２F企画展示

中国の魅力

展示期間：2019年5月28日-7月1日

再発見

～「チャイナ・フェスティバル ―美麗中華2019―」に併せて～
学内で開催される「チャイナ・フェスティバル ―美麗中華2019―」(6月3日-12日)に併せて、
中国に関する本を多数展示します。
歴史・産業・文化財の本から、中華料理・茶・漢方など生活に身近なテーマの本、
京劇などの演劇や古典文学まで、たくさん集めています。
また、今年度のチャイナフェスティバルのテーマ「恋」に関係する本も展示します。
歴史・文化に加え、先端産業の分野でも世界から注目される中国の魅力をこの機会に再発見し、
チャイナ･フェスティバルをさらに楽しんでください。

●歴史
書名等

配架場所

請求記号

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.

3F開架新体系

213.61//TA83//4026

南京町と神戸華僑 / 呉宏明, 高橋晋一編著. -- 松籟社, 2015.9.

3F開架新体系

216.4//G54//6153

3F開架新体系

222.01//C62//8411

4F新書版

222.01//D37//3474

3F開架新体系

222.01//MA31//8584

教養の中国史 / 津田資久, 井ノ口哲也編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.8.

3F開架新体系

222.01//TS34//9568

中国古代史研究の最前線 / 佐藤信弥著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 123).

4F新書版

222.03//SA85//7950

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).

4F新書版

222.03//W46//5117

中国歴史知識ハンディブック / 中国社会科学院歴史研究所「簡明中国歴史知識手冊」編纂グループ編 ; 谷
口建速訳. -- 科学出版社東京, 2018.6.
天下と天朝の中国史 / 檀上寛著. -- 岩波書店, 2016.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1615).
96人の人物で知る中国の歴史 / ヴィクター・H・メア, サンピン・チェン, フランシス・ウッド著 ; 大間知
知子訳. -- 原書房, 2017.3.

「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). 3F開架新体系
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,

222.043//W46//3878

4F新書版

222.043//W46//4079

三国志事典 / 渡邉義浩著. -- 大修館書店, 2017.6.

3F開架新体系

222.043//W46//9541

近代中国人名辞典 / 近代中国人名辞典修訂版編集委員会編. -- 修訂版. -- 霞山会.

2F参考（一般） 282.203//KI42//1280

2016.9. -- (SB新書 ; 359).

中国古代化学 : 新しい技術やものの発明がいかに時代をつくったのか / 趙匡華著 ; 尾関徹, 庾凌峰訳. --

3F開架新体系

430.22//C52//2964

配架場所

請求記号

3F開架新体系

122//W46//7064

論語 : エッセイ : 品格が磨かれる / ひらたせつこ文. -- リベラル社.

2F学生選書

123.83//H68//7104

『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).

3F開架新体系

123.83//KA18//0879

完訳論語 / [孔子著] ; 井波律子訳. -- 岩波書店, 2016.6.

3F開架新体系

123.83//KO84//2331

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).

3F開架新体系

124.12//KA84//3876

丸善出版, 2017.9.

●思想
書名等
はじめて学ぶ中国思想 / 渡邉義浩, 井川義次, 和久希編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -- (思想家たちとの
対話).
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書名等

配架場所

請求記号

孔子伝 / 白川静著. -- 改版. -- 中央公論新社, 2003.1. -- (中公文庫 ; BIBLIO).

3F文庫版

124.12//SH83//3917

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).

3F文庫版

124//TO22//4677

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).

4F新書版

125.6//SA32//1421

生と死のことば : 中国の名言を読む / 川合康三著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1683).

4F新書版

159.89//KA93//2938

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

配架場所

請求記号

●法律・政治・産業・経済・情報
書名等

現代中国を知るための52章 / 藤野彰編著. -- 第6版. -- 明石書店, 2018.11. -- (エリア・スタディーズ ; 8). 4F開架新体系

302.22//F64//2115

4F開架新体系

302.22//F93//0241

4F開架新体系

318.922//SH99//8043

要説中国法 / 高見沢磨, 鈴木賢[編]. -- 東京大学出版会, 2017.9.

