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◇ 小社出版物は、お近くの書店や web 書店でご購入・ご注文ください。
◇ 電話〔03-3937-0300〕等で小社へ直接お申込みいただいた場合は、代金引換

払いでお送りします。その際、送料および手数料 550 円＋代金引換手数料
300 円（2022 年 8 月現在）が加算されますのでご了承ください。

◇ 小社ホームページからもご注文いただけます。目次など内容を詳しく紹介
しているほか、語学テキスト・参考書の見本ページやサンプル音声をまと
めたコーナーもございます。https://www.toho-shoten.co.jp/jbook/sample.html

◇ この目録には2022年 8月現在、小社が発行し在庫している図書と発行予定の
図書が収録されています。10％税込価格および本体価格を表示しています。
今後重版時に価格改訂することがありますのでご了承ください。

◇ 価格の後の数字は、ISBN（国際標準図書番号）です。また、ISBN の後の〔　〕
内の数字は発行年を表示しています。

◇ ★印は在庫僅少の商品です。

ホームページ【中国・本の情報館】https://www.toho-shoten.co.jp
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東方中国語辞典
相原茂・荒川清秀・大川完三郎主編／中国人の頭の中を辞書にする！　
総勢 200 余名の手による日中合作の成果。学習にビジネスに、威力を発
揮する中日辞典。親文字の総数は繁体字・異体字を含めて約 1 万 1000 字、
見出し語は約 4 万 2000 語。

本辞典の 9大特徴
♢中国人の発想による用例、日本人に必要な用例
♢類義語コラムを多数収録
♢現代中国を知る上で欠かせない新語を満載
♢すぐに使える中国語会話集、コミュニケーションバンク
♢コラム「百科世界」や「中国史年表」など、事典的色彩を強化
♢「日中小辞典」など、学習に役立つ付録を多数掲載
♢口絵　カラーで魅せる中国の「色」
♢見やすく美しい 2 色刷で斬新な版面を実現
♢日中両国の研究者、教育者など総勢 200 余名による共同執筆
四六判 2120 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-4-497-20312-0〔2004〕

精選日中・中日辞典 改訂版

姜晩成・王郁良編／日中辞典約 2 万語、中日辞典約 2 万 2000 語の語彙を
収録。学習に旅行にビジネスに携帯便利なポケット辞典。一部の語彙・語
義・例文を修訂し、完全新組でさらに使いやすく変身。 
ポケット判 1408 頁◎税込 2750 円（本体 2500 円）978-4-497-20002-0〔2000〕

中国語文法用例辞典《現代漢語八百詞増訂本》日本語版

呂叔湘主編／牛島徳次・菱沼透監訳／本格的文法辞典として高い評価を
受けている《現代漢語八百詞》増訂本（商務印書館、1995）を完訳。大
幅な加筆修正を行い、収録された語は全部で約 1000 語に。
四六判 608 頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-20303-8〔2003〕

辞典・事典

辞典・事典
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中国語教学（教育・学習）文法辞典【PDF 版】 

鳥井克之編著／中国語の重要な文法概念 100 項目を厳選し、項目ごと
に研究史を追い、教学に必要な最新の定義を明示。充実した例文に
はすべて日本語訳を付す。検索機能も充実。※ Windows、Mac 共利用可。
CD-ROM1 枚◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20510-0〔2005〕

粤京日注音 漢日字典
藤塚将一編著／東方書店発売／見出し字 1 万 500 余に、広東語音・北京
語音・日本語音を併記した待望の南北綜合漢日字典。漢字の意味・用法
を浮き彫りにする用例と、理解を助ける図版を豊富に収録。
四六判 920 頁◎税込 13200 円（本体 12000 円）978-4-497-93379-9〔1993〕

中国社会経済史用語解
斯波義信編著／古代から清末までの財政史・社会史・経済史・吏牘用語を
約 6000 語収録。分類項目ごとに配列し、巻末に五十音索引を附す。索引
は見出し項目のみならず、関連する語彙約 3500 語もあわせて収録する。
B5 判 578 頁◎税込 15400 円（本体 14000 円）978-4-497-21112-5〔2012〕

日中同形異義語辞典
王永全・許昌福・小玉新次郎編著／日本語と中国語で、そのまま使うと
通じない、あるいは誤解を招く「同形異義語」約 1400 組を五十音順に収
録。中国語の用例にはピンインを付した。五十音索引、ピンイン索引付。
四六判 368 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20714-2〔2007〕

中日日中 貿易用語辞典
藤本恒・戸毛敏美・胡士雲編著／日中貿易に常用される経済・貿易・法律・
経理会計用語など 5500 語余りを収録。実用的な例文・訳文を多数掲載す
るほか「書簡用語」「会計用語」「常用包装標識」など 8 種の付録も充実。
四六判 528 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-20609-1〔2006〕

動詞・形容詞から引く中国語補語 用例 20000
侯精一・徐枢・蔡文蘭著／田中信一・西槙光正・武永尚子編訳／常用の動詞・
形容詞約 1000 を見出し語とし、結果・方向・可能・介詞連語・程度・状
態・数量補語との組み合わせを 2 万例以上あげる。
A5 判 640 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-21505-5〔2015〕

シン式中国語学習シソーラス
関西大学中国語教材研究会編／中国語学習の語彙集として、また作文の
ための用語辞書として利用できる同義語（シソーラス）辞典。「代表語」（見
出し語）3307 語にたいし、計 15000 語以上の同義語を収録。索引つき。
B6 判 400 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21816-2〔2018〕

漢字字形史小字典 

落合淳思著／基本字が多く含まれる小学 1～ 3 年生で習う漢字を中心に、
574 字について甲骨文字からの字形の変遷をたどる。字形の継承関係や継承さ
れずに消滅した字形などを含めた丁寧な流れ図で解説。
A5 判 560 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-21912-1〔2019〕

辞典・事典辞典・事典

漢字字形史字典【教育漢字対応版】

落合淳思著／小学校 1 年生～ 6 年生で習う全ての教育漢字とその同源字 1271
字を音読みの五十音順に配列し、字形の変遷をたどる流れ図とともに概説。『漢
字字形史小字典』（2019）の増補改訂版。
A5 判 1216 頁◎税込 10780 円（本体 9800 円）978-4-497-22202-2〔2022〕

日英中地学用語辞典
常子文著／中国・地質出版社 + 東方書店合作出版／地質出版社が編集し
たものを日本人向けに再編集。地質学・地震学・海洋学等の用語約 2 万
語を収録。検索が容易な英語索引・中国語索引付き。
A5 判 928 頁◎税込 29902 円（本体 27184 円）978-4-497-94437-5〔1994〕★

中英日自然科学用語辞典
柴垣芳太郎編／数学・物理・天文・宇宙・気象・海洋・地質・地震・コンピュー
タ等、自然科学の各分野にわたる語彙約 2 万 8000 語を網羅、関連する人
物約 1000 名を収録。日本語・英語索引も充実。
A5 判 1120 頁◎税込12815円（本体11650円）978-4-497-90296-2〔1990〕★
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使える中国語〔CD 付〕

方美麗著／宮尾正樹監修／「実用的な技能」として使える中国語を身に
つける中級テキスト。口頭表現、会話、リスニング、翻訳など多彩な練
習でコミュニケーション能力を定着させ、表現の幅を広げる。S
A5 判 96 頁◎税込 1760 円（本体 1600 円）978-4-497-21302-0〔2013〕

ビジネス中国語マニュアル スーパーエディション【新装】

〔CD-ROM 付〕
藤本恒・廣部久美子・岡本篤子・上林紀子著／『ビジネス中国語マニュアル』
の新訂版。付録CD-ROM にはビジネス文書用例などを収録。S
A5判 216頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-21221-4〔2012〕

ビジネス現場の中国語〔CD 付〕

北原恵・韓軍著／これからビジネスの「現場」で活躍したい人のためのテキ
スト。全 20 課。新出単語には英訳を併記し、中国の商習慣や文化などを
紹介するコラムも用意。「仕事で役立つ用語集」など巻末資料も充実。S
A5 判 240 頁◎税込 2860 円（本体 2600 円）978-4-497-21107-1〔2011〕

中国語実況講義〔音声ダウンロード方式〕

橋本陽介著／独習者向けだからこそ、かゆいところに手が届く親切設計
の中国語初級テキスト。練習問題は音声で出題し音声で答える形式になっ
ており、スピーキングの練習もできる。本文、解説の例文にも音声を付す。
S　A5 判 304 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22008-0〔2020〕

中国語筋トレ みっちり基礎編〔音声ダウンロード方式〕

木本一彰著／子音、母音をすべてイラスト化。三線譜に置くことで声調も
見てわかる。口の形、舌の位置を真似してみっちり発音練習しよう。「基礎
会話編」では「サイトラ」「同時通訳」などの方法も取り入れている。S
A5 判 216 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21915-2〔2019〕

文学の窓 中国語精読テキスト〔音声ダウンロード方式〕

関根謙・吉川龍生・松倉梨恵・唐蔚編著／張愛玲、巴金から、王朔、史
鉄生まで、未邦訳作品 10 編を収録する中級テキスト。流れるような朗読
は、オーディオブックのおもむき。＊日本語訳はありません。S
A5 判 80 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22006-6〔2020〕

長文読解の “ 秘訣 ”マオ老師の中国語エッセイで楽しく学ぼう（新装改訂版）

毛丹青・佐藤晴彦著／マオ・タンセイ先生のエッセイを教材に、ハルヒ
コ先生が長文読解の “秘訣 ”――「ツボ」「コツ」などを懇切ていねいに
解説。エッセイの音声もダウンロードできます。S　
A5 判 296 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21904-6〔2019〕

説明の最後にSを付している書籍は東方書店ホームページの「音声・内容見本」コー
ナーで、内容見本 PDF を公開しています。音声のある教材はサンプル音声もお聞
きいただけます。https://www.toho-shoten.co.jp/jbook/sample.html

中国語テキスト 中国語テキスト

中国語テキスト

DVD で学ぶ ライブビジネス中国語〔DVD-ROM 付〕

LiveABC 製作／会議や接待、契約などビジネスに欠かせないシーンを
DVD-ROM で学習。日本語・中国語字幕の切替、会話スピードの変更、単
語登録などの機能を持つ。音声は MP3 で収録。Win8/10 対応。S
A5 変 192 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21117-0〔2012〕

中国語口語表現 ネイティヴに学ぶ慣用語〔CD 付〕

沈建華編著／是永駿・陳薇編訳／中国人同士のおしゃべりから、慣用表現
を身につけよう。『漢語口語習慣用語教程』（北京語言大学出版社、2003）
を全訳。約 500 フレーズを収録。「本文会話」を収録した CD1 枚付き。S
A5 判 352 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20911-5〔2009〕

生活與會話 趣味と生活の中國語會話學習書 新装版〔CD3 枚付〕

水世嫦・中山時子著／ 1980 年に東京学習社から発行された同名書籍のオ
ンデマンド（影印）新装版。繁体字縦書きテキスト。別売だったカセッ
トテープ（3 本）を CD（3 枚）とし、付録として添付する。S
A5 判 166 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-20711-1〔2007〕
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論説体中国語 読解力養成講座
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道著／中国語の新聞・雑誌、学術論文、インターネットなどで広く
使われる「論説体」の読解力を確実に伸ばすための参考書兼問題集。S
B5 判 232 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21007-4〔2010〕

論説体中国語 読解練習帳 2015〈中・上級編〉秋
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道監修／岩本美佐子・西暢子・古屋順子・三潴正道・吉田祥子著／レ
ベル 6-10（1 センテンス 60-100 字）を収録。レベル 9、10 は実際の新聞記
事に近い。B5判96頁◎税込1540円（本体1400円）978-4-497-21516-1〔2015〕

論説体中国語 読解練習帳 2015〈初・中級編〉春
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道監修／岩本美佐子・西暢子・古屋順子・三潴正道・吉田祥子著／レ
ベル 1-5（1 センテンス 20-60 字）の基礎問題、練習問題、実力問題計 440
問収録。B5判98 頁◎税込1650円（本体 1500 円）978-4-497-21503-1〔2015〕

論説体中国語 読解練習帳 2014〈中・上級編〉秋
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道監修／西暢子・古屋順子・三潴正道・吉田祥子著／レベル 6-10（1
センテンス 60-100 字）の 136 問収録。レベル 9、10 は実際の新聞記事に近
い状態。B5判72頁◎税込 1540 円（本体 1400 円）978-4-497-21418-8〔2014〕

論説体中国語 読解練習帳 2014〈初・中級編〉春
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道監修／西暢子・古屋順子・三潴正道・吉田祥子著／レベル 1-5（1
センテンス 20-60 字）の基礎問題、練習問題、実力問題計 400 問収録。
B5 判 80 頁◎税込 1760 円（本体 1600 円）978-4-497-21412-6〔2014〕

中国語口語表現 別売 CD（4 枚組）

『中国語口語表現』の「例文解釈」部分を収めた別売 CD。約 500 フレーズ、
1000 例余りを収録する（約 4 時間）。S
CD4 枚組◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20912-2〔2009〕

街なかの中国語 Part2
インタビュー・テレビ番組のリスニングにチャレンジ！〔MP3CD 付〕
孟国主編／井田綾・平野紀子訳／インタビュー、専門家の解説から、正確か
つ高速に読み上げるニュースまで、ますます「聞き取れない中国語」全 48
本。S A5判280頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-21209-2〔2013〕

街なかの中国語 Part3
話し手の意図・主張の聞き取りにチャレンジ〔MP3CD 付〕
孟国主編／井田綾・平野紀子訳／討論番組、インタビューなど、長さと
速さに挑戦する全 48 本。訳者による巻末エッセイも参考になる。S
A5 判 336 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21317-4〔2014〕

論説体中国語読解力養成講座の練習ドリル
＊毎年実施されている論説体中国語読解力養成レベル式講座の出題を精選、解答・

解説を施す
＊問題は「人民日報」からセレクト、時事用語の修得にも役立つ

街なかの中国語 耳をすませてリスニングチャレンジ〔MP3CD 付〕

孟国主編／井田綾訳／友だち同士の会話、銀行や病院でのやりとり、テレ
ビ番組など、生の中国語を収録。中国の街なかに立ったつもりで耳をす
ませて、雑音あり・早口・不明瞭な「聞き取れない」中国語に挑戦しよう。
S A5 判 268 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21208-5〔2012〕

街頭録音を使ったリスニング教材 「論説体中国語」シリーズ

＊街頭録音のため、音質はよくありません。あらかじめご了承ください。
＊附属のMP3CDはパソコンまたはMP3対応のCDプレーヤーでご利用ください。

街頭録音を使ったリスニング教材
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迷舟 迷走艇

格非著／青野繁治・和田知久編注／決戦直前、故郷の村に戻った北伐軍
将校は、運命の導くままに愛と復讐の罠に陥っていく。重層的に重なり
あう「謎」が、朦朧とした世界を構築する。
A5 判 72 頁◎税込 1430 円（本体 1300 円）978-4-497-99556-8〔1999〕

つたわる中国語文法 前置詞・副詞・接続詞を総復習

林松濤著／カテゴリーごとに虚詞（前置詞・副詞・接続詞）の用法や使い
分けをすっきり解説。自然な言い回しの例文も豊富に収録。虚詞を総復習
して「中国語を話せる」から「中国語で話せる」へステップアップ！S
A5 判 376 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21709-7〔2017〕

やさしくくわしい中国語文法の基礎 改訂新版

守屋宏則・李軼倫著／中国語文法書の決定版をリニューアル！　充実し
た検索機能など、旧版の長所はそのままに、例文を全面的に見直し、解
説もアップデート。例文には日本語訳とピンインを付す。
A5 判 384 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21918-3〔2019〕

HSK6 級 読む聴く覚える 2500
田芳・安明姫著／HSK6 級の語彙 2500 語を 72 篇の文章に組み込む。単語、
センテンス、本文の 3 ステップからなる文章を繰り返し聴き、繰り返し
読んで語彙を身につけよう。（音声ダウンロード方式、チェックシート付
き）S A5 判 320 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-22023-3〔2020〕

HSK5 級 読む聴く覚える 1300
田芳・安明姫著／HSK5 級要綱の新出語彙 1300 語を組み入れた短文 28 篇、
長文 28 篇を収録。HSK5 級の試験対策にも、聴力、閲読のレベルアップ
にも有用。（音声ダウンロード方式、チェックシート付き）S
A5 判 192 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22211-4〔2022〕

一厘米 1 センチ

畢淑敏著／杉村博文編注／わずか１センチをめぐり幼い少年とその母親
の尊厳をかけた闘いがはじまる。日常の小さな事件をえがく女性作家の
傑作短編。学習者が読むときに役立つ豊富な注釈付き。
A5 判 96 頁◎税込 1320 円（本体 1200 円）978-4-497-96499-1〔1997〕★

重畳影像 ダブル・イメージ

呉濱著／是永駿編注／ある痴情殺人と旧友の死、現実と非現実の狭間を
彷徨する青年詩人の心。「都市文学」の実力派作家による、虚無と退廃、
エロティシズム漂う都会派小説。
A5 判 88 頁◎税込 1320 円（本体 1200 円）978-4-497-96500-4〔1997〕★

天網 天罰

鄭万隆著／青野繁治編注／最果ての地・大興安嶺の労働改造場に繰り広げ
られる戦慄の人間ドラマ！　辺境を舞台に怪奇幻想のヴィジョンに彩られた
ルーツ文学の傑作。
A5 判 120 頁◎税込 1430 円（本体 1300 円）978-4-497-97532-4〔1998〕

中国語学習・参考書中国現代小説系列

中国現代小説系列
〈注釈付き〉

＊『活着』『離婚指南』は品切れ

中国語 虎の巻　実力アップ 15 の秘伝〈増補改訂版〉

彭飛著／榎本英雄監修／似た言葉の使い分け、日本語の漢字につられた言
い間違いから “了 ”“把 ”の使い方、新語まで、学習者の悩みを解決。増
補改訂版では、あらたに中国語にピンインを付し、最新の流行語も豊富に
収録。四六判 304 頁◎税込 1650 円（本体 1500 円）978-4-497-21713-4〔2017〕

