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A-1 ハン・スーイン 川口洋・美樹子 長兄　周恩来の生涯 新潮社 1996年
A-2 松野谷夫 遥かなる周恩来 朝日新聞社 1981年
A-3 鳥居民 周恩来試論　周恩来と毛沢東 草思社 1975年
A-4 梨本祐平 周恩来 勁草書房 1967年
A-5 岡本隆三 小説　周恩来 新人物往来社 1973年
A-6 許芥昱 高山林太郎 周恩来――中国の蔭の傑物 刀江書院 1971年
A-7 米谷健一郎 周恩来　日本を語る 実業之日本社 1972年
A-8 ディック・ウィルソン 田中恭子・立花 周恩来　不倒翁波瀾の生涯 時事通信社 1987年
A-9 楊中美 児野道子訳/矢 胡耀邦[ある中国指導者の生と死] 蒼蒼社 1989年
A-10 柴田穂 毛沢東と周恩来 浪曼 1974年
A-11 渡辺利夫　小島朋 毛沢東と鄧小平 NTT出版 1994年
A-12 鳥居民 毛沢東　五つの戦争　中国現代史論 草思社 1970年
A-13 内藤陽介 マオの肖像　毛沢東切手で読み解く現代中国 雄山閣出版 1999年
A-14 各務寮一 毛沢東の政治 三一書房 1966年
A-15 逄先知 竹内実/浅野純 秘書がみた思想の源泉　毛沢東の読書生活 サイマル出版会 1995年

A-16
何仲山　李松林
陳述　姚小玲

毛沢東与蒋介石　半个世紀的較量 中国档案出版社 1993年

A-17 ジェローム・チェン 徳田教之 毛沢東　毛と中国革命 筑摩叢書 1971年
A-18 西河毅 毛沢東評伝　その鮮烈なる個性・生涯・詩 わせだ書房 1976年
A-19 師哲 劉俊南・横澤泰 毛沢東側近回想録 新潮社 1995年

A-20 記載無 今日の毛沢東路線と日本共産党
日本共産党中央委
員会出版局

1968年

A-21 ハン・スーイン 松岡洋子 The Morning Deluge　毛沢東 毎日新聞社 1973年
A-22 Ｋ．Ｓ．カロル 内山敏 毛沢東の中国 読売新聞社 1967年
A-23 戴晴 田畑佐和子 毛沢東と中国知識人　延安整風から反右派闘 東方書店 1990年

A-24 記載無 矢吹晋
毛沢東　政治経済学を語る　ソ連≪政治経済学
≫読書ノート

現代評論社 1974年

A-25 野村浩一 毛沢東 講談社 1978年
A-26 中西功 中国革命と毛沢東思想　中国革命史の再検討 青木書店 1969年
A-27 武田泰淳・竹内実 毛沢東　その詩と人生 文芸春秋 1965年

A-28
Ａ．Ｍ．ルミャンチェ
フ

飯塚利男
毛沢東思想の源泉と発展　毛沢東主義の非マ
ルキスト的本質性について

東京経済 1994年

A-29 李志綏 新庄哲夫 毛沢東の私生活（上） 文芸春秋 1994年
A-30 李志綏 新庄哲夫 毛沢東の私生活（下） 文芸春秋 1994年
A-31 柴田穂 毛沢東の悲劇　１文化大革命の発端 サンケイ新聞社 1979年
A-32 柴田穂 毛沢東の悲劇　２文化大革命の激動 サンケイ新聞社 1979年
A-33 柴田穂 毛沢東の悲劇　３文化大革命の混迷 サンケイ新聞社 1979年
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A-34 柴田穂 毛沢東の悲劇　４後継者林彪の転落 サンケイ新聞社 1979年
A-35 柴田穂 毛沢東の悲劇　５周恩来の時代 サンケイ新聞社 1979年

A-36 記載無
東京大学金代中
国史研究会

毛沢東思想万歳（上） 三一書房 1974年

A-37 記載無
東京大学金代中
国史研究会

毛沢東思想万歳（下） 三一書房 1975年

A-38 記載無 記載無 毛沢東語録
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1966年

A-39 記載無 記載無 毛沢東語録 新華書店 1968年
A-40 竹内実 毛沢東ノート 神泉社 1971年
A-41 神子侃　水野史郎 孫子と毛沢東―中国人思考の秘密― 金沢文庫 1973年

A-42 記載無 記載無 毛沢東選集　第一巻
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1968年

A-43 記載無 記載無 毛沢東選集　第二巻
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1968年

A-44 記載無 記載無 毛沢東選集　第三巻
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1968年

A-45 記載無 記載無 毛沢東選集　第四巻
日本共産党中央委
員会出版部

1964年

A-46 記載無 記載無 毛沢東選集　第五巻
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1977年

