チャイナ･フェスティバル「美麗中華」協賛企画展示

読んで知る中国

百科繚乱

展示期間：6/5-6/30

6月12日～16日にかけて学内で開催される、「チャイナ･フェスティバル―美麗中華―」に併せて、学情センターでは中国に関する図書を展示します。
「お茶・食事」「歴史」「芸術・芸能」「言葉」「文学」など、中国に関する様々な分野の図書を集めました。
日中国交正常化45周年でもあるこの年に、中国をより深く知る一冊を見つけてもらえると幸いです。
（図書は全て貸出できます）

思想
資料名等
日中比較思想序論 : 「名 (めい)」と「言 (こと)」 / 王小林著. -- 汲古書院, 2016.3. -- (汲古選書 ; 73).
東洋思想と日本 / 谷中信一著. -- 汲古書院, 2017.2. -- (汲古選書 ; 75).
名言で読み解く中国の思想家 / 湯浅邦弘編著. -- ミネルヴァ書房, 2012.8.
論語入門 / 井波律子著. -- 岩波書店, 2012.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1366).
『論語』と孔子の生涯 / 影山輝國著. -- 中央公論新社, 2016.3. -- (中公叢書).
完訳論語 / [孔子著] ; 井波律子訳. -- 岩波書店, 2016.6.
儒教とは何か / 加地伸行著. -- 増補版. -- 中央公論新社, 2015.11. -- (中公新書 ; 989).
孔子と魯迅 : 中国の偉大な「教育者」 / 片山智行著. -- 筑摩書房, 2015.6. -- (筑摩選書 ; 0114).
入門老荘思想 / 湯浅邦弘著. -- 筑摩書房, 2014.7. -- (ちくま新書 ; 1079).
古代中国の思想 / 戸川芳郎著. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 318).
入門朱子学と陽明学 / 小倉紀蔵著. -- 筑摩書房, 2012.12. -- (ちくま新書 ; 990).
中国近代の思想文化史 / 坂元ひろ子著. -- 岩波書店, 2016.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1607).
現代中国の宗教 : 信仰と社会をめぐる民族誌 / 川口幸大, 瀬川昌久編. -- 昭和堂, 2013.1. -- (東北アジ
ア研究専書).

配置場所
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系
4F新書版
3F開架新体系
4F新書版
3F文庫版
4F新書版
4F新書版

請求記号
121//O11//0414
121//Y55//7435
122.02//Y96//7256
123.83//I53//3024
123.83//KA18//0879
123.83//KO84//2331
124.1//KA22//7360
124.12//KA84//3876
124.2//Y96//2907
124//TO22//4677
125.4//O26//1021
125.6//SA32//1421

3F開架新体系

162.22//KA92//2369

日中比較神話学 / 王小林著. -- 汲古書院, 2014.1. -- (汲古選書 ; 66).

3F開架新体系

164//O11//7270

道教の歴史 / 横手裕著. -- 山川出版社, 2015.4. -- (宗教の世界史 ; 6).

3F開架新体系

166.2//Y78//2540

現代中国の道教 : 庶民に生きる信心文化 / 奈良行博著. -- 阿吽社, 2014.3.

3F開架新体系

166.5//N51//0372

資料名等
最後の遣唐使 / 佐伯有清[著]. -- 講談社, 2007.11. -- (講談社学術文庫 ; [1847]).

配置場所
3F文庫版

請求記号
210.3//SA14//8930

遣隋使がみた風景 : 東アジアからの新視点 / 氣賀澤保規編. -- 八木書店, 2012.2.

3F開架新体系

210.33//KE18//0690

帝都東京を中国革命で歩く / 譚璐美著. -- 白水社, 2016.8.
南京町と神戸華僑 / 呉宏明, 高橋晋一編著. -- 松籟社, 2015.9.
中国の歴史 : 東アジアの周縁から考える / 濱下武志, 平㔟隆郎編. -- 有斐閣, 2015.3. -- (有斐閣アルマ
; Interest . 世界に出会う各国=地域史).
中国再考 : その領域・民族・文化 / 葛兆光著 ; 永田小絵訳. -- 岩波書店, 2014.2. -- (岩波現代文庫 ; 学
術 ; 309).

3F開架新体系
3F開架新体系

213.61//TA83//4026
216.4//G54//6153

3F開架新体系

222//H26//5556

3F文庫版

222//KA87//8061

歴史

中国都市論への挑動 / 大阪市立大学大学院文学研究科東洋史学専修研究室編. -- 汲古書院, 2016.3. 3F開架新体系

222//O73//2354

イメージング・チャイナ : 印象中国の政治学 / 鈴木規夫編. -- 国際書院, 2014.3.