4F開架新体系

322.922//TA43//2543

はじめての中国法 / 田中信行著. -- 有斐閣, 2013.3.

4F開架新体系

322.922//TA84//5005

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).

4F新書版

332.22//KA23//5851

4F開架新体系

332.22//KA23//7430

4F新書版

332.22//MA54//5976

4F開架新体系

332.22//R32//0215

4F開架新体系

332.22//V89//3721

現代中国経営者列伝 / 高口康太著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 108).

4F新書版

335.13//TA29//0533

転換期中国の企業群像 / 佐々木信彰編著. -- 晃洋書房, 2018.5.

4F開架新体系

335.222//SA75//7419

4F開架新体系

392.22//C38//0266

中国国防 / 田越英著 ; 吉田祥子訳. -- 科学出版社東京, 2018.8. -- (図解現代中国の軌跡).

4F開架新体系

392.22//D57//9711

中国科学院 : 世界最大の科学技術機関の全容 : 優れた点と課題 / 林幸秀著. -- 丸善プラネット.

3F開架新体系

407.6//H48//3405

4F新書版

409.22//H48//9291

3F開架新体系

547.067//I44//2772

3F開架新体系

547.48//R32//0671

4F開架新体系

602.22//SA75//4693

書名等

配架場所

請求記号

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.

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

302.2211//SA47//5304

4F開架新体系

332.22//R32//4272

4F開架新体系

334.322//F38//2378

「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.
中国都市ランキング : 環境・社会・経済 : 中国都市総合発展指標 / 中国国家発展改革委員会発展計画司,
雲河都市研究院編 ; 周牧之, 徐林編著 ; 周牧之訳. -- NTT出版, 2018.6.

現代中国経済論 / 梶谷懐, 藤井大輔編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2018.5. -- (シリーズ・現代の世界
経済 ; 2).
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).
チャイナ・イノベーション : データを制する者は世界を制する / 李智慧著. -- 日経BP社.
中国経済史 : 古代から19世紀まで / リチャード・フォン・グラン [著] ; 山岡由美訳. -- みすず書房,
2019.3.

中国の情報化戦争 : 情報戦、政治戦から宇宙戦まで / ディーン・チェン著 ; 鬼塚隆志, 木村初夫訳. -- 原
書房, 2018.6.

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).
ファーウェイの技術と経営 / 今道幸夫著. -- 白桃書房, 2017.10.
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.

●社会問題・生活

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.
北京を知るための52章 / 櫻井澄夫, 人見豊, 森田憲司編著. -- 明石書店, 2017.12. -- (エリア・スタディー
ズ ; 160).
中国の消費社会と消費者行動 / 李海峰編著. -- 晃洋書房, 2017.10.
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.
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配架場所

請求記号

4F開架新体系

334.522//N81//4042

4F開架新体系

334.522//Y44//3964

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).

4F新書版

361.5//SA47//2764

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.

4F開架新体系

366.222//Y19//5341

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.

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

384.7//MA45//4299

配架場所

請求記号

3F開架新体系

052//SO41//9014

3F開架新体系

120.4//MI96//9299

3F開架新体系

222//TA59//0434

テーマで読み解く中国の文化 / 湯浅邦弘編著. -- ミネルヴァ書房, 2016.3.

3F開架新体系

222.01//Y96//0026

中国文化事典 / 中国文化事典編集委員会編. -- 丸善出版, 2017.4.

2F参考（一般） 302.22//C62//8560

中国人とはどういう人たちか : 日中文化の本源を探る / 趙方任著. -- 論創社, 2019.1.

4F開架新体系

361.42//C52//2809

4F開架新体系

382.22//C62//1309

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.

4F開架新体系

383.1//MI87//8411

龍と人の文化史百科 / 池上正治著. -- 原書房, 2012.9.

