群体学術研討会」の論文を収録。王士禎与江南遺
民詩人群（蒋寅）など 7 篇。
精 3,402
17/11 309
10337936  二十四诗品讲记＜朱良志作品系列＞…………朱良志著 中华书局
*『二十四詩品』を『詩家一指』のテキスト全体に位置づけ、虞集の生涯著述・思想堅持
と関連づけて、
テキストの源流、
篇章の校正、
理論の構成、
思想の特色を論述。
（簡体字横組）
17/12 2454 精 47,628
10335876  明清散曲辑补 全３册………………………汪超红编纂 浙江大学
（斉魯書社、1994 年）
、謝伯陽・
* 明清散曲研究の基礎文献である、謝伯陽編『全明散曲』
凌景埏編『全清散曲』
（増補編、斉魯書社、2006 年）を増補。両書未収作家の散曲作品
と収録曲家の未収作品を収集。
『全清散曲』の例に従い、一部現当代曲家の散曲作品を
収録。各曲家は生卒年の順に配列し、
冒頭で生涯を紹介。曲家姓名音序索引。
（繁体字横組）
17/07 306
10337847  李渔研究…………………………………………张成全著 社会科学
5,346
* 李漁の文化品格とその成因の考察研究に着眼し、生涯に影響した各種要素を整理。論
争があるが生涯に重要な問題を研究、思想発展の動態過程を叙述し、人生選択・思想変
化・創作風格形成などの深層の原因を解釈。
10322358  日本所藏稀见中国戏曲文献丛刊 第２辑全２０册
……………………………黄仕忠，
［日］金文京等合编 广西师大
16/09 10478 精 426,600
*『日本所蔵稀見中国戯曲文献叢刊』は日本の各地に所蔵する稀見中国古代戯曲文献を精
選 ｡ 第 2 輯は、中国戯曲文献書目（雑劇 8 種、伝奇 14 種、曲学文献 8 種）を収録。多くが
明刊本と清抄本及び一部民国刻本で、海内の孤本も少なくない。中国戯曲の発展、版本源流、
曲学思想などの研究に、重要な歴史文化価値を有する。※収録詳細は小社サイトをご覧く
ださい。
10323771  古本戏曲丛刊二集 全３９册……………编辑委员会编 国家图书馆 16/06 19552 精 324,000
*1955 年上海商務印書館出版本を精装本で出版。張子房赤松記（明・佚名、明文林閣刊
本）/ 王昭君出塞和戎記（明・佚名、明富春堂刊本）/ 鸚鵡洲（明・陳与郊、明刊本）/
獅吼記（明・汪廷訥、汲古閣刊本）/ 錦箋記（明・周履靖、明継志斎刊本）/ 竇禹鈞全
徳記（明・王稺登、明広慶堂刊本）/ 玉鏡台記（明・朱鼎、汲古閣刊本）/ 秋梁公返周
望雲忠孝記（明・金懐玉、明文林閣刊本）など、明代の伝奇 100 種を影印収録。
17/07 340
10337152  戏曲研究 第１０２辑………………戏曲研究编辑部编 文化艺术
3,175
* 孔尚任『桃花扇』東伝朝鮮王朝考述（程芸）/「前海学派」戯曲文献整理研究管窺（王
瑜瑜）など、20 篇を収録。
17/11 377
凰
10338850  中国历代小说刊印研究资料·索引程国赋，郑子成编著 凤
4,860
* 中国歴代の小説刊印参加の書坊及び書坊主の研究、歴代小説刊刻と伝播の研究、歴代
小説版本の研究、歴代小説刊印と密接に関係する刊印機構・刻書家や刻書家族などの研
究を含む。
17/10 176
凰
10339150  博物志＜子海精华编＞……［晋］张华著／唐子恒点校 凤
3,024
『古今逸史』本を底本と
* 異境の奇物、古代の瑣聞雑事や神仙方術などを記載。今回、
して整理。范寧『博物志校証』の校勘考証成果を収録し、誤りを訂正。
（繁体字横組）
10339151  续博物志疏证＜子海精华编＞
………［宋］李石撰／［清］陈逢衡撰／唐子恒点校 凤
17/10 252
凰
3,628
『上海図書館未刊古籍稿本』第 31 冊に依拠して整理。
* 宋・李石『続博物志』を疏証。今回、
校語及び簡注を加える。
（繁体字横組）
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17/08 218
10339310  方法文献与文化 ：明清小说研究的多维视阈…温庆新著 湖南师大
・
「神魔小説」研究過程における問題点を再認識。
『西遊記』の早期
* 学界の『水滸伝』

3,628

伝播を検討。明清文化の視野から古代小説の序跋内容を検討。
17/06 532
10336258  三国文化研究 第１辑…………………………雷勇主编 西北大学
*2015 年 10 月開催の「2015・漢中『三国演義』与三国文化国際学術研討会」の学会論文

5,346

から、
『三国演義』研究の論文 48 篇を収録。
17/09 309
10338450  金瓶梅风物志 ：明中叶的百态生活………………黄强著 社会科学
* 服飾・飲食・茶文化・家屋購入・ランタンなどの研究を『金瓶梅』の研究と交え、服

3,758

飾を通じて『金瓶梅』の年代・歴史背景を研究。

10338928  第十二届国际金瓶梅学术研讨会论文集 上下册
………………………………………黄霖，史小军主编 国家图书馆 17/10

836

精 14,580

『金瓶梅詞話』回前詩留文考論（陳利娟、王斉洲）
* 学会は 2016 年 10 月開催。本書は、
/ 通俗美 ：
『金瓶梅』的文本審視（付善明）/ 張竹坡評点『金瓶梅』―「中人以下」的評
点模式（傅想容）など 54 篇を収録。
17/10 529 精 11,167
凰
10339417  水浒传版本知见录…………………………………邓雷著 凤
*『水滸伝』は現在 24 種の版本が知られ、繁本（嘉靖残本・容与堂本・石渠閣補印本な
ど 8 種）と簡本（京本忠義伝・種徳書堂本・挿増本・評林本・初刻英雄譜本など 16 種）
に分類される。本書は収蔵地点、存佚状況、書籍概況、著録状況、影印本及び点校本の
状況、序跋収録状況などを紹介。索引。カラー図版 12 頁。
10338444  中学西传与中国古典小说的早期翻译 ：以英语世界为中心（１７３５－１９１１）
…………………………………………………宋丽娟著 上海古籍
17/10 761
5,821
* 明清時期の西文に翻訳した中国古典小説を対象として、中国古典小説の文学テキスト
の西方での翻訳を研究。中国古典小説西訳の歴史過程や具体的状況を検討し、異質文化
交流過程に現れる誤読と変異や、中国古典小説の異域での再現により完成する文化改編
と文化塑造の効用に言及。＜中西文学文化关系研究丛书＞
===============【 ◆近現代文学 】===============
16/07 609
10327201  晚清文学研究读本………………………………张春田编 广西师大
4,406
（木山英雄）/ 従章
* 現代早期思想与中国革命（王暁明）/「文学復古」与「文学革命」
太炎的「音」至歌謡徴集運動的「音」―重審白話文運動（林少陽）など、
「晩清文学」
領域の研究論文を収録し、晩清文学とその歴史文化言語環境を考察した論文も網羅。中
文で執筆され、2000 年以後に発表されたものを中心とする。＜中国现当代文学研究前
沿问题读本丛书＞
10338076  民国时期我国的英美文学研究（１９１２－１９４９）＜文学研究丛书＞
……………………………………………………张珂著 中央编译
17/10 225
3,628
* 上編は民国時期の英国文学史の書写過程を考察。創作の歴史背景と具体的内容の研究を通
じて、創作特色や主導思想の変化を遡り、中国外国文学研究現代化の過程における意義を探
究。下編は米国文学研究の民国時期の発生と発展の経緯を考察し、特色・価値を分析・評価。
17/11 214
10339176  民国时期曲学文献整理研究……………………陈美雪著 Ｔ万卷楼
2,937
* 王国維・任中敏・鄭振鐸・盧前・隋樹森・傅惜華らの曲学文献整理に対する貢献を検討し、
関連の著作目録を附録。＜文学研究丛书 戏曲研究丛刊＞
17/11 375
10338797  日本中国文学研究会研究………………………熊文莉著 社科文献
5,821
* 中国文学研究会出版の会刊『中国文学』を手がかりに、中国文学研究会を日本の漢学制度・
学術制度・政治意識形態・出版制度・対外拡張などの言語環境に位置づけて分析・研究し、中
国文学研究会の全貌を提示。＜亚洲研究丛书·北京外国语大学世界亚洲研究信息中心系列＞
17/10 230
民
10338411  新世纪底层文学现象研究…………………………潘磊著 人
3,628
「底層」概念の提出と使用から「底層文学」
* 新世紀の底層文学創作思潮を整理・研究。
の始動まで、底層小説中の都市農村叙事、底層女性のイメージ塑造及びえい映画・テレ
ビメディアにおける底層映像を重点的に考察し、打工集団から生まれた打工詩歌の独自
精神の中身とその文化価値を詳述。
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17/11 259
10339145  中国现代女作家的女性文学意识……………吴玉杰等著 社科文献
* 現代女性作家の女性文学意識の生成と変遷、理性宣言、創作実践との矛盾性や、中国

4,860

現代の女性作家の「俄蘇情結」と芸術転化、女性文学批評の「中国経験」と「成長的煩
悩」について論述。＜汉语言文学中国特色研究丛书·实践论文学理论建构＞
10321761  中国现代文学编年史 第６卷（１９２７－１９３０）
……………刘勇，李怡总主编／邹红，宋媛本卷主编 文化艺术
17/10 307
3,888
*『中国現代文学編年史』は晩清の 1895 年 1 月から新中国最初の中華全国文学芸術工作
者代表大会開催前夜の 1949 年 6 月までの文学の歴史を叙述。内容は文学発展の社会歴
史背景、主要作家の行方、文学活動、文学思潮、文学出版、主要文学作品の基本状況を
含む。主要作家人名索引を附す。第 6 巻は 1927 年から 1930 年まで。
10321762  中国现代文学编年史 第７卷（１９３０－１９３３）
…………………刘勇，李怡总主编／钱振纲本卷主编 文化艺术
17/09 307
3,888
10321763  中国现代文学编年史 第８卷 ( １９３４－１９３７)
…………………刘勇，李怡总主编／沈庆利本卷主编 文化艺术
17/10 357
3,888
10321765  中国现代文学编年史 第１０卷（１９４２－１９４５）
…………刘勇，李怡总主编／张武军，黄菊本卷主编 文化艺术
17/09 406
3,888
10338922  中国当代文学批评史料编年 第２卷（１９５８－１９６５）
精 7,009
……………………………吴俊总主编／黄珊本卷主编 华东师大
17/10 395
* 第 2 巻は 1958-1965 年の中国当代文学の各種文献資料を編年形式で著録。出版・発表
の著作・論文・会議・活動の情報、関連政策文件、指導者や指導機構の重要指示と報告、
報刊・出版物中の関連資料などを含む。
17/08 460
10333635  左翼文学研究读本＜〃＞……………徐志伟，张永峰编 广西师大
4,212
*1920-30 年代の中国左翼文学運動に関する新世紀以来の代表的な研究成果を収録。当文学遇到
大衆―1930 年代文芸大衆化運動管窺（斉暁紅）/ 反抗者的文学―論魯迅的雑文写作（薛毅）/ 喧
囂的「左翼」―1920 年代末北伐革命与上海世界主義（陳建華）など 45 篇（全文 24 篇・存目 21 篇）
。
10338505  政治与文学的变奏 ：中国左翼作家联盟组织史考论
…………………………………………………张广海著 ＨＫ三联
17/09 230
3,704
* 各種類型の実証文献を採用し、追憶資料の真偽を検討。左聯と政治権力の親密な関係
を探索し、左聯組織の生成や変化の真の姿を明らかにする。
17/11 242
10338798  中国乡土影视文学创作回顾反思与前瞻……周斌等主编 中国电影
3,175
*2016 年 10 月開催の中国電影文学学会劇作理論委員会第 3 回学術研討会の論文を収録。
関于郷村題材影視劇創作的「非真実性」問題（厲震林、衣鳳翺）など、約 20 篇を収録。
17/08 370
10335620  中国先锋诗歌地图－北京卷………………………西娃著 四川文艺
3,628
* 中国当代新詩集選本。莫小邪・呉雨倫・鬼鬼・里所・易小倩ら北京で生活する詩人 50
名（外省戸籍含む）の詩作を収録。＜中国先锋诗歌地图书系＞
17/08 171
10335617  中国先锋诗歌地图－广西卷＜〃＞…………三个Ａ主编 四川文艺
3,175
* 剛子・藍敏妮・荷説・蒋彩雲ら広西で生活する詩人 37 名（外省戸籍含む）の詩作を収録。
17/08 209
10335618  中国先锋诗歌地图－陕西卷＜〃＞………西毒何殇主编 四川文艺
3,175
（外省戸籍含む）
の詩作を収録。
* 中艾蒿・第広龍・劉天雨・左右ら陝西で生活する詩人 31 名
17/08 187
10335619  中国先锋诗歌地图－天津卷＜〃＞……………君儿主编 四川文艺
3,175
（外省戸籍含む）
の詩作を収録。
* 閻永敏・奐孚・馬国語・張甫秋ら天津で生活する詩人 23 名
精 3,402
17/05 269
10338930  秋瑾诗文集………………秋瑾著／郭长海，郭君兮辑校 浙江古籍
* 清末の女性革命家秋瑾（1875-1907）のこれまでに発見された全ての著作を収録。詩詞
の各種印本、各種文稿の手稿及び報刊に登場した著作を含む。
17/02 315
10339315  归去来兮 ：老舍历史话剧集………………………老舍著 中国文史
3,175
、
『面子問題』
、
『大地龍蛇』
、
『帰去来兮』の 4 部を収録。
* 老舍の現代劇作品『残霧』
17/12 220
庆
10338940  张爱玲的摩登时代………………………………陶方宣著 重
2,646
*「海派」と「摩登」の 2 つの主題から張愛玲について叙述。
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16/12 356
汇
10337519  曹禺戏剧研究资料索引……………………………邱霞编 文
『全国報刊索引』などの電子資源を参考にし、上海戯劇学院図書館館蔵資源な
*『読秀』

4,212

どを交え、
1934 年から 2016 年に発表された曹禺演劇に関する関連資料を収録。曹禺作品、
曹禺研究の著作、期刊文章、新聞文章に分類し、時間順に配列。作品部分は曹禺演劇（訳
劇を含む）単行本、演劇集、二カ国語対照本、多言語訳本などの各種版本を収録する。
17/09 376
10338978  我不…………………………………………………大冰著 湖南文艺
2,527
* 司会者、民謡歌手、バー経営などマルチな才能を発揮する「野生作家」大冰が、読者
が善意を持って世界と自分に向き合えることを希望して書いた作品。
17/09 399
信
10340025  奇点遗民 StayingBehind………［美］刘宇昆著 / 耿辉译 中
3,218
* 中国系アメリカ人ケン・リュウの短編小説集。ネビュラ賞・ヒューゴー賞・世界幻想
文学大賞獲得の『紙の動物園』等収録。
17/06 219
10333640  绿 ：陪安东尼度过漫长岁月４…………………安东尼著 湖南文艺
2,786
* シェフ、設計士の顔も持つ「癒し系」アイドル作家安东尼の日記風エッセイ。紅、橙、黄
に続く『緑』の巻（2013 年～ 16 年）
。プーケットのホテルの鳥の巣のようなマッサージコー
ナー、エジンバラ、ヨーク、バース等を訪れ、ネス湖で怪物の存在を感じ、ケンブリッジで
徐志摩を思う英国の旅。上海で日本人から買ったお気に入りの帽子をかぶった写真も掲載。
17/07 307
10335240  后来时间都与你有关……………………………张皓宸著 天津人民
3,013
*「私は自分の人生は結局何なんだろうと考えた。その答えがキャリアウーマンとして
の体験の中にあるとも考えた―でも ×× 先生に出会って、それはちがうものになった」
（第 1 編『白日夢・告白書』より）イラストレーターとしても活躍する人気作家による
9 編の短編小説。
10339376  傀儡花＜文学丛书 474 ＞………………………陈耀昌著 T 印刻文学 16/01 460
4,320
* 長篇歴史小説。1867 年に台湾恒春半岛で発生したローバー号事件をテーマとし、排湾
族斯卡羅頭目 Tou-ke-tok（卓杞篤）と仏裔米国駐厦門領事李仙得の南岬の盟調印を描く。
16/08 298
10335345  软埋…………………………………………………方方著 人民文学
2,268
*1 人の女性の命運について叙述する小説。作者は人物の命運・歴史を決定する複雑な
要素を探究し、わずかな手がかりであるが重要な影響力を持つ細部を探し出す。
精 2,948
17/07 299
10337588  我的前半生……………………………………[加]亦舒著 湖南文艺
* 長編小説。13 年専業主婦を勤めたが、35 歳の時に夫に捨てられ、再び仕事して人生
を再始動せざるを得なくなった主人公子君の物語。
17/10 316
10338414  中国现代小说叙事演变论（１９１７－１９４９）刘郁琪著 社会科学
5,346
「故事」
「叙述」
「意
*1917-1949 年の中国現代小説の各種叙事現象を研究。各思潮流派小説の
義」の特徴を総括し、各思潮流派間の盛衰軌跡とその叙事異同を概括。
精 2,948
17/10 201
10338747  豹变……………………………………木心著／童明编选 广西师大
、
《童年随之而去》
、
《夏明珠》
、
《空房》
、
《芳芳 No.4》
、
《地下室手记》
、
《西邻子》
、
《一
*《SOS》
车十八人》
、
《同车人的啜泣》
、
《静静下午茶》
、
《魏玛早春》
、
《圆光》
、
《路工》
、
《林肯中心
的鼓声》
、
《明天不散步了》
、
《温莎墓园日记》を収録 ｡
16/03 230
10339413  原来我们都不曾忘记……………………………朱成玉著 时代华文
2,257
* 平凡な生活や家族愛の物語を述べたり、消え去った愛情を追憶したりする 100 余りの文章。
16/05 281
10339437  大风歌＜经典文库＞……………………………李庆西著 人民文学
2,646
『不二法門』の小説で知られる李慶西の初の長編小説。
*『人間筆記』
（２０１７）＜中国年度作品系列２０１７＞
10339791  中国年度网络文学（女频卷）
………邵燕君主编／北京大学网络文学研究论坛选编 漓
18/01 303
江
3,477
佳作 9 篇。
* 未亡日（藤萍）/ 西出玉门（尾魚）/ 如此夜（鄭熙青）/ 天宝伏妖录（非天夜翔）など、
10339797  中国年度微型小说（２０１７）＜中国年度作品系列２０１７＞
………………………作家网选编／冰峰，陈亚美主编 漓
18/01 314
江
3,553
* 遅到的烈士証書（凌鼎年）/ 宮保鶏丁（万芊）/ 卜算子与圏（劉万里）/ 跟（劉浪）など 120 篇。
18/01 329
江
10339798  中国年度小小说（２０１７）……任晓燕，秦俑等选编 漓
3,553
作家 123 名の佳作 100 余篇。
* 帰航（陸穎墨）/ 七妹（大解）/ 有兔子的田野（陳毓）など、
－ 18 －
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10339899  世情的戏谑 ：２０世纪３０年代中国幽默小说研究
…………………………………………………于淑静著 人民日报

18/01

223

3,628

*1930 年代のユーモア小説のテキストを探究・解析、その背後の複雑な文化境遇・心情
を指摘し、異彩を放つユーモアの品格を探求。

10335842  首届文化论坛 ：纪念鲁迅逝世八十周年暨吴越史地研究会成立八十周年学术研讨文集
……………………………绍兴市社会科学界联合会编 浙江古籍

17/05

244

5,821

* 越文化底蘊 ：魯迅文学精神生成的重要「内源性」機制（王嘉良）/ 魯迅的遺産、伝統
及歴史貢献（黄健）など、21 篇を収録。
17/12 320
州
10339079  我也是鲁迅的遗物 ：朱安传……………………乔丽华著 九
* 調査取材を通じて各方面の人々の記憶を集め、報刊資料・回顧録・文物などの資料を

3,628

用いて、魯迅の妻朱安 69 年の人生の軌跡を追跡し、魯迅への影響を検討。

10339427  民国茶范 ：张爱玲，胡适，鲁迅，梁实秋，巴金···与他们喝茶聊天的小日子
…………………………………………周重林，李明著 Ｔ 联 经

17/12

340

3,369

* 胡適・魯迅・周作人・梁実秋・林語堂・聞一多・郁達夫・巴金・豊子愷・張愛玲・顧
頡剛ら民国文人 16 名の茶に関する故事を紹介。＜历史大讲堂＞
17/03
10338981  三毛典藏全集 全１４册＜三毛全集＞…………三毛著 十月文艺
、異国情緒溢れる自由奔放な作風。2011 年に三毛全集
* 台湾の女性作家（1943 ～ 1991）

23,328

を発行、収録作品は《雨季不再来》
《撒哈拉的故事》
《稻草人手记》
《温柔的夜》
《梦里花
落知多少》
《万水千山走遍》
《送你一匹马》
《亲爱的三毛》
《我的宝贝》
《滚滚红尘》
《流星雨》
の 11 冊。今回、散文集《你是我不及的夢》
、及び丁松青神父の著作 3 篇の翻訳《蘭歧之
歌 清泉故事》
《刹那時光》の３冊を加えた計 14 冊を収録。
10339039  最贤的妻最才的女 ：百年时光中的文学潜行者杨绛＜新人间２６７＞
………………………………………………慕容素衣著 Ｔ时文化
17/11 230
2,419
*2016 年に 105 歳で亡くなった作家・翻訳家楊絳の生涯を紹介。本書を通じて、戦火での強さ
と楽観的な様子、文革時における冷静さと理性、長い結婚生活における寛容さと包容力を知
ることができる。
10336199  大国沉沦 ：写给中国的备忘录…………………刘晓波著 T 允晨文化 09/10 359
3,024
* 胡錦涛漫画事件的背後 / 制度性的「為富不仁」/ 中国特色的発展観之弊端 / 従文革到
六四看中国民主化的困境など、文章 50 篇を収録。＜当代丛书２５＞
09/06 3241
10338530  曹文轩纯美小说系列 全１３册………………曹文轩著 江苏少儿
13,068
児童文学作家である曹文軒の小説シリーズ。
『草房子』
『馬戯団』
* 国際アンデルセン受賞、
『青銅葵花』
『山羊不吃天堂草』
『根鳥』
『狗牙雨』
『細米』
『紅瓦黒瓦』
『野風車』等全 13 冊。
10339051  西川満研究 ：台湾文学史の視座から（日本語）＜日本学研究叢書２５＞
精 8,121
…………………………………陳藻香著／太田登修訂 T 台大中心 17/11
* 日本の台湾占領時期の西川満（1908-1999）が活躍した時代の文学を対象とし、特に
西川の「台湾期」
「台湾時代」の文学動向を解明。西川作品の民話・風土・民俗・翻訳・
随筆・短編長編小説などの多様な台湾文学の文脈及び人生の足跡を論述。索引（人名、
事項）
。
10339206  台湾现当代作家研究资料汇编７ 全１０册（９１－１００）
………………封德屏总策画／许俊雅，洪淑苓等编选 Ｔ文学馆
17/12 3469
30,844
* 台湾現当代の重要作家を選編。各本には重要写真・手稿・作品目録・年表・研究総述
を収録。重要評論文章を掲載し、評論資料目録を附す。今回、翁閙・孟瑤・楊念慈・施
明正・劉大任・許達然・楊青矗・夐虹・張暁風・王拓の 10 冊を出版。
10340336  读图漫记 ：漫画文学的工具及台湾轨迹………周文鹏著 Ｔ交通大学 18/01 297
3,283
* 中文学術が図像及び漫画研究を進める根拠と必要を探究。当代の情報発展のデジタル
化と図像化の過程を振り返り、図像媒体及び漫画叙事の類型・構成と機能を整理。
精 3,758
17/08 264
10336112  张炜文学回忆录……………………………………张炜著 广东人民
『九月寓言』
『你在高原』などの作品で知られる、著名作家張煒の少年から青
*『古船』
年時期までの文学成長過程を自伝形式で記録。
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17/08 322
10338166  日本近現代文学漢訳全典（日文）……………康東元著 外語教研
* 中国大陸での日本近現代文学作品の翻訳は 117 年の歴史を持つ。本書は日本近現代作家

4,989

400 名余りの作品の翻訳情報を収集整理。＜中青年学者外国語言文学学術前沿研究叢書＞
===============【 ◆思想・哲学・宗教 】===============
17/05 235
10335113  天台学与净土思想………………………………赵俊勇著 宗教文化
3,628
「天台山」と関係する儒道各種学説も含む。
* 天台学は「天台仏学」を指すだけでなく、
本書は天台学の発展及び歴史、止観修持法門、主要教義及び浄土思想との関係などを紹介。
17/09 395
10338077  中国政治思想史－古代部分……………………张星久著 复旦大学
3,628
* 当代政治学の知識と関連学術研究の成果を運用し、古人の政治思想成果を評論、その
思想の高下得失・経験教訓を評価し、中国伝統政治思想の発展変化過程ひいては人類政
治文明史における地位を把握。＜复旦博学·政治学系列＞
17/12 317
10339037  中国人的精神生活………………………………许倬云著 Ｔ 联 经
2,937
* 文化エリートから一般民衆に至るまでの中国人の精神生活を論述。天地人神の世界、神鬼
故事の伝説、永遠変化の宇宙、生命存在の意義、人間守護の衆神、世俗化の宗教など全 10 章。
10340344  中国哲学史书写的理论与实践＜中国文哲专刊４９＞
………………………………………………钟彩钧主编 Ｔ文哲所
17/12 259
2,073
* 比較馮、牟、老三位先生対宋明理学的詮釈―兼論円教的涵義（楊祖漢）など、論文 7 篇。
10340353  近代东西思想交流中的传播者＜当代儒学研究丛刊３６＞
………………………………………………杨贞德主编 Ｔ文哲所
17/12 315
2,419
（林熙強）
/蔡元培思想中的徳国資源
（李宗沢）
など、
論文8篇。
* 高一志訳著中的亜歴山大帝形象
17/11 266
10339509  贾谊及其新书研究………………………………潘铭基著 上海古籍
2,721
* 論賈誼学術思想之帰属―兼論其思想之時代意義 / 論賈誼『新書』之命名及其出現的年
代など、文章 8 篇を収録。
17/06 214
10337091  礼记诗学思想研究………………………………徐宝锋著 南开大学
3,628
*『礼記』の文化形態を詩学と含めて共通生成機制と深層意義構造を有する共生全体と見な
し、儒家倫理世界中の客観性と主観性の存在要素を整理、主客二要素間の相互掣肘の矛盾
張力を発見し、
『礼記』の倫理世界描述に含まれた豊富な詩性特質を説明。
『礼記』が包含
する詩学思想の淵源・脈絡や変化を整理・把握し、
『礼記』を中国士人の精神症候と関連づけ、
両者の弁証関係を指摘。
17/09 265
10337578  陈澔礼记集说研究………………政协都昌县委员会等编 江西人民
3,758
、
* 陳澔の『礼記集説』以外の遺作 6 篇、陳澔に関する県志資料（奏折、記序、伝記）
大陸の学者の研究論文、劉千恵『陳澔〈礼記集説〉研究』などを収録。
17/09 222
10338388  伪古文尚书研究…………………………………朱建亮著 光明日报
2,721
『偽古文尚書』
25篇を研究。
『偽古文尚書』
は偽書か、
いわゆる
『偽
* 長い間研究の少なかった
古文尚書』の研究価値、いわゆる『偽古文尚書』各篇全文とその評価の 3 編で構成。
17/09 698
10338449  读经识小录 上下册……………………………吕友仁著 上海古籍
9,979
* 論孔穎達『五経正義』中有注家破経之例 /『尚書正義』中孔疏的直言破注与微言破注
/ 四種整理本『毛詩注疏』平議 / 阮刻『礼記注疏』並非最佳版本など、
文章 38 篇を収録。
17/10 262
凰
10339088  太玄阐秘…………………［清］陈本礼撰／刘保贞点校 凤
3,628
* 揚雄『太玄』の字義を明らかにし、創作の歴史背景と作品の主旨を解釈。今回、続四
庫本を底本として整理。
（繁体字横組）＜子海精华编＞
17/10 312
10339479  郑玄三礼注毛诗笺同源词研究……………………王浩著 北京师大
4,406
『儀礼注疏』
『礼記正義』
『毛詩正義』を使用し、
* 阮元校刻『十三経注疏』の『周礼注疏』
前人と当代学者の研究成果を参照して、
『三礼注』
『毛詩箋』の語句探源を考察。
17/12 1066 精 11,048
10339480  仪礼集说 上下册…………［元］敖继公撰／孙宝点校 上海古籍
鄭玄『儀礼注』の不足・欠点を解明。主に鄭玄注・
*『儀礼』の経・伝・記の区別を明らかにし、
賈公彦疏を引用し、馬融・王粛・陳詮・崔霊恩・孔穎達・陳祥道・朱熹・李心伝・楊復・
李如圭・呂大臨らの箋釈成果に触れ、最終的に自身の見解で決定する。今回、納蘭成徳『通
志堂経解』本を底本として整理。
（繁体字縦組）＜马一浮编选《群经统类》整理丛书＞
－ 20 －
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10339481  宋本礼记 全４册……［汉］郑玄注／［唐］陆德明释 国家图书馆 17/09 812
（
『小戴礼記』
）は経書『儀礼』を解釈説明する文章の選集。今回、国家図書館
*『礼記』