A-47 記載無 記載無 毛沢東選集　第五巻
人民出版社（出版）
新華書店（発行）

1977年

A-48 記載無 記載無 毛沢東選集
人民出版社（出版）
新華書店（発行）

1964年

A-49 記載無 記載無 毛沢東著作選
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1967年

A-50 記載無 記載無 毛沢東著作選
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1967年

A-51 記載無 太田勝洪 毛沢東　外交路線を語る 現代評論社 1975年

A-52 記載無 記載無 レーニン語録集
外文出版社（出版）
中国国際書店（発

1966年

A-53 平松茂雄 鄧小平の軍事改革 勁草書房 1989年
A-54 江之楓 戸張東夫 インサイド・ドキュメント　鄧小平　最期の闘争 徳間書店 1990年
A-55 高木桂蔵 正伝鄧小平 秀英書房 1978年
A-56 伊藤正 鄧小平秘録　上 扶桑社 2008年
A-57 伊藤正 鄧小平秘録　下 扶桑社 2008年
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A-58 張佐良 早坂義往 周恩来・最後の十年　ある主治医の回想録 日本経済新聞社 1999年
A-59 楊逸舟 蒋介石評伝（上巻）　覇権への道 共栄書房 1979年
A-60 楊逸舟 蒋介石評伝（下巻）　毛沢東との血戦史 共栄書房 1983年

A-61
ＮＨＫ取材班　臼井
勝美

張学良の昭和史最後の証言 角川書店 1991年

A-62 銭基琛 濱本良一 銭基琛回顧録　中国外交20年の証言 東洋書院 2006年

A-63
エドウィン・O・ライ
シャワー

國弘正雄 ライシャワーの日本史 文芸春秋 1986年

A-64
ヘンリー・キッシン
ジャー

桃井眞　斉藤彌
三郎　小林正文
大朏人一　鈴木

キッシンジャー秘録　第三巻　北京へ飛ぶ 小学館 1980年

A-65 吉田曠二 魯迅の友・内山完造の肖像 新教出版社 1994年
A-66 宮崎世民 宮崎世民回想録 青年出版社 1984年
A-67 賈英華 日中文化学院 愛新覚羅　溥儀　最後の人生 時事通信社 1995年
A-68 伊藤律 伊藤律回想録　北京幽閉二七年 文芸春秋 1993年
A-69 船木繁 皇弟溥傑の昭和史 新潮社 1989年
A-70 山田清三郎 皇帝溥儀 くろしお出版 1960年
A-71 松野谷夫 中国の指導者　周恩来とその時代 同友社 1961年
A-72 宮森繁 実録　中国「文革」礼賛者たちの節操 新日本出版社 1986年
A-73 A・スメドレー 阿部知二 偉大なる道　上　―朱徳の生涯とその時代― 岩波書店 1955年
A-74 A・スメドレー 阿部知二 偉大なる道　下　―朱徳の生涯とその時代― 岩波書店 1955年
A-75 A・スメドレー 中理子 中国紅軍は前進する 東邦出版社 1976年

A-76
ハリソン・E・ソール
ズベリー

三宅真理　ＮＨＫ
取材班

天安門にたつ―新中国40年の軌跡 日本放送出版協会 1989年

A-77 石島紀之 中国抗日戦争史 青木書店 1984年

A-78 佐々木睦海
中国共産党対外路線の検証　「文革」以後20年
の混迷と矛盾

新日本出版社 1987年

A-79 エドガー・スノー 松岡洋子 革命、そして革命・・・　Long Revolution 朝日新聞社 1972年
A-80 宇野重昭 中国共産党史序説（上） 日本放送出版協会 1973年
A-81 宇野重昭 中国共産党史序説（下） 日本放送出版協会 1974年

A-82 エドガー・スノー 松岡洋子
中国の赤い星―増補改訂版―　エドガースノー
著作集　第2巻

筑摩書房 1972年

A-83 C・ジョンソン 田中文蔵 中国革命の源流 弘文堂新者 1967年
A-84 宇野重昭 中国共産党　その歴史と実態 日本実業出版社 1981年

A-85 厳家基　高皐
リュウ・グアンイ
ン

ドキュメント　中国文化大革命　上巻　毛沢東と
林彪

ＰＨＰ研究所 1987年
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A-86 厳家基　高皐
リュウ・グアンイ
ン

ドキュメント　中国文化大革命　下巻　毛沢東と
江青

ＰＨＰ研究所 1987年

A-87 エドガー・スノー 宇佐美誠二郎 新版　中国の赤い星 筑摩書房 1952年
A-88 藤原彰　今井清一 十五年戦争史　1　満州事変 青木書店 1988年
A-89 藤原彰　今井清一 十五年戦争史　2　日中戦争 青木書店 1988年

A-90
江上波夫　梅原猛
上山春平　中根千

天城シンポジウム　日本と中国　民族の特質を
探る

小学館 1982年

A-91 藤原禮之助 <改訂版>日中交流二千年 東海大学出版会 1988年

A-92 陳肈斌
戦後日本の中国政策―1950年代東アジア国際
政治の文脈

東京大学出版会 2000年

A-93 中嶋嶺雄 増補決定版　日本人と中国人ここが大違い 文芸春秋 1990年
A-94 安藤彦太郎 日本人の中国観 勁草書房 1971年
A-95 松本一男 中国を深く理解する　中国人と日本人 サイマル出版会 1987年
A-96 記載無 中国21　Ｖｏｌ２ 風媒社 1997年
A-97 胡令遠　徐静波 近代以来中日文化関係的回顧与展望 上海財経大学出版 2000年
A-98 さねとう・けいしゅう 中国人　日本留学史 くろしお出版 1960年

