
静
'岡

大学附属図書館所蔵

井菫弘文庫 目録

静 岡大学 附属 図書館

2002



II]: し が き

静岡大学名誉教授であられた五井直弘先生は、中国古代史の専門家として幾

多の研究成果を世に問うた高名な学者であったが、惜しくも先年 (1999年 8月

22日 )ご逝去された。先生のご遺志とご遺族のご厚意により、遺されたご蔵書

約 4,000冊のうち、重複分を除く 1。 027冊が、このたび「五井直弘文庫」とし

て本学附属図書館に収蔵されることになつた。職務として図書館の管理運営を

あずかり研究教育の基盤整備を日頃心がけている私どもとしては、蔵書の充実

という点からしても、また今後それがもたらすべき研究教育上の果実に想いを

いたすにつけても、この上ない幸せというほかはない。

この場をお借りし、本学の研究者・教育者そしてまた学生・院生諸君になり

かわつて、冥界の故五井直弘先生とご遺族の皆さまにあらためて厚く御礼申し

上げる次第である。

いま刊行のために用意された「三井直弘文庫目録」の校正刷りを拝見してい

ると、先生の研究視野の広さに今さらながら深い感銘を覚えると同時に、個人

の蔵書としては異例なほどの充実振りにも驚きを禁じえない。まことに貴重な

資料というiべきである。本目録は、こうした蔵書に根ざした碩学の学殖ととも

に、先生のまことに柔和な生前のお人柄を発部とさせるものといえよう。

本学附属図書館は、近年だけでも、ロシア語文献からなる「手塚弘保文庫」

(1993年 )、 エミール・ゾラ研究に関する「河内清文庫」(1995年 )、 チャール

ス・ラム研究を中心と,する「小澤康彦文庫」(2001年)な どはなはだ得難い資料

を蔵書に加えることになつた。「五井直弘文庫」
・はこれらのなかでも今後ひとき

わ光彩を放ってゆくに相違ない。五井直弘先生は図書館とともに生き続けてゆ

くであろう。

今回の受贈にあたり、人文学部・重近啓樹教授は、三井直弘先生旧蔵書の調

査整理にあたり、本目録の解説を執筆して下さつた。受け入れ、整理、日録作

成等の実務には、附属図書館職員が日常業務に加えて尽力された。記して感謝

の意を表するものである。

2002年 3月

静岡大学附属図書館長

大 江 泰 一 郎
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五井直弘文庫 につ い て

: 重 近 啓 樹

本学名誉教授であられた五井直弘先生は、1999年、惜しまれつつ逝去された。そ

の後、ご遺族の方から先生の膨大な蔵書を静岡大学附属図書館に寄贈する旨のお申しで

を受けた:静大を心から愛されていた先生のご遺志、並びにご遺族のご厚意に対して深

く感謝し、有 り難くお申しでを受けさせていただくこととした。

この度t三井直弘文庫目録が作成され、本学教職員 ,学生さらに一般の方々の利用に

供されることとなったが、ここに至るまでの蔵書の整理・分類・ 目録作成等は、前事務

部長下村氏をはじめとする図書館職員の方々の御努力 とご:協力によるものであり、その

ご尽力に対 し厚く御礼申し上げたい。

五井先生は 1925年 、岐阜県関ヶ原に生まれ、旧制第人高等学校を経て、1945

年 4月 、東京帝国大学文学部東洋史学科に入学された。しかし当時の時局のなかで、そ

の年 1月 、名古屋の野砲隊に入隊することとなったため、実際の大学生活は同年 11月 、

大学復学以後であつた。この当時の戦争・軍隊体験を通じて、戦後、先生は一貫して平

和・民主主義を希求する姿勢をとられ、そ うした中で戦後歴史学の民主的再建の中心的

メンバーの一人として活躍されたのである。

先生のご専門は、先秦時代から二:回時代に至る時期の中国古代史であるが、特に秦漢

帝国時代の国家と小農民及び豪族との関係をめぐる諸研究は、現在においてもまず参照

されるべき優れた内容であり、西嶋定生氏等と共に、戦後に於ける新たな秦漢史像を形

成された。また考古学と文献史学との提携に基づく先駆的研究を行われ、そうした研究

方法は晩年の中国古代都市、鉄器研究へとつながっていつた。またその過程で、特に中

国古代都城研究を通じて、中国社会科学院歴史研究所等の研究者 との共同研究を組織し

たことは、両国の研究交流にとつての先駆的事業であり、今後、益々その発展が期待さ

れるものである。

先生の研究対象は以上の他にも多岐に互るが、生前纏められたご著書 (単著)に『 近

代 日本と東洋史学』 (青木書店、1976年 )、 『 中国古代の城』 (研文出版、198
3年)が ある。また最近、先生の知友・教え子によつて専門分野の諸論文を集めて遺稿

集『漢代の豪族社会と国家』 (名 著刊行会、2001年 )が刊行され、さらにもう一冊

の出版も予定されている。これは先生の御研究の価値 と共に人徳を示すものといえよう。

先生は 1959年 、静岡大学文理学部講師として赴任され、その後、.1984年まで

同大学人文学部教授 として教育・研究に尽力された。とくに 1977-79年 には人文

学部長 として学科改組問題等に取 り組まれた。1984年 4月 以降は専修大学文学部教

授に転じ、 97年まで同大学で教鞭を執られた。

先生の蔵書は東洋史の専門分野のみでなく、歴史学全般、さらに文学、美術等、極め
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て広範囲に亙っており、幅広い教養と問題・課題意識、さらに個別分散化する歴史学に

対し、総合的な歴史像の形成を重視する姿勢が感じられる。この度、寄贈いただいた図

書は日本語文献・約 2,200冊、漢文・現代中国語文献・約 1,200冊、その他、欧

米文献、和劾本 。若干、日中の各種雑誌t.に及ぶ膨大なものであり、今後の静大におけ

る教育・研究に対する寄与には計り知れないものがある。これらは重複分を除く1,0
27冊が附属図書館に収蔵され、重複分については人文学部の歴史学講座資料室、東洋

史研究室に保管されている。これらの三井文庫が広く利用されることを希望すると共に、

関係各位に改めて感謝申し上げたい。

(人文学部教授 )
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例凡

1.こ の目録は、故五井直弘氏旧蔵書より本館が寄贈を受けた図書 1,027冊を収録

したものである。

2.記載事項は、図書名、著編訳者名、叢書名、出版地、出版社、出版年、ページ数、

大きさ、請求記号 (分類・図書記号)、 図書番号の順序である。

分類は日本十進分類法新訂 8版により、図書記号は日本著者記号表による。

3。 配列は本体を請求記号順にし、前半にアジア史 。東洋史、後半にその他の分野を

掲載 し、巻末に書名索引と著者名索引を付した。

4.こ の文庫は、本館書庫の一般図書の中に配架されている。
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【アジア史・東洋史 】

翰苑 /[張楚金撰];[雅公叡注];竹内理三校訂 E

解説.

東京 :吉川弘文館 ,1977.5

89,157p122cm

本文は複製

【220/C52】  く00∞103044>

アジア史の流れ :アジア史構成への試論 /石橋

秀雄著.

東京 :山川出版社 ,1973.5

14・4・p;19cm

参考書:p137-144

4634640104

【220/171】  <0000104299>

森鹿三博士頌寿記念論文集 /仏教大学歴史研究

所森鹿三博士頌寿記念会編.

京都 :同朋舎出版 ,1977.8

586p;22cm

森鹿三の肖像あり

内容:『水経注』にあらわれた大夏河について 佐藤

長著.近年出上の漢代地図について―長沙馬王堆出土畠

書地図と和林格爾出土壁画地図 船越昭生著.宋代の開

封と都市制度 梅原郁著.華北乾地農法と一荘園像―『斉

民要術』の背景 米国賢次郎著.虹期吹 宮下三郎著.江

陵鳳凰山十号漢墓出上の簡膿―とくに算銭を中心として

永田英正著.『修文殿御覧』新考 勝村哲也著.『令集解』
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に於ける『玉篇』利用の実態 京都大学令集解研究会著.

北斉系官僚の一動向…隋文帝の誕生説話をてがかりに

藤善真澄著.『異物志』考―その成立と遺文 内田吟風著.

蘇威をめぐる隋の政界について 気賀沢保規著.善導教

学における疑経キ 特に『十往生経』をめぐつて 藤堂恭俊

著.唐善導の至誠心について 水谷幸正著:高松塚古墳 ::

壁画論―その2網干善教著.          i

平城朝の仏教政策 中井真孝著.別所と散酔 その

形態をめぐつて 西田円我著.摺仏・印仏政 成田俊治著.

本願寺の故地は知思院 井川定慶著.守護代浦上村宗

考 水野恭―郎著.『師守記』にみる中世葬祭仏教―墓ロ

寺0僧の相互関連を中心として 伊藤唯真著。近江国山中

氏の一考察―その変遷と所領について 竹山靖玄著。『開

山不退上人本山江被召出候問答之―件記』の史料的性

格について 平祐史著.広東幸亥革命の一考察 狭問直

樹著.

付:森鹿三博士著作目録,略年譜

【220.04/387】  く0000102939>

東洋史論叢 :市村博士古稀記念 /市村博士古

稀記念東洋史論叢刊行會編.

東京 :冨山房 。1933.8

18,9,5,42,1214p:24cm

【220.04/115】  <0000103077>

東洋史論叢 :石田博士頌壽記念
・
/石田博士吉

希記念事業會 隔 ].

東京 :石田博士古希記念事業會 ,1965.8

6,28,2,1,4,570p;22cm

巻頭:石田幹之助博士略年譜口著作目録
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【220.04・/:72】  <0000102962>

鎌田博士還暦記念歴史学論叢 /鎌田先生還暦記

念会編.

東京 :鎌田先生還暦記念会 ,1969.9

660p肖像 ;22cm

内容:盤庚三篇管見(石田千秋)詩経の倫理二西周人

倫考(近藤英雄)左丘明伝説と史記―司馬遷における伝

承処理の一傾向(今村城太郎)漢の銅虎符と竹使符(大

庭脩)前漢のま山郡について(久村因)前漢の常平倉を

めぐる諸問題 斎藤実郎)劉永集団の形成と展開(木村正

雄)三国時代の国家観念と科法の尊重(宮川尚志)蜀漢

政権と豪族(榊原文彦)梁職貢図の流伝について(榎―

雄)隋朝行台叡 山崎宏)隋唐革命管見(布 日潮〔フウ〕)

唐代の給事中と封駿について(築山治二郎)府兵制の変

化と李林甫の政索(伊瀬仙太郎)『南詔野史』の史料系統

について(藤沢義詢 bog<bugu)qaranと旬倶(護雅夫)宋

代の酷(千葉〔ヒロシ〕)金末の集賢院と益政院(三上次

男)『通制条格』と『元典章』(岡本敬二)顔茂猷の思想に

ついて酒井忠夫)

【220。 04/n31】  <0000103010>

東洋史論集 :木村正雄先生退官記念 /木村正

雄先生退官記念事業会 [編 .

調布 :木村正雄先生退官記念事業会東洋史

論集編集委員会 ,1976.12

8,3,3,512p,肖 像 :22cm

【220。 04・/K139】 <0000102970>

東洋學論集 :森三樹二郎博士JAH壽 記念 /森三

樹二郎博士頌壽記念事業會編.

京都 :朋友書店 ,1979。 12

7,5,1402,7p;22cm

帝響考 :殷王室の始祖名について(御手洗勝

著)ほか69編

森三樹二郎の肖像あり,付.森三樹二郎博士略

年譜・著作目録

【220.04/M045】  <0000103002>

東洋史論叢 :鈴木俊教授還暦記念 /鈴木俊教

授還暦記念会編.

東京 :鈴木俊教授還暦記念会

東京 :大安 (発売),196410

14782p;22cm

【220.町SU96】  <0000103416>

田村博士頌寿東洋史論叢 /田村博士退官記念事

業会編.

京都 :田村博士退官記念事業会 。1968

716,62p:肖像 ;22om

内容:孫文における《譲位》の意味―中国における旧

民主主義の命運(池田誠)春秋会盟地理考―両周地理考

の二(伊藤道治)嘉靖年間の力差について岩見宏)初期

葛迅禄(KaHuЮ族史の研究(内田吟風)顔之推のタクチク

ス(宇都宮清吉)カイドゥの乱に関する一考察(恵谷俊之)

漢代の文吏について(江幡真一郎)タングート慣習法と西

夏法典(岡崎精帥 中央アジア発見の唐鏡について(岡崎

敬)泉州刺桐城考―地名 Zaitunの 由来に関連して(愛宕
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松男)唐熙六旬万寿盛典について(小野勝年)北宋時代

前半期における歳出入について(1ヽ野寺郁夫)神策軍の

発展(小畑竜勘 Jヒ魏前期の仏教(兼子秀利)李固と清流

派の進出(狩野直禎)旧 中国における農村経済体制と村

落―中国封建制研究への一つの視角(河地重D

口村実造博士略歴・著作目録 p.1-12

【220.04・/TA82】  <0000102947>

東方學論集 :東方學會創立十五周年記念 /東

方學會編.

東京 :東方學會 ,19627:

7.403.4・2p:図版 ;22cm

英文要約:巻末 42p

【220.04/T024】  く00001“687>

東洋史論叢 :榎博士還暦記念 /榎博士還暦記

念東洋史論叢編纂委員会編.

東京 :山川出版社 ,1975.11

46.5,4498:5p;22cm・

榎一雄博士略年譜.著作略目 pl-46

【220。 04r/T092】  <0000102988>

東洋史学論集 :山崎先生退官記念 /山崎先生

退官記念会編.

東京 :山崎先生退官記念会 ,1967.12

18,541p: ロコ ;22cm               
・

巻頭:山崎宏博士略年譜,著作略目録

【220.04/Y48】  く0000103028>

日本上代史研究 /白鳥庫吉著 :上,下 .― (白鳥

庫吉全集 ;第 1,2巻 )。

東京 :岩波書店 。1969.12-197Q2

2冊 :図版 ;22om

下 【220.03/SH86/2】  く0000103119>

朝鮮史研究 /白鳥庫吉著。一 (白 鳥庫吉全集 :第

3巻 ).

東京 :岩波書店 ,197Q3

v・ 598,280,4p;22om

【220.03/SH86/3】  く0000103127>

塞外民族史研究 /白鳥庫吉著 ;上,下

「

<白鳥

庫吉全集 ;第 45巻 ).

東京 :岩波書店 ,197Q5-9      、

2冊 ;22cm

下 【220.03/SH86/5】  <0000103135>

北アジア青銅器文化研究文献目録 ;ロシア文・中

国文の部.

〔東京〕:ユネスコ東アジア文化研究センター

〔1987〕

-3-



副
同
Ⅷ
¶

=キ =キ =キ =  ア ジ ア 史  口 東 洋 史    キ
===十■キキ

=キ
■キ

=キ
■十

=十
■キ

=キ
キキ■

=十
十キ十キキキ

==キ
キ十

81p;26cm

【中  国 】

ロシア文・中国文

【220.3/K:61】  <0000104265>

中国歴史百題 /《文史知識》編輯部編 ;第 1分

【朝  鮮 】

冊。一 (文史知嗅文庫〉

北京 :中華書局 ,19923-

冊 ;199m   ,

第1分冊 【222/B89/丁 1】 <0000103811>

好太王碑研究 /王健郡著 .

吉林 :吉林人民出版社 ,1984

241p,図版 136p;21cm

中国農民戦争史論文集 /趙個生,高昭―著.

【221.03/011/T】  <0000109025>       上海 :新知識出版社 ,195412

・       ‐163p;21om

【222/C52/T】  <0000108274>

朝鮮三・―獨立騒擾事件 :概況・思想及運動 /

朝鮮憲兵隊司令部編.

東京 :巌南堂書店 ,1969,3

14455p;22cm

復刻版

【221.06/C54】  <0000103275>

朝鮮騒擾事件状況 :大正八年六月憲兵隊長警務

部長会議席上報告 /朝鮮憲兵隊司令部編.

東京 :極東研究所出版会 ,1969.9      中国古代戦争戦例選編 /《中国古代戦争戦例選

513p;22cm 編》編写組 ;第 1冊.

朝鮮憲兵隊司令部大正 8年刊の複製       北京 :中華書局 ,1981.11

3,262p;20cm

巻末に附図(31p)あ り

廿二史罰記 /D青]趙翼撰.

北京 :商務印書館 ,1937

41:782,14p:19cm

附:補遺

【222/C52/T】  <0000109603>

【221.06/C54】  <0000103259>

二 4-
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第1冊  【222/C62/Tl】 <0000106740>

申国農民戦争史論叢 /《中国農民戦争史論叢》編

輯委員会 晰謝:第 1輯 ―第 5輯 .

太原 :山西人民出版社 ,1973-‐

冊 ;19cm

出版社変更鄭州;河南人民出版社

標題紙・奥付日本文は中国簡化字表記

第 11障  【222/C62/Tl】  <0000108282>

中国史学史唸集 /異澤主編 ;上海師苑大学所

史系中国史学史研究室 酎偏]:1,2

上海 :上海人民出,版社,1980

1腎 ;19cm

l 【222/654/Tl】  <0000109082>

東 洋 史    =十 ■
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統T書琥,11018・ 398

初編

【222/K011/T】  <0000108696>

中国農民革命史話 /王丹琴編著.

上海 :國際文化服務社 ,1952.11

4,378p;21cm

審閲:雲明

記述は4版(1953.2発 行)による

【222/011/丁】 <0000108258>

歴史論叢 /王仲撃 日まか]編 :第 1輯 ―第5輯:

済南 :斉魯書社 ,1980く 1985〉

冊 ;20om

第1輯  【222/011/Tl】  く0000106583>

中国史學史 /金競戦著.

上海 :商務印書館 ,1957

273p.:21cm

商務印書館 1941年初版

,【222/K:41/T】 く0000108290>

廿四史博目引得 /梁啓雄組

香港 :太平書局 ,19645

44・Op;19cm

【222/R96/T】  <∞ 00109629>

冊府元藁 /王飲若[ほか]編 ;第 1冊 帝王部 1-

第 12冊 絶録部 3外臣部 (附)類目索引.

北京 :中華書局出版 ,1960

史林雑識 /顧韻剛著 :初編.