中国語学習・参考書
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中国語筋トレ 100 読練習法（MP3CD 付）

木本一彰著／ 2 分程度（450～ 500 字）の文章を 100 回ずつ読み、中国語
を「音」として覚え込む。文字に頼っていたからこそうろ覚えだった発音、
四声をピンイン文で徹底チェック。音声は市販教材では最速レベル。S
A5 判 208 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21509-3〔2015〕

論説体中国語 読解力養成講座
新聞・雑誌からインターネットまで
三潴正道著／中国語の新聞・雑誌、学術論文、インターネットなどで広く
使われる「論説体」の読解力を確実に伸ばすための参考書兼問題集。S
B5 判 232 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21007-4〔2010〕

新訂 標準中国語作文  模範解答・音声付き（MP3CD 付）

長谷川寛・張世国原著／中山時子監修／田芳校訂／半世紀以上前に刊行
された『標準中国語作文』（書籍文物流通会）に、模範解答および音声を
付した新訂版。模範解答は 3 種類。例題と模範解答の音声つき。S
B5 判 208 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-21507-9〔2015〕

すらすらさくさく中国語中級ドリル 1000
林松濤・謝辰著／すらすら訳してさくさく作文！“是～的 ”文、“了 ”、呼
応表現など、36 のポイントにしぼった和文中訳・中文和訳ドリル。中国語
らしい表現を使った練習問題 1000 問でエクササイズ＆ブラッシュアップ！
S　A5 判 208 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21901-5〔2019〕

新装版 中国語通訳トレーニング講座 逐次通訳から同時通訳まで

神崎多實子・待場裕子編著／ 1997 年の刊行以来、本格的通訳養成教材
として支持されているロングセラー！　CD3 枚付ケース入りで刊行した
書籍を音声ダウンロード方式にした新装版。S
A5 判 424 頁◎税込 5940 円（本体 5400 円）978-4-497-21610-6〔2016〕

シン式中国語学習シソーラス
関西大学中国語教材研究会編／中国語学習の語彙集として、また作文の
ための用語辞書として利用できる同義語（シソーラス）辞典。「代表語」（見
出し語）3307 語にたいし、計 15000 語以上の同義語を収録。索引つき。
B6 判 400 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21816-2〔2018〕

HSK も中検もこの一冊！ 単語マスターパーフェクトガイド（初中級）

ビラール イリヤス著／ HSK1～ 3 級・中検準 4 級～ 3 級対応。HSK／
中検の級ごとに章分けし、品詞別に単語を配列。用例、練習問題を豊富
に収録。文法事項もコンパクトに解説。S
A5 判 304 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21614-4〔2016〕

中国語基本単語 1400〔CD2 枚付〕

相原茂編／各種試験で頻出する基本語彙約 1400 を品詞別に分類、さらに
日本語との比較によるわかりやすさから 3 グループに分け、意味分野で
配列した単語集。 CD には単語と例文をすべて収録する。S
A5 判 320 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-20015-0〔2000〕

三文字エクササイズ中国語 1200（MP3CD 付）

伝わる！ 使える！ 三文字会話・フレーズ集
林修三著／第 1 部では、「日→中」「中→日」で流れる「三文字」1200 をス
ポーツ感覚で覚える。第 2 部は「三文字」を応用した会話編。S
四六判 208 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21511-6〔2015〕

動詞・形容詞から引く中国語補語 用例 20000
侯精一・徐枢・蔡文蘭著／田中信一・西槙光正・武永尚子編訳／常用の動詞・
形容詞約 1000 を見出し語とし、結果・方向・可能・介詞連語・程度・状
態・数量補語との組み合わせを 2 万例以上あげる。
A5 判 640 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-21505-5〔2015〕

中国語学習・参考書 中国語学習・参考書

中国語作文のための短文練習 中文造句

中山時子・飯泉彰裕著／豊富な練習問題と日本人の間違いやすいポイン
トに重点を置いたていねいな解説とで、正確な語法と表現力を身につけ
る教材。巻末には充実した付表、参考答案集を付す。
B5 判 224 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-99560-5〔1999〕

新しい中国語語法
中山時子監修／鹿琮世・藤山和子編著／実用に重点を置き、もっとも基
本的な中国語語法体系をわかりやすく詳述。例文にはピンインと日本語
訳付き。各章ごとに練習問題を付し、巻末に解答例もまとめた。
四六判 224 頁◎税込 1870 円（本体 1700 円）978-4-497-88224-0〔1988〕★
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中国語を歩く〈パート3〉 辞書と街角の考現学（東方選書 49）

荒川清秀著／中国の街角で出会う漢字を追いかけ、語彙や文法的側面から
分析。言葉の背景にある文化や習慣にも言及し、日々進化する中国語を読
み解く。特別編「街の中国語から見えてくるもの」「わたしの道具部屋」を
収録。四六判 292 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21802-5〔2018〕

あ、知ってる中国語 常用文ファイル 50

相原茂著／日常生活に密着したフレーズから 50 を選び、場面に応じた使
い分けや日本語とのニュアンスの違いについて、軽妙な語り口で解き明か
す相原流語学エッセイ。
新書判 224 頁◎税込 1320 円（本体 1200 円）978-4-497-20020-4〔2000〕

中国ビジネス通訳裏話 だから、漢語はおもしろい！

戸毛敏美著／同じ漢字を使うからこそ起こる誤解、文化の違いによる摩擦
を、ビジネスや通訳の「現場」で遭遇した笑い話、裏話を交えて解説。おも
しろくてためになる、さらには元気が涌いてくる「一読三鳥」の語学エッ
セイ。四六判 224頁◎税込 1760 円（本体 1600 円）978-4-497-21311-2〔2013〕

中国語と中国語研究十五講
陸倹明・沈陽著／古川裕監訳／葛婧・畢暁燕・中田聡美訳／現代中国語
を研究する上で必要な言語学理論を、生成文法理論を中心に詳説する。『漢
語和漢語研究十五講（第二版）』の邦訳。
A5 判 624 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）9784-497-22101-8〔2021〕

中国語数量表現前置構文の意味機能
（Pre-Positioned Numerical Phrases in Chinese）
雷桂林著／本書は、動詞の前に現れる数量表現について、その弱い指示・
代用機能、弱い主語性、構文の機能という面から考察するものである。
A5 判 256 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）9784-497-22003-5〔2020〕

中国語を歩く〈パート2〉 辞書と街角の考現学（東方選書 45）

荒川清秀著／中国の街角で出会う漢字から、同じ漢字社会である日中両
国の文化・習慣・考え方の違いが見えてくる。座談会「『現代漢語詞典』
をめぐって」（荒川清秀×遠藤雅裕×三宅登之）収録。
四六判 312 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21410-2〔2014〕

中国語を歩く 辞書と街角の考現学（東方選書 37）

荒川清秀著／街角で目にする身近な漢字から、さらに辞書の行間から。
飽くなき探求心をもってすれば、ことばはこんなに面白い！ 長年中国語
を見つめてきた著者の観察眼が光る、知的・軽快な語学エッセイ。
四六判 304 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-20909-2〔2009〕

日本語・中国語 形容表現例釈
平松圭子監修／大瀧幸子編著／日本語の形容表現と関連する表現につい
て用法ごとに例文（日中対訳）を収録。想定される中国語表現について、
類義語コーナーを設け、用法・ニュアンスの違いについて詳説する。
四六判 200 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-20208-6〔2002〕

聴いて鍛える 中国語通訳実践講座
ニュースとスピーチで学ぶ〔音声ダウンロード版〕
神崎多實子・大森喜久恵・梅田純子著／現役の放送通訳者が内容理解から
通訳に至る道筋を指導。CCTV 大富の番組から、15 分野 51 本のニュース
を収録。SA5判376頁◎税込5500円（本体5000円）978-4-497-21817-9〔2018〕

中国語表現 300 例 日本人の発想・中国人の発想

中山時子・佐藤光・趙閭先著／「中国語が上手な人の中国語」例と「中国
人の中国語」例を併記、両者を比べて発想のしかたそのものの違いを学ぶ、
一歩進んだ中国語を身につけるための参考書。
A5 判 180 頁◎税込 2090 円（本体 1900 円）978-4-497-97509-6〔1997〕★

中国語とはどのような言語か（東方選書 59）

橋本陽介著／基本文法、語彙、品詞から、「連続構造」、「流水文」まで、
中国語の特徴を概説。「読書案内」も充実しており、学習の疑問点の解消に、
中国語文法の復習に、研究のヒントに、あらゆる場面で役立つ 1 冊。
四六判 280 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22210-7〔2022〕

中国語における「流水文」の研究「一つの文」とは何か

橋本陽介著／比較的独立した節が次々に付加され「流れる水のよう」に
叙述を展開していく中国語の「流水文」について、1980 年以降の小説と
その日本語訳を例に検証し、構造と特徴を明らかにする。
A5 判 264 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）9784-497-22020-2〔2020〕

中国語学習・参考書中国語学習・参考書
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中国・台湾における日本語教育をめぐる研究と実践
木山三佳・多田恵・中川仁・吉田雅子著／中国・台湾地域で日本語を教える
ための基礎的な知識として、民族と言語の問題に言及。また教案の実際
例を提示し、言語がどのような形で獲得されていくのかも解説。
B5 判 144 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21406-5〔2014〕★

中国語教育とコミュニケーション能力の育成
「わかる」中国語から「できる」中国語へ
胡玉華著／真のコミュニケーション能力を育てる中国語の授業とは。教育
心理学の専門知識と、教室での実践経験を生かした研究成果をまとめる。
A5 判 200 頁◎税込 3080 円（本体 2800円）978-4-497-20903-0〔2009〕

中国地名カタカナ表記の研究 教科書・地図帳・そして国語審議会

明木茂夫著／「ター運河」「チョンツー」「チュー川」。カタカナになった中
国地名はちょっとヘン !?　近年の教科書や教師用指導書、受験参考書から、
歴代各社の教科書や地図帳、国語審議会や文部省の資料、戦前の運動まで
調査。A5 判 454 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21402-7〔2014〕

意志表現をめぐる日中対照研究
孫樹喬著／日本語の「シタイ」「シヨウ」「スル」「スルツモリダ」、中国語
の「要」「想」「動詞無標形」という 7 つの意志表現について、形式・意味・
機能における特徴を明らかにし、両言語の共通点と相違点を考察する。
A5 判 304 頁◎税込 6050 円（本体 5500 円）9784-497-21806-3〔2018〕

中国語における修飾の様相
原由起子著／ 1985 年から 1997 年にかけて著者が発表した語学論文 13 篇
を収録。中国語における定語・状語・副詞・形容詞などの修飾語をめぐ
る問題を、相互に関連させながら探る。
A5 判 264 頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-20203-1〔2002〕

中国漢字学講義〔東方学術翻訳叢書〕

裘錫圭著／稲畑耕一郎・崎川隆・荻野友範訳／初版刊行より 40 年を経て、
今なおスタンダードな「漢字学」のテキストとして読み継がれている名
著の最新版『文字学概要（修訂本）』（2013 年、商務印書館）の翻訳。
A5 判 616 頁◎税込 6930 円（本体 6300 円）978-4-497-22207-7〔2022〕

漢字の音
お ん

 中国から日本、古代から現代へ（東方選書 57）

落合淳思著／形声文字の古代中国での発音をひもとくことで、日本の呉
音・漢音・慣用音への〝みちすじ〟を解明する世界初の試み！　漢字の
読み方に関するコラムも多数収録。
四六判 248 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22201-5〔2022〕

内田慶市教授 退職記念論文集 文化交渉と言語接触
沈国威・奥村佳代子編／時間表現の異文化翻訳——早期漢訳から文理訳
聖書そして官話訳聖書まで（塩山正純）、德国汉学家福克司及《华夷译语》

丁种本之发现（李雪涛）ほか全 27 篇を収録。
A5 判 550 頁◎税込 9680 円（本体 8800 円）9784-497-22105-6〔2021〕

中国語学習・参考書 中国語学習・参考書／漢語与漢語教学研究

漢語与漢語教学研究 創刊号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／桜美林大学孔子学院編集による語
学研究雑誌創刊号。論文 10 編、座談会、上海師範大学教授張斌氏インタ
ビューよりなる。
B5 判 128 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21011-1〔2010〕

漢語与漢語教学研究 第 2 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 9 編、座談会、輿水優先生
インタビューよりなる。
B5 判 144 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21106-4〔2011〕

对外汉语实用教学法新探（中文）

张轶欧著／目录：绪论、对学习者的认识及课堂设计、汉语重修班学习者的学习

积极性调查及课堂设计、学习者潜意识中对汉语的学习要求、学习者语法学习意

识调查、学习者初级阶段的偏误总结及应对策略、实际教学中具体语法问题的解决、

结语 A5 判 280 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）9784-497-22108-7〔2021〕
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漢語与漢語教学研究 第 5 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 9 編、座談会（漢語教学的
国別化）、陸倹明先生インタビューよりなる。
B5 判 116 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21416-4〔2014〕

漢語与漢語教学研究 第 3 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 7 編、座談会、呂必松先生
インタビューよりなる。
B5 判 112 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21220-7〔2012〕

漢語与漢語教学研究 第 6 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 7 編、座談会、游汝杰先生イ
ンタビュー、潘文国先生インタビューよりなる。
B5 判 116 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21508-6〔2015〕

漢語与漢語教学研究 第 4 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 6 編、座談会（補語について）、
徐烈炯先生インタビューよりなる。
B5 判 112 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21312-9〔2013〕

漢語与漢語教学研究 第 7 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 6 編、座談会、史有為先生
インタビューよりなる。
B5 判 102 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21612-0〔2016〕

漢語与漢語教学研究

漢語与漢語教学研究 第 8 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 8 編、座談会、中川正之先
生インタビューよりなる。
B5 判 138 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21716-5〔2017〕

漢語与漢語教学研究 第 9 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 6 編、座談会、榎本英雄先生
インタビューよりなる。
B5 判 102 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21821-6〔2018〕

漢語与漢語教学研究 第 10 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 5 編、座談会、馬真先生イン
タビューよりなる。
B5 判 90 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21921-3〔2019〕

漢語与漢語教学研究 第 11 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 6 編、斉滬揚先生インタビュー
よりなる。
B5 判 96 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-22021-9〔2020〕

漢語与漢語教学研究 第 12 号

「漢語与漢語教学研究」編集委員会編／論文 8 編、李宇明先生インタビュー
よりなる。
B5 判 118 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-22113-1〔2021〕

漢語与漢語教学研究／広東語・台湾語教材
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身につく広東語講座〔CD2 枚付〕

張淑儀・上神忠彦編著／発音、文法、会話、作文。この一冊をじっくり学
べば、使える広東語がしっかり身につく。中国語の普通話との相違につ
いても随所で触れており、中国語学習者が広東語を学ぶ際にも便利。S
A5 判 304 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21001-2〔2010〕

広東語・台湾語教材

香港広東語会話 新装版〔CD2 枚付〕

千島英一編著／広東語の発音の基礎から基本的な会話、さらには旅行会
話まで総合的に学べる広東語教材。1989 年刊行時から多くの読者に支持
されてきた定番広東語テキスト、新たに CD 付きで登場！S
四六判 240 頁◎税込 2860 円（本体 2600 円）978-4-497-20204-8〔2002〕

広東語圏のことわざと文化
千島英一著／民族性や風俗・習慣といった背景文化を反映したことわざ。
その発想や論理あるいは民衆の奥深く隠された心理に迫る。巻末には本
書で取り上げた 735 句を網羅した「広東語ことわざ資料集」を収録。
A5 判 400 頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-20807-1〔2008〕

東方選書

漢字の音
お ん

 中国から日本、古代から現代へ（東方選書 57）

落合淳思著／形声文字の古代中国での発音をひもとくことで、日本の呉
音・漢音・慣用音への〝みちすじ〟を解明する世界初の試み！　漢字の
読み方に関するコラムも多数収録。
四六判 248 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22201-5〔2022〕

中国文学の歴史 古代から唐宋まで（東方選書 56）

安藤信廣著／「詩詞」「文学」の系譜のみならず、『論語』など思想をあ
らわす「文章」の系統も概観することで、多彩な文学形式を生み出した、
表現することへの強い思いが見えてくる。
四六判 360 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22112-4〔2021〕

妻と娘の唐宋時代 史料に語らせよう（東方選書 55）

大澤正昭著／歴史のなかで、名前やときには存在すら見えなくなってい
る女性の姿をどうとらえ、実像にせまっていくのか。史料の選択と扱い
方を唐代、宋代の妻と娘の生き方を例に示す女性史・社会史研究入門書。
四六判 296 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22110-0〔2021〕

東方選書

漢とは何か（東方選書 58）

岡田和一郎・永田拓治編／中国史上において、漢王朝がどのように規範
化されていったのか――前漢から唐までを区切りとして中国史に君臨す
る漢王朝像（イメージ）を解き明かす。
四六判 268 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22203-9〔2022〕

中国語とはどのような言語か（東方選書 59）

橋本陽介著／基本文法、語彙、品詞から、「連続構造」、「流水文」まで、
中国語の特徴を概説。「読書案内」も充実しており、学習の疑問点の解消に、
中国語文法の復習に、研究のヒントに、あらゆる場面で役立つ 1 冊。
四六判 280 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22210-7〔2022〕

広東語動詞研究「手放さずに持つ動作」を表す語をめぐって

千島英一著／広東語の中に多く存在する動詞の中で、「手放さずに持つ動
作」を表す意味的に相互に関連の深い語について、映画やアニメーショ
ン、漫画などから例文を抽出し、分析を試みる。
A5 判 256頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-20710-4〔2007〕★

広東語・台湾語教材

台湾語会話 第二版

樋口靖編著／発音から基礎会話、実践的な応用会話まで、本格的に解説。表
記は教会ローマ字と漢字ローマ字まじり文の 2 種を使用。コラムも充実。
＊ CD 別売。S　四六判 320 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-
20004-4〔2000〕／CD3 枚組◎税込 4950 円（本体 4500 円）
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中国語を歩く〈パート3〉 辞書と街角の考現学（東方選書 49）