3F開架新体系

222//SU96//0459

中国古代史入門 : 中華思想の根源がわかる! / 渡邉義浩編著. -- 洋泉社, 2016.11. -- (歴史新書).
「三国志」の政治と思想 : 史実の英雄たち / 渡邉義浩著. -- 講談社, 2012.6. -- (講談社選書メチエ ;
529).
三国志「その後」の真実 : 知られざる孔明没後の後伝 / 渡邉義浩, 仙石知子著. -- SBクリエイティブ,
2016.9. -- (SB新書 ; 359).
現代中国の起源を探る : 史料ハンドブック / 中村元哉, 大澤肇, 久保亨編. -- 東方書店, 2016.10.
中国女性史入門 : 女たちの今と昔 / 関西中国女性史研究会編. -- 増補改訂版. -- 人文書院, 2014.2.
性からよむ中国史 : 男女隔離・纏足・同性愛 / スーザン・マン著 ; 秋山洋子, 板橋暁子, 大橋史恵訳. -平凡社, 2015.6.

4F新書版

222.03//W46//5117

3F開架新体系

222.043//W46//3878

4F新書版

222.043//W46//4079

3F開架新体系
4F開架新体系

222.077//N37//5632
367.222//KA59//8950

4F開架新体系

384.7//MA45//4299

配置場所
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系
7F新体系

請求記号
302.1//C46//7819
302.1//C46//7820
302.1//C46//7821
302.1//C46//7822
302.1//C46//7823
302.1//C46//7824
302.1//C46//7825
302.1//C46//7826
302.1//C46//7827
302.1//C46//7828
302.1//C46//7829

知日
資料名等
知日!知日!这次彻底了解日本 / 苏静主编 ; 1 -- 中信出版社, 2014.4-.
知日!知日!这次彻底了解日本 / 苏静主编 ; 2 -- 中信出版社, 2014.4-.
知日!知日!这次彻底了解日本 / 苏静主编 ; 3 -- 中信出版社, 2014.4-.
知日!知日!这次彻底了解日本 / 苏静主编 ; 4 -- 中信出版社, 2014.4-.
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 01. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 02. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 05. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 06. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 08. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 09. -- 吉林出版集团
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 10. -- 吉林出版集团

(出版).
(出版).
(出版).
(出版).
(出版).
(出版).
(出版).

資料名等
配置場所
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 11. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 12. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 13. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 14. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 15. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 16. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 17. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 18. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 19. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 20. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 21. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 22. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 24. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 15. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 26. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 27. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : ZHI JP. it is Japan / 苏静主编 ; 毛丹青资深主笔 ; 28. -- 吉林出版集团 (出版).
7F新体系
知日 : なぜ中国人は、日本が好きなのか! : it is JAPAN / 毛丹青, 蘇静, 馬仕睿, 原口純子著. -- 潮出版
4F開架新体系
社, 2015.1.

請求記号
302.1//C46//7830
302.1//C46//7831
302.1//C46//3228
302.1//C46//7832
302.1//C46//7833
302.1//C46//7834
302.1//C46//7835
302.1//C46//7836
302.1//C46//7837
302.1//C46//7838
302.1//C46//7839
302.1//C46//7840
302.1//C46//7841
302.1//C46//7842
302.1//C46//7843
302.1//C46//7844
302.1//C46//7845
302.1//MO11//9083

料理、お茶
資料名等
中国 / 周達生著. -- 農山漁村文化協会, 2004.1. -- (世界の食文化 / 石毛直道監修 ; 2).

配置場所
4F開架新体系

請求記号
383.8//SE22//2390

中華料理の文化史 / 張競著. -- 筑摩書房, 1997.9. -- (ちくま新書 ; 124).

4F新書版

383.822//C52//0747

中華料理の文化史 / 張競著. -- 筑摩書房, 2013.6. -- (ちくま文庫 ; [ち-14-1]).

3F文庫版

383.822//C52//9973

辣 (ラー) の道 : トウガラシ2500キロの旅 / 加藤千洋著. -- 平凡社, 2014.1.

4F開架新体系

383.822//KA86//6631

中国料理の迷宮 / 勝見洋一著. -- 講談社, 2000.5. -- (講談社現代新書 ; 1502).
敦煌の飲食文化 / 高啓安著 ; 山本孝子訳. -- 東方書店, 2013.7. -- (敦煌歴史文化絵巻).

4F新書版
4F開架新体系

383.822//KA88//0060
383.822//KO11//0642

中国の食文化 / 周達生著. -- 創元社, 1989.8.

4F開架新体系

383.822//SH99//5666

中華料理四千年 / 譚璐美著. -- 文藝春秋, 2004.8. -- (文春新書 ; 396).