北京 :中華書局 ,1963.2

4,4,296p:図 版,劇し図4枚 :21cm

-5-
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12冊 ;27cm

第 1冊 帝王部 1

【222/SA63/Tl】  <0000109157>

第 2冊 帝王部 2

【222/SA68/T2】  <0000109165>

第 3冊 間位部 列國君部 僣偶部 儲官部

【222/SA68/T3】  く0000109173>

第4冊 宗室部 外威部 宰軸部

第 5冊 格帥部 1

【222/SA68/T5】 <0000109199>

第 6冊 格帥部 2轟省部 邦計部

【222/SA63/T6】  く0000109207>

第 7冊 憲官部 諌講部 詞臣部 回史部 掌鵬部

【222/SA63/T7】  く0000109215>

第 8冊 學校部 刑法部 卿監部 環街部 鉛選

部 貢畢部 奉使部 内臣部

【222/SA63/T8】  <0000109223>

平鷹文存 /童作賓著 :上冊.下冊.

墨北 :藝文印書館 ,1963.10

2冊訃;22cm

上冊 【222/T011/Tl】  <0000108332>

下冊 【222/T011/T2】 く00001083“>

上海 :上海人民出版社 ,1983

547p;21cm

【222/Y72/T】  <0000105148>

雨周金文辞大系政群 /[郭抹若著]。一 増訂本.

[出版地不明]:[出版者不明],1957

増訂本

【222.002/KA23/T】 く0000108423>

【222/SA63/T4】  <0000109181>     繹史斎学術文集 /楊向奎著.

中国農民戦争問題探索 /孫詐民著.

上海 :新知識出版社 ,1956.10

95p;21cm

【222/S041/T】  く0000108266>

蜘 冊牧守部 令長部 官臣部 幕府部 倍臣部    1冊 ;26cm

【222/SA63/丁9】  <0000109231>

第10冊 絶録 1

【222/SA63/丁 10】  <0000109249>

第11冊 線録 2

【222/SA63/Tll】  く0000109256>

第 12冊線録部 3外臣部 (附)類目索引

【222/SA63/T12】  <0000109264>     北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匡編 /Jヒ京図書

館金石組編 ;:set― 第 30冊 .

鄭州 :中州古籍出版社 ,1989

冊 :39cm

第 1冊:戦国・秦漢,第 2冊 :三国・晋・十六国・

南朝,第 3～ 8冊:北朝,第 9冊～第 30冊 :隋唐五代

十国 1～22

第 31冊～は別書誌(BN05429706)

第9冊 【222.002/P36/T9】 <00001127朝 >

-6-
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北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匡編 /Jヒ京図書

館金石組編 ;:set― 第 60冊 .

鄭州 :中州古籍出版社 ,1989-1990

30冊 ;39cm第 1冊～第 30冊は別書誌

(BN晰71654D

第 31冊～第 36冊:隋唐五代十国 23～ 28,第

37冊～第 42冊:北宗,第 43冊～第 4A4冊 :南宗,第

45冊 :遼 附西遼附齊,第 46冊 :金,第 47冊金西夏,

第 48冊～第 50冊 :元,第 51冊～第 60冊 :明

第劉冊 【222.002/P36/T31】 <00001・ 12730>

第認冊 【222.002/P36/T32】 <0000112961>

第3冊 【222.002/P36/T33】 <0000112979>

第3冊 【222002/P36/T34】 <0000112995>

第獅冊 【222.002/P36/T35】 く0000112987>

第
"冊

【222.002/P36/T36】 <0000113001>

第37冊 【222.002/P36/T37】 く0000113019>

第38冊 【222.002/P36/T38】 く0000113027>

第30冊 【222.002/P36/T39】 く0000113035>

第40冊 【222.002/P36/T“】 <0000113043>

第41冊 【222.002/P36/T41】 <0000113050>

第42冊 【222.002/P36/T42】 く0000113068>

第瑯冊 【222.002/P36/T43】 <0000113076>

第44冊 【222.002/P30/T44】 <0000113084>

第45冊 【222.002/P36/T45】 <0000113092>

第喘冊 【222.∞ 2/P36/T46】 <00001131∞ >
第■冊 【222.002/P36/T47】 <0000113118>

第48冊 【222.002/P36/T48】 <0000113126>

第49冊 【222.002/P36/T49】 く0000113134>

第50冊 【222.002/P36/T50】 <0000113142>

北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匡編 /ヨヒ京図書

館金石組編 ;:set― 索引.

鄭州 :中州古籍出版社 ,1991

11冊 :39cm

第91冊～第99冊:中華民國.第 1∞ 冊:中華民

國附偽満州國

第1冊～第30冊は別書誌(BN“571650

第 31冊～第60冊は別書誌(BN05429700

第 61～第90冊は別書誌(BN08405620

第100冊 【222.002/P36/T100】 <0000113159>

中国歴史紀年表 /万国鼎編.

第10冊 【222.002/P36月10】

第11冊 【222.002/P36月 11】

第12冊 【222.00ν円6/T12】

第13冊 【222.002/P36/T13】

第14冊 【222.002/P36/T14】

第15冊 【222.002/P36/T15】

第16冊 【222.002/P36/T16】

第17冊 【222.002/P36/T17】

場「 181, 【222.002/P36/丁 18】

,「1911 【222.002/P36/T19】

第a冊 【222.002/P36/T20】

第21冊 【222.002/P36/T21】

第2冊 【222.002/P30/T22】

第3冊 【222.∞2/P36/T23】

第24冊 【222.002/P36/T24】

第5冊 【222.002/P36/T25】

第節冊 【222.002/P36/T26】

第27冊 【222.002/P36/T27】

第2冊 【222.002/P36/T28】

第四冊 【222.002/P36/T29】

第∞冊 【222.002/P36/T30】

<0000112755>

<0000112763)>

<0000112771〕 >

<0000112789〕 >

く0000112797〕>

く0000112805>

く0000112813〕>

<0000112321〕 >

<0000112839〕 >

<0000112847>

<0000112354>

<0000112862〕 >

<0000112870〕 >

<0000112388〕 >

<0000112896〕 >

<0000‖ 2904>

く0000112912>

<0000112920〕 >

<0000112938〕 >

く0000112946>

く0000112953〕>

-7-
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中国史学栓文索引 /中 国科学院所史研究所第

一・二所,北東大学万史系合編 ;[第 1編]上編 :

道林本 ―[第 1編]下編 :扱紙本 .

【222.003/B17/T】  <0000106765>       北京 :科学出版社 ,1957.6-1957.12

2・lW;27cm

統―書号:上編 335・ 35,下編 3031・ 59

七十六年史学事目 :1900-1975/中 国社会科学    [第 1編]上編 :撮紙本

院所史研究所編. 【222.003/C62/Tl(1)】  <00oolo9卸>
[北京]:中國社会科学出版社 ,1981.4      [第 1編]下編 :扱紙本

461p;26cm

表紙には「中国社会科学院歴史研究所資料室

編」とあり

【222.000ん62/Tl(2)】 <0000109355>

【222.003/C62/丁 】 <∞mlo4505>     中国歴史紀年表 /方雛

上海 :上海辞書出版社 ,19805

164p;21om

秦漢史巻 /中国歴史大辞典秦漢史巻編纂委員会    【22∞3/鵬プTI く000010"74>

編し― (中国万史大辞期 .

上海 :上海辞書出版社 ,19∞.6

497p;19cm

書名は奥付による

7532600793

【222.003/C62/T】  く0000106104>       197p;21cm

影印

【222.003β軌86/T】  <0000106070>

中国歴史要籍介紹及選読 /王興華EtI編 .

重慶 :西南師範大学出版社 ,1991,4

596p;19cm

756210462X 避戎夜話 /石茂良等著。一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

【222.∞3/C62/T】  く0000109850>       台北 :廣文書局 ,19642

vi,292p;19cm

北京 :中華書局 ,1978

164p:18cm

中国古代及中世妃史損刊栓文資料索引 /隼奈

河苑大学厨史系編.

東京 :大安 ,1967

-8-
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【222.趾IG62/T】  <0000105437>

奉使俄羅斯日記 /張鵬副等著.― (中国近代内乱

外禍歴史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

266p;19cm

【222.004/C62/T】  く0000105452>
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【222.004r/062/T】  く0000105502>

明武宗外紀 /張渓等著.一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

284p;19cm

.【222.004・ /C62/T】  く0000105510>  …

虎口餘生記 /高斗枢等著.一 (中 国近代内乱外禍

歴史故事叢書).

台北 :慶文書局 ,19642

345p:19cm

【222.004/C62/T】  <0000105486>

庚子國愛記 /羅惇晟等著。一 (中国近代内乱外禍

歴史故事叢書).

台北 :廣文書局

376p;19cm

【222.004/C62/丁 】 <00∞105494>

烈皇小識 /文乗等著。一 (中国近代内乱外禍歴史

故事叢書).

台北 :廣文書局 .19642

308p;19cm

【222.004/C62/丁 】 く0000105536>

三湘従事録 /陸折等著.― (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

286p;19cm

【222.004/C62/T】  く0000105627>

,19642

甲申博信録 /錢◆◆等著.― (中国近代内乱外禍

歴史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

279p;19cm

三朝野記 /李遜之等著。一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

-9-
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【222.004・ /662/丁】 く∞∞105635>     東林始末 /呉應箕等著.

台北 :廣文書局 ,19642

287p;19om

「窯朝忠節死臣博」の扉のタイトル:窯朝忠節

崇禎長編 /楊延枢等著.― (中国近代内乱外禍歴  死臣列博

史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642  316p;19cm      【222.∞グC62/T】  <0000105692>

【222.趾I嶋2/T】  く0000105643>

倭雙事略 /采九徳等著。一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

信及録 /林則徐等著.― (中国近代内乱外禍歴史    台北 :廣文書局 ,19“2

故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642

271p;19cm

【222.004/C62/T】  <0000105650>

210p:19cm

表紙及び奥付の著者名 (誤植):朱九徳

「嘉靖東南平倭通録」の著者は跛による

「靖海記略」の著者は本文末による

【222.004・ /C62/T】  <0000105726>

東行三録 /馬建忠等著。一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).                 揚州十日記 /夏允葬等著.― (中国近代内乱外禍

台北 :廣文書局 ,19“2           歴史故事叢書).

260p;19cm  ‐
               台北 :廣文書局 ,19642

269p;1 9crn                    
・

【222.004/C62/T】  <0000105676>       「績幸存録」の著者名 (誤植):夏元淳

【222.004/C62/T】  <0000105734>

東南紀事 /戴名世等著.一 (中国近代内乱外禍歴

史故事叢書).

台北 :廣文書局 ,19642 中国歴史文献研究集刊 /中国歴史文献研究会

編 :第 1集 …第 4集 .

【222.004・/C62/T】  く0000105684>       長沙 :湖南人民出版社 ,1980-1984

4冊 ;26cm

-10‐――
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第 3-4集は,岳麓書社刊 墨北 :清華學報社 ,1965。9-

冊 :肖像 ;27cm

第1集 【222.004/C62/Tl】 <0000112169>    上冊 【222.004/KE27/Tl】 く0000112136>

賀昌群史学論著選 /[賀昌群著];金 自強 虞明英  菜尭集 /王競栓著.

選編.― (中 国当代史学家叢書).           北京 :中隼牟局 ,1983

[]:中国社会科学出版社 ,1985.2        2,378p:21om

3.543p;21cm

.【222.004/011/T】  <0000107359>

【222.004/Gl1/T】  く0000109892>

中國史探研 /齊思和著.

讀史割記 /呉唸著.                北京 :中華書局 ,1981

北京 :生活口讀書・新知三朕書店 ,1956      357p;26cm
358p;21om                  停戦談判紀略[1945年 10月 -1947年 3月 の年

第 4次印刷の標題紙・奥付は簡体字表記    表l p453-502

【222.004/G54・/T】  <0000110270>         【222.004/SE17/T】  <0000112094>

支那學論叢 :内藤博士還暦祝賀 /羽田亨編纂。  中国所史学年基 /中国史学会「中国万史学年

京都 :弘文堂 ,1926.5            基」編輯部編 ;1979… 1997.

1066p:27cm                  [北 京]:人民出版社 .1981-

内藤虎次郎の肖像あり              冊 ;22cm

仕内藤博士著作年表              1990年 以降の出版者は,生活・讀書・新知三

聯書店(北京)

【222.004/H29】  <0000112011>

1983【222.∞5/C62/T1983】 く0000105718>

慶祝李済先生七十歳論文集 /慶祝李済先生七十

歳論文集編輯委員會編輯 ;上冊.        アジアロフォード財団資金問題に関する全中国研究

―-11-―
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者シンポジウムの記録.

東京 :中国研究者研究団体連絡会議 ,1962

242p;25cm

【222.006/C62】  く0000103705>

中国古代史論叢 /《中国古代史論叢》編委会[編];

1981年第 1輯 T第 9輯 :

福州 :福建人民出版社 ,1981-

冊 ;21cm

第 7輯 (1983年第 1輯)

【222,003/C62/T7】  <0000110007>
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先秦史研究論集 /大陸雑誌社編輯委員會編輯 ;

上,下。一 (大陸雑誌史學叢書 ;第 1輯第 2,3冊 ).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

2冊 ;21cm

上 【222.003/TA23/Tl(2)】 く0000105932>

下 【222.003/TA23/Tl(3)】 く00001059“>

秦漢史及中古史前期研究論集 /大陸雑誌社編輯

委員會編輯.― (大陸雑誌史學叢書 :第 1輯第 4

11).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

3.303p;21cm

宋遼金史研究論集.― (大陸雑誌史學叢書 ;第 1

輯第 5冊 ).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

295p;21cm

【222.008/TA23/1(5)】   く(0000106013)>

史學通論 /大陸雑誌社編輯委員會編輯。一 (大陸

雑誌史學叢書 ;第 1輯第 1冊).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

3,319p;21cm

【222.003/TA23/Tl(1)】 <0000105957>

【222.003/TA23/Tl C43】  く0000105973>

元明史研究論集 /大陸雑誌社編輯委員會編

輯。一 (大陸雑誌史學叢書 ;第 1輯第 6冊).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

4,322p;21cm

【222.003/TA23/Tl(0】  <∞∞105791>

清史及近代史研究論集 /大陸雑誌社編輯委員會

編輯:一 (大陸雑誌史學叢書 ;第 1輯第 7冊 ).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

4,274p;21cm

【222.003/TA23/Tl(7)】 <0000105981>

-12-
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博記及外國史研究論集 /大陸雑誌社編輯委員會

編輯.― (大陸雑誌史學叢書 :第 1輯第 3冊 ).

台北 :大陸雑誌社 ,1960.11

4,304p;21cm

【222.003/TA23声 l C8p】  く0000105733>

史 】

中国古代史常惧 ;先秦部分 …青題部分:― (青年

文庫).

[北京]:中国青年出版社 ,1978.6-

冊 ;19cm

「先秦部分」は双書名なし

所史地理部分

【222.01/C62/T】  <0000106757>

中国通史簡編 /苑文瀾著 ;第 1編 ―第 3編第 2

上海 :新華書店 ,1959.3

2冊 ;19cm

重印第 1版

1937年 6月 初版 商務印書館

上 【222.01/011/Tl】 く00001073∞>

十七史商権 /王鳴盛撰 :上,下 .

[]:商務印書館 ,19-

冊 :19cm

下 【222。 01/011/T2】  く0000109868>

支那社會史 :前資本主義時代 /サフアロフ原

著 :早川二郎訳.

東京 :白揚社 ,1937

432p;22crn

【222.01/SA14/T】  <0000105221>

【通

冊。一 修訂本。

北京 :人民出版社 ,1叫ト

冊 ;21om  修訂本

第 1編  【222.01/H27/Tl】

第 2編  【222.01/H27/T2】

第 3編第 1冊

【222.01/H27/T3(1)】

考史拾遺 /(清)錢大Ff撰 .

北京 :商務印書館 ,1958.12

3,1,123,114p;19cm

三史拾遺 p.1-123、 諸史拾遺 p.1-114

【222.01/SE56/T】  <0000107920>

廿二史考異 /(清)錢大断撰 :set上,下、

<0000103951〕 >

く0000108969〕>

<0000106112〕 >

十七史商権 /清王鳴盛撰 ;上,下.― 重印第 1版

-13-
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北京 :商務印書館 ,1958.6

2欄辟;20om

重印第 1版

上:巻 1-巻 引に下:巻 45-巻 1∞

上 【222.01/SE56/Tl】  <0000107037>

下 【222.01/SE56/T2】  <0000107晰 >

中國通史参考資料 /期伯賛,鄭天挺主編 ;古代

部分第 1冊 ―古代部分第 8冊 .

北京 :中華書局 ,1962.4-1981.5

6冊 :21cm

第 1冊:原始社会・奴隷社会.第 2冊:封建社会

1戦国到東漢末。第 3冊:封建社会 2魏晋南北朝.

