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中国語検定HSK公式過去問集
［2021年度版］（音声ダウンロード付）
スプリックス編／中国教育部中外語言交流合作中心／スプリックス／2021年
1級 2,570円／2級 2,970円／3級 3,190円／4級 3,410円

5級 3,740円／6級 3,960円／口試 3,630円
大好評のHSK公式過去問集シリーズの 2021年度版。過去問 5回分収録。
全問題に日本語翻訳付き。リスニングスクリプト付き。中国文にピンイ
ン付き。読解問題には詳しい解説付き。試験当日の流れや試験概要を掲
載。音声 DL付き。
『口試』は、初・中・高全級の過去問を各 5回分収録。全問題に日本語
翻訳付き。全自由回答問題に解答例付き。全問題、解答例に音声付き。

HSK6級　読む聴く覚える 2500
（音声ダウンロード方式、チェックシート付き）
田芳・安明姫著／東方書店／3,300円／2020年
HSK6級要綱の新出語彙 2500語を 72篇の文章に組み入れているので、
単語、センテンス、本文（700～ 800字）の 3ステップからなる文章を
繰り返し聴き、繰り返し読めば、語彙が自然に身に付く。

［2022年版］東方書店おすすめ

中国を学ぶための中国を学ぶための
入門書入門書・・ガイドブックガイドブック　　

価格は消費税 10％込
で表示しています

東方書店のウェブマガジン WEB『東方』
https://www.toho-shoten.co.jp/web_toho
中国関連の国内書・輸入書の情報のほか、
書評やコラム、連載など読み応えたっぷり！

WEB版はこちら➡ https://www.toho-shoten.co.jp/kbook/catalog/nyuumon.html
チラシに掲載しきれなかった本もご紹介しています

https://www.toho-shoten.co.jp/kbook/catalog/nyuumon.html
https://www.toho-shoten.co.jp/web_toho/
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/codes?bookType=jp&orderType=0&offset=0&current=0&keyword=4906725465,4906725472,4906725489,4906725496,4906725502,4906725519,4906725526&jb2=%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%9B%B8%E6%A4%9C%E7%B4%A2
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4497220233&bookType=jp
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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／東方書店／2,640円／2019年
初級から中級まで学習者のニーズに応える、参考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。

大人なら使いたい中国語表現
メールやビジネスシーンで恥をかかないために
林松濤著／三修社／2,200円／2020年
仕事で中国語を使うなかで、「中国語にも敬語表現はある！」と、うす
うす気付いているあなたに。場所、相手、伝達手段にふさわしい表現を
身につけて、中国語をグレードアップしよう。

今日からはじめる台湾華語（CD付）

樂大維著／白水社／ 2,860円／ 2017年
多言語社会の台湾で標準語として使われている「台湾華語」をゼロから
学ぶ人に向けたテキスト。台湾の発音記号である注音符号を使って発音
のしくみを解説し、日常や旅先で使える会話表現・単語を紹介。会話文
や単語には注音符号・ピンインを併記。中国との言葉のちがいも解説。

これならわかる 中国語文法
入門から上級まで
丸尾誠・李軼倫著／ NHK出版／ 3,630円／ 2022年
中国語文法の基本から応用表現にいたるまでを豊富な用例とともに順を
追って詳しく解説。初級で学ぶ基本的な事項から上級者向けの知識までを
幅広くカバーしたこの 1冊で究極の語学力を身につけよう。巻末索引付き。

中国語成語ハンドブック［新装版］

沈国威・紅粉芳恵・関西大学中国語教材研究会編／白水社／4,620円／2021年
調べるにも覚えるにも便利な、学習者のための成語ガイド。中国人がよ
く使う成語 1200＋近義・反義語 2000あまりを収録。2014年に発売する
とともに人口に膾炙した『中国語成語ハンドブック』の新装版。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4497219183&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4140351772&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4560089118&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4384059724&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4560087343&bookType=jp


https://www.toho-shoten.co.jp       3

ビジュアル大図鑑  中国の歴史
DK社編／佐川英治・岸本美緒監訳／東京書籍／ 6,930円／ 2022年
5000年前の神話の君主から清の最後の皇帝溥儀まで、中国の歴史をひも
とくビジュアル年代大図鑑。先史時代と初期の人類に始まり、秦の「初
代皇帝」、唐・宋の黄金時代、最後の満州清朝の滅亡まで帝国中国の繁
栄と衰退の過程を、多数の美術品や工芸品を織り交ぜて解説する。

