２F企画展示

古くて新しい中国の魅力

展示期間：2018/6/4-7/1

長い歴史と奥深い文化を持つ中国。近年は先端産業の分野でも注目を集めています。
2018年は日中平和友好条約締結40周年。今後、一層の相互理解を深めていきましょう。
学情センターでは、6月11日-21日に学内で開催される「チャイナ･フェスティバル―美麗中華2018―」に併せて、
中国関連本を展示します。漢字・中国茶・漢方薬・パンダなど、日常生活の身近な事柄についての本もあります。
知っているようで知らない中国の魅力を再発見して、チャイナ･フェスティバルをさらに楽しんでくださいね。
書名等
易、風水、暦、養生、処世 : 東アジアの宇宙観 (コスモロジー) / 水野杏紀著. -- 講談社,
2016.2. -- (講談社選書メチエ ; 618).
『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.
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).
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).
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).
道教の歴史 / 横手裕著. -- 山川出版社, 2015.4. -- (宗教の世界史 ; 6).

配架場所

請求記号

3F開架新体系

120.4//MI96//9299

3F開架新体系
3F開架新体系

123.83//KA18//0879
123.83//KO84//2331

3F開架新体系

124.12//KA84//3876

3F文庫版

124//TO22//4677

4F新書版

125.6//SA32//1421

3F開架新体系

166.2//Y78//2540

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).
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.
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,
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).
中国では書けない中国の話 / 余華著 ; 飯塚容訳. -- 河出書房新社, 2017.8.
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.
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).
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).
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).
中国「絶望」家族 : 「一人っ子政策」は中国をどう変えたか / メイ・フォン著 ; 小谷まさ代
訳. -- 草思社, 2017.9.
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.
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).
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 ;
食いつめものブルース : 3億人の中国農民工 / 山田泰司著. -- 日経BP社.
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.
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.
装いの民族誌 : 中国雲南省モンの「民族衣装」をめぐる実践 / 宮脇千絵著. -- 風響社,
2017.2.
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]).
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.
中国の食文化 / 周達生著. -- 創元社, 1989.8.
中華料理四千年 / 譚璐美著. -- 文藝春秋, 2004.8. -- (文春新書 ; 396).
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).
現代中国茶文化考 / 王静著. -- 思文閣出版, 2017.2.

3F開架新体系
3F開架新体系

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

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

222//TA59//0434

3F開架新体系

291//I11//3805

4F開架新体系

302.22//F64//6585

4F開架新体系
4F開架新体系

302.22//F93//0241
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
302.22//Y72//3201//西田蔵書

4F開架新体系

319.1022//C52//8454//西田蔵書

4F開架新体系

319.1022//N71//2995

4F新書版

332.22//KA23//5851

4F新書版

332.22//MA54//5976

4F開架新体系

334.322//F38//2378

4F開架新体系

334.522//N81//4042

4F開架新体系

334.522//Y44//3964

4F新書版
4F開架新体系

366.222//Y19//5341//西田蔵書

4F開架新体系

367.222//KA59//8950

4F開架新体系

367.4//G54//7548

4F開架新体系

367.68//SO11//1206

4F開架新体系

377.28//H48//7579

4F開架新体系

383.1//MI87//8411

3F文庫版
4F開架新体系
4F開架新体系
4F新書版

383.822//C52//9973
383.822//KA86//6631
383.822//SH99//5666
383.822//TA83//0179

4F開架新体系

383.889//KO11//1904

4F開架新体系

383.889//O11//7375

361.5//SA47//2764

書名等

配架場所

請求記号

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).

4F開架新体系

383.889//SA11//6627

4F開架新体系

384.7//MA45//4299

4F開架新体系

388.22//I89//0443

4F開架新体系

388.22//MO28//4520

4F開架新体系

388//I33//0832

4F新書版

409.22//H48//9291

3F開架新体系

489.57//N71//6565

3F開架新体系
3F開架新体系
7F新体系L
3F開架新体系

490.9//I74//8973
490.9//W46//7455
L522.2//KY8//6977
523.22//TO19//8163

3F開架新体系

596.7//C46//2712

4F開架新体系

602.22//SA75//4693

3F開架新体系

702.22//C79//2213

7F新体系L

L721.025//I96//9332

3F文庫版

728.22//N43//6730

3F開架新体系
3F開架新体系

728.224//U79//2252
751.2//H81//5060

3F開架新体系

810.4//KI46//5898

3F開架新体系

810//I57//1780

3F開架新体系

820.4//A24//3755

3F開架新体系

820.4//A63//3017

3F開架新体系

821.2//O15//9621

4F新書版

821.2//SA72//4681

4F新書版
3F開架新体系

821.2//Y24//3772
825//MA57//7857

3F開架新体系

827.7//R45//5615

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.

3F開架新体系

910.264//C52//6542

三国志英雄たちと文学 / 渡邉義浩著. -- 人文書院, 2015.7.
天空の詩人李白 / 陳舜臣著. -- 講談社, 2017.1.
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).
赤い高粱 / 莫言 [著] ; 井口晃訳. -- [正]. -- 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. -- 続. -- 岩波書店, 2003.12-2013.3. -- (岩波現代文
庫 ; 文芸 ; 79, 217).
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.

3F開架新体系
3F開架新体系

920.24//W46//4622
921.43//C46//7138//西田蔵書

4F新書版

923.5//N39//2543

3F文庫版

923.7//B15//4130

3F文庫版

923.7//B15//7411

3F開架新体系
3F開架新体系

923.7//Y72//2715
923.7//Y72//2719

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.

3F開架新体系

924.7//Y72//2717

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
3F開架新体系
語 / 楊絳著 ; 桜庭ゆみ子訳. -- 勉誠出版, 2011.7.

924.7//Y72//4710

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.
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.
龍と人の文化史百科 / 池上正治著. -- 原書房, 2012.9.
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).
大図解九龍城 / 九龍城探検隊写真・文 ; 寺澤一美絵. -- 岩波書店, 1997.7.
中国的建築処世術 / 東福大輔, 市川紘司編著. -- 彰国社, 2014.3.
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.
現代中国の産業と企業 / 佐々木信彰編著. -- 晃洋書房, 2016.10.
図像だらけの中国 : 明代のヴィジュアル・カルチャー / クレイグ・クルナス著 ; 武田雅哉
訳. -- 国書刊行会, 2017.7.
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
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.
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).
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).
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).
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).
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.
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.

7F新体系
知日
302.1//C46//****
『知日』は、中国人が日本のライフスタイルを「知る」ことをテーマとしており、日本の様々なカルチャーが中国語で紹介されています。
今回の企画展示では、学情に配架の
・知日 1-28（3巻は研究室所蔵）
・知日！知日！ 1-4
を展示します。(貸出可能)