第4冊:封建社会3隋到五代末。第6冊:封建社会5

元.第 3冊:封建社会 7清(雅片戦争前

古代部分第 4冊

【222.01/SE56/Tl C41】 <0000108977>

古代部分第 3冊

【222.01/SE56/Tl(D】  く0000108985>

中国史綱要 /蒻伯賛主編 ;1-4

北京 :人民出版社 ,1979

4冊 ;21cm

箱入

2 【222.01/SE56/T2】  <0000108944>

資治通鑑 /司馬光編著 ;胡三省音註 ;第 1-20冊

==キ =キ
■
=■ ======十

キキ十キ
=キ =キ

÷
=十

■キ
=÷

÷
=キ

÷キ
=キ

■

北京 :古籍出版社

北京 :新華書店(発行),1956

20冊 ;21cm

第 1冊:巻 1至 12:周威烈王 23年戊寅起 漢恵帝

7年癸丑止,第 2冊:巻 13至 27:漢高后元年甲寅起 漢

黄龍元年壬申止,第 3冊:巻 28至 43:漢元帝初元元年

癸酉起 漢光武帝建武22年丙午止,第 4冊:巻 4・4至 57:

漢光武帝建武23年丁未起 漢菫帝光和3年庚申止,第 5

冊:巻 58至 74:漢重帝光和 4年辛酉起 魏郡陵属公正

始 6年乙丑止,第 6冊:巻 75至 89:魏都陵属公正始 7

年丙寅起 晉慇帝建興4年丙子止,第 7冊:巻 90至 106:

晉元帝建武元年丁丑起 晉孝武帝太元 11年丙成止,

第 3冊:巻 107至 123:晉孝武帝太元 12年丁亥起

宋文帝元嘉 18年辛巳止,第 9冊:巻 124至 138:宋文

帝元嘉 19年壬午起 齊武帝永明 11年癸酉止,第 10冊 :

巻 139至 155:齊明帝建武元年甲成起 梁武帝中大通4

年壬子止,第 11冊:巻 156至 168:梁武帝中大通 5年

癸丑起 陳文帝天嘉3年壬午止,第 12冊:巻 169至 184:

陳文帝天嘉 4年癸未起 隋恭帝義寧元年丁丑止,第 13

冊:巻 185至 199:唐高祖武徳元年戊寅起 唐高宗永徹

6年乙卵 9月止,第 14冊:巻 200至 213:唐高宗永徽 6

年乙卵 10月 起 唐玄宗開元 21年癸酉止,第 15冊:巻

214至 225:唐玄宗開元 22年甲成起 唐代宗大暦 14年

己未 7月止,第 16冊:巻 226至 240:唐代宗大暦 14年

己未 8月起 唐憲宗元和 14年己亥正月止,

第 17冊:巻 241至 254:唐憲宗元和
'14年

己亥 2

月起 唐倍宗中和 2年壬寅 4月止,第 18冊:巻 255至

268:唐倍宗中和 2年壬寅5月起 後梁均王乾化 3年癸

酉 11月 止,第 19冊:巻 269至 284:後梁均王乾化 3年

癸酉 12月 起 後晉齊王開運2年乙巳7月止,第 20冊:巻

285至 294:後晉齊王開運 2年乙巳8月起 後周世宗顧

徳 6年己未止 [「●I:通鑑澤文鶉誤 12巻

標鮎資治通鑑小組校鮎

第 1冊 【222.01/SH15/Tl】 <0000107078>

第 2冊 【222.01/SH15/T2】 <0000107086>

-14-
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史記考索 /朱東潤著.

香港 :太平書局 。19629・

249p:19om

第3冊 【222.01/SH15/T3】 <0000107094>

第4冊 【222.01/SH15/T4】 <0000107102>

第5冊 【222.01/SH15/T5】 <0000107110>

第6冊 【222.01/SH15/T6】 <0000107128>

第7冊 【222.01/SH15/T7】 <0000107136>

第8冊 【222.01/SH15/T8】 <0000107144>

第 91冊 【222.01/SH15/T9】 <0000107151>

第10冊 【222.01/SH15/T10】 <0000107169>

第11冊 【222.01/SH15/Tll】 <00∞107177>

第12冊 【222.01/SH15/丁 12】 <0000107185>

第13冊 【222.01/SH15/T13】 <0000107193>

第14冊 【22201/SH15/T14】 <0000107201>

第15冊
'【

222.01/SH15/T15】 <0000107219>

第16冊 【222.01/SH15/丁 16】 <0000107227>

第17冊 【222.01/SH15/T17】 く0000107235>

第18冊 【222.01/SH15/T18】 <0000107243>

第19冊 【222.01/SH15/T19】 <0000107250>

第a冊 【222.01/SH15/T20】 く00∞107268>

士与中国文化 /余英吋著。一 (中国文化史ユ事

周谷城主編).

上海 :上海人民出版社 ,1987.12

579p:21om

【222.01″72/T】  <0000107763>

【考古学・歴史時代 】

殷周青銅器分類図録 /陳夢家編 ;松丸道雄改

編 ;上,下 .

東京 :汲古書院 ,1977.1

2冊[;27cm

中国科学院考古研究所編「美帝国主義劫椋的

我国段周銅器集録」(科学出版社、1962年刊)の復

刻改編

上 【222.02/16/1】  <0000104695>

下  【222.02/C46/2】  く0000104703>

【222.01/SH15S/T】  く0000110411>

中国前近代史研究 :栗原朋信博士追悼記念

早稲田大学文学部東洋史研究室編集.

東京 :雄山閣出版 ,1980.9

303p;22cm

【222.01/W41】 <0000104430>

漢簡綴述 /陳夢家著 :中国社会科学院考古研

究所編輯.― (考古学専刊 ;甲種第 15号).

北京 :中華書局 ,198012

4,317p;26cm

【22202/046/T】  <0000107■3>

善本碑帖録 /麟 ―鍔宙学朝七 Z層第 19う

-15-
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北京 :中華書局出版 ,1984         信陽楚墓 :河南省文物研究所 /中国社会科学

214・p,図版 ;26cm              院考古研究所編。一 (考古学専刊 ;丁種第 30号 .

図版:巻末                  中国田野考古報告集).

北京 :文物出版社 ,1986

【222.02/C52/T】  <0000105395>       14・ Op:図版 16,128p;26cm

発売:新華書店北京発行所

中国の新出土文物.

北京 :外文出版社 ,1979

136p:図版 ;18cm

発行者:中国:国際書店

社,1973)の続編

満城漢墓 /中国社会科学院考古研究所北京儀器

廠二人理論組編.

北京 :文物出版社 ,1978

81p:図 ;21cm

馬王堆漢墓研究 /湖南省博物館編,

長沙 :湖南人民出版社 ,1981.8

413p:27cm

【222.02/C62/T】  <0000105304>

【222.02/C62/T】  <0000106872>

中国考古学論叢 :中国社会科学院考古研究所建

著。― (考古学専刊 ;甲種 22号).

北京 :科学1出 1版社 ,1993.5

【222.02/C62/T】  <0000107011>

「中国文化大革命期間の出土文物」(外文出版  所 40年紀念 /中国社会科学院考古研究所編

【222.02/C62】  く0000103101>         宙1501p;27cm

7030030001

甲骨文編 /[孫海波撰];´中国科學院考古研究所

編.― (考古学専刊 :乙種第 14号 )。

【222.02/C62/T】  <0000105296>       北京 :中華書局 ,1965.9

976,4・4p;27cm

民国二十二年(1930燕京大學暗佛燕京學社刊,

孫海波撰「甲骨文編」に改定を加え影印したもの

発売:新華書店北京発行所

7101005233

【222.02/062/T】  <0000107458>

新出金文分域簡目 /中国社会科学院考古研究所

二 16-
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編.― (考古学専刊 ;乙種第22号 ).

北京 :中華書局 ,1983.5

225p;26crn                  .

【222.02/C62/T】  く0000109975>

中国考古学研究論集 :紀念夏鷺先生考古五十週

年 /中国考古学研究論集編委会編.

西安 :三秦出版社 ,1987.12

502p;27cm

統一書号:11388.029

7805460035

【222.02/C62/T】  <0000112086>

秦代陶文 /哀仲―著 .

西安 :三秦出版社 ,1987.5

473p;27om

【222.02/E56/丁 】 <0000109330>

西周金文槻英 /呉鎮蜂編.

[出版地不明]:三秦出版社 ,1986.12

56p;26cnl

統一書号:73880029

【222.02/G54・ /T】  <0000109314>
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金石索 /朧雲鵬InI;[1]1金索― ―E241:石索‐六.

上海 :新馬路丈新局 ,[ ]
24冊 :20cm

和装本・木箱入り

日]:金― E222.02/H99/Tl】 く0000112490>

囲 :金― 【222.02/H99/T2】 <0000112508>

E31:金 二 【222.02/H99/T3】 :く00001.12516>

E43:金 二 【222.02洲 99/T翻 <0000112524>

□ :金三 【222.02/H99/T5】 く0000112532>

E61:金三 【222.02/H99/T6】 <0000112540>

□ :金四 【222.02/H99/T7】 く0000112557>

E81:金 四 【222.02/H99/T8】 <0000112565>

E91:金 五 【222.02/H99/T9】 <0000112573>

101:鉦  【222.02/H99/T10】 <0000112581>

日1]:金六【222。 02/H99/Tll】 <0000112599>

日a:金六【222.02/H99/T12】 <0000112607>

日錮:石―【222.02/H99/T13】 <0000112615>

E141:石L【222.02/H99/T14】 く0000112623>

|口 :石二【222.02/H99/T15】 <0000112631>

D団 :召二【222.02/H99/T16】 <0000112649>

日■:為―【222.02/H99/T17】 <0000112656>

日81:有―【222.02/H99/T18】 <0000112664>

日91:石四【222.02/H99/T19】 <0000112672>

pOI:.四 【222.02/H99/T20】 <0000112680>

闊]:有喘【222.02/H99/T21】 <0000112698>

脚]:右力【22202/H99/T22】 <0000112706>

闊|:石六【222.02/H99/T23】 <0000112714>

p41:欲 【222.02/H99/T24】 <0000112722>

新石器時代 /テ達著。

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1979.2

2,a256p,図版 23枚 ;21om

第 2版
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【222.02/151/T】  <0000108100>‐          【222.02/KA19/T】  <0000108993>

楚地出土文献三種研究 /饒宗順,曽憲通著.   ◆◆墓 :戦国中山国国王之墓 /河北省文物研

北京 :中華書局 ,1993.8           究所En~I;:平装 :set― 精装 :下 .

4,522p:図 版 ;26cm               北京 :文物出版社 ,1996.2

7101011470                                    211 ;27cm

奥付・本文は中国簡化字表記

【222.02/J56/T】  <0000108“6>

平装 :上 【222.02/KA19/Tl】 <0000109371>

平装 :下 【222.02/KA19/T2】 <0000100389>

雲夢秦簡日書研究 /饒宗順,曾憲通著.一 (香港

中文大学中国文化研究所中国考古芸術研究中心

専刊 ;3). 甲骨文字研究 /郭沐若著 ;中国科学院考古研

香港 :中文大學出版社 ,1982        究所編.― (考古学専刊 :甲種第 10号 ).

2.2,99,51,12p:27cm 北京 :科学出版社 ,1962.11

336p,図版 1枚 ;27cm

【222.02/J56/T】  <∞00109124>       人民出版社刊(改訂本,1952)を「考古学専刊」

として出版したもの

背表紙に「郭沫若考古論之一」とあり

藁城台西商代遺址 /河北省博物館,文管虎台西    【222.02/m3/丁 】 <0000107“6>
考古隊,・ 河北省藁城県台西台隊理論小組編.

北京 :文物出版社 ,1977

91p l図版 ;19cm

殷周青銅器銘文研究 /郭沫若著 ;中國科學院

【222.02/KA19/T】  く0000106575>     考古研究所編輯.― (考古学専刊 ;甲種第 7琥〉

北京 :科学出版社 ,1961.10

226P,図版 ;27cm

望都二号波墓 /河北省文化局文物工作FA編.     【222.02/KA23/T】  <0000109900>

北京 :文物出版社 ,1959

56p:図版 :26cm

-18-
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商周銅器群線合研究 /郭宝鉤著.

北京 :文物出版社 11981

2,4,217,図版46枚 :27cm

【222.02/KA23/T】  <0000109983>

段虚文字綴合 /郭若愚[ほか]綴集,中国科學院

考古研究所編 .

北京 :科学出版社 ,1955.4

241枚 ;38cm

【222.02/KA23/T】  <0000111963>

÷十■キ■キ
=キ

■キ
=キ

■キ■キ十十■
=キ

キ■キ
==十

キ■キ
======÷

キ

永城西漢梁国王陵興寝園 /河南省文物考古研究

所編.

鄭州 :中州古籍出版社 ,1996.8

12,297p:彩版 8p,図版 44・p:折込図 2枚 ;

26cm

表紙・本文・奥付は中国簡化字表記

【222.02/KA45/T】  <00001069鵜>

鄭州二里岡 /河南省文化局文物工作隊編著 ;

中國科學院考古研究所編輯 ;平装本 :精装本=
(考古学専刊 ;丁種第7琥 。中国田野考古報告集

北京 :科學出版社 ,1959.8 ′

i■ 94p,図版 4・Op;26om

平装本  【222.02パ‖5/T】 <0000103464>金文叢政 /郭沫若著 ;[1]― E41“

東京 :文求堂 ,1932

4冊 ;28om  和装 峡入

日]【 222.02/M8/Tl】

[2] .【 222.02/KA23/T2】
.

[3] 【222.02/M8/T3】

E41 【22202/M8/T4】

夏文化論文選集 /河南省考古学会河南省博物館組

鄭州 :中州古籍出版社 ,1985.3

395p;21cm

統一書号:11219口 24

【222.02/m45/T】  <0000109454>

仰詔文化学術討論会 /河南省[]池県文物保護

管理委員会,河南省[]池県仰詔文化旅沸資源開

発[]備処朧 ]:材料彙編.

[]:河南省[]池県文物保護管理委員会 ,

1985.12

55p:26cm

く0000111492>

<0000111500>

く0000111518>

<0000111526>

漢代畳鋳 :温縣蝶範密的霊掘和研究 /河南省

博物館《中国冶金史》編写組著.

北京 :文物出版社
｀
,1978

42p,図版 12p;26cm

【222.02/KA45/T】  <0000105262>
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材料彙編 【222.02/KA45/T】 く0000111955> 【222.02/K027/T】  く0000107722>

工農考古基礎知識 /吉林大学歴史系考古専業河

北省文書管理処編.

北京 :文物出版社 ,1978

233p;26cm

【222。 02/K:73/T】  <0000112003>

湖北随州橋鼓[]出土文物 /湖北省博物館編:

[出版地不明]:中国文物展覧館 ,198412

1,04p;29cm

英文併記

【222.02/K027/T】  <0000111997>

殷墟繁掘 /胡厚宣著.

上海 :学習生活出版社・1955.5

4,149p,図版 100p;19cm

【222.02/K011/T】  <0000105825>

申国上古史論文選輯 /回t台湾大學歴史系選輯 ;

許悼雲主編 ;第 1冊 :精 鵬日,第 2冊 :精 膨日.

台北 :國風出版社 ,1966.7

21附 ;21cm

再版

奥付の発行者:台聯回風出版社

江陵九店東周墓 /湖北省文物考古研究所編著.

北京 :科学出版社 ,1995.7

20,545p:図 版 132p;27cm

7030044614

【222.02/K027/T】  <0000106864>

戦國曾侯乙墓出土文物日案選 /湖北省博物館 ,

北京工藝美術研究所編.

[武汲]:長江文藝出版社 ,1984

95p;26cm

統一書琥:8107・ 568

第1冊 :1情 【222.02/K049/Tl】 <0000100308>

長沙馬王堆―琥漢墓嚢掘簡報 /湖南省博物館

[ほか]編

北京 :文物出版社 ,19727

17p,図版 32p;26cm

その他の責任表示 :中国科学院考古研究所,

文物編輯委員会

【222.02/K071/T】  <0000107532>
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ア ジア史・ 東洋 史

随縣曽侯乙墓 /湖北省博物館編.

北京 :文物出版社 ,1980。4

7p:図版E241枚 ;26cm

記述は1982年 12月 :第 2次印刷による

本文・奥付凛 題紙は中国簡体字による

【222102/K071/T】  <0000107565>

中国都城歴史図録 /叶麟軍編 ;第 1集 …第4集 .

蘭州 :蘭州大学出版社 ,1986.5-1987.12

4冊肝;27cm

図版,折込み図

内容 第1集:総論0夏至戦国,第 2集 :発展時期

的都城(秦至唐),第 3集:成熟時期的都城(宋至清)・

第 4集 :幸亥革命以后的都城

標題紙と奥付は中国簡体字表記による

第 4集 【222.02/KY1/T4】 く0000106930>

在満二十六年遺跡探査とわが人生の回想 /三宅

俊成著.

:三宅中国古代文化調査室 ,1985.12

【222.02/M:76】  <0000107623>

漢簡研究 /大庭脩著.

京都 :同朋舎出版 ,1992.12

360p;22cm

481041065X

キ
=キ

キ
=キ

キキキキキ
=キ

十■キ十Ⅲ÷キ
=キ

÷キ十
==十

■÷
===辛

辛
=■

辛

【222.02/011】  く0000104521>

西周
j甲

骨探論 /王宇信著.

北京 :中国社会科学出版社 ,1"44

8,3,381p;19cm

統一書号111190・ 141

【222.02/011/T】  く00001∝〕504>

流沙墜簡 /羅振玉,王国維編著.

北京 :中華書局 ,1993.9

2,2.294・p:折り込み図 1枚 :27cm

1934年刊修訂再版本の影印

発売:新華書店北京発行所

7101011489

【222.02/Rl1/T】  <0000108431>

貞松堂集古遺文 /羅振玉撰 :精装 上冊 :精装

下冊 :精装 補遺続編.― (金文叢編).   1
香港 :崇基書店 ,1968.6

3冊肝:20cm

精 上冊 【222.02/Rl1/Tl】 く0000108787>

精 下冊 【222.02/Rl1/T2】 <0000108795>

精 補遺続編

【222.02/Rl1/T3】 く0000108803>
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洛陽考古四十年 :1992年洛陽考古学術研討会論  山西出土文物 /山西省文物工作委員会編.

文集 /洛陽市文物工作隊編 :葉万松主編.      [北 京]:山西省文物工作委員会 ,1980    1

北京 :科学出版社 ,1996.3           [101p,195図 ;25x24cm

ガ,398p,折込図 1枚:図版 1枚 ;26cm       執行編集:張徳光、撮影:梁子明

標題紙・奥付日本文は中国簡化宇表記

703∞4651X                  【222.02/SA66/T】  <0000107490>

【222,02/R12/T】  く0∞0109934>

山東漢豊像石選集 /山奈省博物館,山奈省文物

考古研究所編.

渤海国 /李殿福,孫玉良著.T(文物考古知識).    麟 劇 :斉書ギ社 ,1982.3

北京 :文物出版社 ,1987.4

164p;19cm

統一書号 11068・ 1493

【222.02/R32/T】  く0000107573>

54p,図淵反240p;27X39cm

端著者:蒋英矩,異文膜,失天相

【222.02/SA67/T】  <0000102913>

考古年表 /石章如撰.― (中央研究院歴史語言研

河拇渡文化初探 /林華東著.― (浙江文化叢書)。   究所専刊 ;35)。

杭州晰 江省]:浙江人民出版社 ,1992.4     [台北]:[回立中央研究院歴史語言研究所],

382p;21om                      1952.9

7213∞7939                   108p:折 込地図(14揃0:25cm

【222.02/R45/T】 <0000107631> 【222.02/SE24/T】  く0000109017>

上馬墓地 /山西省考古研究所編 ;:(平).:(精).  浙江文物 /浙江省博物館編.

