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中国文化大革命事典
陳東林 主編／加々美光行 監修／徳澄雅彦 監訳� ［中国書店］

A5判／1127頁／上製函入／30000円

1997.01.25 ISBN978-4-924779-32-6 C1522  ＊日本図書館協会選定図書

文革期には紅衛兵として，現在は中国国内各地の大学・研究期間に勤務する中国現
代史研究者33名が，貴重で豊富な資料を収集，中国で出版中止を余儀なくされた
1988年当時の原稿を基に，日本で翻訳。日中間の度重なる協議のうえ訂正・補足。
９年の歳月をかけてようやく完成した。“文革” 研究の空白を埋める世界初の事典。

台湾史小事典［増補改訂版］

遠流台湾館 編著／呉密察 監修／横澤泰夫 編訳� ［中国書店］

菊判／352頁／ビニール製本／2800円［品切］

2010.09.10 ISBN978-4-903316-18-5 C1522  ＊日本図書館協会選定図書

原著は，李登輝政権下，中学生用歴史教科書『認識台湾・歴史篇』の副読本として
生まれた。現代台湾の視線から，年表と事項解説によって重要項目を網羅する台
湾史の格好の手引書。日本語版第1版への1995年以降の加筆補充に続き，2006年
8月から2010年5月末までを追加。「年表」と「歴史辞典」を結合させた事典。

儀禮索引
野間文史 編� ［中国書店］

B5判／681頁／上製函入／15000円

1988.06.10 ISBN978-4-924779-07-5 C3098
中国古典研究の工具書としての「索引」には，文献中のどの1字からでも検索でき
る厳密な意味での「1字索引」は少ない。本書は著者の漢文文献の索引作成の成果
の一部であるとともに，『儀禮』経文の膨大な字句をコンピュータによってインデ
クス化した新時代の「1字索引」と言えよう。

周禮索引
野間文史 編� ［中国書店］

B5判／742頁／上製函入／14564円

1989.09.20 ISBN978-4-924779-11-3 C3098 
古代中国の礼学の基本文献のひとつ『周禮』は，古代周王朝の政治組織を記録した
もので，周王朝創業の聖人周公が作成した典範である。実字・虚字を問わず，どの
1字からでも検索が可能であり，先に公刊した『儀禮索引』の姉妹編となる「1字
索引」の大著。筆画檢字，四角号碼檢字を付す。
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阮籍集索引
九州大学文学部中国文学研究室詠懷詩会 編� ［中国書店］

B5判／390頁／上製／7500円

1985.01.10
底本の上海古籍出版社刊『阮籍集』上・下巻の語彙索引に加えて，逯欽立輯校『先
秦漢魏晋南北朝詩』・黄節注『阮歩兵詠懷詩註』に収録する四言「詠懷詩」13首の
1字索引をも附載し，現存する阮籍の作品に対する索引の完璧を期すとともに，底
本の『阮籍集』全巻の影印を巻末に附載した研究者必読の書。

陳書評語索引
久保卓哉 編� ［中国書店］

B5判／180頁／上製／6796円

1990.02.15 ISBN978-4-924779-13-X C3000
中華書局『陳書』（全2冊）の評語（人物評・時世評・政治評・軍事評・山水評・書
画評・一般評など種類別に分類）索引。ピン音檢字表付す。読みやすい活字印刷版。
人物評語資料叢刊の一つとして上梓された『史記の人物評語』（櫂歌書房，1985年）
を継承しつつ拡大発展させた一冊。

詩刊〈1957-1964〉總目録・著譯者名索引

岩佐昌暲，武継平，佐藤篤子 編� ［中国書店］

A5判／179頁／並製／2800円

1997.12.01 ISBN978-4-924779-36-9 C3098
北京で刊行された『詩刊』のための総目録および著訳者名索引。単なる目次の再録
ではなく，各号の目次を基本に見出しを掲げ，省略された人名を表示し，名前の出
ていない執筆者もすべて記載した，この時期の中国当代文学研究者の基本資料にな
りうる一書。

『清郷日報』記事目録
三好章 編著� ［中国書店］

B5判／292頁／上製／4600円

2005.03.25 ISBN978-4-924779-87-3 C3022  
日中戦争期，日本軍の手によって南京を首都に成立した汪兆銘政権が取り組んだ，
長江下流域農村地帯の治安確保活動である清郷工作に際し，実施機関である清郷委
員会が発行した『清郷日報』のすべての記事目録。「20世紀日中関係史の空白」と
も呼べる汪兆銘政権研究に不可欠の一書。
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東アジアにおける生産と流通の歴史社会学的研究
川勝守 編� ［中国書店］

A5判／590頁／上製／18000円

1993.12.25 ISBN978-4-924779-21-0 C3022
中国を中心とした東アジア世界の歴史は，農業・工業・鉱業その他産業の早期かつ
永続的な発展の歴史とともに，商業流通の不断の発展に支えられてきた。生産と流
通の相関から社会がいかに構成されてきたかの歴史社会学的研究は，現代のこの地
域の経済と社会の発展を考える基礎的前提となろう。

中国の歴史と経済 東洋経済史学会記念論集

東洋経済史学会 編� ［中国書店］

A5判／388頁／上製／8000円［品切］

2000.03.27 ISBN978-4-924779-53-9 C3022  
東洋経済史学会創立30周年を記念し，河原由郎教授没後20年追悼も兼ねて企画。
時流に流されることなく，現在と未来の対話という視点に立ち，中国の社会・経済
的発展を実証的に分析し，中国の本質を捉えようとした意欲的論文集。

から船往来 日本を育てた ひと・ふね・まち・こころ

東アジア地域間交流研究会 編� ［中国書店］

A5判／320頁／並製／2800円

2009.06.02 ISBN978-4-903316-12-3 C1020
唐（から）と韓（から）より来たる船─。1000年にわたる海域交流を通して形
成されたきた日本文化の軌跡を，「東アジア地域間交流研究会」の15名の研究者が
歴史学・考古学・宗教学・哲学思想史・文学・芸能史などのそれぞれの専門分野か
ら，たとえば「博多」や「長崎」という各地域レベルにまで掘り下げて解読する。

来日中国著名人の足跡探訪
徐福・楊貴妃から蔣介石・周恩来・汪兆銘まで

崔淑芬 著� ［中国書店］

A5判／260頁／並製／2800円　2004.08.15 ISBN978-4-924779-81-4 C0021
筆者は2001年の夏から「来日中国著名人の石碑・史跡」というテーマで，資料探
索および現場の調査を行った。本書は，調査した資料，現場で撮った写真，碑文
の内容を取り上げ，時代順に，各人物の墓碑あるいは記念碑の写真，碑文の内容，
その人物の経歴，日本との関係などを究明する。

中国女子教育史 古代から一九四八年まで

崔淑芬 著� ［中国書店］

A5判／411頁／上製／6800円

2007.05.28 ISBN978-4-903316-00-0 C1022
古代から近代，民国時代に至る中国の女性教育を中心に，女性の生き方，生活の基
調を全面的に考察し，中国の現地における調査・研究と，その過程で収集した資料
に基づいて，女性教育が中国社会変革の重要な一環と位置付けられるようになるま
での歩みを考察する。
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東アジアにおける犁耕発達史
武藤軍一郎 著� ［中国書店］

B5判／348頁／上製／12000円

2009.09.20 ISBN978-4-903316-14-7 C0061  
鍬耕から犁耕への移行は，耕起作業能率を著しく高めた。東アジアの犁耕の発達を
社会・農業の発展との関係で捉え，中国における華北の乾地農法と犁，華南の水田
農法と犁，朝鮮半島における犁の多様性と整地農具の多種類と機能分化，東日本に
おける耕起が明治後期まで鍬耕であったことなどを立証し，その原因に迫る。 

中国古代の政治と社会
越智重明 著� ［中国書店］

A5判／649頁／上製函入／12000円

2000.03.30 ISBN978-4-924779-56-3 C3022
上編「漢六朝史の理解をめぐって」，「魏晋南朝の貴族制」，下編「漢代の政治と社
会」，「魏晋南朝の政治と社会」 の四部からなる故・越智重明教授の研究論集。

戦国秦漢史研究１
越智重明 著� ［中国書店］

A5判／555頁／上製函入／11650円［品切］

1988.02.29 ISBN978-4-924779-05-9 C3022
『戦国秦漢史研究』全3巻のうちの第1巻。本巻では，「戦国春秋中後期」篇にて
〔田制・田税制〕，〔山川籔沢と諸侯の社〕，〔大夫と士〕，〔賦と兵器〕について，さ
らには「秦の時代」篇にて〔孝の変遷〕，〔国家の財政度〕，〔一畆一〇〇歩制と一畆
二四〇歩制〕，〔井田と轅田〕，〔山沢〕について論究する。

戦国秦漢史研究２
越智重明 著� ［中国書店］

A5判／597頁／上製函入／14563円

1993.04.30 ISBN978-4-924779-18-0 C3022
『戦国秦漢史研究』全3巻のうちの第2巻。本巻では，「戦国秦漢時代の思想と商人」
篇にて〔華夷思想〕，〔法家の説の展開〕，〔孝思想の展開と家〕，〔塩鉄論争をめぐっ
て〕，〔商人〕，〔贅壻〕，〔七科讁〕について論究する。

戦国秦漢史研究３
越智重明 著� ［中国書店］

A5判／564頁／上製函入／13000円

1997.08.25 ISBN978-4-924779-35-0 C3022  
『戦国秦漢史研究』全3巻のうちの第3巻。本巻では，「家と家族」篇にて〔姓・氏
と通婚〕，〔九族と三族〕，〔漢時代の家と家族〕，〔漢六朝の家産の多様性をめぐっ
て〕について，「戦国秦漢時代の集落」篇にて〔戦国秦漢時代の集落（一）〕に論究
する。また巻末には第1巻，第2巻の補言と，各巻の索引を附す。
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帝賜の構造 唐代財政史研究 支出編

清木場東 著� ［中国書店］

B5判／767頁／上製函入／12000円

1997.03.21 ISBN978-4-924779-33-4 C3022
法と皇帝により作動する巨大財政システムの実態と本質をとらえて，大輪の華の運
命を読みとる。皇帝制国家の財政とは何かという問題に真正面から取り組んだ近年
にないスケールの大きな野心作。朝廷という法と皇帝により作動する巨大財政シス
テムの実態と本質を具体的に探り，財務支出の特徴を明らかにする。

北宋の商業活動 久留米大学経済叢書13

清木場東 著� ［中国書店］

B5判／1031頁／上製／17000円

2005.03.28 ISBN978-4-924779-89-X C3022
『宋會要輯稿』などの史料から商税統計資料を抽出・考証し，これに商業活動分野
の資料としての生命を吹き込み，北宋の商業活動を有機的に読み解く。都市だけで
なく，全国津々浦々の町に至るまで言及した大著。

北宋の都市と町
清木場東 著� ［中国書店］

B5判／833頁／上製／15000円

2015.02.02 ISBN978-4-903316-40-6 C3022
宋代最盛期の四大税財政史料及び『元豊九域志』が記す約三万の地を都市の基礎概
念及び経済指標に基づき分類し，新手法により，各種の新旧の都市と町の全国的分
布を初めて明らかにした。庶民が経済や文化の担い手となった宋代のことを深く知
る手がかりとなる好著。

『蒙古源流』五種
森川哲雄 著� ［中国書店］

A4判／711頁／上製／20000円

2008.03.28 ISBN978-4-903316-08-6 C3022
『蒙古源流』は1662年，オルドスのサガン・セチェンによって編纂された年代記。
モンゴル研究の重要な史料であるが，極めて多くの写本が存在する。本書は『蒙古
源流』のより正確な理解のために，その代表的なテキスト5種をローマ字転写して
並べ，テキスト間の異同を明らかにしたものである。

中国中世の民衆文化 呪術・規範・反乱

相田洋 著� ［中国書店］

A5判／373頁／上製／7000円

1994.03.31 ISBN978-4-924779-22-9 C3022  
中国中世の民衆の日常・非日常の世界を，彼らが育んできた文化，民間信仰，鬼市
と夜市，変文，『三国志』や『水滸伝』の芝居，さらには春画や厭勝，キョンシー
などの土俗的世界に分け入り，読み解く。 
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中国伝統社会の歴史的特質 家族・官僚・啓蒙

和田正広 編著� ［中国書店］

A5判／315頁／並製／3刷／3200円

2005.03.01 ISBN978-4-924779-34-2 C3022  
「宗族制度概論」，「明清の宗譜にみえる科挙条項」，「清初の吏治よりみた封建官僚
政治」，「清世宗の吏治思想」，「明末清初の初期啓蒙文化より近代の新学に至る道
程」，「戊戌変法前後の社会思想の特徴─西欧啓蒙思想との比較」，「中国封建社会
の長期延続に関する討論の由来と発展」の7章からなる研究論集。

華僑ネットワークと九州 九州国際大学社会文化研究所叢書

和田正広，黒木國泰 編著� ［中国書店］

A5判／352頁／上製／6400円

2006.03.28 ISBN978-4-924779-91-1 C3022
南部九州と明清期の中国人，近代在日華僑のふるさと，北部九州と近現代中国の3
部構成。中世後半・近世より近現代にわたる南・北九州の地と，当該期中国人との
民間レベルでの社会経済交流史に見られた時代状況の特色を描く。

明代清初の女直史研究
江嶋壽雄 著� ［中国書店］

A5判／660頁／上製／16000円

1999.05.25 ISBN978-4-924779-46-6 C3022  
江嶋先生米寿記念著作集出版委員会（代表=幸徹・和田正広）編。第1編「明代女
直の招撫」，第2編「女直の朝貢貿易」，第3編「遼東の馬市」，第4編「清朝入関
前の諸問題」で構成され，余録として「明代遼東の舗」「双城」他2章を付す。