荒川清秀著／中国の街角で出会う漢字を追いかけ、語彙や文法的側面から
分析。言葉の背景にある文化や習慣にも言及し、日々進化する中国語を読
み解く。特別編「街の中国語から見えてくるもの」「わたしの道具部屋」を
収録。四六判 292 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21802-5〔2018〕

魯迅と紹興酒 お酒で読み解く現代中国文化史（東方選書 50）

藤井省三著／中国文学研究者にして愛飲家の著者が、文学や映画に描か
れた酒の風景をたどり、時には自身の体験を交えながら、改革・開放経
済体制以後の四〇年で大変貌を遂げた現代中国を語る。
四六判 286 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21819-3〔2018〕

東方選書

天変地異はどう語られてきたか 

中国・日本・朝鮮・東南アジア（東方選書 53）
串田久治編著／歴史・宗教・地域研究者 9 名が、アジア各地で地震・水害・
疫病・異常気象などの「天変地異」をどのように語り継いできたかをひも
とく。四六判 296 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22001-1〔2020〕

三国志の考古学 出土資料からみた三国志と三国時代（東方選書 52）

関尾史郎著／簡牘、石刻、漆器、墓葬壁画など発掘調査によって出土した
資料を駆使しながら三国時代の諸問題について考察。膨大な研究史を整
理した上で、新たな知見を提供し、正史『三国志』の解釈にも見直しを
迫る。四六判 336 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21913-8〔2019〕

書と思想 歴史上の人物から見る日中書法文化（東方選書 51）

松宮貴之著／王羲之、顔真卿、乾隆帝、毛沢東、聖徳太子、空海、最澄、
副島種臣など、歴史上の人物の「書」に現れる「思想」を解き明かす。
約 170 点の図版と釈文を収録する。
四六判 336 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21903-9〔2019〕

北魏史 洛陽遷都の前と後（東方選書 54）

窪添慶文著／分裂の時代、魏晋南北朝時代にあって、150 年近く続いた
北魏とはどのような国であったのか。第 7 代孝文帝の改革から説きはじ
めて北魏の興亡を語り、隋唐時代に与えた影響を考察する。
四六判 312 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22024-0〔2020〕

中国語を歩く〈パート2〉 辞書と街角の考現学（東方選書 45）

荒川清秀著／中国の街角で出会う漢字から、同じ漢字社会である日中両
国の文化・習慣・考え方の違いが見えてくる。座談会「『現代漢語詞典』
をめぐって」（荒川清秀×遠藤雅裕×三宅登之）も収録。
四六判 312 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21410-2〔2014〕

中国の神獣・悪鬼たち 山海経の世界〔増補改訂版〕（東方選書44）

伊藤清司著／慶應義塾大学古代中国研究会編／『山海経』を手がかりに、
古代人が「外なる世界」に住まう超自然的存在をいかに恐れまた活用し
ていたのかを探る。初版 1986 年。現在の研究状況の概説および補論を付
す。四六判 328 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21307-5〔2013〕

五胡十六国 中国史上の民族大移動〔新訂版〕（東方選書 43）

三崎良章著／ 3 世紀末から 5 世紀半ばの「五胡十六国時代」に光を当て、
中国社会が多民族の融合の上に形成されたことを史料のみならず墓室画
像などの出土品も用いて明らかにする。2002 年刊行書籍の新訂版。
四六判 240 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21222-1〔2012〕

東方選書

匈奴 古代遊牧国家の興亡〔新訂版〕（東方選書48）

沢田勲著／前 2～後 1 世紀にかけて、北アジア史上最初に登場した騎馬
遊牧民の歴史をたどるとともに、考古学的知見をもとに社会・文化を紹介。
さらにユーラシア内陸部の遊牧民が東西の歴史に及ぼした影響をも考察
する。四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21514-7〔2015〕

契丹国 遊牧の民キタイの王朝〔新装版〕（東方選書47）

島田正郎著／ 9 世紀半ばの北・中央アジアで勢威をふるったキタイ（契
丹＝遼）国について概説。著者が還暦に記した「回想」と、「島田正郎先
生の横顔――『契丹国』再刊に寄せて」（岡野誠）を付す。
四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21419-5〔2014〕

地下からの贈り物 新出土資料が語るいにしえの中国（東方選書46）

中国出土資料学会編／近年飛躍的に増加した中国の新出土資料。どこから
どのようなものが出てきたのか、それを使って何がわかるのか。歴史・文
学・思想・考古・医学など多方面にわたる研究者が最新の成果を紹介する。
四六判 384 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21411-9〔2014〕
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五
ご じ ゅ う に び ょ う ほ う

十二病方
小曽戸洋・長谷部英一・町泉寿郎著／現存する最古の中国医学文献。52
種の病気に対し 270 余の治療法を掲載する。本訳注では、執筆者らの新
知見による斬新な研究成果を示す。一字索引付き。
A5 判 280 頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-20709-8〔2007〕

五
ご ぎ ょ う

行・九
き ゅ う し ゅ

主・明
め い く ん

君・徳
と く せ い

聖 老子甲本巻後古佚書

齋木哲郎著／孟子の四端説の展開を伝える「五行篇」、人間の理想像を
天道と結びつけて「聖」として描く「徳聖篇」、君主の統治における理
想を説く「九主篇」など戦国時代の出土文献四篇に訳注をほどこす。
A5 判 264 頁◎税込 5060 円（本体 4600 円）978-4-497-20713-5〔2007〕

却
き ゃ く こ く し ょ っ き

穀食気・導
ど う い ん ず

引図・養
よ う じ ょ う ほ う

生方・雑
ざ つ り ょ う ほ う

療方
白杉悦雄・坂内栄夫著／体内の気を純化する神仙の技法書『却穀食気』
をはじめ、漢代にすでに行なわれていた気功を伝える『導引図』、多方
面にわたる養生の処方を集めた『養生方』『雑療方』を収録。本邦初訳。
A5 判 228 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21008-1〔2011〕

老
ろ う し

子
池田知久著／馬王堆出土の『老子』2 種は、現行のテキストとの異同が
多いことが知られている。本書では所謂「黄老の学」が盛行する以前、
漢初に成立した甲本を訳出した上、付録として乙本の原文を収録。
A5 判 488 頁◎税込 7040 円（本体 6400 円）978-4-497-20605-3〔2006〕

春
し ゅ ん じ ゅ う じ ご

秋事語
野間文史著／『左伝』に「類似した佚書｣ で、その内容から、出土後に「春
秋事語」と命名。貴族社会で初学者に与える教科書の如きものとされる。
既存の古典の裏付や校勘資料を提供する。本邦初訳。
A5判144頁 978-4-497-20703-6〔2007〕◎品切※

馬王堆出土文献訳注叢書

馬王堆出土文献訳注叢書
占いと中国古代の社会 発掘された古文献が語る（東方選書 42）

工藤元男著／巫風豊かな楚地に生まれ、秦漢帝国を媒介として各地に伝
播し、解体していった中国古代の占卜（占い）文化。主に占卜書「日書」
を読み解きながら、古代の人々の生活と社会の実態を明らかにする。
四六判 290 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21110-1〔2011〕

厳復 富国強兵に挑んだ清末思想家（東方選書 41）

永田圭介著／『天演論』で魯迅に衝撃を与え、日本の福澤諭吉にも比肩さ
れる清末の啓蒙思想家・厳復。民族淘汰の時代、祖国のために「富強」へ
の道を模索した生涯を、同時代の日本の歩みを視野に入れながら描く評伝。
四六判 360 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21113-2〔2011〕

東方選書

書誌学のすすめ 中国の愛書文化に学ぶ（東方選書 40）

高橋智著／「善本」を懇切に講義。書物の誕生から終焉、再生と流転ま
での生涯とともに、中国歴代の書物文化史を概観。現代書誌学による調
査の実例や、「中華再造善本」「古籍普査」など中国の最新動向も伝える。
四六判 288 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21014-2〔2010〕

三国志演義の世界〔増補版〕（東方選書 39）

金文京著／史実と虚構を交えた叙述スタイルから、背後の出版文化や政治
思想まで。『三国志演義』を生んだ中国的世界を解明する名著に、近年の
研究成果を反映させた増補版。日本と韓国における受容の様相も明らかに。
四六判 312 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21009-8〔2010〕

大月氏 中央アジアに謎の民族を尋ねて〔新装版〕（東方選書 38）　
小谷仲男著／シルクロードの開拓者として名高い漢の張騫が目指した遊牧
民族の国・大月氏。本書では、中央アジアの考古学資料を紹介し、その成
果を活用して大月氏の実態解明を試みる。装幀・組版を一新した新装版。
四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21005-0〔2010〕

中国語を歩く 辞書と街角の考現学（東方選書 37）

荒川清秀著／街角で目にする身近な漢字から、さらに辞書の行間から。
飽くなき探求心をもってすれば、ことばはこんなに面白い！ 長年中国語
を見つめてきた著者の観察眼が光る、知的・軽快な語学エッセイ。
四六判 304 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-20909-2〔2009〕
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胎
た い さ ん し ょ

産書・雑
ざ つ き ん ほ う

禁方・天
て ん か し ど う だ ん

下至道談・合
ご う い ん よ う ほ う

陰陽方・十
じ ゅ う も ん

問
大形徹著／胎児の成長や妊婦の養生法、男女の産み分け法などを記した
『胎産書』、呪術的な医療行為を記す『雑禁方』。房中術・長生術に関する
書『天下至道談』『合陰陽方』『十問』を収録。人名・書名・事項索引付。
A5 判 400 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21408-9〔2015〕

戦
せ ん ご く し ょ う こ う か し ょ

国縦横家書
大西克也・大櫛敦弘著／戦国時代に外交の場で活躍した縦横家の書簡や
故事を集めた書物で、『史記』や『戦国策』などには見られない記事も多
く含まれており、時代状況を知る上で重要な史料として注目されている。
A5 判 272 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21513-0〔2015〕

以下続刊

易  上  六十四卦 えき　ろくじゅうしか

易 下  二三子問篇  繫辞篇  衷篇  要篇  繆和篇  昭力篇 
えき　にさんしもんへん　けいじへん　ちゅうへん　ようへん　ぼくわへん　しょうりきへん

池田知久・李承律

足臂十一脈灸経 そくひじゅういちみゃくきゅうきょう 他
林克・浦山きか

馬王堆出土文献訳注叢書

※『春秋事語』は web 書店「honto」https://honto.jp/ にてオンデマンド
版（税込 3300 円）をお求めいただけます。

 表紙・装幀はオンデマンド仕様です（並製・カバーなし）。

Vol.54 家族の諸相
「座談　現代中国の家族の変容」のほか、宗族組織と同姓団体のはざま
で（賈玉龍）、姻族の台頭と男性の参加（周群英）、祭祀する女性、祭祀
される女性（河合洋尚）など論説 12 編を収録。
A5 判 334 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22106-3〔2021〕

Vol.56 変わりゆくメディアのなかの “ 中国 ”
「座談　越境するメディアのなかの “中国 ”」、竹内亮監督インタビュー
のほか、オンライン時代における中国の大学の思想政治教育課の課題と
可能性（張放）など論説 6 編を収録。
A5 判 260 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22206-0〔2022〕

Vol.55 少子高齢化と中国経済
「座談　巨大人口国家・中国が直面する人口問題と経済のゆくえ」のほか、
「中国の人口問題はどう論じられてきたのか」（岡本信広）など論説 8 編
と特別寄稿「中国、迫る人口減少」（村山宏）を収録。
A5 判 252 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22114-8〔2021〕

中国 21

Vol.53 農民・農業・農村
「座談　制度と市場の狭間を生きる　農民工の過去、現在と未来」のほか、
なぜ農民工は都市戸籍を選ばないのか（川村潤子）、農民工は「悪魔の挽
き臼」にすり潰されたのか（原田忠直）など論説 9 編を収録する。
A5 判 278 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22013-4〔2020〕

Vol.52“人際”の関係（グァンシー）学
特集では「講演　“人際 ”の関係学」のほか、中国的「関係主義」再論（園
田茂人）、コミュニケーションにおける直接的表現と間接的表現の選択（井
上優）など論説 9 編を収録する。
A5 判 240 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22009-7〔2020〕

中国 21
愛知大学現代中国学会編／東方書店発売
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Vol.49 華西辺疆研究
家屋の意義―ギャロン・チベット族の房名継承と親族関係―（李錦）、宗
教復興とグローバル化を経た「辺境」のいま―四川省松潘県のボン教徒を
めぐるネットワークの変容―（小西賢吾）など論説 9 編を収録する。
A5 判 242 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21905-3〔2019〕

Vol.48 いまさら文革、いまなお文革、いまこそ文革
対談「『文化大革命』に見たもの」のほか、なぜ文化大革命は過ぎ去らな
いのか（石井知章） 、中華民国（台湾）からみた文化大革命（川島真）、文
革後の革命模範京劇（加藤徹）、八歳の死刑囚（辣椒）など。
A5 判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21810-0〔2018〕

Vol.47 中国古典美術の魅力── 21 世紀からの視線

古典中国美術の復権に向けて（木島史雄）、近現代日本における中国絵画
の扱われ方─「美術全集」と展覧会に注目して─（板倉聖哲）ほか、座談、
論説 6 篇、紹介 2 篇などを掲載。
A5 判 228 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21808-7〔2018〕

Vol.46 中国の芝居──昨日・今日・明日

対談「香港の粤劇によせる思い──役者の立場から」、鼎談「香港におけ
る粤劇の現状と将来──研究者の立場から」のほか、越劇の現代と「編導制」
（佐治俊彦）、雲南省大理白族の大本曲の歴史とその現状（立石謙次）など。

A5 判 198 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21706-6〔2017〕

中国 21

Vol.51 デジタル資料と学術の未来
特集では「座談 デジタル資料と学術の未来」のほか、欧州におけるコプ
ト語文献のデジタル化の現状と未来（宮川創）、1955 年「龔品梅反革命集
団事件」に関する考察（中津俊樹）など論説 8 編を収録する。
A5 判 248 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21922-0〔2020〕

Vol.50 中国近現代の知識経験と文学
「座談 中国近現代の知識経験と文学表現をめぐって」のほか、章炳麟とそ
の周辺の「文学」概念―漢字圏の言文一致運動と清末という二つの文脈―
（林少陽）、知識の旅―近代科学小説の中の宇宙旅行―（潘少瑜）など。

A5 判 240 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21908-4〔2019〕

Vol.43 中国近現代文学研究
座談「映画『黄金時代』から魯迅、郁達夫、張愛玲へ」のほか、摩羅からノー
ベルへ──現代文学と公民の論述（王徳威）、北京で語られるアメリカ像
──宗璞の一九四九年、イーユン・リーの一九八九年（濱田麻矢）など。
A5 判 342 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21510-9〔2015〕

Vol.42 政治・文化からみた新たな中米関係
鼎談・中国現代文学の研究および教学（藤井省三×陳平原×王徳威）、ア
メリカの対中世論（前嶋和弘）、中米関係における人権問題（羅艶華）、フ
ランク・チンと中華系アメリカ文学（李有成）など。
A5 判 230 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21504-8〔2015〕

Vol.41 葬送という文化
香港の公壽中西殯儀・世界殯儀館へのインタビューのほか、台湾映画『父
の初七日』の葬送儀礼と文化アイデンティティ（工藤貴正）、現代中国にお
ける葬礼習俗の変化と伝統継承の担い手（山本恭子）など。
A5 判 246 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21415-7〔2014〕★

Vol.44 中国農業大転換
鼎談「中国農業大転換の要諦」のほか、農業現代化の発展過程とその方向
（温鉄軍・張俊娜・杜潔）、中国における農業改革と大規模農業経営の育成
──土地制度と生産組織の改革を中心に（大島一二）など。
A5 判 196 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21604-5〔2016〕811

Vol.45 いまこそ、「戦後」を問いなおす
鼎談「戦後」再論──その多元性についてのほか、中国と国際レジーム（徐
正源）、初等教育の普及と「戦後」中国社会（大澤肇）、オーストラリア、
戦争と日本（ビートライス・トレフォルト）など。閻連科の講演も採録。
A5 判 210 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21704-2〔2017〕

中国 21

Vol.40 中国社会の矛盾と展望
座談「発展・苦悩・展望」のほか、断裂と不均衡（孫立平）、転換期における中
国社会の階級分化と階級アイデンティティ（馮仕政）、底辺階級からみる中
国（中村則弘）、中国農民自身が失地農民を生み出す連鎖構造（高橋五郎）
など。A5判288頁◎税込 2200 円（本体2000円）978-4-497-21407-2〔2014〕★
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第 5 巻 中国分析
冷静かつ客観的な視線で激しく揺れ動いてきた現代中国の内実とその行
方を見通し、現代中国研究の第一人者としての地位を揺るぎないものに
した著者が、中国の政治・外交に分析を加えた諸篇を収録。
A5 判 320 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20404-2〔2004〕

衞藤瀋吉著作集
全 10 巻＋別巻 1

第 3 巻 二十世紀日中関係史　　　　  
「アジア国際関係史」を確立した著者ならではの視点で、第一次世界大
戦から第二次世界大戦に至る日中関係を国際関係の中に位置づけて捉え
る。さらに戦後の日中関係史、アジア国際関係史についても言及。
A5 判 276 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20403-5〔2004〕

第 4 巻 眠れる獅子
ヨーロッパ列強の植民地支配に苦しむアジア各地が、覚醒、解放へと至る
激動の時代を、明快かつ流麗な文章で描いた近代アジア通史。人間味と
躍動感に溢れる筆致で著者の学問研究の成果を読みやすくまとめた一冊。
A5 判 332 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20308-3〔2003〕

衞藤瀋吉著作集

第 1 巻 近代中国政治史研究　　　　　  
資料分析と近代政治学的手法を併用することによって、新たな国際秩序
に引きずり込まれた清末の中国と欧米列強との関係に明快な考察を加え
る。併せて、辛亥革命に関する国際共同研究における報告を収録。
A5 判 304 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20401-1〔2004〕