北京 :文物出版社 ,1994・.3            杭州 :浙江人民出版社 ,1987.7

520p,図版 127p;26cm             l冊 ;25x26cm

7213000020

平 【222ご 02/SA66/T】  <0000107029>

【222.02/SE44/T】  <0000106971>
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西漢京師倉 /映西省考古研究所 [編];平装,精装 .

北京 :文物出版社 ,1990.12

7,82p,図版 48p;27cm

平 【222.02/SE73/T】  く0000112037>

商周青銅器文飾 /上海博物館青銅器研究組編.

北京 :文物出版社 ,1984

34.35,354p;36● m       ´

綜述 馬承源著 (34p),日録 (35p)巻初

【222.02/SH12万】 く0000102905>

中国漢代画像石の研究 /信立祥著.

東京 :同成社 ,1996.3

lQ 259p:図 版 ;27cm

4886211372

【222.02/SH57】  <00001釧にJ輸>

銅鼓 /蒋廷喩著.― (祖国叢書).

北京 :人民出版社 ,1985

【222.02/SH95/T】  <0000107599>

南京博物院、山東省文物管理虎合編

【222.02/S011/T】  く0000102921>

中国原始社会史 /宋兆麟〔ほか〕著 .

北京 :文物出版社 ,1983.3

499p;21om

.【222.02/S011/T】  <0000100066>

夏商周考古学論文集 /霧口衡著 ;[正集],績集.…

北京 :文物出版社・1980-1998

2冊 ;26-27cm

続集の出版者:科学出版社 (北京)

正集  【222.02/SUl1/Tl】 く0000100009>

東北古代科技史論文匿編 /陶炎ほか編。ァ

史地資料 /ゴヒ方史地資料編委会編 :10.

[沈陽]:[北方史地資料編委会],1987

52`ゃ :27cm

【222.02/T025/T】  <0000106880>

済南古画像石墓発掘報告 /曾昭質眸 ]合著.

南京 :文化部文物管理局出版 ,1956.

8,68p.:図 版 105枚 ;38 cm.

甲骨文字群林 /干省吾著 .

北京 :中華書局 ,1979.6

11,3,6,15,471p;27● m
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【222.02/Ul1/丁 】 <0000108373>

中国古兵器論叢 /楊瓢著。

北京 :文物出版社 ,1980

153p.:26cm

発売:新華書店

【222.02/Y72/T】  <0000107557>

河南考古 /楊育彬著.

EE「州]:中州古籍出版社 ,1985.10
.3,8,689p,図

版 48p;21cm

【222.02/Y72/T】  <0000107649>

中国古代公社組織的考察 :論先秦両漢的単一憚―

弾 /檬偉超著.― (中国所史博物館墨ギ ;第 1号).

北京 :文物出版社 ,1988

184p;21om

750100112X

【222.02/Y96/T】

随縣曽候乙墓 :発掘簡報与論文彙編.

[]:湖北省博物館 ,1979.7

48p,図版 9p:26cm

タイトル,本文とも簡体字表記
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【222.02/Z6/T】    <0000109863〕>

【段 [商 ]・ 周・春秋戦国:時代 】

中国青銅時代 /張光直著.

台北 :聯経出版事業公司 ,1983:4

387p:21cm

出版年の表記 中華民国七十二年

9570812982

【222.03/C52/T】  く0000106807>

楚文化史 /張正明著.― (中国文化史基事 /周

谷城主縮).

上海 :上海人民出版社 ,1987.8

2,3,4,320p,図 版 10枚 ;21cm

表記は中国簡化字

【222.03/C52/丁 】 <0000107771>

周代社会辮析 /趙光賢[著 ].

[北京]:人民出版社 ,1980.12

3,2,254p;21cm

【222.03/052/T】  <0000108159>

中国青銅時代 /張光直著.― (香港中文大学中国

く(0000107813〕 >
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文化研究所中国考古芸術研究申心専刊 :2)。

香港 :申文大学出版社・1982

2219p;27cm          .

9622012590

【222.03/C52/T】  <000011∞15>

中国国家起源的問題 /呉恩裕著.

上海 :上海人民出版社,1956.12

58p;19cm

【222.03/G54/T】  <0000108241>

吉本竹書紀年輯校訂補 /苑祥尭編.

上海 :人民出版社 ,1957

107p;20cm

引用書 目:p105-107

本文は繁体字表記

【222.03/H27/T】  <0000109132>

古代中国の都市とその周邊 /服部克彦著.

京都 :ミネルヴァ善房 ,1966

322p:図,地図 ;22crn

【222.03/H44】 <00001釧旧13>

中国古代国家の支配構造 :西周封建制度と金文

/伊藤道治著。一 (神戸大学文学部東アジア研究セ

ンター研究報告 ;第 l号 ).

東京 :申央公論社 ,1987.10‐

464p;22cm

412001621:8

【222.03/:89】  <0000104604>

奴隷制時代 /郭沫若著.

上海 :新文藝出版社 ,1952.6

3,188p;21cm

記述はI第 2版(1952.8発行】こよる

【222。 03/KA23/T】  <0000107854>

中回古代社會研究 /郭沫若著.

北京 :科學出版社 ,1964.10

11,281p;21cm

二版

【222.03/KA23/T】  <0000108233>

楚文化研究論文集 /河南省考古学会編.

鄭州 :中州書画社 ,1983

208p;19cm

【222.03/KA45/T】  <0000105999>
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李亜農史論集 /[李亜農著];:精装.

上海 :上海人民出版社 ,1962.9

1,9,1098p:図用反:21cm

記述は 1964年 9月 第 2次印刷による

精装  【222.03/KH1/T】  <0000107995>

中国奴求社会的几↑問題 /金景芳著.

北京 :中華書局 ,19622

116p;21cm

統一書号:11018・ 298

【222.03/K:41/T】  く0000106054>

楚史研究専輯 /湖北省楚史研究会 武漢師範学

院学報編輯都合編.

[武漢]:[出版者不明]・ [1982可

274p;19cm

【22203/K027/T】  く0000106021>

楚文化新探 /湖北省社会科学院歴史研究所編.

[]:湖北人民出版社 ,1981.9

216p;19cm

【222.03/K027/T】  <0∞0106∞5>

中国上古史論文選輯 /回立台湾大學歴史系選

輯 ;許悼雲主編 ;第 1冊 :精 腱割,第 2冊 :精 磁日.

台北 :國風出版社 ,1966.7

2冊 ;21cm

再版

奥付の発行者:台聯回風出版社

第2・II:精 【222.03/K049/T2】 <0000106120>

中国古代国家論集 /楠山修作著。

海南 :楠山修作 ,199Qll

228p;22cnl

折込み図 1枚

【222.03/KU94】 <0000103325>

先秦都城復原研究 /曲英森著.

喰ホ濱 :黒龍江人民出版社 ,1991.8

6.4,461p:19cm

表記は中国簡体宇

7207015917

【222.03/KY4/T】  <0000107748>

西周青銅器とその國家 /松丸道雄編 .

東京 :東京大學出版會 ,198Q6

47Q xviiip;22om

内容:西周青銅器製作の背景,西周青銅器中の諸

侯製作器について(松丸道雄),西周時代の成周鋳銅エ

房について(持井康孝),西周冊命金文分類の試み(武者

章),西周国家における「天命」の機能(高山節也),周 王
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朝の君主檀の構造について(豊田久)

1 金文関係主要著録類略琥表p457-567

英文要旨:巻末 xJ‖p

【222.03/‖ A31】 く0000103341〕>
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春秋時期的歩兵 /藍永蔚著.

北京 :中華書局 ,1979

247p:図 ;21cm

【222.03/R14/T】  く0000105668>

東夷文化与淮夷文化研究 /王迅著.

北京 :北東大学出版社 ,19944

159p;26cm

730102181X

【222.03/011汀】 く0000109546>

春秋部分三国考 ;三郊彊邑図敬 /王献唐著.T

(王献唐遺書 /王献唐著).

済南 :齊魯書社 ,1982

61p;26cm

【222.03/011/T】  <0000112045>

戦国秦漢史研究 /越智重明著 ;1,2,3.

福岡 :中国書店 ,1988.2-

冊 ;22cm

内容:第 1巻:第 1編 春秋戦国時代.第 2編 秦

の時代。第 2巻:第 3編 戦国秦漢時代の思想と商

人.第 3巻 :第 4編 家と家族,第 5編:戦国秦漢時代

の集落

1 【222.03/015/1】  く0000103374>

夏商周史話 /黎虎躇 ].

北京 :北京出版社 ,1984

257p:21cm

【222.03/R25/T】  <0000105288>

中国古代史分期問題討論集 /歴史研究編輯部

編.

北京 :生活・読書・新知三聯書店 ,1957.7

2,592p;21cm

三聯書店出版 夏代和商代的奴求制(東世激)

他 18編を収む

【222.03/R25/T】  <0000107417>

周書 /[令狐徳棄欄 .― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

434p;27cm              ・

【222.03/R25/T】  <0000110528>

中国古代史分期討論五十年_:1929-1979年 /林
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甘泉 [他編].

上海 :上海人民出版社 ,1982

486p;21om

付録 中国古代史分期問題討論 50年論著目

録索引(1929二1979)

【222.03/R45/T】  <0000106096>

戦国策 /高誘注.― (國學基本叢書).

E■海]:商務印書館 ,1958.4

1,3,2,98,100.10■ 2,75p;19cm

1934年 3月 初版,1958年 4月 重印第 1版

【222.03/R98/T】  <0000110106>

中国古代史 /劉澤華[ほか]編著 ;上,下 .

北京 :人民出版社 ,1979

21冊 ;21cm

上 【222.03/R98/Tl】  <0000106088>

下 【222.03/R98/T2】  く0000113167>

先秦取官表 /左言奈編著.

北京:商努印ギ館,,19947 3,12,519p;19cm

7100006015

【222.03/SAl1/T】  <0000107730>
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戦國制'度考 /齊思和著.

香港 :龍門書店 .1970.3

61p;26cm

【222.03/SA17/T】  くαЮ0107508>

司馬遷与《史記》論集 /歴史研究編輯部編:

西安 :陳西人民出版社 ,19824

a a 250p:21om‐

【222.03/SH15R/T】  く0000108068>

史記家墓記 /施之勉著.

台北 :大陸雑誌社 ,1977

263p;18om

【222.03/SH15S/T】 く0000107367>

司馬遷的世界 :司 馬遷的一生異史記的世界

鄭,探生編議 ― (新潮文庫 ;160)

台北 :志文出版社 ,1982.3

5,257p;19cm

再版

【222.03/SH15T/丁 】 <0000107755>

西周社會制度問題 /今仲勉著.

上海 :上海人民出版社 ,1957.10

-28-
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6,186p;21om

隅 版,新 1版]

【222.03/SH57/T】  く0000108050>

國語索引 /鈴木隆一編.

東京 :大安 ,1967.5

14276p:25cm

昭和 9年(東方文化学院京都研究所)発行の再

刊本

【222.03/SU96/T】  <000010巧39>

周代城邦 /杜正勝著.

墨北 :聯経出版事業公司 ,1979.1

1,16,220p;21cm

【222.03/T011/T】 <0000108167>

戦國史 /楊寛著.

上海 :上海人民出版社 ,1955.9

605p;21cm

【222.0助年72/T】  く0000105163>

古史新探 /楊寛著.

北京 :中華書局 ,1965.10

6,3,370p;21om

===キ =キ
÷十■キキキ■十キ十■キキキ

=キ
■キキキ■中÷キキキキ■キ■

=キ

【222.03/Y72/T】  く0000107912>

春秋會要 /婦L彦渠撰。

北京 :申華書局 ,1955.11

2.2.196p;19 om

書琥:26577

7101020445

【222.03/Y72/T】  く0000109710>

中国古代社會与古代思想研究 /楊向奎著 ;上

・
Jl・ 下・Jl.

上海 :上海人民出版社 ,1962.牛 1964.8

21冊 ;21om

上冊 【222.03/Y72/Tl】  く0000106831>

下冊 【222.03/Y72/T2】  く0000106849>

史記地名考 /前開明書店編著.

香港 :太平書局 ,1962.10

3,943p;21om

【222。 03/Z3/T】  <0000108662>

【秦漢・魏晋南北朝・隋唐時代 】
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中国古代農民革命史 /田昌五著 :第 1冊.      香港 :一新書店 ,1954序      ■

上海 :上海人民出版社 ,1979-          150p;19cm

冊 :21cm

【222.04/K011/T】  <∞00107375>

第1冊  【222.04r/D57/T】 く0000108225>

魏晋南朝の貴族制 /越智重明著.

銀雀山漢簡群文 /呉九龍群.― (秦漢魏晋出土文    東京 :研文出版 ,1982.10

献).                        397p;22cm
北京 :文物出版社 ,1985,12

24246p:21om                   【222.04/015】  く00001“310>

【222.04/G54/T】  く0000108530>

魏晋南朝の政治と社会 /越智重明著.

東京 :吉川弘文館 ,1963

後漢書三回志補表三十種 /熊方等撰 :劉◆仁    493p:22cm

鮎校 ;上,中,下。一 (二十四史研究資料叢刊).

北京 :中華書局出版 ,198410          【222.04/015】  <0000104802>

31冊 ;21cm

中 【222.工
=ヽ

59/T2】  <0000105809>

下 【222.04/G59/T3】  <0000105817>   魏晋南北朝史論叢 /唐長儒著 ;[正],続編.

北京 :生 活・読書・新知三聯書 店 ,

1955.7-1959.5

2冊 ;21cm

史漢論稿 /徐朔方著.

江蘇 :江蘇古籍出版社 ,198411

11,360p;21om

【222.04/J56/T】  <0000109512>

秦集史 /馬非百著 1上・El,下冊.

北京 :中華書局 ,1982.8

正編 【222.04/T011/Tl】 <0000107326>

続編 【222.04/T011/T2】 <0000107862>

秦漢的方士興儒生 /顧頷剛著.
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【222.041/011/T】 く0000105346>21冊 ;21cm

発売:新華書店北京発行所

」L調1   【222.041/Bl1/Tl】 く〔0000109538>

秦漢史話 /陳致平著。一 (民族史話叢書).

墨北 :三民書局 ,1972.10

1,1,4,706p;21cm

【222.041/m6/T】  <0000108092>

秦陵銅車馬与車馬文化 /張仲立著.― (《秦備口秦

文化》叢書).

西安 :映西人民教育出版社 ,1994

250p;21cm

【222.041/C52/T】  <0000109702>

雲夢秦簡初探 /高敏著.

EE「州]:河南人民出版社 ,1979。 1

247p;19cm

【222.041/K011/T】 <0000107339>

先秦史 /王明閣編著.

喰爾濱 :黒竜江人民出版社 ,1983

lQ 503p:19cm

秦漢史 /呂思勉著 :上冊 下冊.

香港 :太平書局 ,1964.5

冊 :21om

本書根撼開明書店 1947年版重印

上冊  【222.041/R96/Tl】 <0000106641>

下冊  【222.041/R96/T2】 <0000106658>

秦末農民戦争史略 /劉升揚著.

北京 :商務印書館 ,1959。4

95p,図 2枚 ;19cm

【222.041/R98/T】  く0000108076>

戦国秦漢史論文索引 /張伝璽 [ほか]編 ;[正 ]・

続編.

北京 :北京大学出版社 ,1983-1992

2冊 ;27cm                  、

付:所収報刊一覧表,英文目録

[正11900-1980

続編:論文 1981-1990,専著 1900-1990

表記は中国簡体字による

[正] 【222。 041/SE64/T】 く0000109322>

秦双衣民哉争史 /漆侠等著
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北京 :生活・讀書・新知三朕事店 ,1962      和装本

6,210p:図版 ;21cm               乾隆四年校刊の影印

【222.041/SH92/T】  く∞m108084>      [第 1冊]:巻一至八

【222.042/H27/Tl】  く0000105114>

漢史初探 /安作章著.

上海 :学習生活出版社 ,1955.9        欽定後漢書 ;第 1冊I巻―至七 ―第5冊:巻五十至

124p;19cm                六十下.

[上滴お 上海鴻文書局 ,光緒戊子[18■]

【222.042/A46/T】  <∞00108589>       乾隆四年校刊の影印

和装本

第 1冊 :巻一至七

漢簡興漢代城市 /馬先醒著.― (簡贖社叢書 :1).    【222.042/H27/Tl】  <0000105064>

台北 :簡贖社 ,1976.1

399p:22cm

簡腹堂論学甲集

論雨漢土地占有形態的霊展 /賀昌群著.

上海 :上海人民出版社 ,1956.2

[欽定前漢書];鵬轟 冊]:巻―至八 .

[上海]:上海鴻文書局 ,光緒戊子[18■ ]

1冊卜;20om

第 2冊 :巻八至二十一

【222.“力剣27/T2】  <0000105072>

第 3冊 :巻二十二至三十九

【222.042/H27/T3】  <0000105080>

【222.042/H27/T4】  <0000105098>

第 5冊 :巻五十至六十下

【222.042/H27/T5】  く0000105106>

【222.042/311/T】  く0000106518>        第4冊 :巻四十至四十九

85p;19cm

書名の「占」の表記は人偏あり(同字)     後漢書語彙集成 /藤田至善編 :上,中,下 .

京都 :京都大学人文科学研究所,1960-1962

【222.釧陽

“

11/丁】 <0000108001>        3冊 :27 cm

上 【222.042/H27F/1】  <000010曜Юl>

中 【222.042/H27F/2】  <0000104919>

下 【222.042/H27F/3】  <0000104927>
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漢書注商 /呉拘著.

上海 :上海古籍出版社 ,1983.1

6,10,348p;19cm          .

【222.042/H27G/T】  <0000110312>

後漢書集解 /王先謙撰 ;上,下 .

北京 :中華書局 ,19842

2冊 ;27cm

擦 1915年虚受堂刊本影印

上 【222.042/H270/Tl】  <0000110122>

下  【222.042/H270/T2】  く0000110130>

漢書窺管 /楊樹達著.

北京 :科學出版社 ,1955,7

8,2,662p;26cm

【222.側 IZ〆H27Y/T】  、<0000109306>

西漢會要 /徐天麟撰.