清代の水利と地域社会
森田明 著� ［中国書店］

A5判／372頁／上製／6600円

2002.08.01 ISBN978-4-924779-69-5 C3022
「河川国家」とも称される中国の歴史と文化の発展は，水の利用と管理によっても
たらされてきた。本書は，特に清代を中心とした各地の水利と治水に対する地域社
会の取り組みと 民衆のあり方を通じて，近代前夜の複雑な時代の諸相を究明する。

中国近世の都市と水利
西岡弘晃 著� ［中国書店］

A5判／320頁／上製／8000円

2004.05.08 ISBN978-4-924779-78-4 C3022
中国における中世から近世にかけての社会構造の変革を水利史の視点から考察。宋
代における経済的発展の要因として，城郭内の都市水利と城郭外の郷村水利との有
機的関連が有力な社会基盤として形成されていたことを実証する。
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中国近代史
范文瀾 著／横松宗，小袋正也 訳� ［中国書店］

A5判／564頁／上製／3800円

1999.07.15 ISBN978-4-924779-47-4 C1022  ＊日本図書館協会選定図書

アヘン戦争から義和団運動まで（1840～1900）を活写，中国人の心に民族と愛国
を刻印した歴史認識の手引書。幻の名著，ついに翻訳成る。付録として，范文瀾が
1944年に延安で書いた問題の論文「漢奸（かんかん）の元凶曾国藩の一生」を収録。

上海鼎記号と長崎泰益号 近代在日華商の上海交易

和田正広，翁其銀 著� ［中国書店］

A5判／299頁／上製／7200円

2004.03.30 ISBN978-4-924779-80-6 C3022
近代東アジアの環シナ海地域では，人・モノ・金・情報の交流によって交易の質
量を伴う活況が見られた。旧上海の対日貿易商グループ「東洋荘」の一員であり，
海産物を主取引とし，漢方薬や金融取引にも携わっていた寧波幇「鼎記号」と，近
代長崎の華商「泰益号」との間の中小企業型交易の一般を解明した力作。

中華郵便局の歴史地理
森勝彦 著� ［中国書店］

四六判／209頁／上製／3600円

2012.01.20 ISBN978-4-903316-25-3 C3025
中華世界の広大な空間で郵政ネットワークはいかにして展開したか─。近代にお
いて郵便局の空間的展開を取り上げることは，国家郵政を通して国土空間の近代的
再編過程を明らかにすることに等しい。豊富な図表を駆使し，19世紀末から20世
紀前半の中国近代郵便の時空的展開を俯瞰する。

周辺から見た20世紀中国 日・韓・台・港・中の対話

横山宏章，久保亨，川島真 著� ［中国書店］

A5判／344頁／並製／3800円

2002.12.20 ISBN978-4-924779-71-7 C3022  ＊日本図書館協会選定図書 
疾走する中国を，日本・韓国・台湾・香港および中国自身はどう見るか。韓国での
中国近現代史研究の急進展，台湾や香港における新たな歴史意識の台頭なども紹
介。各地域の中国現代史研究の最前線を知り，中国と東アジアの今後を考える上で
見逃せない一書。 



［価格は本体（税抜き）］歴史・考古

10

歴史のなかの日本と台湾 東アジアの国際政治と台湾史研究

檜山幸夫 編� ［中国書店］

A5判／288頁／上製／3600円

2014.03.31 ISBN978-4-903316-38-3 C0020
日台友好関係にも重大な影響を及ぼす東アジアの国際情勢の悪化を踏まえ，日台関
係の現段階，日本統治下における総督府官僚や指導者階層の実態，台湾人アイデン
ティティの形成，東アジアにおける戦歿者慰霊問題などを通して，宿命的な政治性
と国際性に規定されてきた台湾史研究の課題と展望を模索する。

明治日本と中国米 輸出解禁をめぐる日中交渉

堀地明 著� ［中国書店］

四六判／159頁／上製／2400円

2013.02.10 ISBN978-4-903316-29-1 C0031 
明治期日本の中国米需要はどれほどのものであったのか。1898年と1902年に日中
間で展開された中国米輸出解禁をめぐる外交交渉において合意された諸内容，及び
1907～08年に中国米が日本に輸出された経緯について，双方の外交文書を通じて
解明。新しい視覚を提示する日中関係史研究。

図説 中国古代銅鏡史
孔祥星，劉一曼 著／高倉洋彰，田崎博之，渡辺芳郎 訳�［中国書店］

B5判／305頁／上製／復刻版（発売：海鳥社）／8000円

2001.05.26 ISBN978-4-874153-34-8 C3020
鏡背の文様に何を読み取るか─。斉家文化期から元代にまで及ぶ約4000年間の
銅鏡の歴史を，発掘調査によって出土した豊富な資料と中日の研究成果をもとに詳
述し，時代背景や民衆の社会観，対外交渉や銅鏡研究の歩みにまで言及した古鏡研
究の画期的概説書。写真・図版約350点収録。

東アジア古文化論攷
髙倉洋彰 編� ［中国書店］

B5判／1096頁／並製／分冊函入／14000円

2014.04.08 ISBN978-4-903316-37-6 C0020
日本，朝鮮，中国，連動した歴史的基盤を持つ東アジア（さらにはユーラシア世
界）の考古学を総覧する。大学研究者，博物館学芸員，文化財調査員等，各研究者
68名の論考を掲載。新たな視野に立った“東アジア考古学”を止揚する。西南学院
大学教授・高倉洋彰氏編集による退官記念出版。
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中国新石器時代の生業と文化
甲元眞之 著� ［中国書店］

A5判／403頁／上製／2刷／5600円

2001.08.30 ISBN978-4-924779-57-1 C3022
中国初期における長江と黄河流域の農耕文化を中心にした，独自の比較研究論文の
集大成。新石器時代の栽培穀物，植物遺存体，狩猟動物と家畜，貝類の採取，なら
びに先史時代の漁撈方法などに関する20篇の重要論文をもとに，長年の研究成果
を中国新石器時代の生業と文化という考古学の観点からまとめた労作。

中国古代北疆史の考古学的研究
宮本一夫 著� ［中国書店］

A5判／351頁／上製／4600円

2000.02.28 ISBN978-4-924779-50-4 C3022  
考古資料から，中国先秦時代の北方地域と中原の地域的関係を対立的に復元し，匈
奴と漢王朝にいたる歴史構図の前史を解明。中国古代における首長制社会，初期国
家，領域国家の道筋を長城地帯における文化的接触とういう視点から復元し，東ア
ジアにおける歴史法則を明らかにした画期的研究書。

東チベットの先史社会
四川省チベット自治州における日中共同発掘調査の記録

宮本一夫，高大倫 編� ［中国書店］

B5判／455頁／上製／8400円 2013.03.30 ISBN978-4-903316-30-7 C3022  
7年にわたる発掘調査により，青銅器文化の年代や社会生活，文化交流の実態を初
めて明らかにする。古代国家・吐蕃を花咲かせる東チベット先史社会を東アジアの
中で位置づけ，その平行現象を究明した画期的な研究。掲載図版500点。21世紀に
なって唯一，中国政府から許可された日中共同発掘調査の記録。

行動する考古学
高倉洋彰 著� ［中国書店］

A5判／362頁／上製／3600円

2014.01.31 ISBN978-4-903316-36-9 C0020
総合科学としての考古学においては，考古資料（遺跡・遺構・遺物）に基づく知の
蓄積「知学問」に加え，交流と見聞による「目学問」・「耳学問」が重要である。韓
国・中国を中心とする国際交流，九州国立博物館の誘致，大学博物館の運営、聖嶽
洞窟遺跡事件，紙踏絵の研究など，著者独自の多彩で広範な“見聞考古学”の成果。

馬王堆漢墓のすべて
何介鈞，張維明 編著／田村正敬，福宿孝夫 訳� ［中国書店］

A5判／293頁／上製／2718円

1992.12.20 ISBN978-4-924779-20-2 C1020
二千百余年をへて，現代に蘇った前漢初期の文化を余すところなく紹介。出土状態
の驚くべき良好さと多彩な出土品は，織物・漆器・絵画・楽器を始め，古書籍など
の副葬品，きわめて新鮮な遺体などに及ぶ。豊富な写真と図版を活用し，前漢初期
の謎に挑む。
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日本古器銘と好太王碑文 新解読並びに考古文字地理

福宿孝夫 著� ［中国書店］

四六判／325頁／上製／2719円

1991.12.01 ISBN978-4-924779-17-2 C1020 
代表的な考古学史料である刀剣・銅鏡などと『好太王（広開土王）碑』の銘につい
ての通説を覆す新判読，さらには比較字体学的手法による国際的考古文字地理の解
明に挑んだ労作。卑弥呼の銅鏡の謎に迫る，学界初の好太王碑全文読み下し。

西日本の終末期古墳
下原幸裕 著� ［中国書店］

B5判／504頁／上製／13000円

2006.03.10 ISBN978-4-924779-90-3 C3022
終末期古墳の築かれた7世紀は，多大な負担を要する高塚の風も衰滅に向かい，終
末の様相を呈する。そうした律令社会前夜の墓制を明確に捉えるため，終末直前の
古墳から奈良時代までの墓制を対象に分析し，国造制や評制など7世紀史の復元に
不可欠な文献史学の成果も援用して検討した大著。

シベリア先史考古学
小畑弘己 著� ［中国書店］

B5判／524頁／上製／14000円［品切］

2001.04.26 ISBN978-4-924779-59-8 C3022  
東シベリア・極東地方における更新世末～完新世前半期の自然環境の変化とそれ
に対する文化適応の諸相を，狩猟具や漁撈具などの考古資料および動物骨・花粉・
胞子などの自然遺物の詳細な検討をもとに，200点に及ぶ豊富な図表を駆使して平
易に描き出す。わが国の後旧石器～縄文文化の比較研究資料としても有用な一冊。
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老子新考 つくられた老子

大野透 著� ［中国書店］

A5判／514頁／上製／8000円

1995.11.30 ISBN978-4-924779-28-8 C3010
初めて老子の実体に迫る─。老子の研究に止まらず，「人生の書」たることを目
指し，殊に後編第5章「世界の諸思想」においては，生命，人間，科学，宗教など
に関して縦横に論じる。著者は『漢文法の遡源的研究』で九州大学文学博士，『萬
葉假名の研究』で国学院大学文学博士となる。

『荘子』内篇の研究
佐藤明 著� ［中国書店］

A5判／371頁／上製函入／10874円

1998.02.25 ISBN4-924779-38-5 C3010
中国古典において第1級の価値をもち，日本にも多大な影響を与えた老荘思想の精
粋『荘子』斉物論篇。しかしそれは荘周一個人の作ではなく，編纂による語録では
ないかという仮説を独自な視覚と精緻な方法で究明し，中国思想史研究に新生面を
切り拓く。

論語における孔子の教育思想と楽
荒木雪葉 著� ［中国書店］

A5判／303頁／上製／4200円

2013.08.10 ISBN978-4-903316-33-8 C0098
孔子の思想の特徴は，身分の差を超えた人格の修養と礼楽を重視したことにある。
礼楽に倫理観の根拠を求め，楽を学ぶことを通して，全てを統合した〈和〉を体得
した君子となる。音楽理論における〈和〉の概念を考察し，『論語』に見る孔子の
音楽思想とその教育理念の歴史的意義について明らかにする。

中国心学の鼓動と仏教
荒木見悟 著� ［中国書店］

A5判／391頁／上製函入／10000円

1995.09.28 ISBN978-4-924779-27-X C3010  
気学を唯物論と規定し，心学を凌駕する思想であったという認識への疑問から，気
学を理学・心学に対置させず，自然科学史の中に位置づけようとする著者の渾身
の論考集。「気学解釈への疑問」，「郝敬の立場」などの全7章に加え，付録として

「宋元時代の仏教・道教に関する研究回顧」を収載。

岡田武彦 張岱年 対談 簡素と和合 対立から大同の世紀へ

難波征男 編� ［中国書店］

四六判／232頁／並製／1800円

1999.05.01 ISBN978-4-924779-45-8 C0010
野路に咲く一本の草花に宇宙生命を感得する日本の大儒・岡田武彦。素朴な農民の
一語の響きに人間的真実を感知する中国の賢哲・張岱年。戦争と革命の20世紀を
中国古典に学び，生き抜いた日本の老大家とその高弟が，体制やイデオロギーを超
えて率直に語り合った清談録。
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こころとからだ 中国古代における身体の思想

石田秀実 著� ［中国書店］

A5判／479頁／上製／8000円

1995.01.05 ISBN978-4-924779-23-7 C0010  
身体的技法の豊かな伝統を現在に伝える中国の文化。膨大な古医書・経書・道教・
欧米の文献資料を自在に駆使し，西欧近代と相異なる身体的「知の技法」の構造を
あざやかに読み解く。『気／流れる身体』，『中国古代医学思想史』，『死のレッスン』
の著者による待望の論文集。

清朝末期の孔教運動
蕭 橘 著� ［中国書店］

A5判／221頁／上製／2800円［品切］

2004.12.01 ISBN978-4-924779-84-9 C1010
清末の孔教論が孔教運動，すなわち儒教改革として展開した実態を解明する。改革
派人士の孔教構想と維新政治との関係だけでなく，その改革陣営内外の政治勢力，
いわゆる政治的立場の異なる全ての代表的人物の言説を網羅した，中国思想に関心
を持つ人々が長らく待望してきた研究書。