第 2 巻 東アジア政治史研究 　　　　　 
社会科学的方法を取り入れ、日中戦争期における両国の関係、および中
国共産党の展開を客観的に論述する。戦後日本における中国共産党史研
究の初めての成果として世界に紹介された、記念碑的論文を含む。
A5 判 332 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20402-8〔2004〕

第 6 巻 国際政治研究
社会科学的な手法を導入し、学際的なアジア研究を実践した国際政治研
究の成果を集成。さらに、著者独自の国際政治分析の核心をなす、「文
化摩擦」「愛憎症候群」などの視点について解説した論文も収録する。
A5 判 336 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20405-9〔2004〕

第 7 巻 日本人と中国
幕末・明治から日中戦争まで、日中関係の狭間、歴史の狭間で生きた人々
を活写した個性的な歴史人物論。個々の人物の記述を通じて、日中関係
の特質が浮かび上がる、魅力溢れる日中関係論となっている。
A5 判 276 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20309-0〔2003〕

第 8 巻 無告の民と政治
苦悩・悲嘆を訴えるすべのない「無告の民」に寄せる想いに基づく我が国
の政治・外交への提言を収録。鋭く、かつバランス感覚に富んだ安全保障
論、ナショナル・コンセンサス論は、今日なお大きな意義を有する。
A5 判 352 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20406-6〔2004〕

第 9 巻 日本の進路
安定と平和へ向けて、日本と日本人が進むべき方向を、世界およびアジ
ア、発展途上諸国との関係の中で考察。併せて、国際社会の中で日本人
が果たすべき役割の指針として、海外ボランティアの意義を提言。
A5 判 328 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20407-3〔2004〕

衞藤瀋吉著作集

第 10 巻 佐藤栄作
長期政権を維持し、沖縄返還を達成した首相・佐藤栄作（在任 1964～
1972）の伝記。「非凡なる凡人」の生涯を、著者独自の人間観察に基づき、
躍動感溢れる筆致で魅力的に描き出す。関連する短文 4 篇を付す。
A5 判 272 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20311-3〔2003〕

別巻 総索引・総目次他
読者・研究者から寄せられた要望に従って作成した総索引・総目次に加
え、著作集未収録作品のうち、エッセイ・学界紹介・書評など、編集委
員会よりどうしても捨て難いという声が挙がったものを掲載する。
A5 判 176 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20416-5〔2006〕
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総　記

中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集〈全 2 冊〉

早稲田大学中国古籍文化研究所編／全体のテーマは中国古籍を巡る文化
諸事象の研究であるが、文献学、校勘学、目録学だけでなく、思想、言語学、
歴史、文学、民間伝承、演劇、芸能など多岐に亘る分野の論考 73 篇を収録。
B5判2冊セット◎税込 13200 円（本体 12000 円）978-4-497-21805-6〔2018〕

国際未来社会を中国から考える
遊佐昇・河村昌子・佐藤賢編著／国際社会の未来を考えるために “中国 ”
を知る。哲学・文学・文化論・語学・経済学……さまざまな研究テーマから、
中国のいまとこれから、そして日本のなかの中国が見えてくる。11編収録。
A5 判 192 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21803-2〔2018〕

東アジア書誌学への招待 1
大澤顯浩編著／各界の専門家 20 数名が行った書誌学に関する連続講座を
まとめたもの。第 1 巻は、漢籍版本概論、漢籍の調査と鑑定、書物の流動史、
学習院大学コレクション紹介などを収録。
A5 判 416 頁◎税込 4200 円（本体 4000 円）978-4-497-21114-9〔2011〕★

東アジア書誌学への招待 2
大澤顯浩編著／第 2 巻は図書分類法、地方文献など。中国の漢籍をはじめ、
韓国・朝鮮の版本、日本の和刻本、ヴェトナムのハンノム本なども対象
としている。なお、索引は第 2 巻にまとめて掲載する。
A5 判 296 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-21115-6〔2011〕★

書誌学のすすめ 中国の愛書文化に学ぶ（東方選書 40）

高橋智著／「善本」を懇切に講義。書物の誕生から終焉、再生と流転ま
での生涯とともに、中国歴代の書物文化史を概観。現代書誌学による調
査の実例や、「中華再造善本」「古籍普査」など中国の最新動向も伝える。
四六判 288 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21014-2〔2010〕

総　記

東方学術翻訳叢書

中国漢字学講義〔東方学術翻訳叢書〕

裘錫圭著／稲畑耕一郎・崎川隆・荻野友範訳／初版刊行より 40 年を経て、
今なおスタンダードな「漢字学」のテキストとして読み継がれている名
著の最新版『文字学概要（修訂本）』（2013 年、商務印書館）の翻訳。
A5 判 616 頁◎税込 6930 円（本体 6300 円）978-4-497-22207-7〔2022〕

中国は“中国”なのか「宅茲中国」のイメージと現実

〔東方学術翻訳叢書〕葛兆光著／橋本昭典訳／時代によって揺れ動く「中
国イメージ」を、中国内部の歴史的叙述や周辺地域（日本・朝鮮・欧州など）
の視点とその交流史から描き出す。
A5 判 384 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22014-1〔2020〕

漢帝国の遺産  道教の勃興〔東方学術翻訳叢書〕
姜生著／三浦國雄・田訪監訳／漢代の墓室とは、死者が仙人として再生し
昇天する「生命転換装置」であった。膨大な量の画像資料を用いて死者の
成仙過程を再構築し、初期道教の形成という漢帝国の文化遺産を提示する。
A5 判 708 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）978-4-497-22016-5〔2020〕

道教と科学技術〔東方学術翻訳叢書〕
姜生著／三浦國雄訳／『道蔵』を丹念に読み込み、道教の科学思想や煉
丹術、さらには道教と化学、鉱物学、医学、天文学、地学、物理学、技術
工学、建築学、生物学などとの協調関係を具体的、実証的に明らかにする。
A5 判 680 頁◎税込 7150 円（本体 6500 円）978-4-497-21711-0〔2017〕

東方学術翻訳叢書
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中国地名カタカナ表記の研究 教科書・地図帳・そして国語審議会

明木茂夫著／「ター運河」「チョンツー」「チュー川」。カタカナになった中
国地名はちょっとヘン !?　近年の教科書や教師用指導書、受験参考書から、
歴代各社の教科書や地図帳、国語審議会や文部省の資料、戦前の運動まで
調査。A5 判 454 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21402-7〔2014〕

夢のあと 続中国酔いがたり

神崎勇夫著／「販書随録」のほか、中国出版事情を斬る辛口レポート、紀
行文やエッセイ、青年期の繊細な詩から晩年の短歌・俳句まで。月刊『東方』
の名物後記を生んだ土壌とも言うべき筆者の感性が光る、畢生の作品集。
四六判 384 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21006-7〔2010〕

私の理想 新教育の夢 朱永新中国教育文集 1

朱永新著／石川啓二・王智新訳／教育の不平等を是正するべく始められ
た「新教育実験」のリーダー朱永新が、理想の教育を語る。概説「『新
教育実験』――異軍突起の民間教育運動」（石川啓二）を付す。
A5 判 284 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-21219-1〔2012〕

中国現代教育思想史 朱永新中国教育文集 2

朱永新著／王智新訳／歴代指導者の教育に対する考え方、伝統的な教育
思想の転換と引き継ぎ、外国の教育思想の取り入れなど、中国の教育の
発展を「教育思想」の面から辿る。
A5 判 480 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-21301-3〔2012〕

苦境と超越 現代中国教育評論  朱永新中国教育文集 3

朱永新著／牧野篤監訳／教育の拡大と普及、教師の質と待遇の改善、イン
ターネットの利用など、中国の教育が積み重ねてきた成果を振り返るとと
もに、問題を真摯に見つめ、これからの中国の教育が目指すべき道を示す。
A5 判 500 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21310-5〔2013〕

朱永新中国教育文集

朱永新中国教育文集
（全３巻）

歴史・考古・地理

崩壊と復興の時代 戦後満洲日本人日記集

〔「満洲の記憶」研究会叢書 第 2 集〕佐藤仁史・菅野智博・大石茜・湯川
真樹江・森巧・甲賀真広編著／満洲在住日本人の敗戦直後から引き揚げ
までの日記 4 種を収録。各日記に解題と注釈を付す。
A5 判 576 頁◎税込 7700 円（本体 7000 円）978-4-497-22208-4〔2022〕

明治から昭和の中国人日本留学の諸相
孫安石・大里浩秋編著／「第Ⅰ部　明治期の留学開始の諸相」、「第Ⅱ部
　大正・昭和期の受け入れ側の諸相」、「第Ⅲ部　日中戦争期と戦後の留
学生の諸相」の 3 部構成で論考 15 編を収録する。
A5 判 500 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-22205-3〔2022〕

歴史・考古・地理

私がクリスチャンになるまで 清末中国の女性とその暮らし

アデル・M・フィールド著／蒲豊彦訳／農作業や機織り、婚約・結婚の
具体的な段取り、間引きや子どもを売る習慣など、清朝最末期の農村女
性たちが語る暮らしの様子を女性宣教師フィールドが書き留める。
四六判 256 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-22111-7〔2021〕

漢とは何か（東方選書 58）

岡田和一郎・永田拓治編／中国史上において、漢王朝がどのように規範
化されていったのか――前漢から唐までを区切りとして中国史に君臨す
る漢王朝像（イメージ）を解き明かす。
四六判 268 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22203-9〔2022〕

中国は“中国”なのか「宅茲中国」のイメージと現実

〔東方学術翻訳叢書〕葛兆光著／橋本昭典訳／時代によって揺れ動く「中
国イメージ」を、中国内部の歴史的叙述や周辺地域（日本・朝鮮・欧州など）
の視点とその交流史から描き出す。
A5 判 384 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22014-1〔2020〕
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東アジア海をめぐる交流の歴史的展開
鐘江宏之・鶴間和幸編著／学習院大学東洋文化研究所のプロジェクト「東
アジア前近代における文化交流」をまとめたもの。「東アジア海」を中心に
した視点から、日本・中国・韓国の国境を超えた文化交流の痕跡をたどる。
A5 判 328 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21016-6〔2010〕

地下からの贈り物 新出土資料が語るいにしえの中国（東方選書46）

中国出土資料学会編／近年飛躍的に増加した中国の新出土資料。どこから
どのようなものが出てきたのか、それを使って何がわかるのか。歴史・文
学・思想・考古・医学など多方面にわたる研究者が最新の成果を紹介する。
四六判 384 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21411-9〔2014〕

東アジア海文明の歴史と環境
葛剣雄・鶴間和幸編著／政治的な東アジア世界や文化交流としての東ア
ジア文化圏を環境史の立場から見直していく「東アジア海文明の歴史と
環境」プロジェクトによる日中韓の共同研究をまとめたもの。
A5 判 568頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-21304-4〔2013〕

黄河下流域の歴史と環境 東アジア海文明への道

鶴間和幸編著／「東アジア海」の環境を沿岸の国々が共有する時代を見
据え、その重要な源流となる黄河下流域の自然・人間・文化の関わりを
歴史的に解明する。
A5 判 400 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-20702-9〔2007〕

歴史・考古・地理

匈奴 古代遊牧国家の興亡〔新訂版〕（東方選書48）

沢田勲著／前 2～後 1 世紀にかけて、北アジア史上最初に登場した騎馬
遊牧民の歴史をたどるとともに、考古学的知見をもとに社会・文化を紹介。
さらにユーラシア内陸部の遊牧民が東西の歴史に及ぼした影響をも考察
する。四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21514-7〔2015〕

竹簡学入門 楚簡冊を中心として

陳偉著／湯浅邦弘監訳／草野友子・曹方向訳／本書は、「竹簡」とはどう
いうものか、という基礎知識から、どのように発掘・整理され、解読さ
れてきたのかを実例をあげながら解説する。
A5 判 240 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21613-7〔2016〕

大月氏 中央アジアに謎の民族を尋ねて〔新装版〕（東方選書 38）　
小谷仲男著／シルクロードの開拓者として名高い漢の張騫が目指した遊牧
民族の国・大月氏。本書では、中央アジアの考古学資料を紹介し、その成
果を活用して大月氏の実態解明を試みる。装幀・組版を一新した新装版。
四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21005-0〔2010〕

五胡十六国 中国史上の民族大移動〔新訂版〕（東方選書 43）

三崎良章著／ 3 世紀末から 5 世紀半ばの「五胡十六国時代」に光を当て、
中国社会が多民族の融合の上に形成されたことを史料のみならず墓室画
像などの出土品も用いて明らかにする。2002 年刊行書籍の新訂版。
四六判 240 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21222-1〔2012〕

北魏史 洛陽遷都の前と後（東方選書 54）

窪添慶文著／分裂の時代、魏晋南北朝時代にあって、150 年近く続いた
北魏とはどのような国であったのか。第 7 代孝文帝の改革から説きはじ
めて北魏の興亡を語り、隋唐時代に与えた影響を考察する。
四六判 312 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22024-0〔2020〕

北朝社会における南朝文化の受容 外交使節と亡命者の影響

堀内淳一著／中国の南北朝時代における政治的・文化的分裂が、その後
どのように統合されるかを、当時の政治・文化の担い手であった貴族層の
南北朝間交流―公的な「外交使節」と私的な「亡命」―に注目し論じる。
A5 判 304 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-21809-4〔2018〕

隋唐外務官僚の研究 鴻臚寺官僚・遣外使節を中心に

石暁軍著／これまで十分に注意を向けられてこなかった隋唐代の外務官
僚の代表的な官人である鴻臚寺官僚と遣外使節の実態及び関連構造や制
度を解明することによって隋唐代の対外関係史や官僚制度史の研究を行
う。A5 判 634 頁◎税込 8580 円（本体 7800 円）978-4-497-21910-7〔2019〕

三国志の考古学 出土資料からみた三国志と三国時代（東方選書 52）

関尾史郎著／簡牘、石刻、漆器、墓葬壁画など発掘調査によって出土した
資料を駆使しながら三国時代の諸問題について考察。膨大な研究史を整
理した上で、新たな知見を提供し、正史『三国志』の解釈にも見直しを迫る。
四六判 336 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21913-8〔2019〕

歴史・考古・地理
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妻と娘の唐宋時代 史料に語らせよう（東方選書 55）

大澤正昭著／歴史のなかで、名前やときには存在すら見えなくなってい
る女性の姿をどうとらえ、実像にせまっていくのか。史料の選択と扱い
方を唐代、宋代の妻と娘の生き方を例に示す女性史・社会史研究入門書。
四六判 296 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22110-0〔2021〕

契丹国 遊牧の民キタイの王朝〔新装版〕（東方選書47）

島田正郎著／ 9 世紀半ばの北・中央アジアで勢威をふるったキタイ（契
丹＝遼）国について概説。著者が還暦に記した「回想」と、「島田正郎先
生の横顔――『契丹国』再刊に寄せて」（岡野誠）を付す。
四六判 256 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21419-5〔2014〕

中国社会経済史用語解
斯波義信編著／古代から清末までの財政史・社会史・経済史・吏牘用語
を約 6000 語収録。本文は分類項目ごとに配列、巻末の五十音索引には、
見出し項目のみならず、関連する語彙約 3500 語をあわせて収録する。
B5 判 578 頁◎税込 15400 円（本体 14000 円）978-4-497-21112-5〔2012〕

中国官印制度研究
片岡一忠著／秦朝に成立した官印制度が中国の歴代王朝において如何に
運用されたか、また如何に変化してきたかを解明。特に官印制度が集大
成された清朝の制度について詳しく研究する。
B5 判 512 頁◎税込 13200 円（本体 12000円）978-4-497-20805-7〔2008〕

環渤海交易圏の形成と変容 清末民国期の華北・東北の市場構造

山本進著／華北東部と東三省からなる地域を環渤海交易圏と名づけ、伝統
的地域経済圏としての成立期から世界市場への再編期、「満洲」「北支」とし
て占領される直前期までの市場構造の変化を、物流・金融の両面から検証。
A5判 296頁◎税込 5170 円（本体 4700円）978-4-497-20907-8〔2009〕

中国の開港と沿海市場 中国近代経済史に関する一視点

宮田道昭著／アヘン戦争による開港により、中国の社会や経済、人々の
生活は転機を迎えることになった。本書は、19 世紀後半から 20 世紀初
頭にかけて、世界経済の波に直面した中国経済の変容過程を探求する。
A5 判 224 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-20602-2〔2006〕

歴史・考古・地理

東アジアの海とシルクロードの拠点 福建 沈没船、貿易都市、陶磁器、茶文化

2009 年開催「海のシルクロードの出発点 “福建 ”展」の図録。出展品
150 点のカラー写真を収録するとともに、福建の歴史やさまざまな文化
について簡潔にまとめたコラム 29 編（執筆者 17 人）を収録する。
A4 判 200 頁◎税込 2096 円（本体 1905 円）978-4-497-21002-9〔2010〕

上海歴史探訪 近代上海の交友録と都市社会

宮田道昭著／本書は、近代の上海における日本と中国の人々の交流や、
上海という街の歴史的佇まいを「幕末」「豫園」「租界」「交友」などのテー
マを通して紹介する。
四六判 156頁◎税込 1760 円（本体 1600 円）978-4-497-21225-2〔2012〕

アジアからの世界史像の構築 新しいアイデンティティを求めて

湯山トミ子・宇野重昭編著／中国、日本、韓国、北朝鮮における、「西洋
からの近代化」の受容を見つめ直し、グローバル化による「一元化」に
対し、東アジアからの「多元的世界」構築への可能性を考察する。
A5 判 344 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-21409-6〔2014〕

『点石斎画報』にみる明治日本
石暁軍編著／ 19 世紀末に上海で発行されていた絵入り新聞『点石斎画報』
より日本関連の記事と挿画 80 点を選び、テーマ別に訳文とともに掲載。
当時の中国人が明治期の日本に抱いていたイメージを窺うことができる。
A5 判 236 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20411-0〔2004〕