北京 :中華書局 ,1955.7

723p:19cm

7101020461

【222.042/J56/T】 <0000107060>
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北京 :中華書局 ,1955。 7

438p;19cm

710102047X

【222.042/J56/T】    <0000107276>

績後漢書 /邦経撰 ;上 ,中 ,下イ 回學基本叢割 .

北京 :商務印書館 ,1937.6

1627p(311);19cm

1937年 6月 初版,1958年 5月重印第 1版

上 【222.042M8/Tl】  <0000107284>

中 【222.042/W3/T2】  <0000107292>

漢代史研究 /鎌田重雄著.

東京 :川 田書房 ,1949.5

312p;21cm

【222.042/KA31】  <000010“ 54>

漢代社会異漢代思想 /侯外鷹著.

香港 :嵩華出版事業公司 ,1978.7

68p;19cm

【222.042/K011/T】  <0000106526>

両漢社会性質問題及其他 /王思治著.

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1980.11東漢會要 /徐天麟撰.
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293p;19cm                 漢史辮疑 /施之勉著,一 (中国文化叢書).

台北 :中央文物供應社,19547

【222.042/011/T】  <0000106625>        2,63p;19cm

【222.側|力偲H15/丁】 <0000107888>

西漢年紀 /膨積]王益之撰 ;上 下

「

嘔畔基本書勤

上海 :商務印書館 ,1937

2冊 ;19cm 後漢書集解補 /施之勉著 ;第 1冊 ―第 4冊 .

台北 :中国文化大学出版部 ,1982-1984

上 【222.042/011/Tl】  <0000110395>    4冊 ;21cm

下 【222。 042/011/T2】 く∞0011(Ю3>    第1冊 十紀 第2-3冊 八fFll仁 第4冊 ハ痣

第1冊 【222.04r2/SH15/Tl】 <0000103548>

居延漢簡考群 /労幹著 ;群文之部 ―,群文之

部 二。一 (中央研究院歴史語言研究所専刊 ;21).

[]:商務印書館 ,1949

2冊卜;20cm

群文之部 ―

【222.042/R51/Tl(1)】 <0000109579>

群文之部 二

【222.042/R51/Tl(a】 く00oolo9587>

雨漢地方制度 /張金鑑主編 ;楊樹藩著,一 (國立

政治大學政治研究叢刊 ;第 2轡 .

[台北]:回立政治大學 ,1963.6

2,3,158p;21om

【222.042/Y72/T】  <0000108019>

三回志 /晋陳壽撰 ;宋襲松之注 ;第 1冊―第5冊

北京 :中華書局 ,1959.12

三國史 /[陳寿InI.一 (縮印百袖本二十四史).

西漢長安 /劉運勇著.               北京 :商務印書館 ,1958.9

北京 :中華書局 ,1982.12            720p:27cm
2,140p;19cm

本文・奥付け壽 題紙は 中国簡化字表記による     【222.043/C46/T】  く0000110593>

【222.042/R98/T】  <0000107714>
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5冊 ;21cm

第 1冊 :巻 1至巻 9(魏書 1)。 第 2冊 :巻 10至

巻2∝魏書υ。第3冊 :巻 21至巻 30t魏書 3).第 4冊 :

巻 31至巻 45(蜀書)。 第 5冊 :巻 46至巻 65(呉書)。

第1冊 【222.043/C46/丁 1】 く0000110346>

第2冊 【222.H/C46/T2】 <0000110353>

第3冊 【222.043/C46/T3】 <0000110361>

第4冊 【222.0侶/C46/T4】 <0000110379>

第5冊 【222.043/C46/T5】 <0000110387>

三回志集解 /慮弼著 .

北京 :中華書局 ,1982.12

1157p;27cm

1957年古籍出版社的排印本影印

【222。 043/C46R/T】  <剛 110148>

魏書 /腕収側 .― (縮印百袖本二十四史)。

北京 :商務印書館 ,1958.11

1700p;27cm

【222.043/G41/T】  く0000110577>

三國史講話 /徐徳隣著.

上海 :撃聯出版社 ,1955.2

9,147p;21cm

【222.043/J56/T】  く0000105882>・

三國志人名録 /王祖葬.

上海 :商務印書館 ,1956.2

235,18,38p:19cm

【222.囲/011/T】 <0000110098>

三回志集解 /慮弼著 :1… 18.

北京 :古籍出版 ,1957.10

3秩 18冊 ;27cm

函上:1-6.函中″…12函下:13-18

13 【222.043/R51/T13】  <0000111344>

14 【222。 043/R51/T14】  く0000111351>

15 【222.0473/R51/T15】  <0000111369>

16 【222.昭/R51/T16】  く0000111377>

17 【222.043/R51/T17】  <0000111385>

18 【222.043/R51/T18】  <0000111393>

績後漢書 /邦経撰 ;上,中 ,下.― (国學基本叢書)。

北京 :商務印書館 ,1937.6

1627p(3冊);19cm             、

1937年 6月 初版,1958年 5月 重印第 1版

下 【222.043/SH95/T3】  く00∞110189>

三國食貨志 /陶元珍著.

上海 :商務印書館 ,1935.12

2,1,140p;23cm
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【222.043/T011/T】  <0000105924>    十六之―百三十.

34‐冊 ;20om  和装本

[第 1冊]:巻―之四

【222.044・ /K:46/Tl】  <O1000111534>

[第 2冊]:巻五之九

【222.創詢

“

:46/T2】  <0000111542>

[第 3冊]:巻十之十二

【222.044/K:46/T3】  <O1000111559>

…        【222.043/Y72/T】  <0000107052>       [第 4冊]:巻十三之十五

【222.044/K146/T4】  <0000111567>

[第 5冊]:巻十六之十八

【222.脳助

“

i46/T5】  <0000111575>

三国史論集 /りL季農主編 :第一集,第二集,第    [第 6冊]:巻十九之二十一

三集.                        【222。 044/K:46/T6】  くmmll1583>

台北 :古籍史料出版社 ,1972-73         [第 7冊]:巻二十二之二十四

3冊 :21cm 【222.044/Ki46″ 7】  <0000111591>

[第 3冊]:巻二十五之二十七

第一集 【222.043″72/Tl】 く0000105890>     【222.m/K146/T8】  <0000111609>

第二集 【222.043/Y72/T2】 く0000105908>    [第 9冊]:巻二十ノヽ之三十

第二集 【222.043/Y72/T3】 <0000105916>     【222.044/K:45/T9】  C0000111617>

[第 10冊]:巻三十一之三十六

【222.田鴫ホi46/T10】 <0000111625>

[第 11冊

『

巻三十七之四十

【222.044/K146ノⅥ l】  <0000111633>

[第 12冊]:巻四十一之四十五

【222.044r/Kl弱 /T12】  <0000111641>

[第 13冊]:巻四十六之五十

1 【222.044・/G54/Tl】  <0000110155>        【222.劇崎

“

146/T13】  く0000111658>

2 【222.044・/G54/T2】  <0000110163>     [第 14冊]:巻五十一之五十五

3 【222.側Lた54・/T3】  く0000108670>        【222.044/K:46/T14】  <0000111666>

5 【222.“イ654/T5】  く0000108688>     [第 15冊]:巻五十六之五十九

【222.“グKl弱/T15】  <0000111674>

[第 16冊]:巻六十之六十四

【222.044/K146/T16】  く0000111682>

欽定晉書 ;[第 1冊l巻―之四 ―鵬鴇0冊l巻―百    [第 17冊]:巻六十五之六十九

三國會要 /楊晨著。

北京 :中華書局 ,1956

18,396p;19cm

7101‐02o488

晉書 /呉士鑑,ell承幹[湛』;1-5.

[台北]:藝文印書館 ,19-

2冊「 ;26cm
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南史 /降延寿lal.― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

826p;27cm

【222.046/R32/丁 】 <000011呻4>

【222.“グK:46/T17】  <0000111690>

[第 18冊]:巻七十之七十四

【222.“イK146/T18】  <∞∞111708>

[第 19冊]:巻七十五之七十八

【222.044・ /Kl“/T19】  <00∞111716>

悌 20冊]:巻七十九之八十二

【222.044・ /K:46/丁 20】  <0000111724>

[第 21冊]:巻八十三之八十六

【222.04/4r/K146/T21】  く0000111732>

[第 22冊]:巻八十七之九十

【222.側晰

“

146/T22】  <00001117`Ю>
[第 23冊]:巻九十一之九十四

【222.044/Ki46/T23】  <0000111757>

[第 24冊]:巻九十五之九十七

【222.044・ /K:“/T24】  <0000111765>

[第 25冊]:巻九十八之―百

【222.m/K146/T25】  <0000111773>

[第 26冊]:巻―百―之―百五

【222.044/K146/T26】  <0000111781>

[第 27冊]:巻―百六之―百十一

【222.044/K:46/T27】  く0000111799>

[第 28冊]:巻―百十二之―百十八

【222.044/K146/T28】  <0000111807>

[第 29冊]:巻―百十九之―百十五

【222.044・ /K146/T29】  <0000111315>

[第 30冊]:巻―百十六之―百三十

【222.α‖/Kl駅ソT30】  く0000111823>

北史 /眸延寿撰].― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

1343p;27cm

【222。 046/R32/T】  <0000110510>

北齊書 /[李百薬測 .― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

361p;27cm

【222.046/R32/丁 】 く0000110551>

南齊書 /備子顧III“― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

530p;27cm

【222.046/S‖95/T】  <0000110585>

陳書 /脇L思廉撰].― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

276p;27cm

【222.046/Y72/T】  <0000110569>

梁書 /[挑思康・魏徴撰]。一 (縮印百袖本二十四

史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

487p:27cm          _
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【222.051/011/T】  <0000110478>

【222.046/Y72/T】 <0000110601〕 >

隋書 /醜徴撰].一 (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

852p;27cm

【222.047/G41月】 <0000110536>

新唐書 /[欧陽修InI.― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958。 11

1620p;27cm

【222.043/011/T】  <0000110544>

薔唐書 /[劉陶InI。一 (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

1513p;27cm

【222.043/R93/T】  <0000110502>

【五代・宋元明時代 】

五代史記 /[欧陽修測 .― (縮印百袖本二十四史).

北京 :商務印書館 ,1958.11

461p;27cm

警五代史 /[醇居正ほか欄 。一続印副膨に計側寃

北京 :商務印書館 ,1958.11

【222.051/SE93/T】  <0000110460>

宋代史論叢 :青山博士古稀紀念 /青山博士古

稀記念宋代史論叢刊行会編。

東京 :省心書房 ,19749

2Q491,3p: 肖像 ;22cm

内容:南宋四川における呉氏の勢力(伊原弘)宋代解

塩の生産と生産形態(河上光―)宋代奴僕婢妾問題の一

班(草野靖)宋代〔コウ〕州事情素描(佐竹靖彦)宋代市組

制度の沿革(斯波義信)宋代的宗学(宋喘)宋代の主戸

客戸制と客戸の税負担(丹喬二)宋代の后妃(千葉〔ヒロ

シ〕)〔キツ〕菜事魔について(竺沙雅章)南宋時代の市舶

司貿易に関する一考察(張祥義)王安石の新法と千倉渠

(中村治兵衛)宋代江南における水利開発(長瀬守)南宋

における漕運の特殊性について(橋本紘治)北宋時代の

京東路(日 比野丈夫)宋真宗時代の磨勘の制の成立につ

いて(古垣光―)北宋の東南地方における官売法下末塩

妙制度の成立について(幸徹)『救荒活民書』と宋代の救

荒政策(吉田寅)略論宋代武官群在統治階級中的地位

(劉子働 付:青山定雄博士年譜口著作目録

【222.053/A58】  <0000102996>

宋書 /眈約InII― (縮印百袖本二十四史)。

北京 :商務印書館 ,1958.11
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1396p;27cm [9]:巻二十七之二十九

【222.053/SH57/T9】  <0000112334>

【222.053/m6/T】  <000011“86>       [10]:巻三十之三十四

【222.053/SH57/T10】  く0000112342>

[11]:巻三十五之三十七

K222.053/SH57/Tll】  <0000112359>

[12]:巻三十八之四十

【222.053/SH57/丁 12】  く0000112367>

[13]:巻四十一之四十三

【222.053/SH57/T13】 <0000112375>

【222.053/G54/T】  <0000107615>        [141:巻 四十四之四十九

【222.053/SH57/T14】  <0000112383>

[15]:巻五十之五十五

【222.053/SH57/T15】  く0000112391>

宋書 /[梁]沈約撰 ;[11目 録・巻―之四 ―E241:巻    [16]:巻五十六之六十一

北宋都城東京 /呉濤著.

脚 州]:河南人民出版社 ,19848

2,2,173p;19cm

九十六之―百.

24冊 :20cm  和装本

【222.053/SH57ノ T16】  <0000112409>

[17]:巻六十二之六十六

宋書 1∞ 巻(含 帝紀10巻 志30巻 夢1膊 60巻)    【222.053/SH57/T17】 <0000112417>

涵芥槙影印 [18]:巻六十七之七十一

【222.053/SH57/T18】  <0000112425>

[1]:目 録0巻―之四                 [19]:巻七十二之七十四

【222.053/SH57/Tl】  <0000112250>      【222.053/S‖57/T19】  <0000112433>

E2]:巻五之十 [20]:巻七十五之七十九

【222.053/SH57/T2】  く0000112268>      【222.053/SH57/T20】  <000011241>

[3]:巻十一之十三 E21]:巻八十之八十四

【222.053/SH57/T3】  <0000112276>      【222.053/SH57/T21】  <0000112458>

E41:巻十四之十五 [22]:巻八十五之九十二

【222。 053/SH57/T4】  <0000112234>      【222.053/SH57/T22】  <0000112466>

[5]:巻十六之十八 E23]:巻九十三之九十五.

【222.053/SH57/T5】  <0000112292>      【222.053/SH57/T23】  <0000112474>

E6]:巻十九之二十一 [24]:巻九十六之―百

【222.053/SH57/T6】  く0000112300>      【222.053/SH57/T24】  く∞∞112482>

[7]:巻二十二

【222.053/SH57/T7】  <0∞ 0112318>

[8]:巻二十三之二十六

【222.053/SH57/T8】  <0000112326>   宋史 /脱脱ほかlal:1■―縮印百袖床二十四D.
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北京 :商務印書館 ,1958.11

4冊 ;27cm

1 【222.053/S063/Tl】  <0000110429>

2 【222.053/S063/T2】  く0000110437>

3 【222.053/S063/T3】  <0000110柘>
4 【222.053/S063/T4】  <000011(452>

軽耕録 /楊家酪主編.-3版,一 (中国学術名著 ;

第 6輯 .讀書勧記叢刊 :第 2集第 9冊 ).

台北 :世界書局 ,1978

471,2p;20cm

3版

【222.057/T011/T】  <0000110171>

明史資料叢刊 /中国社会科学院歴史研究所明史

室編 ;第 1輯,第 2輯 .

肺 京]:江蘇人民出版社 ,1981.5-

冊 ;21cm

標題紙・奥付0本文は中国簡化字表記

第 1輯 【222.053/C62/11】 <0000105833>

【清 時 代 】

近代東北人民革命運動史 :旧民主主義革命時期

/中国科学院吉林省分院歴史研究所,吉林師範

大学歴史系編著.一 影印版.
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:汲古書院 ,1970.6

【222.06/C62】  <0000105122>

捻軍史料叢刊 /江世栄編 ;第 1集,第 2集・第
3集 .

上海 :商努印書館 ,1957.6-

冊 ;21cm

第1集 【222.06/K011/Tl】 く0000107953>

第2集 【222.06/K011/T2】 <0000107961>

皇朝中外壱統輿図 ;1(上巻)-32(北 20巻).

冊 ;27cm

峡入

1(上)【222.06/K015/Tl】 <0000111021>

2(中) 【22206/K015/T2】 <0000111039>

3簡1)【222.06/K015/T3】 <O1000111047>

4 輌a 【222.06/K015/T4】  <0000111054>

50南Э 【222.06/K015/T5】 <0000111062>

6m4D【222.06/K015/T6】 <0000111070>

70有D【222.06/K015/T7】 <0000111088>

9南⊃ 【222.06/K015/丁 9】 く0000111104>

100有D【222.06/K015/T10】 <0000111112>

11簡9【222.06/K015/Tll】 <0000111120>

12輛引0【222.06/K015/丁 12】 <0000111138>

130ヒ 1)【222.06/K015/T13】 <0000111146>

140ヒ2【222.06/K015/T14】 <0000111153>

150ヒЭ 【222.06/K015/T15】 くく0000111lol>

160ヒう 【222.06/K015/T16】 <0000111179>

170ヒD【222.06/K015/T17】 <0000111187>

180ヒ0【222.06/K015/T18】 く0000111195>

190ヒつ【222.06/K015灯19】 く0000111203>
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a(北D【222.06/K015/T20】 <0000111211>

21 CJヒ 9【222.06/K015/T21】 <0000111229>

2CJL10【222.06/K015/T22】 <0000111237>

acILll)【 222.06/K015/T23】
‐
く0000111245>

24CILla【 222.06/K015/T24】 く0000111252>

5CJL10【 222.06/K015/T25】 <0000111260>

距uヒ 1つ 【222.06/K015/T26】 <0000111278>

270ヒ 10【 222.06/K015/T27】 く0000111286>

2uヒ 10【 222.06/K015/T28】 く0000111294>

囚uヒ 1つ 【222.06/K015/T29】 <0000111302>

300ヒ 10【 222.06/K015/T30】 <0000111310>

31 CJヒ 19【222.06/K015/T31】 <0000111328>

2CJじ0・ 【222.06/K015/T32】 く0000111336>

狼片戦争末期英軍在長江下滸的侵略罪行 /上海

社会科学院歴史研究所編.

上海 :上海人民出版社 ,1958.10

2,11,392p;21cm

本文・奥付け日関翻籠よ 中国簡化E郭表記Iこよる

【222.065/SH12/T】  <0000105130>

太平大国革命性盾同題寸論集 /景路,林言椒編.

北京 :生活・讀書暉新知三二朕ギ店 ,1961.7

2,417p;21cm

統一ギ号:11∞2・ 240

【222.000/KE21/T】  <0000106039>

北京 :中華書局 ,1955,9

9,1,4540p:21cm

【222.066/K:41/T】  <0000108910>

太平天国革命来所妃 /(英)玲嘲著 ;工維周詳 ;

上冊,下冊.一 (太平天国史料課鵬 .