民国八大政治グループの新文化構想
蕭 橘 著� ［中国書店］

A5判／195頁／上製／2400円

2004.12.20 ISBN978-4-924779-85-7 C1010  
中華民国期の政治文化思潮の変動状況を広い視点で解説し，学界で初めて体系的に
分析を加えた野心作。中国の伝統文化と西洋の民主科学との融合・相克などの問題
に及び，民国思想史の最重要な側面に対する忠実な記録であり，中国の政治思想史
に関心がある者にとって貴重な一冊である。

近代中国の東西文化論
蕭 橘 著� ［中国書店］

A5判／323頁／上製／3400円［品切］

2004.12.24 ISBN978-4-924779-86-5 C1010
アヘン戦争から辛亥革命までの時期における中国思想文化の展開状況を整理し，各
政治流派の中国文化再建モデル，そして現代中国思想を形成する源流を明らかに
する。ある文化構想が別の文化構想に取って代わられていく必然的趨勢を掲示し，
当時の中国知識人の知的創造活動を知りたい者にとっては欠かせない一冊。

二十世紀後半の中国文化思潮
蕭 橘 著� ［中国書店］

A5判／199頁／上製／3200円［品切］

2005.10.05 ISBN978-4-924779-88-1 C1010 
中国社会発展の時代的課題，ここ半世紀にわたる中国思想文化発展の動向，中国の
近代化建設を指導する中国知識人の近代化モデルを解明。伝統対近代，中国対西
洋の構図の中に多くの論点と話題を盛り込み，独自の中国近現代史観を提示して，
中国の思想文化展開の趨勢や世界的文化思潮の発展方向を展望する。
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［価格は本体（税抜き）］思想・宗教

古学者高橋赤水 近世阿波漢学史の研究

有馬卓也 著� ［中国書店］

A5判／306頁／上製／4600円

2007.03.14 ISBN978-4-924779-98-3 C3010
江戸後期，当時の主流であった朱子学を排し，孔子本来の教えに立ち戻ることを主
張した碩学に迫る。荻生徂徠の古学に私淑した阿波藩の儒学者の思想を，その主著

『赤水文鈔』，『古今学話』を中心に読み解く。

天台山記の研究
薄井俊二 著� ［中国書店］

A5判／495頁／上製／9500円

2011.02.28 ISBN978-4-903316-24-6 C3014
最澄・円珍はじめ多くの高僧が訪れ，日本との関わりも深い，中国浙江省の聖地・
天台山の地誌─ 唐の道士である徐霊府の撰「天台山記」について，唯一伝存す
る国立国会図書館所蔵本によって全面的な校勘作業を行い，様々な角度から論じ
る。

竹窓随筆 明末仏教の風景

荒木見悟 監修／宋明哲学研討会 訳注� ［中国書店］

B5判／552頁／上製／6300円

2007.06.01 ISBN978-4-903316-02-4 C3015
陽明の良知は仏教の真知に及ばない─。中国・明朝末期の頃，陽明学が栄える一
方，仏教が不振な中，杭州の雲棲にあって，仏教の根本からの立て直しと人びとの
心の救済に全力をそそいだ僧の珠玉の書。待望の完全訳注。満を持して刊行。

訳註 清初僧諍記 中国仏教の苦悩と士大夫たち

陳垣 撰／野口善敬 訳註� ［中国書店］

A5判／355頁／上製函入／8738円

1989.09.25 ISBN978-4-924779-10-5 C3010  
今日においても清初の仏教研究として十分な価値を有する『清初僧諍記』。その最
大の特徴は，明快なる人物関係の図式化にある。清朝の仏教界の状況とそれに関わ
る居士たちの有様を見事に描いて中国仏教史の穴を埋めた名著。その和訳と詳細な
注は，仏教に縁の薄い歴史・文学の研究者の必備と言えよう。
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『月堂和尚語録』訳注（附行状）
野口善敬，廣田宗玄 共訳� ［中国書店］

A5判／444頁／上製函入／7000円

2010.10.01 ISBN978-4-903316-19-2 C3015  
日本の臨済禅のルーツである大応国師の法を嗣いだ月堂宗規。その語録に初めて現
代語訳を付けた画期的な一書。月堂宗規は，太宰府の崇福寺などに住し，九州の地
で大応の峻厳な禅を挙揚した。語録に加えて月堂に関する諸史料を集め，全てに現
代語訳と注釈を付けた。九州で展開した大応禅の真髄を知るために絶好の書。
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［価格は本体（税抜き）］社会・民俗

韓国・朝鮮系中国人＝朝鮮族
韓景旭 著� ［中国書店］

A5判／316頁／上製／6400円

2001.12.08 ISBN978-4-924779-63-6 C3039  
文化人類学的な調査・研究方法に基づき，日本植民地時代に朝鮮半島から中国東北
部に移住した人たちの状況を具体的に把握。現存する約200万人の韓国・朝鮮系中
国人（朝鮮族）が，中国社会の中でいかに漢族との共存を図り，かつ現代中国の急
激な社会変化に対処してきたかを鮮明にした労作。

中国少数民族の文化と教育
崔淑芬 著� ［中国書店］

A5判／255頁／上製／4600円

2012.03.28 ISBN978-4-903316-26-0 C1037
広大な国土に56の民族が共存し，複雑な文化伝達・歴史過程を経てきた中国。本
書は「多元化民族の文化・教育の特徴」をメインテーマに，文化的にも言語文字的
にも顕著な民族化を示している東北・西北・西南三大地域の少数民族を数年間にわ
たり現地調査した実践研究の成果である。

災難後的重生 阪神大震災對高齡化社會的衝擊［中文版］

大谷順子 原著・審訂／徐 濤 訳� ［中国書店］

A5判／346頁／上製／5000円

2010.02.25 ISBN978-4-903316-17-8 C3036
日本の高齢化社会に関心を向けた探索的研究であり，被災地神戸をケーススタディ
として，都市部の独り暮らしの高齢者を追った。質的および量的の混合手法を用
い，英語圏では使用が常識となっている質的データ分析ソフトを非英語圏，日本の
コンテクストに初めて応用した。老年学，ジェンダー学，災害研究の参考に有用。

台湾シャーマニズムの民俗医療メカニズム
王貞月 著� ［中国書店］

A5判／287頁／上製／6600円

2011.04.30 ISBN978-4-903316-23-9 C3036
人類最古の宗教，医学，心理学であるシャーマニズムは，常に変容を遂げながら台
湾社会で補完代替医療の一つとして活躍している。台湾シャーマニズムのタンキー
民俗医療はいかなる治療メカニズムによって人々を癒すのか。10年にわたるフィー
ルドワークの成果に基づき，その治療メカニズムを明らかにする。

脊振山信仰の源流 西日本地域を中心として

吉田扶希子 著� ［中国書店］

B5判／320頁／上製／9500円

2014.03.20 ISBN978-4-903316-34-5 C0039 ＊第23回 2014年度 日本山岳修験学会賞

脊振山信仰の根本は『古事記』，『日本書紀』などに描かれる古代にその基礎が形成
されていた。この地は神功皇后の伝承地であり，のちの元寇のときには神功皇后の
八幡信仰が興っている。脊振山の四周の寺社縁起，説話，伝説の調査，さらに祭
礼，祭礼組織，芸能などを歴史学的，社会学的視野を含めて民俗学的に考察する。
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九億農民の福祉 現代中国の差別と貧困

王文亮 著� ［中国書店］

A5判／589頁／上製／4600円

2004.10.20 ISBN978-4-924779-82-2 C3036
現代中国における三農（農業・農民・農村）問題に基づく農村生活の貧困を，社会
保障との関連から，とくに都市における生活者の社会保障との違いが，平等と人権
の観点から見てきわめて不公平・不合理であることに対して，国家責任としての社
会保障の今後の明確化について論究した大著。

雲南的「西部大開発」（中文）
波平元辰，車志敏 編著� ［中国書店］

A5判／246頁／上製／3800円

2004.02.20 ISBN978-4-924779-76-8 C3336  
西部大開発という国土開発戦略が，内陸地域の中でも人口や経済規模で上位に位置
する雲南省でどのように実施されているか，その実情を明らかにする。環境保護，
農産物の開発，少数民族の発展・開発と伝統文化の変容に焦点を当て，中国と日本
の研究者が共同で行ったアジア太平洋センターのプロジェクトによる研究報告。

戦後台湾労使関係の研究
張国興 著� ［中国書店］

A5判／447頁／上製／6400円

2000.02.28 ISBN978-4-924779-49-0 C3030
2・28事件54周年記念の書。戦後台湾の1950年から80年代までの戒厳令体制下の
国民党の労働政策，労使関係の背景，労働組合の実態と労働争議，さらに戒厳令解
除後の状況についても具体的に実例を挙げ分析した貴重な研究書。「台湾の民主主
義」，「台湾の建国と国際認知」の2編を付録。
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［価格は本体（税抜き）］文学

中国古典文学選
松崎治之，中村昌彦，栁川順子，東英寿，静永健 共著� ［中国書店］

A5判／140頁／並製／6刷／1748円

2004.03.15 ISBN978-4-924779-30-X C1098  
大学・短期大学のテキストないし副読本としての利用を念頭に編集。中国の詩文を
概観することを目的に，情味豊かな内容のものを採録し，また，配列は総じて時代
順とし，宋代はテーマ別に，元末明初の『三国志演義』は関連の詩文を付記した。
訓読の不得手な学生のために書き下し文も併記。

わかりやすくおもしろい中国文学講義
九州大学中国文学会 編� ［中国書店］

A5判／320頁／並本／2300円［品切］

2002.05.11 ISBN978-4-924779-67-9 C1098  ＊日本図書館協会選定図書 
楊貴妃から魯迅，漫画などで人気の『三国志』や『封神演義』など，九州大学を中
心とした総勢27名の教授陣による最新の中国文学講義録。大学で中国について学
びたいと思っている高校生，これから大学で「中国文学・中国語学」を学びたいと
思っている若い人たちに贈る “わかりやすく” そして “おもしろい” 入門書。

晩唐詩人考 李商隠・温庭筠・杜牧の比較と考察

桐島薫子 著� ［中国書店］

四六判／250頁／上製／3107円

1998.02.25 ISBN978-4-924779-37-7 C3098 
晩唐の三大詩人について，彼らをとりまく当時の政治的・社会的情勢，個人的な人
間関係・家庭環境などを比較検証し，彼ら自身に内在するそれぞれの個性がその文
学作品にどのように投影されているかを分析吟味し，もってこの三大詩人がそれぞ
れ如何に独自な文学世界を創出したかを究明しようとした意欲的論考。

蘇軾文学の継承と蘇氏一族 和陶詩を中心に

原田愛 著� ［中国書店］

A5判／256頁／上製／4200円

2015.02.28 ISBN978-4-903316-39-0 C3098
宋代を代表する文人蘇軾─。蘇氏一族の行動原理となったのは，陶淵明の詩篇に
和韻した，蘇軾晩年の代表作「和陶詩」であった。本書はこの「和陶詩」を切り口
に，蘇軾の政治的地位が失墜した北宋末期から名誉回復が果たされた南宋初期まで
の蘇氏一族の編纂活動の流れを究明する。

宋代の詞論 張炎『詞源』

詞源研究會 編著� ［中国書店］

A5判／380頁／上製／8800円［品切］

2004.03.10 ISBN978-4-924779-77-6 C3098  
宋末の詞論書で詞学の最重要文献のひとつである張炎「詞源」の詳細な訳注を収め
る。綿密なテキスト・クリティックのもと，中国の各種文学論にも目を配る。巻末
には引用表，諸本異同表，引用詞索引，語彙索引を附す。
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驚鴻記校注
多口洞天人 編／竹村則行 校注� ［中国書店］

A5判／368頁／上製／7800円

2007.02.08 ISBN978-4-924779-97-6 C3098
『驚鴻記』は梅妃をヒロインに仕立てた明万暦刊の戯曲である。本書はその『驚鴻
記』の二つの版，「北京大所蔵の標註本」と「京都大谷大所蔵の新刻本」の異同を
克明に調査した結果をまとめ，標註の出典を示し，旧稿を一新して，2版の図像お
よび著者の関連論文を付して成った『驚鴻記』校注本の決定版である。

明代白話小説『三言』に見る女性観
張軼欧 著� ［中国書店］

A5判／372頁／上製／5600円

2007.11.18 ISBN978-4-903316-05-5 C3098 
多くの女性が登場する『三言』は，明末以後の文学界に短篇白話小説を作る風潮
を巻き起こした。編者である馮夢龍が物語の女性たちに託したメッセージは何か？
斬新かつ多角的な切り口でこの問いに迫った本書は，『三言』研究だけでなく，女
性学などの他分野の研究にも役に立つであろう。

清代の女性詩人たち 袁枚の女弟子点描

蕭燕婉 著� ［中国書店］

A5判／315頁／上製／5600円

2007.10.18 ISBN978-4-903316-03-1 C3098 
清代の風流才子袁枚は晩年，江南地方で五十数名の女弟子に囲まれ，絢爛たる風雅
な文学の交流を繰り広げた。清代において作詩の才能を花開かせた袁枚女弟子たち
の生き方を克明に考察し，その肉声に耳を傾け，その精神を探るとともに，男性文
人を含めた清代文学の特徴を照射し浮き彫りにする。

清代文人蔣士銓とその戯曲研究
王毓雯 著� ［中国書店］

A5判／259頁／上製／4500円

2013.08.20 ISBN978-4-903316-32-1 C3098  
清代乾隆期の代表的な劇作家蔣士銓─。民間信仰と蔣士銓の思想との関係や，
揚州の塩商が戯曲制作に与えた影響，忠君忠勤思想の提唱と乾隆時代の政治，文字
獄と戯曲制作といった多様な側面から分析を加えることで，蔣士銓の戯曲制作の意
義をより総合的かつ実体的に把握することを試みた一冊。
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［価格は本体（税抜き）］文学

