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中国語と日本語における目的表現
の対照研究

同時1アクセス(本体) ¥17,160

同時3アクセス(本体) ¥25,740

冊子版ISBN 9784863982338 

著編者名 戦 慶勝 発行年 2016 商品コード 1028112514

第１章“为”類の目的表現の構文的分布／第２章“以”類の目的表現の構文的分布／第３章“免得”“省得”の構文的分布／
第４章“为”類の目的表現と“以”類の目的表現の役割分担／第５章“为了＋不”と“免得”“省得”の使用条件／第６章タメの
構文的分布／第７章ヨウニの構文的分布／第８章タメとヨウニの役割分担／第９章一次的目的表現の対照分析／第10章二
次的目的表現の対照分析／終章 本研究の言語学的意義と言語教育学的意義

日本語と中国語のモダリティ
同時1アクセス(本体) ¥6,160

同時3アクセス(本体) ¥9,240

冊子版ISBN 9784863982031 

著編者名 日中対照言語学会 発行年 2015 商品コード 1028112512

日中対照研究，中国語研究を中心にしつつ，日本語研究2本，日英比較研究1本の論文も含めた14本の論文集。執筆者（掲
載順）：澤田治美，益岡隆志，時衛国，鄒善軍・李光赫，唐玉紅・鄒善軍，王其莉，藤田昌志，呂雷寧，高橋弥守彦，续三义，
王学群，叶琼，齐沪扬・黄恩任，安本真弓

日本語と中国語のヴォイス
同時1アクセス(本体) ¥6,160

同時3アクセス(本体) ¥9,240

冊子版ISBN 9784863981102 

著編者名 日中対照言語学会 発行年 2012 商品コード 1028112511

日中対照研究、中国語研究を中心にしつつ，日本語研究3本も含めた15本の論文集。執筆者（掲載順）：中島悦子，田中寛，
高橋弥守彦，張岩紅，竹島毅，李所成，王黎今，何宝年，廖郁雯，早津恵美子，姚艶玲，张黎，続三義，尹洪波，王学群

中国語文法の意味とかたち
―「虚」的意味の形態化と構造化に関する研究―

同時1アクセス(本体) ¥8,360

同時3アクセス(本体) ¥12,540

冊子版ISBN 9784863980976 

著編者名 木村 英樹 発行年 2012 商品コード 1028340370

現代中国語の文法的現象を取り上げ、文法的意味と形態、文法的意味と構造の対応のありようを明らかにする。文法的現象
と文法的意味は統語論、構文論、談話文法、語用論のレベルに属するもの。テーマはダイクシス、アスペクト、ヴォイス、いく
つかのタイプの構文に関わるもの。自然言語の多様性と普遍性の観点に立った考察と分析を進め、孤立語における文法の
あり方を知る重要な知見を提供し、他言語の研究にも有益。付・索引。

オノマトペを中心とした中日対照言
語研究

同時1アクセス(本体) ¥11,000

同時3アクセス(本体) ¥16,500

冊子版ISBN 9784891747374 

著編者名 呉 川 発行年 2005 商品コード 1028112513

第１部「オノマトペの諸相」：『女仙外史』『新平妖傳』などの中国の作品，『雪国』，啄木の短歌，鴎外・漱石の小説を対象とし，
訳文の対照・分析を通して日中語のオノマトペの諸相に迫る。第２部「言語と文学のかけ橋」：日中の文学交流を視野に入れ，
『こころ』『安愚楽鍋』，芭蕉「閉関之説」から漢詩まで，言語学の立場から様々にアプローチする。



● 表示価格は税抜きです。 2018年11月

学習用の音声データが無料でダウンロード可能です（詳細は奥付を参照）。※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。

書名 発行年 冊子ISBN
同時１アクセス

(本体)
同時３アクセス

(本体)
商品コード

中検準4級試験問題 2017年版 第89・90・91回 ―解答と解説― 2017 9784863982703 ¥4,180 ¥6,270 1027723641

中検4級試験問題 2017年版 第89・90・91回 ―解答と解説― 2017 9784863982710 ¥4,400 ¥6,600 1027723642

中検3級試験問題 2017年版 第89・90・91回 ―解答と解説― 2017 9784863982727 ¥4,400 ¥6,600 1027723643

中検2級試験問題 2017年版 第89・90・91回 ―解答と解説― 2017 9784863982734 ¥4,620 ¥6,930 1027723644

中検準1級・1級試験問題 2017年版 第89・90・91回 ―解答と解説― 2017 9784863982741 ¥5,500 ¥8,250 1027723645

解答と詳しい解説を付す検定協会公式の試験問題解説集。比較的難読と思われる
語句にピンインをつけ、理解の助けとなるよう語釈を加え、日本語訳をつけた。選択
問題は選択肢ごとに品詞や意味がひと目でわかるように示した。解説に出題の狙い
を示し、巻末に試験の概要紹介と試験結果データを付す。

中国語検定試験問題集
日本中国語検定協会による公式の解答と解説集。

2018年 新規配信タイトル
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1995～2015年 全12冊

書名 著編者 発行年 冊子ISBN
同時１アクセス

(本体)
同時３アクセス

(本体)
商品コード

■1995年-2010年6巻セット価格 - - - ¥55,440 ¥83,160 1021865325

統辞論における中国語名詞句の意味と機能 小野 秀樹 2008 9784891749446 ¥10,120 ¥15,180 1021865332

中国語の"V着"に関する研究 王 学群 2007 9784891748746 ¥5,280 ¥7,920 1021865331

現代中国語の空間移動表現に関する研究 = A study of expressions about 
movement in space in modern Chinese

丸尾 誠 2005 9784891747589 ¥10,120 ¥15,180 1021865330

中国語における「空間動詞」の文法化研究 ―日本語と英語との関連で― 盧 濤 2000 9784891744083 ¥14,520 ¥21,780 1021865329

漢語語法変換研究 ―理論・原則・方法―（松山大学研究叢書 第28巻） 方 経民 1998 9784891743260 ¥8,360 ¥12,540 1021865328

中国語の諸相 大河内 康憲 1997 9784891743093 ¥7,040 ¥10,560 1021865327

書名 著編者 発行年 冊子ISBN
同時１アクセス

(本体)
同時３アクセス

(本体)
商品コード

■2011年-2015年6巻セット価格 - - - ¥60,940 ¥91,410 1021865333

中国語量詞の機能と意味 ―文法化の観点から― 橋本 永貢子 2014 9784863981539 ¥8,800 ¥13,200 1021865339

現代中国語方向補語の研究 丸尾 誠 2014 9784863981676 ¥9,900 ¥14,850 1021865340

現代中国語における「領属」の諸相 勝川 裕子 2013 9784863981218 ¥14,300 ¥21,450 1021865338

汉语意合语法研究 ―基于认知类型和语言逻辑的建构― 张 黎 2012 9784863981010 ¥10,560 ¥15,840 1021865337

中国語結果構文の研究 ―動詞連続構造の観点から― 石村 広 2011 9784863980884 ¥12,100 ¥18,150 1021865335

中国語の程度表現の体系的研究 時 衛国 2011 9784863980679 ¥5,280 ¥7,920 1021865336

近現代中国語学研究成果セット

■全12冊揃価格
同時1アクセス(本体) ¥116,380 同時3アクセス(本体) ¥174,570
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