4F開架新体系

388//I33//0832

4F開架新体系

388.22//I89//0443

3F開架新体系

448.9//I44//4891

3F開架新体系

489.57//KU53//5406

3F開架新体系

489.57//N71//6565

書名等

配架場所

請求記号

魯迅と紹興酒 : お酒で読み解く現代中国文化史 / 藤井省三著. -- 東方書店, 2018.10. -- (東方選書 ; 50).

3F開架新体系

222.077//F57//2034

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

中国日常食史の研究 / 中林広一著. -- 汲古書院, 2012.10.

4F開架新体系

383.822//N31//1406

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 ; 山東編. -- 辻学園調理製菓専門学校.

4F開架新体系

383.822//Y78//5774

中国の食文化研究 / 横田文良著 ; 北京編 -- 辻学園調理製菓専門学校.

4F開架新体系

383.822//Y78//5776

書名等
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).

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.
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.

●文化
書名等
上海モダン : 『良友』画報の世界 / 孫安石, 菊池敏夫, 中村みどり編. -- 勉誠出版, 2018.3. -- (神奈川大学
言語研究センター叢書 ; 1).
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).
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).

中華生活文化誌 / 中国モダニズム研究会著. -- 関西学院大学出版会, 2018.10. -- (ドラゴン解剖学 ; 竜の生
態の巻).

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).
地図作成に見る世界最先端の技術史 : 世界のトップを走り続けた中国 / 今村遼平著. -- 郁朋社, 2017.10.
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.

●食・漢方・薬膳・中国茶
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配架場所

請求記号

4F開架新体系

383.889//KO11//1904

中国茶の文化史 : 固形茶から葉茶へ / 布目潮渢著. -- 研文出版, 2001.6. -- (研文選書 ; 82).

4F開架新体系

383.889//N99//3528

現代中国茶文化考 / 王静著. -- 思文閣出版, 2017.2.

4F開架新体系

383.889//O11//7375

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

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).

3F開架新体系

490.9//I74//8973

漢方医学 / 渡辺賢治著. -- 講談社, 2013.6. -- (講談社選書メチエ ; 553).

3F開架新体系

490.9//W46//7455

薬膳素材辞典 : 健康に役立つ食薬の知識 / 辰巳洋主編. -- 源草社, 2006.11.

2F参考（一般） 498.583//TA95//1100

薬膳と中医学 / 徳井教孝 [ほか] 共著. -- 建帛社, 2003.9.

3F開架新体系

漢方生薬実用事典 / サンディ・スワンダ, 田力共著 ; 三浦於菟監修・執筆. -- ガイアブックス, 2009.9.

2F参考（一般） 499.8//SU87//9130

書名等
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).

漢方読みの漢方知らず : 西洋医が見た中国の伝統薬 / 吉田荘人著. -- 化学同人, 2007.5. -- (DOJIN選書 ;

498.583//TO37//0782

3F開架新体系

499.8//Y86//4374

中国料理百科事典 ; 第1巻 : アーカイ. -- 同朋舎出版, 1988.

7F新体系L

L596.22//C62//5790

漢方健康料理 / 北京中医学会学術委員会, 雄渾社編 ; 1 -- 雄渾社, 1985.1

7F新体系L

L596.22//P36//5782

中華料理進化論 / 徐航明 [著]. -- イースト・プレス, 2018.9. -- (イースト新書Q ; Q050).

4F新書版

596.22//J56//2486

3F開架新体系

596.7//C46//2712

4F新書版

596.7//KU17//2708

4F新書版

619.8//H66//3565

4F開架新体系

619.8//KI24//3059

書名等

配架場所

請求記号

中国的建築処世術 / 東福大輔, 市川紘司編著. -- 彰国社, 2014.3.

3F開架新体系

523.22//TO19//8163

7F新体系

702.2//KA87//3537

3F開架新体系

702.22//C79//2213

7F新体系L

L721.025//I96//9332

謎の名画・清明上河図 : 北京故宮の至宝、その真実 / 野嶋剛著. -- 勉誠出版, 2012.1.