はじめて出会う中国〔改訂版〕

園田茂人編／有斐閣／ 2,200円／ 2022年
国際社会における存在感がますます高まる中国。中国に関する情報も増
え、その実像はつかみにくくなっている。本書は、さまざまなイメージ
をもたれる中国を、客観的に理解するために必要な政治・社会に関する
基礎知識をわかりやすくかつコンパクトに解説する。

教養の中国史
津田資久・井ノ口哲也著／ミネルヴァ書房／3,080円／2018年
先秦史（渡邉英幸）／秦代～前漢武帝期（水間大輔）／前漢中期～後漢（井ノ口哲也）／三国・両晋・南朝
（津田資久）／匈奴・五胡・北朝（松下憲一）／仏教美術の道のり（森田美樹）／隋・唐（江川式部）／唐後半
期・五代・北宋・南宋（宮崎聖明）／契丹（遼）・金・元（渡辺健哉）／明・清（小川快之）／清末・中華民国・中華
人民共和国（小野寺史郎）／中国と台湾をめぐる現代文学の歩み（小笠原淳）／現代中国案内（森平崇文）

入門  中国学の方法
二松學舎大学文学部中国文学科編／勉誠出版／ 1,760円／ 2022年
「文字学（漢字）」、「中国文学（神話と詩）」、「中国女性史（列女伝）」、「中
国古典テクスト（論語）」、「中国小説（三国志演義）」、「校勘学（国語）」、「日
本漢学」、「域外漢籍」、「日・中書道」、「中国古典読解（漢文訓読）」をテー
マとした、中国学の「方法」を学ぶための 11章。

新版  地図で見る中国ハンドブック
ティエリ・サンジュアン著／太田佐絵子訳／原書房／ 3,080円／ 2021年
中国の夢、一帯一路。中国がいかに世界で存在感を増しているかを知る
ために必要不可欠な書。中国がかかえる問題、そして世界の均衡をゆる
がしつづけている現状を理解するための 120以上の地図とグラフ。2017
年 7月刊の大幅リニューアル版。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4487814411&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4641221819&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623080311&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4585300052&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4562058839&bookType=jp
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入門  中国思想史
井ノ口哲也著／勁草書房／3,080円／2012年
中国思想史を初めて学ぼうとする人を対象とした、時代ごとの断代史と
いう構成による入門書。孔子や老子の登場につながる思想からはじめ、
全体を通史としてみることで、現代の中国を理解するために必要な様々
なものの考え方が理解できるようになる。

よくわかる中国思想 

湯浅邦弘編著／ミネルヴァ書房／ 3,080円／ 2022年
重要な思想家、概念、文献などをおさえつつ、中国思想が反映されてい
る史蹟や芸術作品、中国思想を理解する上で重要な大事件・論争、さら
に中国思想と相互に影響を与えあったインドや日本の思想にもふれる。
見開き二ページで一項目を解説するわかりやすい構成。

中国倫理思想の考え方
水口拓寿著／山川出版社／ 1,980円／ 2022年
孔子がつくり、孟子・荀子らが育てた儒教の倫理思想は歴代王朝の「国教」
となって、中国の人間関係や社会秩序を強く規定してきた。その形成と
展開について概説し、理想と現実を浮き彫りにする。

仏教史研究ハンドブック 
佛教史学会編／法蔵館／3,080円／2017年
インド、アジア諸国・地域、中国、朝鮮半島、日本の仏教の歴史と教義
がつめこまれた便利でコンパクトな一冊。仏教史を学び始めたい人、幅
広く知りたい人に最適！

道教思想 10講
神塚淑子著／岩波書店／946円／2020年
老子の「道」の思想を起点に、古代神仙思想、後漢末の太平道と五斗米道、
六朝知識人の修養法など、さまざまな思想・運動をとりこみながら形成
された道教。その哲学と教理を、「気」の生命観、宇宙論、救済思想、倫理・
社会思想、仏教との関わり、日本への影響などの論点からとらえる。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4326102150&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623092598&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4634640962&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4831860057&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4004318484&bookType=jp
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教養としての中国古典
湯浅邦弘編著／ミネルヴァ書房／3,300円／2018年
『論語』『列女伝』『菜根譚』ほか 18種の中国古典について、実見の機会
が少なくなってきた写本・版本の図版を大きく掲載し、各章に「名文読解」
の節を設けるなど、原典にも親しみながら学べるように編まれた入門書。
巻末の「中国の古典五〇選」では多種多様な中国古典をコンパクトに紹介。