A-99
日本中国友好協会
（正統）中央本部編

日中友好運動史 青年出版社 1975年

A-100 王晓秋 中華近代文化史業書　近代中日文化交流史 中華書局 2000年
A-101 光田明正 中華の発想と日本人 講談社 1993年
A-102 郭沫若 岡崎俊夫 抗日戦回想録 中央公論社 1959年

A-103 記載無
別冊歴史読本　第83号　未公開写真に見る日
中戦争

新人物往来社 1989年

A-104
王智新　趙軍　朱
建栄

「つくる会」の歴史教科書を斬る―在日中国人
の視点から

日本僑報 2001年

A-105 佐伯有清 日本の古代国家と東アジア　古代史選書6 雄山閣出版 1986年
A-106 山田辰雄 日中関係の150年―相互依存・競存・敵対 東方書店 1994年
A-107 楊正光 今枝二郎 日中関係簡史 五月書房 1984年
A-108 太田尚樹 満州裏史　甘粕正彦と岸信介が背負ったもの 講談社 2005年

A-109
易顕石　張徳良
陳崇橋　李鴻鈞

早川正 中国側から見た「満州事変」九・一八事変史 新時代社 1986年

A-110 張群 古屋泰二 張群外交秘録　日華・風雲の七十年 サンケイ出版 1980年
A-111 古森義久 日中再考 産経新聞社 2001年
A-112 金明善 中国人の日本経済論 谷沢書房 1992年
A-113 罗晃潮 日本華僑史 広東高等教育出版 1994年

A-114
李玉　湯重南　林
振江

中国的日本史研究 世界知識出版社 2000年



ラベル番
号

著者 翻訳者 書名 発行 出版年 内容

A-115 宗越倫 熊谷治 中日民族文化交流史 弘文堂 1970年

A-116
伊東昭雄　小島晋
治　光岡玄　板垣
望　杉山文彦　黄

中国人の日本観100年史 自由国民社 1975年

A-117 鹿地亘 回想記「抗日戦争」のなかで 新日本出版社 1982年
A-118 周祥賡 日本居留四十年　周祥賡自伝 栄順貿易 1966年

A-119
南京市文史資料研
究会

加々美光行　姫
田光義

証言・南京大虐殺　戦争とはなにか 青木書店 1984年

A-120 劉徳有 わが人生の日本語 日本僑報社 2007年
A-121 金文学　金英蘭 中国人、日本人、韓国人 山東人民出版社 2002年

A-122
中国中日関係史学
会

竹吉次朗
新中国に貢献した日本人たち―友情で綴る戦
後史の一コマ

日本僑報社 2003年

A-123 段跃中 当代中国人看日本 北京出版社 1999年
A-124 森武麿 日本の歴史⑳　アジア・太平洋戦争 集英社 1993年
A-125 山田信夫 日本華僑と文化摩擦 巌南堂書店 1983年
A-126 夏林根　董志正 中日関係辞典 大連出版社 1991年
A-127 邵毓麟 本郷賀一 抗日戦勝利の前後―中国からみた終戦秘話― 時事通信社 1968年
A-128
A-129 大庭脩 江戸時代の日中秘話 東方選書 1980年
A-130 さねとう・けいしゅう 中国留学生史談 第一書房 1981年
A-131 岩中祥史 中国人と名古屋人 はまの出版 1995年
A-132 小島襄 日中戦争　vol1 1925-1931 文芸春秋 1984年
A-133 小島襄 日中戦争　vol2 1932-1937 文芸春秋 1984年
A-134 小島襄 日中戦争　vol3 1937-1945 文芸春秋 1984年

A-135 孫東民　于青
段躍中　横掘幸
絵　鄭萍　芦澤
礼子　高橋庸子

永遠の隣人　人民日報に見る日本人 日本僑報社 2002年

A-136 杉原逹 中国人強制連行 岩波新書 2002年
A-137 小島淑男 留日学生の辛亥革命 青木書店 1989年

A-138
外務省アジア局中
国課監修

日中関係基本資料集　一九四七年―一九六九
年

霞山会 1970年

A-139 林金莖 戦後の日華関係と国際法 有斐閣 1987年

A-140 金熙徳
董宏　鄭成　須
藤健太郎

二一世紀の日中関係 日本僑報社 2004年

A-141 宋越倫 熊谷治 中日民族文化交流史 弘文堂 1970年

A-142 森戸睦子
大連”引揚げ”を見届けた男　高橋庄五郎の日
中友好50余年

創土社 2000年
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A-143 馬黎明 当代日本与中日関係 天津社会科学院出 2003年