3F開架新体系

722.25//N93//8033

書道史謎解き三十話 / 魚住和晃著. -- 岩波書店, 2019.1.

3F開架新体系

728.2//U79//2237

3F文庫版

728.22//N43//6730

書聖王羲之 : その謎を解く / 魚住和晃著. -- 岩波書店, 2013.1.

3F開架新体系

728.224//U79//2252

中国と茶碗と日本と / 彭丹著. -- 小学館, 2012.9.

3F開架新体系

751.2//H81//5060

中国の音楽思想 : 朱載堉と十二平均律 / 田中有紀著. -- 東京大学出版会, 2018.9.

3F開架新体系

762.22//TA84//9789

3F開架新体系

772.22//H22//3674

上海の舞台 / 伊藤茂著. -- 翠書房, 1998.10.

3F開架新体系

772.22//I89//3673

京劇の世界 / 徐城北著 ; 陳栄祥, 施殿文訳. -- 東方書店, 2006.6. -- (見て読む中国).

3F開架新体系

772.22//J56//5950

6).

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).
中国茶風雅の裏側 : スーパーブランドのからくり / 平野久美子著. -- 文藝春秋, 2003.1. -- (文春新書 ;
299).
中国茶巡礼 / 菊地和男執筆・写真. -- 小学館, 2011.5.

●芸術(演劇・芸能・書道・音楽・美術・映画・工芸）

シルクロードの美術 : 大谷探検隊将来品 = Art of the Silk Road : Otani collection / 勝木言一郎執筆 ; 遠
藤楽子翻訳 ; 東京国立博物館編. -- 東京国立博物館, 2017.3. -- (東京国立博物館セレクション = Tokyo
National Museum selections).
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. -- 大阪歴史博物館.

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-661]).

中国の戯劇・京劇選 : 濱一衛著訳集 / 濱一衛著訳 ; 中里見敬整理. -- 花書院, 2011.3. -- (九州大学大学院
言語文化研究院FLC叢書 ; 3).
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書名等

配架場所

請求記号

梅蘭芳 (メイランファン) 世界を虜にした男 / 加藤徹著. -- ビジネス社, 2009.3.

3F開架新体系

772.22//KA86//3688

京劇 : 「政治の国」の俳優群像 / 加藤徹著. -- 中央公論新社, 2002.1. -- (中公叢書).

3F開架新体系

772.22//KA86//3689

中国の伝統劇入門 : 季国平演劇評論集 / 季国平著 ; 菱沼彬晁訳. -- 晩成書房, 2017.11.

3F開架新体系

772.22//KI11//3675

京劇役者が語る京劇入門 / 魯大鳴著. -- 駿河台出版社, 2012.3.

3F開架新体系

772.22//R51//3690

中国の現代演劇 : 中国話劇史概況 / 瀬戸宏著. -- 東方書店, 2018.9.

3F開架新体系

772.22//SE93//2437

京劇俳優の二十世紀 / 章詒和著 ; 平林宣和 [ほか] 訳. -- 青弓社, 2010.3.

3F開架新体系

772.22//SH95//3672

北京における近代伝統演劇の曙光 : 非文字文化に魂を燃やした人々 / 吉川良和著. -- 創文社, 2012.12.

3F開架新体系

772.2211//KI22//3669

上海の京劇 : メディアと改革 / 藤野真子著. -- 中国文庫, 2015.3.

3F開架新体系

772.2221//F64//3670

社会主義的改造下の上海演劇 / 森平崇文著. -- 研文出版, 2015.3.

3F開架新体系

772.2221//MO46//3671

3F開架新体系

772.2221//O28//3676

3F開架新体系

778.7//SA85//3007

3F開架新体系

827.8//KU14//2431

高行健戯曲集 / 話劇人社編集委員会編. -- 晩成書房, 2003.7.