中国文学をつまみ食い　『詩経』から『三体』まで

武田雅哉・加部勇一郎・田村容子編／ミネルヴァ書房／3,080円／2022年
第 1部は、先秦・漢魏六朝から 1949年以降の 5章 72項目にわけ、時代順
に作者と作品を見開き 2頁で解説。第 2部は、何語で書くか、ビジュア
ルとのコラボレーション、様々なジャンルと形態、世界から見た中国文
学など、ユニークな視点や切り口から中国文学の多様な味わい方を提案。

とびらをあける中国文学　日本文化の展望台

高芝麻子・遠藤星希・山崎藍・田中智行・馬場昭佳著／新典社／2,530円／2021年
故事成語や伝統文化、水滸伝、金瓶梅―日本と中国の今と昔を行き来
しながら、古典を鍵として知的冒険へのとびらをあける。「言葉の来た
道―心頭を滅却すれば火もまた涼し―」（高芝麻子）、「日中の古典作品
に見える有り得ない自然現象とその意味するもの」（遠藤星希）ほか。

目録学に親しむ　漢籍を知る手引き 

京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター編／
古勝隆一・宇佐美文理・永田知之著／研文出版／1,650円／2017年
「京大人文研漢籍セミナー」の第 6冊。目次：目録学――俯瞰の楽しみ（古
勝隆一）／子部の分類について（宇佐美文理）／目録学の総決算――『四
庫全書』をめぐって（永田知之）／附録　漢籍目録の参考文献（古勝隆一）

漢文の学び方
魚返善雄著／志学社／ 2,200円／ 2022年
漢文を「符号語であり、一種の暗号言語である」ととらえ、その学習には、
漢文に対する誤解を取っ払い、暗号の法則（文法）をつかみ、そして幅
をもたせて訓読していくことである、とする魚返流漢文学習法、70年ぶ
りの復刊。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623082759&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623092833&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4787968531&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4876364206&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4909868060&bookType=jp
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論点・東洋史学　アジア・アフリカへの問い 158

吉澤誠一郎監修／石川博樹・太田淳・太田信宏・小笠原弘幸・宮宅潔・
四日市康博編著／ミネルヴァ書房／ 3,960円／ 2022年
東洋史学の論点を 158項目集成し、背景とともに提示。〈探究のポイント〉
として、ゼミや講義で議論する際の手がかりを示す。学界が誇る第一線
の執筆陣 148名による珠玉の論考。

現代中国の歴史 両岸三地 100年の歩み〔第 2版〕

久保亨・土田哲夫・高田幸男・井上久士・中村元哉著／東京大学出版会／
3,080円／2019年
中国近現代史の通史として定評のあるテキストの改訂版。超大国として世
界のなかで位置づけも劇的に変化した中国。第 2版では初版刊行（2008年）
以降の情勢をふまえて増補・改訂し、年表・参考文献も刷新した。

日中戦争研究の現在　歴史と歴史認識問題

川島真・岩谷將編／東京大学出版会／ 5,720円／ 2022年
盧溝橋事件を発端にはじまった日中戦争は、現在に至るまで日本（日本
人）に大きな影響を与えている。本書は、日本国内の政治・社会の分析
をはじめ、蔣介石日記など中国側の史料や、欧米を中心とした国際情勢
の分析をもとに、新たな歴史像を再構築する。

戦後日本の中国観　アジアと近代をめぐる葛藤

小野寺史郎著／中央公論新社／ 1,870円／ 2021年
本書は日本の中国近現代史研究をひもとき、日本人の中国観に迫る。文
化大革命、日中国交正常化、天安門事件、反日デモ、「一帯一路」など
がどのように論じられ、日本の隣国への見方はどう変化したのか。丹念
に追う。