4F新書版

383.822//TA83//0179

中国の食文化研究 / 横田文良著 ; 北京編, 山東編, 天津編. -- 辻学園調理製菓専門学校.
中国の食文化研究 / 横田文良著 ; 北京編, 山東編, 天津編. -- 辻学園調理製菓専門学校.
食卓から覗く中華世界とイスラーム : 福建のフィールドノートから / 砂井紫里著. -- めこん, 2013.3.
茶の世界史 : 中国の霊薬から世界の飲み物へ / ビアトリス・ホーネガー [著] ; 平田紀之訳. -- 白水社,
2010.2.
中国茶・五感の世界 : その歴史と文化 / 孔令敬著. -- 日本放送出版協会, 2002.12. -- (NHKブックス ;
957).
中国喫茶文化史 / 布目潮渢著. -- 岩波書店, 2001.3. -- (岩波現代文庫 ; 学術 46).
現代中国茶文化考 / 王静著. -- 思文閣出版, 2017.2.
お茶の歴史 / ヘレン・サベリ著 ; 竹田円訳. -- 原書房, 2014.1. -- (「食」の図書館).
本場に学ぶ中国茶 : 茶葉や茶器の選び方・おいしい淹れ方・味わい方…すべてがわかる一冊 / 陳文華
顧問 ; 岩谷貴久子訳. -- 科学出版社東京, 2012.12.
中国茶図鑑 / 工藤佳治, 兪向紅著 ; 丸山洋平写真. -- 文芸春秋, 2000.10. -- (文春新書 ; 136).
茶経 : 全訳注 / 布目潮渢 [著]. -- 講談社, 2012.10. -- (講談社学術文庫 ; [2135]).

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

383.822//Y78//5774
383.822//Y78//5776
383.827//SA17//6266

4F開架新体系

383.889//H81//7629

4F開架新体系

383.889//KO11//1904

3F文庫版
4F開架新体系
4F開架新体系

383.889//N99//2335
383.889//O11//7375
383.889//SA11//6627

3F開架新体系

596.7//C46//2712

4F新書版
3F文庫版

596.7//KU17//2708
791//N99//8552

資料名等
シノワズリーか、ジャポニスムか : 西洋世界に与えた衝撃 / 東田雅博著. -- 中央公論新社, 2015.8. -(中公叢書).
近代中国美術の胎動 / 瀧本弘之, 戦暁梅編. -- 勉誠出版, 2013.11. -- (アジア遊学 ; 168).
ふたつの故宮博物院 / 野嶋剛著. -- 新潮社, 2011.6. -- (新潮選書).
唐画もん--武禅に閬苑、若冲も = Karaemon, lovers of Chinese-style painting : Buzen, Rōen, Jakuchū,
and others / 岩佐伸一, 伊藤紫織, 松岡まり江企画・編集. -- 大阪歴史博物館.
中国絵画入門 / 宇佐美文理著. -- 岩波書店, 2014.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1490).

配置場所

請求記号

3F開架新体系

702.06//TO17//5504

3F開架新体系
3F開架新体系

702.22//TA73//5641
706.9//N93//3935

7F新体系L

L721.025//I96//9332

4F新書版

ゴッホ・オンデマンド : 中国のアートとビジネス / W.W.Y.ウォング著 ; 松田和也訳. -- 青土社, 2015.8.

3F開架新体系

説き語り中国書史 / 石川九楊著. -- 新潮社, 2012.5. -- (新潮選書).
中国書人伝 / 中田勇次郎編 ; 貝塚茂樹 [ほか] 著. -- 初版. -- 中央公論新社, 2015.7. -- (中公文庫 ;
[な-66-1]).
書聖王羲之 : その謎を解く / 魚住和晃著. -- 岩波書店, 2013.1.
中国と茶碗と日本と / 彭丹著. -- 小学館, 2012.9.
中国音楽史図鑑 / 劉東昇, 袁荃猷編著 ; 明木茂夫監修・翻訳. -- 科学出版社東京.

3F開架新体系

722.2//U92//2276
723.22//W85//5894//
西田蔵書
728.22//I76//3072

3F文庫版

728.22//N43//6730

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架大型本

728.224//U79//2252
751.2//H81//5060
L762.22//R98//3409

芸術、芸能

資料名等
ナショナル・シネマの彼方にて : 中国系移民の映画とナショナル・アイデンティティ / 韓燕麗著. -- 晃洋書
房, 2014.4.
日中映画交流史 / 劉文兵著. -- 東京大学出版会, 2016.6.
中国映画 : 百年を描く、百年を読む / 藤井省三著. -- 岩波書店, 2002.7.
中華電影データブック : 完全保存版 / 石子順 [ほか] 執筆. -- キネマ旬報社, 2010.2.
現代中国独立電影 : 最新非政府系中国映画ドキュメンタリー&フィクションの世界 / 中山大樹著. -- 講談
社, 2013.11.
中国映画の熱狂的黄金期 : 改革開放時代における大衆文化のうねり / 劉文兵著. -- 岩波書店, 2012.11.
映画と歩む、新世紀の中国 / 多田麻美著. -- 晶文社, 2016.10.
Who was Bruce Lee? / by Jim Gigliotti ; illustrated by John Hinderliter. -- Grosset & Dunlap, c2014. -(Who was--?).