中国現代文学論集 樋口進先生古稀記念

論集刊行会 編� ［中国書店］

A5判／539頁／上製函入／15000円

1990.04.10 ISBN978-4-924779-14-8 C3099
樋口進先生略年譜及び研究業績目録／中国近現代文学史の分期問題をめぐって（伊
藤虎丸） ／建国前夜の文化界の一断面「中国知識人の選択─蕭乾の場合」補遺

（丸山昇）／巴金『滅亡』論（樋口進）／作家巴金─私は作家ではない（嶋田恭
子）／巴金初期思想論（新谷秀明）その他。

中国現代詩の歩み
謝 冕 著／岩佐昌暲 編訳� ［中国書店］

A5判／351頁／上製／4500円

2012.03.28 ISBN978-4-903316-27-7 C1098  ＊日本図書館協会選定図書

中国現代詩研究の第一人者，北京大学・謝冕教授の詩論から，現代詩の歴史を考
察した３篇の文章（1篇は講演記録）を編訳。中国現代詩が始まる「五四」運動

（1919年）の黎明期から開放政策が軌道に乗り始めた80年代末までの詩の歩みを
辿った，中国現代詩史の初めての入門書。日本語訳詩130篇掲載。

中国現代詩人訪問記
秋吉久紀夫 著� ［中国書店］

四六判／196頁／並製／1800円

2010.12.08 ISBN978-4-903316-22-2 C1097
詩人であるとともに中国現代文学の研究者である著者が，日本国内ではあまり知ら
れていない12名の中国現代詩人・作家の生地や，彼らの足跡が残る地域を訪問し，
その真髄に迫った貴重な記録。

創造社作家研究 中國現當代文學研究資料叢刊２

朱寿桐，武継平 主編� ［中国書店］

A5判／204頁／並製／2800円

1999.01.25 ISBN978-4-924779-43-1 C3098  
郭沫若を中心に創造社の作家についての論考7篇と未公開の資料2篇を収録。さら
に「在日郭沫若研究文献目録」を附す（中文）。

現代中国散文選
武継平 編注／徳澄雅彦 訳／CD付き（朗読：野芒）� ［中国書店］

A5判／168頁／並製／CD付き／2800円

2002.10.01 ISBN978-4-924779-70-9 C3098
美しい中国語とは何か。文章の美しさはもとより，心を和ませてくれる音の響き，
抑揚のあるリズム感，すべてをこの現代中国散文の珠玉篇に凝集。中国屈指の声優
野芒の朗読によるCDを併録し，原文，発音ピンイン，語釈，難語解説，作品短評，
および日本語完訳を付した充実の一冊。
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落華生の夢 許地山作品集

許地山 著／松岡純子 訳注� ［中国書店］

四六判／280頁／上製／2500円

2000.08.10 ISBN978-4-924779-55-5 C0097 
「落華生」とは，中華民国初期の異色作家で宗教学者としても知られる許地山のペ
ンネーム。本書は，許地山が結婚間もなく愛妻を亡くした後，1921年から両3年
の間に発表した短編小説や一群の散文詩を訳者が精選し，10年の歳月をかけて翻
訳・注記した労作である。

故土
蘇叔陽 著／馬場与志子 訳� ［中国書店］

A5判／293頁／並製／2719円

1989.11.25 ISBN978-4-924779-12-1 C0097 ＊全国学校図書館協議会選定図書

文化大革命が終息してから6年目，1982年の夏から冬までの，北京のある病院を
舞台に，政治の波に翻弄されながらも真摯に生きる知識人の愛と苦悩と葛藤を描
く。第1回人民文学賞受賞作品。

路遥作品集
路 遥 著／安本実 選訳� ［中国書店］

四六判／519頁／並製／3600円

2009.12.03 ISBN978-4-903316-15-4 C0098
中国の若者に今なお絶大な影響を与え続ける小説家・路遥─。その作品は閉塞的
社会状況に生きる名もなき農村青年の喜びと苦悩，野望と挫折のさまを描いて現代
中国社会の構造的矛盾を見事なまでに照射する。42歳の若さで没した作家の生誕
60周年を記念して，代表作『人生』を含む本邦初訳の名作選。

滄桑 中国共産党外伝

暁 剣 著／多田狷介 訳� ［中国書店］

A5判／503頁／並製／3800円

2010.11.28 ISBN978-4-903316-20-8 C0098 ＊日本図書館協会選定図書

「滄桑」とは「滄海変じて桑田となる」を言い，「世の移り変わりの激しいこと」を
指す。辛亥革命から文化大革命まで，1900年陜北の貧農の子として生まれ，窮民
を率いて官倉を襲ったスタートから中共の副省長にまで昇りつめた人物とそのプ
ロセスを生き生きと描く。中国で「発禁処分」となった伝記小説の本邦初訳。

温故一九四二
劉震雲 著／竹内実 監修／劉燕子 訳� ［中国書店］

四六判／227頁／上製／２刷／1600円

2006.06.08 ISBN978-4-924779-92-X C0098  ＊日本図書館協会選定図書

支配者の暴力に翻弄されながら，支配者なしではいられない中国農民の姿が淡々
と，ユーモアやペーソスを交えて軽妙な筆致で描き出される劉震雲の文学世界。一
農村に視点を据え，激動の中国近現代100年にわたる政権交替を活写した定点観測
の記録小説「村のお頭」を併録。中国で映画化も進められている。
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土地と霊魂
王幼華 著／石其琳 訳� ［中国書店］

四六判／298頁／上製／2600円

2014.02.10 ISBN978-4-903316-35-2 C0097
19世紀の実話に基づき，知られざる台湾史を描いた衝撃作品の初邦訳。移民の歴
史と多元的な文化を持つ台湾において，初めて先住民を主体とする歴史を描いた王
幼華の代表作。1992年発表後，台湾社会を震撼させ，同時に多くの議論を引き起
こした本書は，日本人にとってさらなる台湾理解の手がかりになるだろう。
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中国 報道と言論の自由 新華社高級記者・戴煌に聞く

横澤泰夫 編著� ［中国書店］

A5判／132頁／並製／1200円

2003.03.28 ISBN978-4-924779-74-1 C0036
中国の反骨ジャーナリスト・戴煌が中国における報道と言論の現在について縦横に
語る。報道の自由を一貫して求め続けてきたその発言は率直かつ大胆であり，中国
国内では発表しえない内容を含む。毛沢東に対する批判，共産党独裁の否定，民営
新聞発行の主張など，きわめて鮮烈な言説をまとめた一冊。

神格化と特権に抗して ある中国「右派」記者の半生

戴 煌 著／横澤泰夫 訳� ［中国書店］

A5判／556頁／並製／3200円

2003.03.28 ISBN978-4-924779-73-3 C0023
反右派闘争から文化大革命までの21年間，「右派」のレッテルを貼られ，精神的・
肉体的な迫害を受けながら，信念を貫いた中国人ジャーナリストの記録。苦難を
共にした知識人同士の友情，差別と窮乏の悲惨な生活の中で，よりいっそう深まっ
た家族の絆など，人間愛の記録でもある。

一片の冰心 ある学徒兵の戦後

上尾龍介 著� ［中国書店］

四六判／250頁／上製／1800円［品切］

1997.01.05 ISBN978-4-904779-31-8 C0095
学窓から戦場へ─。「俺の命はこれまでだったのだ」と何度も自身に言い聞かせ，
それでもまだ納得しきれぬ我が身を引きずりながら「北支派遣軍」の一兵士となっ
た著者の，遠い日の戦友たちをも含めた多くの人々に思いを馳せつつ綴られた “帰
らぬ遠い日々の形見” としての珠玉の散文集。

一塊のパン ある学徒兵の回想 上巻
上尾龍介 著� ［中国書店］

四六判／420頁／上製／2300円

2015.07.15 ISBN978-4-903316-46-8 C0095
生きたい，何としても生きたい─。戦争が当たり前だった時代の青春。宮崎中学
卒業後，北京興亜学院へ。東洋の古都・北京での学生生活も束の間，学徒動員によ
り砲兵として北支派遣軍「衣兵団」に配属。敗戦を北部朝鮮で迎え，ソ連軍の捕虜
としてウラジオストクへ移送される。

一塊のパン ある学徒兵の回想 下巻
上尾龍介 著� ［中国書店］

四六判／420頁／上製／2300円

2015.07.15 ISBN978-4-903316-47-5 C0095
何としても残しておかなければ─。命の尊さを伝えるシベリア抑留記。極寒と飢
餓と重労働による死と隣り合わせの日々，兵隊たちはどのように生き抜こうとした
か。そして，北部朝鮮を転々しての帰還。極限状況下における人間性を深く凝視
し，明晰な思索を重ねて綴った記録。
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華ちゃんママの台湾・中国生活日記
小林晶子 著� ［中国書店］

A5判／222頁／並製／1200円

1999.01.23 ISBN978-4-924779-41-5 C0095
台湾で愛娘・華ちゃんを出産し，大連で華ちゃんを中国人幼稚園に通わせた著者の
生活感あふれる記録。「大連／台湾ことば比較」，「食品名：中日対照表（大連編）」，

「病気用語：中日対照表（大連編）」などの便利帳も収録。
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寧波の美術と海域交流
東アジア美術文化交流研究会 編� ［中国書店］

B5判／231頁／並製／3200円

2009.09.25 ISBN978-4-903316-13-0 C1071
近代において上海が港町として開かれるまで，東アジアの海域交流圏の中心の港
だった寧波。天台山や普陀山など五山の禅林を揺籃する仏教文化の生地として，ま
た著名な科挙官僚を輩出した浙東学派の故郷としても知られる寧波について，九州
国立博物館で開催された国際シンポジウムでの議論をすべて収録する。

日中芸能史研究
越智重明 著� ［中国書店］

B5判／677頁／上製函入／8800円

2001.10.11 ISBN978-4-924779-61-X C3020  ＊日本図書館協会選定図書

中国の造型物が仏教などと深く結びつき，やがて日本に伝わり，東大寺の開眼供養
時の軽業以降，江戸時代の雑芸能をへて現代へと受け継がれてゆく。中国の音楽，
中国の芸能，日本の芸能の3部構成。様々な芸能用語を網羅した索引と参考文献目
録は100頁にも及ぶ。初めて東洋の芸能に触れる者の格好の手引書。

日韓古代彫刻史論
大西修也 著� ［中国書店］

A5判／448頁／上製／9000円

2002.02.20 ISBN978-4-924779-64-4 C3071  ＊日本図書館協会選定図書

天智9年に焼失したといわれる法隆寺を再建に導いた原動力とは何か。著者の30年
にわたる韓国古代彫刻の調査・研究成果をもとに，飛鳥・白鳳彫刻との比較研究，
東アジアにおける仏教彫刻成立の思想的背景をなす古代仏教信仰の実態と仏教図
像との関係について解き明かす。カラーを含む写真・図版約320点収録。

漫画学入門
日下みどり 著� ［中国書店］

B5判／112頁／並製／1500円

2002.04.10 ISBN978-4-924779-66-0 C1079  
世界中に輸出されるようになった日本のマンガ。なぜ日本ではマンガが盛んなの
か？　九州大学で2001年4月からの半年間，「サブカルチャーの世界─日本漫画
研究」と題して行われた講義の成果をもとにした漫画学の入門書。
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増修互註禮部韻略切韻譜
佐々木猛 編� ［中国書店］

B5判／105頁／上製函入／11650円［品切］

1996.02.28 ISBN978-4-924779-29-6 C3087 
中古漢語の音系を反映する『禮部韻略』を改編。近世音的特徴と江南漢語的特徴を
付加し，明初の『洪武正韻』の研究にも欠かせない漢語音韻史の基本資料。『附釋
文互註禮部韻略』のすべての音節とを比較対照，両者の間の差異を見いだして『附
釋文互註禮部韻略切韻譜』に書き加えた。 

集韻切韻譜
佐々木猛 編� ［中国書店］

B5判／101頁／上製／7500円［品切］

2000.02.28 ISBN978-4-924779-51-2 C3087
『中原音韻』の音や中国現代諸方言音の多くは『集韻』の反切に対応している。中
国近世および現代の漢字音のありさまを研究するときに，『廣韻』のみを根拠とす
るのは不十分であり，『集韻』を十分活用することによって研究者はさらに確実な
成果を得られるであろう。

『同文備攷』音系
丁 鋒 著� ［中国書店］

B5判／337頁／上製／7600円

2001.11.03 ISBN978-4-924779-62-8 C3087  
『同文備攷』は呉方言の音韻を忠実に記述した16世紀の辞書。この音系を総合的に
解明した本書は，呉方言の音韻研究史における画期的な一大労作。呉語地区が，当
時，政治・文化の中心であった揚子江下流域であることを考えると，語学研究者の
みならず，文学・歴史・風俗など諸分野の研究者に必備の重要参考書と言える。

現代中国語研究論集
現代中国語研究会 編� ［中国書店］

A5判／511頁／上製／9800円

1999.11.10 ISBN978-4-924779-48-2 C3088
28名の中日研究者の論文を収録。中国語学の最新思考・最新研究成果を一挙公開。

漢語範疇語法論集
張 黎 著� ［中国書店］

A5判／218頁／並製／3500円

2000.04.05 ISBN978-4-924779-54-7 C3087
内外の学界において注目を集める新視覚「漢語範疇語法」。その理論が全面的に展
開された中国語による初めての論文集。「個性と共性」，「センテンスと意味構造」，

「空間問題」，「テンスとアスペクト」，「語用問題」，「理論と方法」の6章で構成。
中国語教育，文法研究，人文科学研究に価値ある一冊。
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漢語意合語法学綱要（中文）
張 黎 著� ［中国書店］