A-144 劉恵吾　劉学照 横山宏章
【日本帝国主義侵華史略】中国からみた日本近
代史

早稲田大学出版部 1987年

A-145 ＮＨＫ取材班 幻の外務省報告書　中国人強制連行の記録 ＮＨＫ出版 1994年
A-146 蕭向前 竹内実 中日国交回復の記録　永遠の隣国として サイマル出版会 1994年
A-147 陳志江 从昭和到平成　中日15年報道文集 日本僑報社 2004年
A-148 石飛仁 中国人強制連行の記録 三一書房 1997年
A-149 森下修一 国共内戦史 三州書房 1971年
A-150 横山宏章 日中の障壁　戦争と友好の大償 サイマル出版会 1994年
A-151 永野武 歴史とアイデンディディ　在日中国人 明石書店 1994年

A-152 游仲勲
華僑は中国をどう変えるか　未来しの資本主義
大国の行方を探る

ＰＨＰ研究所 1993年

A-153
野村総研香港有限
公司

香港と華人経済圏　アジア経済を制する華人パ
ワー

日本能率協会マネ
ジメントセンター

1992年

A-154
スターリング・シー
グレーブ

山田耕介 華僑王国　環太平洋時代の主役たち サイマル出版会 1996年

A-155 白神義夫 華僑に学ぶ100カ条 三樹書房 1994年
A-156 菅原幸助 日本の華僑 朝日新聞社 1979年
A-157 楊文魁 在日華僑が書いた華僑・ユダヤ・日本の民族商 中央経済社 1995年
A-158 莫邦富 新華僑　―世界経済を席捲するチャイナ・ドラゴ 河出書房新社 1993年

A-159 朱慧玲 高橋康子
日本華僑華人社会の変遷～日中国交正常化
以後を中心に～

日本僑報社 2003年

A-160 蔡仁龍 唐松章
インドネシアの華僑・華人　その軌跡と現代華人
企業の行方

鳳書房 1993年

A-161 段柏林 論文随想　中華思想と華僑
アジア文化総合研
究所出版会

1992年

A-162 酒井忠夫 東南アジアの華人文化と文化摩擦 巌南堂書店 1983年
A-163 陳逹 満鉄東亜経済調 南洋華僑と福建・広東社会 青史社 1986年

A-164 西村俊一
現代中国と華僑教育　新世紀に向かう東アジア
の胎動

多賀出版 1991年

A-165 樋泉克夫 華僑コネクション 新潮社 1993年
A-166 飯島渉 華僑・華人史研究の現在 汲古書院 1999年
A-167 井出季和太 南洋と華僑 三省堂 1941年
A-168 井出季和太 支那民族の南方発展史 刀江書院 1943年
A-169 李春輝　楊生茂 美洲華僑華人史 東方出版社 1990年
A-170 游仲勲 華僑経済の研究 アジア経済研究所 1969年
A-171 鄭林寛 満鉄東亜経済調 福建華僑の送金 満鉄東亜経済調査 1943年



ラベル番
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A-172
平野善太郎　清野
謙次

太平洋の民族=政治学 日本評論社 1942年

A-173 逸見重雄 仏領印度支那研究 日本評論社 1941年
A-174 Ｋ・Ｐ・ランドン 太平洋問題調査 タイ國の華僑 同盟通信社 1944年
A-175 呉主恵 華僑本質論 千倉書房 1934年
A-176 内田直作 日本華僑社会の研究 同文館 1949年
A-177 長野朗 華僑（支那民族の海外発展） 支那問題研究所 1928年
A-178 中華会館 落地生根　神戸華僑と神阪中華会館の百年 研文出版 2000年
A-179 企画院編纂 華僑の研究 松山房 1939年
A-180 須山卓 華僑経済史 近藤出版社 1972年
A-181 戴國煇 華僑「落葉帰根」から「落地生根」への苦悶と矛 研文出版 1980年
A-182 山田修 華僑　最強の家業経営 日本実業出版社 1996年

A-183
スティーブン・フィッ
ツジェラルド

鹿島平和研究所 中国と華僑 鹿島研究所出版会 1974年

A-184 游仲勲 世界のチャイニーズ　膨張する華僑・華人の経 サイマル出版会 1991年
A-185 白神義夫 華僑・華人の異相展開 ワイエス出版 1994年
A-186 戴國煇 もっと知りたい華僑 弘文堂 1991年
A-187 成田節男 補増　華僑史 蛍雪書院 1941年

A-188
須山卓　日比野丈
夫　蔵居良造

華僑　改訂版 ＮＨＫブックス 1974年

A-189 成田節男 補増　華僑史 蛍雪書院 1941年
A-190 内田直作 日本華僑社会の研究 同文館 1949年
A-191 劉継宣　種村保三 中華民族南洋開拓史 東都書籍 1943年
A-192 游仲勲 21世紀の華人・華僑　その経済力が世界を動か ジャパンタイムズ 2001年
A-193 朱炎 アジアの新龍　華人ネットワークの秘密 東洋経済新報社 1995年
A-194 日本経済新聞社 華僑　商才民族の素顔と実力 日本経済新聞社 1981年