3F開架新体系

922.7//KO11//3677

中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第1集 . -- 晩成書房, 1994.8

3F開架新体系

922.7//W14//3678

中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 第2集. -- 晩成書房, 1995.10

3F開架新体系

922.7//W14//3679

中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第3集. -- 晩成書房, 1998.1.

3F開架新体系

922.7//W14//3680

中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第4集. -- 晩成書房, 2001.11.

3F開架新体系

922.7//W14//3681

中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第5集. -- 晩成書房, 2004.8.

3F開架新体系

922.7//W14//3682

3F開架新体系

922.7//W14//3683

3F開架新体系

922.7//W14//3684

3F開架新体系

922.7//W14//3685

3F開架新体系

922.7//W14//3686

3F開架新体系

922.7//W14//3687

書名等

配架場所

請求記号

万里の長城 : 歴史アルバム : 巨竜の謎を追う / 長城小站編 ; 馮暁佳訳. -- 恒文社, 2008.11.

3F開架新体系

222.01//C52//2205

シルクロードに仏跡を訪ねて : 大谷探検隊紀行 / 本多隆成著. -- 吉川弘文館, 2016.10.

3F開架新体系

292.091//H84//4423

3F開架新体系

292.2//TA59//2479

2F学生選書

292.239//G47//3967

4F開架新体系

302.2239//Y89//0494

4F開架新体系

316.822//E38//7529

4F開架新体系

382.2237//Y32//2396

上海租界の劇場文化 : 混淆・雑居する多言語空間 / 大橋毅彦, 関根真保, 藤田拓之編. -- 勉誠出版, 2015.4.
-- (アジア遊学 ; 183).
中国ドキュメンタリー映画論 / 佐藤賢著. -- 平凡社, 2019.2.
映画でチャイニーズ : 中国映画30本+チャイニーズ / 窪田守弘編著 ; 龍神邦男 [ほか著]. -- 南雲堂フェ
ニックス, 2003.12.

過士行作品集 / [過士行著] ; 菱沼彬晁訳 ; 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集. -- 晩成書房, 2007.5. - (中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第6集).
児童青少年演劇特集 / 菱沼彬晁, 中山文訳 ; 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集. -- 晩成書房,
2008.2. -- (中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第7集).
曹禺特集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 上. -- 晩成書房, 2009.8. -- (中国現代戯曲集 / 話劇
人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第8集).
曹禺特集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 下. -- 晩成書房, 2009.8. -- (中国現代戯曲集 / 話劇
人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第9集).
孟冰作品集 / [孟冰作] ; 菱沼彬晁訳 ; 日中演劇交流話劇人社・中国現代戯曲集編集委員会編集. -- 晩成書
房, 2016.1. -- (中国現代戯曲集 / 話劇人社中国現代戯曲集編集委員会編集 ; 第10集).

●観光・文化財

万里の長城は月から見えるの? = Is the Great Wall of China visible from the moon? / 武田雅哉著. -- 講
談社, 2011.10.
九龍城探訪 : 魔窟で暮らす人々 / グレッグ・ジラード, イアン・ランボット著 ; 尾原美保訳. -- イースト・
プレス, 2004.2.
香港を知るための60章 / 吉川雅之, 倉田徹編著. -- 明石書店, 2016.3. -- (エリア・スタディーズ ; 142).
辺境中国 : 新疆、チベット、雲南、東北部を行く / デイヴィッド・アイマー著 ; 近藤隆文訳. -- 白水社,
2018.4.
世界遺産と地域振興 : 中国雲南省・麗江にくらす / 山村高淑, 張天新, 藤木庸介編 ; 絹巻豊写真/撮影・監
修. -- 世界思想社, 2007.12.
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配架場所

請求記号

4F新書版

709.22//Y96//7979

配架場所

請求記号

3F開架新体系

810//I57//1780

3F開架新体系

810.4//KI46//5898

精講漢文 / 前野直彬著. -- 筑摩書房, 2018.8. -- (ちくま学芸文庫 ; [マ39-2]).