A5判／204頁／並製／3200円

2001.02.23 ISBN978-4-924779-58-X C3087
中国語の精神と称される「意合」。意合文法の哲学，センテンスの意味構造，空間・
命題・アスペクトの構造など，意合現象について初めて体系的に研究した理論専門
書。本文は中文。

中国語の情報構造と伝達機能
永富健史 著� ［中国書店］

A5判／194頁／並製／2800円

2007.10.15 ISBN978-4-924779-99-0 C3087 
「コンテクストの伴わない発話行為はありえない」という観点に立ち，日本語母語
者の中国語運用能力の向上を目的として，語用論を中心に中国語の情報構造と伝達
機能について分析，考察した書。

中国語表現の仕組み
蕭橘 編著� ［中国書店］

A5判／289頁／並製／2800円

2010.08.26 ISBN978-4-903316-21-5 C3087
文構造の視点から，中国語学習の要領をまとめ，かつ極めて明快な例文を付けて中
国語表現のコツを伝授し，中国語の構造の秘密を明らかにする。中検の関門を突破
しようとする初級学習者はもちろん，中国語学レベルを上げたくて知的好奇心に燃
えている中・上級レベルの学習者にとっても必携の一冊。

学好中文 中国語をマスターしよう

劉三富，岩佐昌暲，海沢洲，秦耕司 共著� ［中国書店］

A5判／108頁／並製／8刷／1301円

1997.03.28 ISBN978-4-924779-06-7 C3087
大学の教養課程で初めて中国語を学ぶ人のために，週1回ずつ1年間で学ぶであろ
う基本的な文法を扱った入門用テキスト。生活関連の単語を中心に，初学者の発音
練習に適した，実用性の高い短い文章によって構成した。
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表現中国語
荀春生 編著� ［中国書店］

B5判／50頁／並製／3刷／1000円

1999.04.02
すでに初級コースを終了した中国語学習者が，会話能力と表現能力を発展させるこ
とを目的として編集されたテキスト。解説では言葉の運用に重点を置き，比較的や
さしい，常用される文例が示されている。

起飛 中国語初級テキスト

岩佐昌暲，笠征，海沢洲 共著� ［中国書店］

A5判／106頁／並製／10刷／1500円

2003.03.10 ISBN978-4-924779-26-1 C3087  
週1時間，1年間の授業で，中国語の初級段階で必要と考えられる文法事項を基本
的に習得できるよう工夫されたテキスト。生活関連の単語を中心に，文章は短いが
実用性や応用範囲の大きいものによって構成されている。

起飛 中国語初級テキスト練習帳Ⅱ（第十一課〜第二十二課）

荀春生 編著� ［中国書店］

B5判／82頁／並製／4刷／800円

2003.04.10
中国語初級テキスト『起飛』（岩佐昌暲・笠征・海沢洲 共著／中国書店）と併用す
るために編纂された練習帳。大学での週2コマの第2外国語授業では時間的に不足
がちになる文法理解と会話能力を補うための自習用問題集。

起飛 中国語初級テキスト練習帳Ⅰ（第一課〜第十課）

荀春生 編著� ［中国書店］

B5判／51頁／並製／5刷／600円

2001.04.15  
中国語初級テキスト『起飛』（岩佐昌暲・笠征・海沢洲 共著／中国書店）と併用す
るために編纂された練習帳。大学での週2コマの第2外国語授業では時間的に不足
がちになる文法理解と会話能力を補うための自習用問題集。

日常会話表現 実用漢語課本 テキスト用改編版�

北京語言学院 編／松田和夫，千島英一，三瀦正道，武信彰 改編�
A5判／126頁／並本／8刷／1300円� ［中国書店］

2002.03.25 ISBN978-4-924779-00-8 C3087  
中国語を母語としない成人学習者が，中国語の基礎をしっかり身に付けることが
できるように編まれた総合的な入門書。豊富な文型練習は，一定のシチュエーショ
ンの下での運用能力が養われるように工夫がなされ，初学者が急ぎ必要とする日常
生活で常用される表現を中心にした格好のテキスト。
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実力中国語
岩佐昌暲，荀春生，日下翠，西山猛 著� ［中国書店］

B5判／96頁／並製／6刷／CD付き／2200円

2005.03.15 ISBN978-4-924779-52-0 C3087  
全15課（4課まで発音編）からなる中国語入門テキスト。復習チェックシート，単
語索引，中国語普通話音節表を付す。広東電台アナウンサーの吹き込みによる音源
CD付き。

レインボー中国語
張仁政，葉言材，関久美子，林秀娟，唐雋 共著� ［中国書店］

B5判／126頁／並本／4刷／2000円

2005.03.25 ISBN978-4-924779-72-5 C3087  
大学で初めて中国語を学ぶ学生を対象に，週2コマの授業に対応できる中国語テキ
スト。中国に留学している日本人学生と中国人学生との軽快な会話をとおし，中国
の歴史上の人物から最新の IT用語まで学ぶことができる画期的な構成。巻頭に中
国の名所のカラーグラビアを収録。

中国語フォローミー
渡邉ゆきこ，張軼欧，張黎 共著� ［中国書店］

B5判／94頁／並製／3刷／2枚組CD付き／2200円

2006.03.20 ISBN978-4-924779-83-0 C1087
初めて中国語を学ぶ人が，週1回から2回の授業で，発音から単文，簡単な複文ま
で，中国語の基礎を学べるよう編纂。使用頻度の高い単語を厳選し，各課の補充
単語を含めて約350単語に絞り込んだ。中国文化を紹介するコラム，自習に役立つ
2枚組CD付き。

初級 漢語歩歩高 第二版

武継平，苞山武義 著� ［中国書店］

B5判／94頁／並製／2刷／2枚組CD付き／2400円

2006.03.25 ISBN978-4-924779-65-2 C3087
中国語の基礎段階で必要な文法事項，表現，語彙をまとめた全12課からなるテキ
スト。各課とも課本，語法重点，会話，ドリルで構成され，会話は日常生活でよく
使う表現に限定した。大学などの授業では時間的に補いきれない発音の自習のため
に充実の2枚組CDを併録。

やさしい中国語10課 一年生の入門テキスト

黄冬柏 著／芦益平 監修� ［中国書店］

A5判／93頁／並製／CD付き／2200円

2008.03.28 ISBN978-4-903316-06-2 C3087
初めて中国語を学ぶ大学1年生のために編まれた入門テキスト。第2外国語として
週1回の授業に対応できるように，文法の説明は必要最小限の基本的なものに絞り
込んだ，日常表現を中心とした実用性の高い初学者用教科書。巻末に中国の貨幣，
祝祭日に関する解説や，中国全地図と主な都市の地図などを付す。
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中国語の広場 CD付き

新谷秀明，荀春生 共著� ［中国書店］

B5判／73頁／並製／10刷／CD付き／2200円

2010.03.25 ISBN978-4-924779-40-7 C3087  
これを手にしたすべての学習者が強く印象に残るよう，本文の内容にストーリー性
を持たせ，生き生きとした会話で構成された中国語テキスト。また，単なる知識
ではなく，実際に使える中国語を身に付けるために，文法事項は最小限にとどめ，
豊富な例文と練習問題を各課ごとに用意。

中国語の広場
新谷秀明，荀春生 共著� ［中国書店］

B5判／73頁／並製／13刷／1800円

2013.03.25  
これを手にしたすべての学習者が強く印象に残るよう，本文の内容にストーリー性
を持たせ，生き生きとした会話で構成された中国語テキスト。また，単なる知識
ではなく，実際に使える中国語を身に付けるために，文法事項は最小限にとどめ，
豊富な例文と練習問題を各課ごとに用意。

おしゃべりな中国語
新谷秀明，秋山淳，陳菁 著� ［中国書店］

B5判／103頁／CD付き／並製／3刷／2200円

2010.03.28 ISBN978-4-903316-07-9 C3087
茶の間にいながら多チャンネル衛星放送によって中国の最新映像を見ることがで
きる現代。中国語の学習環境も大きく進歩した。豊富な例文，会話文，練習問題，
挿絵によるこの中国語学習入門用テキストには，現代中国事情の紹介と併せて単語
を紹介するコラムを1課おきに掲載。発音練習のためのCD付き。

中国語ベーシック
斎藤匡史，新谷秀明，葉言材，渡辺茂彦，王孝廉 共著� ［中国書店］

B5判／112頁／並製／13刷／1650円

2011.03.15 ISBN978-4-924779-19-9 C3087
大学で初めて中国語を学習する人を対象にしたテキスト。中国語の基礎課程におい
ては発音が重要な要素であるにもかかわらず，中国語を履修する学生の中には発音
がほとんど身についていない者が少なくないという現状の反省から，発音編にはで
きるかぎり分かりやすく詳細な説明を加えた。

九州産業大学で学ぶ基礎中国語Ⅰ
九州産業大学中国語教育研究会 編� ［中国書店］

B5判／136頁／並製／1800円

2013.04.08 ISBN978-4-903316-31-4 C3087  
初めて中国語を学ぶ人を対象にした教科書。会話文での主人公は九州産業大学の学
生で，会話文や例文には九州・福岡の地名が多く登場する。九州の学生には中国語
を身近に感じられる格好の入門書。発音練習のためのサウンド・ファイル（mp3）
を巻末記載のサイトより無料ダウンロード提供。
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九州産業大学で学ぶ基礎中国語Ⅰ［改訂版・CD付き］
九州産業大学中国語教育研究会 編� ［中国書店］

B5判／142頁／並製／2200円

2015.03.30 ISBN978-4-903316-45-1 C3087  
初めて中国語を学ぶ人を対象にした教科書。会話文での主人公は九州産業大学の学
生で，会話文や例文には九州・福岡の地名が多く登場する。九州の学生には中国語
を身近に感じられる格好の入門書。この改訂版では会話文をより洗練し，巻末に復
習チェックシートを付した。

好きです！中国語 花子のHSK2級チャレンジ

虞萍，謝平，瀨邊啓子，星野幸代，楊韜 共著� ［中国書店］

B5判／71頁／並製／CD付き／2400円

2014.11.30 ISBN978-4-903316-41-3 C3087
HSK（漢語水平考試）2級試験の語彙範囲と文法範囲を念頭に作成した初級中国語
教材。基本的な文法事項が理解できるよう，HSK2級試験の過去問などを参考に
して項目を選定。「中国語による日常的な話題についての簡単で直接的なコミュニ
ケーションが可能になる」ことを目指す。自習に役立つCD付き。

これからはじめる中国語
新谷秀明，金縄初美，秋山淳，王其莉 著� ［中国書店］

B5判／106頁／並製／2刷／1600円

2015.03.01 ISBN978-4-903316-43-7 C3087
中国語を初めて学ぶ大学生向けに編集。週１回の授業，通年で30回の授業を想定
し，発音編を５回の授業で，本編を１課あたり２回の授業で進めていくと，ほぼ１
年間で完了する。使用頻度の高い語彙と豊富な文例による，初学者に優しい，分か
りやすい教材。

中級中国語教科書
王孝廉，王占華，辺土名朝邦，古武健児，眞武薫 共著� ［中国書店］

A5判／141頁／並製／1748円

2003.03.10 ISBN978-4-924779-15-6 C3087
中国対外漢語教学研究会編『漢語水平等級標準和等級大綱』を参考に，約500の実
用単語から成る中級者用テキスト。基礎から段階的・系統的に，典型的な内容を充
実させ，また若干の慣用表現も加えた。

楽々上海語（中国語共通語対照）CD付き
虞萍，蟹江静夫 著� ［中国書店］

A5判／108頁／並製／2500円

2015.03.25 ISBN978-4-903316-42-0 C3087 
「東方のパリ」「魔都」といった別名が表しているように，上海には様々な顔があ
る。本書第1-16課の本文の左ページには上海語，右ページには共通語（普通話）
を掲載。両方を対照させて学ぶことで，より高い学習効果を得られる。また，各課
にはコラムが付いていて，上海のことをより詳しく知ることができる。
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大学の地域メディア戦略 映像番組制作による大学の地域貢献

大杉卓三 著� ［中国書店］

四六判／159頁／上製／2200円

2010.03.10 ISBN978-4-903316-16-1 C0036
大学が自主制作した映像番組を，ケーブルテレビのコミュニティ・ チャンネルに
おいて放送するなどの活動を実際に行っている九つの大学の事例を具体的に紹介
しながら，大学の地域メディアを活用した地域社会との新たな関係構築の戦略につ
いて考察する。

情報ネットワークで結ぶシルクロード
国際開発協力にみる現代中央アジア

大杉卓三 著� ［中国書店］

A5判／171頁／並製／1700円　2009.03.10 ISBN978-4-903316-09-3 C0036
中央アジアでは豊富に埋蔵される天然資源に熱い視線が注がれており，またロシア
や中国などの大国に囲まれ地政学的な重要性が再認識されている。本書では，中央
アジアに加え中国の新疆ウイグル自治区を舞台に，ICT（情報通信技術）分野を中
心とした国際開発協力の視点から中央アジアの現代の姿を描き出す。