5,184

所蔵宋余仁仲万巻堂家塾刻本を底本として影印。＜国学基本典籍丛刊＞
17/11 372
10339945  贾公彦仪礼疏研究………………………………李洛旻著 Ｔ万卷楼
『儀礼』と鄭注解析の思考の筋道及び全書の核
* 唐代の礼学者賈公彦の学術淵源を説明。

4,492

心思惟を論述し、
同時期の主な礼疏である『周礼疏』や『礼記正義』の解経方法を比較。
『儀
礼疏』の方法と特色を強調し、賈疏の地位と価値を再認識。索引。＜汉学研究丛书 文史
新世界丛刊 1 ＞
精 3,758
17/08 316
10338339  论语补解………………………………［日］山本乐所撰 上海古籍
* 江戸時代日本の学者の『論語』注釈著作。原書は和式四孔線装和刻本 4 冊。今回、早
稲田大学図書館蔵本に拠り影印。＜中国典籍日本注释丛书·论语卷＞
精 4,406
17/08 416
10338340  论语讲义并辨正＜〃＞………………［日］田中履堂撰 上海古籍
、
* 江戸時代日本の学者の『論語』注釈著作。原書は線装和刻本 6 冊。前 4 冊は「講義」
後 2 冊は「弁正」
。今回、早稲田大学図書館蔵本に拠り影印。
精 5,346
17/08 537
10338341  论语私考＜〃＞………………………［日］山本日下撰 上海古籍
* 江戸時代日本の学者の『論語』注釈著作。原書は西田寿助書写の写本。四孔線装 5 冊
10 巻。今回、早稲田大学図書館蔵本に拠り影印。
精 5,346
17/08 564
10338342  论语象义＜〃＞………………………［日］三野象麓撰 上海古籍
* 江戸時代日本の学者の『論語』注釈著作。原書は四孔和式線装本 7 冊 7 巻。今回、早
稲田大学図書館蔵本に拠り影印。
17/08 1460 精 13,068
10338343  论语征集览 全３册＜〃＞…………［日］松平赖宽撰 上海古籍
* 江戸時代日本の学者の『論語』注釈著作。原書は四孔線装和刻本 20 冊。伊藤仁斎『論
語古義』を何晏集解・朱熹集注を配した荻生徂徠『論語徴』と合刻して完成。今回、早
稲田大学図書館蔵本に拠り影印。
17/09 296
10338756  论语的公理化诠释（汉日对照）……………甘筱青等著 外语教研
3,477
*『論語』本来の意味と一致することを前提とし、基本仮説・定義・公理をまとめ、命
題を論証して、
『論語』思想の論理体系を浮き彫りにする。
精 2,257
13/09 427
10336161  彩图全解周易（全彩白金版）＜国学典藏＞任犀然主编 中国华侨
『周易』思想の核心概念を解釈。
* 原著に注釈を附し現代語訳。六十四卦の知恵を解読し、
挿絵 800 余枚を掲載。カラー。
（簡体字横組）
10339094  易林 上下册＜子海精华编＞
……［汉］焦延寿著／［汉］无名氏注／马新钦点校 凤
17/10 861
凰
10,098
『続
*『周易』の原理と漢代の時代思想（陰陽五行説）を融合した易学史上の重要著作。今回、
修四庫全書』影印清初毛氏汲古閣影元抄本『易林注』を底本として整理校勘。
（繁体字横組）
17/12 179
10339252  日本近世易学研究…………………………………王鑫著 北京大学
2,948
* 日本近世の易学を中心として、江戸儒学各家の吸収・融合・転化と朱易非難反駁の実例を
通じて、日本近世の世界・自然及び世間に関する秩序認知と実践に対する朱子易学及び朱
子学の基礎的な構築作用を指摘。＜北京大学人文学科文库·北大中国哲学研究丛书＞
18/01 289
10339486  术与道 ：中国传统文化中的阴性特征…………刘康德著 四川人民
3,628
* 中国伝統文化中の「陰」を見通し、自然界の現象、古代文献、歴史故事から陰性文化
の現象と特徴を分析。
10338109  晚清温州儒家文化与地方社会＜温州通史专题史丛书＞
精 5,119
…………………………………………………孙邦金著 人
17/09 523
民
* 明清時期・清代中前期・晩清の温州文化、永嘉経制の学と温州礼学研究、孫詒譲の礼学研究
と政治思想、宋恕の日本観と維新変法思想、晩清温籍士人の新旧派閥と集団活動などを論述。
18/01 300
明
10339130  尚书诠解………………［春秋］孔丘编著／张思纯译注 开
2,948
* 伝世『尚書』が結局どの部分が本物か、細部にわたって検討して初めて結論を出すこと
ができるが、結果がどうであっても後世に対する根深い影響は否定できない。本書は『尚
書』各篇の原文・注釈・訳文・解析を収録。
（簡体字横組）＜传世名著典藏丛书第１辑＞
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17/10 327
凰
10339086  孔子家语疏证………………［清］陈士珂辑／崔涛点校 凤
*『孔子家語』は孔子とその弟子の言行を記録する書物。今回、光緒十七年（1891）三

4,665

余草堂刻『湖北叢書』本を底本として整理。
（繁体字横組）＜子海精华编＞
17/10 372
10339853  孔子家语综合研究………………………………杨朝明著 齐鲁书社
『孔子家語』に関
*『孔子家語』的成書与可靠性研究 /『孔子家語・弟子行』研究など、

4,471

する論文 22 篇を収録。

10339254  主动的臣民 ：明代泰州学派平民儒学之政治文化研究＜玛珈山法政文丛＞
…………………………………………………贾乾初著 知识产权

18/01

219

3,628

* 明代の特色ある泰州学派平民儒学を政治文化の立場から研究し、典型的な個案を解析
してその政治文化の特徴を検討。

10339258  文中子中说＜子海精华编＞
…………［隋］王通著／［宋］阮逸注／秦跃宇点校 凤

凰

17/10

120

2,116

* 隋代の大儒王通の言行及び門人弟子の問答などを記載。今回、江安傅氏双鑑楼所蔵宋
刻本を底本として整理。
（繁体字横組）
17/10 280
学
10338881  张栻年谱………………［清］王开琸等著／邓洪波辑校 科
、民国・胡宗楙『張
* 張栻（1133-1180）は南宋の思想家。今回、清・王開琸『宣公年譜』

3,175

宣公年譜』
、高畑常信『張南軒年譜』を収録。画伝・伝記・祭文・著作提要序跋などを附録。
17/11 432
10339489  宋代浙东学派经学思想研究……………………姜海军著 齐鲁书社
* 浙東学派の経学や思想を宋代の特定の歴史状態に位置づけ、永嘉・永康・金華・四明

3,758

及び朱熹・陸九淵らの後学弟子達などの浙東学派の諸派の経学や思想を整理・分析。
18/01 396
10339852  东亚儒学问题新探＜近思文丛＞…………………吴震著 北京大学
・
「東アジア」
・
「日本化」という 3 つのキーワードに注目し、東アジアの儒学、
*「儒学」

4,212

日本の儒学、儒学の日本化などの歴史問題・理論問題を検討。

10339919  新译周礼读本＜古籍今注新译丛书＞…………賀友龄注译 Ｔ 三 民 18/01 582
*『周礼』は周代の官制を記述し、古代儒家理想の政治制度と百官の職務を描写。今回、

5,356

嘉慶二十年江西南昌府学雕本『十三経注疏・重刊宋本周礼注疏附校勘記』を底本として
整理校勘。各官の前に「題解」を設け、題意及び全篇の要旨を説明。後に附す「研析」
は六官の主要職責を分析。
（繁体字縦組）
10339859  早期道教的混沌神话及其象征意义＜道教学译丛之二十二＞
……………………………［美］吉瑞德著／蔡觉敏译 齐鲁书社
17/11 485
4,017
（Hundun）
『
。道徳経』
『荘子』
『淮
*原題はMyth and Meaning in Early Daoism: The Theme of Chaos
南子』などの中国道教の早期経典文献を調査研究し、道教のモチーフの 1 つとしての混
沌を発見、宇宙・社会及び個人生活などの面における道の作用を指摘する。
10339917  新译帛书老子＜古籍今注新译丛书＞……………赵锋注译 Ｔ 三 民 18/01 524
5,270
「語訳」
「研析」な
* 馬王堆漢墓出土の帛書『老子』甲・乙本で相互に考証。各節は「題解」
どを掲載。通行の伝世本と帛書甲・乙本及び本書「正文」使用の校定本の全文対照を附録。
（繁
体字縦組）
10339256  老子道德经 ：王弼道德经注＜子海精华编＞
［汉］河上公章句／［魏］王弼注／唐子恒，边家珍点校 凤
17/10 124
凰
2,570
『王弼道徳経注』は
*『老子道徳経』は『四部叢刊』影印常熟瞿氏鉄琴銅剣楼蔵宋刻本、
『道蔵』本を底本として整理。
（繁体字横組）
17/09 270
10337991  老子与道德经＜中国历代文化名人丛书＞……陈大明著 中国文史
3,402
（簡体字横組）
*『道徳経』テキストに訳注と解析を加え、老子の生涯事跡・著作を評価。
10324466  道德真经注疏（繁体横排）＜子海精华编＞
……［南齐］顾欢编纂／董建国点校／王承略总主编 凤
16/06
94
凰
1,587
『道蔵』本を底本とし
*『道徳経』の字義を解釈、異文を分析、微言大義を解明。今回、
て整理。
（繁体字横組）
10340334  明代老子学诠解的义理向度＜中国哲学丛刊＞江淑君著 Ｔ学生书局 18/01 307
3,628
『老子』解釈の筋道や視角を観察。
* 明代の老子学の発展流布とその変化変遷の概況に注目し、
－ 22 －
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16/12 1069
10336065  庄子义注 上下册＜东陆书院文丛＞…………王燕振著 云南人民
『荘子』の釈義と注解を掲載。各篇冒頭の「篇旨略」
* 郭象本『荘子』33 篇の分目に応じて、

定価(円)

10,098

は全篇の要義を総括し、
概略を叙述。
「考弁略」は『荘子』篇章の荘子著述の真偽を弁別。
（簡体字横組）
精 2,257
［战国］庄周著／思履主编 中国华侨
13/09 429
10336163  庄子全书（超值全彩白金版）
*『荘子』全 33 篇を収録し、原文に注釈を附し現代語訳。現実を交えて重要な文章・段
落を解読。挿絵 600 余枚を掲載。カラー。
（簡体字横組）＜国学典藏＞
17/10 287
10338759  马钰研究…………………………………………杨兆华著 复旦大学
3,628
* 中国道教史上著名な「全真七子」筆頭の馬鈺の生涯と思想を考察。詩詞・語録などの
著述に依拠し、
「清静無為」の内丹氏宗・立志向道の教育思想・三教合一思想・文学思想・
男女平等思想及び早期全真道の発展に対する貢献を解読。
17/10 373
10338879  道经字词考释＜天外求索文库＞………………牛尚鹏著 社会科学
5,821
厚さがあり口語性の強い道経 10 数部を選び、
俗字・訓詁・
*『中華道蔵』道法類経書のうち、
校勘の角度から疑難字語を考釈。
『中華道蔵』の影印本『道蔵』及び敦煌道蔵の転録過
程において、俗字俗語を弁別しないことで現れる点校の誤りを分析。
17/03 321
10335117  明代天师道研究…………………………………曹群勇著 宗教文化
1,890
* 明王朝对天師道に対する政策態度とその変化を論述。明代天師道の天師と道士を検討。張宇
初に重点を置き、明代天師道の思想理論及び著述を研究。明代天師道の社会への影響を解釈。
10337683  诸子百家（全新校勘珍藏版）全４册
…………………………［春秋］孔子等著／徐寒注释 线装书局
17/06 1164 精 14,580
* 上篇は諸子百家原著選読。諸子百家の経典著作・経典名篇を精選し、学説の主張と特
色を体現。儒家・道家・墨家・法家・名家・兵家・縦横家・雑家・医家・小説家の 10
章で構成。各流派の概述を掲載し、原文には注釈を附す。下篇は諸子百家故事精選。諸
子百家各流派の主要主張の歴史故事と典故を精選収録し、現代文で叙述。
（簡体字横組）
10339089  世纬 ：明夷待访录＜子海精华编＞
［明］袁袠撰／［清］黄宗羲撰／何朝晖点校／何朝晖点校 凤
17/10
89
凰
1,890
『明夷待訪録』は『続修四庫全書』影印清道光十九年
*『世緯』は『知不足斎叢書』本、
銭氏『指海』本を底本として整理。
（繁体字横組）
17/10 205
凰
10339087  陶注鬼谷子校订考说………［梁］陶弘景注／许富宏撰 凤
3,477
『
は子部経典の 1 つ。今回、
原文及び陶弘景注は嘉慶十年
（1805）
江都秦氏刻本
（北
* 鬼谷子』
京中国書店 1985 年景印）を底本として整理校訂し、考説を附す。
（繁体字横組）＜〃＞
17/10 847
凰
10339257  商子汇校汇注 上下册＜〃＞…周立升，赵呈元等編著 凤
9,622
* 商鞅の思想と政治主張を記述する重要著作。本書は前人の『商子』の校注成果を収集。歴代
版本 20 種、主要校勘参考用書や注釈専著 47 種、各家の校勘・考訂・注釈方面における見解を
収録。本文は上海図書館蔵厳可均『商君書重校本』
（伝録本）を底本とする。
（繁体字横組）
10337993  北方王门集 上下册＜阳明后学文献丛书＞
精 9,860
…［明］穆孔晖，尤时熙等撰／邹建锋，李旭等编校 上海古籍
17/10 1179
『玄庵晩稿』
、
* 明代中後期北方地区の重要な陽明後学の著作を結集。穆孔暉『大学千慮』
尤時熙『擬学小記』
『擬学小記続録』
、孟化鯉『孟雲浦先生集』
、張信民『印正稿』
、張後
覚『張弘山集』
、趙維新『感述録』
『感述続録』
、楊東明『山居功課』
『青瑣藎言』を収録。
（繁体字縦組）
10339259  推进朱子学与闽学的深入研究 ：朱子闽学与亚洲文化论坛文集
……………………………………汪文顶，李树峰主编 文化艺术
17/05 302
4,406
* 従朱熹的歴史学考察看朱子学的歴史意義与時代意義（陳支平）/ 韓儒田愚艮宗本朱子
之易学析論（頼貴三）など、28 篇を収録。
17/10 414
学
10339488  朱熹语录文献语言研究……………………………冯青著 科
7,009
* 宋儒語録研究の現状から着手し、宋儒各家及びその言語研究現状を紹介後、朱熹語録を研
究。朱熹門人記録の語料を参考にし、宋本や明清伝本の特徴を交え、疑難字語や新語新義
を研究し、
異なる記録者の用語の差異、
語彙の地域特徴や口語語彙と書面語彙の差異を分析。
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17/11 183
10339260  朱熹易学散论＜朱子学文库＞……………………王风著 商 务 印
「両派六宗」
説 / 王弼易学対朱熹的影響など、
* 易学史上性理与象数之関係問題―兼評紀昀

定価(円)

2,948

朱熹の易学思想に関する文章 15 篇を収録。
17/06 629
10338135  中国因明学史……………………………………郑堆主编 中国藏学
*「漢伝因明学史」は玄奘前後の漢伝因明の翻訳紹介から当代中国の漢伝因明の概況ま

4,406

でを論述。
「蔵伝因明学史」は因明学の根源である古印度龍樹論師の紹介から近現代の
蔵区における因明の伝承と発展までを論述。
「蒙古因明学史」は蔵伝仏教と蔵伝因明の
蒙古地区伝播後、蒙古高僧の因明伝承・発揚の状況を論述。
18/01 314
10339490  日本的阳明学与中国研究＜海外中国学丛书＞…邓红著 广西师大
3,628
* 井上哲次郎的「日本陽明学」論 / 日本九州的中国哲学史研究伝統など、日本の陽明学
研究と中国研究に関する文章 17 篇を収録。
17/05 132
10335790  王安石的人才变革思想与科举教育改革………斯彦莉著 浙江古籍
1,890
* 王安石の人材改革思想及び人材改革思想指導下の科挙制度改革を検討。
17/07 306
10336415  中国美学研究 第９辑………………………朱志荣主编 商 务 印
3,024
* 先秦至宗炳的中国山水審美観念変遷（時勝勳）/ 本体美学与楽教 ：中国美学的当代詮
釈与実践（頼賢宗）など、24 篇を収録。
17/08 271
10336862  中国美学 第３辑………………………………邹华主编 社科文献
5,346
* 東西方之間的書法美学（[ 日 ] 神林恒雄）/ 戴震思想与中国美学的現代発生（楊寧）/
環境与生態 ：美学的合理介入与有效啓迪（王学海）など、20 篇を収録。
10337994  艺术生存与审美建构 ：朱光潜美学思想的嬗变与坚守
…………………………………………………朱仁金著 中国文联
17/08 215
3,250
* 芸術と審美の視角から、朱光潜の芸術起源・自然美・悲劇衰亡・表現主義美学・翻訳
転向及び中国伝統美学に関する現代転換などの問題を研究。
「古今問題」
「中西問題」に
対する思想の交戦・衝突において、いかに伝統の「断裂」からもたらされた巨大な挑戦
に対応し、いかに体系化した思考と方法論の構築を進めたかを分析。
精 6,652
17/08 429
民
10339091  中国审美意识通史－夏商周卷…朱志荣主编／朱志荣著 人
* 夏商の社会・思想などを概述。陶器・玉器・青銅器・甲骨文・金文などの出土文物や
文献史料を用いて、夏商周三代器物が包含する審美意識の特色を追跡・検討し、夏商周
審美意識の変遷と美学思想の形成・発展を指摘。索引。
17/10
民
10338346  中国审美意识通史－魏晋南北朝卷…………朱志荣主编 人
6,534
* 魏晋南北朝時期の審美意識に対して、美学研究や哲学研究に制限するのではなく、人類
学の視野と方法を用いて、魏晋南北朝時期の文学・絵画・書法・園林・音楽などを検討・
研究。索引。
17/05 3075
10339308  美学与诗学 ：张晶学术文选 全６卷……………张晶著 社会科学
24,202
（吉林教育出版社 1995 年）
・
『遼金詩学思想研究』
（遼海出版社 2004 年）
、
*『遼金元詩歌史論』
/『禅与唐宋詩学』
（人民文学出版社 2006 年）
・
『神思：
芸術的精霊』
（百花洲文芸出版社 2006 年）
/ 各種学術刊行物発表の美学研究論文 50 余篇 / 中国古代詩学や文学史研究に関する論文 50 余
篇/金元詩学の研究論文30余篇/審美文化・文芸美学・メディア芸術などに関する論文50余篇。
17/03 308
10337809  北京宗教研究 第１辑……………王潇楠，陈进国主编 社会科学
5,054
「首届北京宗教研究高端論壇」
の論文を収録。
白雲観与民国初年社会
（付
*2015年7月開催の
海晏）/ 于闐毗沙門天王図像的伝播与演変（陳粟裕）など 17 篇。
17/11 196
学
10339093  元代畏兀儿宗教文化研究…………王红梅，杨富学等著 科
5,346
* 敦煌吐魯番出土文献・石窟壁画と題記を中心に、漢文伝世文献や域外文献を交え、元代の
天山ウイグル王国人の宗教信仰・宗教変遷とその宗教活動を研究。索引。カラー図版 10 枚。
精 7,722
16/12 568
10332564  明清民国时期皖西宗教与地方社会……………关传友著 安徽人民
* 六安潘氏・徐氏・白氏・関氏、寿州孫氏・夏氏・梁氏、龍舒孫氏などの巨姓望族を中
心として、宗族構築と組織化の過程を検討し、明清から民国以来の社会生活を解析。政
府当局の組織と皖西の地方社会秩序、名士階層の形成と構造機能、皖西宗教と民間信仰、
禁碑と地方社会統治などについて論述。
－ 24 －
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18/01 1104 精 14,472
10337933  大唐众经音义校注 上下册［唐］释玄应撰／黄仁瑄校注 中华书局
* 高麗蔵本を底本、慧琳本・磧砂蔵本を校本とし、唐・玄応の『大唐衆経音義』に校勘
を施して注釈を附し、古今字・異体字などを考証。引書文字を整理。対音資料の言語属
性を指摘し、源語を表示。音韻学・訓詁学・俗文字学・辞書学の研究作業に良質の素材
を提供する。音序索引、引書（人）索引。
（繁体字横組）＜音义文献丛刊＞
16/12 239
10332814  教演天台，行归净土思想研究…………………赵俊勇著 宗教文化
2,948
*「教演天台，行帰浄土」の歴史変化を分析し、萌芽期・転換期・融合期・定型期とい
う 4 つの期間に分ける見解を提出。＜民族宗教学研究博士文库＞
17/09 302
10337814  天台山高明讲寺志……………………………朱封鳌等著 上海书店
3,758
* 高明講寺は智者大師創建の道場の 1 つ。本書は区域と沿革、寺院建築、歴代高僧、伝
灯大師の生涯と著作、文物名勝古跡と伝説、遊山名人の全 6 章。＜天台山幽溪讲堂文化
系列丛书＞
17/07 345
10338007  宋代天台佛学思想研究…………………………吴忠伟著 宗教文化
4,665
智円の治心と「自訟」の学、
懺法と天台仏教礼学について論述。
* 宋代知礼の性悪と「行懺」の学、
17/09 316
10338004  天台学研究…………………………………………陈坚著 宗教文化
4,406
*「会三帰一」与「開権顕実」―『法華経』中的「宗教対話」思想及其在天台宗中的運
用 / 中国化的「阿頼耶識」：天台宗的「一念心」など、文章 19 篇を収録。
17/06 167
10337506  天台法华学导言……………………………………文海著 宗教文化
2,646
下篇は天台湛然と唯識窺基の法華経に対する異解について叙述。
* 上篇は天台宗の法華経解釈、
17/08 472
10338005  西夏佛教文献研究论集…………………………崔红芬著 宗教文化
3,758
* 俄蔵黒水城『密咒円因往生集』相関問題考論 / 西夏文『聖曜母陀羅尼経』考略 / 英蔵
西夏文『大宝積経』訳釈研究など、16 篇を収録。
17/06 181
10337812  明末清初临济宗圆悟法藏纷争始末考论………吕真观著 巴蜀书社
1,890
* 明末清初臨済宗円悟と嗣法弟子宝蔵との紛争の顛末を考察。＜儒道释博士论文丛书＞
17/10 343
10338006  中国佛教－文化研究……………………………学愚主编 宗教文化
5,346
* 克孜爾石窟壁画舎身飼虎題材研究（于亮）/ 文字的立与破―浅析禅宗影響唐宋仏教教
風転変之語言文字観（姚蒲軍）など、文章 21 篇を収録。＜禅与人类文明研究丛书５＞
17/10 232
民
10338417  赵朴初与中日佛教交流…………………倪强，黄成林著 人
2,419
* 趙樸初の日本訪問時、日本の訪問者の接待時における談話・講話・インタビューなどを基に、
日本の高僧・文化界・芸術界やその他の各界人士の歴史問題認知や侵略戦争に対する態度を記述。
17/02 231
10335118  伊斯兰教中道思想国际研讨会文集王作安，陈广元主编 宗教文化
2,419
* 学会は 2016 年 7 月開催。本書は、従『古蘭経』看伊斯蘭教的中正思想（楊発明）/ 抗
撃恐怖主義及保障伊斯蘭価値観的闘争（[ 塔 ] 馬拉姆別科夫）など、31 篇を収録。
10338009  调适与应对 ：天主教婚姻家庭伦理在华处境研究 - 以天津益世报为中心的考察（1915-1937）
…………………………………………………赵秀丽著 宗教文化
17/08 267
3,758
*1915 年天津創刊の『益世報』をテキストとして、中国におけるカトリックの婚姻家庭
倫理の境遇を検討。
『益世報』の宗教特質と婚姻家庭論述、カトリックの貞潔観と中国
伝統の節烈観の融合排斥、カトリックの離婚禁止の「婚姻自由」に対する制約、カトリ
ックの母性・良妻賢母尊重など全 6 章。
16/12 433
10331492  基督宗教研究 第２１辑……………………卓新平主编 宗教文化
4,406
* 早期基督教関于苦難与死亡的両種観点（約翰・卡瓦迪尼［John Cavadini］著、王梓訳）
/ 本篤十六世的神学思想簡介（楊華明）など、26 篇を収録。
17/10 448
10338448  中国天主教教区沿革史…………………………刘志庆著 社会科学
5,821
* 中国のカトリック教区の歴史沿革と教区歴代主教の基本状況を紹介、各教区の成立・
発展の歴史を整理し、教区所轄県市及び教区の境界を明確にする。
10339076  温州基督徒与中国草根全球化…………………曹南来著 ＨＫ中文大 17/12 200
4,914
* 温州のキリスト教を中国のグローバル化に位置づけて考察。個人の素質の上昇、家族
の管理、移民の適応、青少年の社会化、民間の慈善などの面において宗教の演じる役割、
宗教はいかに全世界の経済の境遇に適応・融合したかを検討。
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10338760  贝德士中国基督教史著述选译贝德士著／章开沅等主编 上海社科院 17/11 321
（Miner Searle Bates 1897-1978）
は民国時期の重要な宣教師・歴史学者。
本書は遺稿
『基
*貝徳士

5,173

督徒奮進在中国社会』の説明及び輯録、中国のキリスト教史に関する学術論文 5 篇を収録。

10339179  从大中华到台湾国 ：台湾基督长老教会的国家认同及其论述转换
…………………………………………………郑睦群著 Ｔ 政 大

17/10

242

2,592

「人
* プロテスタントの台湾独立イメージの形成と公式の国家認同立場の変化を論述。
権宣言」
「孫文のイメージ」
「中国文化」を通じて、プロテスタントの国家認同を分析。

10339424  传道报国 ：日治末期台湾基督徒的身分认同（１９３７－１９４５）
…………………………………………………卢启明著 T 秀威资讯

17/12

344

3,628

* 台湾キリスト教長老派教会が保存する議事録と新聞雑誌を整理し、これに当時の手紙・
著作・回顧録・口述記録などを加えて、日治時期台湾キリスト教徒がいかに「伝道報国」
に適応したかや、その役割と認同はいかに変動したかを探究。＜国立台湾师范大学历史
研究所专刊４１＞
10339431  一位自学史家的成长 ：方豪的生平与治学……李东华著 T 台大中心 17/12 358
3,283
* 著名な歴史家の方豪が残した大量の資料と手紙を用いて成書。方豪治史の背景、当代史
家との相互作用、
神職の身分とカトリック教会との密接な関係を探究。索引（名詞、
人名）
。
17/12 276
10339939  向左走向右走 ：迈向台湾基督教的性…………陈文珊著 Ｔ 前 卫
2,764
* 異なる立場の公共政策制定における最大公約数を探求。台湾キリスト教のジェンダー
の観点に、万人平等・人権保障に合致した憲政国家の信仰解釈を構築。
===============【 ◆古代史・歴史地理 】===============
17/02 752
10338406  中国帝王皇后亲王公主世系录 上下册…………柏杨著 人民文学
5,648
* 中国歴史上の帝王・皇后・親王・公主を捜索し、肩書・年齢・在位時期および皇族に
おける関係位置を表形式で整理。序表・帝王篇・皇位世系篇・皇后篇・親王篇・公主篇・
后表の 7 篇で構成。附表 20 余種。＜柏杨历史系列＞
17/10 179
10338827  史地 第１辑……………………………………张生主编 南京大学
3,628
* 南京大学歴史学院主弁。従琉球与朝鮮外交咨文看明代東北亜国際関係（楊冬権）/ 文
明重構 ：欧洲文明与古典文明（侯建新）など、15 篇を収録。
10337160  新序详注＜中国古典名著译注丛书＞
……………………………［汉］刘向编著／赵仲邑注 中华书局
17/09 387
2,872
『新序拾補』
・武井驥
『劉向新序纂注』
・
* 諷諫を政治目的とする歴史故事類編。本書は盧文弨
石光瑛『新序校釈』などの諸家の校勘成果を吸収し、詳細な注釈を付す。
（簡体字横組）
17/08 646
10338949  天后宫行会图校注 上下册…………高惠军，陈克整理 天津古籍
7,603
*『天后宮行会図』は清佚名画家の作品。紙本設色。画冊形式で全 89 枚。北京中国歴史
博物館現蔵。天津「皇会」最盛時期の出会の状況、出会の起数と道数、出会の行進路線
などを伝える。今回、原図写真に基づき、図中の題注を抄録・整理・校勘。カラー写真
120 頁。
（繁体字縦組）＜津沽笔记史料丛刊＞
10339107  钝吟杂录 ：郑堂札记＜子海精华编＞
……［清］冯班著／［清］周中孚著／杨海峥等点校 凤
17/10 175
凰
3,175
『鄭堂札記』は『仰視千七百二十九
*『鈍吟雑録』は北京大学図書館蔵『純吟全集』本、
鶴斎叢書』収録本を底本として整理。
（繁体字横組）
精 2,257
13/08 425
10336165  中国通史（超值全彩白金版）＜国学典藏＞…梦华主编 中国华侨
* 通俗的で分かりやすい言葉で中国の歴史の発展過程を紹介。出土文物・歴史遺跡・戦
争示意図・名人画像など精美な図版数百枚を掲載。カラー。
17/09 406 精 11,642
10338810  谱牒学通论………………………………………仓修良著 华东师大
* 譜牒起源問題を検討。各時期の譜学の発展、司馬遷・劉孝標・欧陽脩・鄭樵・宋濂・章学
誠ら代表人物および『世本』などの著作を研究し、
各段階の特色や代表的な理論主張を紹介。
17/09 246
10338053  韦昭国语注研究…………………………………徐朝晖著 湖南师大
2,721
* 韋昭『国語』注の注釈体例を研究し、注釈時に現れた誤りを指摘。漢語史の角度から
韋昭『国語』注に注目し、中古初期の漢語発展の様相を観察する。
－ 26 －
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10323004  中国教育活动通史 第２卷秦汉魏晋南北朝
………………………周洪宇总主编／赵国权分册主编 山东教育