配置場所

請求記号

3F開架新体系

778.09//KA43//2607

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

778.21//R98//2590
778.222//F57//0157
778.222//I76//2426

3F開架新体系

778.222//N45//2428

3F開架新体系
3F開架新体系

778.222//R98//0687
778.222//TA16//4955

5F多読（初級）1

837.7//W69//9495

資料名等
中国語日本紹介事典Japapedia (ジャパペディア) / IBCパブリッシング編. -- IBCパブリッシング, 2015.6.
相席で黙っていられるか : 日中言語行動比較論 / 井上優著. -- 岩波書店, 2013.7. -- (そうだったんだ!日
本語 / 井上優 [ほか] 編).
コレモ日本語アルカ? : 異人のことばが生まれるとき / 金水敏著. -- 岩波書店, 2014.9. -- (そうだったん
だ!日本語 / 井上優 [ほか] 編).
中国語学習Q&A200 / 上野惠司 [ほか] 著 ; 中国語ジャーナル編集部編. -- アルク, 2013.1.
中国語を学ぶ10の扉 : 言葉と思考からときほぐす中国 / 王玉璽編著. -- 早稲田大学出版部, 2014.5.
わたしの中国語 : 32のフレーズでこんなに伝わる / 及川淳子著. -- 白水社, 2012.4.
中国人は言葉で遊ぶ / 相原茂著. -- 現代書館, 2016.7.
中国語を歩く : 辞書と街角の考現学 / 荒川清秀著 ; [パート1], パート2. -- 東方書店, 2009-. -- (東方選
書 ; 37, 45).
中国語を歩く : 辞書と街角の考現学 / 荒川清秀著 ; [パート1], パート2. -- 東方書店, 2009-. -- (東方選
書 ; 37, 45).
こんなに面白い似て非なる日中の漢字 / 中島英機著. -- 文芸社, 2013.8.
漢字の成り立ち : 『説文解字』から最先端の研究まで / 落合淳思著. -- 筑摩書房, 2014.4. -- (筑摩選書 ;
0089).
漢字の歴史 : 古くて新しい文字の話 / 笹原宏之著. -- 筑摩書房, 2014.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 219).
漢字はすごい! / 山口謠司著. -- 講談社, 2013.11. -- (講談社現代新書 ; 2237).
オールカラー中国語生活図解辞典 : 中国大陸、台湾で役立つ / 小学館外国語辞典編集部, LiveABC編
集部共同編集. -- 小学館, 2011.3.

配置場所
3F開架新体系

請求記号
291//I11//3805

3F開架新体系

810//I57//1780

3F開架新体系

810.4//KI46//5898

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

820//C62//2420
820//O11//1963
820//O32//2487
820.4//A24//3755

3F開架新体系

820.4//A63//3017

3F開架新体系

820.4//A63//4245

3F開架新体系

821.2//N42//2451

3F開架新体系

821.2//O15//9621

4F新書版
4F新書版

821.2//SA72//4681
821.2//Y24//3772

3F開架新体系

824//SH95//2427

よくわかる中国語文法 : 基礎から発展まで / 丸尾誠著. -- アスク出版, 2010.10.

3F開架新体系

825//MA57//7857

3F開架新体系

827.5//TA68//3402

3F開架新体系

827.5//TA68//7091

3F開架新体系

827.7//R45//5615

3F開架新体系

827.8//F93//6130

3F開架新体系

827.8//I38//7127//西
田蔵書

資料名等
共和の夢膨張の野望 : 1894-1924 / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.3. -- (日中の120年文芸・
評論作品選 / 張競, 村田雄二郎編 ; 1).
敵か友か : 1925-1936 / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.4. -- (日中の120年文芸・評論作品選
/ 張競, 村田雄二郎編 ; 2)
侮中と抗日 : 1937-1944 / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.5. -- (日中の120年文芸・評論作品
選 / 張競, 村田雄二郎編 ; 3).
断交と連帯 : 1945-1971 / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.6. -- (日中の120年文芸・評論作品
選 / 張競, 村田雄二郎編 ; 4).
蜜月と軋み : 1972- / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.7. -- (日中の120年文芸・評論作品選 /
張競, 村田雄二郎編 ; 5).
上海一〇〇年 : 日中文化交流の場所 (トポス) / 鈴木貞美, 李征編. -- 勉誠出版, 2013.1.
詩文往還 : 戦後作家の中国体験 / 張競著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.10.
芥川龍之介中国題材作品と病 / 孔月著. -- 学術出版会. -- (学術叢書).
灯火 (ともしび) : 新しい中国文学 / 人民文学雑誌社編 ; 2015. -- 外文出版社.
皇帝のいる文学史 : 中国文学概説 / 浅見洋二, 高橋文治, 谷口高志著. -- 大阪大学出版会, 2015.4.
桃源郷 : 中国の楽園思想 / 川合康三著. -- 講談社, 2013.9. -- (講談社選書メチエ ; 558).
三国志英雄たちと文学 / 渡邉義浩著. -- 人文書院, 2015.7.