清末中国の対日政策と日本語認識 朝貢と条約のはざまで

閻立著／清朝末期、東アジアの近代の幕が開き、中国自身は、欧米諸国
と「条約締結」という新しい関係を形成していくなか、明治維新後の日
本をどのように捉え、対応したのかを史料に基づき明らかにする。
A5 判 280 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-20905-4〔2009〕

中国清末民初期の修身教科書と日本
方光鋭著／中国近代教科書の成立過程において重要な、清末民初期の 4
種類の初等教育用修身教科書を取り上げ、それに影響を与えた日本の修
身教科書と比較し、日本モデルへの依存、模倣、排除、離脱の過程を考
察する。A5 判 220 頁◎税込 3850 円（本体 3500 円）978-4-497-21909-1〔2019〕

歴史・考古・地理
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中国人留学生と「国家」・「愛国」・「近代」
孫安石・大里浩秋編著／清末から中華人民共和国成立期にかけて、日本
にやってきた中国人留学生が絶えず自問せざるを得なかった思想的課題
――「国家」「愛国」「近代」という概念をキーワードにした論考 11 篇。
A5 判 360 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-21907-7〔2019〕

東アジアにおける租界研究 その成立と展開

大里浩秋・内田青蔵・孫安石編著／天津日本租界の体験談、当時の写真
を利用した日本製品排斥運動の紹介と分析など、天津、青島、漢口、蘇州、
仁川の租界に関する論文 15 編を収録する。
A5 判 464 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22005-9〔2020〕

厳復 富国強兵に挑んだ清末思想家（東方選書 41）

永田圭介著／『天演論』で魯迅に衝撃を与え、日本の福澤諭吉にも比肩さ
れる清末の啓蒙思想家・厳復。民族淘汰の時代、祖国のために「富強」へ
の道を模索した生涯を、同時代の日本の歩みを視野に入れながら描く評伝。
四六判 360 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21113-2〔2011〕

張謇伝稿 中国近代化のパイオニア

章開沅著／藤岡喜久男訳／実業家・教育家として救国に心をくだき、孫文
と袁世凱を媒介し共和制中国創世をもくろんだ張謇の全生涯を各時期に分
けて詳細に叙述する。
A5判 406頁◎税込 6194 円（本体 5631 円）978-4--497-89276-8〔1989〕★

戴季陶の対日観と中国革命
嵯峨隆著／孫文の秘書兼通訳、蔣介石政権の思想的支柱、国民党きって
の日本通として知られる戴季陶（1891～ 1949）の対日観に焦点を当て、
彼の政治思想との内的連関を検討する。戴季陶「我が日本観」全訳を付す。
四六判 216 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20305-2〔2003〕

辛亥革命期の中日外交史研究
兪辛焞著／1911 年の辛亥革命勃発以後、諸勢力が複雑に錯綜する流動的
な情勢下にあって激しく揺れ動いた中国・日本間の外交の全容とその思
惑・駆け引きを、日中双方で発掘された資料を駆使して綿密に跡づける
大著。A5判768頁◎税込19800円（本体18000円）978-4-497-20018-1〔2002〕

歴史・考古・地理

戦前期アジア留学生と明治大学
高田幸男編著／戦前期において、アジア留学生は明治大学における「留
学経験」から何を修得し、故郷の社会・経済・文化の「民主化」に何を
もたらし、受け入れた日本に対して何を残していったのだろうか。
A5 判 368 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-21906-0〔2019〕

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・久保亨編著／ 12 のジャンルごとに専門家が「研究状況」
「史料紹介」を記述、必要に応じて詳しい「史料解題」を付す。「補論」で
は関係データベースを紹介。巻末に、約 50 頁にわたる「研究文献・史料一覧」
を附す。A5 判 232 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21609-0〔2016〕

新史料からみる中国現代史 口述・電子化・地方文献

高田幸男・大澤肇編／ 1990 年代以降の「下から」の視点による史料を使っ
た新しい研究潮流を「口述」「電子化」「地方文献」の 3 つでとらえ、そ
の活用と問題点などを史料学的観点から論述する。
A5 判 368 頁◎税込 4180 円（本体 3800 円）978-4-497-21017-3〔2010〕

戦後日本の満洲記憶
佐藤量・菅野智博・湯川真樹江編／戦後日本社会において満洲がどのよ
うに記憶されてきたかについて、満洲引揚者およびその二世が刊行した
「会報」の分析から明らかにする。
A5 判 368 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22004-2〔2020〕

挑戦する満洲研究 ―地域・民族・時間―

加藤聖文・田畑光永・松重充浩編／あの戦争の時代を直接知る世代が少
なくなっていくなかで、実体験のないわれわれは「満洲」にどう向き合っ
ていくのか。13人の若手研究者による満洲研究の現状報告。
A5 判 264 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21517-8〔2015〕

離散と回帰「満洲国」の台湾人の記録

許雪姫著／羽田朝子・殷晴・杉本史子訳／台湾人でありながら「日本人」
でもあった彼らは、何故「満洲国」へ渡ったのか、現地でどのような生
活を送ったのか。その実態を描き出す。
A5 判 616 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）978-4-497-22109-4〔2021〕

歴史・考古・地理
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血と心 元日本人解放軍兵士　砂原恵の波乱の人生［漫画］

李昀作／王衆一他訳／満洲で敗戦を迎えた少年・砂原恵は、遼寧省の小
さな村で母、妹とともに「雇農」として暮らし始める。その後、人民解
放軍に入隊、中国を祖国として充実した日々を送っていたが……。
B5 判 264 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22012-7〔2020〕

戦後日中関係五十年 日中双方の課題は果たされたか

島田政雄・田家農著／長らく日中それぞれの地で友好運動に携わってきた
ジャーナリストが共同でつづる日中関係史の決定版。詳細な日中関係史年表
を巻末に掲載する。
四六判 576 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-97529-4〔1997〕

共生から敵対へ 第 4 回日中関係史国際シンポジウム論文集

衞藤瀋吉編／日本・中国・台湾をはじめとする各国の研究者による報告
論文 32 篇（うち中国語論文 17 篇）を収録。19 世紀後半から日中戦争期
にかけての日中関係をさまざまな角度から検証する。
A5 判 672 頁◎税込 8580 円（本体 7800円）978-4-497-20009-9〔2000〕

フォルモサに吹く風 オランダ人、シラヤ人と鄭成功の物語

陳耀昌著／大洞敦史訳／オランダ人から漢民族へと為政者が変わる激動
の時代の台湾を、オランダ人マリア、原住民族シラヤの女性ウーマ、鄭
成功麾下の漢人・陳澤という三者の視点から描き出す歴史小説。
A5 判 412 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22213-8〔2022〕

歴史・考古・地理

フォルモサに咲く花
陳耀昌著／下村作次郎訳／ 1867 年、台湾南端の沖合で座礁したアメリカ
船ローバー号の乗組員 13 名が原住民族に殺害された。本書は、台湾現
代史の原点とも言えるこの「ローバー号」事件の顚末を描く歴史大河小
説。A5 判 440 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21916-9〔2019〕

1949 礼賛　中華民国の南遷と新生台湾の命運

楊儒賓著／中嶋隆蔵訳／ 1949 年は、台湾に中華民国政府が遷移して「全
身に傷を負った」年であるが、台湾人の著者は、この「南遷」によって中
国の伝統的文化を受け継ぎ、民主的な新しい台湾を作り出しえたとする。
四六判 360 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21812-4〔2018〕849

中国辺境地域の 50 年 黒河流域の人びとから見た現代史

中尾正義・フフバートル・小長谷有紀編著／黒河流域の自然環境や人々の
生活環境が、中華人民共和国成立以降の「大躍進」「文化大革命」「改革開放」
など政策の方向転換で大きな変化を余儀なくされた実態を詳細に紹介する。
四六判 224 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20706-7〔2007〕

清代モンゴル盟旗制度の研究
岡洋樹著／清代のモンゴルにおけるザサグ旗の行政統治・社会構造に関
する従来の理解を、当時の盟旗レベルの档案資料を用いることによって、
再検討する。
B5 判 304 頁◎税込 12100 円（本体 11000 円）978-4-497-20701-2〔2007〕

モンゴルにおける都市建築史研究
包慕萍著／現在の中国内モンゴル自治区の省都・フフホトを中心に、モ
ンゴルにおける 18 世紀から 20 世紀にかけての都市と建築の歴史的な変
容の過程を系統的に記述する。
A5 判 392 頁◎税込 10340 円（本体 9400 円）978-4-497-20503-2〔2005〕

歴史・考古・地理

日中律令制の諸相
池田温編／中国における国制・法制・礼制・官僚制を含む律令制の形成、
および日本律令制との比較、律令制の展開と変容などを扱った論考 22
篇を、主に時代順に 3 部に分けて収録。
A5 判 536 頁◎税込 10450 円（本体 9500 円）978-4-497-20205-5〔2002〕
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敦煌の民族と東西交流
栄新江著／西村陽子訳／高田時雄監訳／漢代から唐代の敦煌を舞台に、
周辺民族の興亡、宗教文化の伝播、人々の往来を壮大なスケールで描き
出す歴史文化絵巻。カラー図版多数。
A5 判 264 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21203-0〔2012〕

敦煌歴史文化絵巻

敦煌の飲食文化
高啓安著／山本孝子訳／高田時雄監訳／東西南北からさまざまな食材が
集まり、多様な調理法と食習慣も取り入れられてきた敦煌。本書は、敦
煌における食物文化の実態と西方の食文化と交流などを明らかにする。
A5 判 272 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21205-4〔2013〕

よみがえる古文書―敦煌遺書
郝春文著／山口正晃訳／高田時雄監訳／敦煌莫高窟の一室より、1900 年
に発見されて以降、中国学研究に多大な影響を与えた古代文書群（敦煌
遺書）についての概説書。敦煌学を知るための格好の入門書でもある。
A5 判 208 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-21204-7〔2013〕

敦煌歴史文化絵巻

思想・宗教

禅についての十五章
孫昌武著／衣川賢次訳／中国仏教の一宗派である禅宗の歴史を教義の発
展という面から見るのではなく、禅宗の形成から隆盛を迎え、やがて衰
退にいたる過程を社会的・経済的・政治的背景のもとに描く。
A5 判 564 頁◎税込 7700 円（本体 7000 円）978-4-497-22107-0〔2021〕

中国は“中国”なのか「宅茲中国」のイメージと現実

〔東方学術翻訳叢書〕葛兆光著／橋本昭典訳／時代によって揺れ動く「中
国イメージ」を、中国内部の歴史的叙述や周辺地域（日本・朝鮮・欧州など）
の視点とその交流史から描き出す。
A5 判 384 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22014-1〔2020〕

漢帝国の遺産  道教の勃興〔東方学術翻訳叢書〕
姜生著／三浦國雄・田訪監訳／漢代の墓室とは、死者が仙人として再生し
昇天する「生命転換装置」であった。膨大な量の画像資料を用いて死者の
成仙過程を再構築し、初期道教の形成という漢帝国の文化遺産を提示する。
A5 判 708 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）978-4-497-22016-5〔2020〕

道教と科学技術〔東方学術翻訳叢書〕
姜生著／三浦國雄訳／『道蔵』を丹念に読み込み、道教の科学思想や煉
丹術、さらには道教と化学、鉱物学、医学、天文学、地学、物理学、技術
工学、建築学、生物学などとの協調関係を具体的、実証的に明らかにする。
A5 判 680 頁◎税込 7150 円（本体 6500 円）978-4-497-21711-0〔2017〕

道教の聖地と地方神
土屋昌明、ヴァンサン・ゴーサール編著／山岳における民間信仰と道教の
関係性を現地調査にもとづき考察。「聖地における道教と地方神」「聖地と
しての洞天とその史的変容」「道教聖地の研究と文献」の 3 部に分け 12 編
を収録。A5 判 320 頁◎税込 5060 円（本体 4600 円）978-4-497-21601-4〔2016〕

思想・宗教
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唐代社会と道教
遊佐昇著／敦煌文書を読み解き、仏教都市と目される唐代の敦煌におけ
る道教の普及状況を考察。また地方志を用いて、「厳君平信仰」の発生と
その後の消長について論述する。
A5 判 504 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21501-7〔2015〕

道教と東南アジア華人社会　その信仰と親族的結合

坂出祥伸著／第 1 部は「宗族」と「道教」について、斯界の第一人者で
ある著者が概説する。第 2 部は、東南アジア各地の道教施設（道観宮廟）
や宗族に関係する施設（会館・宗堂）の見聞録。
四六判 224 頁◎税込 1870 円（本体 1700 円）978-4-497-21207-8〔2013〕

道教と中国文化 オンデマンド版

葛兆光著／坂出祥伸監訳／大形徹・戸崎哲彦・山本敏雄訳／中国文化の
土壌から、道教の教理・神譜・儀礼・方術がどのように形成されたのか
を説明。道教研究者必携の書、オンデマンド版で復刊。
A5 判 480 頁◎税込 5720 円（本体 5200 円）978-4-497-21010-4〔2010〕

六朝道教儀禮の研究
山田利明著／現代道教儀礼の淵源を求めて六朝期道教の集成者・陸修静
の儀礼に注目し、その実態を探り、体系化を試みることにより、隋唐期
以降へと続く道教儀礼の流れを明らかにする。
A5 判 440 頁◎税込 7480 円（本体 6800 円）978-4-497-99551-3〔1999〕★

中国思想における身体・自然・信仰 坂出祥伸先生退休記念論集

坂出祥伸先生退休記念論集刊行会編／関西大学坂出祥伸教授の退職記念
論文集。中国思想、特に道教思想の中に存在する、人体（ミクロコスモス）
と宇宙（マクロコスモス）との相関関係に焦点を当てた論文 34 篇を収録。
A5 判 576 頁◎税込 10450 円（本体 9500 円）978-4-497-20414-1〔2004〕

孔子廟と儒教―学術と信仰  黄進興著作選集（一）

黄進興著／中純夫訳／孔子の末裔たちが私的に行っていた孔子祭祀が、
国家の祭祀系統に組み込まれていく過程や、儒家の道統に対する価値基
準の変遷などを分析することにより、儒教史・儒学史の変遷を映し出す。
A5 判 482 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22017-2〔2020〕

思想・宗教

東アジアの陽明学 接触・流通・変容

馬淵昌也編著／「最高の本物」（中国）と「それより劣るもの」（周辺地域）
のような二分法にとらわれず、「脱中心化」された視点から、日中韓そ
れぞれの陽明学が持つ多面的な側面を描き出す。
A5 判 480 頁◎税込 5720 円（本体 5200 円）978-4-497-21018-0〔2011〕

国際シンポジウム 東アジア世界と儒教
吾妻重二主編／黄俊傑副主編／儒教は巨大な文化パラダイムとして、「東
アジア世界」の文化的核を形成してきた。本書は、諸領域・地域における儒
教の史的展開を分析し、東アジア文化の特性を照射する論考を収録する。
A5 判 432 頁◎税込 6380 円（本体 5800 円）978-4-497-20504-9〔2005〕

孔子廟と帝国―国家権力と宗教  黄進興著作選集（二）

黄進興著／工藤卓司訳／如何にして孔子廟が中華帝国の礼制に組み込ま
れていったのか、ひいては政治に取り込まれていったのかを、孔子廟を
巡る様々な歴史的事象を丹念にたどりながら論考を加える。
A5 判 338 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-222018-9〔2020〕

中国浄土宗通史
陳揚炯著／大河内康憲訳／日本の浄土宗や浄土真宗のもとになる中国浄
土教の祖師方がどのような主張をもち、どのような論争を経て、口称念
佛一行の浄土宗義を形作っていったのか、思想史の立場から論述する。
A5 判 648 頁◎税込 19800 円（本体 18000 円）978-4-497-20607-7〔2006〕

龐居士の語録  さあこい！ 禅問答
山田史生著／龐（ほう）居士は唐代の在家の禅者。入矢義高氏が注釈した
『龐居士語録（禅の語録 7）』に衝撃を受け、40 年の歳月を経て、著者独自
の解釈を試みた力作。禅問答を心から楽しむ姿勢が読む者にも伝わってく
る。四六判 516 頁◎税込 2860 円（本体 2600 円）978-4-497-21902-2〔2019〕

近代日本の知識人と中国哲学
徐水生著／阿川修三・佐藤一樹訳／日本文化の近代化における中国哲学
の影響を、西周、中江兆民、西田幾多郎、渋沢栄一、夏目漱石、湯川秀
樹ら、明治、大正、昭和の代表的知識人の思想を通じて考察する。
四六判 192 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-20803-3〔2008〕

思想・宗教
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東アジアにおける近代知の空間の形成
孫江・劉建輝編著／西洋・東洋、日本・中国を軸に「知の伝播」を考察、
「民主」と「共和」の弁証関係、新語に対する康有為の反応、『共産党宣言』
の翻訳、西周と厳復の「学知」体系の比較などについて取り上げる。
A5 判 448 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21405-8〔2014〕

中国における「近代知」の生成
高柳信夫編著／近代という社会的変革期にあたり、西洋との接触を通じ
て、中国の知識人は「中国」をいかなる存在として捉え直していったの
か。主に思想・歴史・文学などに関する彼らの言説を材料として解明する。
A5 判 384 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-20715-9〔2007〕

中国清末民初期の修身教科書と日本
方光鋭著／中国近代教科書の成立過程において重要な、清末民初期の 4 種
類の初等教育用修身教科書を取り上げ、それに影響を与えた日本の修身
教科書と比較し、日本モデルへの依存、模倣、排除、離脱の過程を考察する。
A5 判 220 頁◎税込 3850 円（本体 3500 円）978-4-497-21909-1〔2019〕

思想・宗教

占いと中国古代の社会 発掘された古文献が語る（東方選書 42）

工藤元男著／巫風豊かな楚地に生まれ、秦漢帝国を媒介として各地に伝
播し、解体していった中国古代の占卜（占い）文化。主に占卜書「日書」
を読み解きながら、古代の人々の生活と社会の実態を明らかにする。
四六判 290 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21110-1〔2011〕