16/12

567

精 5,313

* 第 2 巻は秦漢魏晋南北朝巻。文教政策の形成と実施、私学教育活動、人材選抜活動、
社会教育活動など全 8 章。
精 3,888
16/12 417
10323005  中国教育活动通史 第３卷隋唐五代…张亚群分册主编 山东教育
* 官学教育活動、科挙試験活動、私学教育活動、社会教育活動、留学教育活動など全 10 章。
精 5,346
16/12 618
10323006  中国教育活动通史 第４卷宋辽金元……郭娅分册主编 山东教育
* 官学教育活動、私学教育活動、家族教育活動、書院の教育活動、少数民族の教育活

動など全 9 章。
16/12 639
10323007  中国教育活动通史 第５卷明清………申国昌分册主编 山东教育
* 中央官学教育活動、地方官学教育活動、書院教育活動、私学教育活動、少数民族教育

精 5,702

活動など全 10 章。
精 5,184
16/12 543
10323008  中国教育活动通史 第６卷晚清李忠，虞宁宁分册主编 山东教育
新式学堂の教育活動、
教会学校の教育活動、
留学教育活動など全 8 章。
* 伝統教育の衰退と整頓、
精 5,767
16/12 680
10323009  中国教育活动通史 第７卷中华民国赵厚勰等分册主编 山东教育
* 公立学校教育活動、教会学校教育活動、中共革命根拠地教育活動、日本統治下の奴隷

化教育活動、留学教育活動など全 12 章。

10323010  中国教育活动通史 第８卷中华人民共和国
……………………周洪宇总主编／刘来兵等分册主编 山东教育

16/12

580

精 5,313

* 第 8 巻は中華人民共和国巻。共和国教育方針政策の形成と実施、中小学教育活動、高
等教育活動、職業教育活動、少数民族教育活動、教育実験と教育改革活動など全 12 章。

10338572  战国王年问题研究＜中国社会科学博士后文库＞
…………………………………………………熊贤品著 社会科学

17/09

359

5,346

* 清華簡『繋年』の戦国部分の記載に依拠し、戦国王年問題を検討。王年問題の明確な
諸国を論じ、清華簡『繋年』などの出土文献に交え、諸侯国の王年問題を検討。索引。
16/11 257
10338574  两周时期华夷关系研究…………………………冯盛国著 社会科学
* 金文資料から着手し、両周時期の華夷関係の問題を論述。西周・春秋・戦国時期の華

5,054

夏と夷狄族群の関係の特徴と形成のメカニズムを分析し、気候地理要素が華夷関係の変
化をもたらす内在動力の 1 つであることを指摘。＜周秦伦理文化研究丛书＞
17/09 223
10338767  先秦两汉度量衡制度研究＜规矩方圆丛书＞…赵晓军著 上海交大
5,054
* 古代度量衡制度の萌芽、夏商西周時期・春秋戦国時期・先秦両漢時期の度衡量制度の
起源から成熟までを整理し、先秦両漢時期の度量衡の管理制度と思想理論を詳述。索引。
10339771  第四届国际尚书学学术研讨会论文集 上下册
……………………………………钱宗武，卢鸣东主编 广陵书社
17/11 997
18,468
『尚書・堯典』的政治規範与道徳意識 ：論古典儒学
* 学会は 2016 年 4 月開催。本種は、
政治核心価値的形成（成中英）/ 先秦文献与月相定点―以『尚書』為例（張聞玉）など
50 篇を収録。
17/09 261
10335968  两汉之际文化精神的演变………………………曲利丽著 中华书局
4,406
* 前漢の文化精神「聖王」から後漢の文化精神「王聖」に至る変化過程を描き出すため、
その原因を詳述し、中国文化発展に対する深い影響を分析。
17/10 208
民
10338491  两汉颍川太守研究………………………………马宝记著 人
3,402
両漢時期の潁川郡を叙述。
* 潁川郡地区の地理・歴史・人文・経済貿易など各方面の発展概況、
17/09 359
10338562  文本革命 ：刘向汉书艺文志与早期文本研究…徐建委著 社会科学
5,702
* 上編は前漢末年のテキスト革命はいかに発生したか、いかにテキストの内部と外部に影响し
たか、いかに前漢以前のテキストを正確に認識・利用するか、などの問題を論述。下编は『毛詩』
『左伝』
『論語』
『孟子』
『漢書・五行志』などに関して研究。＜国家社科基金后期资助项目＞
17/10 231
学
10339340  出土文献与楚秦汉历史地理研究…………………郑威著 科
5,313
* 楚秦漢出土文献における地理資料を対象として、楚国の封建制、県制、秦漢郡県など
の歴史地理問題を論述。＜中国历史地理学书系＞
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17/11 292
10338805  三国志专名研究…………………………………何凌霞著 复旦大学
* 三国時期の多名制の使用状況、名と字の内在関係、人名の省略形式、人名の避諱などを検討。

定価(円)

2,646

文化の角度から三国時期の人名の時代性を観察。地理学・歴史学・言語学を用いて、三国時
期に増加・変更した地名を検討。言語研究と文化考察を交えて、
『三国志』中の物の名を研究。
17/09 338
秦
10338196  唐史论丛 第２５辑…………………………杜文玉主编 三
5,346
* 隋煬帝与隋唐洛陽城的興建（[ 美 ] 熊存瑞撰、葛洲子訳）/ 新出五代『李彦璋墓誌』
所見秦岐政権軍事史事―兼談与此誌相関仮子的本名問題（段志凌）など、23 篇を収録。
17/09 218
10338492  唐宋经济拾遗………………………………………邢铁著 社会科学
3,823
、
「家学伝承
* 唐宋の家庭における継承問題に関する論文である「唐宋時期的分家方式」
与唐宋士族」の 2 本を収録。
精 8,910
15/12 883
海
10339527  新订唐翰林学士传论 上下册………………傅璇琮主编 辽
（盛中唐巻 2005 年、晩唐巻 2007 年）を基礎とし、増補修訂を経て
*『唐翰林学士伝論』
完成。最近十年の唐代文学研究の成果を吸収、近年来出土の唐五代墓誌を利用し、唐翰
林学士群を研究。唐代の翰林学士 200 余名を立伝し、生涯の経歴と翰林院入院後の政治
参加、詔誥撰制、在職期間の生活状況、心理状態、その他の文士との交遊などを記述。
＜辽海学术文库＞
15/12 228
10339618  唐代工部尚书研究…………………………………卫丽著 中国科技
5,821
* 上篇は唐代工部の行政制度を整理し、工部尚書が参与する隋唐時期の重大建設の状況
を研究。下篇は工部尚書の人事選抜・職務遷移及び唐代における地位などを研究。索引。
10338063  泉州湾宋代海船发掘与研究（修订本）
………………………福建省泉州海外交通史博物馆编 海
17/09 368
洋
8,197
沈没船の発掘状況・
* 上篇「泉州湾宋代海船発掘報告」は泉州湾沈没船の地理地貌・歴史背景、
出土文物状況などを叙述。今回、1987 年の初版に英文翻訳を増加。下篇「泉州湾宋代海船
研究論文選」は論文 1 篇を増補し、21 篇を収録。図版は関連の写真を補充し、88 枚を掲載。
10338392  日本编－文献目录卷＜２０世纪以来国外学者宋史研究论著集成（１９００－２０１０）＞
………………………………………………吕变庭主编 科
17/06 590 精 11,761
学
*1900 年から 2010 年に日本の学者が出版・発表した宋史研究の著作と論文の篇目 8042
条（著作 1369 条、論文 6673 条）を収録。人名索引、機構索引。
17/10 323
凰
10339319  新刊履斋示儿编…………［南宋］孙奕撰／唐子恒点校 凤
4,860
『北京図書館古籍珍本叢刊』影印の元劉
* 子孫を教育するために編纂した筆記。今回、
氏学礼堂刻本を底本として整理。
（繁体字横組）＜子海精华编＞
17/04 299
10335847  明代州县官司法渎职研究………………………朱声敏著 天津古籍
1,890
* 明代の州県官司法汚職の主要表現と直接の原因、社会的な原因や、州県官司法汚職防止
の法律制度、権力構成、思想道徳措置などについて論述。＜中国社会经济史研究丛书＞
17/11 270
10338352  重门之御 ：明代广东海防体制的转变…………陈贤波著 上海古籍
4,147
* 活動機制・地区形勢・人事背景・社会影響などの面から、明代広東地区の水寨兵船雇募制
度を中心とする新海防体制が次第に衛所の軍船による巡海備倭に取って代わる過程を整理。
17/04 270
10338206  胡应麟年谱简编………………………………王嘉川编著 上海交大
4,471
* 明代中後期の著名な学者胡応麟（1551-1602）の生涯の行為を配列し、関連の人物活動
や国の政治・経済・文化などの背景知識を叙述。当時の歴史条件下の譜主活動（交遊・
学術などを含む）とその意義を指摘。人名索引。
17/10 573
10338557  利玛窦明清中文文献资料汇释…………汤开建汇释校注 上海古籍
11,167
* 明代から清代前中期までの中文文献における、利瑪竇（マテオ・リッチ）に関する資
料を全面的に整理・考釈。世界の大学図書館・データベース及び各地の私人蔵書から文
献 400 余種を収集。資料の性質や内容に応じて、600 余条を「碑伝」
・
「序跋」
・
「公牘」
・
「述
論」
・
「詩柬」
・
「雑纂」に分類収録。
（繁体字横組）
17/05 257
10336368  明清之际的贵州书院………………厐思纯，郑文丰编著 贵州人民
3,175
* 草庭書院、文明書院、陽明書院、貴山書院、学古書院、筆山書院、万松書院など、明
清時期の貴州書院の歴史を整理。
－ 28 －
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10337171  优游坊厢 ：明清江南城市的休闲消费与空间变迁
…………………………………………………巫仁恕著 中华书局

17/10

411

3,175

*「空間」の観念を消費研究の領域に持ち込み、明清都市内の休閑消費活動がいかに都
市の空間構造を変えたかを検討し、その背後に反映する社会関係と権力のもつれを分析。
16/11 353
10338205  明清时期温州宗族社会与地域文化研究………王春红著 社会科学
* 上篇は明清時期の温州宗族社会と関係する内容を論述。下篇は当該時期の温州宗族社

5,648

会に現れる典型的な文化事象を研究。
17/10 294
10338806  海外遗民竟不归 ：明遗民东渡研究……………韦祖辉著 商 务 印
* 明代の政治・文化の発展と変化を分析し、明遺民の博学と精神文化素質の形成は偶然で

2,872

ないことを提示。南明史の研究を交え、明遺民東渡の前期・ピーク・衰退期の特色を叙述。
17/08 583
10339123  明清经济发展与社会变迁……………陈锋，张建民主编 社会科学
* 清代長江上游的移民―四川与西南的移民政策与移民考察（陳鋒）/ 明代河泊所的変遷与漁戸

5,346

管理―以湖広地区為中心（徐斌）/ 明清長江中游地区的市鎮類型（任放）など論文 21 篇を収録。
17/12 320
民
10339514  明代奸党罪研究……………………………………高金著 人
* 立法指導思想、党論紛争概況、朋党罪名変化の 3 つの角度から、奸党罪の立法沿革変

3,758

化を分析し、中華法体系における一罪名の成長成熟過程を指摘。
17/11 413
10339563  狂欢与日常 ：明清以来的庙会与民间社会……赵世瑜著 北京大学
* 中華帝国晩期の民間廟会という生活空間から拡張し、明清社会転換時期の民衆生活と

精 4,536

大衆文化を探索。中国伝統社会中的寺廟与民間文化―以明清時代為例 / 明清時期的華北
廟会 / 明清以来婦女的宗教活動、閑暇生活与女性亜文化など、文章 13 篇を収録。2002
年初版（生活・読書・新知三聯書店）
。＜博雅撷英＞
16/12 297
10338177  清代理藩院的法律功能研究……………………马青连著 社会科学
4,860
* 国家法と固有法の二元法制モデルに拠り、法学・民族学・歴史学・法律社会学の研究
方法を用いて、清王朝は理藩院の法律機能の配置を通じて、いかに蒙古・回疆・西蔵地
区に対する有効的な統制を実現したかを分析。
10338197  清实录－察哈尔卷（附宣化府·口北三厅）上下卷
…………………………………………高鸿宾点校辑纂 天津古籍
17/07 1173
14,580
*『清実録』における察哈爾・宣化府・口北三庁に関する大清十二朝の実録記載を収録。
歴代皇帝の上諭と大臣奏疏及び皇帝の巡幸・戦事などの活動を含み、政治・経済・文化・
軍事・外交・自然現象などの各方面に及ぶ。
（簡体字横組）
精 3,283
11/09 127
10338330  图说清代台北城＜台湾珍藏＞………………徐逸鸿绘著 T 猫头鹰
さらには清代200余年の台北の建築文化を描写。
原住民、
*手書きのイラストで清代以前の台北、
漢人住居、集落、都市、政府建築や、清末開港通商後に出現した洋風建築、教会などを含む。
17/07 333
族
10338353  清代八旗汉军研究…………………………………孙静著 民
2,268
* 清代の漢軍を解析し、清廷の「首崇満洲」的根本原則の下で推進した漢軍政策及びそ
の漢軍の運命を検討。
17/11 292
10339112  清代循吏研究 ：以清史稿循吏传为中心………王昌宜著 安徽大学
3,823
『清史稿・循吏伝』
* 档案・実録・起居注などに散らばる同一人物の各種資料を広範に収集。中華書局版
とその他の史料所見の入伝人物伝文中の誤りを校訂。
「詢吏」の概念変化、
『清史稿・循吏伝』の
編纂者夏孫桐、
『清史稿・循吏伝』入伝人物を代表とする清代循吏群を研究。＜博学文库＞
10339127  清代关税（１６４４－１９１１）＜清代财政史四种＞
…………………………………………………倪玉平著 科
17/09 261
学
4,406
* 関税変遷の趨勢を提示。人口と物価のデータを通じて、清関税の総量について重要な修正
と増補を実施。関税を利用し、1724・1766・1812・1840・1850・1887・1910 年の商業輸出量を
推計。索引。
17/06 527
10339384  档案中的历史－清代政治与社会………………刘铮云著 北京师大
5,346
* 金銭会与白布会―清代地方政治運作的一個剖面 / 湘軍与哥老会―試析哥老会適起源問題 /
清乾隆朝四川人口資料検討―「中央研究院」歴史語言研究所蔵『乾隆六十年分四川通省民数冊』
的幾点観察など、1985-2015 年発表の論文 19 篇を収録。カラー図版 8 頁。＜中华学人丛书＞
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17/10 287
庆
10339508  清代巴蜀籍考生殿试卷选粹……………………任竞主编 重
* 著名学者傅増湘が重慶図書館に寄贈した殿試答案 80 余部から、清代巴蜀籍の受験生

精 5,346

の試験答案 37 部を精選収録、標点を加えて鑑賞分析。カラー写真 7 頁。
17/08 175
10336594  新镌全本山海经插画……………………………徐龙宝绘 上海书画
* 古典名著『山海経』の本文と、その神話イメージを再現した著名版画家徐龍宝の木口

3,823

木刻版画 80 枚を収録。
（簡体字横組）＜插画大师·中国古典名著插画新镌＞
17/06 164
10336945  中国古都研究 总第３２辑……………中国古都学会编 陕西师大
* 隋唐時期西京、東都、揚一、益二的城市形態（潘明娟）など 16 篇を収録。
17/10 272
10338219  北京城市历史文脉研究………………………李建平主编 经济科学
* 都市北京と周辺の自然環境に基づき、北京歴史文脈伝承の源流、特色、伝承現状、直

1,890
3,628

面する課題を解釈し、対策建議を提出。

10320194  晋政辑要（清光绪版）全１５册＜山西文华 ･ 史料编＞
………………………［清］刚毅修／［清］安颐等纂 三

晋

16/03 6528

精 77,760

* 清代山西省の政治、経済、軍事、文化、教育を研究する大作。全書、礼制、兵制、刑制、
工制、吏制、戸制で分類。全 40 巻、15 冊。山西地方志の重要構成部分であり、重要な
史料価値を有する。
《晋政輯要》
（乾隆 54 年 (1789) 成書）を清末の山西巡撫であった剛
毅が光緒 13 年 (1887) に修訂増輯。本書はそれを影印収録する。
16/11 429 精 14,580
10332714  沈丘县窦氏族谱………………………………窦全安主编 中州古籍
* 沈丘竇氏の繁栄発展の歴史を記載。沈丘竇氏が政治・経済・文化などの面で獲得した
成果と現実の様相を反映する。
17/08 457
10338170  中国历代边疆治理研究………………………程妮娜等著 经济科学
4,860
* 歴代の辺境統治で最も重要な 6 つの領域を選択。秦漢から明清までの辺境統治過程にお
ける、羈縻設置中心から民族特色を有する行政設備の全面的設置までの発展過程を検討。
17/09 285
10338202  蜀学 第１３辑……………………………西华大学等编 西南交通
3,402
* 元末至明末湖広入川移民考察（李映発）/ 試析民国文史学者李思純対西康建省的認識（楊
友紅）など、25 篇を収録。
10338550  绍兴城市史－先秦至北宋卷＜越文化研究丛书＞
…………………………………………………任桂全著 社会科学
17/07 691
11,167
* 紹興城の経歴から出発し、伝統都市・文化名城としての紹興の主な特色を把握。春秋戦
国の越都城時期、秦漢六朝の会稽郡城時期、隋唐から北宋の越州州城時期に分けて論述。
17/04 317
10338588  清代江南义葬与地方社会………………………黄永昌著 社会科学
5,346
* 義葬の理念と制度の発展変化を整理し、江南義葬類慈善事業の基本形態・時空発展・社会
機能を分析。義葬を中心に、慈善事業と地方社会全体に注目。＜明清群体·社会丛书＞
17/08 215 精 23,328
10338619  洛阳民俗博物馆馆藏契约文书精粹…………王支援主编 中州古籍
* 洛陽契約文書博物館館蔵の契約文書 5 万余点から 215 点を精選収録。明清民国洛陽地
区の社会政治・経済・科挙制度・貨幣政策・民俗民風など諸方面の内容を含む。カラー。
17/11 280
学
10339619  明代总漕研究……………………………………吴士勇著 科
5,346
* 明代総漕の形成、総漕群の特徴、総漕とその他の機構の関係及び体制の変化、総漕学
術思想などに注目。
10339922  台中历史地图散步……………………………赖宣珮主编 Ｔ数位文化 17/12 149
3,456
・1937 年「台中市地図」
・1970 年「台中市街観光図」などの地図
*1900 年「台中城内略図」
11 枚や古写真約 200 枚を対照し、各分野の専門家が執筆した文章や豊富な情報を交えて、
台中で展開された故事を紹介。アプリ「台中歴史地図」を使えば、台中の変化をリアルに
体感することができる。
18/01 183
学
10339328  权重衡平 ：中国传统权衡器具设计研究…………程颖著 科
7,603
* 各種伝統権衡器具の盛衰消長を考察し、中国伝統権衡器具を「衡範式」と「秤範式」
という設計規範に分け、各時期の権衡器具の典型設計規範の比較分析を通じて、中国伝
統権衡器具設計の「衡範式」から「秤範式」への進化の軌跡を探求、伝統権衡器具進化
の過程と一般法則を整理。図版を多数掲載。
－ 30 －
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10339426  台湾的想象地理 ：中国殖民旅游书写与图像（１６８３－１８９５）
……………………………………邓津华著／杨雅婷译 T 台大中心 18/01

332

3,456

* 清代から残した植民遊覧書写・地誌図像を中心とし、文人の台湾風土民情・自然光景
及び原住民描写の再現を通じて、これらのテキストの中華帝国における版図拡大過程や
族群差異の意識形態で演じた重要な役割を検討。＜台湾研究丛书１５＞
17/05 440
民
10338057  日本历史基本史料集 第１卷………………王金林编著 人
4,860
* 中国古代文献及び日本古代資料から、大和・奈良平安・鎌倉時代に関する内容を時間順に摘録し
配列。
各時代の歴史特色と発展過程を概説叙述し、
大量文献と稀見史料を捜集利用。
中日年号対照表・
院政表・摂政関白表・鎌倉幕府将軍表・鎌倉幕府執権表・古今地名対照表などの資料を附録。
===============【 ◆近現代史 】===============
17/09 619
10338366  中国近现代教科书史论………………吴洪成，田谧等著 知识产权
5,821
* アヘン戦争の勃発から新中国改革開放後までの 170 年余りの教科書の変化発展の過程・
特色を研究し、社会・教育及び理論・実践などの面から省察と詳述を加える。
15/08 262
10316133  道光时期广州社会治安研究………………………江波著 中山大学
2,937
* 道光朝広州社会の治安に注目し、治安の管理を中外貿易・アヘン戦争・社会変遷など
の大きな情景に位置づけて整理・叙述。
10338169  中国禁毒史（修订本）＜禁毒研究＞…胡金野，齐磊著 上海社科院 17/10 515
5,821
*1838-1840 年の禁煙運動、清末民初の禁煙運動、1935-1940 年国民政府の「二年禁毒、
六年禁煙」運動、中華人民共和国成立初期の禁毒運動、1990 年代以来の中国政府の禁
毒運動を中心に、中国における麻薬の流布を紹介。近代以来麻薬が中国社会にもたらし
た災難を政治・経済・文化・社会生活などの面から分析。約 200 年に及ぶ中国歴代政府
の禁毒措置を評価。2004 年初版。
17/10 436
10338422  钦定大清现行刑律（点校本）…………………陈颐点校 北京大学
7,128
*『欽定大清現行刑律』は清代の律学大家の成果を収集した伝統律典の殿であり、清末
の諸法典で唯一旧伝統の基本構造と核心を継承した上に新文明を受容を試みた作品であ
るが、これまで重視されず点校本もなかった。そこで今回、武英殿倣聚珍版を底本とし
て点校を行う。
（簡体字横組）＜华东政法大学 65 周年校庆文丛＞
10320002  百乐门 ：老上海集体记忆
………………………上海市静安区文物管理委员会编 上海辞书
15/06 255 精 14,472
* 百楽門は「遠東第一楽府」と称された上海の著名な総合娯楽場。著名な建築師楊錫鏐
が設計し、1933 年に建てられた。本書は 8 つの側面から百楽門の歴史と特色を解析し、
百楽門の約 20 年に及ぶ盛衰の歴史を再現。
10339566  近代以来上海城市规模的变迁……………………邓杰著 上海社科院 17/11 201
3,175
* 第 1 部は公共租界、法租界、条約時期の上海租界及び 1937 年から 1949 年の上海都市
規模の問題を論述。第 2 部は計画経済時代と改革開放以来の上海都市規模の問題を論述。
16/08 436
10328289  华侨博物馆与华侨华人研究…………程希，吴小安主编 中国华侨
8,197
*2015 年 11 月開催「華僑博物館与華僑華人研究学術研討会」の論文を収録。普及性与専
業性 ：華人文物徴集、歴史研究与華僑博物館的角色定位（李盈慧）など 30 余篇。
17/02 371
10337075  中国革命时期开明士绅群体研究………………李庆刚著 河北人民
3,628
* 開明名士群を中国共産党が指導する新民主主義革命の時代背景に位置づけて検討し、
その歴史的運命を観察。
10339383  民族主义与近代中国博览会事业（１８５１－１９３７）＜国家社科基金后期资助项目＞
…………………………………………………洪振强著 社科文献
17/06 493
7,603
* 近代中国博覧会事業の史料に基づき、晩清から民国まで一貫して追跡型・内向型・開
放型の理性的な民族主義が存在したとし、この動因・含義・進化過程とその背後の実用
主義の心理状態・特徴や、博覧会事業に影響する時勢要素と直面する苦境を分析。索引。
17/10 394
10339128  福建侨批业研究（１８９６－１９４９）……焦建华著 厦门大学
5,184
*1896 年から 1949 年における福建批信局と国家郵政及び銀行との関係を詳述し、ネットワーク・
市場と組織の関係、国際ネットワークと现代国家との関係を分析。＜厦门大学南强丛书第６辑＞
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10337189  民国初期大学制度研究（１９１２－１９２７）
………………………………………………王文杰编著 复旦大学

17/09

230

2,721

*1912 年民国成立から 1927 年南京国民政府成立前の中国近現高等教育創始時期の教育部
と高等学校を対象に、中国近現代意義の大学の形成と現代の大学制度確立の過程、政府
と大学間の関係構築状況、大学内部管理の主要形式とその効果などを重点研究。民国初
期大学制度の構築状況を提示。
10338517  边缘地带的革命－中共民族政策的缘起（１９２１－１９４５）
……………………………………刘晓原著／万芷均译 ＨＫ中文大 18/99 251
6,804
* 中国共産党の 1921 年創設以後、長征や抗日戦争の中で辺疆地域の民族問題にどう対
峙し、今日の政策に至ったかを記述、分析する。＜边疆研究系列＞
10339704  从舞台边缘走向中央 ：美国在中国抗战初期外交视野中的转变（１９３７－１９４１）
精 7,344
…………………………………………………齐锡生著 Ｔ 联 经
17/07 558
* 盧溝橋事件から真珠湾攻撃までの 53 か月の間の中米関係はどのような変化を経たの
か。本書は新たな考察の方向性を提供し、当該時期の指導者の人物像・個性・心理状態
や胸の内の計算計画などを提示する。＜联经学术＞
10339382  解放战争时期第二条战线中的上海学生运动史料选编 上下册
中共上海市委党史研究室，中共上海地下组织斗争史陈列馆编 上海社科院 17/05 762
8,910
* 史料文章 100 篇を収録。第 1 部は中共中央と中央上海局の第 2 戦線に関する電文指示、
第 2 部は中共上海市委・学委指導者が書いた学運経験を総括した論述、第 3 部は解放戦
争時期の上海学運における重大事件と専題の追憶文章、第 4・5・6 部は大学専科・男中・
女中の関連文章、第 7 部は上海学聯に関する史料を収録。＜中共上海党史资料选辑＞
10339739  灵台无计逃神矢 ：近代中国人留日精神史
………………………………………严安生著／陈言译 三联书店
18/01 384
3,024
* 日本留学の動機から始め、日本到着後の驚きと羨望や日本で受けた蔑視と侮辱、日露
戦争期間の憂慮と不安を叙述し、日中両国制度の相違、文化の差異がもたらす文化摩擦
を分析。原書は 1991 年岩波書店出版の『日本留学精神史―近代中国知識人の軌跡―』
。
精 5,929
16/03 470
10339624  五四运动史………［美］周策纵著／陈永明，张静等译 世界图书
* 上編は五四運動の成因、社会支持のパワーと発展経過を叙述し、学生が起こした五四
事件がいかに一歩一歩全国的な政治愛国運動に拡大発展したかを明らかにする。下編は
五四運動の政治・社会・文学・思想領域への影響を解析し、新文化運動・文学革命及び
当時の各種社会政治思潮を全面的に論述。＜五四运动史 汗清堂００１＞
16/04 251
10339716  人道的力量 ：中国红十字救援江浙战争研究……梁旻著 合肥工大
3,402
精 3,456
17/12 456
10339928  打造消费天堂 ：百货公司与近代上海城市文化连玲玲著 Ｔ近史所
*「消費主義」を核心概念とし、近代中国における百貨店の意義を検討。特に資本主義の企業組
織がいかに新たな消費経験を創造することによって、
現代の消費主義を伝播したかを考察。索引。
10339952  １９４３ ：中国在十字路口
…………………………周锡瑞，李皓天主编／陈骁译 ＨＫ中文大 18/01 367
6,804
*1943 年、欧米諸国との不平等条約の撤廃、米英中 3 カ国首脳がカイロで会談、宋美齢の
米議会ので歴史的な演説、ソ連の支配から新疆が中央政府に復帰、河南省で大飢饉、中
国共産党が延安での整風運動において「緊急救助活動」を経験。1943 年に起こった一連
の事件を分析し、その趨勢と矛盾が後の歴史に大きな影響を与えたと指摘する。2016 年
社会科学文献出版社から簡体字版が出版されたが、飢饉の記述などが一部割愛された。
本書繁体字版では全文を復活させている。
10338933  中国当代民间史料集刊１９ ：天津某粮管干部工作笔记摘编（１）工资福利部分（１９５１
…………………华东师范大学中国当代史研究中心编 东方中心
17/11 378
4,860
「
における、
1951 年から 81 年までの給与福利に関する部分を摘録。
* 天津某糧管幹部工作筆記」
10339947  红色史褶里的真相３ 文革红血遗老红态……裴毅然著 T 独立作家 16/12 356
3,801
*『紅色史褶里的真相』は 20 年間で発表した「紅色」主題の文章を集結。第 3 冊は、文
革之初有義士―血祭文革第一人 / 可憐聶元梓など 26 篇を収録。＜Ｄｏ历史７４＞
－ 32 －
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10339948  红色史褶里的真相４ ：知青红泪垂暮红漪……裴毅然著 T 独立作家 18/01 358
*『紅色史褶里的真相』は 20 年間で発表した「紅色」主題の文章を集結。第 4 冊は、風