配置場所

請求記号

4F開架新体系

319.1022//N71//2995

4F開架新体系

319.1022//N71//0943

4F開架新体系

319.1022//N71//1710

4F開架新体系

319.1022//N71//2692

4F開架新体系

319.1022//N71//3349

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

歴史の周縁から : 先鋒派作家格非、蘇童、余華の小説論 / 森岡優紀著. -- 東方書店, 2016.11.

3F開架新体系

魯迅と日本文学 : 漱石・鷗外から清張・春樹まで / 藤井省三著. -- 東京大学出版会, 2015.8.
魯迅出門 / 丸川哲史著. -- インスクリプト, 2014.1.

3F開架新体系
3F開架新体系

910.26//SU96//3772
910.264//C52//6542
910.268//KO11//1630
920//J52//9148
920.2//A86//2386
920.2//KA93//1317
920.24//W46//4622
920.27//MO62//6154//
西田蔵書
920.278//F57//5176
920.278//MA54//7456

言葉

脱・翻訳調を目指す訳文のコツ. -- 日本僑報社, 2016.4. -- (日中中日翻訳必携 / 武吉次朗著 ; 実戦編
2).
日中中日翻訳必携 / 武吉次朗著 ; [正編], 実戦編. -- 日本僑報社, 2007.6-2014.2.
日本人が知りたい中国人の当たり前 : 中国語リーディング / 林松濤, 王怡韡, 舩山明音著. -- 三修社,
2016.9.
仕事に使える中国語 : 仕事の現場で使える会話表現が身につく : 中国語の基本表現からビジネスで使え
る会話表現、単語を身につける / 古川慧能公著. -- 改訂版. -- 明日香出版社, 2014.9. -- (CD
BOOK)(Asuka business & language books).
会話が弾む中国語フレーズ900 : 厳選!たった2語からの / 郁青著. -- IBCパブリッシング, 2017.3.

文学

資料名等
配置場所
気ままに漢詩キブン / 足立幸代編著. -- 筑摩書房, 2014.2. -- (ちくまプリマー新書 ; 210).
4F新書版
中国の恋のうた : 「詩経」から李商隠まで / 川合康三著. -- 岩波書店, 2011.5. -- (岩波セミナーブックス ;
3F開架新体系
S12).
新編中国名詩選 / 川合康三編訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-033-1,2,3).
3F文庫版

請求記号
921//A16//7238

新編中国名詩選 / 川合康三編訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-033-1,2,3).

3F文庫版

921//KA93//8351

新編中国名詩選 / 川合康三編訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-033-1,2,3).
詩のトポス : 人と場所をむすぶ漢詩の力 / 齋藤希史著. -- 平凡社, 2016.5.

3F文庫版
3F開架新体系

921//KA93//9316
921//SA25//2524

精選漢詩集 : 生きる喜びの歌 / 下定雅弘著. -- 筑摩書房, 2014.5. -- (ちくま新書 ; 1073).

4F新書版

921//SH54//0315

天空の詩人李白 / 陳舜臣著. -- 講談社, 2017.1.

3F開架新体系

漢詩のレッスン / 川合康三著. -- 岩波書店, 2014.11. -- (岩波ジュニア新書 ; 789).
杜甫 / 川合康三著. -- 岩波書店, 2012.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1392).
李白 : 漂泊の詩人その夢と現実 / 金文京著. -- 岩波書店, 2012.10. -- (書物誕生 : あたらしい古典入
門).

4F新書版
4F新書版

921.43//C46//7138//
西田蔵書
921.43//KA93//6573
921.43//KA93//8912

3F開架新体系

921.43//KI41//2612

漢詩の扉 / 齋藤希史著. -- KADOKAWA, 2013.12. -- (角川選書 ; 534).

3F開架新体系

921.43//SA25//7999

4F新書版

921.43//SO11//3766

4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
4F新書版

921.5//SA85//7814
922.5//G72//1522
923.5//G72//7574
923.5//I53//9136
923.5//KU82//6605

4F新書版

923.5//N39//2543

封神演義の世界 : 中国の戦う神々 / 二階堂善弘著. -- 大修館書店, 1998.11. -- (あじあブックス ; 006).