遙かなる道程 中央アジアの動向

秋吉久紀夫 著� ［中国書店］

四六判／159頁／並製／1800円

2012.05.10 ISBN978-4-903316-28-4 C0095
世界の注目を集めている，ユーラシア大陸内陸部に位置する中央アジアの国々─
アフガニスタン，カザフスタン，キルギスタン。混迷を窮めるアフガニスタン紛争，
新疆ウイグル自治区の暴動はなぜ起きているのか。それらの歴史的変遷，地理，政
治，産業，文化などを広範に概説し，地政学的な観点から問題の核心に迫る。

図書館社会教育の実践 中田邦造の読書指導と自己教育論

福永義臣 著� ［中国書店］

A5判／259頁／上製／6000円

2006.03.28 ISBN978-4-924779-96-2 C3000  
昭和初期，石川県において県立図書館を中核とする全県的な図書館社会教育の中心
人物であった石川県立図書館長・中田邦造。高等学校教諭として，また図書館によ
る社会教育の実践者として，読書学級や青少年文庫などに意欲的に取り組んだ中田
邦造の “読書指導” の核心を解き明かす。

中国人留学生のための法学・政治学論文の書き方
日中両国語版　九州大学大学院法学研究院 著� ［中国書店］

A5判／256頁／並製／2500円

2015.03.18 ISBN978-4-903316-44-4 C3031  
中国人留学生に焦点を合わせて日中両国語で書かれた，他に類例を見ない「論文の
書き方」入門。留学生の目線に立った実践的な内容を豊富に含み，留学生教育に
おいて質の保証を求められる教員側でも活用可能な好著。論文作成時における様々
な参考資料を紹介した充実の実践コラム付き。
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毛詩正義訳注 第一冊

岡村繁 訳注
1986.10.15

中国思想史の諸相
荒木見悟 著
1989.05.25 ISBN978-4-924779-08-3 C3010

長崎に遊んだ漢詩人 附記 宋明儒者の詩

上野日出刀 著
1989.04.30 ISBN978-4-924779-09-1 C0095

実践合否判定 文系小論文
松永章生 著
1989.01.15

唐詩口語の研究
塩見邦彦 著
1995.01.30 ISBN978-4-924779-25-3 C3098

台湾史小事典
呉密察 監修／遠流台湾館 編著／横澤泰夫 編訳
2007.02.11 ISBN978-4-924779-95-2 C1522 　＊日本図書館協会選定図書

改訂 初級中国語教科書
樋口進，王孝廉 共著
1990.03.25

明快漢語会話 初級漢語会話教材

胡山林，周龍梅 著
1999.03.31 ISBN978-4-924779-44-X C3087

新実用漢語会話
徐健安 著
2002.06.20 ISBN978-4-924779-68-7 C3087
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多角的視点から見た日中戦争
政治・経済・軍事・文化・民族の相克

馬場毅 編� ［集広舎］

A5判／400頁／上製／5500円　2015.05.10 ISBN978-4-904213-27-8 C0020
現在，日本での「嫌中論」の高まりの中で，日中戦争の実相についての関心は薄
れ，一部に歴史修正主義的言説がまかり通っている。本書は，政治・経済・軍事・
文化・民族の相克の諸側面という多角的視点からみた日中戦争の実相を明らかにす
ることを目的にしたものである。

中国の反外国主義とナショナリズム
アヘン戦争から朝鮮戦争まで

佐藤公彦 著� ［集広舎］　＊日本図書館協会選定図書

A5判／380頁／上製／3600円　2015.04.08 ISBN978-4-904213-26-1 C0022
現代日本の最大の躓きの石は「中国」だった─。近現代の中国を突き動かした反
外国主義とは何か。アヘン戦争後の反キリスト教運動，義和団事変，20世紀の排
外運動，そして現代の「反日デモ」に通底する「中華民族」のナショナリズムの構
造を解明し，新たな中国近現代史像を描く。
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尖閣反駁マニュアル百題
いしゐのぞむ 著� ［集広舍出版 自然食通信社発売］

A5判／429頁／並製／2000円

2014.06.13 ISBN978-4-916110-98-5 C0031 ＊日本図書館協会選定図書 
気鋭の漢文学者が尖閣古典全史料を網羅研究し、その核心部分を抽出。極めて実証
的、説得力ある一冊。近年、突如として尖閣を自国の領土と主張し始めた中国の論
拠を完璧に退けるための「尖閣有史480周年記念出版」。
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内モンゴルから見た中国現代史
ホルチン左翼後旗の「民族自治」

ボヤント 著� ［集広舎］

A5判／412頁／上製／6400円　2015.05.15 ISBN978-4-904213-29-2 C3022
日本人に伝えたい戦後の内モンゴル東部地域の姿─。旧満州国に属し，日本と協
力し合った内モンゴル東部地域のモンゴル人たちは，新中国建国後，土地，宗教，
文化，そして民族の誇りを奪われた。旗や村の末端単位でフィールド調査を敢行。
公文書と証言から実態を明かす。

安源炭鉱実録 中国労働者階級の栄光と夢想

于建嶸 著／横澤泰夫 訳� ［集広舎］

A5判／546頁／並製／4500円

2014.03.20 ISBN978-4-904213-20-9 C0098
中国革命揺籃の地・安源炭鉱（江西省）。複雑かつ危険な労務環境において，かつ
ての栄光に捕縛されたままの炭鉱労働者は何を求めているのか─。改革開放の
中，中国最大のエネルギー源である石炭の採掘に従事する人々のみならず，中国の
労働者全体が置かれている普遍的な状況を明らかにした稀に見る労作。

北京と内モンゴル、そして日本
文化大革命を生き抜いた回族少女の青春記

金佩華 著� ［集広舎］

四六判／368頁／上製／2600円　2014.02.10 ISBN978-4-904213-19-3 C0095
文化大革命を生き抜いた，壮大なる闘いの自伝ドキュメンタリー。初稿50万字に
推敲を重ね，多感な研ぎすまされた少女の感性によって語られる「生活」は，「政
治」また「思想」を語ることなく，市民の目線から中国社会にいまもって存在する
現代中国の諸問題えぐりだす。

ビルマのゼロ・ファイター� ミャンマー和平実現に駆ける一日本人の挑戦

井本勝幸 著� ［集広舎］

四六判／245頁／並製／定価1500円

2013.09.01 ISBN978-4-904213-18-6 C0095 ＊日本図書館協会選定図書

独立以来60年以上にわたって内戦が続く多民族国家ミャンマー。権利と尊厳をか
け自衛してきた少数民族の団結と自立支援のため，単身その大地に降り立って3
年。UNFC（統一民族連邦評議会）を設立，ついに政府との和平対話にまで漕ぎ着
ける。愛車ゼロ・ファイター号とともに110万キロを駆けめぐった日本人の記録。

チベットの秘密
ツェリン・オーセル，王力雄 著／劉燕子 編訳� ［集広舎］

四六判／415頁／上製／2800円

2012.11.15 ISBN978-4-904213-17-9 C0098
民族固有の文化を圧殺された上，環境汚染・資源枯渇など全般的な存在の危機に直
面するチベット。北京に「国内亡命」を余儀なくされ，“一人のメディア” として
創作と発信を続けてきたチベット出身の女性詩人が，闇に隠された「秘密」に澄明
な光を当てる。王力雄「チベット独立へのロードマップ」ほかを併録。
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［価格は本体（税抜き）］海外事情

中国民主化・民族運動の現在 海外諸団体の動向

柴田哲雄 著� ［集広舎］

A5判／243頁／上製／4600円

2011.12.10 ISBN978-4-904213-12-4 C3031
日本ではこれまであまり実情がよく知られていなかった米国を中心とする中国民
主団結聯盟，中国民主党諸派，チベット青年会議，世界ウイグル会議など，またそ
れらの支援組織である米国民主主義基金（NED）に焦点を当てた，海外における
中国民主化・少数民族運動をテーマとする研究の精華。

私の西域、君の東トルキスタン
王力雄 著／馬場裕之 訳／劉燕子 監修+解説� ［集広舎］

A5判／471頁／並製／3320円

2011.01.24 ISBN978-4-904213-11-7 C0031
2010年ノーベル平和賞受賞者・劉暁波の畏友であり，中国民主化の鍵を握る著者
が，「国家機密窃取」の容疑による入獄などの困難を乗り越え，9年の歳月をかけ
て新疆ウイグル人の内心と社会に迫った渾身のノンフィクション。台湾での出版に
続き，世界に先駆けて邦訳刊行。

現代中国社会保障事典
王文亮 著� ［集広舎］

A5判／617頁／上製／6600円

2010.08.20 ISBN978-4-904213-10-0 C3536
中華人民共和国建国（1949年）から今日に至るまで，現代中国の社会的・政治的
変動と共に日々変化してきた社会保障およびそれを取り巻く社会現状・社会政策
の諸事象や諸問題を紹介・説明・検討した世界初の事典。詳細な図表資料と併せ，
全5編からなる各編それぞれに関連法規を付録。

中国新声代
ふるまいよしこ 著� ［集広舎］

A5判／319頁／並製／2300円

2010.02.18 ISBN978-4-904213-08-7 C0030
女優，漫画家，ブロガー，企業家，経済学者，映画監督，テレビキャスター，ビデ
オクリエイター等々，「変わる中国」を代表する18人へのインタビュー集。「隣国
の巨人を知るための最良のガイドブック」と村上龍氏が評し，東浩紀氏が絶賛し
た，現代中国における新たなジェネレーションの発言空間。

殺
シャーチエ

劫 チベットの文化大革命

ツェリン・オーセル 著／ツェリン・ドルジェ 写真� ［集広舎］

藤野彰 劉燕子 訳
A5判／412頁／並製／2刷／4600円 2012.04.10 ISBN978-4-904213-07-0 C0022
1966年から10年間，チベット高原に吹き荒れた文化大革命の嵐は仏教王国チベッ
トの伝統文化と信仰生活を完膚なきまでに叩き壊した。現在も続くチベット民族の
抵抗は，この史上まれな暴挙が刻印した悲痛な記憶と底流でつながっている。長ら
く秘められていた「赤いチベット」の真実が，本書によって40年ぶりに甦る。
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インド 解き放たれた賢い象
グルチャラン・ダース 著／友田浩 訳� ［集広舎］

A5判／419頁／並製／3320円

2009.03.08 ISBN978-4-904213-04-9 C0098
インド人の著者による初の本格的な現代インド紹介の本と評判の『インディア・
アンバウンド』の邦訳。ノーベル経済学賞受賞者アマルティア・センも「自叙伝，
経済分析，社会調査，政治点検およびビジネス展望がない交ぜになってインド理解
へと導く素晴らしい本だ」と絶賛。

中国の経済体制改革とメディア
西 茹 著� ［集広舎］

A5判／336頁／上製／4800円

2008.06.28 ISBN978-4-904213-01-8 C3036
中国共産党の宣伝機関として位置付けられてきた中国のメディアは，改革・開放政
策の導入により市場経済原理にもまれ，単なる党の代弁者にとどまることができな
くなりつつある。中国で雑誌編集の経験を持つ著者が，政治・経済・社会などとの
相互関係に触れながら，その変容と実態を多数の一次資料に基づき実証的に考察。

中国低層訪談録［インタビュー］どん底の世界

廖亦武 著／竹内実 日本語版監修／劉燕子 訳� ［集広舎］

A5判／405頁／並製／2刷／4600円

2008.08.08 ISBN978-4-904213-00-1 C0098  ＊日本図書館協会選定図書

天安門事件後，4年間の投獄生活をへて，簫を奏で自作詩を詠ずる大道芸を糧とし
ながら中国の最底辺の人々を訪ね歩く聞き書きの旅へ。出稼ぎ労働者，乞食，麻薬
中毒者，不法越境者，同性愛者，人買い，トイレ番，老地主，老右派，老紅衛兵な
どから，録音もメモもせず，渾身のエネルギーを傾注して人々の本音を聞き出す。

嵐を生きた中国知識人「右派」章伯鈞をめぐる人びと

章詒和 著／横澤泰夫 訳� ［集広舎］

A5判／413頁／並製／3800円

2007.10.25 ISBN978-4-903316-04-8 C0023  
10年の投獄から解放されて文筆活動に入るも3冊の著作はことごとく発禁に。そ
れでもなお “中国共産党の政治” を問い続ける。原稿の大幅な削除要求を受け入れ
やっと出版されるもたちまち発禁処分に遭いながら，海賊版で100万部を超える隠
れたベストセラーの本書は，削除なしの香港版 『最後的貴族』からの完全訳である。

臨界点の中国 コラムで読む胡錦濤時代

藤野彰 著� ［集広舎］

四六判／351頁／並製／2400円

2007.06 ISBN978-4-903316-01-7 C0031 
一党独裁と市場経済というアンバランスな車の両輪を激しくきしませている中国
の次の「臨界点」は，否が応でも増している。322の年表項目と176のキーワード
を付して，手垢のついた「日中友好論」にも，視野の狭い「中国脅威論」にも与し
ない視点から〈現代中国─ 胡錦濤時代〉を問う書。
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［価格は本体（税抜き）］開発・経済

グラミンのソーシャル・ビジネス
世界の社会的課題とどう向き合うか

大杉卓三，アシル・アハメッド 著／ムハマド・ユヌス 序文�［集広舎］

A5判／128頁／並製／1600円　2012.08.03 ISBN978-4-904213-16-2 C0086
バングラデシュのグラミン銀行，そしてグラミン・グループが実践するグラミン方
式のソーシャル・ビジネスの理念を通し，世界各国で実践されているソーシャル・
ビジネスの現状を把握し，社会的課題をビジネスの手法で解決することの本質を理
解できる格好の一冊。