新・図説 中国近現代史 日中新時代の見取図〔改訂版〕

田中仁・菊池一隆・加藤弘之・日野みどり・岡本隆司・梶谷懐著／
法律文化社／3,300円／2020年
中国近現代史の始点を清朝の斜陽（1800年）におき、21世紀に至る過程
を 3編 15章 119項で描写。改訂にあたり 2011年以降の動向を盛り込み、
21世紀の中国、台湾・香港を充実。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623092178&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4589040558&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130220262&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130262682&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4121101228&bookType=jp
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よくわかる現代中国政治 
川島真・小嶋華津子編著／ミネルヴァ書房／2,860円／2020年
見開き２ページで一項目を解説するわかりやすい構成で、大きな時代の流
れを把握しつつトピックごとに学びを深めることができる。内政・外交・
司法・経済・軍・文化的側面にも広く目配りした、現代中国を知るための必
読書。影響力を増す中国の実態を捉え、これからの世界の行く末を見通す。

現代中国　内政と外交
毛里和子著／名古屋大学出版会／ 3,960円／ 2021年
グローバル大国化した中国の内政と外交を同時にとらえ、国家資本主義
から「周縁」問題まで、両者のネクサスに照準を合わせつつ、革命後の
70年をふまえて現在の姿を浮き彫りにした、第一人者によるエッセン
シャルな一冊。

現代中国経済〔新版〕

丸川知雄著／有斐閣／ 2,640円／ 2021年
GDP世界第 2位の経済大国・中国の経済を解明する。中国経済を、成
長の原動力となった工業力の分析を中心として解説した好評書を全面改
訂。枯渇しつつある農業の余剰労働力、強大となった経済力に警戒する
アメリカ等の他国といった新しい状況に対応。

中国経済学入門 
加藤弘之著／名古屋大学出版会／4,950円／2016年
成熟した中国経済研究からエッセンスをつかみ出し、所有・市場からガ
バナンスやイノベーション、対外援助、さらには腐敗・格差まで、生動
する独自の経済システムを、トータルに、かつ長期的なパースペクティ
ブのなかで、明解に説き明かす。

よくわかる中国法
王雲海・周劍龍・周作彩編著／ミネルヴァ書房／ 3,520円／ 2021年
はじめに中国法を概観し、中国の権力体制、中国法をつかさどる特質につ
いて解説する。各論では憲法、行政法、民法、商法といった基本分野の
ほか、食品安全管理法、知的財産権法、行刑法、「智慧法院」新設などの
インターネット時代の司法改革などの社会的関心の高いテーマを精選。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623086719&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4815810351&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4641221796&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4815808341&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4623092161&bookType=jp
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中華世界を読む
奈倉京子編著／東方書店／2,640円／2020年
「中華世界」―その輪郭をどう描くか―（奈倉京子）、「一帯一路」と中華世
界（崔晨）、台湾と東南アジア（玉置充子）、中華世界と中国ムスリム（首
藤明和）、華語語系文学の輪郭と展望（及川茜）、華僑華人のネットワーク（濱
下武志）、中華世界とマレー世界（富沢寿勇）、中華世界と日本（濱下武志）

中国のムスリムを知るための 60章
エリア・スタディーズ 
中国ムスリム研究会編／明石書店／2,200円／2012年
中国には 10のイスラームを信仰する少数民族が暮らしている。中華世
界とイスラーム世界との接触・共存・融合・対立などのダイナミズムを
体現してきた彼らについて知るための入門書。

中央ユーラシア史研究入門
小松久男・荒川正晴・岡洋樹編／山川出版社／3,300円／2018年
中国からヴォルガ・ウラル・コーカサスまで広汎な中央ユーラシア地域
の研究を、時代・地域別に解説。ソ連解体後、自立をはたした国々の最
新の研究成果も満載。参考文献やオンライン情報など基本データを網羅
した入門書の決定版。

増補改訂版 はじめての中国キリスト教史
渡辺祐子監修／石川照子・桐藤薫・倉田明子・松谷曄介・渡辺祐子著／
かんよう出版／2,200円／2021年
7世紀以降の中国におけるキリスト教史を叙述。現代にかんしては、宗
教統制下の三自愛国教会や、非公認の家庭教会、中共とバチカンとの関
係、香港の逃亡犯条例改正問題、国家安全維持法の問題についても言及。