3F文庫版

820//MA27//2503

漢文のルール / 鈴木健一編 ; 日原傳[ほか]執筆. -- 笠間書院, 2018.5.

3F開架新体系

820//SU96//7410

中国人は言葉で遊ぶ / 相原茂著. -- 現代書館, 2016.7.

3F開架新体系

820.4//A24//3755

4F新書版

820.4//O67//2859

3F開架新体系

821.2//O15//9621

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).

4F新書版

821.2//SA72//4681

漢字はすごい! / 山口謠司著. -- 講談社, 2013.11. -- (講談社現代新書 ; 2237).

4F新書版

821.2//Y24//3772

書名等

配架場所

請求記号

中国語 / 喜多山幸子著. -- 白水社, 2018.7. -- (ニューエクスプレスプラス).

3F開架新体系

820//KI74//0226

チャイ語入門 : 李先生の中国語ライブ授業 / 李軼倫著. -- 白水社, 2017.5.

3F開架新体系

820//R32//0598

中国語ひらめき塾 / 相原茂著. -- 現代書館, 2018.6.

3F開架新体系

820.4//A24//9947

中国語を歩く : 辞書と街角の考現学 / 荒川清秀著 ; [パート1], -- 東方書店, 2009-. -- (東方選書 ; 37).

3F開架新体系

820.4//A63//4245

中国語を歩く : 辞書と街角の考現学 / 荒川清秀著 ; パート2, -- 東方書店, 2009-. -- (東方選書 ; 45).

3F開架新体系

820.4//A63//3017

中国語を歩く : 辞書と街角の考現学 / 荒川清秀著 ; パート3. -- 東方書店, 2009-. -- (東方選書 ; 49).

3F開架新体系

820.4//A63//9499

大学1・2年生のためのすぐわかる中国語 / 殷文怡著. -- 改訂版. -- 東京図書, 2017.11.

3F開架新体系

820.7//I51//4187

2F学生選書

824//KA59//4565

2F学生選書

824//KA59//4566

2F学生選書

824//KA59//4568

3F開架新体系

825//MA57//7857

3F開架新体系

827.7//R45//5615

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.

3F開架新体系

827.8//I38//7127

漢語日暦 / 興膳宏著. -- 岩波書店, 2010.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1260).

4F新書版

920//KO98//4315

漢文研究法 : 中国学入門講義 / 狩野直喜著 ; 狩野直禎校訂. -- 平凡社, 2018.7. -- (東洋文庫 ; 890).

3F開架新体系

920.7//KA58//8719

書名等

配架場所

請求記号

初学者のための中国古典文献入門 / 坂出祥伸著. -- 筑摩書房, 2018.5. -- (ちくま学芸文庫 ; [サ39-2]).

3F文庫版

020.22//SA27//9635

読み継がれる史記 : 司馬遷の伝記文学 / 谷口匡著. -- 塙書房, 2012.9. -- (塙選書 ; 113).

3F開架新体系

222.03//TA87//0961

書名等
中国の世界遺産を旅する : 響き合う歴史と文化 / 湯浅邦弘著. -- 中央公論新社, 2018.5. -- (中公新書ラク
レ ; 623).

●ことば・漢字
書名等
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).

中国人のこころ : 「ことば」からみる思考と感覚 / 小野秀樹著. -- 集英社, 2018.12. -- (集英社新書 ;
0958B).
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).

●中国語

キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 初中級編. -- アルク,
2008.5-.
キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 中級編. -- アルク,
2008.5-.
キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 上級編. -- アルク,
2008.5-.
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.

●文学
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書名等

配架場所

請求記号

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.

4F開架新体系

388.22//MO28//4520

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

中国古典文学二十講 : 概説と作品選読 / 八木章好編著. -- 白帝社, 2003.6.

3F開架新体系

920.2//Y15//6312

三国志英雄たちと文学 / 渡邉義浩著. -- 人文書院, 2015.7.

3F開架新体系

920.24//W46//4622

教養としての中国古典 / 湯浅邦弘編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.4.