3F開架新体系

923.5//N73//5092

和訳聊斎志異 / 蒲松齢著 ; 柴田天馬訳. -- 筑摩書房, 2012.5. -- (ちくま学芸文庫 ; [ホ17-1]).
『聊斎志異』を読む : 妖怪と人の幻想劇 / 稲田孝 [著]. -- 講談社, 2001.7. -- (講談社学術文庫 ; 1492).
牛 ; 築路 / 莫言 [著] ; 菱沼彬晁訳. -- 岩波書店, 2011.2. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ; 183).
蛙鳴 / 莫言著 ; 吉田富夫訳. -- 中央公論新社, 2011.5.
赤い高粱 / 莫言 [著] ; 井口晃訳. -- [正], 続. -- 岩波書店, 2003.12-2013.3. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ;
79, 217).
赤い高粱 / 莫言 [著] ; 井口晃訳. -- [正], 続. -- 岩波書店, 2003.12-2013.3. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ;
79, 217).
愉楽 / 閻連科著 ; 谷川毅訳. -- 河出書房新社, 2014.9.
現代中国短編集 / 藤井省三編. -- 平凡社, 1998.3. -- (平凡社ライブラリー ; 239).
血を売る男 / 余華著 ; 飯塚容訳. -- 河出書房新社, 2013.12.
死者たちの七日間 / 余華著 ; 飯塚容訳. -- 河出書房新社, 2014.6.
兄弟 / 余華著 ; 泉京鹿訳 ; 上, 下. -- 文藝春秋, 2010.12. -- (文春文庫 ; [ユ-3-1], [ユ-3-2]).
兄弟 / 余華著 ; 泉京鹿訳 ; 上, 下. -- 文藝春秋, 2010.12. -- (文春文庫 ; [ユ-3-1], [ユ-3-2]).
中国と日本 : 批判の刃を己に / 張承志著. -- 亜紀書房, 2015.10.
ほんとうの中国の話をしよう / 余華著 ; 飯塚容訳. -- 河出書房新社, 2012.10.
別れの儀式 楊絳 (ヤンジアン) と銭鍾書 (チエンジョンシュ) : ある中国知識人一家の物語 / 楊絳著 ; 桜
庭ゆみ子訳. -- 勉誠出版, 2011.7.

3F文庫版
3F文庫版
3F文庫版
3F開架新体系

923.6//H81//2515
923.6//I51//4794
923.7//B15//0238
923.7//B15//2718

3F文庫版

923.7//B15//4130

3F文庫版

923.7//B15//7411

3F開架新体系
3F文庫版
3F開架新体系
3F開架新体系
3F文庫版
3F文庫版
3F開架新体系
3F開架新体系

923.7//E56//2716
923.7//F57//8095
923.7//Y72//2715
923.7//Y72//2719
923.7//Y72//3046
923.7//Y72//3047
924.7//C52//6173
924.7//Y72//2717

3F開架新体系

924.7//Y72//4710

配置場所

請求記号

3F開架新体系

222//TA59//0434

3F開架新体系

282.2//C62//8503

4F開架新体系

302.22//C62//5785

4F開架新体系

302.22//F64//6585

4F開架新体系

302.22//F93//0241

4F新書版

302.22//F93//0742

4F開架新体系

302.22//H53//0607

4F開架新体系

302.22//O78//4980

4F開架新体系

4F開架新体系

302.22//SO45//8539
319.1022//C52//8454/
/西田蔵書
319.1022//N71//8334

4F開架新体系

319.2201//SH99//1340

声に出してよむ漢詩の名作50 : 中国語と日本語で愉しむ / 荘魯迅著. -- 平凡社, 2013.11. -- (平凡社新
書 ; 705).
はじめての宋詩 / 佐藤保著. -- 明治書院, 2012.5.
中国古典名劇選 / 後藤裕也, 西川芳樹, 林雅清編訳. -- 東方書店, 2016.3.
武将で読む三国志演義読本 / 後藤裕也 [ほか] 著. -- 勉誠出版, 2014.9.
水滸縦横談 / 井波律子著. -- 潮出版社, 2013.6.
金瓶梅 : 天下第一の奇書 / 日下翠著. -- 中央公論社, 1996.7. -- (中公新書 ; 1312).
なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか? / 中野美代子著. -- 岩波書店, 2013.9. -- (岩波ジュニア新
書 ; 753).

