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2019年 新規配信タイトル 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ハングル能力検定試験5級直前模試  2018 9784863983069 ¥4,180  ¥6,270  1030956576 

ハングル能力検定試験4級直前模試  2018 9784863983076 ¥4,840  ¥7,260  1030956577 

ハングル能力検定試験3級直前模試  2018 9784863983083 ¥5,720  ¥8,580  1030956578 

ハングル能力検定試験準2級直前模試  2018 9784863983090 ¥5,940  ¥8,910  1030956579 

李 昌圭 著 

4冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥20,680 ¥31,020 

ハン検合格特訓シリーズ 

ハングル能力検定試験各級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試験内容
改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の模擬試験をそれ
ぞれ５回分収録。本試験と同じ形式の実戦的な模擬試験、出題内容の詳細な情報、豊富
な合格資料を通して短期間で効率よく試験対策ができるように構成。検定対策のほか韓国
語学習の段階別理解度の測定にも活用できる。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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書名 発行年 冊子版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1級・1級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983151  ¥5,500  ¥8,250  1030956580  

中検準4級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983113  ¥4,180  ¥6,270  1030956581  

中検4級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983120  ¥4,400  ¥6,600  1030956582  

中検3級試験中検3級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983137  ¥4,400  ¥6,600  1030956583  

中検2級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983144  ¥4,620  ¥6,930  1030956584  

日本中国語検定協会 編 

中検各級試験問題 
［第92・93・94回］解答と解説【音声付】 

2019年 新規配信タイトル 

2017年6月（第92回）、11月（第93回）、2018年3月（第94回）実施の試験問題に、
解答と詳しい解説を付す検定協会公式の級別試験問題解説集。 

5冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥23,100 ¥34,650 
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漢帝国成立前史 ―秦末反乱と楚漢戦争― 
同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784863983236  

著編者名 柴田 昇 発行年 2018 商品コード 1030956570 

約四百年にわたって続き、後の中国王朝の原型となった漢帝国は、どのようにして始まったのか。秦末の社会状況と陳勝呉広の
乱に代表される民衆反乱の発生から、項羽・劉邦の登場、秦帝国の滅亡、項羽の分封、そして楚漢戦争の終結に至るまでの歴史
的過程を再検討し、統一王朝誕生の実像に迫る。巻末に秦末楚漢戦争期月表、研究者名索引を付す。 

HSK成語用法 ―解釈・例文・練習― 
同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784863982987  

著編者名 郭 春貴 発行年 2018 商品コード 1030956574 

新HSK 5 級・6 級113 の成語の意味と用法を、例文を交えて解説。名詞、動詞あるいは形容詞として使われるのか、否定の形はあ
るのかなど、具体的に説明する。また、誤用例を分析することで、さらに深い理解を目指す。練習問題は並べ替え、日文中訳、中
文日訳を用意。レベルアップを目指す上級学習者にも役立つ一書。 

古典のなかの<治療世界> 
 ―<癒>へのインサイド・アウト― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784863982420  

著編者名 角屋 明彦 発行年 2016 商品コード 1030956569 

古代の昏迷の内に『黄帝内経』が編まれ、約二千年の時のなかで整備され、西欧近代文化のインパクトを受けて現代の中医学に
至った。…と、そう考えられている。しかし事実は違う。黄帝派は確かに主流となったが、扁鵲派という別の流れが存在したのである。
本書はこれら二つの流れ、中国医学史の二本の〈経絡〉に光を照射しようとするものである。 

中国語の教室 
同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784863981409  

著編者名 張勤 発行年 2014 商品コード 1030956568 
※本書の音声無料ダウンロードサービスが利用可能です。詳細は「まえがき」のページをご参照ください。 全15課。短い会話文と
簡易な文章を配し、表現と読解の両方から文法強化をはかる。文法項目は基本文法を厳選し、構造と使い方を日本語と対比しな
がら分かりやすく説明。更に簡潔な例文を豊富に附し理解度を深める。練習は音読に力を入れるほか、検定試験形式に慣れる問
題も配置。web学習をサポートするコンテンツを用意。さまざまな形で学べるwebテキスト。 

六朝期における仏教受容の研究 
同時1アクセス（本体） ¥19,962 

同時3アクセス（本体） ¥29,944 

冊子版ISBN 9784863981720  

著編者名 遠藤 祐介 発行年 2014 商品コード 1030956571 

第一部「六朝期知識人の宗教的関心と仏教受容」で中国知識人の論文・書簡・文学作品から宗教的関心を洗い出し、彼らの主体
的な仏教受容の歴史を提示した。第二部「三教論争における諸問題」では三教論争の論点と展開を分析した。結論では第二部の
知見を第一部で知り得た歴史的な流れに位置付け、新たな視点から明かされた六朝期における仏教受容の特徴を指摘した。 

中国語中級作文 改訂版 
同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784863981041  

著編者名 高橋海生 発行年 2013 商品コード 1030956572 

全25 課+総合練習1 ～ 6 。補語といくつかの特殊文型に重点を置き、基本的かつ重要な文法表現を習得できるよう、可能な限り
多様で到達度の高い練習問題を用意した。改訂にあたり、説明に若干の手直しと補充を加え、練習問題に新しい単語や言い方を
取り入れた。巻末に中国語の基本構造と中国語の品詞一覧を付した。 

韓国語上級への道トレーニングノート 
同時1アクセス（本体） ¥6,325 

同時3アクセス（本体） ¥9,487 

冊子版ISBN 9784891748968  

著編者名 前田 真彦 発行年 2009 商品コード 1030956575 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 新聞やニュースを主材料に、中級から上級へのレベルアップのためのトレーニ
ングを12週分収録。各週、読解／韓訳／短作文／語彙／ニュースディクテーションと「学習エッセイ」からなる。韓国語能力試験高
級・ハングル能力試験準２級以上の対策に最適。 

はじめての漢詩創作 
同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784891747510  

著編者名 鷲野 正明 発行年 2005 商品コード 1030956573 

予備知識がない状態からでも一首読めるようになる、漢詩作りの入門書。作詩の規則、漢詩に用いられることば、句や詩の構成に
ついて、多くの名作を例に懇切丁寧に説明する。例として挙げられた詩の解説も詳しく、作品鑑賞としても楽しめる。実作に役立つ
韻字表や、引用詩、作詩に関する重要語句の索引が付録につき、文字も大きく利用しやすい。 

2019年 新規配信タイトル 
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好評配信中タイトル  

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巻揃価格 - - - ¥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巻揃価格 - - - ¥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 
1995～2015年 全12冊 

全12冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥116,380 ¥174,570 

4 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