A-195
周望森　吴潮　趙
向前

華僑華人研究論書 中国華僑出版社 2001年

A-196
ガース・アレキサン
ダー

早良哲夫
華僑・見えざる中国　華僑は「東洋のユダヤ人」
か

サイマル出版会 1975年

A-197 戴國煇 華僑「落葉帰根」から「落地生根」への苦悶と矛 研文出版 1980年
A-198 高木桂蔵 華僑の商法　中国人―強さの秘密 総合法令出版 1995年
A-199 游仲勲 世界経済の覇者　華人経営者の素顔 時事通信社 1995年
A-200 神戸新聞社 素顔の華僑　逆境に耐える力 人文書院 1987年
A-201 根津清 客家　最強の華僑集団 ダイヤモンド社 1994年

A-202
蔡北華　張文香
王恵珍　王季深

海外華僑華人発展簡史
上海社会科学院出
版社

1992年
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A-203
世界華商貿易会議
連絡所編

華商名録　第三版 商務印書館
中華民
国60年

A-204
可児弘明　斯波義
信　游仲勲

華僑・華人事典 弘文堂 2002年

A-205 森田靖郎
華人資本主義の衝撃　チャイニーズネットワー
クの読み方

ＰＨＰ研究所 1995年

A-206 今堀誠二 マラヤの華僑社会 アジア経済研究所 1973年
A-207 岡本隆三 華僑集団　その実力と商法の秘訣 番町書房 1973年

A-208 孫忠利
華僑ビジネスの秘密　日本生まれの富豪華僑
が語る―これが華僑・華人商法の強い理由

こう書房 1996年

A-209
内田直作　塩脇幸
四郎

留日華僑経済分析 河出書房 1950年

A-210 林基根 一位旅日老華僑的後半生 中国文化出版社 2008年
A-211 リン・パン 片柳和子 華人の歴史 みすず書房 1995年

A-212
曽士才　西澤治彦
瀬川昌久

暮らしがわかるアジア読本　中国 河出書房出版 1995年

A-213 貝塚茂樹 中国とは何か 朝日新聞社 1967年

A-214

姫田光義　阿部治
平　笠原十九司
小島淑男　高橋孝
助　前田利昭

中国近現代史　上巻 東京大学出版会 1982年

A-215 宇野重昭　天児慧 20世紀の中国　政治変動と国際契機 東京大学出版会 1994年
A-216 上村幸治 中国　権力核心 文芸春秋 2000年
A-217 何博伝 大野静二 中国・未来への選択　かくも多き難題の山 日本放送出版協会 1990年
A-218 堀川哲男 中国近代の政治と社会 法律文化社 1981年
A-219 小島朋之 現代中国の政治　その理論と実践 慶應義塾大学出版 1999年
A-220 黄敬華 藤井満洲男　鍵 中国近代史話 東方書店 1974年
A-221 李大同 三潴正道　而立 『氷点』停刊の舞台裏 日本僑報社 2006年
A-222 天児慧 中国の21世紀 東洋経済新報社 1997年

A-223 中嶋嶺雄
現代中国の政治と戦略　革命国家はこのまま
「西側化」するのか

ＰＨＰ研究所 1984年

A-224 船橋洋一 内部　ある中国報告 朝日新聞社 1983年
A-225 朱建栄 「人治国家」中国の読み方　台頭する新世代群 日本経済新聞社 1997年
A-226 邱永漢 中国人の思想構造 中央公論社 1997年
A-227 玉嶋信義 中国の眼―魯迅から周恩来までの日本観― 弘文堂 1959年



ラベル番
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A-228

福武直　坂野政高
大内力　隅谷三喜
男　西嶋定生　玉
野井芳郎　斎藤眞
椎名重明　岡田与
好　宇沢弘文　滋
賀秀三　坂本楠彦

現代の中国 東京大学出版会 1977年

A-229 増井経夫 中国の歴史と民衆 吉川弘文館 1972年
A-230 増井経夫 『智嚢』中国人の知恵 朝日選書 1978年

A-231 千石保　丁謙
中国人の価値観　変わりゆく社会意識とライフ
スタイル

サイマル出版会 1992年

A-232 末木文美士　曹章 現代中国の仏教 平河出版社 1996年

A-233
N.クリストフ＆S.
ウーダン

伊藤正　伊藤由
紀子

新中国人 新潮社 1996年

A-234
フォックス･バター
フィールド

佐藤亮一 中国人　上巻 時事通信社 1983年

A-235
フォックス･バター
フィールド

佐藤亮一 中国人　下巻 時事通信社 1983年

A-236 楊燕民責任編纂 回国五十年　建国初期回国旅日華僑留学生文 台海出版社 2003年
A-237 徳田教之 毛沢東主義の政治力学 慶應通信 1977年

A-238
大平正芳回想録刊
行会

大平正芳回想録―資料編 鹿島出版会 1982年

A-239
≪連貫同志記念文
集≫編写組

賢者不朽―連貫同志記念文集 中国華僑出版社 1995年

A-240 小谷豪二郎 蔣経國伝―現代中国八十年史の証言 プレジデント社 1990年
A-241 張聿法・余起棻 浦野起央・劉甦 第二次世界大戦後戦争全史 刀水書房 1996年