中国の神獣・悪鬼たち 山海経の世界〔増補改訂版〕（東方選書44）

伊藤清司著／慶應義塾大学古代中国研究会編／『山海経』を手がかりに、
古代人が「外なる世界」に住まう超自然的存在をいかに恐れまた活用し
ていたのかを探る。初版 1986 年。現在の研究状況の概説および補論を付
す。四六判 328 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21307-5〔2013〕

天変地異はどう語られてきたか 

中国・日本・朝鮮・東南アジア（東方選書 53）
串田久治編著／歴史・宗教・地域研究者 9 名が、アジア各地で地震・水害・
疫病・異常気象などの「天変地異」をどのように語り継いできたかをひも
とく。四六判 296 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-497-22001-1〔2020〕

清朝本全訳 菜根譚
中村璋八訳注／簡潔・平易な内容と相まって広く読み継がれている人生
訓『菜根譚』を、日本などで流布していた二巻本ではなく、主に大陸で
通行していた一巻本（清朝本）を底本に全訳し、原文、訓読、語釈を付す。
四六判 536 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-20601-5〔2006〕

1949 礼賛　中華民国の南遷と新生台湾の命運

楊儒賓著／中嶋隆蔵訳／ 1949 年は、台湾に中華民国政府が遷移して「全
身に傷を負った」年であるが、台湾人の著者は、この「南遷」によって中
国の伝統的文化を受け継ぎ、民主的な新しい台湾を作り出しえたとする。
四六判 360 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21812-4〔2018〕

思想・宗教

日本近世期における楽律研究　『律呂新書』を中心として

榧木亨著／朱子学の音楽理論をまとめた「楽理」書である『律呂新書』が
日本近世（江戸期）でどのように受け入れられたかを示すとともに、当時
の儒学者が、音律論・音楽論をどのように研究・展開していったのかを論
じる。A5 判 312 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21703-5〔2017〕

ベトナムにおける「二十四孝」の研究
佐藤トゥイウェン著／本書は、ベトナムに数多く存在する漢文や字喃（チュ
ノム）文の「二十四孝」版本を出来る限り取り上げ、その文言・図版の異
同などの比較検討を通して、ベトナムにおける受容の概要を明らかにする。
A5 判 512 頁◎税込 7700 円（本体 7000 円）978-4-497-21702-8〔2017〕
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現代中国の高度成長とジェンダー
農嫁女問題の分析を中心に
李亜姣著／中国農村女性の農地をめぐる権利の侵害「農嫁女問題」の発
生原因を分析し、農嫁女の抵抗運動についても実地調査をもとに紹介。
A5 判 336 頁◎税込 7700 円（本体 7000 円）978-4-497-22209-1〔2022〕

現代中国と立憲主義
石塚迅著／中国は近代西欧立憲主義とどのように向きあってきたのか。
中国が国際社会での発言力を増している今日、私たちが中国から「立憲
主義とは何か」「人権とは何か」と問われているような気がしてならない。
A5 判 304 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-21919-0〔2019〕

国際未来社会を中国から考える
遊佐昇・河村昌子・佐藤賢編著／国際社会の未来を考えるために “中国 ”
を知る。中国人観光客の「爆買い」現象―経済統計による分析（髙田誠）、
中国の一帯一路戦略（桑田良望）など、11 編を収録。
A5 判 192 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21803-2〔2018〕

中国的権利論　現代中国法の理論構造に関する研究

御手洗大輔著／現代中国の「法治」の現状を我々の尺度で批判するのでは
なく、「中国的権利論」が、我々の考える「権利論」とは違うことを理解し
たうえで対処すべきと提言する。中国法を学ぶためのガイダンスを収録。
A5 判 360 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-21420-1〔2015〕

政治・経済

中華世界を読む
奈倉京子編著／「一帯一路」構想、歴史、文学などの視点から、中国、香港、
台湾、東南アジア、日本、世界で、統合と分裂を繰り返す「中華世界」
の輪郭を描く。
A5 判 224 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22010-3〔2020〕

政治・経済 政治・経済

民主と両岸関係についての東アジアの観点
馬場毅・謝政諭編／東アジアの安全保障上、重要なカギとなる「両岸関係」
について、この地域における民主化の比較、地政学的観点からの関係性、
文化的観点など、ユニークな視点を持つ論文 13 本を収録。
A5 判 288 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21403-4〔2014〕

近代台湾の経済社会の変遷 日本とのかかわりをめぐって

馬場毅・許雪姫・謝国興・黄英哲編／国際シンポジウムで発表された報
告を 19 本の論文にまとめる。取り扱われるテーマは、法制、文学、金融、
企業経営、官僚、東亜同文書院、台湾協会など多岐にわたる。
A5 判 560 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-21313-6〔2014〕

陳 情　中国社会の底辺から

毛里和子・松戸庸子編著／中国の陳情とは何か、何が原因でトラブルが
生じるのか、陳情は中国社会にどのような影響を与えるのか。政治学・
社会学・法学の専門家がそれぞれの立場から陳情の実態を分析・解説す
る。A5 判 320 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21111-8〔2012〕

21 世紀における北東アジアの国際関係
愛知大学国際問題研究所編／日本と中国、中国と韓国、中国と台湾、南
北朝鮮など、北東アジアにおける各国・各地域間関係に対して、日本・
中国・韓国・米国の研究者が各々の立場から分析を加えた論文 8 篇を収録。
A5 判 216 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-20603-9〔2006〕

中台関係の現実と展望 国際シンポジウム 21 世紀における両岸関係と日本

愛知大学国際問題研究所編／両岸関係、即ち中国大陸と台湾の関係をテー
マに、北東アジアの平和、政治・経済、文化交流をめぐって中国・台湾・
日本の研究者が立場の違いを越えて議論を重ねる。
A5 判 200 頁◎税込 3080 円（本体 2800 円）978-4-497-20410-3〔2004〕

ドキュメント黎明期の日中貿易 1946 年～ 1979 年

日中貿易逸史研究会編著／隣邦に思いをよせ無我夢中で日中関係の発展
のために尽くした商社マンたちへのインタビュー、寄稿などを基に討議
を重ね編み出された、次代に語り継ぐドキュメンタリー。
四六判 272 頁◎税込 2420 円（本体 2200 円）978-4-47-20028-0〔2000〕
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台湾学術文化研究叢書
（全 10 冊）

族群 現代台湾のエスニック・イマジネーション

王甫昌著／松葉隼・洪郁如訳／「族群（エスニック・グループ）」という
概念は、「民主化」や「台湾化」にどう影響を与えたのか。「原住民族／漢族」
「外省人／本省人」「閩南人／客家人」などの関係性を明確に論じた概説書。

A5 判 192 頁◎税込 2750 円（本体 2500 円）978-4-497-21417-1〔2014〕

フェイク タイワン 偽りの台湾から偽りのグローバリゼーションへ

張小虹著／橋本恭子訳／絶対的な「真」と、非難・排除すべき「偽」という二
項対立の外にある「偽」の可能性を考察。凝り固まった常識を揺るがす思考
のダンスには複雑な「今」を読み解くヒントが詰まっている。
A5 判 304 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21708-0〔2017〕

抑圧されたモダニティ 清末小説新論

王徳威著／神谷まり子・上原かおり訳／豊穣な作品群（花柳小説、俠義公
案小説、暴露小説、サイエンス・ファンタジーなど）を読み解くことによっ
て、中国文学史上で「排除／抑圧」されてきた清末小説の再評価を試みる。
A5 判 528 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21710-3〔2017〕

恋恋紅塵　中国の都市、欲望と生活

李孝悌著／野村鮎子・和泉ひとみ・上原徳子・竹田治美・辜知愚・高尾有紀訳
／礼教や伝統文化に覆い隠されがちな、逸楽、情欲、宗教行動などの面か
ら、中国の文化と社会を再検討する。
A5判552頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21813-1〔2018〕

「外国人嫁」の台湾　グローバリゼーションに向き合う女性と男性

夏暁鵑著／前野清太朗訳／東南アジア出身の「外国人嫁」が社会問題を
生み出しているとの「定説」について、行政職員へのインタビューや新聞・
雑誌・テレビ番組の分析を通して検証する。
A5 判 400 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-21814-8〔2018〕

台湾学術文化研究叢書 台湾学術文化研究叢書

以下続刊　　※書名は変更される場合があります。

移動する桃源郷――東アジア世界における山水画（石守謙／木島史雄訳）

現実へ回帰する世代――1970 年代台湾文化政治論（蕭阿勤／八木はるな訳）

孔子廟と儒教―学術と信仰  黄進興著作選集（一）

黄進興著／中純夫訳／孔子の末裔たちが私的に行っていた孔子祭祀が、
国家の祭祀系統に組み込まれていく過程や、儒家の道統に対する価値基
準の変遷などを分析することにより、儒教史・儒学史の変遷を映し出す。
A5 判 482 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22017-2〔2020〕

孔子廟と帝国―国家権力と宗教  黄進興著作選集（二）

黄進興著／工藤卓司訳／如何にして孔子廟が中華帝国の礼制に組み込ま
れていったのか、ひいては政治に取り込まれていったのかを、孔子廟を
巡る様々な歴史的事象を丹念にたどりながら論考を加える。
A5 判 338 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-222018-9〔2020〕

離散と回帰「満洲国」の台湾人の記録

許雪姫著／羽田朝子・殷晴・杉本史子訳／台湾人でありながら「日本人」
でもあった彼らは、何故「満洲国」へ渡ったのか、現地でどのような生
活を送ったのか。その実態を描き出す。
A5 判 616 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）978-4-497-22109-4〔2021〕
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私がクリスチャンになるまで 清末中国の女性とその暮らし

アデル・M・フィールド著／蒲豊彦訳／農作業や機織り、婚約・結婚の
具体的な段取り、間引きや子どもを売る習慣など、清朝最末期の農村女
性たちが語る暮らしの様子を女性宣教師フィールドが書き留める。
四六判 256 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-22111-7〔2021〕

中国 21 Vol.56 変わりゆくメディアのなかの “ 中国 ”
「座談　越境するメディアのなかの “中国 ”」、竹内亮監督インタビュー
のほか、オンライン時代における中国の大学の思想政治教育課の課題と
可能性（張放）など論説 6 編を収録。
A5 判 260 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-22206-0〔2022〕

現代中国社会の基層構造
佐々木衞著／ 1980 年代から 2010 年まで、中国社会の構造と変動に関す
るフィールドワークを継続して行ってきた著者が、その成果をもとに現
代中国の社会構造を分析する。
A5 判 240 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-21201-6〔2012〕

客家と中国革命「多元的国家」への視座

矢吹晋・藤野彰著／漢民族でありながら、言葉や生活様式・風俗習慣な
どを他の漢民族と異にする「客家」という特異な存在を切り口にして現
代中国を見つめ、中国の政府や社会が抱える諸矛盾の根源に迫る。
四六判 416 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21015-9〔2010〕

中国新医療衛生体制の形成 移行期の市場と社会

吉田治郎兵衛著／ 1980 年代から 21 世紀初頭までの中国の医療衛生シス
テムの変化を「医療衛生行政」「薬事行政」「製薬産業政策」「公的医療保
険制度」などの面から全面的に論述する。
A5 判 488 頁◎税込 12047 円（本体 10952 円）978-4-497-21004-3〔2010〕

民俗・社会

民俗・社会

越境する移動とコミュニティの再構築
佐々木衞編著／労働移動がグローバル化する今日における、国境を越え
移動したアジアの人たちの、多様なナショナリズム・エスニックアイデ
ンティティ・ネットワークの様相を現地調査での実例をもとに紹介する。
A5 判 296 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-20705-0〔2007〕

北アジアにおける人と動物のあいだ
小長谷有紀編／モンゴル・シベリアにおける人と動物との儀礼的な関係
に焦点をあて、遊牧民特有の思考形態の解明を試みる論文 10 篇を収録。
遊牧社会における人と動物とのかかわりについて過去にまで遡って考察。
A5 判 384 頁◎税込 5280 円（本体 4800）円 978-4-497-20213-0〔2002〕★

民俗・社会

図説 民居 イラストで見る中国の伝統住居

王其鈞著／恩田重直監訳／黄土高原のヤオトン、北京の四合院、福建の
土楼、チベット族の石造りの家、モンゴル族のパオ……　中国の民間建
築「民居」を、詳細な解説入りカラーイラストで紹介。図版約 200 点収録。
B5 判 204 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21202-3〔2012〕
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フォルモサに吹く風 オランダ人、シラヤ人と鄭成功の物語

陳耀昌著／大洞敦史訳／オランダ人から漢民族へと統治者が変わる激動
の時代の台湾を、オランダ人マリア、台湾原住民族シラヤ人ウーマ、鄭
成功麾下の漢人陳澤という三つの視点から描き出す歴史小説。
A5 判 412 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22213-8〔2022〕

フォルモサに咲く花
陳耀昌著／下村作次郎訳／ 1867 年、台湾南端の沖合で座礁したアメリ
カ船ローバー号の乗組員 13 名が原住民族に殺害された。本書は、台湾
現代史の原点とも言えるこの「ローバー号」事件の顚末を描く歴史大河
小説。A5 判 440 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21916-9〔2019〕

中国文学の歴史 古代から唐宋まで（東方選書 56）

安藤信廣著／「詩詞」「文学」の系譜のみならず、『論語』など思想をあ
らわす「文章」の系統も概観することで、多彩な文学形式を生み出した、
表現することへの強い思いが見えてくる。
四六判 360 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22112-4〔2021〕

中国古典名劇選 III
後藤裕也・田村彩子・陳駿千・西川芳樹・林雅清編訳／書生の一目惚れ
の顚末「金銭記」、蘇秦が名を成すまでの紆余曲折を描く「凍蘇秦」、女
真族の大元帥とその親族の人間模様を描く異色の世話物「虎頭牌」など。
A5 判 428 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-22204-6〔2022〕

文　学

中国古典名劇選 II
後藤裕也・多田光子・東條智恵・西川芳樹・林雅清編訳／『元曲選』か
ら古典劇「元曲」10 篇を選訳する『中国古典名劇選』の第二弾。薄明美
人王昭君と皇帝の悲恋を描く『漢宮秋』をはじめ、三国劇や水滸劇などを
収録。A5 判 384 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21920-6〔2019〕

文　　学

古代中国の語り物と説話集
高橋稔著／六朝時代以前の語り物の例として、荊軻の始皇暗殺の物語な
どを翻訳。原文も掲載し、語りのリズムの痕跡を追究する。また、「志怪
小説」の生みの親「列異伝」の逸文 50 種を翻訳収録する。
A5 判 232 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21714-1〔2017〕

「玄怪録」と「伝奇」
続・古代中国の語り物と説話集―志怪から伝奇へ―
高橋稔著／唐代の説話集の中から、六朝以来の「志怪」の特徴を残す「玄
怪録」（牛僧孺撰）と、創作的な要素が強い「伝奇」（裴鉶）を訳出し比
較する。A5 判 312 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21820-9〔2018〕

三国志演義の世界〔増補版〕（東方選書 39）

金文京著／史実と虚構を交えた叙述スタイルから、背後の出版文化や政治
思想まで。『三国志演義』を生んだ中国的世界を解明する名著に、近年の
研究成果を反映させた増補版。日本と韓国における受容の様相も明らかに。
四六判 312 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21009-8〔2010〕

陶淵明 詩と酒と田園

安藤信廣・大上正美・堀池信夫編／東晋という時代、その思想の系譜、
作品にあらわれた寓意など、陶淵明の文学を多面的に読み解く。戦乱の
さなか、田園と酒に心の平安を見出した詩人を支えた「志」とは？
四六判 232 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-20608-4〔2006〕

唐詩選
石川忠久校註／初学者から漢詩愛好家、詩吟家、書家まで必携の『唐詩
選』テキストの決定版。原文に訓点、押韻、韻目、語釈、詩人小伝を付す。
中国文学の精華をなす唐詩 465 首を収録する。
四六判 292 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-89261-4〔1989〕

中国古典名劇選
後藤裕也・西川芳樹・林雅清編訳／中国・元代に流行した元雑劇の台本
100 編を収録した『元曲選』から 10 編を翻訳。分かりやすい日本語訳で舞
台の世界へ誘う。各劇の注釈・解説のほか、コラムも付す。
A5 判 432 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21603-8〔2016〕

文　学
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詞論の成立と発展 張炎を中心として

松尾肇子著／宋末元初に成った「詞論」の集大成ともいえる張炎の『詞源』
の分析を通して、詞という表現様式の特徴を明らかにし、南宋の文人た
ちの精神世界を映し出し、詞の継承について考察する。
A5 判 320 頁◎税込 5280 円（本体 4800 円）978-4-497-20808-8〔2008〕

中国文学のコスモロジー
内山知也・松本肇・樋口靖・堀池信夫著／中国文化の重要な構成要素で
ある宇宙観を文学言語――詩語の中から抽出し、その特質を明らかにし
ようとする研究論文集。3 つのパートに分け、計 4 篇を収録。
A5 判 296 頁◎税込 4058 円（本体 3689 円）978-4-497-90289-4〔1990〕★

宣教師漢文小説の研究
宋莉華著／鈴木陽一監訳／青木萌訳／「宣教師漢文小説」とは西洋から渡
来した宣教師が白話中国語ないし読み易い文言漢文を用いて著した小説や
翻訳作品のことで、中国文学の近代化などに大きな影響を与えた。
A5 判 352 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21715-8〔2017〕

抑圧されたモダニティ 清末小説新論

王徳威著／神谷まり子・上原かおり訳／豊穣な作品群（花柳小説、俠義公
案小説、暴露小説、サイエンス・ファンタジーなど）を読み解くことによっ
て、中国文学史上で「排除／抑圧」されてきた清末小説の再評価を試みる。
A5 判 528 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-21710-3〔2017〕