定価(円)

3,801

雪興安嶺 / 血涙「疆青」五十年など 51 篇を収録。＜Ｄｏ历史７５＞
18/01 1957 精 259,200
10339950  文革史料丛刊 第６辑全５册………………李正中辑编 Ｔ 兰 台
* 革命現代京劇―沙家浜（1970 年 5 月演出本）/ 革命現代京劇―智取威虎山（1970 年 7 月演出本）
/ 革命現代京劇―紅色娘子軍（1972 年 1 月演出本）/ 革命現代京劇―龍江頌（1972 年 1 月演出
本）などの文革時期の舞台芸術脚本や、政治性質歌曲集を収録。影印。＜古月斋丛刊８＞
18/01 255
10340024  简明文化大革命史………………………………冉隆勃著 Ｔ 兰 台
3,024
* 根源、序幕、大動乱、軍隊と文革、秩序回復、林彪事件、退潮、最後の闘争、文化大
革命の徹底否定など全 11 章。
10339938  反思共产党 ：毛泽东要建立家天下邓小平改革背后真相
……………………………………………………薛适著 Ｔ亚太政治 18/01 285
2,764
10339019  大时代中一位老香港的足迹－何铭思口述史＜边城思想者系列＞
……廖迪生编著／何铭思口述／廖迪生，黄潘明访问 ＨＫ中文大 17/07 207
4,536
*2 年余りをかけて何銘思氏を取材。歴史と対照し、誤りや遺漏を訂正、人物と事件に
注釈を補足し、何氏の生涯の豊富な経歴を再構成。
16/07 304
10339439  容忍与自由 ：胡适演讲集…………………………胡适著 中国画报
2,419
* 少年中国之精神 / 研究社会問題底方法 / 女子問題 / 好政府主義 / 学生与社会 / 哲学与
人生 / 対于濾漢事件的感想など、講演原稿 48 篇を収録。
17/12 488
10339040  无声的要角 ：蒋介石的侍从室与战时中国……张瑞德著 Ｔ商务印
3,456
* 侍従官の起原・発展と実際の活動から、第 2 次世界大戦期間の国民政府の知られざる一
面を暴露し、蒋介石の中国統治の方式や特色を理解する。人名索引。＜历史·中国史＞
17/10 601
10339944  找寻真实的蒋介石 ：蒋介石日记解读４………杨天石著 ＨＫ三联
6,566
「倒孫風潮」与蒋介石刺殺陶成章事件など
* 上編・附録は抗日戦争時期の事件を研究。
文章 5 篇。下編は 1949 年蒋介石入台後の事件を研究。蒋介石与陳誠在台湾的土地改革
など 10 篇を収録。
10339926  地下与地上的对话 ：十七世纪的台湾与周边
精 8,640
……………………………………陈玉美，郭素秋主编 Ｔ史语所
17/12 295
*2011 年 12 月開催の「地下与地上的対話歴史考古学研討会」の論文を収録。十七世紀台
湾北部的巴賽人 ：一個比較民族志与歴史文献的対話（陳玉美）など 7 篇。
10339929  图式年表 ：日本统治台湾五十年＜台湾书房３７＞
……………［日］乃南亚沙著 / 沈玉慧，萧家如翻译 Ｔ五南图书 17/12 167
3,283
* 台湾の国立台湾歴史博物館および秋恵文庫の協力のもと、多数の歴史資料と文物をカ
ラー写真で紹介しつつ、日本統治時代の 50 年の歴史を一小説家の目から紐解いていく。
原書は、乃南アサ『ビジュアル年表 台湾統治五十年』
（講談社、2016 年）
。
10339940  日治时期台湾亚洲型霍乱研究（１８９５－１９４５）
…………………………………………………魏嘉弘著 Ｔ 政 大
17/12 373
3,456
*1830 年代以降、コレラビブリオはインドから恐怖の致死率を携えて全世界に蔓延した。
本書は日治時期のアジアコレラの流行と台湾総督府の予防治療について論述。
17/12 348
10339941  日治时期台湾皇汉医道复活运动………………陈昭宏著 Ｔ 政 大
3,283
* 台湾皇漢医道復活運動は、日本帝国境内の「漢方医学存続運動」の支流であり、台湾漢医薬
界人士が漢医の資格を定め伝統医術を広めるため、日本漢医薬界と台湾社会指導層と連携して、
1920 年代末期から 1930 年代中期に起こした社会・文化運動。本書はその盛衰発展の過程を検討。
10331858  日本帝国主义与鸦片 台湾总督府的鸦片政策＜台湾研究丛书１４＞
……………………………［日］栗原纯著／徐国章译 T 台湾大学 17/04 389
3,628
* 台湾総督府及び専売局の関連文書を収集し、当時のアヘン政策の「帝国性格」を提示。
その後でいかに台湾を中心として外にアヘン販売を推進して利益を得たか、またいかに
国際連合訪台の圧力下で政策を転換したかを分析。帝国内のアヘン関係協力状態、列国
と国際連合がもたらした国際及び外交上の影響などの内外両面から検討。
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17/12 255
10340021  陈怀澄先生日记２（１９１８）陈怀澄著／许雪姬编注 Ｔ台史所
* 陳懐澄（1877-1940）は櫟社創社 9 老の 1 人。鹿港初代街長を務めた。日記は 1916 年

2,592

から 1932 年まで記され、内容は鹿港街長で従事した公共事務のほか、生活嗜好と交遊
娯楽なども含む。本書は 1918 年の日記を収録。
精 5,184
17/12 441
10339925  保密局台湾站二二八史料汇编５……………许雪姬主编 Ｔ台史所
（もと軍事委員会調査統計局、
1946 年改成）
情報機関の人員が二二八事件の中で、
* 国防部保密局
3 月 2 日から 10 月 2 日まで残した档案原件を収録。各档案は名詞解釈・人物説明・固有名詞・
地名・情景説明などを掲載。第 5 巻は、保密局台湾站情報機関人員の情報档案彙を収録。
17/12 1101 精 12,960
10340047  台湾重建协会与二二八事件文书 全３册…许雪姬主编 Ｔ台史所
* 楊肇嘉が 1943 年 5 月に上海に移り商売を営んだ後、団体を組織し、社会活動に参加し、台湾の
政治と社会のために力を尽くした際の文書を収録。戦後台湾省行政長官公署接収の弊害、二二八
事件及び台湾と上海の時局の変化などに向き合い、
身を投じて台湾と台湾人の問題に注目・助力し、
一度牢獄に身を落とした、戦後から 1950 年までの経歴を提示する。＜台湾史料丛刊２８＞
10339420  Ａｒｏｕｎｄ ａｎｄ Ａｂｏｕｔ Ｆｏｒｍｏｓａ ：环绕与相关福尔摩和论文集（英文）
精 5,184
…………Ｌｅｏｎａｒｄ Ｂｌｕｓｓｅ（包乐史）编 Ｔ曹永和文 03/10 339
10339429  美国国家档案馆藏台湾资料选译（１９４２－１９６０）
精 4,320
…………陈怡宏总编辑／台南市水交社文化学会编译 T 历史博物 17/11 543
* アメリカの国立公文書記録管理局に所蔵する台湾関連英文档案資料 9 篇を中文に翻訳
して収録。選録範囲は第 2 次世界大戦時期、接収前後、中華民国へのアメリカの援助借
款時期を含む。カラー写真 17 枚を掲載。＜台湾史料集成 涉外关系资料汇编１＞
10339930  仆仆风尘 ：战后蒋中正的六次北巡（１９４５－１９４８）
…………………………………………………胡平生著 Ｔ元华文创 18/01 426
4,838
* 国史館蔵『蒋中正総統文物』档案や『蒋介石日記』に依拠し、国共内戦期間に蒋介石が 6 度北
上して北平に臨席し、主な停留地として巡視活動に従事した背景原因・経過・特色・影響を論述。
18/01 350
10340354  蒋经国秘书报告…………宋楚瑜口述／方鹏程采访整理 Ｔ 商 周
3,283
*「経国学校」の学生であり、蒋経国の秘書を 14 年担当した宋楚瑜が口述方式で治国指
導の理念・風格と方法を解釈。
10339048  亿万年尺度的台湾 ：从地质公园追出岛屿身世＜环境系１＞
…………林书帆，谌淑婷等著／许震唐，黄世泽摄影 T 卫 城
17/10 365
5,443
「地質地理」を中心とし、そこから在地の人文・産業・
* 台湾の 9 つの地質公園を紹介。
生態圏にまで話題を拡大して、人類の生活と地質との関係を論述。精美なカラー写真を
多数掲載。
17/07 189
10339371  香港通史－远古至清代…………………………周佳荣著 ＨＫ三联
3,326
* 太古・秦漢・魏晋南北朝・隋唐五代・宋元・明清各時期の香港の概況を記述。香港の歴
代体制組織と名称の由来、住民と歴代社会経済、古代以来の宗教と教育を明らかにする。
10339372  新界百年史（１８９８－２００４）
………许舒（Ｊａｍｅｓ Ｈａｙｅｓ）著 / 林立伟译 ＨＫ中华书 16/06 381
5,972
*1898 年から 2004 年までの香港租借時期 100 年の歴史を論述。英文版 2006 年初版（The
Great Difference:Hong Kong’s New Territories and Its People1898-2004）
。今回、2012
年再版の平装本を基に中文訳。
17/01 1103
10339374  香港史新编（增订版）上下册………………王赓武主编 ＨＫ三联
15,163
* 香港出身あるいは香港で長年研究に携わる人物 29 名によって執筆。第 1 章から第 3
章で太古から現代までの香港社会発展の歴史を提示し、当代香港社会の「前因」を明確
に叙述。第 4 章以降で香港社会各方面の発展を論述。語彙索引。附録 ：香港歴史学術研
究中英文論著書目（1997-2015）
。今回、1997 年初版を増訂。
10339415  无果而终 ：战后中英香港问题交涉 ( １９４５－１９４９) ＜南京大学青年历史学人书系＞
……………………………………………………孙扬著 社科文献
14/12 322
3,823
*1945-1949 年における中国とイギリスの香港問題に関する交渉を研究。中国軍隊の香港
通過交渉、香港の漢奸粛清と「国民日報事件」
、九龍城寨事件などに言及。
－ 34 －
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17/12 293
10339416  国民政府对香港问题的处置（１９３７－１９４９）孙扬著 ＨＫ三联
*1937 年から 1949 年における 8 つの場面を選び、これらの事件の歴史的情景を再構築。

4,838

波乱に満ちた時代を振り返り、香港の波乱万丈の運命を実感する。

10335505  回到启德 ：从收藏品看香港航空史……………吴邦谋著 ＨＫ中华书 17/07 227
* 空港の管理局に勤務していた著者が、貴重な収蔵品を交えて 70 数年にわたる启德空

6,350

港の開港から閉港までの歴史を振り返る。カラー写真多数。

10339373  文物古迹中的香港史１……………………香港史学会编 ＨＫ中华书 14/07 241
* 香港の著名な文物古跡 30 点を紹介し、その歴史由来・変化発展・歴史価値などを考証。

5,216

新石器時代から漢唐宋元を経て植民地時期に至る香港の歴史を提示。カラー。
17/10 331
10338393  近现代中日文化交流概说（１８４０－１９９０）孙承著 政法大学
* 中国の民族危機と日本民族の覚醒、明治維新と中国資産階級の改良主義運動、日中文

2,872

化交流と中国革命運動、日本留学ブームの興起、留日学生と中国革命、日清戦争前の友
好交流、日清戦争後の日本学習のブーム、民間文化交流のルートの開拓などを論述。
===============【 ◆社会科学（1978 ～現代）】===============
10339163  習近平関于党風廉政建設和反腐敗闘争論述摘編（日文）
…………………………習近平著／中共中央編訳局訳 中央編訳
17/01 199
5,821
* 中共中央規律検査委員会と中共中央文献研究室の共同編集による『党風・廉潔政治建
設と反腐敗闘争に関する習近平総書記の論述抜粋集』を底本として翻訳。2012 年 11 月
15 日から 2014 年 10 月 23 日にかけての習近平総書記の談話・論文・指示などの重要文
献から 216 件を抜粋し、9 つのテーマに分類収録。
10337541  十八大以来历次中央全会资料汇编（数字图书 移动ＡＰＰ版）
他 3,024
……………………………………………人民出版社编 人
17/09
民
17/07 365
3,628
10330588  中国共产党对外工作概况（２０１６）……沈蓓莉主编 当代世界
17/10 183
民
1,058
10338099  中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编…编写组编 人
』的決議」など、
10 篇。
*「中国共産党第十九次全国代表大会関于『中国共産党章程（修正案）
17/10 215
10337759  习近平关于社会主义文化建设论述摘编中央文献研究室 中央文献
2,116
4,730
10338752  社运年代 ：香港抗争政治的轨迹………郑炜，袁玮熙编 ＨＫ中文大 18/01 305
「中港磨合」
の陣痛か？それとも
「有自由、
没民主」
の宿命か？羅永生、
* 香港返還後の社会運動は
馬嶽、葉健民など１８名の学者が抗争洗礼後の香港について記述する。＜边城思想者系列＞
10338916  缔造大同 ：钱学森世界大同＋共产主义理想新论
………………………………………Ｔ………李羲恒著 社科文献
17/11 434
5,821
* 中華人民共和国の科学者・思想家錢学森（1911-2009）の「世界大同＋共産主義」の理
想や全世界の趨勢に関する研究報告と理論文章約 20 篇を収録。
10339507  当代港澳研究（２０１６）第１辑（总第５０辑）
……………………………………陈广汉，黎熙元主编 社科文献
17/11 195
3,628
17/06 317
10339915  再造中国 ：领导型国家的文明担当……………王义桅著 上海人民
3,628
* 著者は「一帯一路」の研究者で、2015、2016 年度の「中国好書」を獲得。世界の発展
と全球の治理のために、中国が何をなすべきかを提言している。
17/08 1264
民
10339158  南粤大地创新篇 上下册………………………李长春著 人
11,761
* 中央政治局元常務委員李長春の 1998 年 3 月から 2002 年 11 月の広東における講話・談話・
文章・報告・指示・手紙などの文稿169篇を収録。写真230枚。大部分の内容が初公開である。
17/08 683
民
10339159  吴邦国论人大工作 上下册……………………吴邦国著 人
6,652
* 呉邦国氏が 2003 年 3 月から 2013 年 3 月に中共中央政治局常務委員・全国人民代表大
会常務委員会委員長にあった期間の重要著作を収録。報告・講話・指示・回答など 126 篇。
多くが初公開。
17/09 419
民
10339160  乔石谈党风与党建…………………………………乔石著 人
4,212
* 重要会議と地方・部門考察調査研究や賓客との会見に出席した際の、党風と党建に関
する喬石氏の重要講話・報告・談話・文章 79 篇（期間は 1984-1997 年）を収録。
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10339300  中国边疆安全研究３…………………………徐黎丽主编 社科文献
10338788  当代中国公民意识问题研究 ：基于公民身份的思考

17/10

235

5,119

…………………………………………………张雪琴著 郑州大学

17/10

169

2,646

* 公民身分の研究視角を確立し、個人と国家関係の変化に伴う公民意識の歴時態と共時
態での差異表現や、異なる公民身分理論モデルの下での公民意識養成戦略の選択を考察。
17/11 275

10339513  中日著作权法比较………………………………胡云红著 人民法院
10338513  红天鹅－非常规的政策过程与中国经济腾飞

［德］韩博天（Sebastian Heilmann）著／石磊译 ＨＫ中文大 18/01

3,628
4,914

187

* 著者はドイツのメルカトル中国研究センターの創立者、総裁。西洋の 20 世紀の民主体制の優位
性を「反思」し、中国のこれまでの国家政策の過程と経済政策、習近平時代の政策を考察する。
精 3,823
18/01 344
10339344  改革的方向２………………………………林毅夫等著 中信
* 市場的邏輯就是君子之道（張維迎）/ 如何用数字技術解決経済難題（周其仁）など、

中国社会の難題と政治体制に関する経済学者の文章 34 篇を収録。

10339345  中国经济形势分析与预测（２０１８）………李平主编 社科文献
10339633  中国一带一路年鉴（２０１７）

18/01

389

5,346

……………………商务部国际贸易经济合作研究院编 中国商务

17/10

589

精 17,496

17/11

290

3,628

17/12

371

4,989
3,628

10339346  一带一路中国崛起与国际合作 ：这对中国和区域意味着什么？
……………………………………………………余虹著 世界知识

10340028  创建一带一路设施联通大网络＜国务院发展研究中心研究丛书＞
………………国务院发展研究中心一带一路课题组著 中国发展

18/01 290
10339568  华为传……………………………………………孙力科著 中国友谊
」創立 30 年来の奮闘・変革・成長・超越の全過程を叙述、
* 通信機器メーカー「華為（HUAWEI）

その間の苦難の細部と豊富な内幕を提示し、独自の管理経験・企業文化・運営モデル・
企業戦略を整理。
10339873  中国经济增长报告（２０１７）新常态下的增长动力及其转换
……＜教育部哲学社会科学系列发展报告＞刘伟主编 北京大学
17/12 351
4,406
*2017 年中国経済の金融危機、供給側改革、経済成長の間の関係を系統的に分析。
17/11 183
10339350  中国增值税改革研究……………………………姜明耀著 首都经大
2,948
17/10 290 精 13,068
10334085  中国基本单位统计年鉴（２０１７）统计局普查中心编 中国统计
17/06 116
洋
3,402
10338845  锦鲤养殖技术与经营管理……………………汪学杰编著 海
* 錦鯉と錦鯉産業の紹介、繁殖と種苗生産、成魚養殖及び関連技術、病害の予防治療、
経営戦略と成功実例の全 5 章。カラー写真 50 枚。＜为渔民服务系列丛书＞
10338959  郭鹤年自传（Robert Kuok ：A Memoir）＜郭鹤年系列＞
郭鹤年口述／Ａｎｄｒｅｗ Ｔａｎｚｅｒ编著／蔡芫译 ＨＫ商务印 18/01 340
5,594
* ロバート・クオックはマレーシアのクオック・グループを率いる実業家。本書は伝説
的華人ビジネスマンであるロバート・クオックの回顧録。中国語版。
17/09 187
10338593  中国林业发展报告（２０１７）………国家林业局编著 中国林业
7,603
17/10 207
3,175
10338594  海洋战略背景下的浙江省渔文化产业研究鲍静，裘杰著 浙江大学
* 漁文化産業の国内外発展現状の分析比較から出発し、浙江省漁文化産業発展の現状及
び問題点を分析し、国家海洋経済戦略背景下の未来の浙江省漁文化産業建設の基本的枠
組と発展的な政策建議を提出。索引。
10338384  中国制造２０２５ ：国家战略国际经验与上海发展
………………………………………………余南平主编 上海人民
17/10 215
3,628
17/11 142
2,721
10338774  中国企业境外安防实务………………………崔喜群主编 中国经济
10339699  中国５００强企业发展报告（２０１７）
…………………中国企业联合会，中国企业家协会编 企业管理
17/08 428
14,580
（汉英对照）
10334078  中国科技统计年鉴（２０１７）
……………………………国家统计局，科学技术部编 中国统计
17/11 295 精 14,040
－ 36 －
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17/09 354
10337821  我在现场 ：性社会学调查笔记……………黄盈盈等主编 山西人民
（性風俗産業従事者）
・
「同志」
（同性愛者）
・
「截癱者」
（対まひ患者）などの社会辺
*「小姐」

3,628

縁集団を掘り下げ、関係する様々な経験を叙述し、辺縁集団の生存状況と真の情感を提示。
17/09 416
10337876  中国社会各阶层分析（增订本）………………梁晓声著 湖南文艺
* 中国の現状・国情および経済発展の深刻な変化などに基づき、当代の資産階層、当代

3,628

の「買弁」階層、当代の中産階層、当代の知識分子、都市の平民と貧民、農民、中国農
民工、
中国当代「黒社会」
、
中国「灰社会」という 9 つの階層に区分して分析。97 年初版。
17/10 150
10338371  健康中国与食品安全…………………………曾祥华主编 上海交大
3,628
17/01 345 精 14,580
10338379  龙湖华侨志（广东）…………龙湖华侨志编纂委员会编 海燕电子
* 龍湖地域の唐宋から現在までの約2000年の僑務外事活動を全面的系統的に記載。僑郷・
華僑の分布、華僑華人の出国原因と過程、国と地方政府の華僑への注目、華僑華人の海
内外社会活動参加など全 13 章。索引。
17/10 282
10338616  温州人在日本 ：温籍华侨华人口述历史………郑乐静著 浙江大学
3,628
* 日本留学期間に採集した口述録音資料に依拠して整理、在日温州人 32 名の起伏に富
んだ人生経歴を記録し、日本温州籍華僑華人社会の歴史変遷過程を再現。
10339267  智库报告（２０１６）全２册………杨亚琴，李凌等著 上海社科院 17/11 606
7,722
18/01 388
10339301  中国社会形势分析与预测（２０１８）…李培林等主编 社科文献
5,346
10339441  过去现在未来 ：解读中国改革开放（英文版）
…………………章百家著／外文出版社英文编译部译 外
14/12 221
文
5,821
*The Road to Reform and Opening Up、Wading across the River by Feeling Out for
Stones、Taking the Self-chosen Road、Taking a Crucial Step Forward、Building a
Moderately Prosperous Society in an All-round Way の全 5 章。
17/12 294
10339493  家庭与性别评论 第８辑……………………汪建华主编 社科文献
5,054
* 当前我国流動人口面臨的主要問題和対策―基于 2010 年第六次全国人口普査数拠迪分析
（段成栄、
呂利舟、
鄒湘江）/ 離散中的弥合―農村流動家庭研究（金一虹）など、
15 篇を収録。
10339949  黄祸 ：从传满洲看西方人的东方恐惧＜猫头鹰书房４３９＞
……………弗瑞林
（ChristopherFrayling）
著 / 梁永安译 T 猫头鹰
17/12 448
5,443
*The Yellow Peril: Dr Fu Manchu ＆ The Rise of Chinaphobia（2014）の中文版。神秘的
な中国人の傅満洲（フー・マンチュー）を主な分析対象として、西方文化圏で創造され
た「他者」イメージの西方人自身に対する影響を検討。中英対照索引。
10332641  中国人口与劳动问题报告ＮＯ．１８ ：新经济新就业＜人口与劳动绿皮书＞
………………………………………蔡昉，张车伟主编 石油工业
17/10 237
5,346
16/12 235
10333284  新型城镇化进程中流动人口现状研究……………李实著 中国工人
2,419
17/09 271
民
10338350  中国人口老龄化与经济增长问题研究……………袁蓓著 人
3,175
* 消費・労働力供給・労働生産率・区域経済成長・社会養老保障などの面から、老齢化
の経済成長問題について全面的に検討。＜发展经济学学术丛书＞
10338558  中国流动人口发展报告（２０１７）
……………国家卫生和计划生育委员会流动人口司编 中国人口
17/09 200
3,628
17/09 170
学
10338012  汶川地震灾后再生育家庭人口问题研究………张果等著 科
5,054
* 再生育家庭と子供の持続可能な発展問題を追跡研究。内容は震災後の人口再生育関心
時期に直面する問題、特に再生育家庭の発展と再生育子女の教育問題をめぐって展開。
10339124  中国农村调查（总第７卷）村庄类第６卷华南区域 第６卷
………………………………………徐勇，邓大才主编 社科文献
17/11 630 精 14,580
* 台南鹿村、皖南査村の調査結果を収録。村落の由来と沿革、村落の自然形態・経済形態・
社会形態・文化形態・統治形態と実態を解析。
10339125  中国农村调查（总第８卷）村庄类第７卷华南区域 第７卷
………………………………………徐勇，邓大才主编 社科文献
17/11 604 精 14,580
* 粤北下鎮村、浙西新葉村、粤北新嶺村の調査結果を収録。
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10338220  中国农村贫困监测报告（２０１７）
…………………………国家统计局住户调查办公室编 中国统计

17/10

423

精 11,761

* 全国篇は党の十八大以来農業農村経済運行状況及び全国農村減貧状況、部門篇は国家
関連部委の扶貧業務展開状況、地区篇は中西部 22 省の 2016 年减貧状況、典型案例と調
査研究篇は各地の産業扶貧・教育扶貧・生態扶貧などの典型案例と調査研究分析報告、
統計資料篇は国家統計局の貧困監視調査の主要結果データを収録。
17/09 452
10338221  中国农村社会养老保障问题研究………………钟涨宝著 社会科学
経済支持・生活配慮・精神支持の面から農村社会の養老問題を研究。伝統時期の農村
*
養老保障、集団化時期の農村養老保障、中国農村住民の養老観念研究、中国農村住民の
扶養行為研究、新農保の制度設計とその推進過程など全 9 章。＜农村社会发展丛书＞
10339820  中国城市家庭住房消费调查报告（２０１７）
………………………………………………周京奎等著 经济科学
17/11 256
17/09 170
10339122  农民工消费的城乡二元性研究…………………王张明著 社会科学
17/11 365
10339347  中国人力资源发展报告（２０１７）………余兴安主编 社科文献
17/10 280
10339111  中国女性文化 ＮＯ．２１…………………王红旗主编 社科文献
17/11 183
10339302  妇女性别研究 第４辑……………詹心丽，林丹娅主编 厦门大学
* 女研究生就業問題研究与対策思考（倪建超、李楽蘭等）/ 中国社会転型対婚姻家庭文
化発展変化的影響（王紅旗）など、15 篇を収録。
17/07 250
10336408  中国低碳城市交通发展研究……………………杨宝路著 中国环科
17/07 267
10339126  中国能源发展报告（２０１７）……中国能源研究会编 浙江人民
10338595  中国新能源发电分析报告（２０１７）＜能源与电力分析年度报告系列＞
……………………………………国网能源研究院编著 中国电力
17/08 120
10339742  中国节能节电分析报告（２０１７）＜〃＞
…………………………国网能源研究院有限公司编著 中国电力
17/11 197
17/12 319
10339821  中国能源发展报告（２０１７）……………林伯强主编 北京大学
10335846  语言，政治与国家化 ：南洋大学与新加坡政府关系（１９５３－１９６８）
…………………………………………………周兆呈著 福建教育
17/07 383
* 档案資料と口述史を基に、植民・民選・自治・独立各時期に南洋大学が直面した政治
情勢を分析。
1953年の創建から1968年のシンガポール政府による学位の正式承認までの、
南洋大学とシンガポール政府との関係を分析・研究。＜教育中国与知识空间＞
17/09 246
州
10339496  两岸教育交流与青年发展研究…………………张宝蓉著 九
* 両岸中小学教育交流提携の現状、両岸中小学教育交流提携の発展展望、両岸職業教育
交流提携の現状、両岸職業教育交流提携の発展展望、両岸高等教育交流提携の発展現状、
両岸高等教育交流提携の発展展望、台湾青年の集団特徴と両岸青年交流への影響、台湾
青年交流提携の発展展望などを研究。
16/12 176
10336699  从统计看民航（２０１６）中国民用航空局发展计划司编 中国民航
18/01
10340126  南京ＣＩＴＹ城市地图（２０１８）…………王婧编 中国地图
18/01
10340127  苏州ＣＩＴＹ城市地图（２０１８）…………王婧编 中国地图
17/02
10340128  北京地铁线路图（２０１６）( 汉英对照 ) 雷京华主编 中国地图
18/01
10340129  中国分省交通地图 北京市（２０１８）人民交通出版社著 人民交通
18/01
10340130  中国分省交通地图 上海市（２０１８）人民交通出版社著 人民交通
18/01 251
10340144  世界地图册（地形版）＜公路地图系列＞马金祥主编 中国地图
* 世界地図、オールカラー。
18/01 267
10340146  中国地图册（地形版）…………中国地图出版社编著 中国地图
* 各省ごとに、地図、主要都市、地形、風土などの詳細を記す。オールカラー。
18/01 172
10340151  世界国旗国徽地图册……………中国地图出版社编著 中国地图
* 国旗、国徴、簡史を載せる。オールカラー。
－ 38 －
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10338080  中华人民共和国多边条约集 第１０集
…………………中华人民共和国外交部条约法律司编 世界知识