A-242 張乃方　長谷川寛
生活中国語　身辺の生活を表現し会話するレッ
スン

評論社 1982年

A-243 日下公人　華東明 中国人の大原則　まだわからないのか日本 徳間書店 1995年

A-244 劉燕紅　塩谷保芳
太田直子　武藤
倭文子（段躍中

鬼子又来了　中国の若者が見た元日本兵・謝
罪の旅

日本華報社 2003年

A-245 莫邦富 蛇頭―中国人密航者を追う 草思社 1994年

A-246 Yu Chunghsun
ETHINIC CHINESE Their Economy, Politics and
Culture

The Japan Times 2000年

A-247
読売新聞社横浜支
局

落地生根―横浜中華街物語 アドア出版 1998年

A-248 小南一郎 中国の神話と物語り―古小説史の展開― 岩波書店 1984年



ラベル番
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A-249
『中国之春』日本語
版選集刊行会

『中国之春』日本語版選集① 大湊書房 1987年

A-250 許家屯
青木まさこ・小須
田秀幸・趙宏偉

香港回収工作　上巻 筑摩書房 1996年

A-251 許家屯
青木まさこ・小須
田秀幸・趙宏偉

香港回収工作　下巻 筑摩書房 1996年

A-252 内田直作 東洋経済史研究　Ⅰ 千倉書房 1970年
A-253 内田直作 東洋経済史研究　Ⅱ 千倉書房 1976年
A-254 許力以 中国文化と出版 サイマル出版会 1994年
A-255 東一夫 歴史を彩る中国の女性　近代化への脈動 風響社 1992年
A-256 篠田統 中国食物史 柴田書店 1976年
A-257 アジア経済研究所 中国人民公社の組織と機能 アジア経済研究所 1961年
A-258 趙峻防　紀希晨 立花丈平　斎藤 二月逆流「中国文化大革命」一九六七年 時事通信社 1988年

A-259
家永三郎、小田切
秀雄、黒古一夫編
集

日本の原爆記録①　天より大いなる声―日本基
督教青年同盟　長崎二十二人の原爆体験記録
―長崎文化連盟　原爆体験記―広島市原爆体
験記刊行会

日本図書センター 1991年

A-260 島田政雄 四十年目の証言 窓の会 1990年
A-261 馬立誠・凌志軍 伏見茂 交鋒　改革・開放をめぐる党内闘争の内幕 中央公論社 1999年
A-262 信太謙三 中国・赤い資本主義の秘密 時事通信社 1993年
A-263 野村浩一 中国革命の思想 岩波書店 1971年
A-264 藤井満洲男 中国共産党略史　1921年-1975年 東方書店 1975年

A-265 佐々木睦海
中国共産党対外路線の検証　「文革」以後20年
の混迷と矛盾

新日本出版社 1987年

A-266 池田誠
孫文と中国革命―孫文とその革命運動の史的
研究―

法律文化社 1983年

A-267 野添憲治 花岡事件の人たち―中国人強制連行の記録― 評論社 1975年

A-268
劉智渠述　劉永鑫・
陳蕚芳記

花岡事件　日本に捕虜となった中国人の手記 岩波書店 1995年

A-269
今村逹宜さん追悼
集編集委員会

「ようッ！元気かい？」―今村逹宜さん没後五周
年追悼集―

今村逹宜さん追悼
集編集委員会

2009年

A-270 王暁濱　施殿文 光華寮問題について　中国の立場 北京週報社 1987年
A-271 原博文 茅沢勤 私は外務省の傭われスパイだった 小学館 2008年
A-272 江崎誠致 呉清源 新潮社 1996年
A-273 呉清源 呉清源回想録　以文会友（新装版） 白水社 1997年
A-274 金原左門 昭和の歴史１　昭和への胎動 小学館 1983年
A-275 中村正則 昭和の歴史２　昭和の恐慌 小学館 1982年
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A-276 大江志乃夫 昭和の歴史３　天皇の軍隊 小学館 1982年
A-277 江口圭一 昭和の歴史４　十五年戦争の開幕 小学館 1982年
A-278 藤原彰 昭和の歴史５　日中全面戦争 小学館 1982年
A-279 粟屋憲太郎 昭和の歴史６　昭和の政党 小学館 1983年
A-280 木坂順一郎 昭和の歴史７　太平洋戦争 小学館 1982年
A-281 柴垣和夫 昭和の歴史９　講和から高度成長へ 小学館 1983年
A-282 宮本憲一 昭和の歴史１０　経済大国 小学館 1983年
A-283 原田勝正 昭和の歴史別巻　昭和の世相 小学館 1983年
A-284 波多野乾一 中国共産党史　第一巻・1920～1931年 時事通信社 1961年
A-285 波多野乾一 中国共産党史　第二巻　-1932年－ 時事通信社 1961年
A-286 波多野乾一 中国共産党史　第三巻　-1933年－ 時事通信社 1961年
A-287 波多野乾一 中国共産党史　第四巻　-1934年－ 時事通信社 1961年
A-288 波多野乾一 中国共産党史　第五巻　-1935年－ 時事通信社 1961年
A-289 波多野乾一 中国共産党史　第六巻　-1936年－ 時事通信社 1961年
A-290 波多野乾一 中国共産党史　第七巻　-1937年－ 時事通信社 1961年
A-291 沈仁安 東アジアのなかの日本歴史１　倭国と東アジア 六興出版 1990年
A-292 王金林 東アジアのなかの日本歴史２　奈良文化と唐文 六興出版 1988年
A-293 張玉祥 東アジアのなかの日本歴史３　織豊政権と東ア 六興出版 1989年