二三十年代中国と東西文芸 蘆田孝昭教授退休紀念論文集

蘆田孝昭教授退休紀念論文集編集委員会編／現代につながる各種の可能
性が芽生えた時代、1920～ 30 年代に中国という坩堝の中で混合した中
国と日本・欧米の文芸に関する論文 23 篇を収録。
A5 判 476 頁◎税込 8800 円（本体 8000 円）978-4-497-98550-7〔1998〕

桃源佳境 わが詩わが旅

石川忠久著／日本漢詩の伝統を受け継ぐ第一人者による古稀記念自選漢
詩集。テーマ別に 160 余首を収録。作者のコメントと訓読・語釈・韻目
を付し、漢詩の鑑賞・作成のための手引き書としても最適の一冊。
四六判 248 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-20104-1〔2001〕

上海モダニズム
鈴木将久著／中国文庫発行／東方書店発売／近代中国において、「西洋」
は侵略者であり学ぶべき存在でもあった。本書はそのような状況をふまえ、
上海におけるモダニズムの視点から「中国モダニズム文学」史を読み直す。
四六判 312 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21213-9〔2012〕

豊子愷研究
楊暁文著／近代中国を代表する画家・文学者・翻訳者・芸術教育家であっ
た豊子愷（ほうしがい）についての初めての本格的研究。特に、日本と
の関わり、仏教思想に学術的意義を見出し、焦点を当てる。
A5 判 392 頁◎税込 6380 円（本体 5800 円）978-4-497-98538-5〔1998〕

現在に生きる魯迅像 ジェンダー・権力・民衆の時代に向けて 
湯山トミ子著／「狂人日記」における「子供」に関する言葉の使い分け、「鋳
剣」から読み解く「母・魯瑞」「旧妻・朱安」「新妻・許広平」に対する決意な
ど全 4 章。補論 1 は魯迅の祖父周福清の事績をまとめたもので参考価値が
高い。A5 判 464 頁◎税込 4400 円（本体 4000 円）978-4-497-21605-2〔2016〕

魯迅と世界文学
藤井省三著／魯迅文学を、作家たちはどのように受容し作品へと昇華さ
せていったのか。グローバルな時空から魯迅文学や東アジア作家による
魯迅読書体験を読み解いていく。
四六判 368 頁◎税込 2970 円（本体 2700 円）978-4-497-22022-6〔2020〕

魯迅と紹興酒 お酒で読み解く現代中国文化史（東方選書 50）

藤井省三著／中国文学研究者にして愛飲家の著者が、文学や映画に描か
れた酒の風景をたどり、時には自身の体験を交えながら、改革・開放経
済体制以後の四〇年で大変貌を遂げた現代中国を語る。
四六判 286 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21819-3〔2018〕

日中戦期 老舎と文藝界統一戦線 大後方の政治の渦の中の非政治

杉本達夫著／中国の抗日戦期、国民党支配地区を中心に結成された文芸界
の統一戦線組織「中華全国文芸界抗敵協会」および、その中心に位置した老
舎の活動について、抗日戦期文学運動全体の見取り図のなかで探求した。
A5 判 320 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-20419-6〔2004〕

文　学
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幻の重慶二流堂 日中戦争下の芸術家群像

阿部幸夫著／日中戦争下の臨時首都・重慶で、芸術家・文化人たちが集っ
た文芸サロン「二流堂」の人間模様と、文化界の様相を活写する。関係
人名録・演劇公演目録・戯曲解説・重慶文化地図など貴重な資料も収録。
四六判 288 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21218-4〔2012〕

上海解放　夏衍自伝・終章

夏衍著／阿部幸夫編訳／ 1949 年に上海へと入り、文教工作に従事した頃の
こと、文化・文芸界を震撼させた一大政治運動「武訓伝批判」の顛末をも綴っ
た夏衍自伝の最終章。巻末に 260 余名についての注釈「人物雑記」を収める。
四六判 240 頁◎税込 2750 円（本体 2500 円）978-4-497-21506-2〔2015〕

「文化漢奸」と呼ばれた男 万葉集を訳した銭稲孫の生涯

鄒双双著／日本占領下の北京で、万葉集をはじめとする日本文学の翻訳紹
介を行い、佐佐木信綱、吉川幸次郎らと交流のあった銭稲孫は、戦後、「文
化漢奸」として投獄された。本書は、銭稲孫の業績や生涯を見直す。
A5 判 296 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21404-1〔2014〕

蕭紅評伝 空青く水清きところで眠りたい

林敏潔著／藤井省三・林敏潔訳／蕭紅の人生と全作品を再検討し、絶筆作
『小城三月』に高い評価を与えるなど、新たな観点を示す。本書を通して、
近代中国の困難な時代に生きた女性作家をより深く理解できるだろう。
A5 判 320 頁◎税込 4950 円（本体 4500 円）978-4-497-21911-4〔2019〕

「満洲国」の文学とその周辺
岡田英樹著／第Ⅰ篇は蕭軍、蕭紅らを含む「東北作家群」について論じる。
第Ⅱ篇は、反右派闘争で「右派分子」、「文化漢奸」と糾弾された在満洲中
国人作家および在満洲日本人作家の作品に関する文章を収める。
A5 判 360 頁◎税込 5060 円（本体 4600 円）978-4-497-21914-5〔2019〕

スマトラの郁達夫 太平洋戦争と中国作家

鈴木正夫著／日本に留学し、日本を深く愛し、日本人から親しまれた作家・
郁達夫。彼は、太平洋戦争終結直後、南洋で謎の失踪を遂げた。戦後 50
年を経ていま明らかにされるその死の衝撃の真相とは。
四六判 320 頁◎税込 2030 円（本体 1845 円）978-4-497-95449-7〔1995〕

丁玲自伝 中国革命を生きた女性作家の回想

丁玲著／田畑佐和子訳／ 30 年代―国民党による逮捕・監禁、60 年代―
北大荒での苛酷な労働、70 年代―文化大革命中の批判闘争。苛酷な時代
における文学者の真の姿を、中国近現代文学を代表する女性作家が描く。
四六判 344 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20415-8〔2004〕

郁達夫研究
胡金定著／中国近代文学史上に独自の地位を占める郁達夫についての論
文 8 篇。小説・詩作および日記の分析の他、日本および欧米の文学・文
化との関わりなど、多方面から郁達夫の世界を浮き彫りにする。
A5 判 144 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-20302-1〔2003〕

中国当代文学史
洪子誠著／岩佐昌暲・間ふさ子編訳／武継平・宮下尚子・甲斐勝二訳／ 1949
年から 2000 年までの中国の文学の動きを、作家、作品、文学運動、文学現象
に基づき論述。巻末に 2012 年までの年表と作家一覧、人名・事項索引など
を附す。A5 判 752 頁◎税込 7700 円（本体 7000 円）978-4-497-21309-9〔2013〕

南腔北調論集 中国文化の伝統と現代

山田敬三先生古稀記念論集刊行会編・発行／東方書店発売／「伝統文化」
「近代文化」「現代文化」「台湾文化」「境外文化」「言語文化」「魯迅」と

7 つの主題に分類された論考 50 編を収める。
A5 判 1160頁◎税込 26400 円（本体24000円）978-4-497-20708-1〔2007〕

越境する中国文学 新たな冒険を求めて

『越境する中国文学』編集委員会編／東京大学・藤井省三教授のゼミ出身
者 27 名による論文集。中国―香港―台湾―日本、1900 年代から 2000 年代
まで、時空・文学の境域を越えた多角的な視座から近現代中国を読み解く。
A5 判 676 頁◎税込 8250 円（本体 7500 円）978-4-497-21801-8〔2018〕

文学の力、語りの挑戦 中国近現代文学論集

宮尾正樹教授退休記念論集刊行会編／お茶の水女子大学・宮尾正樹教授
のゼミ出身者 21 名による論文集。社会的な自己実現を望む女性の思いと
重ねつつ、中国近現代文学研究がどうあったかを表すひとつの形を提示
する。A5 判 456 頁◎税込 7150 円（本体 6500 円）978-4-497-22102-5〔2021〕

文　学
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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／ 1990 年代に現れた「先鋒派」の代表的作家、格非・蘇童・
余華について、「先鋒派」の原点となった、それぞれの作品を詳細にテキ
スト分析する。著者による 3 人へのインタビューも収録。
四六判 240 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21611-3〔2016〕

莫言の文学とその精神 中国と語る講演集

莫言著／林敏潔編／藤井省三・林敏潔訳／講演集『用耳朶閲読（耳で読む）』
より、中国語圏での講演 19 篇と「莫言に関する 8 つのキーワード」「破壊の
中での省察」を収録。文学体験や文学批評には、作家としての矜持がうかが
える。四六判 424 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-21608-3〔2016〕

莫言の思想と文学　世界と語る講演集

莫言著／林敏潔編／藤井省三・林敏潔訳／『用耳朶閲読』より、海外での
講演にノーベル賞授賞式での講演を加えた 23 篇を翻訳収録。ユーモアを
交えながら、莫言が自身の言葉で「莫言文学」のエッセンスを語る。
四六判 256 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-21512-3〔2015〕

同時代の中国文学 ミステリー・イン・チャイナ

釜屋修監修／ミステリアスな魅力を持つ 90 年代から新世紀にかけての珠
玉の短編を集めたアンソロジイ。収録作品は、王蒙『玄思小説』、韓少功
『暗香』など、連作ショートショートや詩を含む 8 作品。
四六判 272 頁◎税込 1760 円（本体 1600 円）978-4-497-20604-6〔2006〕

現代中国と少数民族文学
劉大先著／陳朝輝・山城智史訳／中国の近代以来の根本的な思想・観念の
転換に触れながら、少数民族文学の発生、変遷等を論述する。終始、中国
の少数民族文学を「世界文学」の流れの中で捉えているのも特徴である。
A5 判 448 頁◎税込 7480 円（本体 6800 円）978-4-497-21807-0〔2019〕

台湾新文学史　上下

陳芳明著／下村作次郎・野間信幸・三木直大・垂水千恵・池上貞子訳／台
湾の新文学の複雑な発展状況をダイナミックに語る。「解説」「日本にお
ける台湾文学出版目録」「索引」を付す。A5 判◎税込各 4950 円（本体
各 4500 円）〔2015〕（上）978-4-497-21314-3（下）978-4-497-21315-0 ★

台湾における下村湖人 文教官僚から作家へ

張季琳著／『次郎物語』の作者・下村湖人は、台湾で校長を歴任した。
著者は『台湾日日新聞』などの史料を渉猟し、台湾で経験した事件によ
る挫折感が、帰国後の後半生に深い影響を与えたことを明らかにする。
A5 判 272 頁◎税込 3850 円（本体 3500 円）978-4-497-20904-7〔2009〕

台湾新文学運動四〇年
彭瑞金著／中島利郎・澤井律之訳／日本統治期から 1980 年代中期に至る
激動の歴史の中で、台湾文学はいかなる発展を遂げたのか。ポスト日本統
治期の小説・詩・散文・戯曲や文学思潮とそれが及ぼしてきた影響を探る。
A5 判 496 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-20420-2〔2005〕

台湾新文学と魯迅
中島利郎編／国民党政権下で長らくタブーとされてきた魯迅と、日本統
治下で日本語による著述を行い、戦後も苦難の歴史を歩んだ台湾人作家
たち。両者を関連付けながら台湾の文学状況を再検証する。
四六判 268 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-97528-7〔1997〕

鄭清文とその時代
郷土を愛したある台湾作家の生涯と台湾アイデンティティの変容
松崎寛子著／日本統治期台湾や都市と地方の関係、環境問題を取り上げ
た作品を多く残した作家鄭清文の作品に込められた心や寓意を究明する。
A5 判 304 頁◎税込 5500 円（本体 5000 円）978-4-497-22011-0〔2020〕

東京の上海人
樊祥達著／神崎龍志訳／「夢の東京」にあこがれて、新聞記者の職を捨て、
妻子を残して来日した中国人留学生のあまりにも厳しい現実を描く。本
書を原作とした日中合作ドラマも好評を博した。
四六判 404 頁◎税込 1980 円（本体 1800 円）978-4-497-96504-2〔1996〕

台湾文学と文学キャンプ 読者と作家のインタラクティブな創造空間

赤松美和子著／文学キャンプとは、作家・文芸編集者・読者ら文学愛好
者が一堂に会する文学研修合宿のこと。50 年に及ぶこの一種独特の文学
活動を分析し、現代台湾文学の一側面を論述する。
A5 判 224 頁◎税込 3520 円（本体 3200 円）978-4-497-21224-5〔2012〕

文　学
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中国 21  Vol.43 中国近現代文学研究
座談「映画『黄金時代』から魯迅、郁達夫、張愛玲へ」のほか、摩羅からノー
ベルへ──現代文学と公民の論述（王徳威）、北京で語られるアメリカ像
──宗璞の一九四九年、イーユン・リーの一九八九年（濱田麻矢）など。
A5 判 342 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21510-9〔2015〕

中国近世文芸論 農村祭祀から都市芸能へ

田仲一成・小南一郎・斯波義信編／現代につながる明清時代の文芸と地
域社会との結びつきのあり方について、民間文芸の現地調査や、古典戯
曲・小説の研究をもとに報告する。
A5 判 336 頁◎税込 5060 円（本体 4600 円）978-4-497-20913-9〔2009〕

文明戯研究の現在 春柳社百年記念国際シンポジウム論文集

飯塚容・瀬戸宏・平林宣和・松浦恆雄編著／ 20 世紀初頭、留学生により
東京で組織された春柳社の上演活動が中国の話劇・新劇（文明戯）の始
まりとされる。日中の研究者が、「文明戯」の始まり、展開などを論述する。
A5 判 416 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-20902-3〔2009〕

中国話劇成立史研究
瀬戸宏著／清末から 20 世紀初頭にかけて、中国において新しい演劇形態
であった「話劇」がいかに成立し、受容され、発展したか。さまざまな資
料を用いて分析し検討する。第 38回（2006 年度）日本演劇学会河竹賞受賞。
A5 判 568 頁◎税込 15400 円（本体 14000 円）978-4-497-20502-5〔2005〕

中国古典名劇選 III
後藤裕也・田村彩子・陳駿千・西川芳樹・林雅清編訳／書生の一目惚れ
の顚末「金銭記」、蘇秦が名を成すまでの紆余曲折を描く「凍蘇秦」、女
真族の大元帥とその親族の人間模様を描く異色の世話物「虎頭牌」など。
A5 判 428 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-22204-6〔2022〕

中国古典名劇選 II
後藤裕也・多田光子・東條智恵・西川芳樹・林雅清編訳／『元曲選』から
古典劇「元曲」10 篇を選訳する『中国古典名劇選』の第二弾。薄明美人
王昭君と皇帝の悲恋を描く『漢宮秋』をはじめ、三国劇や水滸劇などを収
録。A5 判 384 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21920-6〔2019〕

中国古典名劇選
後藤裕也・西川芳樹・林雅清編訳／中国・元代に流行した元雑劇の台本
100 編を収録した『元曲選』から 10 編を翻訳。分かりやすい日本語訳で
舞台の世界へ誘う。各劇の注釈・解説のほか、コラムも付す。
A5 判 432 頁◎税込 4620 円（本体 4200 円）978-4-497-21603-8〔2016〕

血と心 元日本人解放軍兵士　砂原恵の波乱の人生［漫画］

李昀作／王衆一他訳／満洲で敗戦を迎えた少年・砂原恵は、遼寧省の小
さな村で母、妹とともに「雇農」として暮らし始める。その後、人民解
放軍に入隊、中国を祖国として充実した日々を送っていたが……。
B5 判 264 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-22012-7〔2020〕

書と思想 歴史上の人物から見る日中書法文化（東方選書 51）

松宮貴之著／王羲之、顔真卿、乾隆帝、毛沢東、聖徳太子、空海、最澄、
副島種臣など、歴史上の人物の「書」に現れる「思想」を解き明かす。
約 170 点の図版と釈文を収録する。
四六判 336 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21903-9〔2019〕

芸　　術

芸　術

中国の現代演劇 中国話劇史概況

瀬戸宏著／『中国演劇の二十世紀』（1999 年）の改訂版。21 世紀の話劇、台湾・
香港・マカオの話劇などを加筆。各章末に「コラム」を附し、その章のテー
マを補足する。巻末に本文中に表示された話劇の「あらすじ」を附す。
A5 判 376 頁◎税込 2860 円（本体 2600 円）978-4-497-21818-6〔2018〕

戯曲 駱駝祥子〔音声ダウンロード版〕

老舎原作／梅阡脚本／大山潔訳注／老舎の代表作を、北京人民芸術劇院
の舞台監督・梅阡が戯曲化。ピンイン・詳細な注と日本語訳を附す。北京
語による全編の朗読（スタジオ録音）は東方書店 HP からダウンロード可能。
A5 判 524 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-22002-8〔2020〕
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殷周金文集成 全 18 巻

中国社会科学院考古研究所編／中華書局発行／東方書店発売／中国内外
の博物館、図書館、研究所、個人収蔵の青銅器銘文約 1 万 2000 点を収録。
銘文説明（器銘の字数、時代、著録、出土、流伝、収蔵先等）を付す。
B4 変◎税込 533981円（本体 485437 円）978-4-497-96497-7〔1996〕分売不可

古典文字字典 正・続

師村妙石編／中国の古文字を引きやすく分類・編集した『古典文字字典』と『続
古典文字字典』の 2 冊をセットで提供。殷から漢・魏晋までの文字を網羅、
見出し字 6,823 字、重文 79,108 字。総画索引・音訓索引を付す。B5 判 1852
頁◎税込 33000 円（本体 30000 円）978-4-497-20014-3〔2000〕分売不可

中国 21 Vol.47 中国古典美術の魅力  21 世紀からの視線

古典中国美術の復権に向けて（木島史雄）、近現代日本における中国絵画
の扱われ方─「美術全集」と展覧会に注目して─（板倉聖哲）ほか、座談、
論説 6 篇、紹介 2 篇などを掲載。
A5 判 228 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21808-7〔2018〕

見て読む中国 京劇の世界
徐城北著／陳栄祥・施殿文訳／歌唱・音楽・演劇・舞踏・雑技・服飾な
どが複合した総合芸術ともいえる「京劇」。貴重な写真を数多くまじえな
がら、京劇の不思議な魅力や歴史・概要・演目などを丁寧に解説する。
A5 判 136 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20507-0〔2006〕