17/07

922

17/08 771
10338176  中国周边国家概览…………………石源华，祁怀高主编 世界知识
* 復旦大学中国与周辺国家関係研究中心の「中国周辺国家概況及対華関係数拠庫」を

精 14,580
精 10,692

基礎に編纂。64 個の中国「大周辺」国家の国土・国民と国情、政治制度と政府、経済、
国防と安全、外交と対外関係、対華関係を叙述。
10339304  不忘初心走向未来 ：纪念中日邦交正常化４５周年学术论文集
…………………………………………………高洪主编 社科文献
17/11 328
5,821
*2017 年 8 月開催の「紀念中日邦交正常化 45 周年国際学術研討会」の文章を収録。中国与日本 ：
邦交正常化与関係正常化
（武寅）
/ 日中関係的課題与展望―従歴史視角的考察
（川島真）
など 25 篇。
10337078  新加坡与马来（西）亚合并与分离研究（１９４５－１９６５）
…………………………………………………庞卫东著 社科文献
17/09 347
5,346
* 合併と分離を中心として、戦後 20 年のシンガポール・マレーシアの関係を整理。マレーシ
アでのイギリスの拓殖の歴史、第 2 次大戦期間の日本の統治とその影響、戦後初期のシンガ
ポール・マレーシアの政治の発展過程や、社会・政治・経済の構造、族群関係などを詳述。
17/08 312
五届中国与东南亚民族论坛论文集 …周建新主编 民
族
10338351  第四，
4,212
* 第 4 回・第 5 回の「中国与東南亜民族論壇」の論文を収録。哀牢夷族属新考（潘岳）/ 触変
与持守：越南瑶族的黒歯習俗―基于越南老街省保勝県田野調査的探討（王柏中）など約 30 篇。
10338790  非洲世纪的到来？ ：非洲自主权与中非合作研究＜非洲研究丛书＞
…………………………………………………周玉渊著 社科文献
17/10 279
5,346
18/01 436
10338791  当代中国－中东关系………………………………肖宪著 中国书籍
5,346
* 中華人民共和国成立前の中国と中東の交流の歴史を回顧。1949-1959、1959-1969、19791989、1989-1999、1999-2014 の 6 つの時期に分けて、当代中国と中東の関係を考察。索引。
10338920  中国领袖与中苏关系的抉择（１９２１－１９６６）
…………………………………………………邱海燕著 九州
17/09 192
2,872
* 孫文・蒋介石・毛沢東の「国家利益観」と「政党利益観」を比較研究し、中国の指導
者が中ソ関係に対する選択を決定する際の重要な要素を指摘。
===============【 ◆文物考古・美術 】===============
17/07 423
10338217  故宫学刊 第１８辑………………………故宫博物院编 紫 禁 城
10,692
* 故宮学的学科体系（鄭欣森）/ 明代王府太監（李康傑文、謝歆哲訳）/ 清乾隆時期倣
古硯制作初探（趙麗紅）/ 故宮蔵英国銅鍍金象駄転花山鐘的修復（王津）など論文 30 余篇。
精 4,017
17/09 476
10338390  万国衣冠拜冕旒－唐代卷＜大美中国＞………陈炎主编 上海古籍
* 工芸品・美術作品・音楽舞踏・文学・建築などの唐代の文明遺産の観察を通じて、審美対
象の浸透と影響や、審美対象自体の発展変化の法則を考察・研究し、唐代審美文化史の進
化軌跡を提示。
精 3,175
17/09 247
10338391  开时似雪谢时似雪－两宋卷＜大美中国＞……陈炎主编 上海古籍
* 工芸品・美術作品・音楽舞踏作品・文学作品・建築などの両宋時期の文明遺産の観察
を通じて、審美対象の浸透と影響や、審美対象自体の発展変化の法則を考察・研究し、
両宋審美文化史の進化軌跡を提示。
10339942  品牌的故事 ：乾隆皇帝的文物收藏与包装艺术余佩瑾主编 Ｔ故宫博院 17/12 311
9,504
* 乾隆帝の文物収蔵及び関係する包装芸術を主軸として、器物・書画・図書文献などを
通じて、乾隆帝の鑑賞愛玩を紹介。
「打開蔵宝箱」
・
「最愛古董」
・
「珍蔵宝貝」
・
「乾隆品牌」
の 4 単元で構成。従博古格看乾隆皇帝的文物包装
（侯怡利）
など、
専論 3 篇を収録。カラー。
17/06 969 精 28,188
10337738  陕西石窟内容总录－延安卷 全３册……编纂委员会编 陕西人民
* 延安石窟は陝西省北部延安市に位置。北魏に開窟造像が始まり、以降の歴代王朝は異
なる規模と数量の活動を行い、北宋が最も盛んであった。本書上冊・中冊は延安市文物
系統の 2012 年から 2015 年の調査資料を基に整理。延安境内の 12 県（市）の石窟の位置、
時代、窟龕分布や、各窟龕の時代、位置、形制、内容や現状などを記載。平面図・断面
図・拓本写真・カラー写真を掲載。下冊はカラー図版約 300 枚を収録。
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17/10 356
学
10339132  辽金历史与考古 第８辑……………辽宁省博物馆等编 科
* 内蒙古地区遼代城址研究綜述（魏孔、趙暁峰）/ 金代的官学教育（都興智）/ 遼寧北

7,603

票市発現遼代楊従顕墓誌（姜洪軍）など、44 篇を収録。カラー図版 8 頁。
17/10 325 精 11,232
10338157  齐齐哈尔文物志（黑龙江）……………辛健，沈沉主编 黑龙人民
* 斉斉哈爾市は黒竜江省西北部の嫩江平原に位置。本書は古動物化石、古遺跡、古墓葬、
金界壕遺跡・古城遺跡・窖蔵、歴史建築、碑刻・陵園・抗戦記念地、貴重文物の全 7 章。
附 ：文物考古工作大事記など。図や写真を多数掲載。
10338062  湖北南水北调工程考古报告集 第７卷＜南水北调中线一期工程文物保护项目＞
…………………湖北省文物局，湖北省移民局等编著 科
17/09 500 精 15,940
学
* 鄖県三明寺遺址 2012 年発掘簡報（十堰市博物館）/ 丹江口蒿口墓地発掘簡報（秦始
皇兵馬俑博物館）/ 張湾双墳店遺址 2009 年発掘簡報（厦門大学歴史系考古専業）など、
湖北丹江口庫区の考古発掘簡報 17 篇を収録。カラー図版 80 頁。
17/01 279
京
10332914  江苏考古（２０１４－２０１５）…江苏省文物局主编 南
5,648
* 江蘇省が 2014 年から 2015 年にかけて国家文物局の考古発掘許可証を獲得した重要考古発掘 57
項目を収録。新石器時代、商周、秦漢、三国両晋南北朝、唐宋、元明清時期に分類。カラー。
10337574  出土文献与法律史研究现状学术研讨会论文集
………………………………………马聪，王涛等主编 暨南大学
17/08 174
2,646
* 張家山漢簡『二年律令』与秦漢法律史研究（閻暁君）/ 敦煌、吐魯番契約要件的形成
及其動因（陳敬濤）など、18 篇を収録。
10339068  纵论海昏 ：南昌海昏侯墓发掘暨秦汉区域文化国际学术研讨会论文集
………………江西师范大学海昏历史文化研究中心编 江西教育
16/10 574
5,346
* 学会は 2016 年 4 月開催。本書は、海昏侯墓孔子屏風試探（邵鴻）/ 漢文帝与昌邑王賀
之比較（廖伯源）/ 従海昏侯墓看豫章郡鉱産与交通形勢（薛瑞澤）など、46 篇を収録。
精 5,821
17/10 232
10340124  白沙宋墓……………………………………………宿白著 三联书店
* 宿白集の 1 冊。1951 年、河南禹県白沙鎮の北宋雕磚壁画墓 3 基を発掘。本書は報告書。
1 号墓（潁東第 119 号墓）
・2 号墓（潁東第 131 号墓）
・3 号墓（潁東第 132 号墓）の発掘経過、
墓の構造・装飾、人骨と随葬品などを記録。図版 55 頁。1957 年初版（文物出版社）
。
10338408  广西北部湾地区出土汉代文物与海上丝绸之路研究
………………………………………………廖国一等著 科
17/11
学
5,821
* 広西北部湾地区漢代玻璃製品的研究（黄啓善）/ 漢代合浦郡的対外貿易及其重要意義（廖
国一）/ 論合浦漢代磚室墓的形制特点及其建築工芸（楊琛）など、論文 20 篇を収録。
17/09 216
10338821  图式的意义 ：良渚文化三大纹饰母题的研究…梁丽君著 西泠印社
2,948
* 環太湖地区新石器時代の馬家浜―崧沢―良渚文化は、1980 年代以来中国史前文化の全体
構造における位置づけを確立。本書は崧沢―良渚文化の円と弧辺三角図案、鳥形象、螺旋
紋について論述。
精 5,702
17/11 247
10340123  图说敦煌２５４窟………………………陈海涛，陈琦著 三联书店
* 敦煌莫高窟の北魏時期に当たる第 254 窟開削の時代背景を叙述。南北両壁の壁画から
着手して窟内の空間に沿って検討し、建築の形制と壁画・彩塑内容を交えて石窟の造営
と構想を解読。カラー写真を多数掲載。
精 9,385
17/09 330
10337219  隋唐镜铭文图集………………………………王纲怀编著 上海书画
* 隋唐銘文鏡の銘文 81 種を収集し、鏡銘紀年・出土紀年・文献証拠・鈕区図案・参考特徴・
主紋分期・銘文分期・文化系列などの面から検討。附 ：関連文章 2 篇。
17/11 186
学
10338942  宋代文献所见汉镜题铭辑校………………………鹏宇著 科
5,184
『宣和博古図』
『嘯堂集古録』など伝世の宋代文獻中に散見する漢鏡銘文と
*『仇池筆記』
図像を収録。考古出土の漢代銅鏡と過去の銅鏡著録中の銘文とを比較し、原著録中の誤
模字形・誤釈及び欠釈の釈文を訂正。＜西南大学·历史文化学院·民族学院学术文丛＞
精 7,128
16/11 143
10333081  遂宁博物馆典藏－陶器·杂件篇………遂宁市博物馆编 四川美术
* 遂寧博物館館蔵の陶器・金器・銀器・青銅器・玉器・石雕・木雕・民間刺繍・貨幣な
ど 142 点。カラー。
－ 40 －
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17/03
90
10338423  殷墟甲骨文书体分类萃编 第５卷何组类…王蕴智主编 河南美术
“五期分法”の第三期に区分される。何組卜辞は主に小屯
* 何組類甲骨は殷代中後期、

3,628

村北から出土、亀骨併用、多くは亀甲で村南系列の無名組卜辞時代にほぼ相当する。称
謂、字形、貞人等特徴により三類に分かれ、数量上、最も多い何組三類は約 2000 余片。
本書は“何組類卜辞綜述”をはじめに載せ、その後何組類卜辞範本 33 件を収録、写真
と拓本を対照して載せたほか、局部拡大図、原著録参考、現蔵地、文档釈文、原版対応
の小楷釈文を収録。収録図版は 2016 年以前中外出版甲骨著録資料、甲骨正面写真、拓
本は原則原寸、一部縮小は実寸を注記。
17/03
64
10338424  殷墟甲骨文书体分类萃编 第６卷历组一类王蕴智主编 河南美术
3,628
* 歴組類甲骨は“五期分法”の第四期に区分される。歴組卜辞は主に小屯村南地から出
土、卜料の多くは牛の肩胛骨、亀甲は少ない。書写風格と人事称名等標準により“歴
組一類”
“歴組二類”に分かれる。歴組一類刻辞甲骨は 900 余片、商王武丁晩期に属す。
本書は“歴組一類卜辞綜述”をはじめに載せ、その後歴組一類卜辞範本 31 件を収録。
17/03
88
10338425  殷墟甲骨文书体分类萃编 第６卷历组二类王蕴智主编 河南美术
3,628
* 歴組類甲骨は“五期分法”の第四期に区分される。歴組二類は村南系列卜辞中最多数
量を占め、祭祀類卜辞の比重が大きい。本書は“歴組二類卜辞綜述”をはじめに載せ、
その後歴組二類卜辞範本 31 件を収録、写真と拓本を対照して載せたほか、局部拡大図、
原著録参考、現蔵地、文档釈文、原版対応の小楷釈文を収録。
17/04
98
10338426  殷墟甲骨文书体分类萃编 第７卷无名组类王蕴智主编 河南美术
3,628
* 無名組類甲骨は“五期分法”の第三期に区分される。無名組類は歴組類卜辞の後を継い
で現れた村南系甲骨卜辞類型。卜旬辞と晩期田猟卜辞前辞が“干支卜，
貞”又は“干支貞”
、
他は“干支卜”で貞人不署、占卜内容は祭祀、田猟、征戦、卜旬等。本書は“無名組類
卜辞綜述”をはじめに載せ、その後無名組類卜辞範本 35 件を収録、写真と拓本を対照し
て載せたほか、局部拡大図、原著録参考、現蔵地、文档釈文、原版対応の小楷釈文を収録。
17/04
71
10338427  殷墟甲骨文书体分类萃编 第８卷黄组类…王蕴智主编 河南美术
3,628
* 黄組類甲骨は牛胛骨卜旬辞で殷墟甲骨王卜辞最後の類型、第五期に区分される。内容
は大体旬夕、祭祀、田行、征伐等主題に分類、村南、村北両系の占卜伝習を吸収融合し
在占卜制度、刻辞文例、書写風格等は何組と無名組卜辞を基礎に発展した。本書は“黄
組類卜辞綜述”をはじめに載せ、その後黄組類卜辞範本 32 件を収録。
17/04
87
10338428  殷墟甲骨文书体分类萃编 第９卷非王卜辞 上册…… 河南美术
3,628
* 非王卜辞は殷王による占卜がない卜辞。本巻は主に非王卜辞中の子組、午組、非王無
名組及び花園荘東地子卜辞の４種を紹介する。本書上冊は子組、午組、非王無名組の 3
種を収録。各類卜辞綜述をはじめに載せ、その後子組類卜辞範本 6 件、午組類卜辞範本
7 件、非王無名組類卜辞範本 5 件を収録、写真と拓本を対照して載せたほか、局部拡大図、
原著録参考、現蔵地、文档釈文、原版対応の小楷釈文を収録。
17/04 118
10338429  殷墟甲骨文书体分类萃编 第９卷非王卜辞 下册…… 河南美术
3,628
* 本書下冊は花園荘東地子卜辞を収録、卜辞綜述をはじめに載せ、その後花東類子卜辞
範本 20 件を収録、写真と拓本を対照して載せたほか、局部拡大図、原著録参考、現蔵地、
文档釈文、原版対応の小楷釈文を収録。
17/04
74
10338211  殷墟甲骨文书体分类萃编 第１０卷非占卜性文辞…… 河南美术
3,628
* 本今日見られる甲骨文の大部分は卜辞であるが、卜字に関する記事文辞、干支表、書
字練習など占卜目的でないものも少量ある。当時文字の書写は主に用筆で刻刀ではなく、
毛筆は殷商時期主要な書写工具であった。筆書実物は保存が難しく今日筆書遺物はたい
へん少ない。非占卜性文辞は内容、文例、書写風格各方面全て卜辞とは異なる。本巻は
これら書写材料を甲骨署辞、干支表刻辞と習刻、晩商時期の記事刻辞と毛筆書迹に分け
て紹介する。原著録参考、現蔵、釈文、注を付す。
17/12 443
10338946  简牍帛书格式研究………………………………程鹏万著 上海古籍
3,758
* 簡牘の呼称・種類・材質・補修・編聯などから簡牘の書式を検討。帛書の選材と繕写前の処理、帛
書の繕写などから帛書の書式を検討。検署の定義、封検の類型、検の封緘などから検署の書式を検討。
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10339110  秦汉魏晋简帛论文目录（１９５５－２０１４）集刊论文集之部
……………………………………… …………沈刚著 中西书局

17/11

223

3,888

秦漢魏晋時期の簡帛に関する論（訳）文集刊、
*1955 年から 2014 年末に中国大陸地区で出版された、
論
（訳）
文集や一部専題形式の簡帛研究専著など710種、
論文篇目4000余篇を収録。作者索引を附す。
17/06 344
10339557  简帛研究２０１７ ：春夏卷……… ………邬文玲主编 广西师大
* 論馬王堆帛書『春秋事語』的創作意図、主旨及思想（孫飛燕）/ 秦簡『為吏之道』的

5,940

思想主体分析（李鋭）など、29 篇を収録。
17/09 703 精 13,392
10338498  商代文字字形表………………黄德宽主编 / 夏大兆编著 上海古籍
* 商代の甲骨文、金文及び陶文等の字表。甲骨文字形の下に組類情況を記し同一写法の
字形はだいたい組類時代順に収録する。全体正文 14 巻、合文 1 巻、
『説文解字』順に字
頭を排列、
『説文解字』に見える字は楷書字頭を出し、
『説文』に見えないものは隷定字
頭を出し＊を付す。収録文字は原拓からスキャナーしてコンピュータ処理、不鮮明なも
のは載せず重要なものは模本を載せる。各字の下に出典を注記。末に「引書簡称表」
「参
考文獻」
「ピンイン検字表」
「筆画検字表」を付す。収録字形材料は 2015 年 6 月まで。
（繁
体字）＜古汉字字形表系列＞
17/09 666 精 13,068
10337242  西周文字字形表＜古汉字字形表系列＞……黄德宽主编 上海古籍
* 早期、中期、晩期に分け出土した金文・甲骨文・陶文を含む西周時期全ての認識され
る字と隷定できる字を収録。14 巻に分かれ、
『説文解字』順序に配列。
『説文解字』に
見えないものは各部末に列挙。合文 1 巻は最初の字の筆画と筆順に応じて配列。金文材
料は主に『殷周金文集成』
（修訂増補本）の断代と分期に拠るとともに『西周青銅器分
期断代研究』の研究成果等を取り入れ、陶文資料は高明編著『古陶文彙編』に拠る。各
字の下に出典を注記、末に「参考文獻」
「ピンイン検字表」
「筆画検字表」を付す。収録
字形材料は 2012 年 12 月 ( 繁体字 )
17/09 689 精 13,068
10338734  春秋文字字形表＜古汉字字形表系列＞… 吴国升编著 上海古籍
、
中期（前 670- 前 560）
、
晩期（前 560- 前 453）の三欄に分かれ、
銅器、
* 春秋早期（前 770- 前 670）
兵器、石器等各類器物上の春秋時期文字を収録。収録字形材料は 2018 年 8 月まで。
（繁体字）
17/09 720 精 13,392
10338499  秦文字字形表＜古汉字字形表系列＞… …单晓伟编著 上海古籍
、戦国文字、秦代文字の三欄に分かれ、詔版文字、陶文、
* 表は春秋文字（含む西周晩期）
璽印文字と簡牘文字等代表的な字形を収録する。
収録字形材料は2016年1月まで。
（繁体字）
17/10 159
凰
10339116  虚舟题跋 虚舟题跋补原 …［清］王澍撰／秦跃宇点校 凤
2,948
* 先秦から清代の刻石・墨跡書法などの題跋を収録。今回、楊建「易鶴軒本」を底本と
して整理。
（繁体字横組）＜子海精华编＞
17/08 266
10337342  篆刻艺术学通论＜陈振濂学术著作集＞………陈振濂著 上海书画
4,536
* 篆刻史料を系統的に整理し、印式、印篆、印技、印学、印家、印史、印譜、印制、印話
等方面に分けて詳述する。今回の出版に際し新たに 400 余幅の図版（カラー）を増やした。
17/09 249
10338058  王国维马衡往来书信……………………王国维，马衡著 三联书店
3,628
* 馬衡と王國維の書信往来が頻繁であった 1919 年から 1927 年までの王国維馬衡往来書
信を収録する。馬衡が王國維に宛てた書信 47 通、王國維が馬衡に宛てた書信 40 通、計
87 通で、
、書信の原件影印と録文（簡体字）を収録、注釈及び按語を付す。書信の内容
は青銅器、虎符、度量衡、石経、古文字等考古学術問題を中心に雑談や時局政論に及ぶ
14/07 256
10339207  当代书法创作 ：理想与批评…………………邱振中主编 人民大学
2,257
関于書法創作与書法批評的対話、附二：
致魏翰邦を収録、
*2006 蘭亭論壇発言実録、附一：
巻末附録に「関于“2006 蘭亭論壇”
」
、
「邱振中訪談録」を付す。＜兰亭论坛第１辑＞
14/07 345
10339208  书法与绘画的相关性＜兰亭论坛 第３辑＞邱振中主编 人民大学
3,628
* 書法と絵画の関係は中国芸術史中最も重要な命題の一つで、歴代これに関する論述は数
しれない。本書は近代以来数百篇文章の中から 24 篇を精選、以下四輯に分けて収録する。
“伝統観念と研究方法の検討について”
（5 篇）
“
、書法と絵画関連性の美学思考について”
（6
篇）
、
“歴史と個案”
（6 篇）
、
“作品と創作実践から見た書法と絵画の関係”
（7 篇）
。巻末附
録に「
“2008 蘭亭論壇 ：書法と絵画の関連性”
」及び「歴代書画関連性論述摘要」を付す。
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18/01 461
10340023  画外之意 ：汉代孔子见老子画像研究…………邢义田著 Ｔ 三 民
* 孔子が老子と出会った場面を描いた漢墓の壁画や石刻画像 70 数枚を分析し、漢儒と

5,184

地方官員の思想を探究。画像石のカラー写真、拓本の写真、線描図などを多数掲載。
18/01 636
10339564  山海经神怪异兽全画集（精装珍藏版）………徐客编著 天津人民
*『山海経』中の神怪異獣 497 種を収録。南山経・西山経・東山経・中山経に記載する

精 11,826

316 の山林、300 の川沢、400 余りの荒遠地域における神怪を紹介。外見・特徴・変化及
び故事伝説を詳細に描写叙述し、古今経典の挿絵 1200 余枚と文様装飾器物を捜集。
18/01
94
10340136  古代人物线描画谱＜中国画线描＞……………崔贺队绘 杨 柳 青
17/06 109
10340137  一百单八将人物绣像＜中国画线描＞…………王万春绘 杨 柳 青
* デザイン集、ぬり絵としても楽しめる。
10337108  视觉文化视野下的漫画艺术研究－聚焦上海漫画的发展进程
…………………………………………………俞玮娅著 上海书店
16/10 157
* 上海漫画出現の時代背景・内容形式、20 世紀初期・20 年代・30 年代・抗戦時期・解
放戦争時期の上海の漫画の発展と表現する視覚文化現象、文革時期に上海で出現した漫
画と 20 世紀末の上海漫画などを論述。
17/11 266
10339569  宋辽夏金装饰纹样研究……………………………谷莉著 中国戏剧
* 宋遼夏金時期装飾文様発展の歴史背景、多彩な宋遼夏金時期装飾文様、宋代装飾文様の
芸術特徴、遼夏金装飾文様の芸術特徴、宋遼夏金時期装飾文様の歴史地位と影響の全 5 章。
16/05 107
10335673  赵孟頫行书集唐诗＜名家书法集字＞…………于魁荣编 中国书店
10336170  八体书法常用字典（第２版）＜新编常用书法字典（第２版）＞
………………………………………………周世闻主编 四川美术
16/05 382
16/05 378
10336171  金石常用字典（第２版）……………………周世闻主编 四川美术
* 古代伝世金石篆刻中から 2000 余個の常用漢字を精選、原迹に依り影印整理、各字の
下に“甲骨文”
“金文”
“石鼓文”
“漢印”の別を記す。巻頭に「部首目録」及び「検字表」
を附す。見出し字は繁体字使用、簡体字を並記する。＜新编常用书法字典＞
16/11
46
10336178  王羲之临钟繇千字文＜中国经典书画丛书＞墨宝图书编 湖北美术
*1981 年、徐邦達、劉九庵、王以坤及び関係者が原迹を仔細に観察した合同鑑定により、こ
の帖が王羲之の真迹ではなく唐、
宋間の人によるもので、
その字は双鉤填墨あり、
臨書ありで、
伝世王羲之の墨迹及び《蘭亭序》等臨模本、
或いは智永《千字文》中から採っているとした。
各頁に釈文（繁体字）を付すほか巻末に一部字をコメマスに収録、臨書学習に良い。
17/04 592
10336294  书法论评集………………………………………周俊杰著 河南美术
* 現書法家協会理事、中国書法家協会学術委員会副主任・周俊傑の書法論評文章を集め、
“論”部分に《論“中原書風”
》
《清中、
晩期書法的地位和貢献》など 27 篇、
“評”部分に《書
法美学討論述評》
《大視野中的書法理論》など 36 篇、合わせて 63 篇を収録する。
17/03
89
10336636  欧阳结体三十六法诠释＜散木著作集＞………邓散木著 浙江人美
“避就”及び“却好”など漢字
* 唐欧陽詢撰とされる《欧陽結体三十六法》は“排畳”
書写構成の規律と法則 36 條で初学入門の参考となる。本書は鄧散木が清人戈守智《漢
溪書法通解》全文を校正、注釈を加え、さらに関連図釈を配してなったもので字体構成
研究学習の必読書とされる。今回の出版は人民美術出版社 1963 年版を底本に不鮮明な
図版を補充差し替えるなど新たに整理したもの。巻末附録に鄧氏嘗撰《欧陽詢書法特徴
研究》
、黄自元撰《間架結構九十二法》を付す。
17/04
65
10336637  书法百问＜散木著作集＞……邓散木提纲／邓国治补文 浙江人美
* 鄧国治（鄧散木の子）が鄧散木原著中から関連部分を選び文章を補ったもので、執筆、
運筆、用筆、結構、間架、臨模等から使用工具に至るまで書法学習過程における百件の
常見問題を採り上げ一つ一つ詳細な解答を載せた書法入門読物。今回の出版は 1981 年
初版本を基礎に新たに整理しており、原書の鄧国治著《写在全面》を巻末附録に、原書
巻頭に付した臨書初学の書法代表作数種を文中の関連個所に挿入したほか、原書の一部
不鮮明図版の差し替えなど、一部を改めた。
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17/08 148
10336595  民国书法史论＜陈振濂学术著作集＞…………陈振濂著 上海书画
* 曽て《書法研究》1993 年第 2、3 期に連載されたものをリニューアル、民国前期（辛亥革