A-294 任鴻章
東アジアのなかの日本歴史４　近世日本と日中
貿易

六興出版 1988年

A-295 王家驊 東アジアのなかの日本歴史５　日中儒学の比較 六興出版 1988年
A-296 呂万和 東アジアのなかの日本歴史６　明治維新と中国 六興出版 1988年

A-297 周啓乾
東アジアのなかの日本歴史７　明治の経済発展
と中国

六興出版 1989年

A-298 馬家駿　湯重南 東アジアのなかの日本歴史８　日中近代化の比 六興出版 1988年

A-299 兪辛焞
東アジアのなかの日本歴史９　孫文の革命運動
と日本

六興出版 1989年

A-300 万峰
東アジアのなかの日本歴史10　日本ファシズム
の興亡

六興出版 1989年

A-301 易顕石
東アジアのなかの日本歴史11　日本の大陸政
策と中国東北

六興出版 1989年

A-302 武安隆　熊逹雲
東アジアのなかの日本歴史12　中国人の日本
研究史

六興出版 1989年

A-303 沈才彬 東アジアのなかの日本歴史13　天皇と中国皇 六興出版 1990年

A-304
廖承志文集編輯弁
公室

安藤彦太郎 廖承志文集　上巻 徳間書店 1993年
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A-305
廖承志文集編輯弁
公室

安藤彦太郎 廖承志文集　下巻 徳間書店 1993年

A-306 張涛之 伏見茂・陳栄芳 中華人民共和国演義　（一）毛沢東の登場 冒険社 1996年

A-307 張涛之
伏見茂・陳栄芳・
陳宝慶

中華人民共和国演義　（二）朝鮮戦争 冒険社 1996年

A-308 張涛之 伏見茂・陳栄芳 中華人民共和国演義　（三）粛清の始まり 冒険社 1996年

A-309 張涛之
伏見茂・陳栄芳・
陳宝慶

中華人民共和国演義　（四）文化大革命 冒険社 1996年

A-310 張涛之 伏見茂・陳栄芳 中華人民共和国演義　（五）林彪の挫折 冒険社 1996年

A-311 張涛之
伏見茂・陳栄芳・
陳宝慶

中華人民共和国演義　（六）毛沢東時代の終焉 冒険社 1997年

A-312 常石茂 集英社版　人物　中国の歴史1　大黄河の夜明 集英社 1981年
A-313 常石茂 集英社版　人物　中国の歴史2　諸子百家の時 集英社 1981年
A-314 司馬遼太郎 集英社版　人物　中国の歴史3　戦国時代の群 集英社 1981年

A-315 司馬遼太郎
集英社版　人物　中国の歴史4　長城とシルク
ロードと

集英社 1981年

A-316 駒田信二 集英社版　人物　中国の歴史5　三国志の世界 集英社 1981年
A-317 駒田信二 集英社版　人物　中国の歴史6　長安の春秋 集英社 1981年
A-318 陳舜臣 集英社版　人物　中国の歴史7　中国のルネサ 集英社 1981年
A-319 陳舜臣 集英社版　人物　中国の歴史8　落日の大帝国 集英社 1982年
A-320 尾崎秀樹 集英社版　人物　中国の歴史9　激動の近代中 集英社 1982年
A-321 尾崎秀樹 集英社版　人物　中国の歴史10　人民中国の誕 集英社 1982年
A-322 杨庂南 世界侨华人历史纵横谈 厦门大学出版社 1994年

A-323 團龍美 時中　長崎華僑時中小学校史　文化事史
時中　長崎華僑時
中小学校史　文化

1991年

A-324
日本華僑・華人研
究会

戦後華僑・留学生運動史
日本華僑・華人研
究会編纂委員会

A-325
日本華僑・華人研
究会

戦後華僑・留学生運動史
日本華僑・華人研
究会編纂委員会

A-326
游仲勲　山岸猛
涂照彦　岩崎育夫
王効平

「華僑・華人経済圏」の動態分析　（１）ミクロ分
析「華僑・華人経済圏」の動向分析

国際東アジア研究
センター

1993年

A-327
石川忠雄　中嶋嶺
雄　池井優

戦後資料　日中関係 日本評論社 1970年

A-328
周南京　梁英明
何芳川　巫東華

世界华侨华人词典 北京大学出版社 1993年
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A-329
周南京　梁英明
何芳川　巫東華