中国の現代演劇 中国話劇史概況

瀬戸宏著／『中国演劇の二十世紀』（1999 年）の改訂版。21 世紀の話劇、台湾・
香港・マカオの話劇などを加筆。各章末に「コラム」を附し、その章のテー
マを補足する。巻末に本文中に表示された話劇の「あらすじ」を附す。
A5 判 376 頁◎税込 2860 円（本体 2600 円）978-4-497-21818-6〔2018〕

見て読む中国 書道芸術
陳廷祐著／張華峰・金海蘭訳／数千年の歴史を有する中国書道の真髄と
は？　漢字の起源から中国書道の源流・形成・発展を数多くの図版をま
じえ、わかりやすく紹介し、その鑑賞ポイントや芸術精神を解説する。
A5 判 128 頁◎税込 2640 円（本体 2400 円）978-4-497-20506-3〔2006〕

中国話劇成立史研究
瀬戸宏著／清末から 20 世紀初頭にかけて、中国において新しい演劇形態
であった「話劇」がいかに成立し、受容され、発展したか。さまざまな資
料を用いて分析し検討する。第38回（2006 年度）日本演劇学会河竹賞受賞。
A5 判 568 頁◎税込 15400 円（本体 14000 円）978-4-497-20502-5〔2005〕

文明戯研究の現在 春柳社百年記念国際シンポジウム論文集

飯塚容・瀬戸宏・平林宣和・松浦恆雄編著／ 20 世紀初頭、留学生により
東京で組織された春柳社の上演活動が中国の話劇・新劇（文明戯）の始
まりとされる。日中の研究者が、「文明戯」の始まり、展開などを論述する。
A5 判 416 頁◎税込 6600 円（本体 6000 円）978-4-497-20902-3〔2009〕

中国 21  Vol.46 中国の芝居──昨日・今日・明日

対談「香港の粤劇によせる思い──役者の立場から」、鼎談「香港におけ
る粤劇の現状と将来──研究者の立場から」のほか、越劇の現代と「編導制」
（佐治俊彦）、雲南省大理白族の大本曲の歴史とその現状（立石謙次）など。

A5 判 198 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21706-6〔2017〕

戯曲 駱駝祥子〔音声ダウンロード版〕

老舎原作／梅阡脚本／大山潔訳注／老舎の代表作を、北京人民芸術劇院
の舞台監督・梅阡が戯曲化。ピンイン・詳細な注と日本語訳を附す。北京
語による全編の朗読（スタジオ録音）は東方書店 HP からダウンロード可能。
A5 判 524 頁◎税込 3960 円（本体 3600 円）978-4-497-22002-8〔2020〕

映画がつなぐ中国と日本　日中映画人インタビュー

劉文兵著／国交正常化以前からの映画人の交流、文革時代の映画製作、
高倉健のインパクト、山田洋次・大林宣彦など日本の監督から受けた刺
激……張芸謀、陳凱歌ほか、日中の映画人が語る。
四六判 384 頁◎税込 2200 円（本体 2000 円）978-4-497-21815-5〔2018〕

芸　術

アニメーション日中交流記 持永只仁自伝

持永只仁著／ “方明 ”の中国名を持ち、日中戦争後から中華人民共和国
建国初期にかけて、中国でアニメーション映画製作の基礎を築いた作家、
持永只仁（1919-1999）の自伝。
四六判 368 頁◎税込 2619 円（本体 2381 円）978-4-497-20606-0〔2006〕★
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中国砂漠・沙地植物図鑑 木本編

中国科学院蘭州沙漠研究所編輯／劉媖心主編／徳岡正三訳・解説／中国の
砂漠や沙地に成育する植物の中で緑化の効果が大きいと考えられる木本植
物を 45 科 126 属 415 種 37 変種 2 亜種 7 品種収録。植物図 130 点を掲載。
B5 判 576 頁◎税込 19800 円（本体 18000 円）978-4-497-20110-2〔2002〕

建築・科学・その他

図説 民居 イラストで見る中国の伝統住居

王其鈞著／恩田重直監訳／黄土高原のヤオトン、北京の四合院、福建の
土楼、チベット族の石造りの家、モンゴル族のパオ……　中国の民間建
築「民居」を、詳細な解説入りカラーイラストで紹介。図版約 200 点収録。
B5 判 204 頁◎税込 3300 円（本体 3000 円）978-4-497-21202-3〔2012〕

中国歴代貨幣大系 先秦貨幣 上・下

馬飛海総主編／汪慶正本書主編／馬承源本書校閲／上海人民出版社版／総
論、図録、研究資料（先秦鋳幣釈文表等）より構成される。図録部分には、各
種貨幣の拓本計 4342 点を収録、出土地点、重量（大きさ）等を掲載。B4 判
1184 頁◎税込 29700 円（本体 27000 円）978-4-497-88244-8〔1988〕分売不可

建築・科学・その他

チベット医学チベット医学

四部医典四部医典
医学タンカタンカ詳解
A4 判オールカラー ◆ 6 冊セット ◆ 税込 198,000円

オツァンツォクチェン監修／山和ホールディングス発行

8世紀に著されたチベット医学書『四部医典（ギュー · シ）』について、17 世紀に
注釈本『青瑠璃』に絵（タンカ）を加えた『四部医典系列医学タンカ』（全80幅）が
作成された。本書はこれをもとにチベット語／日本語対訳版で全6冊にまとめ
たものである。6500 箇所の部分拡大図版を付す。呈内容見本（B5判12頁）。

第 1 巻 ダライ · ラマ 5 世、薬師如来像と人体の樹木の根
ダライ ·ラマ 5世、薬師如来とその弟子、名医などを紹介。また、「人
体の樹木の根」から「生理」と「病理」の 2本の幹が生えているとい
うチベット医学の基本を解説。

第 2 巻 人体の生理と急所、疾病の内因と侵入経路
人体の急所、死兆、疾病の内因、疾病の侵入経路、飲食物の心得など。

第 3 巻 草本類薬物、動物薬物の特性
「草木類薬物」と「動物薬物」に分けて解説。また、手術器具を紹介。

第 4 巻 灸、穿刺、瀉血部位、各疾病の病因と症状
医師の素質、分類、職責、善果などのほか、灸、穿刺、瀉血の位置を
タンカによって説明。

第 5 巻 チベット医学最大の特徴「脈診」
毒の種類と中毒症状、および脈診について。

第 6 巻 尿診、舌診、四部医典総括と伝承
男女の尿を亀の図と照合してどのドゥン（鬼神）が祟っているかを推察
する「尿診」などについて。

【ご注文・お問合せ】東方書店 TEL03-3937-0300 ／ tokyo@toho-shoten.co.jp
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アジアからの世界史像の構築 37
新しい中国語語法 10
アニメーション日中交流記  持永只仁自伝
  65
郁達夫研究 59
意志表現をめぐる日中対照研究 14
一厘米（中国現代小説系列） 8
いまこそ、「戦後」を問いなおす（中国

21） 27
いまさら文革、いまなお文革、いまこそ

文革（中国 21） 26
殷周金文集成 64
占いと中国古代の社会 22, 46
映画がつなぐ中国と日本 65
越境する移動とコミュニティの再構築 53
越境する中国文学 59
粤京日注音 漢日字典 3
 

か
「外国人嫁」の台湾 50

家族の諸相（中国 21） 25
華西辺疆研究（中国 21） 26
変わりゆくメディアのなかの “中国 ”（中

国 21） 25, 52
漢語与漢語教学研究 15
漢字字形史字典【教育漢字対応版】 2
漢字字形史小字典 2
漢字の音 14, 19
漢帝国の遺産 30, 43
漢とは何か 19, 33
広東語圏のことわざと文化 18
広東語動詞研究 18
環渤海交易圏の形成と変容 36
聴いて鍛える中国語通訳実践講座 12
戯曲 駱駝祥子 62, 65
北アジアにおける人と動物のあいだ 53
契丹国 21, 36
却穀食気・導引図・養生方・雑療方（馬

王堆出土文献訳注叢書） 23
共生から敵対へ 40
匈奴 21, 34
近代台湾の経済社会の変遷 49
近代中国政治史研究（衞藤瀋吉著作集） 28
近代日本の知識人と中国哲学 45
苦境と超越（朱永新中国教育文集） 32
「玄怪録」と「伝奇」 55
現代中国社会と立憲主義 48
現代中国社会の基層構造 52
現代中国と少数民族文学 60
現代中国の起源を探る 39

書名索引

書名索引 書名索引

現代中国の高度成長とジェンダー 48
現在に生きる魯迅像 57
厳復 23, 38
黄河下流域の歴史と環境 34
孔子廟と儒教 44, 51
孔子廟と帝国 45, 51
五行・九主・明君・徳聖（馬王堆出土文

献訳注叢書） 23
国際政治研究（衞藤瀋吉著作集） 29
国際未来社会を中国から考える 31, 48
五胡十六国 21, 35
五十二病方（馬王堆出土文献訳注叢書） 23
古代中国の語り物と説話集 55
古典文字字典 正・続 64
 

さ
佐藤栄作（衞藤瀋吉著作集） 29
三国志演義の世界 23, 55
三国志の考古学 20, 35
三文字エクササイズ中国語 1200 10
上海解放 58
上海モダニズム 57
上海歴史探訪 37
春秋事語（馬王堆出土文献訳注叢書） 23
蕭紅評伝 58
少子高齢化と中国経済（中国 21） 25
書誌学のすすめ 23, 31
書と思想 20, 63
詞論の成立と発展 56
辛亥革命期の中日外交史研究 38
“人際 ”の関係学（中国 21） 25
シン式中国語学習シソーラス 2, 10
新史料からみる中国現代史 39
清代モンゴル盟旗制度の研究 41
清朝本全訳 菜根譚 47
新訂 標準中国語作文 11
清末中国の対日政策と日本語認識 37
隋唐外務官僚の研究 35
図説 民居 53, 66

スマトラの郁達夫 58
すらすらさくさく中国語中級ドリル 1000
  11
生活與會話 5
政治・文化からみた新たな中米関係（中

国 21） 27
精選日中・中日辞典 改訂版 1
宣教師漢文小説の研究 56
戦国縦横家書（馬王堆出土文献訳注叢書）
  24
戦後日中関係五十年 40
戦後日本の満洲記憶 39
戦前期アジア留学生と明治大学 39
禅についての十五章 43
総索引・総目次他（衞藤瀋吉著作集） 29
葬送という文化（中国 21） 27
族群 50
 

た
戴季陶の対日観と中国革命 38
大月氏 23, 35
胎産書・雑禁方・天下至道談・合陰陽方・

十問（馬王堆出土文献訳注叢書） 24
对外汉语实用教学新探 14
台湾語会話 第二版 18
台湾新文学運動四〇年 61
台湾新文学史　上下 60
台湾新文学と魯迅 61
台湾における下村湖人 61
台湾文学と文学キャンプ 61
地下からの贈り物 21, 34
竹簡学入門 34
血と心 40, 63
中英日自然科学用語辞典 3
中華世界を読む 48
中国官印制度研究 36
中国漢字学講義 14, 30
中国近現代の知識経験と文学（中国 21） 26
中国近現代文学研究（中国 21） 27, 62
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中国近世文芸論 62
中国現代教育思想史（朱永新中国教育文

集） 32
中国古籍文化研究 31
中国古典名劇選 55, 63
中国古典名劇選 II 54, 63
中国古典名劇選 III 54, 63
中国古典美術の魅力（中国 21） 26, 64
中国語基本単語 1400 10
中国語教育とコミュニケーション能力の

育成 15
中国語教学（教育・学習）文法辞典 3
中国語筋トレ 100 読練習法 11
中国語筋トレみっちり基礎編 4
中国語口語表現 5
中国語口語表現 別売 CD 6
中国語作文のための短文練習 11
中国語実況講義 4
中国語数量表現前置構文の意味機能 13
新装版 中国語通訳トレーニング講座 11
中国語と中国語研究十五講 13
中国語とはどのような言語か 12, 19
中国語 虎の巻 9
中国語における修飾の様相 14
中国語における「流水文」の研究 12
中国語表現 300 例 12
中国語文法用例辞典 1
中国語を歩く 12, 22
中国語を歩く〈パート 2〉 13, 21
中国語を歩く〈パート 3〉 13, 20
中国砂漠・沙地植物図鑑 木本編 66
中国思想における身体・自然・信仰 44
中国社会経済史用語解 3, 36
中国社会の矛盾と展望（中国 21） 27
中国浄土宗通史 45
中国新医療衛生体制の形成 52
中国清末民初期の修身教科書と日本 37, 46
中国人留学生と「国家」・「愛国」・「近代」
  38

中国・台湾における日本語教育をめぐる
研究と実践 15

中国地名カタカナ表記の研究 15, 32
中国的権利論 48
中国当代文学史 59
中国における「近代知」の生成 46
中国農業大転換（中国 21） 27
中国の開港と沿海市場 36
中国の現代演劇 62, 64
中国の芝居（中国 21） 26, 65
中国の神獣・悪鬼たち 21, 46
中国は “中国 ”なのか 30, 33, 43
中国ビジネス通訳裏話 13
中国文学のコスモロジー 56
中国文学の歴史 19, 54
中国分析（衞藤瀋吉著作集） 28
中国辺境地域の 50 年 41
中国歴代貨幣大系 先秦貨幣 上・下 66
中国話劇成立史研究 62, 65
中台関係の現実と展望 49
中日日中 貿易用語辞典 2
張謇伝稿 38
挑戦する満洲研究 39
重畳影像（中国現代小説系列） 8
長文読解の “秘訣 ” 4
陳情 49
使える中国語 5
つたわる中国語文法 9
妻と娘の唐宋時代 19, 36
鄭清文とその時代 61
丁玲自伝 59
デジタル資料と学術の未来（中国 21） 26
『点石斎画報』にみる明治日本 37
天変地異はどう語られてきたか 20, 46
天網（中国現代小説系列） 8
陶淵明 55
東京の上海人 61
道教と科学技術 30, 43
道教と中国文化 44

書名索引 書名索引

道教と東南アジア華人社会 44
道教の聖地と地方神 43
桃源佳境 56
唐詩選 55
動詞・形容詞から引く中国語補語 用例

20000 2, 10
同時代の中国文学 60
唐代社会と道教 44
東方中国語辞典 1
ドキュメント黎明期の日中貿易 1946 年～

1979 年 49
敦煌の飲食文化（敦煌歴史文化絵巻） 42
敦煌の民族と東西交流（敦煌歴史文化絵

巻） 42
 

な
南腔北調論集 59
二三十年代中国と東西文芸 56
21 世紀における北東アジアの国際関係 49
二十世紀日中関係史（衞藤瀋吉著作集） 28
日英中地学用語辞典 3
日中戦期 老舎と文藝界統一戦線 57
日中同形異義語辞典 2
日中律令制の諸相 41
日本近世期における楽律研究 47
日本語・中国語 形容表現例釈 12
日本人と中国（衞藤瀋吉著作集） 29
日本の進路（衞藤瀋吉著作集） 29
眠れる獅子（衞藤瀋吉著作集） 28
農民・農業・農村（中国 21） 25
 

は
莫言の思想と文学 60
莫言の文学とその精神 60
客家と中国革命 52
東アジア海文明の歴史と環境 34
東アジア海をめぐる交流の歴史的展開 34
東アジア書誌学への招待 1 31
東アジア書誌学への招待 2 31

東アジア政治史研究（衞藤瀋吉著作集） 28
東アジア世界と儒教 45
東アジアにおける近代知の空間の形成 46
東アジアにおける租界研究 38
東アジアの陽明学  45
東アジアの海とシルクロードの拠点  福建
  37
ビジネス現場の中国語 5
ビジネス中国語マニュアル　スーパーエ

ディション【新装】 5
フェイク タイワン 50
フォルモサに咲く花 40, 54
フォルモサに吹く風 40, 54
「文化漢奸」と呼ばれた男 58
文学の力、語りの挑戦 59
文学の窓 4
文化交渉と言語接触 14
文明戯研究の現在 62, 65
ベトナムにおける「二十四孝」の研究 47
崩壊と復興の時代 33
龐居士の語録 45
豊子愷研究 57
北魏史 20, 35
北朝社会における南朝文化の受容 35
香港広東語会話 新装版 18
 

ま
街なかの中国語 6
街なかの中国語 Part2 6
街なかの中国語 Part3  6
幻の重慶二流堂 58
「満洲国」の文学とその周辺 58
見て読む中国 京劇の世界 64
見て読む中国 書道芸術 64
身につく広東語講座 18
民主と両岸関係についての東アジアの観

点 49
無告の民と政治（衞藤瀋吉著作集） 29
迷舟（中国現代小説系列） 8
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人民中国  
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中国の過去・現在・未来、都市・地方・辺境におけるさまざまな
情報を紹介します。
◉ご注文、見本誌請求
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版を販売しております。試し読みもできますのでご活
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明治から昭和の中国人日本留学の諸相 33
モンゴルにおける都市建築史研究 41
 

や
やさしくくわしい中国語文法の基礎 9
夢のあと 32
抑圧されたモダニティ 50, 56
よみがえる古文書―敦煌遺書（敦煌歴史

文化絵巻） 42
 

ら
六朝道教儀禮の研究 44
離散と回帰 39, 51

歴史の周縁から 60
恋恋紅塵 50
老子（馬王堆出土文献訳注叢書） 23
魯迅と紹興酒 20, 57
魯迅と世界文学 57
論説体中国語 読解力養成講座 7, 11
論説体中国語 読解練習帳 7

わ
私がクリスチャンになるまで 33, 52
私の理想 新教育の夢（朱永新中国教育文

集） 32

SNS にて日々、情報を発信しています。

❖ Twitter ❖ https://twitter.com/tohoshoten

　輸入書、東方書店刊行書のほか、学会・講演会などの情報も発信。
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・香港本屋めぐり（和泉日実子・大久保健）
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