チベットの歴史と社会
上　歴史篇・宗教篇／下　社会篇・言語篇
岩尾一史・池田巧編／臨川書店／各 4,950円／2021年
日本のチベット学の現在を知るための書。既存の解説書とは一線を画し、
平易な概説と専門的な論文との間の架け橋となる。下巻に文献案内、参考
資料（地図・地名データ、チベット文字のローマ字転写と発音表記）を収録。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4497220103&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4750336459&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4634640870&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4910004150&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4653045618&bookType=jp
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中国ジェンダー史研究入門 
小浜正子・下倉渉・佐々木愛・高嶋航・江上幸子編
京都大学学術出版会／3,850円／2018年
社会の父系化、ジェンダー規範の強化、そして社会主義をへて改革開放
の大変動まで。家族、労働、ナショナリズム、身体、LGBTなど今日的
な研究視点を網羅し、中国ジェンダー史研究の全体像を初めて伝える。

中国女性史入門　女たちの今と昔〔増補改訂版〕
関西中国女性史研究会編／人文書院／2,530円／2014年
いまだかつてなかった自由な視点からの新しい研究をふまえ、古代から
現代までを見渡した中国女性史の入門書。増補改訂版。

フィールドワーク  中国という現場、人類学という実践 

西澤治彦・河合洋尚編／風響社／3,960円／2017年
調査が可能となって 30年。変貌し続ける中国に向き合い、様々な主題
を掲げ、新たな方法を模索し続けたフィールドワーカー達。本書は、老
壮青それぞれの立場で描く実践の記録であり、新たな人類学への大いな
る挑戦である。

中国料理の世界史　美食のナショナリズムをこえて

岩間一弘著／慶應義塾大学出版会／ 2,750円／ 2021年
世界に広がり、人々に愛され「国民食」へと変貌をとげた「中国料理」。
国家建設とナショナリズムに注目しながら、アジアからアメリカ、ヨー
ロッパを縦横無尽に旅して、中国料理と中国系料理の巨大で口福な歴史
を味わいなおす。

中国くいしんぼう辞典 

崔岱遠著／李楊樺画／川浩二訳／みすず書房／3,300円／2019年
中国各地の人びとの肺腑に沁みついた味の数々を、「家で落ちついて食
べる料理」「街角で気ままに楽しむ料理」「レストランで味わう精緻な料
理」に分け、味わい深い文章と香ばしいイラストで情感ゆたかに描き出
す。“吃貨 ”（くいしんぼう）たちの胃袋をとらえた、垂涎必至のエッセイ。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4814001248&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4409510681&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4894892422&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4766427646&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4622088271&bookType=jp
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デジタル時代の
中国学リファレンスマニュアル
漢字文献情報処理研究会／好文出版／4,950円／2021年
中国関連の資料探索や文献調査に役立つガイドブック。アナログ的な資
料や工具書だけでなく、デジタルリソースの利用方法も同列に紹介。

図書館のための和漢古書目録法入門
伊藤洪二著／樹村房／2,310円／2019年
和漢古書は現代の書籍と比較するとそのありようが大きく異なり、取り
扱いが難しい。本書は、図書館現場へ向けてNCRでの規定に言及しつつ、
図書館システム上で和漢古書の目録を作成する際に必要となる諸知識を
紹介する。

歴史学の縁取り方　フレームワークの史学史 

恒木健太郎・左近幸村編／東京大学出版会／5,500円／2020年
歴史学はいかなる知的枠組み（フレームワーク）のもと形づくられてき
たのか。その時代の状況にも対応し、切りひらかれてきた歴史学は、そ
の枠組みがときには批判されつつも、継承されてきたことを史学史的に
論じる。これからの歴史学にとって必要な手がかりを示す。

李白と杜甫の事典
向嶋成美編著／大修館書店／13,200円／2019年
唐を代表する二大詩人、李白と杜甫の総合事典。250篇を超える詩文の
解説を主に、李杜の生涯や旅について紹介する。唐代の歴史や地理、政
治や文化についても一章を設け、作品理解のための幅広い情報を提供す
る。唐詩の形式・助字用例解説・年譜・地図など、資料も充実。

漢字字形史字典　【教育漢字対応版】
落合淳思著／東方書店／ 10,780円／ 2022年
漢字の字源（成り立ち）と字形史（字形の歴史）の字典。小学 1年生～
6年生までの教育漢字とその同源字 1271字を、甲骨文字、金文などから
楷書に至るまでの字形の変遷をたどる流れ図とともに概説。巻末に音読
み・画数索引を付す。＊『漢字字形史小字典』（2019）の増補改訂版です。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4872202274&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4883673292&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130262675&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4469032161&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4497222022&bookType=jp


https://www.toho-shoten.co.jp       11

中国書法史入門
劉濤著／河内利治監修／亀澤孝幸訳／科学出版社東京／5,280円／2021年
中国文化は文字にはじまり、書が最高の芸術とみなされてきた。本書で
は、一流の書法史家が書体ごとに書法上の発展過程を概説。数多くの名
品の図版によって読者の理解を助ける。最新の学説を踏まえて語られる
書の歴史。