3F開架新体系

920.4//Y96//7249

3F文庫版

921.4//SH95//4825

4F新書版

921.4//SH95//7027

3F開架新体系

921.43//C46//7138

3F開架新体系

921.43//F93//8689

中国名詩集 / 井波律子著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ; 297).

3F文庫版

921//I53//6215

中国奇想小説集 : 古今異界万華鏡 / 井波律子編訳. -- 平凡社, 2018.11.

3F開架新体系

923//I53//2173

4F新書版

923.5//I53//3303

3F開架新体系

923.5//I85//5627

4F新書版

923.5//N39//2543

完訳楊家将演義 / 岡崎由美, 松浦智子訳 ; 上巻. -- 勉誠出版, 2015.6.

7F新体系

923.5//O48//9035

完訳楊家将演義 / 岡崎由美, 松浦智子訳 ; 下巻. -- 勉誠出版, 2015.6.

7F新体系

923.5//O48//9036

3F開架新体系

923.5//TA59//2924

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).

3F文庫版

923.7//B15//0238

蛙鳴 / 莫言著 ; 吉田富夫訳. -- 中央公論新社, 2011.5.

3F開架新体系

923.7//B15//2718

赤い高粱 / 莫言 [著] ; 井口晃訳. -- 続. -- 岩波書店, 2013.3. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ; 217).

3F文庫版

923.7//B15//4130

赤い高粱 / 莫言 [著] ; 井口晃訳. -- [正]. -- 岩波書店, 2003.12. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ; 79).

3F文庫版

923.7//B15//7411

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

923.7//Y72//2719

3F開架新体系

924.7//Y72//4710

4F新書版

928//F57//6686

3F開架新体系

928.7//O29//8910

書名等

配架場所

請求記号

恋の中国文明史 / 張競著. -- 筑摩書房, 1993.5. -- (ちくまライブラリー ; 90).

3F開架新体系

222.004//C52//5366

「情」の文化史 : 中国人のメンタリティー / 張競著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 430).

4F開架新体系

361.42//C52//0400

近代中国と「恋愛」の発見 : 西洋の衝撃と日中文学交流 / 張競著. -- 岩波書店, 1995.6.

7F新体系

920.27//C52//2531

3F開架新体系

921//KA93//2354

3F開架新体系

921.32//KA58//5544

文選 / [(梁) 昭明太子撰] ; 川合康三 [ほか] 訳注 ; 詩篇 1 . -- 岩波書店, 2018.1-. -- (岩波文庫 ; 赤(32)045-1).
賦篇 / [蕭統撰] ; 中島千秋, 高橋忠彦[訳]著 ; 今井佳子編. -- 明治書院, 2003.7. -- (新書漢文大系 ; 20 . 文
選).
天空の詩人李白 / 陳舜臣著. -- 講談社, 2017.1.
杜甫の詩と生活 : 現代訓読文で読む / 古川末喜著. -- 知泉書館, 2014.12. -- (佐賀大学文化教育学部研究叢
書 ; 9).

三国志演義・西遊記 / 井波律子著. -- 岩波書店, 2008.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1127 . 中国の五大小説 ;
上).
旅行く孫悟空 : 東アジアの西遊記 / 磯部彰著. -- 塙書房, 2011.9.
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).

西遊記 : 妖怪たちのカーニヴァル / 武田雅哉著. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.2. -- (世界を読み解く一冊
の本).

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.
笑いの共和国 : 中国ユーモア文学傑作選 / 藤井省三編. -- 白水社, 1992.6. -- (白水Uブックス ; 96).
中国現代文学傑作セレクション : 1910-40年代のモダン・通俗・戦争 / 大東和重, 神谷まり子, 城山拓也
編. -- 勉誠出版, 2018.6.

●チャイナフェスティバルのテーマ「恋」に関係あり

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 ;
S12).
恋愛詩と動植物のシンボリズム / 加納喜光著. -- 汲古書院, 2006.3. -- (詩経 / 加納喜光著 ; 1).
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書名等

配架場所

請求記号

古代歌謡における愛の表現技法 / 加納喜光著. -- 汲古書院, 2006.6. -- (詩経 / 加納喜光著 ; 2).