世界华侨华人词典 北京大学出版社 1993年

A-330 日中学院 中国へかける橋Ⅲ 日中学院 1991年

A-331 東亜研究所
第三調査委員会報告書－南洋華僑抗日救国
運動の研究－

東亜研究所 1945年

A-332 東亜研究所 東亜研究所成果資料摘要（稿） 東亜研究所 1941年
A-333 中国研究所 新中国年間　1978年版 大修館書店 1978年

A-334
中国福建省・琉球
列島交渉史研究調
査委員会

中国福建省・琉球列島交渉史の研究 第一書房 1995年

A-335 毛沢東 論十大関係　中国語カセットテープ 中国通信社 1977年
A-336 馮承釣 伊東憲 支那南洋交通史 大東出版社 1940年
A-337 窪田文三 支那外交通史 三省堂 1928年
A-338 陳立清 陳立清中国訪問日記 本人による手記
A-339 陳立清 華僑史　1 新聞切り抜き・コ
A-340 陳立清 華僑史　2 新聞切り抜き・コ
A-341 陳立清 留日華僑・学生運動史　1
A-342 陳立清 留日華僑・学生運動史　2
A-343 陳立清 留日華僑・学生運動史　3
A-344 陳立清 留日華僑・学生運動史　4
A-345 陳立清 留学生運動史
A-346 陳立清 華僑史　写真　1
A-347 陳立清 留学生史　写真
A-348 陳立清 北京記念大会回国50年
A-349 陳立清 中国・世界
A-350 陳立清 老僑領訪華団　02

A-351
留日華僑北省同郷
連合会

中外地図集 中国地図出版社 2000年

A-352 陳立清 文化・評論
A-353 陳立清 中国
A-354 陳立清 中国事情06
A-355 陳立清 文化・評論　2
A-356 陳立清 中文情報
A-357 陳立清 06中国
A-358 陳立清 中文紙2006
A-359 陳立清 中国
A-360 陳立清 歴史年表・横浜山手中華学校
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A-361 陳立清 華僑史研究会
A-362 陳立清 華僑運動史　要約

A-363 陳立清

留学生史　NO.176-197
華僑青年聯歓節　NO.102-116
中日関係の縮図　後楽寮をめぐる戦い　NO.44-
50

A-364 陳立清 日本華僑・留学生運動史に関する書類
A-365 陳立清 華僑・華人
A-366 陳立清 華人
A-367 陳立清 華僑
A-368 陳立清 華人
A-369 陳立清 華人とは何者か？
A-370 陳立清 中国政治
A-371 陳立清 中国政治経済
A-372 陳立清 中国政治
A-373 陳立清 中共・六中総会と歴史決議
A-374 陳立清 日本　経済社会　友好・文化・論評
A-375 陳立清 2000年の中国
A-376 陳立清 戦後の華僑の主な出来事
A-377 陳立清 華僑史　1945～　（華僑史編さんのための資料）
A-378 陳立清 華僑運動年表1945-1968
A-379 陳立清 華人関連の新聞切り抜き
A-380 陳立清 華僑・華人資料
A-381 陳立清 人民日報海外版　国内状況・論評
A-382 陳立清 中国の歴史・文化・風俗
A-383 陳立清 資料（日本経済新聞）

A-384
留日華僑歓迎委員
会

鄧小平副総理訪日歓迎記念

A-385 いわゆる尖閣列島がなぜ問題になっているの 高圧株式会社 1971年
A-386 いわゆる尖閣列島がなぜ問題になっているの 高圧株式会社 1971年

A-387
日本本土と沖縄におけるいわゆる尖閣列島の
領有主張について

高圧株式会社 1971年

A-388
再び、いわゆる尖閣列島領有問題について-領
有主張に対する10の疑問-

高圧株式会社 1971年

A-389 いわゆる尖閣列島研究グループ資料 1972年

A-390
成都芸術専科学校
研究室

四川民間剪紙刻紙集 四川人民出版社 1953年
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A-391
留日華僑祈念孫中
山先生誕生百周年
準備委員会

紀念孫中山先生 中日出版社 1966年

A-392 中米共同コミュニケ　（1972年2月28日） 外文出版社

A-393
京都・中国史研究
グループ

いわゆる「善隣学生会館事件」を批評する　-
『赤旗』のデマ宣伝と日共指導部の修正主義的

善隣学生会館後楽
寮防衛闘争委員会

1967年

A-394
日共修正主義グループの華僑青年学生に対す
る襲撃事件の真相

善隣学生会館中国
留日学生後楽寮自

A-395 中国通信社 中国共産党第九回全国代表大会文献集 中国通信社 1969年

A-396
台湾省人民の「二・二八」隆起　二十六周年を
記念する

外文出版社 1973年

A-397 毛沢東 矛盾論 新華書店 1964年
A-398 毛沢東 人民内部の矛盾を正しく処理する問題について 新日本出版社 1957年

A-399
現代中国語会話教
室編

釣魚台事件の真相
現代中国語会話教
室

A-400 東風編集部 戦後旅日華僑青年の歩み 東風17号
A-401 陳立清 華僑運動年表1945-1970

A-402 陳立清 歴年主席表
中国留日同窓会
歴代主席リスト

A-403 陳立清 留学生運動史・華僑運動史校正原稿
A-404 陳焜旺 日本華僑・留学生運動史　校正原稿 日本僑報社 2004年
A-405 陳立清 戦後華僑・留学生運動史117-197
A-406 陳立清 日中友好会館の沿革
A-407 毛沢東語録