BOPを変革する情報通信技術 バングラデシュの挑戦

大杉卓三，アシル・アハメッド 著／ムハマド・ユヌス 序文�［集広舎］

A5判／175頁／並製／2刷／1800円

2012.07.15 ISBN978-4-904213-06-3 C0036［品切］

電気が通じていない農村で携帯電話を使う村人，電話線がない町で運営されるネッ
トカフェ。九州大学とグラミン・コミュニケーションズの共同研究の成果に基づ
き，バングラデシュにおいてICTが導く社会経済の変革について具体的事例を綴る
ことで，そこに暮らすBOP（所得ピラミッド底辺層）の人々の姿を明らかにする。
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北京再造 古都の命運と建築家梁思成

王軍 著／多田麻美 訳� ［集広舎］

B5判／419頁／並製／4600円

2008.11.08 ISBN978-4-904213-03-2 C0098  
梁思成は古都北京を保存する都市計画プランを提出した。しかしこのプランは採用
されず，再び脚光を浴びることになったのは，北京五輪を控えて北京の再開発を
めぐる論争が繰り広げられた時期である。豊富な写真と図版で北京旧城を再現し，
現代における文化財保護，都市計画のありようを問いかける。



43

［価格は本体（税抜き）］芸術

1973�筑豊・最後の坑夫たち
永吉博義，帆足昌平 著� ［集広舎］

B5判変型／160頁／上製／2700円

2015.01.08 ISBN978-4-904213-24-7 C0072 
撮影不可能とされていた坑内労働現場を捉えた貴重な写真群。1962年以降，エネ
ルギー革命の激流は筑豊の炭鉱を押し流していった。終焉目前の1973年，労働現
場の最前線・山野炭鉱地下527mへ。キャップランプだけがたよりの切羽で，過酷
な労働に従事した坑夫たち。その哀歓と労働の実態を記録する。約300点収録。

ウイグル十二ムカーム シルクロードにこだまする愛の歌

萩田麗子 著� ［集広舎］

A5判／256頁／並製／2000円

2014.11.08 ISBN978-4-904213-22-3 C1073  
伝統楽器のオーケストラによる組曲（ユネスコ無形文化遺産登録）。すべて演奏す
ると24時間かかると言われている楽曲は，ウイグル民衆の中で誕生，16世紀にシ
ルクロードで栄えた国の宮廷で洗練され，音楽と詩と舞踊の総合芸術となった。日
本人が憧れてやまないシルクロードに500年こだました愛の詩，初の完全翻訳。

人・風景・光 松永楠生写真集

松永楠生 著� ［集広舎］

A4判変型／72頁／並製／2000円

2014.03.05 ISBN978-4-904213-21-6 C0070
戦後昭和から平成まで駆け抜け，55年余りで撮られた写真たち。アメリカ施政権
下，美ら海に人に魅せられ沖縄を，さらには日中国交回復直後の中国の市井の人々
を撮影。文化庁芸術家在外研修員に写真家として選ばれ，ニューヨークのジョー
ジ・イーストマン・ハウスに客員写真家として１年間留学した著者の魂の写真集。

四天王顕現
今村九十九 編著� ［集広舎］

A4判／304頁／上製函入／オールカラー／9400円

2012.09.15 ISBN978-4-904213-15-5 C1071  
像高約3メートル，木造としては日本最大級の四天王像が，日本を代表する佛師に
より，熊本県玉名市・蓮華院誕生寺の再建南大門に納められた。鎌倉時代から伝え
られる賽割法の全行程を570点の写真とともに記録し，佛師自身がその心構えや宗
教儀式までも明らかにした貴重な書。

艾未未読本
牧陽一 編� ［集広舎］

A5判／386頁／並製／2800円

2012.05.14 ISBN978-4-904213-14-8 C0070
北京オリンピック国立スタジアム《鳥の巣》の設計者の一人であり，中国政府に
よる逮捕・軟禁の圧力のなか，表現の自由を求めてやまない反体制的芸術家アイ・
ウェイウェイ─。世界中のアートファンを熱狂させる中国現代美術のスーパー
スターを解読するトータルな読本，本邦初登場。



［価格は本体（税抜き）］芸術

44

リトル チベット
伊勢祥延 写真+文� ［集広舎］

上川泰憲，井本勝幸 対談／上川泰憲 監修
B5変型／152頁／並製／2857円 2010.06.15 ISBN978-4-904213-09-4 C0072

「まずは自分の目で見てみたい」という信条から世界の国々で人物写真を中心に撮
影し続けている写真家・伊勢祥延。その旅の途中で，アジア圏の僧侶たちによる四
方僧侶伽の活動に出会い，前作『Cambodian Voice』を生む。その反響を受けて今
回彼が旅立ったのは，故郷を追われた人々が暮らすリトルチベットだった。

ヒトを食べたきりん
まちゅまゆ 絵+文� ［集広舎］

B5変型／36頁／上製／サウンドCD付き／2300円［品切］

2008.12.15 ISBN978-4-904213-05-6 C0790
コミュニティーでの孤独と葛藤，誰の心にも巣食う「明るい暗闇」をゴシック風味
の油彩で描いたメルヒェン・ノワール。風合いの良いマットなミルト紙を使い，リ
トグラフのように丁寧に印刷されたフルカラー絵本。生駒祐子（mama!milk）と
西浦智仁（サウンドデザイナー）の音源を収めたCD付き。
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［価格は本体（税抜き）］文芸

アキとカズ 遥かなる祖国

喜多由浩 著� ［集広舎］

四六判／388頁／並製／1500円

2015.08.15 ISBN978-4-904213-30-8 C0093
このままでは拉致被害者を救えない。その答えがここにある─。日本人妻カズ
は，なぜ北朝鮮へ渡らねばならなかったのか。北朝鮮ではどんな過酷な運命が待ち
受けていたのか。脱北してきた元日本人妻の実際の証言や記録をもとにして，リア
ルかつ詳細に描く「準ノンフィクション小説」。

紫の花伝書 花だいこんを伝えた人々

細川呉港 著� ［集広舎］

四六判／349頁／上製／2200円

2012.05.22 ISBN978-4-904213-13-1 C0095
46年前の新聞の投書欄から探索の旅は始まる。その記事はベテランの新聞記者が
生涯でいちばん充実した仕事と言わしめた「花だいこん談義」。戦後，日本中に広
まった花だいこんの来た道を追って。揚子江沿岸，上海，北京，そして満洲から。
今，初めて明らかにされる中国大陸からの五つのルートと五つの人生。

中国古典を読むはじめの一歩 これだけは知っておきたい

坂出祥伸 著� ［集広舎］

A5判／220頁／並製／2600円

2008.10.10 ISBN978-4-904213-02-5 C1000
反切とは？　偽書とは？　版本とは？　避諱改字とは？　中国文学・中国哲学・中
国史などのいわゆる中国学を学ぼうとする学生や院生，あるいは図書館で漢籍や中
国書の分類を扱っている館員諸氏のために編集された格好の入門書。

原文で楽しむ明清文人の小品世界 あじあ楽学選書１

大木康 著� ［中国書店］

A5判／311頁／上製／3400円

2006.09.05 ISBN4-924779-94-6 C1098  
明・清両代の江南地方においては，唐寅，陳継儒，馮夢龍をはじめとするユニーク
な文人たちが多数登場し活躍した。明末清初期の文学を中心に江南文化史研究を専
門とする著者が，日頃の読書の過程で拾い集めた小品散文を中心に解読。行き届い
た丁寧な構成により，彼らの奥深い美学の世界を味わうことができる。
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夢・大アジア 第３号 日台新時代の新たな安全保障

特定非営利活動法人 夢・大アジア 編� ［発売・集広舎］

A5判／208頁／並製／1000円

2015.08.01 ISBN978-4-904213-31-5 C0030  
人的交流が隆盛し，国交樹立への機運さえ日増しに高まる日台関係と，「国家分裂
法」を定めてその機運を牽制しようとする中国。終戦から70年，戦後レジームか
らの脱却が叫ばれる今，新時代における日本の安全保障はどうあるべきか，各オピ
ニオンリーダーと共に考える。

夢・大アジア 第２号 ご遺骨帰国運動

特定非営利活動法人 夢・大アジア 編� ［発売・集広舎］

A5判／192頁／並製／1000円

2015.02.19 ISBN978-4-904213-25-4 C0030  
私たちにとって過去と現代は連綿と続くひとつの道筋であり，歴史は常に国家や
個々人のアイデンティティと深く関わっている。日本人にはどのような使命がある
のか。本号では，各地で散華されたご遺骨の帰国への取り組みを特集し，戦後70
周年のけじめと新たな日本の立ち位置を考察する。

夢・大アジア 創刊号 アジアに真の平和はあるのか

特定非営利活動法人 夢・大アジア 編� ［集広舎］

A5判／192頁／並製／1000円

2014.11.01 ISBN978-4-904213-23-0 C0030  
日本とアジアの問題に特化した保守系誌としてスタートした季刊オピニオン誌の
第１号。本号では「大アジア主義と日本人」「中国覇権主義とアジア」「アジア外交
と日本」の３点を特集。加瀬英明，頭山興助，田母神俊雄，ペマ・ギャルポ，イリ
ハム・マハムティなどの豪華な執筆陣が現代アジアについて論考する。
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あ行
1973 筑豊・最後の坑夫たち 芸術 33
艾未未読本 芸術 32
アキとカズ 遥かなる祖国 日本文学全般 10
嵐を生きた中国知識人 アジア文学全般 4
安源炭鉱実録 中国労働者階級の栄光と夢想 社会 28
一塊のパン 上巻 ある学徒兵の回想 日本文学全般 10
一塊のパン 下巻 ある学徒兵の回想 日本文学全般 10
一片の冰心 ある学徒兵の戦後 日本文学全般 9
インド 解き放たれた賢い象 アジア文学全般 4
ウイグル十二ムカーム シルクロードにこだまする愛の歌 芸術 32
内モンゴルから見た中国現代史 ホルチン左翼後旗の「民族自治」 アジア史 20
雲南的「西部大開発」 社会 25
岡田武彦 張岱年 対談 簡素と和合 対立から大同の世紀へ 思想・哲学 23
おしゃべりな中国語 語学・中国語 39
温故一九四二 アジア文学・小説 7

か行
改訂 初級中国語教科書 語学・中国語 35
華僑ネットワークと九州 九州国際大学社会文化研究所叢書 アジア史 17
学好中文 中国語をマスターしよう 語学・中国語 35
から船往来 日本を育てたひと・ふね・まち・こころ 歴史全般 18
漢語意合語法学綱要 語学・中国語 36
韓国・朝鮮系中国人＝朝鮮族 社会 25
漢語範疇語法論集 語学・中国語 36
起飛 中国語初級テキスト 語学・中国語 38
起飛 中国語初級テキスト練習帳Ⅰ 語学・中国語 36
起飛 中国語初級テキスト練習帳Ⅱ 語学・中国語 38
九億農民の福祉 現代中国の差別と貧困 社会 26
九州旧石器 第2号 歴史全般 11
九州産業大学で学ぶ基礎中国語 Ⅰ 語学・中国語 40
九州産業大学で学ぶ基礎中国語 Ⅰ［改訂版・CD付き］ 語学・中国語 41
驚鴻記校注 アジア文学全般 3
儀禮索引 アジア文学全般 1
近代中国の東西文化論 思想・哲学 23

書名索引 分類 頁

❖書名の中国人名や地名などは，日本で一般化している中国語読み（例：北京［ぺきん］）を除いて，日本語の音
読みを基準に50音順で並べています。

❖著者・訳者・編者名索引での中国人執筆者名は、日本語の音読みを基準に50音順で並べています。
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グラミンのソーシャル・ビジネス 世界の社会的課題とどう向き合うか 社会 27
『月堂和尚語録』訳注 仏教 34
阮籍集索引 アジア文学全般 1
現代中国語研究論集 語学・中国語 36
現代中国散文選 CD付き（朗読：野芒） 語学・中国語 37
現代中国社会保障事典 社会 27
原文で楽しむ明清文人の小品世界 アジア文学全般 3
行動する考古学 歴史全般 12
古学者高橋赤水 近世阿波漢学史の研究 思想・哲学 24
こころとからだ 思想・哲学 22
故土 アジア文学・小説 7
これからはじめる中国語 語学・中国語 41

さ行
災難後的重生 阪神大震災對高齡化社會的衝擊［中文版］ 社会 26
殺劫［シャーチエ］チベットの文化大革命 アジア史 19
詩刊〈1957-1964〉總目録・著譯者名索引 アジア文学全般 2
実践合否判定 文系小論文 参考書 42
実力中国語 語学・中国語 38
四天王顕現 芸術 32
シベリア先史考古学 歴史全般 11
上海鼎記号と長崎泰益号 近代在日華商の上海交易 アジア史 16
集韻切韻譜 語学・中国語 36
周辺から見た20世紀中国 日・韓・台・港・中の対話 アジア史 16
周禮索引 アジア文学全般 1
情報ネットワークで結ぶシルクロード 国際開発協力にみる現代中央アジア 社会 26
初級漢語歩歩高 第二版 語学・中国語 39
神格化と特権に抗して ある中国「右派」記者の半生 社会 25
新実用漢語会話 語学・中国語 37
清代の女性詩人たち 袁枚の女弟子点描 アジア文学全般 3
清代の水利と地域社会 アジア史 16
清代文人蔣士銓とその戯曲研究 アジア文学全般 5
清朝末期の孔教運動 思想・哲学 23