3,888

命前後）
、中後期（抗戦－ 1949）の書法創作、民国書法理論、民国篆刻創作と理論の 4 章に
分け民国書法 38 年の基本的様子を概説する。今回の出版に際し 100 余幅の彩色図版増。
17/07
62
10336916  敦煌马圈湾汉简书法・壹……………张德芳，王立翔主编 上海书画
3,758
* 敦煌馬圈湾漢簡は 1979 年敦煌西北の漢塞烽隧馬圈湾遺址、その他現在の玉門関遺址
西北から漢簡 1217 枚が出土。歴史文献価値のほか書法の変遷研究に極めて価値がある。
本書《敦煌馬圈湾漢簡書法》は敦煌漢簡、居延漢簡、居延新簡、肩水金關漢簡、武威漢
簡及び敦煌懸泉漢簡等々漢簡中の書法珍品を編集出版した“簡帛書法大系”の一つで、
馬圈湾出土漢簡書法精品約 200 支を精選、書法風格等により 3 冊に分けた。各支簡の原
寸大と拡大図版（カラー）を載せ釋文（繁体字）を附す。＜简帛书法大系＞
17/07
66
10336917  敦煌马圈湾汉简书法・贰＜〃＞…张德芳，王立翔主编 上海书画
3,758
17/07
65
3,758
10336918  敦煌马圈湾汉简书法・叁＜〃＞…张德芳，王立翔主编 上海书画
17/08 282
10337341  书法美学＜陈振濂学术著作集＞………………陈振濂著 上海书画
4,536
17/05 273
10337671  汉末至五代道教书法美学研究……………………沈路著 巴蜀书社
2,721
* 漢末から五代道教中の代表書法家・代表書法作品・書論及び重要美学観点を整理・分
析。道教書法理論中の審美部分を重視して研究を進め、道教書法美学の発達・興起・分
裂・融合・隆盛から平穏発展までの各時期の発展概況を理解。＜儒道释博士论文丛书＞
17/11 263 精 14,580
津
10338495  沙孟海序跋（手迹释文本）沙孟海著／沙茂世，沙援整理 文
* 書法序跋、国画題跋、碑帖題跋、吉金題跋、文物題跋、印譜篆学書序跋、影印本序跋、
辨偽題跋、その他図書序跋及び雑文の 10 類に分け約 200 篇を精選収録する。そのう
ち約 60% は《沙孟海全集》と《沙孟海論書文集》から選録、約 25% はその他出版物か
ら、約 15% は未発表のもの。これら 200 篇のうち約 4/5 は沙先生の親筆手書で、大多
数の手書図版は初めて公開される。本書は沙先生の手迹原稿影印を整理、図文対照で
出版したもの。各類各篇文章は写作時間順に排列。
17/11 155
10338607  草书学刊 第１辑…………………钟明善，祁硕森主编 商 务 印
3,628
* 中国草書史、中国古典草書美学、中国当代草書美学と中国当代草書創作４方面の研究成果を
集めた学術輯刊。中国国内唯一、
中国書学分野の多くの一流学者による草書研究学刊、
年4回
（季
刊）発行。本書創刊号は《儒道佛思想與于右任書法藝術三境界》
（祁碩森）
《標準草書自序》
、
（于
右任）
、
《臨標準草書千字文自序》
（于右任）
、
《標準草書與建國》
（于右任）等 11 篇収録。
15/06
32
10329572  爨宝子碑＜魏碑集珍＞……………姚建杭，吴涤生编著 江西美术
1,890
* 誌高 183 ㎝、幅 68 ㎝、厚さ 21 ㎝、碑文 13 行、行 30 字、末尾羅列官職 13 行、行 4 字、
碑額 15 字、東晋安帝乙巳年（405）刻、現蔵雲南曲靖市第一中学。隷楷の中間的書風で
隷書から楷書へ向かう時期に現れ《爨龍顔碑》と合わせて“二爨”と称される。巻頭に
整拓（縮小）を載せる。巻末に「臨習要点」を付す。附釈文（繁体字）
。
16/09
56
10333764  朱拓行草四条屏＜伊秉绶稀见书迹丛帖＞…欧键汶编著 福建美术
5,054
* 清代中期の書家伊秉綬（1754-1815）晩年の代表的行草書作品《朱拓行草四条屏》を収録、
伊秉綬の臨模作品 2 件及び自作詩 2 件からなる。臨模作品は節臨顔真卿《奉命帖》と節臨朱
熹《城南唱和詩巻》
、自作詩は五言絶句と七言絶句、いずれも無年款で後世伊秉綬の書を愛
好する者が蒐集合成したもの。巻頭に縮小図版、各頁に釈文、各条末に一部拡大図版を付す。
16/07 121
10336166  汉简集字唐诗＜中国简汉集字创作＞………陶经新编著 上海书画
2,797
《武威漢簡》に依り、
《銀雀山竹簡》
《馬王
* 収録した唐詩 60 首、1752 字は《居延漢簡》
堆漢墓簡牘》
《甘粛金塔漢簡》及び近年出土、整理した関連簡牘文字を参考にした集字
作品集、釈文を付す。巻末に簡牘原迹図版を参考に附す。
16/07 123
10336167  汉简集字宋词＜中国简汉集字创作＞………陶经新编著 上海书画
2,797
《武威漢簡》に依り、
《銀雀山竹簡》
《馬王
* 収録した宋詞 30 首、1668 字は《居延漢簡》
堆漢墓簡牘》
《甘粛金塔漢簡》及び近年出土、整理した関連簡牘文字を参考にした集字
作品集、釈文を付す。巻末に簡牘原迹図版を参考に附す。
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16/07 119
10336168  汉简集字对联＜中国简汉集字创作＞………陶经新编著 上海书画
五字聯、
六字聯、
七字聯、
八字聯、
多字聯）200 幅、
2298 字は《居延漢簡》
《武
* 収録した対聯（四字聯、
威漢簡》に依り、
《銀雀山竹簡》
《馬王堆漢墓簡牘》
《甘粛金塔漢簡》及び近年出土、整理した関
連簡牘文字を参考にした集字作品集、釈文を付す。巻末に簡牘原迹図版を参考に附す。
17/07
46
10337525  原石拓本比对 ：东汉刘福功德颂……张弛，谷国伟编著 河南美术
）は甘粛省天水市張家川県城東 25 キロの恭門鎮河峪村に位置し、東漢桓帝和
*《劉福功徳頌》
平元年（150 年）に造られた摩崖刻石。縦 130 ㎝、横 102 ㎝、陰刻隷書、15 行、字径 6 ㎝、原
碑各行 5 ～ 17 字不等、計 200 字。現碑各行 3 ～ 14 字不等、識別可 114 字、存疑 18 字、脱落
不明なもの 68 字。破磔がはっきりしない書風は《石門頌》に近い。文献史料価値と同時に高
い書法藝術価値がある。拓本と原石を対比して収録、
釈文を付す。後半に拓本図版、
巻頭に
「
《故
漢陽太守劉福功徳頌》考略」
、原石写真と整拓（縮小）を載せる。＜金石拓本典藏＞
10338430  原石拓本比对 ：汉甘陵相尚博碑＜金石拓本典藏＞
……………………………………刘治中，谷国伟编著 河南美术
17/10
54
*《東漢時期立、北魏時期墓門用にされ現存わずか二段のみ、民国 11 年河南洛陽出土、現
蔵河南博物館。漢碑中の上品、漢隷の典範で漢代歴史文化研究の貴重な文物及び重要档
案資料。
《漢甘陵相尚博碑》
原石単字と拓本単字の対比により両者の間にある細微な変化を、
原石局部と拓本局部の対比により字間の関係を見ることができる。後半部分に拓本図版
を収録、釈文を付す。巻頭に「漢碑档案－－《漢甘陵相尚博碑》解読」
（劉治中）及び整
拓（縮小）を載せる。
17/09 406
物
10338496  敦煌书法艺术研究……………………………马国俊主编 文
* 敦煌漢簡書法芸術、敦煌遺書書法、敦煌碑刻と碑帖、敦煌古代書法人物、敦煌書法の
価値と影響の５章に分けて詳述する。文中、関連図版、表を多数収載。
11/01 209
10301865  中国印谱全书 荔庵印选…………人民美术出版社编辑 人民美术
* 明末清初徽派程邃（1607-1692）等が編集した印譜で程邃、丁敬、蒋仁、黄易、奚岡、
陳豫鍾、陳鴻寿、趙之琛、呉熙載、陳祖望、毛庚、胡震、銭松、任熊、趙之謙、何昆玉、
徐三庚、釈達受ら 43 人の作品合わせて 100 方を影印収録。付釈文。
（繁体字縦組）
11/06 204
10301866  中国印谱全书 谷园印谱…………人民美术出版社编辑 人民美术
（上海掃
* 清初篆刻家・許容（約 1635-1696 後）の作品を胡介祉が整理した《谷園印譜》
葉山房発行）を影印。原本に釈文及び文字、刀法の注有り。
12/08 114
10301867  中国印谱全书 丁黄印存合册……人民美术出版社编辑 人民美术
* 清乾隆年間に興った浙派の開創者・丁敬とともに西泠四家の一人黄易の刻印合わせて
50 余方を収録した《丁黄印存合冊》
（有正書局版）を影印。付釈文。
（繁体字縦組）
12/07 336
10301873  中国印谱全书 簠斋古印集………人民美术出版社编辑 人民美术
* 古璽、秦印、周秦朱文印、巨印、肖形印、官印、雑印、神黄印、姓名印、子母印、六面印、
二面印など陳介祺（1813-1884）が集めた古印を鈐印した印譜《簠齋古印集》を影印。
11/06 418
10301875  中国印谱全书 胡匊邻印存 上下册人民美术出版社编辑 人民美术
（1839-1910）の印譜『胡匊鄰印存』
* 清朝末期に活躍した書家、篆刻家・胡钁（字匊鄰）
を影印。付釈文。
（繁体字縦組）
11/06 111
10301880  中国印谱全书 白石山翁印存………………斉白石篆刻 人民美术
* 清末から民国、中華人民共和国にかけて活躍した中国の画家、書家、篆刻家・斉白石
（1864-1957）の印譜《白石山翁印存》を影印。付釈文。
（繁体字縦組）
13/09 332
10301883  中国印谱全书 乔大壮印蛻……………刘绍刚、周冰编 人民美术
* 近代中国の書法篆刻家・黄士陵に私淑した喬大壮の印譜《喬大壮印存》を影印。付釈文。
（繁体字縦組）
12/07 121
10301884  中国印谱全书 周秦古玺…………人民美术出版社编辑 人民美术
* 浙江省出身の篆刻家で西印社の基を作った 4 人の一人呉隠が集めた周秦古璽を収録し
た《周秦古璽》を影印。
12/08 159
10301886  中国印谱全书 六吉盦印存………人民美术出版社编辑 人民美术
（繁体字縦組）
* 王文琦の印譜《六吉盦印存》を影印。付釈文。
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13/08 200
10331668  中国印谱全书 孔才印存＜中国印谱全书＞…贺孔才编 人民美术
3,823
、名培新、字孔才、号天游、筆名賀永、河北武強出身。斉白石に篆刻を学ぶ。
* 賀孔才（1903-1952）
本書はその印譜で各作品とも釈文（繁体字）を付す。二色刷。
13/08 118
10331669  中国印谱全书 善吾庐印谱＜中国印谱全书＞…金銓编 人民美术
*《善吾廬印譜》を収録。各作品に釈文（繁体字）を付す。二色刷。
16/09
89
10336174  篆法入门＜中国经典书画丛书＞……………墨宝图书编 湖北美术
16/09
82
10336176  篆法百韵歌＜中国经典书画丛书＞…………墨宝图书编 湖北美术
。
* 篆字の偏旁或いは点画を一つ一つ分析解剖、その篆体構成の原因を説明した《篆法百韻歌》

2,948
1,512
1,512

本書は 1930 年周鍾麟校訂、求古齋印刷発行の石印本をもとに影印し、学習者が篆書を認識する
のに良い教材で、初学者が篆法規律をマスターし篆書学習を深め文字来源を探求するのに良い。
17/08 529 精 42,768
10336953  盛世玺印录 续壹……………………………吴砚君主编 文化艺术
*2013 年 5 月出版《盛世璽印録》の続編で、中国国内及び一部海外の古璽印収蔵家蔵品
を収録、全て個人蔵家提供による。一部を除き大部分は初めて正式著録される。今回の
続編出版に際し戦国から明に至る璽印 834 鈕（組）を集め、本書“續壹”に 420 鈕（組）
を収録し時代順に排列、印章のほか印鈕及び印面の拡大写真、陰文璽印には鈐泥写真
を配す。編号、釈文の後に年代、材質、サイズ、提供者を記す。戦国官印 16 方、戦国
私印 87 方、秦官印 6 方、秦私印 79 方、漢－南北朝官印 68 方、漢－南北朝私印 159 方、
隋唐以後 5 方。全カラー。
（繁体字縦組）
17/08 515 精 42,768
10336954  盛世玺印录 续贰……………………………吴砚君主编 文化艺术
* 本書“續貳”に 414 鈕（組）を収録。編号、釈文の後に年代、材質、サイズ、提供者
を記す。戦国官印 15 方、戦国私印 80 方、秦官印 10 方、秦私印 90 方、漢－南北朝官印
61 方、漢－南北朝私印 153 方、隋唐以後 5 方。全カラー。
（繁体字縦組）
17/03 203
10337345  印学史＜朵云文库 学术经典＞沙孟海著／陈振濂导读 上海书画
3,175
* 印章旧制と印学体系の二部に分けて著した沙孟海の篆刻芸術史専著。印章旧制部分は明清以
前印章の起原、用途、名称、制度及び種類等について、印学体系部分は文人篆刻の興起と発展、
各時代の代表印人及び彼らの芸術風格について詳述する。今回新たに編集された《印学史》は
巻末附録に沙孟海の篆刻に関する論著二篇－－《印学形成的几个階段》及び《沙村印話》を付す。
17/05 181
10338108  刀客纵横 ：一清篆刻漫谈………………………苏玉清著 西泠印社
4,406
* 作者が金石篆刻に 30 年間従事して得た知識を漫談形式でまとめたもので、篆刻藝術
の各方面について詳述する。印章と篆刻芸術の分野、篆刻創作の用篆、印材の選択、篆
書流変と印人風格、閑章と閑文化、流行印風の私見、篆刻意象と意境、文人齋館及び印
章、篆刻美学鑑賞、など。文中、関連図版（二色刷）多数収載。
17/10 223
州
10338763  民间藏历代押印图录………………汪自力，王钧等主编 九
5,821
* 三人の収蔵愛好者が本書の編纂発起人となり、約 100 人のコレクターが収蔵する“押
印”類印章を捜集したもので、民間収蔵“花押”を全面的に紹介する。紐制、形制が珍
しい約 100 件の印章を巻頭カラー頁に、その後、印拓 1008 件を漢字印、姓氏押記、花押、
民俗文字印、図形印、宗教印、西蔵鉄印に分けて朱刷で収録。巻頭にこの類の印章の源
流について叙述した概説《
『押記』類印章概述》を、巻末に附録を付す。収録の大部分
は既刊各類著録に未著録。
10339762  大鹤山人自用印集……………………………郑伯象编著 国家图书馆 17/11 142 精 13,068
* 本書は休休堂策劃が大鶴山人生誕 160 周年記念で綫装本（1 函 4 冊）を編輯し師友間
に配った後、大鶴山人の事迹と思想を詳しく研究するため精装で正式出版されたもの。
大体の内容は綫装本と同じであるが、一部印章にさらに細かな審定と増補を行った。収
録した印章 142 鈕 149 印は呉昌碩治印 34 方、王冰鐵 63 方、ほかその他篆刻家（考證可
は標記）作品。釈文付、二色刷。
（繁体字縦組）
10339943  宋代花笺特展…………………………………何炎泉主编 Ｔ故宫博院 17/12 229 精 12,960
*「花箋」は装飾を施した箋紙を指す。今回、雕板を利用し紙上で研圧して凹凸の文様
装飾を出す「砑花」技法を施した、国立故宮博物院所蔵の箋紙 20 点を精選、参考図版
8 点とあわせて収録。解説を掲載。カラー。
－ 46 －
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10338980  此刻花开＜一本精彩绝伦的手工纸雕书＞……徐静编绘 百花洲文艺 16/12 125
* 切り絵図案集。カッター 1 つで切れる図案 52 点。馬、星座、ウサギ、馬車…額装に

4,406

適した繊細な図案が満載。カッターマット付。
17/05 203
10339065  定西剪纸集成…………………………………胡建军主编 甘肃文化
* 定西剪紙の中の吉祥寓意の精品剪紙 180 余枚を収録。伝統、春葉・遮面、板簾子、木

6,415

板年画、窓花、創新作品の 6 部で構成。カラー。
17/06 355
10334016  夹染彩纈出 ：夾纈的中日研究……郑巨欣，石塚広编著 山东画报
* 夾纈源流及其工芸系譜（鄭巨欣）/ 日本の板締め（石塚広）/ 温州藍印夾纈図案（楊思好）

5,821

など、夾纈研究に関する論文 13 篇を収録。カラー写真を多数掲載。
17/10 401
10338146  中国灯具艺术研究………………………………薛红艳著 上海人民
* 中国灯具発展の歴史と自身の変化法則を整理し、灯具中に含まれる造物文化精神を発

5,346

掘・解釈。中国灯具芸術の歴史変化と発展動因を検討し、類型・特徴・機能を把握。美学・
文化学・社会学などの角度から、灯具芸術の中国古代先民観念における存在形態・文化
意義・象徴意義を解析。図版を多数掲載。
17/08 461 精 18,468
物
10338410  四川古代牌坊………………四川省文物考古研究院编著 文
* 牌坊は中国特有の代表的な建築物。四川現存の牌坊は多くが清代の建造であり、牌坊の
総量の 8 割以上を占める。本書は四川地区古代牌坊の形式・種類を紹介し、文物の等級
に応じて分類。関連の文献内容を摘録。実測図 131 枚とカラー写真 254 枚を掲載。＜四川
古建筑大系＞
===============【 ◆文化・芸能・民俗 】===============
16/12 457
京
10336251  中国民俗文化志 北京通州区卷……………刘铁梁主编 北
4,406
、四大街、潞河中学
* 通州区は北京市東南部に位置。本書は運河号子、郭村「蹦蹦戯」
と通州文人、西集、宋荘画家村など全 13 章。
17/10 198
信
10338386  知中０１０以侠之名…………………………罗威尔主编 中
3,877
。今回は「侠（男気）
」を特集。
*「知日」ムックの編集チームが自国を見つめ直す「知中」
李白の見る理想の人生、中国武侠小説、映画、ゲームの発展、布袋劇、豪傑達の紹介な
ど多岐に渡る。
18/01 202
信
10340122  知中０１１宇宙之道就在围棋………………罗威尔主编 中
4,212
* 中国の囲碁の歴史文化を紹介。日中韓、それぞれ達人たちの強さの哲学をひも解く。
17/10 227
10338785  宋代金银饰品与民俗文化＜美术学博士文丛＞邓莉丽著 天津人美
3,013
* 宋代の金銀装飾品の様式・文様装飾や工芸を解釈し、反映する宋代各段階の民俗現象
及び現れてくる民俗特性を検討し、民俗文化の魅力と歴史価値を提示。図版を多数掲載。
17/10 210
10339898  长白山民俗文化研究……………………………栾英良著 吉林大学
5,054
* 長白山の民俗と東北の歴史・地理・物産・物候を織り成して論述。関連文章 30 余篇。
10338074  民族神话传说意象与中国新诗民族性的建构研究＜文苑百花论丛＞
…………………………………………………刘长华著 湖南师大
17/06 288
3,628
* 民族神話・伝説イメージと中国新詩連合の歴史的境遇・時代特徴、民族神話・伝説イメ
ージと中国新詩の価値傾向、民族神話・伝説イメージの伝統詩歌類型の継承などを論述。
17/07
74
10338143  凤舞邮苑 ：方寸间品读中国古代凤文化………王仁湘著 中州古籍
5,346
』の切手 1 セット 6 枚を発行。本書は鳳凰はいつどの
*2017 年に中国郵政は『鳳（文物）
ように中国文化に登場したか、先人の鳳凰崇拝はいかに形成されたか、など鳳に関する
内容を紹介。カラー写真を多数掲載。
10339073  图像时代的精神寓言 ：中国新石器时代的神话艺术与思想＜东北亚走廊与丝绸之路研究丛书＞
……………………………………………………曲枫著 黑龙人民
17/07 223
2,116
* 中国新石器時代の視覚芸術を対象として、トーテム説・女神論・生殖崇拝論・シャーマ
ニズム理論などの学術史上の史前理論に焦点を当て、各種理論と史前芸術の関係を分析。
17/12 446
10340029  台湾民间信仰论文集 ：历史与现代转化………朱荣贵著 T 博 扬
4,320
* 善書之倫理観 / 鄭成功信仰的泛政治化 / 台湾地母信仰之発展与現況など、台湾民間信
仰に関する論文 18 篇を収録。＜人文系列７１＞
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17/06 243
10336458  浙东渔歌 ：海洋文化的历史记忆………………陈辉编著 上海音乐
* 浙東沿海的の地理環境・人文歴史・海洋資源・漁業発展・文化資源・生産方式・生活

5,184

習俗・宗教信仰・民間芸術から、浙東漁歌の体裁・題材・形式・内容・風格・特徴・文
化含義・機能価値・伝承保護までを検討・論述。
16/12 306
10337234  浙江菇民音乐与民俗研究………………………田中娟著 社会科学
4,924
* 浙江菇民区内のシイタケ栽培という典型的な経済民俗事項や、シイタケ生産に関して生
まれた菇神信仰・菇民戯曲・菇民山歌・菇民曲芸などの独自の文化現象と芸術形式を解釈。
17/10 351
10339286  新定九宫大成南北词宫谱研究………… ……吴志武著 人民音乐
6,480
『九宮大成』の基礎理論を論述。
* 上篇は編纂背景・曲文曲楽材料来源・曲牌考察などの面から、
下篇は『九宮大成』中の宮調と燕楽二十八調、宮調と工尺七調調高、宮調と宮調声情、宮調と
用韻、音階形態などの音楽本体の特色を研究。＜星海音乐学院创新强校理论建设系列丛书＞
16/08 226
10327160  亚洲皮影艺术及其流派研究………………………唐睿著 浙江古籍
1,890
* インド・インドネシア・タイ・マレーシア・カンボジア・トルコ・中国など、アジア
各国の影絵の歴史淵源・芸術特徴・流派分布とその影響を研究。
16/10 283
晋
10334020  中国神庙剧场史……………………………曹飞，颜伟著 三
5,054
* 神廟劇場の変化を整理し、変化の依拠を分析。農村神廟劇場とその演劇と村社・宗族・
名詞などの農村権力組織との関係を検討。カラー写真を多数掲載。
10338610  民国京昆史料丛书 第１７辑
……………………………谢柏梁主编／学苑出版社编 学
17/09 361 精 16,524
苑
（1920 年 10 月再版）を影印収録。
* 劉豁公著『戯学大全』
17/10 368
10339572  近代报刊剧评研究（１８７２－１９１９）……赵海霞著 齐鲁书社
3,477
*1872-1919 年に報刊に掲載された演劇理論の評論を分析・研究。報刊の演劇理論の評論
と大衆文化の関係から切り込み、両者の証明のメカニズムと相互作用の法則を指摘。報
刊の演劇理論の評論が有する厳粛な理論性や反映する市民大衆の審美傾向を集約。
10339287  中国话剧百年典藏·作品 第１卷（早期新剧）
……………………………………傅谨主编／陆炜编选 人民文学
17/04 446
2,872
*『中国話劇百年典蔵』は中国現代劇 100 年の歴史を提示。脚本を収録する「作品巻」
10 巻と理論資料を収録する「理論巻」
（5 巻）で構成。作品巻第 1 巻は任天知『黄金赤血』
、
馬絳士訳編『不如帰』
、傑雲『誰謂茶苦』など 16 種を収録。
17/04 487
10339288  中国话剧百年典藏·作品 第２卷（五四时代）……… 人民文学
2,948
、
丁西林『一只馬峰』
、
欧陽予倩『潘金蓮』
、
田漢『名優之死』など 15 種。
* 胡適『終身大事』
10339289  中国话剧百年典藏·作品 第３卷（１９３０－１９３７）
……………………………………傅谨主编／陆炜编选 人民文学
17/04 554
3,326
、章泯『東北之家』など 10 種を収録。
* 洪深『五奎橋』
10339290  中国话剧百年典藏·作品 第４卷（１９３７－１９４０）
……………………………………傅谨主编／陆炜编选 人民文学
17/04 1245
5,054
、曹禺『北京人』
、郭沫若『屈原』など 13 種を収録。
* 夏衍『上海屋檐下』
17/04 992
10339291  中国话剧百年典藏·作品 第５卷（１９４０年代） 人民文学
4,212
、呉祖光『風雪夜帰人』
、楊絳『弄真成仮』など 13 種を収録。
* 夏衍『法西斯細菌』
10339292  中国话剧百年典藏·作品 第６卷（１９５０－６０年代）
……………………………………傅谨主编／陆炜编选 人民文学
17/04 1148
4,665
*『中国話劇百年典蔵』は中国現代劇 100 年の歴史を提示。脚本を収録する「作品巻」
10 巻と理論資料を収録する「理論巻」
（5 巻）で構成。作品巻第 6 巻は孫芋『婦女代表』
、
李曼瑰『楚漢風雲』
、姚克『陋巷』など 15 種を収録。
17/04 667
10339293  中国话剧百年典藏·作品 第７卷（１９７０年代） 人民文学
3,628
、金振家、王景愚『楓葉紅了的時候』など 11 種を収録。
* 張暁風『武陵人』
17/04 604
10339294  中国话剧百年典藏·作品 第８卷（１９８０年代１） 人民文学
3,553
、劉樹綱『一個死者対生者的訪問』など 11 種を収録。
* 金士傑『荷珠新配』
－ 48 －
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17/04 727
10339295  中国话剧百年典藏·作品 第９卷（１９８０年代２） 人民文学
、何冀平『天下第一楼』など 11 種を収録。
* 陳敢権『星光下的蛻変』
17/04 552
10339296  中国话剧百年典藏·作品 第１０卷（１９９０年代） 人民文学
、沈虹光『同船過渡』
、廖一梅『恋愛的犀牛』など 12 種を収録。
* 郭啓宏『李白』
10339297  中国话剧百年典藏·理论 第４卷（１９７８－２０００）

3,628

…………………………………傅谨主编／陶庆梅编选 人民文学

17/04

3,326

3,823

859

* 理論巻第 4 巻は、写『屋外有熱流』的探索与思考（賈鴻源、馬中駿）/「戯劇観」的
由来和争論（杜清源）/ 北京人芸風格的文化成因（高鑑）など 67 篇を収録。

10339298  中国话剧百年典藏·理论 第５卷（百年话剧记忆）
……………………………………傅谨主编／傅瑾编选 人民文学

478

2,948

15/06 1370

線 14,580

17/04

* 滬海道尹楊復解散女子新劇団書 / 中国戯劇社組織大綱など 66 篇を収録。
10320585  传统皮影戏影卷・双失婚 全１３卷
……………………望奎县非物质文化遗产保护中心编 黑龙人民

* 宋代における馬元佑による謀反や、鎮国王高君宝が南唐を下し内乱を平定した故事を描く。
今回、民国十年に抄写された孤本を影印出版。線装。＜黑龙江省非物质文化遗产系列丛书＞
17/10 401
10330549  历史电影艺术史＜中国电影艺术史研究丛书＞储双月著 文化艺术
* 中国早期の映画発展と映画歴史叙事、1949-1979 年中国映画の政治歴史叙述、重大革
命と重大歴史題材映画の提出と発展、1980・90 年代中国映画歴史叙事の多元走向、21
世紀中国歴史映画転換の可能性の全 5 章。大事記を附す。
10334176  台湾电影年鉴（２０１７）………………陈斌全总编辑 Ｔ国家电影 17/12 453
、
* 年度総評、年度台湾映画（2016 年台湾映画紹介、2016 年台湾映画大事記及び報道）
年度映画各賞（2016 年華語重要映画各賞ノミネート及び受賞リスト、2016 年国際映画
祭台湾映画の出展及び受賞リスト）
、索引（2016 年度映画研究関連華文書籍出版）
。
10335239  中国电影产业研究报告（２０１７）
…………中国电影家协会，中国文联电影艺术中心著 中国电影
17/06 327
17/08 192
学
10337238  ＶＲ＋影视产业发展报告（２０１７）……张锐等主编 科
* 産業篇・創作篇・技術篇に分け、インターネット映画、ネット上のショートムービー、VR
映画をカバーし、
「 互聯網 +」
（インターネットプラス）
映画産業の発展現状と未来趨勢を分析。
17/08 434
10338083  中国电影产业发展报告（２０１７）……侯光明等主编 中国电影
17/06 292
10338612  香港电影的东亚与东南亚传播研究……………张承宇著 齐鲁书社
* 社会文化・映画企業・映画館動態・移民ネットワーク・言語教育・経済地理などの角
度から、香港映画の東アジア及び東南アジアにおける伝播状況を研究。
17/05 424
10338613  明星制度与中国电影产业化……………………张彩虹著 广播影视
* スター・システムの建設をめぐって、映画制作所制度・類型映画・視覚文化・消費主
義などの視点から出発し、100 年に及ぶ中国映画産業の歴史と映画文化の歴史の変遷を
考察。映画産業の発展、中国文化の対外宣伝ルートの開拓などに対するスター・システ
ム建設の意義を解明。
17/09 248
10338786  时间与视点 ：中国电影的叙事研究……………林黎胜著 中国电影
* 映画理論概述、視点中の中国映画、中国映画の叙事時間研究の全 3 章。附：文章 3 篇。
17/12 295
10338951  不成问题的问题 ：从老舍小说到梅峰电影……梅峰编著 北京联合
* 老舍の小説に基づき『不成問題的問題』を改編した事情を舞台裏を含めて叙述。映画
脚本・原著小説と多くの創作資料を包括しており、重要な参考意義を有する。
18/01 165
海
10339117  新世纪以来的中国类型电影研究…………………张晶著 台
* 世界類型映画の研究成果を参照し、中国類型映画とくに内地類型映画の発展過程を回
顧。経済・社会・歴史・文化・政治などの角度から研究を進め、大量の映画の実例から
類型化特徴を抽出して問題を分析・集約し、対策を提出。
17/09 229
10339880  中国商业电影二十年 ：冯小刚现象研究…………李春著 传媒大学
*「現象研究」と「主流電影研究」を通じて、馮小剛の映画の商業的成功と社会的効果を解読。
興行収入の軌跡を解き明かし、馮小剛映画現象の実質を指摘。＜传媒艺术学文丛·戏剧与影视＞
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10339043  拆哪中国的大片时代 ：大银幕里外的中国野心与崛起
…………………………………………………李政亮著 T 蔚蓝文化 17/11