北京 :中華書局 ,1961.12

2冊 ;21cm

上冊 【222.066/L63/Tl】 く0000108886>

下冊 【222.066/L63/T2】 <0000103894>

太平天国異聞 /H.B。モTス著 ;外山軍治訳.

東京 :創元社 ,1965

427p:図 ;19cm

巻末:付(折込図 2枚)上海の図(1885年頃),太

平天国軍進撃図

【222.066/H078】 く0000103069>

太平天国史唸塁 /南京大学学扱編輯部,南京

大学太平天国史研究室編 ;第 2韓― (南京大学

学扱墨ギ)

[]:江蘇省社会科学院歴史研究室 ,1980.5

315p;19cm          ・

第2輯 【222.066/N43/T2】 <0000108191>

太平天國史料 /金硫戦,田余慶等編輯.
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浙江太平天国革命文物国最逸編 /浙江省博物館, 太平天国史跡調査集 /羅爾綱著‐‐(太平天史論

浙江省社会科学研究所所史研究室編 :精。    文集 ;第 7集).

杭州 :浙江人民出版社 ,19843          北京 :生活・読書・新知三聯書店 。1958.5

167p:圏版 ;27cm               393p:図 :21cm

統一ギ号:11103096

【222.066/TA22/丁 7】  <0000108986>

精  【222.066/SE44/T】  く0000109967>

【中華民国時代 】

太平天国史記載訂謬集 /羅爾綱著。一 (太平天国

史論文集 ;第 1集 ).

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1955。3   義和団運動六十周年記念論文集 /中国科学院山

170p;21cm                東分院歴史研究所編.

北京 :中華書局 ,1961.12

【222.066/TA22/Tl】  く∞∞108902>      274p;21cm

タイトル・奥位本文とも簡体字表記

【222.07/C62/T】  く∞00105壇9>

太平天国史料考群集 /羅爾綱著。一 (太平天国史

論文集 ;第 5集 )。

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1956.1

34.4・p,図版 5枚 ;21om 辛亥革命回憶録 /中国人民政治協協商会議全国

委員会文史資料研究委員会編 ;第 1集 ―第5集 .

【222.066/TA22/T5】  く0000108928>      北京 :中華書局 ,1961.10-1963.2

5冊 :国版 :21cm

統 一 書 琥 :(1)11018・ 287,(2)11018・ 319,

(3)11018・ 326,(5)110180390

第1集 【222.07/C62/Tl】 <0000108829>

北京 :生活・讀書口新知三聯書店 ,1956.9     第3集 【222.07/C62/T3】 <0000108837>

太平天国文物園群 /羅爾綱著。一 (太平天国史論

文集 ;第 6集 ).

304・p:日版 ;21cm

統一書琥:11∞2・ 62

【222.066/TA22/T6】  く0000108878>

第4集 【222.07/C62/T4】 <00001038朽 >
第5集 【222.07/C62/T5】 <0000108852>
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革命揺監期の北京 :辛亥革命から山東出兵まで    【222.07/Hi37】  く∞00103713>

/藤原鎌兄著 ;小島麗逸編.

東京 :社会思想社 ,1974

354p:図,肖像 ;20cm

【222.07/F68】 <0000104653>

辛壬春秋 /尚乗和著 :際―冊]― [第十六冊].

冊 ;28cm

第一冊 【222,07/SH95/Tl】 く0000110932>

幸亥革命資料 /中国科学院近代史研究所史料編

詳組編輯.― (近代史資料 /中国科学院近代史研

究所史料編詳組編輯 ;1961年第 1号(思 25号)。

北京 :中隼ギ局 ,1961.10

4,625p;20cm .

統一書琥:11018・ 278

【222.07/K142/T25】  く0000108860>

武漢時代と支那共産党 /コミンタン編 :高山洋吉

訳.

東京 :自揚社 ,1929

312p;206m

【222.07/K075】  <0000104471>

所謂「紅軍問題」:ソウエ=卜中国と赤軍。一 (満鉄調

査資料 ;第 14・4編 ).

は 回 :南満洲鐵道調査課 ,[19303

8,232p;23om

「秘」の記載あり

編者:労務課 太宰松二郎

辛壬春秋 /尚乗和著 :悌―冊]― I第十六冊].

冊 ;28cm  .

第二冊 【222.07/SH95″2】 <00001109綱 >
第二冊 【222.07/SH95/T3】 <0000110957>

第四冊 【222.07/SH95/T4】 く0000110965>

第五冊 【222.07/SH95/T5】 く0000110973>

第六冊 【222.07/SH95/T6】 <0000110981>

第七冊 【222.07/SH95/T7】 く0000110999>

第八冊 【222.07/SH95/T8】 く0000111005>

第九冊 【222.07/SH95/T9】 <∞00111831>

第十冊 【222.07/SH95/T10】 <0000111849>

鰤   【222.07/SH95/Tll】 <0000111856>

第十三冊【222.07/SH95/T12】 く0000111864>

第十三鋼旺222.07/SH95/T13】 く0000111872>

鐸針留冊【222.07/SH95/T14】 <0000111880>

詢   【222.07/S‖95/丁 15】 <0000111898>

第十六綱旺222.07/SH95/T16】 く0000111906>

中岳狂[ヒョウ]/登封県人民文化館選編.

[]:登封県人民文化館・1977.7

125p;19cm
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【222.07/T025/T】  <0000108472>     文化大革命の研究 /安藤彦太郎編。一 (早稲田大

学社研研究叢書).

東京 :亜紀書房 ,1968

.    208p;21om

辛亥革命 :中国近代史における偉大な民主主義    文化大革命関係文献年表1151p-206p

革命 /呉玉章著。

北京 :外文出版社 ,1964

182p:図版 ;19om

【222.071/654/T】  く0000105965>

【222.077/A47】  <00001晰70>

日本上代史研究 /白鳥庫吉著 :上・下,一 (白鳥

庫吉全集 ;第 1,2巻 ).

東京 :岩波書店 ,1969。 12-197Q2

一次反封建的偉大賓践 :江蘇省記念辛亥革命七    2冊 :図版 ;22om

十周年学JfL論文選 /江蘇省歴史学会編.

[南京]:江蘇人民出版社 ,1983.1

22,514p;19cm

本文・奥付と標題紙は,中国簡化字表記による

上 【222。 03/SH86/1】  <0000103184>

【222.071/K088/T】  <0000107870>    白鳥庫吉全集 ;第 10巻:雑纂他口絶索引.

東京 :岩波書店 .1969.12-1971.11

10冊 ;22cm

月報あり

東北抗日聯軍第四軍 /孫森著。一 復刻版.

東京 :極東研究所出版会 ,1969.10        第 10巻 :雑纂他・線索引

122p:図版 ;21cm

復刻版

中華民国 25年(1936年),巴黎救國出版社印

行の復刻

【222.03/SH86/10】  <0000103192>

塞外民族史研究 /白鳥庫吉著 ;上,下。一 (白鳥

【222.075/S041/T】  <0000106252>    庫吉全集 :第 45巻).

東京 :岩波書店 ,1970.5-9

2冊卜;22cm

【中華人民共和国 】        上 【222.08/SH86/4】 <0000104406>
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西域史研究 /白鳥庫吉著 ;上,下1-(白鳥庫吉

全集 :第 Q7巻)

東京 :岩波書店 ,197Q7-捜 7112´

2冊 ;22cm          
‐

上 【222.03/SH86/6】  く0000103450>

下 【222.03/SH86/7】  <00001田 143>

アジア史論 /白=鳥庫吉著 ;上,下 .二 (白 鳥庫吉

全集 ;第 8,9巻 ).

東京 :岩波書店 ,197Q10-1971.1

2冊子;22cm

下巻:付 西洋歴史

上 【222.08/SH86/8】  <0000103168>

下 【222.08/SH86/9】  <0000103176>

【各 地 】

復興的古城 :部郭 /郭根源[著 ].

石家庄 :河北人民出版社 ,1979.8

68p:19cm

【222.11/KA23/T】  <0000106492>

西安歴史述略 /武伯綸編著.

西安 :陳西人民出版社 ,1979

280p:図 ;21cm

【222.10/381/T】  く00∞‐lαM96>

三秦文史 /陳西省文史研究館編 ;第二期 ―第
.

五期
=

西安 :陳西省文史研究館 ,1989:11-

冊 ;21om

第二期 【222.16/SE73/T2】 <0000107672>

第二期 【222.16/SE73/T3】 :く0000107680>

第四期 【222.16/SE73/T4】 <0000107698>

第五期 【22216/SE73/T5】 <0000107706>

楚史参考資料 /安鵞階考古学会雹蝙鵬 小細編

合肥 :安徽省考古学会 ,1980

322p;26cm

出版年は例言の年月日より推察

【222‐ 2/A46声】 <0000105353>

江蘇史話 /江蘇省社会科学院歴史研究所。

[南京]:江蘇教育出版社 ,1989

434p:19cm

7534306744

【222.21/K033/T】  く0000107938>

長沙古物聞見記 ノ商承詐著。

[]:文海出版社 ,1971.12
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304・p;22cm              ・

影印版

【222。 26/SH95β】 く∞00105189>

【インド・西南アジア・中東 】

インド史におけるイスラム聖廟 :宗教権威と支配権

力 /荒松雄著.― (東京大学東洋文化研究所報旬 .

東京 :東京大学東洋文化研究所 ,1977.9

組 咤671,11,36p.図 版 10枚 :挿図 ;27cm

「東洋文化研究所紀要」別冊

【225/A61】  く0000103309>

ヒッタイト王国の発見 /クルート・ビツテル著 ;大村

幸弘,吉田大輔訳

東京 :山本書店 ,1991.4

252p,図版 [161p;22cm

文献:p235

4841402020

・
【226.6/B48】  く0000103382>

―-46下
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文史論叢.

香港 :中華書局 ,19743

3,424・p;21om

【042/B89/丁】 1<000010“84>

文史集林 /史念海主編 ;第 1輯.―C人文雑志叢

刊 /人文雑志叢刊編輯委員会 ;第 4輸 .

[西安]:陳西省社会科学院 ,1985

3631;20om

表記は中国簡化字

第 1輯  【042/J52/T4】  く0000109876>

干豪亮學術文存.

北京 :中華書局 ,1985・

276p;260面

【042/Ul1/T】  <0000109918>

上海博物館集刊 /上海博物館集刊編輯委員会

編 ;第 2期 :精装,第 5期.第 6期 .

上海 :上海古籍出版社 ,1983.7-

冊 :26om

本文は簡化字

第 2期:建館三十周年特輯
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第 2期 :精装

【069.2/Z―SY】 く0000109041>

記 】

故宮賓笈 /回立故宮博物院編輯委員會編輯

銅器・文玩 ―法書 .

台北 :國立故宮博物院 ,1985。 9

冊 ;17cm

.銅器・文玩

【069.922/K049/Tl】 <0000107664>

東洋自由新聞 /西田長寿 [著].

東京 :東京大学出版会 ,196412

8,8,164・p.:27cm

復刻版

注記:前付頁に乱丁あり;自創刊第 1号―至

終巻第 34号(明治 14年 3,4月発行)

【071/N81】  <0000105007>

校訂漂流奇談全集 /石井研堂校訂。一 (績帝回文

庫 /博文館編輯局校訂 ;第 22編 ).

東京 :博文館 ,19∞.7

1000p;20cm

【081.6/TE26/2(2a】 く00oolo3226>

漢魏遺書抄 /清疇王謀輯.
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京都 :中文出版社 ,197Q7

701p.;21cm

嘉慶 3年金鉛王氏刊本庵の影印

【032.7/011/T】 く0000108571>

【哲  学 】

漢學者博記集成 /竹林貫―編.

東京 :名著刊行会 ,1969.12

12,7,9,13,1381,37,16p,図 版 6枚 :22cm

付:漢学者年表

1928年・関書院刊本の復刻

【121.53/TA58】  <0000104489>

玉函山房輯供書 /馬國翰輯 :1-6.

[台北]:文海出版社 ,1967.6

611(3741p);20cm

影印

1  【122/Bl1/Tl】

2【122/Bl1/T2】

3 【122/Bl1/T3】

4 【122/Bl1/T4】

5 【122/Bl1/T5】

6【122/Bl1/丁 6】

現代中国思想論争 /中國研究所編課.

東京 :未来社 ,1:957.7

277p:19cm

【1‐22/C621 <0∞0104562>

支那文化と支那學の起源 :支那思想のフランス西

漸 /後藤末雄著.

東京 :第一書房 ,1939.1

668p:23om

昭和 8年初刷の改題本(「再版の序文」にその

旨の記載あり)

【122/G72】  <0000103549>

中国思想史鋼 /侯外声主編 ;張当之 [ほか]編

著 ;上・ll.

[北京]:中国青年出版社 ,198Q5

6,346p:21om

第 2版

記述は 1980年 5月:北京第 2次印昴1による

その他の編著者:林英,黄宣民,李学勤,何

兆武,栃超,声紳鋒,築克政

背及び標題紙裏のタイトルは簡体字表記

上・JI 【122.02/K011/TI <0000106815>

中國哲學史の展望と模索 /木村英一博士頌壽記

念事業會編 .

東京 :創文社 ,1976.11

4,1006,6p;22cm

<0000109397〕 >

<0000109405>

<0000109413>

<0000109421>

<0000109439>

<0000109447>

―-48-
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内容:中 国思想史学の対象について ほか 49編

【122.04/K:39】  <000010428>

674・p;22cm

・【122.03/A33/4】  くαЮ0104752>

中国古代文化史 /赤塚忠著。一 (赤塚忠著作集 /

赤塚忠著 :赤塚忠著作集刊行会編 ;第 1巻).

東京 :研文社 ,1988.7

533p:22cm

【122.03/A33/1】 : <0000104729>

中国古代思想史研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作

集 /赤塚忠著 :赤塚忠著作集刊行会編 ;第 21部.

東京 :研文社 ,1987

585p;22cm

【122.03/A33/2】  <0000104737>

儒家思想研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作集

赤塚忠著 ;赤塚忠著作集Tll行会編 ;第 3巻 )。

東京 :研文社 ,1986

666p;22cm

【122.03/A33/3】  <00001047朽>

諸子思想研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作集 /

赤塚忠著 ;赤塚忠著作集刊行会編 ;第 4巻 ).

東京 :研文社 ,1987

詩経研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作集 /赤塚

忠著 :赤塚忠著作集刊行会編 ;第 5巻 ).

東京 :研文社 ,1986.3

'794・p;22cm

【122.03/A33/5】  <0000104760>

楚辞研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作集

忠著 ;赤塚忠著作集刊行会編 ;第 6巻〉

東京 :研文社 ,1986.8

469p:22cm

【122。 03/A33/6】  <0000104778>

/赤塚

甲骨・金文研究 /赤塚忠著.― (赤塚忠著作集 /

赤塚忠著 ;赤塚忠著作集刊行会編 ;第 7巻 )。

東京 :研文社 ,1989.1

958p;22cm

【122.03/A33/7】  く0000104786>

経書の博統 /平岡武夫著.

東京 :岩波書店 ,1951.1

2Q5,431,16,91;22cm _

/
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左博事緯 /馬腕編 ;平装.

【123/H67】  <0000104836>          香港 :龍門書店 ,196● 6

4,326p:26om

韓詩外博集群 /E菓]韓嬰撰 ;許維通校繹.

北京 :中華書局 ,1980.6

平装  【123"65/Bl1/T】  <0000108621>

左博微 /呉間生集撰 ;精装.

)m365p;21c                      :新

興書局 ,1969.11≠きゴヒ<0000110296〕 >【123.3/KA43И 】

4・ 872p:22cm

附:索隠

原著は癸亥仲冬月文學社刊行(1923年)

《周礼》事中有尖衣上条文的解経 /夏緯瑛著。一    原刻本

(中国農業叢刊 ;先秦農書之部)。

北京 :衣並出版社 ,1979.10

3,133p;20cm

【123.グml1/T】  <o000108175>

校刻者:文學社

精装 【123.65/G54/T】  <0000109645>

373p;21cm

【123。 65/J56/T】  <0000108035>

左博選 /徐中舒編注。一 (中国史學名著選 /鄭

天挺主編).

周礼今注今峰 /林テ注弩。一 (古籍選読叢書).     北京 :中華書局 ,1963.9

北京 :ギ ロ文献出版社 ,1985.2

488p;21om

【123.4/R45/T】  く0000109801>

左偉分回集注 /韓席彗著 ;上 :平装,下 :平装.

春秋緩博集解 /(晉)杜預注.― (國學基本叢書).    香港 :龍門書店 ,1963.4

台北 :新興書局 ,196410            2冊 ;21Cm

426p;21om  相墨岳氏本影印

上 :平装 【123.65/KA43/Tl】 <0000110064>

【123.6/T011声】 く0000109728>       下 :平装 【123.65/KA43/T2】 <0000110072>

―-50-―
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左博紀事本末 /高士奇著 ;1,2,3.

北京 :中華書局 ,1979。 1

3冊 :19cm

1 【123.65/K011/Tl】  <0000109652>

2 【123.65/K011/T2】  <∞∞109660>

3 【123.65/K011/T3】  <0000109678>

春秋左博詰 /(清)洪亮吉撰 ;冊 1,冊 2.― (四部

備要 ;経部).

墨北 :墨潜中華書局 ,1968.4

2冊 ;19cm

墨二版

中華書局擦南胃書院績経解本校刊

春秋左博詰 20

冊 1【 123.65/K011/Tl】  く0000109751>

冊2【123.65/K011/T2】  <0000109769>

上冊 【123.65/R32/Tl】 く0000109777>

中冊 【123.65/R32/T2】  <0000109785>

下冊 【123.65/R32/T3】 <0000109793>

左博詳文 /沈玉成課.

北京 :中華書局 ,1981.2

600p;21cm

.【 123.65/SH57/丁】 <000011∞ 80>

春秋左氏博薔注疏證 /劉文洪撰.

北京 :科學出版社 ,1959,5

1025,8p;27cm

整理者:中國科學院歴史研究所第一、二資料

室

【123.65/SH99R声】 <0000107516>

春秋左博讀本 /王伯祥選注.

北京 :中華書局 ,1957.10

3,6,750p;19cm

【123.65/011/T】  <0000109744>

春秋左博今註今詳 /李宗個註詳 :王雲五主編 ;

上冊,中冊 下冊.