921//KA93//2354
921//KA93//2138

文化、その他
資料名等
中国文化55のキーワード / 武田雅哉, 加部勇一郎, 田村容子編著. -- ミネルヴァ書房, 2016.4. -- (世界
文化シリーズ ; 6).
中華文化スター列伝 / 中国モダニズム研究会著. -- 関西学院大学出版会, 2016.10. -- (ドラゴン解剖学 ;
竜の子孫の巻).
中国現代文化14講 / 中国モダニズム研究会著. -- 関西学院大学出版会, 2014.10. -- (ドラゴン解剖学 ;
登竜門の巻).
現代中国を知るための44章 / 藤野彰, 曽根康雄編著. -- 第5版. -- 明石書店, 2016.12. -- (エリア・スタ
ディーズ ; 8).
「網民 (ワンミン) 」の反乱 : ネットは中国を変えるか? / 古畑康雄著. -- 勉誠出版, 2012.9.
中国メディア戦争 : ネット・中産階級・巨大企業 / ふるまいよしこ著. -- NHK出版, 2016.5. -- (NHK出版新
書 ; 488).
北京の胡同 (フートン) / ピーター・ヘスラー著 ; 栗原泉訳. -- 白水社, 2014.3.
ネオ・チャイナ : 富、真実、心のよりどころを求める13億人の野望 / エヴァン・オズノス著 ; 笠井亮平訳. -白水社, 2015.8.
はじめて出会う中国 / 園田茂人編. -- 有斐閣, 2013.5. -- (有斐閣アルマ ; Interest).
革命とパンダ : 日本人はなぜ中国のステレオタイプをつくりだすのか / 張予思著. -- イースト・プレス,
2015.11.
日中の壁 / 日中ジャーナリスト交流会議編. -- 築地書館, 2012.8.
私は中国の指導者の通訳だった : 中日外交最後の証言 / 周斌著 ; 加藤千洋, 鹿雪瑩訳. -- 岩波書店,
2015.2.

4F開架新体系

資料名等
現代中国法入門 / 高見澤磨, 鈴木賢, 宇田川幸則著. -- 第7版. -- 有斐閣, 2016.3. -- (外国法入門双
書).
はじめての中国法 / 田中信行著. -- 有斐閣, 2013.3.
日本と中国経済 : 相互交流と衝突の一〇〇年 / 梶谷懐著. -- 筑摩書房, 2016.12. -- (ちくま新書 ; 1223).
現代中国経済 / 丸川知雄著. -- 有斐閣, 2013.7. -- (有斐閣アルマ ; Specialized).
チャイニーズ・ドリーム : 大衆資本主義が世界を変える / 丸川知雄著. -- 筑摩書房, 2013.5. -- (ちくま新
書 ; 1011).
コミュニティー・キャピタル : 中国・温州企業家ネットワークの繁栄と限界 / 西口敏宏, 辻田素子著. -- 有
斐閣, 2016.6.
在日華僑華人の現代社会学 : 越境者たちのライフ・ヒストリー / 鍾家新著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4.
新・中華街 : 世界各地で<華人社会>は変貌する / 山下清海著. -- 講談社, 2016.9. -- (講談社選書メチ
エ ; 632).
中国の市民社会 : 動き出す草の根NGO / 李妍焱著. -- 岩波書店, 2012.11. -- (岩波新書 ; 新赤版
1394).
クジラの文化、竜の文明 : 日中比較文化論 / 大沢昇著. -- 集広舎, 2015.11.
日本が好きすぎる中国人女子 / 櫻井孝昌著. -- PHP研究所, 2013.7. -- (PHP新書 ; 877).
独りじゃダメなの : 中国女性26人の言い分 / 呉淑平著 ; 南雲智監・訳 ; 宮入いずみ, 鷲巣益美, 土屋肇枝
ほか訳. -- 論創社, 2017.3.
バーリンホウVS.ゆとり世代 / 莊嚴著. -- 秀明出版会.
北京大学と清華大学 : 歴史、現況、学生生活、優れた点と課題 / 林幸秀著. -- 丸善プラネット.
中国 : 虫の奇聞録 / 瀬川千秋著. -- 大修館書店, 2016.6. -- (あじあブックス ; 078).
チャイナドレスをまとう女性たち : 旗袍 (チーパオ) にみる中国の近・現代 / 謝黎著. -- 青弓社, 2004.9.
チャイナドレスの文化史 / 謝黎著. -- 青弓社, 2011.9.
禹王と日本人 : 「治水神」がつなぐ東アジア / 王敏著. -- NHK出版, 2014.12. -- (NHKブックス ; 1226).
龍と人の文化史百科 / 池上正治著. -- 原書房, 2012.9.
中国の神獣・悪鬼たち : 山海経の世界 / 伊藤清司著 ; 慶應義塾大学古代中国研究会編. -- 増補改訂
版. -- 東方書店, 2013.6. -- (東方選書 ; 44).
中国のグリム童話 : シルクロードをつなぐ昔話 / 百田弥栄子著. -- 初版. -- 三弥井書店, 2015.2.
科学技術大国中国 : 有人宇宙飛行から原子力、iPS細胞まで / 林幸秀著. -- 中央公論新社, 2013.7. -(中公新書 ; 2225).
パンダ : ネコをかぶった珍獣 / 倉持浩著. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波科学ライブラリー ; 230 . 生きも
の).
パンダが来た道 : 人と歩んだ150年 / ヘンリー・ニコルズ著 ; 池村千秋訳. -- 白水社, 2014.2.
漢方 : 中国医学の精華 / 石原明著. -- 吉川弘文館, 2014.4. -- (読みなおす日本史).
漢方医学 / 渡辺賢治著. -- 講談社, 2013.6. -- (講談社選書メチエ ; 553).
漢方今昔物語 : 生薬国産化のキーテクノロジー / 高橋京子, 小山鐵夫編著. -- 大阪大学出版会, 2015.3.
-- (大阪大学総合学術博物館叢書 ; 11).
北京をつくりなおす : 政治空間としての天安門広場 / ウー・ホン著 ; 大谷通順訳. -- 国書刊行会,
2015.10.
Modern architectural heritage in Asia : 歴史遺産 : 近代建築のアジア / 増田彰久写真 ; 藤森照信文. -1, 2. -- 柏書房, 2013.6-.
Modern architectural heritage in Asia : 歴史遺産 : 近代建築のアジア / 増田彰久写真 ; 藤森照信文. -1, 2. -- 柏書房, 2013.6-.
中国的建築処世術 / 東福大輔, 市川紘司編著. -- 彰国社, 2014.3.
微博 (ウェイボー) の衝撃 : 中国を変えた最強メディア / 李小牧, 蔡成平著. -- 阪急コミュニケーションズ,
2012.12.
現代中国の産業と企業 / 佐々木信彰編著. -- 晃洋書房, 2016.10.
蚕糸と現代中国 / 倪卉著. -- 京都大学学術出版会, 2016.3. -- (プリミエ・コレクション ; 74).
Alibabaアリババの野望 : 世界最大級の「ITの巨人」ジャック・マーの見る未来 / 王利芬, 李翔著 ; 鄭重, 祖
沁澄訳. -- KADOKAWA, 2015.3.
中国のインターネット史 : ワールドワイドウェブからの独立 / 山谷剛史著. -- 星海社. -- (星海社新書 ;
60).
ピンポン外交の陰にいたスパイ / ニコラス・グリフィン著 ; 五十嵐加奈子訳. -- 柏書房, 2015.8.
China / Jennifer Gascoigne ; : pbk, : with CD ed. -- Macmillan Education, 2014. -- (Macmillan readers ;
5. intermediate level).
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日中国交正常化
資料名等
日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 / 服部龍二著. -- 中央公論新社, 2011.5. -(中公新書 ; 2110).
国交正常化交渉北京の五日間 : こうして中国は日本と握手した / 鬼頭春樹著. -- NHK出版, 2012.10.
「日中国交回復」日記 : 外交部の「特派員」が見た日本 / 王泰平著. -- 勉誠出版, 2012.9.
中南海の100日 : 秘録・日中国交正常化と周恩来 / 鈴木英司著. -- 三和書籍, 2012.9.
日中間海底ケーブルの戦後史 : 国交正常化と通信の再生 / 貴志俊彦著. -- 吉川弘文館, 2015.2.