中国工芸美術史入門
尚剛著／三潴正道監訳／長田格訳／科学出版社東京／4,620円／2021年
日本文化のルーツである中国文化を知ることは、日本を知ること。本書
では、中国の四千年を超える歴史を俯瞰しながら、工芸美術史の大家で
ある著者が、その深い学識と分かりやすい文章で、中国工芸美術の誕生、
発展、変遷を語る。収載図版 247点、うち 18点は日本所蔵品である。

中国京劇小辞典 

魯大鳴著／駿河台出版社／1,980円／2019年
京劇を観る前に、京劇を観た後に、京劇の手引書として京劇鑑賞に必携
の一冊。京劇の各分野の単語を 8つのパート（役者篇、音楽篇、化粧篇、
服装篇、道具篇、京劇用語日常生活篇、京劇慣用句及び諺篇、演目篇）
に分けて説明。見出し語には中国語の発音のカタカナルビ付き。

中国服飾史図鑑　第四巻

黄能馥・陳娟娟・黄鋼編著／古田真一監訳／
科学出版社東京／国書刊行会発売／30,800円／2021年
衣服、冠帽、履物、装身具、髪型や化粧まで、写真や図解を駆使して網
羅的に解説。第一巻 服飾の誕生～魏晋南北朝、第二巻 隋～元、第三巻 
明～清（上）、第四巻 清（下）～近代（各巻税込 30,800円）。

東洋美術史
朴亨國監修／武蔵野美術大学出版局／2,640円／2016年
東洋における代表的な美術作品をたどり、その歴史的展開と造形的特質
を解説するテキスト。日本文化形成の源流である東アジア（中国・韓国）
に多くのページを割き、初学者に学びやすい構成をとっている。インド、
スリランカ、チベット、東南アジア、中央アジア、中国、韓国の 7章。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4907051617&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4907051594&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4864630481&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4411040336&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4336063151&bookType=jp
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香港を知るための60章  エリア・スタディーズ

吉川雅之・倉田徹編著／明石書店／2,200円／2016年
「歴史・地理・人口」「政治と法」「経済と社会」「多様性とネットワーク」
「メディア・教育・言語」「文化」に分け、香港の魅力を紹介。参考文献、
年表、固有名詞対照表（繁体中文・英文・日本語）も付し便利。

香港　国家安全維持法のインパクト 
一国二制度における自由・民主主義・経済活動はどう変わるか
廣江倫子・阿古智子編／日本評論社／2,200円／2021年
逃亡犯条例改正案から国家安全維持法の制定へ、大きな岐路に立たされ
ている香港。一国二制度の今後と、法制度と社会への影響を読み解く。

香港　あなたはどこへ向かうのか
阿古智子著／出版舎ジグ／ 1,650円／ 2020年
香港のさまざまな立ち位置にいる人たちは、未来をどう展望しているのだ
ろう。著者は、香港で暮らした日々を振り返り、旧友や師と再会した。経
済、政治、人的交流のエネルギーのせめぎあう東アジアで、台湾や日本の
現在と重ね、問いの共有と対話を模索する、やわらかで熱い知性の省察。

香港政治危機　圧力と抵抗の 2010年代

倉田徹著／東京大学出版会／ 3,520円／ 2021年
一国二制度で高度な自治権を有していた香港は、2020年 7月に「国家安
全維持法」の施行によって大きく変質した。この状況を、香港政治研究
の第一人者である著者が、あらゆる角度から分析し、香港危機の深層に
迫る。香港情勢分析の最新成果。

香港映画 100の情景　輝く世界と自由な記憶

林加奈子・美山恵子著／言視舎／1,980円／2021年
香港はどこにいくのか？　こんなときだからこそ、香港の映画人脈に通
じた二人の映画人が、街の魅力と密接にむすびついた映画たちを紹介。
初めて香港映画を観る人におススメ作品から、マニアックなファンの期
待にも応えられる映画の舞台裏まで、とっておきの話題を満載。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4750342535&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4535525351&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4909895042&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130331104&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4865651980&bookType=jp
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台湾を知るための72章  第 2版  エリア・スタディーズ 