墨北 :憂湾商務印書館 ,1971

3冊 ;21om            .

春秋左氏博地名図考 /程霊◆著.

台北 :慶文書 ,1967.11

・
348p,図 17枚 ;26om

大学参考用書

【123.65/SH99T/T】  <000010752>

春秋左氏伝雑考 /上野賢知著.― (東洋文化研究

所紀要 :第 2輯/→ .

東京 :東洋文化研究所 ,1959.3

-51-―
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221,10p:19cm              墨子城守各篇簡注 /琴仲勉撰.― (新編諸子集

成 :第 1輯).

【123.65/U45】  く0000109827>        北京 :中華書局。1958.6

.    2,16,155p;20 om

春PAr左博注 /楊伯峻編著 ;1-4

北京 :中華書局 ,1981,3

4冊 ;21cm

l:隠公・桓公・菫公・関公・笹公.2文公・宣公・

成公.&裏公.4昭公・定公・哀公

記述は「1987年 3月北京第 3次印刷」による

7101002692

【124.3/SH57/T】  <0000107318>

管子地員篇校群 /夏緯瑛校群。一 (中国農書叢

1 【123.65/Y72/Tl】  <00001087“>   刊 ;先秦農書之部).

2 【123.65/Y72/T2】  <0000108753>     北京 :農業出版社 ,1981.3

3 【123.65/Y72/T3】  <0000108761>     3,99p;21cm  発売 新華書店北京発行所

4 【123.65β72/T4】  <0000108779>

【12452/KAl1/T】  <0000110304>

孟子詳注 /蘭州大学中文系孟子課注小組著

北京 :中華書局 ,1960.1           管子集校 /郭沫若,聞―多,許維適撰 ;上,下 .

2冊 :21cm                   北京 :科學出版社 ,1956.3

2冊[:27 cm

下 【123.84/R16/T2】  <0000105528>

上 【124.52/W3/T】  く0000109298>

下 【124.52/m23/T2】  <0000107441>

墨子校注 /呉続江遺著 ;西南師範大學漢語言

文献研究所整理鮎校.

重慶 :西南師範大学出版社 ,1992.3     商君書校群 /陳啓天著.一 (人人文庫 /王雲五

946p,図版 3枚 ;21cm

著者の肖像あり

7562106622

【124.3/654/T】  <0000110031>

主編 :特 321).

台北 :台湾商務印書館 ,197411

166p;18cm

【124.53/C46/T】  く0000108126>
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商鞍愛法 /楊寛著 .

上海 :上海人民出版社 ,195■ 9

65p;19cm

【124.53/Y72/T】  <00001081親>

上海 :学林出版社 ,1984.4

2冊 ;21om

淮南奮注校理 /呉承仕著。一 (呉検斎遺書).

[北京]:ヨヒ京師範大学出版社 ,1985.2

134p;20om

原本:歎呉氏刊本 1924年 合刻:校理之餘1巻

【125.1/G54/T】  <0000107847>

合会,湖北省哲学社会科学学会朕合会合編 ;上 ,

下 .

上 【125.6/K071/Tl】  く0000105858>

下 【125.6/K071/丁 2】  <0000105866>

秦漢思想史の研究 /町田二郎著.― (東洋學叢

《輔非子》札tE/周励初著.           書).

肺 京]:江亦人民出版社 ,198011         東京 :創文社 ,1985。 1

349p;21cm                                     407,23,4p;22cm

巻末:索引

【124.57/KA58S/T】  <0000110288>

【125.1/mA16】  <0000103408>

晏子春秋集群 /呉則虞編著 ;上,下 .

北京 :中華書局 ,1962           潜夫論 /王符撰 ;江継培箋註.一(国学基本叢書).

2冊 ;21om                  []:商 務印書館 ,1939。3

2,4,278p:20cm

上 【124.7/A46G/Tl】  <0000110197>

下  【124.7/A46G/T2】  <0000110205>       【125.1/011/「】 <0000108654>

呂氏春秋校群 /陳奇猷校群 ;上,下.      王船山学術討論集 /湖南省哲学社会科学学会朕

北京 :中隼事局 ,1965.8

上  【124.7/R960/Tl】  <0000109470>     2冊 ;20cm

下 【124.7/R960/丁 2】  <0000109488>
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王船山史論選評 /格文甫編著。

北京 :中華書局 ,1962.5

2.2,88p:1 9crn

【125.6/01lK/T】  <0000107979>

顔氏家訓彙注 /周法高撰輯 ;1-4。一 (中央研究

院歴史語言研究所専刊 :41).

台北 :中央研究院歴史語言研究所 ,196Q10

4冊 :27cm

和装本

1 【159.3/G19S/Tl】  <0000111914>

2 【159.3/G19S/T2】  <0000111922>

3 【159.3/G19S/T3】  <0000111930>

4 【159.3/G19S/T4】  <0000111948>

義楚六帖引用書名索引 /牧田諦亮校閲

芳範編.

大阪 :朋友書店 ,1991.5

;山路

92p;26cm

4892810274

【180.3/647】

古代寺院の成立 /志水正司著 ;[正],続.― (ロッ

コウブックス).

東京 :六興出版 ,1979。9-1982.12

2冊 ;19cm

主な参考図書ゃ247～248

続:主な参考図書・論文p176～ 177

第 3刷(1985)本 文に二部加筆あり

[正] 【185.91/S階 9/1】  く0000104646>

【歴 史 (ア ジア・東洋史以外)】

世界歴史講座 /民主主義科学者協会歴史部会

著 :1-6.

京都 :三一書房 ,1953-1954

冊 ;19cm

4 【209/‖ :47/4】  <0000104208>

5【
"9/Mi47ん

】 <0000104216>

6 【209/Hi47/6】  <0000104224>

世界上古史綱 /世界上古史綱編写組晰 ]:上冊.

北京 :人民出版社

冊 ;21om

上冊 【209.3/SE22/Tl】  <0000106633>

【日本史 】

古代史をどう学ぶか :研究視角と歴史像の再構成

/門脇禎二著.

東京 :校倉書房 ,1986.6

281p:20cm

<000010程57>

-54-―



+++++++ ? alb +.r++++*++++**++.&+++.&+++++++++*+++++++++++*+++++

4751717405

【210.07/KA14】  く0000106ン鰹>

古代社会論 ;1,2.一 (石母田正著作集 /石母田

正著 ;青木和夫[ほか]編 第 1巻 ).

東京 : 岩波書店 ,1989

2冊「 ;22cm

1 【210.03/:73/1】  く0000104968>

2 【210.03/173/2】  く00001υЮ76>

日本の古代国家 /石母田正著.― (石母田正著作

集 /石母田正著 :青木和夫『
ま力¶編 ;第 3巻).

東京 :岩波書店 ,1989.2

v,503p;22cm

4000914030

【210.03/:73/3】  <0000103424>

古代国家論 /石母田正著.― (石母田正著作集 /

石母田正著 ;青木和夫[ほか]編 ;第 4巻 ).

東京 :岩波書店 。1989.4

vi,306p:22om

[注記l各章末

40009140嗜9

【210.03/:73/4】  <0000104984>

中世的世界の形成。一 (石母田正著作集 /石母田

正著 1青木和夫[ほか]編 第 5巻 ).

東京 : 岩波書店 ,1988

365p;22cm

4000914057                         .

【210.03/:78/5】  く0000104992>

古代末期の政治過程および政治形態 /石母田正

著。一 (石母田正著作集 /石母田正著 ;青木和夫

[ほ力¶編 ;第 6巻 ).

東京 :岩波書店 ,1989.6

v,341p;22cm

[注調 :各節末

4000914065

【210.03/173/6】 く0000103432>

古代末期政治史論 /石母田正著 ;青木和夫 [ほ

か]編。一 (石母田正著作集 /石母田正著 ;青木

和夫 [ほか]編 ;第 7巻).

東京 :岩波書店 ,1989.11

vil,297p;22cm

[注調 :各節末

4000914073

【210.03/173/7】  く000010田和>

古代法と中世法 /石母田正著.― (石母田正著作
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集 /石母田正著 :青木和夫 日ま力¶編 ;第 8巻).   [注調 :各節末

東京 :岩波書店 ,1989.3             4000914111
vi,359p:22cm

[注調:各節末                  K210.03/:73/11】  く0000103481>

4000914081

【210.03/:73/8】  く0000103457>

古代・中世の歴史 /石母田正著.― (石母田正著作

集 /石母田正著 ;青木和夫 ]訳力¶編 ;第12勘 .

東京 :岩波書店 ,1990.3

中世国家成立史の研究 /石母田正著― (石母田正    v,48p;22cm

著作集 /石母田正著 :青木和夫『 ま力¶編 ;第

"嚢
    和∞91412X

東京 :岩波書店 ,1989.7

vil,322p;22cm

[注記l各節末

側 91409X

【210.03/173/12】  <0000103499>

【210。 08/:73/9】  <0000103465>     歴史学の方法 /石母田正著.一 (石母田正著作集

/石母田正著 ;青木和夫 ]まか]編 :第 13巻 ).

…………………………………………………………………………………    東京 :岩波書店 ,1989.12

vil,371p:22cm

古代貴族の英雄時代 /石母田正著

「

(石母田正著    [注調 :各節末

作集 /石母田正著 ;青木和夫 日まか]編 ;第 10書.    40∞914138

東京 :岩波書店 ,1989.8

ヤHi,322p;22cm

[注記l各節末

4000914103

【210.03/:73/10】  <0000103473>     歴史と民族の発見 /石母田正著― (石母田正著作

集 /石母田正著 :青木和夫 日まか]編 :第 14巻).

東京 :岩波書店 ,1989。 10

vi,421p;22cm

物語と軍記の世界 /石母田正著― (石母田正著作    4000914146

集 /石母田正著 ;青木和夫 日ま力¶編 ;第 11親

東京 :岩波書店 ,1990.2

宙L299p:挿図 ;22cm

【210.03/173/13】  く0000103507>

―-56-―
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歴史・文学・人間 /石母田正著.― (石母田正著作集

/石母田正著 ;青木和夫『 ま力¶編 :第 15勘 .

東京 :岩波書店 ,1990.4

vi,352p:22cm

4000914154

【210.03/173/15】  <0000103523>

学問と生涯 /石母田正著.― (石母田正著作集

石母田正著 ;青木和夫 [ほ力¶編 ;第 16巻 ).

東京 :岩波書店 ,1990.6

ix,黎朽,27p:ロコ版[1]p;22cm

著者の肖像あり

年譜:巻末 pl-3

著作目録 巻末 p5-27

4000914162

【210.03/:78/16】  <0000103531>

4・ 5世紀の日
・
韓考古学 /嶺南考古學會,九州考

古學會編輯.

大郵廣域市 :啓明大學校博物館 ,1996.フ

vi1 262p;26cm

ハングル文字併記

九州考古学会・嶺南考古学会第 2回合同考古

学会

【210.2/KY9】  <0000106955>

岡山 :鬼ノ城学術調査委員会 ,1.980.12

179p;26cm

付図 1枚

古代山城文献目録 p171～ 178

【210.2/OKAYA/247】  く0000111989>

日本上代史の一研究 :日 鮮の交渉と日本書紀 /

池内宏著.

東京 :中央公論美術出版 ,1970.8

208p;21cm

池 内 宏 先 生 一 そ の 人 と学 問 (三 上 次 男 )

p187-196

【210.3/:35】  <0000103051>

異称日本伝 /松下見林著 :1,2.

東京 :国書刊行会 ,1975

2冊 ;22cm

注記:毛利田庄太郎開板元禄6年刊本版本の

複製

解説:杉山二郎

1 【210.3/MA38/1】  <0000104885>

2 【210.3/HA88/2】  <000010鵜 93>

邪馬台国 /江向榮著.

北京 :中国社会科学出版社 ,1982.3

5,4,258p:図 版 ;21cm

本文・標題紙と奥付は中国簡化字表記による鬼ノ城.
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発行:新華書店北京発行所 太平洋戦争前史 :日 米独占資本の争覇 /ロ ドフ

著 ;竹浪祥中郎,小山健也訳― (社会科学全書). :

【210.3/011/T】  く0000108316>        東京 :岩崎書店 ,1953

257p;19cm

【210.7/R59】  <0000103358>

教科書が教えない歴史 /藤岡信勝,自 由主義史

観研究会著 ;[1]-4.

東京 :産経新聞ニュースサービス

東京 :扶桑社 (発売),1996.8-1997.10     戦後五0年をどう見るか /歴史学研究会編集。一

4冊肝;20cm (歴研アカデき :8).

東京 :青木書店 ,1995。11

2 【210.6/F65/2】  <00∞104638>      268p;20om  付:参考文献

4250950441

【210.76/R25】  <0000103333>

封支回顧録 /対支功労者伝記編纂会編 ;上 =続下

東京 :対支功労者伝記編纂会 ,1986-1942

冊 ;22cm

続編の出版者:大日本教化図書 【伝  記 】

上 【210.6/TA24/1(1)】  <0000105049>

下 【210.6/TA24/1(a】  <oooo105056>  漢魏南北朝墓誌集群 /趙萬里著 ;第一冊 ―第

続 上 【210.6/TA24/2(1)】 <0000105023>  六冊。一 (考古学専刊乙種第二号).

続 下 【210.6/TA24/20】 <0000105031>    北京 :科学出版社 ,1956.1

征韓論分裂始末 /長沼熊太郎著.

東京 :磯部文昌堂 ,1906

24丁 :図版 :24om

和装

【210.621/N16】  <0000106153>

第一冊 【232.202/C52/丁 1】 <0000110866>

第二冊 【282。 202/052/丁 2】 く0000110874>

第二冊 【282.202/C52/T3】 <0000110882>

第四冊 【282.202/C5ν T4】 く0000110890>

第五冊 【282.202/C52/T5】 く0000110908>      |

第六冊 【232.202/C52/T6】 <0000110916>

魏晋百官世系表 /矢野主税編著.― 改訂。一 (長

―-58-―



++*++++ ? OIA +++++++*++++++++*+++++++*+++++++++**++++++*++++

大史学叢書 :2).

:長崎大学史学会 ,1971  改訂

【288.第 58】  <0000104877>

佐藤信淵に関する基礎的研究 /羽仁五郎著。

東京 :岩波書店 ,1929。11

4,1,209p;23crn

【289.1/SA35H】  <0000103234>

佐藤信淵の思想 /中島九郎著.

東京 :北海出版社 ,1941

188p;19cm

【289.1/SA35‖】 <0000103366>

4,4,2,177,1“ :図版膵]p;19cm

付:折り込図[1樹:蒙古大汗國要園

【289.2/F510】  <0000109033>

金玉均の研究 /朝鮮民主主義人民共和国社会科

学院歴史研究所編 ;日本朝鮮研究所訳編.

東京 :日本朝鮮研究所 ,1968

348p;22cm

【289.2/K141C】  <0000103267>

康熙帝博 /ブーヴェ著 ;後藤末雄諷

東京 :生活社 ,1941.5

5,2,292p;19cm

【289.2/K043B】  <0000104588>

思想と学問の自伝 /渡部義通述 ;ヒアリング・グ

ループ編.

東京 :河出書房新社 ,19749

582p;20cm

渡部義通年譜・渡部義通歴史関係著作 目録 :

p.573-578

【289.144・6】  <0000103721>

昭君興昭君墓 /林幹眸 ]編著.

呼和浩特[内 蒙古自治区]:内蒙古人民出版

社 ,1979.11

95p,図版 1枚 ;21cm

発売:内蒙古新華書店

【289.2/SH96R/T】 <0000108134>

忽必烈汗 /愛宕松男著― (支那歴史地理叢書 ;1じ

東京 :冨山房 ,1941.1

桑弘羊年譜訂補 /馬元材著.

河南省 :中州書画社 ,198212
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2,194p;21cm                中国所史地理筒稔 /弓正林主編

西安 :映西人民出版社 ,1987.1

【289.2/S01lB/T】  く0000108704>       2,7,4474・p:図版 ;21cm

あた―‐1lf計170094・ 545

楊握吾先生年譜 /呉天任撰.

台北 :藝文印書館 ,1974.11

3ヴ7.218,237:12p;区 l淵反13枚 :22cm

【292.2/Bl1/T】 <0000106799>

附水経注疏清篇本異最後訂本校記       中国文化地理 /陳正祥著.

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1983.12

精装  【289.2/Y720/T】  く0000108324>    3,290p;26cm

【292.2/G46/T】  <0000112052>

【地  理 】

全国郷鎮地名録:/中華人民共和国民政部行政区

中國地国學史 /陳正祥著。           画処紀

香港 :商務印書館香港分館 ,1979.3       北京 :測絵出版社 ,1986

72p,図版 10枚 ;21X27cm                 749p;26cm

参考文献:p70-72

【2922/C64/Tl <0000107540>

【290133/C46/T】  <0000105239>

歴史地理学的理論与実践 /侯仁之著.

異国漂流記集 /荒川秀俊編 ;[正],続“― (気象史    上海 :上海人民出版社 ,1979.9

料シリーズ ;2,6).                  3,503p;21cm
東京 :吉川弘文館 ,1962-19643         資料中の表記は簡体字

2冊肝;22cm

監修:気象研究所                【292.2/K011/T】  <00∞106591>

発売所変更:続は地人書館

歴史地理与考古論叢 /黄盛章著.

続 【290.9/A63/2】  <0000104612>

―-60-
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済南 :斉魯書社 ,1982

423p;21cm

【292.2/K011/T】  くαD0106609>

歴史地理論集 /黄盛章EI~l

北京 :人民出版社 ,1982.6

6.586p;21cm

【292.2/K011/T】  <0000106617>

讀史方輿紀要 /顧祖萬輯著 ;第 1冊 ―第 6冊 .

北京 :中華書局 ,1955。フ

6冊辟;20om

漢唐地理書抄 /王謀輯:

北京 :中華書局 ,1961

11,46op;26cm

l附麓山精舎輯本六十六種

【292.2/011/T】  く0000108605>

中国地理学史 /王成狙著 ;上冊.

北京 :商努印ギ館 ,1982

180p;26cm

上冊 【292.2/011/Tl】  <0000112102>

水緩注 /邸道元撰.―

北京 :文學古籍刊行社 :新華書店 :商務印

書館 ,1955

72■ :21cm  影印

水緩注・巻 1:永築大典巻之 11127-水経注・巻

1駐永榮大典巻之 11141

【292.2/R25/T】  <0000108738>

元和郡縣国志 /(唐)李吉甫撰 ;賀次君鮎校 ::

set,上 ,下 .― (中国古代地理線志叢刊).

