
中国を知ろう！ 　

２０１２年、中国の真実 宮崎　正弘／著 ワック 302.2

われ日本海の橋とならん 加藤 嘉一／著 ダイヤモンド社 302.2

現代中国「解体」新書 梁 過／著 講談社 S  302.2

中国社会の見えない掟 加藤 隆則／著 講談社 S  302.2

大中華圏 渡辺 利夫、寺島　実郎、朱建栄／編 岩波書店 302.2

現代中国を知るための５０章 髙井　潔司，藤野　彰、遊川　和郎／編著 明石書店 302.2

いまどきの中国人　13億人の素顔に迫る サーチナ 中国情報局／著 ソフトバンクパブリッシング 302.2

21世紀中国はどう変貌するか NHK「中国」プロジェクト／編著 日本放送出版協会 302.2

てなもんや中国人ビジネス 谷崎 光／著 講談社 302.2

中国のいまがわかる本 上村 幸治／著 岩波書店 YA  S  302

中国人（カルチャーショック　０９） ケビン・シンクレア／著 河出書房新社 302.2

中国は崩壊しない 陳 惠運、野村　旗守／著 文藝春秋 312.2

胡錦涛　２１世紀中国の支配者 楊 中美／著 日本放送出版協会 312.2

日中国交正常化 服部 龍二／著 中央公論新社 S  319.1

中国　上・下 ヘンリー・A.キッシンジャー／著 岩波書店 319.5

「感謝」と「謝罪」　はじめて聞く日中“異文化”の話 相原 茂／著 講談社 361.4

日中比較・生活文化考 王 敏／著 原人舎 361.5

世界の食文化　2　中国 石毛 直道／監修 農山漁村文化協会 383.8

上海放生橋故事(ものがたり) 英 伸三／著 アートダイジェスト 748

入門中国の歴史 小島 晋治／監訳 明石書店 222

中国の歴史 人民教育出版社歴史室／編著 明石書店 222

中国の歴史を知るための60章 並木 頼壽／編著 明石書店 222

真実の中国史（1840-1949） 宮脇 淳子／著 李白社 222

中国歴史地図 朴 漢済／編著 平凡社 222

現代中国の歴史 久保 亨／著 東京大学出版会 222

中国が葬った歴史の新・真実 黄 文雄／著 青春出版社 222

　　　　　ＹＡ …ヤングアダルト

　　　　　　Ｓ …新書
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中国の歴史

  ここだけは行ってみたい                                                                                                    

      中国の景色   

       ピエ・ブックス 

        日中国交正常化    

  田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 
 

       服部 龍二／著               

                中公新書     

万里の長城や秦の始皇帝陵・兵馬俑

などの歴史的遺産や、雄大な自然な

ど、行ってみたくなるような中国の

景色が満載の写真集です。 

日中国交正常化の過程を、外交記録、

インタビューなどで構成した一冊。

ドキュメンタリータッチで、読みや

すいです。 

1972年９月、日本と中国の国交正常化が成立しました。今年は成立４０周年ということで、 

両国でさまざまなイベントが開かれています。中国についてもっと知ってみませんか？ 

今まで知らなかった中国に出会えるかもしれませんよ。                      



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請求記号
年表でたどる中国の歴史　第１巻～第３巻 島崎 晋／著 汐文社 児 　222

現代中国をつくった人びと 日中友好会館日中近現代史編集委員会／編 日経出版販売日経事業出版センター 222

図説「史記」の世界 山口 直樹／写真・編 河出書房新社 222

三星堆・中国古代文明の謎 徐 朝竜／著 大修館書店 222

知識ゼロからの三国志入門 立間 祥介／著 幻冬舎 222

三国志誕生　真のヒーローは誰か 尾鷲　卓彦／著 影書房 222

三国志を行く 諸葛孔明篇 井波 律子／著 新潮社 222

図説写真で見る満州全史 平塚 柾緒／著 河出書房新社 222.5

「満洲国」とは何だったのか 植民地文化学会／編著 小学館 222.5

よいこの文化大革命 武田 雅哉／著 広済堂出版 222

赤い大地黄色い大河 アンコー・チャン／著・絵 今人舎 児　 222

中国の美術 古田 真一／編 昭和堂 702.2

中国の仏教美術 久野 美樹／著 東信堂 702.2

中華図像遊覧 杉原 たく哉／著 大修館書店 702.2

北京なるほど文化読本 千田 大介／編 大修館書店 702.2

敦煌の美と心　シルクロード夢幻 李 最雄、魯 芸／著　ほか 雄山閣出版 222.1

図説敦煌 大橋 一章／著 河出書房新社 222.1

ジュディの中国絵画って面白い ジュディ・オング／著 二玄社 722.2

謎の名画・清明上河図 野嶋 剛／著 勉誠出版 722.2

説き語り中国書史 石川 九楊／著 新潮社 728.2

中国書道史 角井 博／監修 芸術新聞社 728.2

すぐわかる中国の書 可成屋／編 東京美術 728.2

中国の版画 小林 宏光／著 東信堂 732.2

京劇への招待 魯 大鳴／著 小学館 772.2

中国映画の100年 佐藤 忠男∥著 二玄社 778.2

さよなら、ビビアン アニー・ベイビー／著 小学館 923  アニベ

雲上的少女 夏 伊／著 文藝春秋 923　カ

悲しみは逆流して河になる 郭 敬明／著 講談社 923  グオ

海狼(シー・ウルフ) 呉 民民／作 小学館 923  ゴ

飢餓の娘 虹 影／著 集英社 923  コウ

霊山 高 行健／著 集英社 923  コウ

母 高 行健／著 集英社 923  コウ

神なるオオカミ　上・下 姜 戎／著 講談社 923  ジャン

河・岸 蘇 童／著 白水社 923  ス

世界を売った男 陳 浩基／著 文藝春秋 923  チン

山の郵便配達 彭 見明／著 集英社 923  ホウ

兄弟　上・下 余 華／著 文藝春秋 923  ユイ

ワイルド・スワン　上・下 ユン・チアン／著 講談社 936  チアン

中国に行ってみよう！

ここだけは行ってみたい　中国の景色 　 ピエ・ブックス 292.2

新シルクロードの旅　１～3 NHK取材班／監修 講談社 292.2

写真集新シルクロード 稲越 功一／著 日本放送出版協会 748

必読!中国旅行ハンドブック 彭 飛／著 DHC 292.2

中国の旅、食もまた楽し 邱 永漢／著 新潮社 292.2

上海歴史散歩 邸 景一／文 日経BP企画 292.2

北京・上海<小さな街物語> 原口 純子／著 JTB 292.2

観光コースでない「満州」 小林 慶二／文 高文研 292.2

北京を見る読む集める 森田 憲司／著 大修館書店 292.2

北京古い建てもの見て歩き 高井 潔／著 ダイヤモンド・ビッグ社 522.2

蘇州慕情 梅原 貞晴／著 新風舎 292.2

　　　　　　児 …児童書

現代中国文学

中国の芸術・文化