赤松美和子・若松大祐編著／明石書店／2,200円／2022年
現在、国際社会においてその存在感を増す一方で、地域情勢の変動で耳
目を集める台湾。本書は旧版をバージョンアップし、この地に関する基
本的な知識を提供するとともに、最新の情報を盛り込む、台湾入門書で
ある。

台湾研究入門
若林正丈・家永真幸編／東京大学出版会／4,290円／2020年
東アジアの地政学上、いまや重要な島となってきた台湾。台湾研究の第
一線の研究者たちが、台湾の歴史・政治・社会・文化を理解する上で重
要なキーワードによってわかりやすく、簡潔に解説する。「台湾とは何か」
という問いに多角的な視点から迫る新しい入門書。

日台関係史 1945-2020　増補版
川島真・清水麗・松田康博・楊永明著／東京大学出版会／3,080円／2020年
日本と台湾の戦後から現在までの歴史をグローバルな視点から描き出す
通史。東アジアを的確に理解するために必要な戦後の日台関係の歴史に
ついて、連続と非連続を総合的に叙述した初版から約 12年、その後の
東アジア、そして世界のなかでの変容を増補する。

台湾同性婚法の誕生　

アジア LGBTQ＋燈台への歴程
鈴木賢著／日本評論社／ 4,070円／ 2022年
台湾で同性婚を認める法律が成立するまでの LGBT運動、政治過程、法
の内容を分析し、法施行後の台湾社会の変化と課題を考察する。

侯
ホウ　シャオシェン

孝賢と私の台湾ニューシネマ
朱天文著／樋口裕子・小坂史子訳／竹書房／2,750円／2021年
“1982年。台北のカフェ、明星珈琲館で私はこの人と出会った――。”『恋
恋風塵』『悲情城市』など、不朽の名作の数々を侯孝賢とともに創り上
げてきた女流作家、朱天文が描く「台湾映画がもっとも輝いていた、あ
の日々」。台湾ニューシネマのミューズによる、珠玉のエッセイ集。

・

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4750353777&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130362771&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4130322300&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4535526334&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4801926103&bookType=jp
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中国哲学史　諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで

中島隆博著／中央公論新社／ 1,155円／ 2022年
春秋戦国時代に現れた孔子や老子ら諸子百家に始まり、朱子学と陽明学
に結実したのち、西洋近代と対峙するなかで現代の儒教復興に至る中国
哲学。本書は中国 3000年の叡智を丹念に読み解き、西洋を含めた世界史
の視座から、より深い理解へと読者をいざなう。新しい哲学史への招待。

シリーズ中国の歴史　岩波書店
「中国」はどこから来てどこへ行くのか。群雄割拠を繰り返してきた雄
大な歴史を、世界史的な視座から全 5巻で描きだす。

1中華の成立　唐代まで　渡辺信一郎著／924円／2019年

2江南の発展　南宋まで　丸橋充拓著／902円／2020年

3草原の制覇　大モンゴルまで　古松崇志著／924円／2020年

4陸海の交錯　明朝の興亡　檀上寛著／946円／2020年

5「中国」の形成　現代への展望　岡本隆司著／902円／2020年

南北朝時代　五胡十六国から隋の統一まで

会田大輔著／中央公論新社／ 990円／ 2021年
中国の南北朝時代とは、五胡十六国後の北魏による華北統一（439年）か
ら隋の中華再統一（589年）までの 150年を指す。北朝と南朝の抗争や
反乱が相次ぎ、仏教弾圧や専制君主による「暴政」も頻発した一方、漢
人と遊牧民の文化が融合した転換期でもあった。激動の時代を活写する。

古代中国の 24時間　秦漢時代の衣食住から性愛まで

柿沼陽平著／中央公論新社／ 1,056円／ 2021年
始皇帝、項羽と劉邦、武帝ら英雄が活躍した中国の秦漢時代。今から
2000年前の人々は毎日朝から晩まで、どんな日常生活を送っていたのだ
ろう？　気鋭の中国史家が史料を読み込み、考古学も参照しながら、服
装、食事から宴会、セックス、子育ての様子までその実像を丸裸に。