3F開架新体系

921.32//KA58//5545

3F開架新体系

923//C62//5179

3F開架新体系

923//W37//8223

4F新書版

923.4//U14//0156

4F新書版

923.5//I53//7556

傾城の恋/封鎖 / 張愛玲著 ; 藤井省三訳. -- 光文社, 2018.5. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAチ3-1]).

3F文庫版

923.7//C52//6931

さらば、わが愛 [映像資料] / チェン・カイコー監督. -- アスミック, 1994. v.

5FAV保管庫

VT//1493//1

5F映画

VT//4636//1

書名等

配架場所

請求記号

知日

7F新体系

302.1//C46//****

枕中記 李娃伝 鶯鶯伝他 / 黒田真美子 [訳] 著. -- 明治書院, 2006.6. -- (中国古典小説選 / 竹田晃, 黒田真
美子編 ; 5 . 唐代 ; 2).
石の物語 : 中国の石伝説と『紅楼夢』『水滸伝』『西遊記』を読む / ジン・ワン著 ; 廣瀬玲子訳. -- 法政
大学出版局, 2015.1.
唐代伝奇 / 内田泉之助, 乾一夫[訳]著 ; 波出石実編. -- 新版. -- 明治書院, 2002.7. -- (新書漢文大系 ; 10).
水滸伝・金瓶梅・紅楼夢 / 井波律子著. -- 岩波書店, 2009.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1128 . 中国の五大小説
; 下).

初恋のきた道 [映像資料] / チャン・イーモウ監督 ; パオ・シー脚本 ; チャオ・ユイ製作. -- ソニーピク
チャーズエンタテインメント (発売), [2001.8]. v.

●知日

『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、学情センターに配架されている
・知日

1-2, 5-6, 8-22, 24-28

・知日！知日！

1-4

を展示します。(貸出可能)

●視聴覚資料
配架場所

請求記号

5FAV展示架

DV//347//1//292.09

5FAV展示架

DV//709//2//596.22

5FAV展示架

DV//346//1//709

5FAV展示架

DV//329//1//772.22

5FAV展示架

DV//410//1//827.8

クレイジー・イングリッシュ [映像資料] / チャン・ユアン監督. -- アップリンク (発売・販売), c1999. v.

5F映画

DV//134//1

子供たちの王様 [映像資料] / 陳凱歌監督 ; 陳凱歌, 万之脚本. -- Imagica (発売). -- (Cinefil imagica). v.

5F映画

DV//345//1

北京の天使 [映像資料] / ワン・ジョルジョン監督. -- バードエンタテインメント (発売), [2003]. v.

5F映画

VT//4831//1

書名等
はるかなる旅へ [映像資料]. -- [日彫], [2004]. -- (シルクロード紀行 : 丝路风光 : 夢とロマンの旅 / 日彫
企画・制作 ; 1). v.
中国の食文化 [映像資料]. -- 放送映画制作所, c2000. -- (キッコーマン映像ライブラリー世界の食文化 /
キッコーマン国際食文化研究センター企画). v.
故宮と中国の古都 [映像資料]. -- 角川書店 (発売), c2004. -- (Kadokawa video ;. Kadokawa DVD . ユネス
コ世界遺産 : 新たなる旅へ = New journeys into the world heritage ; 1). v.
中国戯曲 [映像資料] : 京劇・川劇 : 演劇への招待 / 中国中外文化交流中心製作. -- コニービジョン (発売),
[2004]. -- (Conny Video). v.
中国語会話 [映像資料] / NHK制作・著作. -- v. 1. -- NHKソフトウェア. -- (NHK DVD . NHK外国語会話
Go! Go! 50). v.

視聴覚資料 ： 貸出不可。学内者・登録市民は5Fにて視聴可。
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2F参考（一般）：貸出不可。

