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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  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219138 

同時1アクセス(本体) ¥2,200  

同時3アクセス(本体) ¥6,600  

商品コード 1030866926  

小説『三国志演義』の描く英雄たちの活躍に
よって、日本でもよく知られている三国時代。
本書では、その三国時代について、『三国志
演義』ではなく、史書の『三国志』でもなく、発
掘調査によって中国各地で出土した資料に
よりながら考える。 

「満洲国」の文学とその周辺 

岡田 英樹 著  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219145 

同時1アクセス(本体) ¥5,060  

同時3アクセス(本体) ¥15,180  

商品コード 1030866932  

「満洲国」における文学の状況について、
その初歩的な資料集めから始め、長年
研究を続けてきた著者の三作目となる
専著である。 

中国近現代の知識経験と文学 
（中国21 Vol.50）  

愛知大学現代中国学会 編  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219084 

同時1アクセス(本体) ¥2,200  

同時3アクセス(本体) ¥6,600  

商品コード 1030866935 

特集では、「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）」など論説8編を収録する。 

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

毛 丹青，佐藤 晴彦 著  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219046 

同時1アクセス(本体) ¥2,420  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

商品コード 1030866930  

マオ・タンセイ先生の名エッセイを教材
として、ハルヒコ先生が長文読解の“秘
訣”――「ツボ」「コツ」などを懇切丁寧
に解説します。 

龐居士の語録 さあこい！禅問答 

山田 史生 著 
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219022 

同時1アクセス(本体) ¥2,860  

同時3アクセス(本体) ¥8,580  

商品コード 1030866929  

龐居士（ほうこじ）は、唐代の在家の禅者。在家の禅者として
の立場を貫きつつ交わした禅僧との対話・問答の語録は早
くから記録され、1300年を経た現在まで「龐居士語録」として
伝わる。本書は、入矢義高氏が注釈した名著『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。入矢解説には無い、禅問答を心
から楽しむ姿勢が読む者にも伝わってくる。 

中国人留学生と「国家」・「愛国」・「近代」 
（神奈川大学人文学研究叢書42） 

孫 安石・大里 浩秋 著  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219077 

同時1アクセス(本体) ¥4,950  

同時3アクセス(本体) ¥14,850  

商品コード 1030866931  
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篇を収録。「国家」概念への認識、アイデンティ
ティーの確立、また満洲国建国後、もう一つの国家のアイデ
ンティティーを持つよう強制された苦悩や、中華人民共和国
建設後、国家（国民党か、共産党か）と愛国の選択に悩まさ
れた問題などを取り上げる。 
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特集華西辺疆研究  
（中国21 Vol.49） 

愛知大学現代中国学会 著  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219053  

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

商品コード 1030866934 

特集では、「シンポジウム 20世紀前半の華西辺疆研究と華西
学派」のほか、「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）、四川省における〈客家空間〉の生成―成
都市東山地区の都市景観開発を中心として―（河合洋尚）など、
論説9編、書評3編、書訊3編を収録する。 

2019年10月 

中国語筋トレみっちり基礎編 

木本 一彰 著  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219152  

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

商品コード 1030866933 
※音声ダウンロードが無料で可能です。詳細は「音声につい
て」のページをご参照ください。 イラストの口の形、舌の位置を
真似すれば中国語を正しく発音できる！ 「基礎会話編」では
「サイトラ」「同時通訳」といった方法も取り入れながら、課文を
繰り返し繰り返し発音練習。中国語単文のストックを増やし、日
本語→中国語の翻訳スピードをあげていくことで「話せる」よう
にする。実用的な「レストラン」「ショッピング」「病院」関連の用語
集を附す。 

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  
発行年 2019 

冊子版ISBN 9784497219039  

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

商品コード 1030866925 

現代に行われる「臨書」と古代における「臨書」に対する思念の
違いをはじめとして、古代から近現代までの歴史上の人物の
「書」に現れる「思想」を時代、地域、文化等のそれぞれの背景
のもとに解き明かす。本書は、日本と中国の歴代の能書家37
人に「甲骨・金文」「竹帛書」「法隆寺釈迦三尊像光背銘」を加
え時代順に配し、約170点の図版とその釈文を収録する。 

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 著  
発行年 2018 

冊子版ISBN 9784497218179  

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

商品コード 1030866922 

※音声ダウンロードが無料で可能です。詳細は「音声について」の
ページをご参照ください。 現役の放送通訳者が、ニュースやスピーチ
を用いて、内容理解から通訳に至る道筋を指導。第一部、第二部は多
彩な話者による語り下ろしのスピーチを収め、第三部はCCTV大富の
放送から、15分野51本のニュースをピックアップ。音声は、中国語原音、
同時通訳入り音声（第二部、第三部）、学習用にスピードを落として読
み直したゆっくりバージョン（第三部）を合計8時間以上収録。 

中国の現代演劇 ―中国話劇史概況― 

瀬戸 宏 著  
発行年 2018 

冊子版ISBN 9784497218186  

同時1アクセス(本体) ¥2,860 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

商品コード 1030866923 

『中国演劇の二十世紀』（1999年）の改訂版。前著への加筆お
よびあらたな章として、1930年代の話劇、「第一二章：ポスト新
時期の演劇─一九九〇年代の話劇と話劇系現代演劇」と「第
一三章：商業主義の氾濫と理想主義のかすかな閃き―二一世
紀の話劇と話劇系現代演劇」を加える。そのほか、写真を40枚
以上増やし、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。 

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  
発行年 2018 

冊子版ISBN 9784497218193  
同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

商品コード 1030866924 

1979年の上海ビールの味、魯迅が描く紹興酒の風景、台湾文学に登
場する清酒白鹿……中国文学研究者である著者が、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40年で大変貌を遂げた現代中国を語る。本書は、
『NHKラジオ中国語講座』テキスト（2003～2004年）の連載「中国酒で
味わう現代文化」を加筆修正し再構成。中国におけるここ十年の酒宴
の変貌についても新たに書き加えた。 

「玄怪録」と「伝奇」 （古代中国の語り物と
説話集 . 志怪から伝奇へ 続） 

高橋 稔 著  
発行年 2018 

冊子版ISBN 9784497218209  

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

商品コード 1030866927 

唐代の説話集の中から、六朝以来の「志怪」の特徴を残しつつ
著者の主張も盛り込んだ「玄怪録」（牛僧孺撰）と、創作的な要
素が強く、話のおもしろさを追究する姿勢が見られる「伝奇」
（裴鉶）を訳出し比較する。また京都大学中国語中国文学研究
室がレポジトリ公開した「魯迅『古小説鉤沈』校本」（中島長文
校・伊藤令子補正）で新たに加えられた「列異伝」の五種の話
を訳出し、前著を補った。 

汉语与汉语教学研究 第9号 (2018.07) 

漢語与漢語教学研究編集部 著  
発行年 2018 

冊子版ISBN 9784497218216  

同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

商品コード 1030866928 

桜美林大学孔子学院編集による語学研究雑誌。論文：「つつ
じ」の漢名（寺井泰明）・再说“侬”（吴悦）・两种《官话指南》沪
语译本三身代词对比研究（姚伟嘉）・汉语转折复句的结构与
教学（张猛）・“[没(有)･･･]了”句式的使用条件及其语法意义
（王学群）・中国語の“的时候”節のアスペクトについて（黄勇）、
座談会（对字本位的一些看法）、榎本英雄先生インタビューよ
りなる。 