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4121026699&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4121026675&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4121026866&bookType=jp
https://bit.ly/3PGQSyd
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漢語の謎　日本語と中国語のあいだ

荒川清秀著／筑摩書房／ 946円／ 2020年
漢字の熟語である「漢語」は、中国から日本に伝来し、また日本から中
国へ輸出もされてきた。本書は様々な漢語の来し方を探求し、秘められ
たドラマを描きだす。

現代中国入門
光田剛編／筑摩書房／ 1,100円／ 2017年
中国の実像を現代史、文化史、思想、社会、軍事、地域研究等の専門家
11人がわかりやすく解説。中国研究の最新結果をもとに、中国をバラン
スよく見る視座を示す。

台湾の歴史と文化　六つの時代が織りなす「美麗島」

大東和重著／中央公論新社／990円／2020年
「美麗島」とも称される台湾に、今も息づく独自の文化。その伝統は
1624年のオランダ統治以来、鄭氏、清朝、日本、国民党に至るまで、各
時代の外来政権との関係によって形作られてきた。本書では、激動の台
湾を生きた人びとの視点から、四百年におよぶ歴史をたどる。

海の東南アジア史　港市・女性・外来者

弘末雅士著／筑摩書房／ 968円／ 2022年
近世から現代まで、ヨーロッパ諸国、中国、日本などから外来者が多く
訪れ、交易をし、また植民地支配を行った東南アジア。その様相を見ると、
いかに多様な人々が各地に存在し、複雑な関係を持っていたか、各地の
国民国家形成に影響を与えたかがよくわかる。

中国共産党　世界最強の組織
1億党員の入党・教育から活動まで
西村晋著／井上純一装画／星海社／講談社発売／ 1,199円／ 2022年
中国共産党の下部組織を日本で初めて紹介。約 1億の党員がいかに訓練
され、企業や地域に浸透しているかを知らずに中国社会は語れない。「一
党独裁」のイメージからは想像できない真の中国をご案内！

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4480072856&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4480069634&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4121025814&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4480074782&bookType=jp
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4065277546&bookType=jp


価格は消費税 10％込で表示しています16

◆東方書店東京店舗アクセス図

東京メトロ半蔵門線、都営三田線・都営新宿線
神保町駅 A7出口徒歩 1分
営業時間：〔月～土〕10:00-19:00〔日〕休業
　　　　　〔祝〕12:00-18:00
☎ 03-3294-1001／shop@toho-shoten.co.jp

◆東方書店関西店舗アクセス図

地下鉄御堂筋線江坂駅 5号出口徒歩 5分（駐車場あり）
営業時間：〔月～金〕10:00-17:30〔土日祝〕休業
☎ 06-6337-4760／kansai@toho-shoten.co.jp

本目録に掲載の書籍は、東方書店ホームページ・東京店舗・関西店舗でお買い求めいただけます

◆東方書店ホームページ

東方書店　　 で検索
https://www.toho-shoten.co.jp

  

 

  

 
※営業時間は変更になる場合がございます
　弊社WEBサイトをご確認ください

【授業用DVD教材】

映像シリーズ　中国
陳靖国制作／遠藤光暁監修／朝日出版社発売
授業用 DVD教材。中国の歴史遺産、伝統文化から、「改革開放」により
大きな変化を遂げた現代の人びとの暮らしまで、テーマごとに臨場感あ
ふれる映像で紹介する。

第三集（DVD全 4巻）　55,000円／ 2018年

『カレント中国　初級から中級へ』（遠藤光暁監修／衛榕・汪暁京著）、『入
門　カレント中国』に対応。

第二集（DVD全 4巻 4セット）　71,500円／ 2013年
＊本商品は、同内容の DVD4セットで構成されています。

第一集（DVD全 4巻）　55,000円／ 2010年
初級～中級者向けテキスト『リアルタッチ中国』（遠藤光暁監修）に対応。

◆メールマガジン『電伝』
　中国輸入書籍の近刊・新入荷情報をメールでお届けします！
　ご登録はこちら⇒ https://www.toho-shoten.co.jp/mailmag/index.html

＊＊＊＊＊ 本商品は 【授業用DVD教材】 です。 独習用教材ではありません。 ＊＊＊＊＊

https://bit.ly/3wKKeQn
https://www.toho-shoten.co.jp/mailmag/index.html
https://www.toho-shoten.co.jp/