348

3,628

* 大ヒット作時代の映画類型と市場現況を解読し、中国映画のソフトパワーの軌跡と特
質を明らかにする。
「看電影，読中国」
、
「邁向大片之路」の 2 部構成。
16/05 279 精 18,468
10329790  中国古代妇女服饰图谱…………………………刘岚编著 岭南美术
* 太古時期・夏商周時期・戦国時期・秦漢時期・魏晋南北朝時期・隋唐五代時期・宋遼
金時期・元朝時期・明朝時期・清朝時期の各類型の女性の服装を選択。比較検討を経て
古代女性の服装像 200 枚を収録し、説明を附す。カラー。
18/01 227
10338769  中国传统服饰文化与装饰工艺品研究………张媛媛等著 中国纺织
4,406
* 伝統服装の種類・歴史沿革・制作工程を紹介。少数民族服飾文化及び中国歴代王朝各
時期の服飾文化、装飾工芸品設計概述、装飾工芸品設計工程、装飾工芸品の制作工芸や
市場化などを叙述。中国伝統服飾装飾品の芸術風格と表現手法、設計と応用、流行趨勢
と刷新研究を紹介。
16/11 189
10333474  回味北京老食光………………………………张杰客著绘 中信
3,013
北京民間伝統の小吃42個を紹介。
お店の住所も収録。
* 絵本作家の手書きのイラスト200枚、
17/10 218
10338777  北京美食地图……………………………………于莉主编 中国商业
7,128
*BTV 生活チャンネルの番組「美食地図·一探到底」を編集。北京の特色あるレストラ
ン約 300 店の自慢の料理２～４品をカラー写真で紹介。また各店の経営理念、歴史、料
理の評価、店内内装の風格、所在地等の情報を詳述する。
精 4,406
17/12 271
10339106  中国菜肴文化史…………………………………赵建民著 轻 工 业
* 史前・三代・漢代・魏晋南北朝・隋唐・宋代・元明・清代に分け、各時期の料理文化
の特色と発展の状況を紹介。宴席で使用した器皿や調理技術についても言及。
17/01 209
10340121  食帖 孤独的泡面 …………………………食帖番组主编 广西师大
4,471
韓国、
東南アジア、
中国のインスタントラーメンを分析。
* 食をテーマにしたムック雑誌。日本、
17/03 136
10340134  图解食雕造型制作技艺…………………………许君主编 轻 工 业
3,628
* 中華料理の神髄、食品雕刻の基礎知識、花３種、魚類４種、鳥類１２種、動物１０種
の制作過程をカラー写真で詳しく紹介する。＜餐饮行业职业技能培训教程＞
10340138  和果子 ：职人亲授６０种日本岁时甜点
……………［日］渡部弘树，傅君竹著／杨志雄摄影 河南科技
17/01 177
4,406
* 本格和菓子のつくり方を写真で詳しく説明する。和菓子の由来や、和菓子の基礎を学
べる。美しい和菓子を収録、オールカラー。
17/07 316
10338147  香茗流芳 ：明代茶书研究………………………蔡定益著 社会科学
5,184
* 茶書の版本・種類と作者などを叙述。茶・水・茶具・茶芸などの面を含む明代茶書の内容、
明代茶書と儒家・仏教・道家（道教）との関係、明代茶書と明代社会との関係を論述。
===============【 ◆少数民族 】===============
17/10 355
10338884  当代东北地区少数民族新闻传播史研究………于凤静著 社会科学
5,346
*1949-2010 年の東北地区少数民族新聞伝播事業の発展過程を整理し、東北地区少数民族
新聞伝播経過 60 年の発展過程で形成した特色である、越境伝播と県域農村伝播で構成
する外向き・内向きの「両級伝播」構造を総括。
17/10 264
10338828  茶马古道各民族商号及其互动关系………………李旭著 社科文献
5,886
* 近代以来、西蔵地区特に滇蔵間で活躍した各民族商号の生成興起、主要人物の事跡経歴、経
営路線・範囲・特色及び盛衰変化を発掘・探索。各民族商号間形成の商業経済、手工芸及び技術、
人口及び婚姻、習俗、宗教関係や、情感・観念・意識認同などの相互作用関係を整理・研究。
16/12 221
10332094  维西普米族…………………………和丽华，熊智深编著 德宏民族
3,888
* カラー写真を多数掲載し、維西県内の分布特色、農牧農耕文化、民居建築文化、宗教信仰、
風俗習慣（節日・婚嫁・喪葬・服飾・飲食・禁忌）
、舞踏・音楽、体育・文学、風景名勝など。
17/05 389
10337565  白族学研究 第３辑云南省民族学会白族研究委员会编 云南民族
4,536
」や、言
*2016 年 12 月開催の「第二届白族学学術研討会（民族区域自治的理論与実践）
語文字・歴史文化・文化伝承などに関する文章を収録。
－ 50 －
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17/09 195
10337863  徽州宗族研究译文集……………………………胡学文辑 复旦大学
* 家族地位与民間崇拝：程敏政和明代中期徽州宗族政治（李嶠訳、孟凡勝校）など 6 篇。
16/12 164
10338396  客家文化符号论＜龙岩学院奇迈丛书＞………徐维群著 厦门大学
* 文化記号学の基本理論方法を概述、客家文化記号の概念・特性・機能・文化の源を詳述。

定価(円)

1,890
3,628

客家文化記号の事象を整理し、閩西客家文化の代表的記号を解読。客家文化記号と客家
社会、客家文化産業、客家文化創意、客家文化遺産伝承保護の関係を論述。
17/10 618
10338397  第五届石壁客家论坛论文集…………………林大茂主编 海峡文艺
5,648
* 学会は 2017 年 10 月開催。本書は、客家民系文化自信建講之路径及当代意義探析（劉道超）
/ 石壁祭祖与族縁聯盟関係研究（張勇華）など 81 篇。＜宁化县客家研究中心·石壁书系＞
17/07 240
族
10338398  藏彝走廊中的回藏和谐民族关系研究马尚林，罗凉昭著 民
1,890
* 文献資料・調査資料及び考古の最新研究成果を利用し、蔵彝走廊回蔵民族関係発展の
脈絡を整理し、回蔵調和関係の特色・モデル・問題点や対策を研究。
10339430  台湾与东南亚客家认同的比较 ：延续断裂重组与创新
………………………………………………萧新煌主编 Ｔ 远 流
17/12 316
3,456
* 台湾与馬来西亜客家話的語言融合与混用現象（陳秀琪）/ 在地化与原郷回帰 ：高雄与吉
隆坡客家家庭之比較（林開忠）/ 台湾印尼客家婚姻移民的認同重構与文化流動（王俐容、
鄧采妍）等 10 篇。
17/03 350
10333077  云南彝学研究 第１２辑云南省民族学会彝学专业委编 云南民族
4,212
（黄宇東）
/ 民族節日、
伝統的発明与民族認同之関係研究
（李冰祥）
など 37 篇。
* 三星堆文化族属簡論
10333687  藏族历史传说仪轨和信仰研究 ：卡尔梅·桑丹坚赞论文选译
………………………卡尔梅·桑丹坚赞著／看召本译 中国藏学
16/12 194
1,814
* 蔵族的歴史、伝説、宗教儀軌和信仰 / 解析『五史書』中有関聶赤賛普的伝説 / 論有関
蔵族来歴的伝説など、12 篇を収録。
16/12 235
10334417  畏兀儿馆译语汉字音译方式研究………………孟达来著 内蒙人民
2,116
*『畏兀儿館訳語』は明代のウイグル語と漢語の対音・対訳語彙集。本書は『畏兀儿館訳語』
の漢字音訳方式、音訳漢字の対音と分布、語彙索引を叙述。
10334720  东巴文规范实用手册
……………丽江市古城区文化体育广电新闻出版局编 云南科技
17/04 103
1,965
* 人文類、動物類、植物類、飲食類、衣服首飾類、天文地理類、住宅建築類、工具武器類、
東巴文化類、常用納西語・吉祥語類に分け、関連の規範東巴文を収録。
10337668  云南省通海县兴蒙蒙古族乡喀卓语＜云南兴蒙乡蒙古族文化丛书＞
……云南省通海蒙古民族文化研究传承保护中心等著 云南人民
17/04 240 精 14,580
*2008 年内部印刷の『雲南通海興蒙蒙古族喀卓語』を基礎に、2013-2016 年に常用喀卓語
に対してラテン字表記・国際音標注音及び蒙古語翻訳を進め、喀卓語語彙を整理・補充。
10338413  中国突厥语诸民族民间达斯坦概论
……阿布都外力·克热木，阿地里·居玛吐尔地等著 民
17/07 268
族
3,024
* 中国維吾爾族・哈薩克族・柯爾克孜族・烏孜别克族・塔塔爾族・撒拉族・裕固族とい
う突厥語民族の民間達斯坦の基本状況を概述。中国突厥語諸民族の民間達斯坦の主題・
母題・叙事構造・言語特色などを論述。
17/03 641
族
10338442  古突厥语语法…［土耳其］马塞尔·厄达尔著 / 刘钊译 民
5,940
* ルーン文字碑銘石刻、古回鶻語写本（仏教文献を中心とし、その他の宗教・世俗文書
も含む）と喀喇汗突厥語文献（
『福楽智慧』と『突厥語大辞典』を代表とする）に依拠し、
古代突厥語を研究。原書名 ：A Grammar of Old Turkic（Marcel Erdal 2004）
。
17/09 209
族
10338443  东巴文考论稿……………………………………和继全著 民
1,512
* 東巴文蔵音字研究 / 納西東巴文蔵語音読文献初探など、文章 15 篇を収録。
17/07 192
10338808  西部民族非语言符号及图形艺术象征研究……万国英著 辽宁美术
4,406
* 中国西部地区出土の岩画・文物などの図形を例に、西部地区の図形芸術の淵源や分布を
叙述。西部各民族が形成した民俗文化芸術と宗教文化芸術や、民俗文化と宗教文化の相
互関係の中で形成・変化した図形記号を解釈し、芸術における図形の精神の表現を解読。
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17/10 307
10338900  比较文字学研究 第２辑西南大学汉语言文献研究所编 西南师大
4,406
* 東巴文研究回顧与展望（鄧章応）/ 納西族祭祖儀式調査研究（楊亦花）など 13 篇を収録。
精 4,600
17/07 364
10338913  西夏文字揭要＜西夏学文库第１辑论集卷＞…贾常业著 甘肃文化
* 浅談西夏文字形体結構的規範写法 / 西夏文訳本『六韜』解読など、2005 年から執筆し
た西夏文字に関する論文 20 篇を収録。附 ：西夏文部首検字表。

10339423  梵文入门与习题分析…………吴汝钧讲析／陈森田记录 Ｔ学生书局 17/12 436
* 欧米及び日本の現代流行の梵文文法の講習方式を参考にし、梵文の文法を 30 課で全

5,616

面的に説明。各課練習問題を掲載。練習問題の分析を附録。＜语文教学丛书＞
16/11 190
10333973  祭萨歌 萨玛恩典（侗汉文对照）………………卜谦主编 贵州民族
* 侗族地区各村落に流伝する薩瑪歌及び薩瑪を祭る際のテキストを収録。内容は侗族社

2,721

会の歴史変遷・祖先崇拝観念・人倫関係を反映。＜侗族民间口传文学系列＞

10333974  阿妈的火塘 ：贡山民间故事集＜贡山独龙族怒族成立６０周年献礼丛书＞
………………中共贡山独龙族怒族自治县委员会等編 德宏民族

16/07

153

2,268

「嘎木和嘎沙造人」
・
「穀種的伝説」
・
* 貢山独龍族・怒族・傈僳族各民族間の民間故事である、
「一個瓜里的人」など 59 篇を収録。
16/11 401
10333018  文昌帝君信仰藏族化研究（藏文）……………旦正加著 中国藏学
3,250
16/12 287
10335549  羊卓桑顶寺历史研究（藏文）………………次仁达瓦著 中国藏学
2,116
15/01 280
10320794  清代改土归流后汉文化在土家族地区的传播…谭清宣著 光明日报
3,628
* 移民・貿易と流官という漢文化を強力に推進する伝播方式の分析と論述から着手し、漢文
化の土家族地区における伝播のルートを把握。学校教育と科挙・宗法・風俗に言及し、伝
播状況を検討。
15/10 196
10330254  西藏反分裂斗争简史中共西藏自治区委员会宣传部编著 西藏人民
2,268
* 西蔵の歴史、西蔵人民の西方侵略勢力への抵抗、帝国主義計画の「西蔵独立」陰謀の
粉砕、民主改革による西蔵人民の新生などを叙述。
17/05 260
10337719  僚学研究 第１辑……………………周铃，王国祥主编 广播电视
3,628
* 僚学とは古代民族の一つである、南平の僚人の研究を指す新しい研究分野。僚人は古代
は百越、
現代は壮泰族群につながるとされる。本書は 2015 年 11 月開催の「首届南平僚（国
際）学術研討会」の論文を収録。伝統民族観視域中的巴蜀「北僚」和「南平僚」
（黎小龍）
など 30 余篇。
精 4,017
17/07 327
10338932  西夏与周边民族关系……………………………杜建录著 甘肃文化
*11 世紀初期の党項族を主体として成立した多民族政権西夏の立国・政権担当過程におけ
る、
周辺少数民族政権との関係及び宋王朝との関係を論述。上篇
「西夏与周辺民族関係史」
、
中篇「宋夏関係若干問題」
、下篇「西夏交聘表」で構成。＜西夏学文库第１辑著作卷＞
精 3,477
17/08 233
10338936  党项西夏史论＜西夏学文库第２辑论集卷＞…周伟洲著 甘肃文化
* 党項の族源と原分布地、党項拓跋氏の族属問題、初期党項の社会組織及び分俗などを
論ずる『唐代党項』
（1988 年出版、2006 年再版）を修訂（上編）
。党項西夏に関する論
文 8 篇を収録（下編）
。附 ：訳文 1 篇。索引。
17/09 315
10340086  彝汉文合璧水西安氏族谱笺证与解读………陈棣芳编著 中央民大
3,175
「雄書氏近代祖考妣
* 彝文・漢文資料を用いて、序言、彝文連盟譜系、羅甸安氏世系、
曁近代子孫」で構成する稿本『水西安氏族譜』を整理研究。＜中央民族大学优秀博士论
文文库＞
16/05
10326553  兰花花 ：陕北民俗剪纸………………………徐晋林编著 甘肃教育
5,346
17/08 377
10337810  中国藏缅语民族文化起源神话研究……………沈德康著 社会科学
6,415
* 蔵緬語民族のトーテム神話・死亡起源神話・洪水後人類再生神話・火起源神話・穀種
起源神話を重点的に分析。先民の宗教信仰・生命意識を把握し、物質技術方面における
彼らの探索と対応する観念を理解する。
17/11 112
学
10339105  楚雄彝族服饰图案艺术文化………………………杨淑著 科
4,860
* 楚雄彝族服飾の図案を抽出・分析・集約・総括。図案の題材・造型・色彩・工芸・文
化淵源・機能性などの面から、楚雄彝族服飾図案を研究。カラー写真を多数掲載。
－ 52 －
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===============【 ◆人文社会 / その他 】===============
（日中双语）
10337107  透过流行语看现代日本 第２集（２０１１－２０１５）
……………………………………………………王凌著 南京大学

16/10

3,628

449

*2011-2015 年に新たに出現した日本語流行語の背後にある経済現象を解析。アベノミクス、消
費税増税、車離れ、ブラック企業、NISA、物言う株主、2025 年問題、女性の活躍躍進など全 16 章。
17/04 307
10338984  你一定想知道的日本名词故事……［日］新井一二三著 上海译文
『中国時報』
『自由時報』
、中国『南方都市報』などにコラムを連載。
* 台湾『聯合報』

精 2,872

日本語の名詞にまつわる物語を紹介。＜日本名词故事系列＞
［日］新谷尚纪监修／苏文淑译 Ｔ 好 读 17/01 157
10338986  图解日本风俗（第２版）
* 季節の節目を祝う料理レシピ、お参り・冠婚葬祭の作法など見てすぐ実践できる。伝

3,024

統的な暮らし方とそのルーツを紹介。＜一本就懂６＞
16/03 255
10340373  图说日本艺伎………………………………石林，唐诗著 哈 尔 滨
* 芸妓の日常生活・境遇や歴史変遷の中での浮き沈みを紹介。日本独特の審美及び民族
特性から出発し、情色と文化において遊離した芸妓業の社会根源や文学作品中の芸妓を
分析。カラー。
17/03 263
10338097  后来的事……………………［日］夏目漱石著／吴树文译 上海译文
*「それから」の中国語版。長井代助は三十にもなって定職も持たず、父からの援助で
毎日をぶらぶらと暮している。実生活に根を持たない思索家の代助は、かつて愛しなが
らも義侠心から友人平岡に譲った平岡の妻三千代との再会により、妙な運命に巻き込ま
れていく……。＜夏目漱石作品系列＞
17/01 247
海
10338732  名侦探的守则（第２版）…［日］东野圭吾著／岳远坤译 南
* 本格推理の様々な“お約束”を破った、業界騒然・話題満載の痛快傑作ミステリー《名
探偵の掟》の中文版。＜新经典文库＞
16/02 225
海
10338733  红手指（第２版）…………［日］东野圭吾著／于壮译 南
*《赤い指》の中国語版。身内の起こした殺人事件に直面した家族、その愚かな嘘に加賀恭
一郎が立ち向かう。そこに見えるのは悲しくも愛おしい、家族の物語―。 ＜新经典文库＞
17/11 330
海
10338970  秘密………………………［日］东野圭吾著／连子心译 南
* 妻・直子と小学 5 年生の娘・藻奈美を乗せたバスが崖から転落。妻の葬儀の夜、意識
を取り戻した娘の体に宿っていたのは、死んだはずの妻だった。その日から杉田家の切
なく奇妙な“秘密”の生活が始まった。＜新经典文库＞
17/09 237
海
10338988  放学后（第３版）＜〃＞…［日］东野圭吾著／赵峻译 南
。校内の更衣室で生徒指導の教師が青酸中毒で死んでいた。先生を 2 人だけの旅行
*《放課後》
に誘う問題児、頭脳明晰の美少女・剣道部の主将、先生をナンパするアーチェリー部の主将―
犯人候補は続々登場する。そして、運動会の仮装行列で第 2 の殺人が…。江戸川乱歩賞受賞。
16/11 268
海
10338989  恶意（第３版）＜〃＞…［日］东野圭吾著／娄美莲译 南
* 人気作家が仕事場で絞殺された。第一発見者はその妻と昔からの友人。逮捕された犯
人が決して語らない動機にはたして「悪意」は存在するのか。加賀恭一郎シリーズ。
17/07 598
海
10338990  白夜行（第３版）＜〃＞［日］东野圭吾著／刘姿君译 南
*19 年前の大阪の質屋殺し。迷宮入りしたこの事件に関係した少年と少女が歩んだ道は…。
16/08 294
海
10338991  假面饭店（第２版）………［日］东野圭吾著／宋扬译 南
。都内で起きた不可解な連続殺人事件。容疑者もターゲットも不明。残
*「マスカレードホテル」
された暗号から判明したのは、次の犯行場所が一流ホテル・コルテシア東京ということのみ。若
き刑事・新田浩介は、ホテルマンに化けて潜入捜査に就くことを命じられる。＜新修珍藏版＞
16/05 292
海
10338992  假面前夜……………………［日］东野圭吾著／宋扬译 南
*「マスカレード」シリーズ第 2 弾「マスカレード・イブ」の中国語版。
17/10 202
10338875  昨夜的咖喱，明日的面包…［日］木皿泉著／毛叶枫译 江苏凤凰
「
明日のパン」
の中国語版。7年前、
25歳で死んでしまった一樹。遺された嫁・
* 昨夜のカレー、
テツコと今も一緒に暮らす一樹の父・ギフが、テツコの恋人・岩井さんや一樹の幼馴染
みなど、周囲の人物と関わりながらゆるゆるとその死を受け入れていく感動作。
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17/09 209
信
10338876  羊与钢的森林………………［日］宫下奈都著／罗越译 中
*「羊と鋼の森」の中国語版。ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに
素晴らしいことか。言葉で伝えきれないなら、音で表せるようになればいい。ピアノの
調律に魅せられた一人の青年。彼が調律師として、人として成長する姿を温かく静謐な
筆致で綴った、祝福に満ちた長編小説。本屋大賞 ｡
17/10 189
10338877  颓败与重生………………［日］羽田圭介著／王星星译 中国友谊
「早う死にたか」毎日のようにぼやく祖
*「スクラップ・アンド・ビルド」の中国語版。
父の願いをかなえてあげようと、ともに暮らす孫の健斗は、ある計画を思いつく。日々
の筋トレ、転職活動。肉体も生活も再構築中の青年の心は、衰えゆく生の隣で次第に変
化して…。閉塞感の中に可笑しみ漂う、新しい家族小説の誕生。芥川賞受賞作。
18/01 385
海
10338878  皇室料理番………………［日］杉森久英著／周若珍译 南
* 明治の半ば、一枚のカツレツに出会った福井県の少年。上京し、裸一貫で西洋料理の
世界に飛び込んでいく――。日露戦争以降の東京で、激動の時代と共に、力強く成長し
ていく篤蔵の物語。TV ドラマ化。＜新经典文库＞
10338953  烟花［日］岩井俊二原作／［日］大根仁著／绵小豆译 百花洲文艺 17/12 202
下から見るか？横から見るか？」の中国語版。繰り返す夏休みの 1 日、
*「打ち上げ花火、
何度でも君に恋をする ｡
17/08 408
岛
10338954  樱＜青鸟文库＞…………［日］西加奈子著／魏丽华译 青
*「さくら」は、ある家族の物語です。彼らは少し風変わりな五人と優しい一匹。色と
りどりの春と、屈託のない夏と、センチメンタルな秋と、静かな冬、彼らに巡ってくる、
そして誰にでも巡ってくる季節の、そしてその中で起こった小さな、でも、かけねの無
いある「奇跡」の物語です。文庫サイズ ｡
18/01 283
10338955  鱼河岸小店…………………［日］西加奈子著／吴曦译 湖南文艺
*「漁港の肉子ちゃん」の中国語版。
10338956  在这世界的角落
………［日］河野史代，
［日］莳田阳平著／毛叶枫译 新
17/11 236
星
*「この世界の片隅に」の中国語、ノベライズ版。
17/08 262
信
10338966  跑吧梅洛斯＜掌上小剧场＞［日］太宰治著／黄友玫译 中
* 走れメロスほか ､ 黄金風景 ､ 畜犬談 ､ パンドラの匣等 ､ 全 6 篇収録 ｡
17/08 346
南
10338967  暗夜行路…………………［日］志贺直哉著／李永炽译 海
* 祖父と母との過失の結果、この世に生を享けた謙作は、母の死後、突然目の前にあら
われた祖父に引きとられて成長する。苛酷な運命に直面し、時には自暴自棄に押し流さ
れそうになりながらも、強い意志力で幸福をとらえようとする謙作の姿を描く。
17/09 294
星
10338968  东京漂流＜新经典文库＞［日］藤原新也著／黄大旺译 新
。
* 雑誌連載時から話題の妥協のない文章と鮮烈なカラー写真に誘われる「新也の東京」
17/06 264
信
10338969  山女日记………………………［日］凑佳苗著／蒋露译 中
* こんなはずでなかった結婚。捨て去れない華やいだ過去。拭いきれない姉への劣等感。
夫から切り出された別離。いつの間にか心が離れた恋人。…真面目に、正直に、懸命に
生きてきた。なのに、なぜ ? 誰にも言えない思いを抱え、山を登る彼女たちは、やがて
自分なりの小さな光を見いだしていく。新しい景色が背中を押してくれる、感動の連作
長篇。
17/11 201
星
10338979  小仓百人一首…………［日］藤原定家编著／刘德润译 新
* わずか 31 文字に込められた、変わらず美しい日本の四季と人の心の動き。日本文学
専攻の劉徳潤教授の 5 言絶句（中国語訳）と浮世絵を挿絵に配す。
17/12 210
庆
10340142  听说桐岛要退部………………［日］朝井辽著／陈强译 重
部活やめるってよ」の中国語版。バレー部のキャプテン・桐島が突然退部した―、
*「桐島、
高校という社会構造をリアルに描く。小説すばる新人賞受賞作品。
17/02 223
10340148  假如岁月足够长……………［日］三浦紫苑著／周慧译 北京联合
*「政と源」の中国語版。＜全球顶级畅销小说文库２９７＞
－ 54 －
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10337486  辉夜姬＜日本小学馆名著绘本＞
……［日］舟崎克彦著／［日］金斗鉉绘／肖书文译 天

地

17/09

29

精 2,462

」はかなくも美しい絵で描く、竹取物語。
*「月の夜には、どうぞ夜空を見上げて下さい。
10337488  穿靴子的猫＜日本小学馆名著绘本＞
［日］奥本大三郎著／［日］马场升绘／张叶玉莹，叶琳译 天

地

17/09

29

精 2,462

* 三人兄弟のおとうさんがなくなったとき、いちばん下の弟にのこされたのは、ねこ一ぴ
き。
痛快な知恵をはたらかせる、
かしこいねこの物語。
「ながぐつをはいたネコ」
の中国語版。
精 2,311
17/06
10338533  有意见………………………［日］吉竹伸介著 / 李颖译 北京联合
こどもだけはやくねなくちゃいけないの、
*「ふまんがあります」の中国語版。どうして、

どうして、おとうとがわるいのに、わたしばっかりおこられるの？おとなにちゃんとも
んくをいって、ズルいのをやめてもらおう！
10336947  杜利特医生故事全集 ( 全插图本 ) 全１２册＜任溶溶经典译丛＞
………………………［美］休·洛夫廷著／任溶溶译 浙江少儿
15/03 2725
11,880
* ドリトル先生アフリカゆき / ドリトル先生航海記 / ドリトル先生の郵便局、ほか。
精 2,916
17/10
37
10339157  神马＜国画大师陈江洪童心绘本＞……………陈江洪著 北京科技
「この世でいちばんすばらしい馬」の中文版。絵師ハン・ガンの描く馬
* チェン・ジャンホン作、
は、あまりに生き生きしているため、絵から飛びだし、生きて動きだす、という噂があった―。
精 2,948
17/08
30
10340131  高铁出发了………………董光磊，曹慧思著／王莉莉绘 北京科技
* 中国新幹線の仕組みを絵本にしました。＜中国力量·科学绘本系列＞
10340132  地铁是怎样运营的
精 2,872
…广州地下铁团有限公司编／漫友文化 • 动漫硅谷绘 新 世 纪
16/11
52
* 絵本で知る、地下鉄ってどうやって動いているの？
精 2,872
14/12
59
10340133  地铁是怎样建成的………………漫友文化 • 动漫硅谷著 新 世 纪
* 絵本で知る、地下鉄ができるまで。
16/08 246
族
10334723  在華朝鮮文人筆下的中国形象研究（朝鮮文）崔鶴松著 民
2,343
* 在華朝鮮文人創作の作品を研究分析。在華朝鮮文人の代表人物姜敬愛と朱耀燮の中国
生活や、彼らが中国で創作した作品を研究し、作品中に現れる中国像を解析。
10340448  相続―現代文学賞受賞小説集 (2018) 第 63 回（韓国本）
……………………………………キムソンジュン他著 Ｋヒョンデ 17/12 354
3,240
* 受賞作、受賞作家自選作어리석은 물고기、受賞候補作권여선 모르는 영역、기준영
마켓、김연수 낯빛 검스룩한 조선 시인、김희선 골든 에이지、박민정 세실 ,
주희、조해진 흩어지는 구름、최 윤 울음소리等。
10340449  現代文学賞受賞詩集（２０１８) 第 63 回―間髪（韓国本）
……………………………………ファンインスク他著 Ｋヒョンデ 17/12 199
2,592
* 受賞作他 6 篇、受賞詩人自選作하얀 복도他 7 篇 、受賞候補作김상혁 새 교수 ､ 신영배
물안경과 달밤 ､ 안희연 불씨 ､ 유계영 봄꿈 ､ 이영주 유리 공장 ､ 정한아 어떤 봉인等。
精 2,808
[日]西加奈子著／クォンナムヒ訳 Ｋウンヘン 18/02 279
10340560  ｉ(アイ)（韓国本）
」入学式の翌日、
数学教師は言った。ひとりだけ、
え、
*「この世界にアイは存在しません。
と声を出した。ワイルド曽田アイ。その言葉は、アイに衝撃を与え、彼女の胸に居座り
続けることになる。ある「奇跡」が起こるまでは―。
「想うこと」で生まれる圧倒的な
強さと優しさ―直木賞作家・西加奈子の渾身の「叫び」に心揺さぶられる傑作長編。
10340770  どんぐりちゃん（韓国本）＜カバンの中の絵本＞
精 2,484
…………………………アン ドヒョン著／イ ヘリ絵 Ｋケスナム 06/11
* ドングリは自身より先に落ちた木の葉をふとんにして暖かく過ごすことになりました。
10340767  なつみはなんにでもなれる（韓国本）＜絵本の村１１＞
精 2,592
…………［日］ヨシタケシンスケ著／ユムンジョ訳 Ｋウィズダ 17/04
* なつみはね、すごくいいことおもいついたよ。なつみがなにかのマネをして、それを
おかあさんがあてるゲームだよ ! コレ、なーんだ !?
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10340768  そらの１００かいだてのいえ（韓国本）
…………………［日］いわいとしお著／キムスク訳 Ｋブックベ 17/12
17/06 1038