先生からのおすすめ本
資料名等
序篇 / 礪波護 [ほか] 訳. -- 思索社, 1974.7. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第1巻).

資料名等
思想史 / 吉川忠夫 [ほか] 訳. -- 上, 下. -- 思索社, 1974.12-1975.7. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・
ニーダム著 ; 第2巻-第3巻).
思想史 / 吉川忠夫 [ほか] 訳. -- 上, 下. -- 思索社, 1974.12-1975.7. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・
ニーダム著 ; 第2巻-第3巻).
数学 / 芝原茂 [ほか] 訳. -- 思索社, 1975.12. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第4巻).
天の科学 / 吉田忠 [ほか] 訳. -- 思索社, 1976.7. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第5巻).
地の科学 / 海野一隆 [ほか] 訳. -- 思索社, 1976.12. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第6
巻).
物理学 / 橋本万平 [ほか] 訳. -- 思索社, 1977.8. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第7巻).
機械工学 / 中岡哲郎[ほか]訳. -- 上, 下. -- 思索社, 1978.3-1978.10. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・
ニーダム著 ; 第8巻,第9巻).
機械工学 / 中岡哲郎[ほか]訳. -- 上, 下. -- 思索社, 1978.3-1978.10. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・
ニーダム著 ; 第8巻,第9巻).
土木工学 / 田中淡 [ほか] 訳. -- 思索社, 1979.7. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第10
巻).
航海技術 / 坂本賢三[ほか]訳. -- 思索社, 1981.1. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著 ; 第11
巻).
中国化学史 / 島尾永康著. -- 普及版. -- 朝倉書店, 2005.3. -- (科学史ライブラリー).
ニーダム・コレクション / ジョゼフ・ニーダム著 ; 牛山輝代編訳 ; 山田慶児, 竹内廸也, 内藤陽哉訳. -- 筑
摩書房, 2009.2. -- (ちくま学芸文庫 ; [ニ-10-1]).
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