『清郷日報』記事目録 アジア史 17
好きです！中国語 花子のHSK2級チャレンジ 語学・中国語 40
図説 中国古代銅鏡史 アジア史 15
脊振山信仰の源流 西日本地域を中心として 社会 28
戦国秦漢史研究 １ アジア史 13
戦国秦漢史研究 ２ アジア史 13
戦国秦漢史研究 ３ アジア史 14
尖閣反駁マニュアル百題 政治 29
戦後台湾労使関係の研究 社会 25
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『荘子』内篇の研究 思想・哲学 22
増修互註禮部韻略切韻譜 語学・中国語 35
滄桑 中国共産党外伝 アジア文学・小説 7
創造社作家研究 中國現當代文學研究資料叢刊２ アジア文学全般 2
宋代の詞論 張炎『詞源』 アジア文学全般 3
蘇軾文学の継承と蘇氏一族 和陶詩を中心に アジア文学全般 6

た行
大学の地域メディア戦略 映像番組制作による大学の地域貢献 社会 26
台湾史小事典 アジア史 17
台湾史小事典［増補改訂版］ アジア史 18
台湾シャーマニズムの民俗医療メカニズム 社会 27
多角的視点から見た日中戦争 政治・経済・軍事・文化・民族の相克 アジア史 20
竹窓随筆 明末仏教の風景 仏教 34
チベットの焼身抗議 太陽を取り戻すために 社会 28
チベットの秘密 アジア文学全般 5
中華郵便局の歴史地理 アジア史 18
中級中国語教科書 語学・中国語 37
中国近世の都市と水利 アジア史 16
中国近代史 アジア史 14
中国現代詩人訪問記 アジア文学全般 5
中国現代詩の歩み アジア文学全般 5
中国現代文学論集 樋口進先生古稀記念 アジア文学全般 2
中国古代の政治と社会 アジア史 15
中国古代北疆史の考古学的研究 アジア史 15
中国古典文学選 教科書・その他 42
中国古典を読む はじめの一歩 これだけは知っておきたい アジア文学全般 4
中国語の情報構造と伝達機能 語学・中国語 39
中国語の広場 語学・中国語 40
中国語の広場 CD付き 語学・中国語 39
中国語表現の仕組み 語学・中国語 40
中国語フォローミー 語学・中国語 38
中国語ベーシック 語学・中国語 40
中国思想史の諸相 思想・哲学 22
中国少数民族の文化と教育 社会 27
中国女子教育史 古代から一九四八年まで アジア史 17
中国心学の鼓動と仏教 思想・哲学 22
中国新声代 アジア文学全般 5
中国新石器時代の生業と文化 アジア史 15
中国人留学生のための法学・政治学論文の書き方 日中両国語版 教科書・その他 42
中国中世の民衆文化 呪術・規範・反乱 アジア史 13
中国低層訪談録［インタビュー］どん底の世界 アジア文学全般 4
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中国伝統社会の歴史的特質 家族・官僚・啓蒙 アジア史 16
中国の経済体制改革とメディア 社会 26
中国の反外国主義とナショナリズム アヘン戦争から朝鮮戦争まで アジア史 20
中国の歴史と経済 アジア史 15
中国文化大革命事典 アジア史 14
中国 報道と言論の自由 新華社高級記者・戴煌に聞く 社会 25
中国民主化・民族運動の現在 海外諸団体の動向 政治 29
陳書評語索引 アジア文学全般 1
帝賜の構造 唐代財政史研究 支出編 アジア史 14
天台山記の研究 仏教 34
唐詩口語の研究 アジア文学全般 2

『同文備攷』音系 語学・中国語 37
図書館社会教育の実践 中田邦造の読書指導と自己教育論 日本歴史 21
土地と霊魂 アジア文学・小説 8

な行
長崎に遊んだ漢詩人 日本文学全般 9
西日本の終末期古墳 日本歴史 21
二十世紀後半の中国文化思潮 思想・哲学 23
日常会話表現 実用漢語課本 テキスト用改編版 語学・中国語 37
日韓古代彫刻史論 芸術 31
日中芸能史研究 歴史全般 11
日本古器銘と好太王碑文 新解読並びに考古文字地理 歴史全般 11
寧波の美術と海域交流 芸術 31

は行
馬王堆漢墓のすべて アジア史 13
華ちゃんママの台湾・中国生活日記 日本文学全般 9
遙かなる道程 中央アジアの動向 アジア史 19
晩唐詩人考 李商隠・温庭筠・杜牧の比較と考察 アジア文学全般 2
BOPを変革する情報通信技術 バングラデシュの挑戦 社会 27
東アジア古文化論攷 アジア史 19
東アジアにおける生産と流通の歴史社会学的研究 アジア史 13
東アジアにおける犁耕発達史 アジア史 18
東チベットの先史社会 四川省チベット自治州における日中共同発掘調査の記録 アジア史 19
人・風景・光 松永楠生写真集 芸術 32
ヒトを食べたきりん 芸術 31
表現中国語 語学・中国語 35
ビルマのゼロファイター ミャンマー和平実現に駆ける一日本人の挑戦 日本文学全般 9
福岡考古 福岡考古懇話会会報 第13号 歴史全般 11
北京再造 古都の運命と建築家梁思成 芸術 31
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北京と内モンゴル、そして日本 文化大革命を生き抜いた回族少女の青春記 日本文学全般 10
北宋の商業活動 久留米大学経済叢書13 アジア史 17
北宋の都市と町 アジア史 20

ま行
漫画学入門 芸術 31
民国八大政治グループの新文化構想 思想・哲学 23
明代清初の女直史研究 アジア史 14
明代白話小説『三言』に見る女性観 アジア文学全般 4
紫の花伝書 花だいこんを伝えた人々 日本文学全般 9
明快漢語会話 初級漢語会話教材 語学・中国語 35
明治日本と中国米 政治 29

『蒙古源流』五種 アジア史 18
毛詩正義訳注 第一冊 アジア文学全般 1

や行
訳註清初僧諍記 中国仏教の苦悩と士大夫たち 仏教 34
やさしい中国語10課 一年生の入門テキスト 語学・中国語 39
夢・大アジア　創刊号 政治 30
夢・大アジア　第２号 政治 30
夢・大アジア　第３号 政治 30

ら行
来日中国著名人の足跡探訪 徐福・楊貴妃から蔣介石・周恩来・汪兆銘まで 日本歴史 21
落華生の夢 許地山作品集 アジア文学・小説 7
楽 上々海語（中国語共通語対照） 語学・中国語 41
リトルチベット 芸術 32
臨界点の中国 コラムで読む胡錦濤時代 政治 29
レインボー中国語 語学・中国語 38
歴史のなかの日本と台湾 東アジアの国際政治と台湾史研究 アジア史 19
老子新考 つくられた老子 思想・哲学 22
路遥作品集 アジア文学・小説 7
論語における孔子の教育思想と楽 社会 24

わ行
わかりやすくおもしろい中国文学講義 アジア文学全般 3
私の西域、君の東トルキスタン 政治 29
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あ行
艾未未 32
相田洋 13
秋山淳 39, 41
秋吉久紀夫 5, 19
アハメッド アシル 27
荒木見悟 22, 34
荒木雪葉 24
有馬卓也 24
石田秀実 22
伊勢祥延 32
いしゐのぞむ 29
今村九十九 32
井本勝幸 9, 32
岩佐昌暲 2, 5, 35, 36, 38
上野日出刀 9
于建嶸 28
薄井俊二 34
江嶋壽雄 14
遠流台湾館 17, 18
王毓雯 5
翁其銀 16
王軍 31
王孝廉 35, 37, 40
王占華 37
王其莉 41
王貞月 27
王文亮 26, 27
王力雄 5, 29
王幼華 8
大木康 3
大杉卓三 26, 27
大谷順子 26
大西修也 31
大野透 22
岡田武彦 23
岡村繁 1
越智重明 11, 13, 14, 15
小畑弘己 11
小袋正也 14

著者・訳者・編者名索引 頁

か行
海沢洲 35, 36, 38
何介鈞 13
加々美光行 14
蟹江静夫 41
金縄初美 41
上尾龍介 9, 10
上川泰憲 32
川勝守 13
川島真 16
韓景旭 25
喜多由浩 10
九州旧石器文化研究会 11
九州産業大学中国語教育研究会　　　　　  40, 41
九州大学大学院法学研究院 42
九州大学中国文学会 3
九州大学文学部中国文学研究室詠懷詩会　　　  1
暁剣 7
清木場東 14, 17, 20
許地山 7
桐島薫子 2
金佩華 10
日下翠 38
日下みどり 31
虞萍 40, 41
久保卓哉 1
久保亨 16
黒木國泰 17
現代中国語研究会 36
孔祥星 15
高大倫 19
黄冬柏 39
甲元眞之 15
胡山林 35
小林晶子 9
呉密察 17, 18

さ行
崔淑芬 17, 21, 27
斎藤匡史 40

著者・訳者・編者名索引 頁
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坂出祥伸 4
佐々木猛 11, 35, 36
佐藤明 22
佐藤篤子 2
佐藤公彦 20
塩見邦彦 2
詞源研究會 3
静永健 42
柴田哲雄 29
下原幸裕 21
車志敏 25
謝平 40
周龍梅 35
朱寿桐 2
荀春生 35, 36, 38, 39, 40
章詒和 4
蕭燕婉 3
蕭橘 23, 40
徐健安 37
徐濤 26
新谷秀明 2, 39, 40, 41
西茹（シールー） 26
関久美子 38
石其琳 8
瀨邊啓子 40
宋明哲学研討会 34
蘇叔陽 7

た行
ダース グルチャラン 4
髙倉洋彰 12, 15, 19
竹内実 4, 7
竹村則行 3
多口洞天人 3
田崎博之 15
多田麻美 31
多田狷介 7
田村正敬 13
千島英一 37
張軼欧 4, 38
張維明 13
張国興 25

張仁政 38
張岱年 23
張黎 36, 38
陳垣 34
陳菁 39
陳東林 14
ツェリン オーセル 5, 19
ツェリン ドルジェ 19
丁鋒 37
唐雋 38
東洋経済史学会 15
徳澄雅彦 14, 37
友田浩 4

な行
永富健史 39
中原一博 28
中村昌彦 42
永吉博義 33
波平元辰 25
難波征男 23
西岡弘晃 16
西山猛 38
野口善敬 34
野間文史 1

は行
萩田麗子 32
秦耕司 35
馬場毅 20
馬場与志子 7
原田愛 6
范文瀾 14
東アジア地域間交流研究会 18
東アジア美術文化交流研究会 31
東英寿 42
樋口進 2, 35
檜山幸夫 19
廣田宗玄 34
福岡考古懇話会 11
福宿孝夫 11, 13
福永義臣 21
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武継平 2, 37, 39
藤野彰 19, 29
武信彰 37
古武健児 37
ふるまいよしこ 5
北京語言学院 37
辺土名朝邦 37
帆足昌平 33
苞山武義 39
星野幸代 40
細川呉港 9
堀地明 29
ボヤント 20

ま行
牧陽一 32
眞武薫 37
まちゅまゆ 31
松岡純子 7
松崎治之 42
松田和夫 37
松永章生 42
松永楠生 32
三瀦正道 37
宮本一夫 15, 19
三好章 17
武藤軍一郎 18
森勝彦 18
森川哲雄 18
森田明 16

や行
安本実 7
栁川順子 42
夢・大アジア 30
ユヌス ムハマド 27
葉言材 38, 40
楊韜 40
横澤泰夫 4, 17, 18, 25, 28
横松宗 14
横山宏章 16
吉田扶希子 28

ら行
廖亦武 4
劉一曼 15
劉燕子 4, 5, 7, 19, 29
劉三富 35
劉震雲 7
笠征 36, 38
林秀娟 38
芦益平 39
路遥 7
論集刊行会 2

わ行
渡辺茂彦 40
渡邉ゆきこ 38
渡辺芳郎 15
和田正広 14, 16, 17

◉小社刊行物は全国主要書店のほか，Amazonなどのオンライン書店でもお買い求めできます。
◉小社サイト（URLは表紙に記載）にてお買い求めの際は送料無料でお届けいたします。
◉お電話やFAXでのご注文にも対応しております。
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2015年10月以降の刊行予定書籍（仮題あり）

韋君宜研究 記憶のなかの中国革命　楠原俊代 著

南山俗語考　岩本真理 著

絵解き 中国妖怪・鬼神図譜
清末の絵入り新聞「点石斎画報」で読む庶民の信仰と俗習　相田洋 著

クジラの文化、竜の文明 日中比較文化論　大沢昇 著

夢・大アジア 第４号 発行：特定非営利活動法人 夢・大アジア／発売：集広舎

中国国民性の歴史的変遷 専制主義の進展は国民性の大後退を招いた

張宏傑 著／小林一美・多田狷介・土屋紀義・藤谷浩悦 共訳

中国書店

集広舎

黄禍
王力雄 著／横澤泰夫 訳
A5判／528頁／上製／2700円

2015.11
それは総書記を狙った一発の凶弾から始まった─。狙撃事件をきっかけに核攻撃
にまでエスカレートしていく中国内戦の地獄図。九九年に香港の雑誌『亜洲週刊』
で「二〇世紀の一〇〇冊」に選ばれた話題の近未来シミュレーション小説。人権活
動家・王力雄が描いてみせる戦慄の架空戦記、遂に本邦初訳。

現代中国の民族政策と民族問題 辺境としての内モンゴル

リンチン 著
A5判／上製／5500円

2015.10 ISBN978-4-904213-33−9 C3022
1950、60年代の内モンゴルは果たして「民族自治の黄金時代」だったのか─。
放牧地開墾や漢人入植の実態と影響、末端地域における政治や言語政策、それに土
地改革、反右派闘争、大躍進、文化大革命などの分析を通じて、中国でいち早く民
族政策が実施された内モンゴル社会の変化を明らかにする。
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