精 2,592
精 30,240

…………………[ 日 ] 東野圭吾著／ヤンユンオク訳 Ｋ現代文学 17/11

347

精 3,024

218

3,024

10340191  満韓辞典（韓国本）＜만한사전＞…………イフン編著 Ｋ高麗
10340333  素敵な日本人 ( 韓国本 )
10325611  ４コマですぐわかるみんなの防災ハンドブック（韓国本）

［日］草野かおる著／キムゲジャ，チェジョンギル等訳 Ｋイサン

16/09

*3.11 東日本大震災をきっかけに話題となった 4 コマ漫画防災ブログ、もしものときの
ために今すぐ読みたい自分と家族を守る 180 の方法。

10334541  大人になってこまらないマンガで身につくマナーと礼儀（韓国本）
…………………［日］池田圭吾著／キムソウォン訳 Ｋコミック 17/03

143

1,944

気になるクラスメイトの正くんから好かれる ”
マナー美人”を目指す。漫画｡
* 主人公の花子が、
10334542  どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法（韓国本）
……………………………［日］Eico 著／チェソヒ訳 Ｋ韓国経済 17/03

191

2,916

* ヨガインストラクターが書いた開脚、ストレッチ本。週替わりでひとつずつプラスし
て目標に向かいます。毎日 3 種類のストレッチを 5 分程度でこなします。

10334543  インドア・ボルダリング練習帖（韓国本）
……………………ROCK&SNOW編集部著／ノギョンア訳 Ｋボノス

16/08

143

2,980

* インドアボルダリングの超基本から上達するためのトレーニング方法まで。 ジムの利用
法、マナー、動き方、トレーニング、ボディケア、アイテムの選び方を網羅。オールカラー。

10334549  超図解やさしい介護のコツ（韓国本）
……………………［日］米山淑子著／チビウォン訳 Ｋブキ

17/05

239

3,888

* 食事、着替え、入浴など、介護のすべてをトータルで網羅した全ガイド。最新の介護
法をビジュアル図解で紹介するほか、介助の際の「声かけ例」を豊富に展開。介護をす
る人にとっても、される人にとってもやさしい 1 冊になっている。
（韓国本）
10334560  やり抜く力ＧＲＩＴ（グリット）
……アンジェラ・ダックワース著／キムミジョン訳 Ｋビズニス 16/10 416
*「やり抜く力」について、自分での身につけ方から、子どもなど他人の「やり抜く力」を
伸ばす方法まで徹底的に明らかにする。これまでのあらゆる常識がくつがえる衝撃の一冊。

3,456

❖❖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。

===============【 ◆古典文学／予約受付中 】===============
精 97,200  16/12
海
10338929  清代东北流人文献集成 第１辑全８册………蒋寅主编 辽
*『清代東北流人文献集成』は清代東北の流人の重要及び貴重詩文文献約 300 種を影印

収録。第 1 輯は重要詩文文献 55 種を収録。各種現存する最良の版本を選んで影印。巻
首に「解題」を附し、作者の生涯事跡、内容、版本流伝状況、学術価値を紹介。
精 945,000  17/12
10340367  明清孤本戏曲选本丛刊 第１辑全４６册……陈志勇编 国家图书馆
* 明代の嘉靖、万暦から清代の乾隆、嘉慶は折子戯演出が盛んな時期であり、大量
の弋陽腔と昆腔の戯曲選本が輯刊され、戯曲創作と舞台演出の繁栄状況を反映して
いる。本書は、
（明）佚名『徴歌集存』1 巻、
（明）徐渭『選古今南北劇』10 巻、
（明）
李□『詞珍雅調』
（
、清）江湖知音者『新刻精選南北時尚崑弋雅調四集』
（
、清）銭蒼『綴
白裘新集合編六集』24 巻など、明清時期の孤本戯曲選本 20 余種を影印出版。
－ 56 －
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===============【 ◆古代史・歴史地理／予約受付中 】===============
精 90,720  17/11
10338374  山右丛书二编 全１２册………山右历史文化研究院编 上海古籍
張鳳翼『句注山房集』27 巻、
『枢
* 隋唐以降の山右学者の文史哲人文学科の著述を対象として、

政録』
、王翰『敝帚集』
、
『梁園寓稿』
、楊博『大椿堂詩選』
、
『甘肅奏疏』1 巻、
『経略疏稿』2
巻、寇天叙『涂水先生集』6 巻など、著作 34 種（宋代 3 人 3 種、明代 17 人 31 種）を収録し、
整理点校。
10340366  日本藏山海经穆天子传珍本汇刊 全１１册＜日本藏汉籍地理文献珍本丛书＞
精 229,500  17/12
………………………………………李勇先，王强主编 四川大学
『穆天子伝』に関する珍本文献を整理。
（周）佚名撰、
（晋）
* 日本に所蔵する『山海経』
郭璞注、
（明）汪明際訂『穆天子伝』
（明刻本）
（
、晋）郭璞伝、
（明）蒋応鋯絵『山海経』
（明
治三十五年文光堂蔵本）
、
（晋）郭璞伝、
（明）呉中珩校訂、
（清）呉任臣注『山海経広注』
（清康熙六年刻本）などを含み、重要な文献価値と史料価値をそなえる。
精 696,600  17/12
10339528  上海图书馆藏珍稀家谱丛刊 第２辑……上海图书馆编 上海科献
* 上海図書館蔵の家譜 10000 万種以上の中から精選した名家宗譜を整理し影印出版。選出
した家譜はいずれも中国の歴史上代表的な名家宗譜であり、刊刻後にいまだ現代の出版
記録が無いものである。今回の影印出版は中国史各方面の学術研究や家族文化の伝承に
重要な意義を有する。
10340789  客家珍稀谱牒文献丛刊 全１００卷……陈支平等主编 广东人民
1,344,600  18/02
10340984  清太祖满文实录大全（满文，蒙古文，汉文）全１０册
精 129,600  16/12
……中国第一历史档案馆，中国人民大学国学院整理 辽宁民族
* 実録は中国伝統編年体史書の一種で、皇帝統治時期の大事（政治、経済、軍事、文化、
天文、地理、外交など）を専門的に記述。清代は以前の朝代が実録を編纂した制度を踏
襲し、皇帝 12 名のうち最後の溥儀を除く 11 名が実録を残し（合計 4400 余巻）
、満文、蒙
古文、漢文で書写された。今回、中国第一歴史档案館所蔵の『大清太祖武皇帝実録』
、
『大
清太祖武皇帝実録』康熙本、
『大清太祖武皇帝実録』乾隆本、
『満洲実録』の 4 部を影印出版。
ラテン字母転写、索引を作成。
===============【 ◆近現代史／予約受付中 】===============

10340055  民国乡村教育文献丛刊续编 全３４册……杜学元主编 国家图书馆
550,800  17/12
（中華書局、
1926 年）
、
張宗麟著『郷村教育経験談』
（世
* 陸費執、陳賡颺編『中等農学通論』
界書局、1932 年）
、徐階平編『国語教材及教法』
（黎明書局、1936 年）
、山東郷村建設研究
院編『郷農学校専号』
（山東郷村建設研究院、1932 年）
、程本海著『在暁荘』
（中華書局、
1930 年）
など、
前編に収録していない民国時期の郷村教育文献 96 種を収録。郷村教育理論、
郷村教育教材、郷村教育実施、郷村学校運営、郷村教育研究の 5 部で構成。＜民国文献
资料丛编＞
===============【 ◆文物考古・美術／予約受付中 】===============

10340583  大足石刻全集 全１１卷１９册
精 1,215,000  18/03
………………………黎方银主编／大足石刻研究院编 重
庆
*1999 年にユネスコの世界文化遺産に登録された大足区境内の石刻を整理。大足石刻芸

術の発展過程と現存状況を全面的に反映。第 1 巻から第 8 巻は文字巻（上冊）
、図版巻
（下冊）で構成。第 9 巻は専論（影響力の大きい学術論文や最新の学術研究文章を収録）
、
第 10 巻は図版（歴史上の関連する貴重な写真を収録）
、第 11 巻は附録及び索引。
10339878  中国佛教版画全集补编 全２６册翁连溪，李洪波主编 中国书店
1,053,000  18/03
===============【 ◆文化・芸能・民俗／予約受付中 】===============
10341011  乐律全书 全８册………………………［明］朱载堉撰 电子科大
210,600  17/10
《乐律全书》是一部乐舞律历类书，一共四十卷，明朝朱载堉撰写。
《乐律全书》由十五
*
种著作汇刊而成，即 ：
《律学新说》
、
《乐学新说》
、
《算学新说》
、
《历学新说》
、
《律吕精义》
、
《操缦古乐谱》
、
《旋宫合乐谱》
、
《乡饮诗乐谱》
、
《六代小舞谱》
、
《小舞乡乐谱》
、
《二佾缀兆
图》
、
《灵星小舞谱》
、
《圣寿万年历》
、
《万年历备考》
、
《律历融通》
。
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10340609  中検準４級問題集 ２０１８年版………中検研究会編 光生館
10340610  中検４級問題集 ２０１８年版…………中検研究会編 光生館
10340611  中検３級問題集 ２０１８年版…………中検研究会編 光生館
10340538  完全攻略！中検準４級

18/03
18/03
18/03

119
157
187

2,268
2,484
2,484

……………………永野善寛 ・ 奥村佳代子 ・ 馮誼光著 アルク

18/01
18/01

197
216

2,160
2,160

10340539  完全攻略！中検４級永野善寛 ・ 奥村佳代子 ・ 馮誼光著 アルク
10341041  書き込み式中国語簡体字練習帳Ⅱ

……………ＡＬＡ中国語教室、アスク出版編集部編 アスク出版 18/02 159
1,404
17/12 158
2,376
10340155  人民日報で学ぶ論説体中国語翻訳スキルⅠ三潴正道著 浙江出版
2,160
10339979  中国現代文学 第１８号………中国現代文学翻訳会編 ひつじ書房 17/12 191
精 2,700
17/12 297
10340154  沈黙の遺伝子………………………黄序著 ､ 望月暢子訳 浙江出版
* 分子生物学の中国人研究者による SF ミステリー小説！コロンビア大学の中国人留学生・
江夏は「夢再生計画」プロジェクトに参加する。そこでは人間の夢を特殊な装置に記録し、
記憶の抽出と映像化を試みていた。江夏は人体実験の最初の被験者となるが――。
18/01 545 精 14,040
10340429  馮夢龍と明末俗文学……………………………大木康著 汲古書院
10340571  三国志－その終わりと始まり＜サンエイ新書＞
………………………………………………上永哲矢著 三栄書房
18/01 191
950
18/01 458
1,447
10341042  三国志名言集…………………………………井波律子著 岩波書店
精 8,100
17/12 310
10340160  毛宗崗批評三国志演義の研究………………仙石知子著 汲古書院
10340156  史料で読み解く三国志の嘘と真実 第１巻－三国の謎１００
……………………方北辰 ･ 譚良嘯主編 ､ 人見香緒訳 大樟樹
17/08 305
3,240
10340157  史料で読み解く三国志の嘘と真実 第２巻－蜀漢の謎１００
……………………譚良嘯 ･ 方北辰主編 ､ 人見香緒訳 大樟樹
17/10 299
3,240
10340158  史料で読み解く三国志の嘘と真実 第３巻－三国志を読む愉しみ
…………………………………方北辰著 ､ 人見香緒訳 大樟樹
17/12 220
3,240
18/01 383 精 10,800
10340159  後漢の儒学と春秋……………………………齋木哲郎著 汲古書院
10340573  古典禅研究－中唐より五代に至る禅宗の発展についての新研究－
精 8,640
……………賈晋華原著、齋藤智寛監訳、村田みお訳 汲古書院
17/11 670
18/01 629 精 16,200
10339912  明代武臣の犯罪と処罰＜汲古叢書１４９＞奥山憲夫著 汲古書院
小浜正子 ､ 下倉渉 ､ 佐々木愛 ､ 高嶋航 ､ 江上幸子編 京都大学
18/02 486
3,780
10340791  朝鮮王朝の対中貿易政策と明清交替＜汲古叢書１５１＞
精 8,640
…………………………………………………辻大和著 汲古書院
18/02 211
10341066  中国２１ Ｖｏｌ．４７特集 中国古典美術の魅力－２１世紀からの視線
………………………………愛知大学現代中国学会編 東方書店
18/01 221
2,160
精 8,100
18/02 268
10341076  聖武天皇宸翰雑集周趙王集研究……………安藤信廣著 汲古書院
10340549  日中戦争下のモダンダンス－交錯するプロパガンダ－
精 6,480
………………………………………………星野幸代著 汲古書院
18/02 211
10340381  劉暁波伝
余傑著 ､ 劉燕子編 ､ 劉燕子 ･ 横澤泰夫 ･ 和泉ひとみ訳 集広舎
18/02 508
2,916
10340382  中国ジェンダー史研究入門
10340927  中国経済六法［２０１８年版］
………………………………日本国際貿易促進協会編 国貿促
18/01 2957
21,600
10340012  中国鉄路１０万キロを究める本＜中国鉄道時刻表２０１８冬臨時増刊＞
……………………中国鉄道時刻表研究会編集 ・ 発行 中国鉄道時 17/12
53
600
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西安魚化寨 全４冊

西安市文物保護考古研究院編著 科学出版社
A4/1750 頁 / 精装 ■ 77,760 円 ( 税込 )
ISBN978-7-03-044319-9/2017.02

●西安魚化寨遺跡は西安市西郊皂河西岸の二級台地上に
位置。 1937 年に発見され、 2002 年 10 月 -2005 年 5 月に調
査・発掘。 各種遺跡 531 箇所 （住居跡 107 基・灰坑 255 基・
竈跡 29 基 ・ 窯跡 1 基 ・ 壕溝 2 本 ・ 土坑墓 14 基 ・ 瓮棺墓
123 基） を発見した。
第 1 編 「概述」 は自然環境と歴史沿革、 発見と発掘の経過などを叙述。
第 2 編 「発掘資料」 は地層堆積、仰韶文化各層遺物、竜山文化遺物を紹介。
第 3 編 「初歩研究」 は分期研究、仰韶文化瓮棺墓の研究、出土人骨の研究、
出土動物遺物の分析などを掲載。 挿図 1327 枚、 挿表 365 点。
カラー図版 52 頁、 モノクロ図版 221 頁。

10338947

洛陽文物考古叢書

漢魏洛陽城遺址保護与展示図集
聶暁雨主編／洛陽市白馬寺漢魏故城文物保管所編
中州古籍出版社 B4/166 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5348-7271-6/2017.08
●漢魏洛陽故城大遺跡保護展示工程実施過程にお
ける考古発掘 ・ 遺跡現状 ・ 施工過程 ・ 方案設計 ・
施工図面などに関する写真 ・ 図面約 200 枚を収録。
漢魏洛陽故城大遺跡保護と展示作業の状況や、
文物保護管理部門の大型土遺跡保護と展示方面で
の数年来の探索と実践を全面的に紹介。

10337730

考古学民族学教学与研究 第１輯
劉再聡，胡小鵬主編 甘粛文化出版社 B5 小 /416 頁
■ 3,628 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5490-1400-2/2017.06
●蘭州新石器時代的文化遺存 （甘粛省文物管理委員会）
/ 敦煌祁家湾西涼建初十一年墓画像題材解析 （郭永利）
など、 西北師範大学の教師の論文 37 篇を収録。
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中国田野考古報告集

豫東考古報告
中国商丘地区早商文明探索野外勘察与発掘
中国社会科学院考古研究所，美国哈仏大学皮包徳博物館編著
科学出版社 A4/402 頁 ( 図版 136 頁 )/ 精装
■ 17,496 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-046783-6/2017.06
●商丘地区の地質考古調査作業を紹介。 虞城馬荘遺跡、
柘城山台寺遺跡、 商丘潘廟遺跡、 老南関古城の考古調査
と発掘作業を紹介し、 特に各遺跡各時期の文化遺物にお
いて発見した遺跡 ・ 墓葬や出土遺物を重点的に描写叙述。
挿図約 300 枚。 図版 136 頁。 附表 3 種。 附録 4 篇。

10338820

臨汾西趙

隋唐金元明清墓葬
山西省考古研究所，臨汾市文物旅遊局編著
科学出版社 A4/164 頁 ( 図版 104 頁 )/ 精装
■ 14,472 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-054399-8/2017.09
● 2013 年山西省臨汾市堯都区発掘の墓葬 40 基
（隋代墓葬 2 基、 唐代墓葬 10 基、 金代墓葬 1 基、 元代
墓葬 1 基、 明代墓葬 6 基、 清代墓葬 13 基、 時代不明墓
葬 7 基） の資料を収録。
出土品は陶器、 陶俑、 瓷器、 鎏金銅器、 銀器、 銅器、
鉄器、 ガラス器や磚墓誌、 石墓誌、 墨書磚などに及ぶ。
挿図 119 枚、 カラー図版 104 頁。

10338817

西北辺塞漢簡編年

胡永鵬編著 福建人民出版社 B5/626 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-211-07843-1/2017.10
●上下 2 部で構成。 上は紀年簡及び月朔干支 ・ 冊書復元など
に依拠して具体的年代を断定できる簡文を収録。下は歴史人物・
事件 ・ 地理沿革 ・ 職官沿革 ・ 人名 ・ 新莽政制及び出土地 ・ 伴
出紀年簡などに依拠して時代の範囲を確定したものを収録。
『中国簡牘集成』 『居延漢簡 （壱）』 『居延漢簡 （弐）』
『敦煌馬圏湾漢簡集釈』 『額済納漢簡釈文校本』
『肩水金関漢簡 （壱）』 『肩水金関漢簡 （弐）』 『肩水金関漢簡 （参）』
『肩水金関漢簡 （肆）』 『肩水金関漢簡 （伍）』 などを底本とする。
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洛陽龍門唐安菩夫婦墓

程永建，周立主編／洛陽市文物考古研究院編著
科学出版社 B5/184 頁 / 精装
■ 13,068 円 ( 税込 ) ISBN978-7-03-054561-9/2017.09
● 1981 年に洛陽市龍門東山で発見された、 唐景龍三年
（709） 定遠大将軍安菩及び夫人の合葬墓の発掘報告。
出土した三彩釉陶器 ・ 瓷器 ・ 貨幣 ・ 石刻などの随葬品
120 余点を紹介。 登記表。 附：安菩墓誌初探など。 カラー。

10332451

玉華流映

殷墟婦好墓出土玉器

杜金鵬著 中国書店 A4/219 頁 / 精装
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5149-1601-0/2017.01
●殷代晩期の殷王武丁の夫人婦好の墓から出土した玉器のう
ち、 代表的な典型器物 183 点を選出。 検査測定 ・ 分析を実
施し、 その歴史背景 ・ 文物価値 ・ 玉料特質 ・ 芸術風格 ・ 治
玉技術 ・ 社会機能などを検討。 カラー写真を多数掲載。

10339334

中国書法芸術典蔵·簡牘芸術

睡虎地秦簡 上冊
李世俊，羅丹青主編／何慧敏編著 書法出版社
B4/320 頁 / 精装 / 繁体字
■ 48,600 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5172-0346-9/2017.01
● 1975 年 12 月湖北省雲夢県睡虎地秦墓中から出土した
秦簡は戦国晩期及び秦始皇時期の墨書秦篆で書写され
篆書から隷書に変化する情況を反映している。
主な内容は法律制度、 行政文書、 医学著作及び吉凶時日に関する占書で中国書法、
秦帝国の政治、 法律、 経済、 文化、 医学等方面の発展研究の確かな資料として重要な
価値がある。 編年記 53 枚のうち清晰なもの 4 枚、 語書全 14 枚、 秦律十八種 209 枚の
うち清晰なもの 35 枚、 效律全 60 枚、 秦律雜抄全 42 枚、 法律答問 210 枚のうち清晰な
もの 157 枚。 原寸大及拡大図版を併載、 釈文を付す。 全カラー。 （繁体字縦組）
10339335

睡虎地秦簡 下冊

B4/200 頁 / 精装 / 繁体字

■ 33,048 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5172-0347-6/2017.01

●下冊は、 封診式 98 枚のうち清晰なもの 18 枚、 為吏之道全 51 枚、 《日書甲種》
166 枚のうち清晰なもの 51 枚、 《日書乙種》 257 枚のうち清晰なもの 87 枚。 原寸大
及び拡大図版を併載、 釈文を付す。 全カラー。 （繁体字縦組）
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10337869

書于竹帛 中国簡帛文化
山東博物館，中国文化遺産研究院編
上海書画出版社 A4/263 頁
■ 12,949 円 ( 税込 )
● 2017 年 9 月 26 日 に 開 催 さ れ た、
戦国、 秦、 漢から三国、 晋各時期の
簡牘帛書を展示する 「2017 中国簡帛
文化大展」 の展覧図録。 簡帛の制作、
書写と出土、 簡帛記載の法律政治、
社会生活、 教育、 文化、 軍事などや、
簡帛書法芸術の発展を網羅する。
ISBN978-7-5479-1621-6/2017.0

10339582

簡帛古書通假字大系
白于藍編著 福建人民出版社 B5/1603 頁 / 精装 / 繁体字
■ 23,328 円 ( 税込 ) ISBN978-7-211-07846-2/2017.12
● 2012 年出版の 『戦国秦漢簡帛古書通仮字彙纂』
を基礎に、
上博簡 （第 8 冊－第 9 冊）
清華楚簡 （第 1 冊 - 第 6 冊）
天水放馬灘秦簡、岳麓書院蔵秦簡 （第 1 冊 - 第 4 冊）
北京大学蔵漢簡 （第 1 冊 - 第 5 冊）
銀雀山漢簡 （第 2 冊） の材料を増補。
学界の最新の研究成果を吸収し、 前書の一部観点を
修訂。 条目索引。 筆画検字表。

10330547

中国電影芸術史研究叢書

中国当代電影芸術史
丁亜平著 文化芸術出版社 B5/845 頁
■ 7,603 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5039-5608-9/2017.11
●中国当代映画の歴史。 映画政治と選択の限度 （19491976）、 映画文化、 国家話語と社会現実 （1977-1999）、 映画
空間：映画芸術、 社会と市場 （2000 年以来） の 3 部で構成。
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亜東書店

亜東書店

新着・近刊図書案内

No.95/ 2018 年 3 月

10340214

従古到今的中国服飾文明
卞向陽，崔栄栄等編著 東華大学出版社
A4/627 頁 / 精装 ■ 23,328 円 ( 税込 )
ISBN978-7-5669-1282-4/2018.01

●歴史、 文化、 芸術、 科学技術などの点から、
原始社会、夏商周、春秋戦国、秦漢、魏晋南北朝、
隋唐、 宋遼夏金元、 明清、 近現代の中国の服
飾の精華を紹介。 カラー写真を多数掲載。

10338782

中国民族語言学報 第１輯
中国民族語言学報編委会編 商務印書館
B5/206 頁 ■ 3,402 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-15393-5/2017.10
●中国民族語言学会主弁の会刊。 把漢蔵語系歴史比較研究推
向一個新階段 （孫宏開） / 上古漢語的複雑輔音与複輔音声母 （潘
悟雲） / 幾個蔵緬語族語言的自称代詞 （金理新） など 9 篇を収録。

10338885

国家社科基金後期資助項目

中国少数民族古籍文献整理研究
朱崇先著 商務印書館 B5 小 /348 頁
■ 4,471 円 ( 税込 ) ISBN978-7-100-15452-9/2017.11
●中国各民族の古籍文献を紹介し、 少数民族古籍文
献の多くの文種・語種、 異なる地域などの特色を叙述。
文種 30 数個の古籍文献の状況を反映し、 中国各少
数民族古籍文献の基本様相を提示。 少数民族古籍
整理研究工作の理論と方法を整理 ・ 総括。

10338814

中国古代絲綢設計素材図系

装裱錦綾巻

顧春華著 浙江大学出版社 A4/145 頁 / 精装
■ 11,167 円 ( 税込 ) ISBN978-7-308-17431-2/2017.10
●手巻 （巻物） ・ 立軸 （掛軸） という古書画の形制の包首 ・ 天頭 ・ 地頭 ・ 隔水 ・ 副隔水など
の部位の装飾文様の情報を採集。 錦綾図案 142 枚を精選し、 原図と装飾文様の分析を附す。
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王陽明年譜長編

全４冊

束景南著 上海古籍出版社 A5/2190 頁 / 精装 / 繁体字
■ 14,580 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8643-1/2017.11
●古籍数万種を調べて、 王陽明の佚詩文と陽明関連の重要資料を捜
集。 全ての詩文を改めて繋年し、 佚詩佚文 500 余篇を定め、 門人弟
子 200 余名を考察。同朝内外の達官顕官・文朋詩友（前七子・茶陵派）・
学者名流 ・ 門人弟子 ・ 禅道道士の交遊唱和や、 論政講学 ・ 仕官著
述などを明らかにし、 王陽明の思想の発展変化過程を提示する。
10338880

朱子学文献大系·朱子学史専題研究

朱熹師友門人往還書札彙編

全６冊

顧宏義撰 上海古籍出版社 A5/3690 頁 / 繁体字
■ 22,356 円 ( 税込 ) ISBN978-7-5325-8387-4/2017.12
●朱熹と朝中公卿 ・ 師友故旧 ・ 郷親門人との往復書簡を人物姓名の拼音順に収録。 朱熹
からの書簡 （残篇 ・ 断句含む） 2580 余通、 朱熹への書簡 （残篇 ・ 断句含む） 370 余通。
書簡全文は朱熹 『晦庵文集』、 交遊者の文集及び後人の輯佚著述などから採り、 残篇 ・ 断
句は朱熹と時人のその他の著述などに収録する文章から収録。 人名索引。 （繁体字横組）
中国関係

･ 目録をご要望の方にはお送りいたします（無料）。
長期にわたりご注文のない場合は、送付を停止させて
いただくこともございますので予めご了承ください。

書籍専門

亜東書店

･ 目録の送付不要の方は、お手数ですが、業務センター
までお知らせください。

ＵＲＬ https://www.ato-shoten.co.jp
▼ ご注文・お問い合わせは業務センターまで！

TEL (03)3835-7091 / FAX (03)3835-7098
E-mail : s h o p @ a t o - s h o t e n . c o . j p
〒 110-0015： 東京都台東区東上野 2-18-7 共同ビル１F

▼名古屋店舗
名古屋市昭和区八事本町 100-32

八事ビル１F

〒 466-0825 ℡ (052)836-2880 Fax(052)836-2883
E-mail nagoya@ato-shoten.co.jp
●営業時間：AM10:00 ～ PM6:00 ●休日：土日曜 ･ 祝日

▲東京店舗

東京都千代田区神田錦町 1-4 日中友好会館内

〒 101-0054 ℡ (03)3291-9731 Fax(03)3291-9770
E - m a i l m i s e @ a t o - s h o t e n.c o .j p
●営業時間：AM10:30 ～ PM6:00 ●休日：日曜 ･ 祝日

中国貿易公司・中華街 1 号店（横浜中華街通り）
℡ (045)641-5915（定休日：第２火曜日）
※東京店舗：東京メトロ千代田線・新御茶の水駅、都営新宿線・小川町駅、B7 番出口より
－ 64 －

亜東書店

徒歩 3 分！