北京 :中華書局 ,1983

2冊 :21cm   下:地名索喜|:巻末

上 【292.2/R32/Tl】  <0000103514>

下  【292.2/R32/T2】  <0000108522>

第1冊 【292.2/K011月 1】

第2冊 【292.2/K011/T2】

第3冊 【292.2/K011/T3】

第4冊 【292.2/K011/T4】

第5冊 ・
【292.2/K011/T5】

第6冊 【292.2/K011√6】

<0000110213>

く0000110221〕>

<0000110239>

<0000110247>

<0000110254>

<0000110262)>

中国本土地図目録 :国立国会図書館及び東洋文

庫所蔵資料 /西村庚編.

東京 :極東書店「1967.3

104・p:表 [161枚 ;26cm

折り込図有り

【292.2/N84】 <0000112060>
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元和郡縣日志 /李吉甫撰 ;1-25.

墨北 :芸文印書館 ,1965。 10

3峡入(25冊)

1:第 1-6巻 .2第 7-16巻.a第 17-24巻.4第

25-31巻.駐第 32-39巻 .a第

“

巧1巻。■第 52-62

巻.&第 63-71巻。a第 72-31巻。lQ第 82-90巻 .

大明T統志 /陣賢等奉勅撰hl-101

台北 :文海出版社 ,1965.8

10冊 :21cm

国立中央図書館珍蔵善本影印

中国 /エミール・シュルテス撮影.

東京 :朝 日新聞社 ,1966.12

1個卜:34cm

執筆者 :エキル・シュルテスELI

【292.2/SC8】  <0000112144>

中國歴史地理 /石章如等著 ;上,下 .

墨北 :中國文化大學出版部 .1983

21冊 :21cm

上 【292.2/SE24/Tl】  く0000106773>

下 【292.2/SE24/T2】  く0000106781>

浙江全省輿日並水陸道里記 ,1-9.9冊 :30om

1 【292.2/R32/Tl】

2    【292.2/R32/T2】

3 【292.2/R32/丁 3】

4   【292.2/R32/T4】

5    【292.2/R32/T5】

6    【292.2/R32/T6】

7    【292.2/R32/T7】

8 【292.2/R32/T8】

9 【292.2/R32/T9】

10 【292.2/R3νT10】

11【292.2/R32/Tll】

12【292.2/R32/T12】

13 【292.2/R32/T13】

14   【292.2/R32/T14】

15【292.2/R32/T15】

16【292.2/R32/丁 16】

17【292.2/R32/T17】

18【292.2/R32/T18】

19   【292。 2/R32/T19】

20 【292.2/R32/T20】

21【292.2/R32/T21】

22   【292.2/R32/T22】

23   【292.2/R32/T23】

24 【292.2/R32/T24】

25 【292.2/R32/丁 25】

<0000110619>

く(0000110627〕>

<0000110635>

く0000110昭>

く0000110650>

<0000110668>

<0000110676>

<0000110684>

く0000110692>

<0000110700>

<0000110718>

く0000110726>

<0000110734>

<00001107蜆 >

<0000110759〕 >

<0000110767>

<0000110775〕 >

く(0000110783〕>

く0000110791>

<0000110809>

<0000110817>

く(0000110825〕>

く(0000110833〕>

<0000110841>

く(0000110858〕>

1【292.2/R32/Tl】

2【292.2/R32/T2】

3   【292.2/R32/T3】

4 【292.2/R32/T4】

5  【292.2/R32/T5】

6   【292.2/R32/丁 6】

.7 【292.2/R32/T7】

8 【292.2/R32/T8】

9【292.2/R32/T9】

10【292.2/R32/丁 10】

<0000106161〕 >

く0000106179>

く0000106187>

く0000109884>

<0000106195>

<0000100203>

<0000106211〕 >

く0000106229>

く0000106237>

<0000106245>
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河山集 /史念海階 ].

北京 :生活・讀書・新知三聯書店 ,1963

302p;20cm

【292.2/SH15/T】  く0000109553>

中国地方志綜録 /朱士嘉撰.一 増訂本。

上海 :商務印書館 ,1958.1

318,1051;26cm

増訂本

【292.2/SH99/丁】 <∞∞109090>

北清見聞録 /高瀬花陵著.

:金港堂書籍株式会社 ,19046

【292.2/TA53】  く000010囀50>

比較文明 :申国とメキシコの旅から /内田穣吉著。

東京 :日本評論社 ,1982.12

326p:20cm

【292.2/U14】  <0000102954>

中國古方志考 /張國澄編著.

北京 :中華書局出版 ,1962.8

.782p:21om

【292.203/C52/T】  <0000109835>

異國物語 /橋川時雄著.

東京 :三秀舎 ,1935.12

[1061,67,5p:図版 ;24cm

附:異国物語考訳(漢文)

複製

和装,秩入

【292Ⅲ 209/H37】  く0000111013>

江蘇城市歴史地理 /南京師範学院地理系江蘇地

理研究室編.

[南京]:江蘇科学技術出版社 ,1982

219p;19cm

【292.21/N43/T】 く00001073曖>

1【292.2/SE44/Tl】

2  【292.2/SE44/T2】

3 【292.2/SE44/T3】

4   【292.2/SE44/T4】
・
5   【292.2/SE44/T5】

o   【292.2/SE44/T6】

7 【292.2/S醸ハ7】

8   【292.2/SE44/T8】

9   【292.2/SE44/T9】

く0000111“1>

<0000111419>

<0000111427>

く0000111435>

<00001114鵜 >

<0000111450>

<0000111468>

く0000111476>

く0000111484>
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北京名勝古蹟 /ゴヒ京市文物工作隊編.        全国書房 ,1946

[北京]:ゴヒ京市文物工作隊,[1979]

3,120p;26cm                  【292.221/T024」  く∞00104943>

その他の標題は表紙裏にあり

【292.211/P36β】 <0000112151>

廣東省廣州市佛山地区詔開地区沿革地理 /祝鵬

著

上海 :學林出版社 ,1984.10

潜博風物志 /山東省出版総社鴻博辮事処編.     25,167p;26cm

済南 :山東人民出版社 ,1985.3

4,172p;19cm

【292.212/SA67/T】 く0000109736>

表記は中国簡体字

巻末:地図 2枚

【292.232/S‖99/T】  <0000111971>

陳西地理沿革 /呉鎮蜂[編著].               I社 会科 学 】

西安 :映西人民出版社 ,1981

74・ 4・p;20cm

歴代郡縣沿革表:p178-285          新興科學の旗のもとに /新興科學社.― 復刻版

章末:主要参考書日・注釈             東京 :岩波ブッタセンタ準 山社 ,1982

復刻版   全 15冊揃

【292.216/G54/T】  く0000105338>       原本の出版事項:東京 :新興科學社

【305/Z―SH】  <0000105247>・

北京出土文物 /天支躇 ].― (北京史地叢書).

北京 :北京出版社・198Q7

86,図 6p;19cm

【292.22/TE35/T】  <0000107987>

大正期「革新」派の成立 /伊藤隆著.― (塙選書 ;

82).

東京 =塙書房 ,1978.12

300,13p;19cm

【309.021/:89】  <0000103242>

文久二年上海日記 /東方学術協会編.
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労働世界 /労働運動史研究会編集 ;1,2,3.‐  大正政変の基礎的研究 /山本四郎著:

(明治社会主義史料集 /労働運動史研究会編 ;

補遺 2-41.

東京 :明治文献資料刊行会 ,19639-11

3冊 :22cm

労働新聞社,明治 35年第 6年 1争明治 35年

第 7年 6号の復刻

1:第 6年 1号-10号.2第 6年 11号=20号:&

第 6年 21-25号 ,第 7年 1号-6号

解説:隅谷二喜男

1 【309.021/R59/A2(2)】 <0000105015>

狼片哉争吋期思想史資料逸輯 /中国科学院近代

史研究所近代史資料編輯組編.

北京 :中華書局 ,1963

108p;21cm

【309。 022/C62/T】  <0000105775>

在満日系共産主義運動 /潤東憲兵隊司令部編.

東京 :巖南堂書店 ,1969.9

851p:22cm

昭和 19年刊の複製

【309.322/KA59】  <0000103218>

治 】

東京 :御茶の水書房 ,1970

768p:図版 ;22cm

【312.lβ 31】  <0000103556>

漢唐宰相制1度 /周道済著。一 (嘉新水泥公司文化

基金會研究論文 /王雲五主編 ;第 lD。

[]:嘉新水泥公司文化基金會 ,日 963]

71Q134p;21cm

【312.2/SI199/T】  <0000105171>

唐代政治史述論稿 /陳寅格著.

北京 :三聯書店 ,1957

159p:21cm

7805691797

【312.22/C46/T】  く0000103183>

回家権力の誕生 /藤間生大著 .

東京 :日本評論社 ・
1951.2

13,2,177p;18cm

【313/T049】  <0000105254>

日本共産党の六十年 :1922～ 1982.

東京 :日 本共産党中央委員会出版局 ,

【政
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1982.12

737p;21cm                 軍功爵制研究 /朱紹侯著.

党史年表:p503～ 737               上海 :上海人民出版社 ,1990.1

289p;21om

【315.1/N77】  <0000103036>          7208003114

【317.5/SH99/T】 <0000107607>

中国共産党史 /大久保泰著 :上巻,下巻.

東京 :原書房 ,1971.4・-1971.10

2冊 :肖像 ,地図 :22cm 歴代職官表 /黄本臓編.

上巻:参考文献:p705-710             上海 :中華書局 ,1965

下巻:参考文献:p1030-1039            1冊 ;22cm

附:歴代官制概述・歴代職官簡釈,綜合索引

上巻  【315.22/054/1】  <0000103283>

下巻 【315.22/054/2】  <0000103291>    【317.922/011/丁 】 <0000109611>

在日本朝鮮人の概況 /[坪井豊吉編];前編.   満州問題と国防方針 :明治後期における国防環

東京 :厳南堂 ,1965.6            境の変動 /角田順著.― (明治百年史叢書 ;10.

11,207p;25cm                 東京 :原書房 ,1967.6

謄写版  「秘」の記載あり           869p;22cm

前編  【316.31/TS15】  く0000104463>     【319.1/TS82】  <0000103564>

回回民族の諸問題 /中田吉信著.― (アジアを見         【法  律 】

る眼 ;40.

東京 :アジア経済研究所 ,1971

194・p:18om                 唐律疏義 /隋長孫無忌等奉勅側 .

発売:アジア経済出版会             京都 :中文出版社 ,1973.4

1冊 ;21cm

【316.32/N31】  <0000104414>        再版

―-66-
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【322.22/C55/T】  <0000109991> 北京 :中華書局 ,1963.5

2,4,449p:21om

710100329X

【322.22/TE21/T】  く0000109926>漢書刑法志 /班固撰 ;内田智雄訳注.

京都 :ハーバード燕京同志社東方文化講座委

員会 ,1958.6

86,9,4p;22cm

【322.22/H27】  く0000108597>

中国村落制度の史的研究 /松本善海著.

東京 :岩波書店 ,1977.1

vii,599p;22cm

【322.22/m81】  <00001叫679>

元典章年代索引 /植松正編.一 (東洋史研究資料

叢刊).

京都 :同朋舎出版 ,1980.7

203p;22cm

【322.22/U41】  く剛 104851>中国社會の法と倫理 :中国法の原理 /仁井田陸

著.

:清水弘文堂書房 ,1967.6

【322.22/N72】  <0000111096>

中国法制史筒編 /肖永清編 ;上冊,下冊.

上冊  【322.22/S‖95/Tl】 く0000108209>

唐律索引稿 .

京都 :唐律研究会 ,1958.10

116p;26cロ

【322.22/T068】  く0000109058>

漢魏制度叢考 /楊鴻年著.

武漢 :武漢大学出版社 ,1985,3

lQ 458p;21cm

【322.22〃72/T】  く0000107656>

中國歴代刑法志 :詳注 /内田智雄編 ;[正],績 .

東京 :創文社 ,1964-1970

2冊勝;27cm九朝律考 /程樹徳著.
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木忠和)アジアの農業開発計画(山 田二郎)中国におけ

[正] 【326.922/U14】  く000010綱35>   る伝統と外圧 旗地問1題億説(村松祐次)馬建忠の海軍

諭(坂野正高)

【33212/KA96】 <0000104307>

【経  済 】

中国経済思想史論 /桑田幸三著.

京都 :ミネルヴア書房 ,1976

233p;22cm

参考文献 p.225-228

中国社会経済史 /天野元之助著 :第一巻 殷・

周之部.

東京 :開明書院 ,1979.8

21a9p;22cm

【331.22/KU98】  <0000104422>        第一巻 段・周之部

【調魔22/A43/1】 く0000104349>

塵鐵論索引 /山田勝美編 .

東京 :東洋大学中哲文研究室 。1970     西漢社會経済研究 /陳哺江著.― (中国社會史叢

464p:25cm                 書 ;8)

謄写版                    上海 :新生命書局 .1936.3

30,16,12,474p;19cm

【331.22/Y19】  <0000107425>

【3".22/C46/丁】 く0000108υ博>

アジアの近代化 /J!l野重任編.

東京 :東京大学出版会 ,1972.3       中国奴表制経済形恣的片断探討 /中国人民大学

宙‖,344p;22cm               中国万史教研室編1著 .

内容:アジア近代化における諸要因 アジアを動かす    北京 :生活・讀書・新知三朕事店 ,1958,7

もの(I:!野重任)南北問題と日本(衛藤藩吉)世界史にお    12,329p;21cm

ける南北問題(山本登)近代化と外国資本(矢内原駒 マ    統一ギ号:11∞2・ 189

レーシアの自治と伝統文化(築島謙三)アジア近代化にお

ける農業発展途上国における農業開発(逸見謙三)アジ     【332.22/C62/T】  く0000106666>

アの農業金融伽 藤譲)中国における農業組織の安定性

と能率についての一考察(石川滋)アジアの農業経営(鈴

―-68-―
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中国経済史資料 /偉筑夫,王硫瑚著 :秦漢三国

編,先秦編.                    第 2巻 【332.22/F51/T2】 く0000106674>

[北京]:中国社会科学出版社 ,1982.6-1990.8

塵鐵論讀本 /距寛著];郭沫若校訂.

北京 :科學出版社 ,1957.6

3,7,108p;26●m

秦漢三国編

【332.22/F51/T】 <0000106708>           【332.2″鴨MB′灯】 <0000108498>

中国古代経済史概論 :試論従周初到猫片戦争時  壼鏡論.

期中国社会経済発展遅滞的原因 /偉筑夫著.―    京都 :朋友書店 ,1975.11

108,76.215p;21cm

/楊樹達

(高等学校文科教材).

内容:読本 /郭沐若校訂 :要務[北京]:中国社会科学出版社 ,1981.12

遺著 :札記 /王侃評編著5,3,304p:21om                  _
合本5年 1月 第 3次印刷による記述は 198

く0000103506>【332.22/KA43/T】【332.22/F51/T】  く0000106716>

中国国姪済史栓塁 /博筑夫 [著]:上,下.    漢書食貨志訳注 /黒羽英男著.

北京 :生活0讀書・新知三朕ギ店 ,1980      東京 :明治書院 ,1980.3

2冊 ;21om¨― 上 ;下                      212p;22cm

仕不通の史家司馬遷と史記

上 【332.22/F51/Tl】  <0000106682>

下 【332.22/F51/T2】  く0000106690>     【332.22/KU72】  <000010鵜69>

中国封建社会経済史 /博筑夫著 ;第 1-5巻.  中国社会経済史研究 :森谷克己遺稿論文集 /

北京 :人民出版社 ,1981-1989.6       森谷克己著.

冊 :21cm                   川崎 :子安美知子[ほか],1965.11

2冊 ;21cm         i

発売:新華書店北京発行所

記述は秦漢三国編による

先秦編の責任表示:博筑夫編
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179p:22cm

森谷克己の肖像あり               上 【362.2/KUl1/1】  <0000104315>

年譜:p171-179                 下 【362.2/KUl1/2】 く0000104323>

【332.22/M067】  <0000104448>

支那社會構成 /秋澤修二著.

東京 :白揚社 ,1939.2

中国古代貨幣的起源和発展 /王競鐙著.       vL12,407p;22cm

[北京]:中国社会科学出版社 ,1990

210p:図版 43p;21cm

7500402600

【337.222/011/T】  く0000105361>

【362.22/A38】  <00∞103035>

【社  会 】

古代社会断代新論 /田昌五著。

北京 :人民出版社 ,1982

357p;21cm

【362.22/D57/T】  <0000106559>

家庭、私有制和国家的起源 :就路易斯・享・摩弥

根的研究成果而作 /恩格斯[著];中共中央馬克

思 恩格斯 列寧 斯大林著作編詳局議。      古代社会形態研究 /田 昌五賭 ].

北京 :人民出版社 ,1972.12

205p;21om

天津 :天津人民出版社 ,1980

463p;21cm

【362.03/E61/T】  <0000107896>         【362.22/D57/T】  <0000106567>

中国封建社会 /社同祖著 ;田 島泰平訳 :上,  現代支那の根本問題 /藤枝丈夫著.

下。一 (東亜叢書)。                 東京 :泰山房 ,1936.11

東京 :生活社 ,1942              4,416p:23cm
2冊 ;18om

下の訳者:小竹武夫               【362.22/F56】  <0000104661>

田島泰平のヨミは一般的なもので確定していない
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中国社会史問題論戦 /何幹之著.― (青年自学叢  甲骨文所見氏族及其制度 /丁山著 ;歴史研究

書).       =
上海 :生活書店 ,1937.7  `

【362.22/KAl1/T】  く0000106823>

古史栓集 /金景芳著.

済南 :斉魯ギ社 ,1981.7

2,431p;21cm

折り込図1枚

記述は
'1982年

12月 第 2次印昴‖こよる

【362.22/K141月】 <0000107904>

中国人の家族制度の研究 :東亜諸民族の社會學

的考察 /大山彦―著。一 再版。一 (社會學叢書 :5

冊).

東京 :開書院 ,1958.5

316p:22cm

再版

【362.22/095】  く00001(沖輻5>

近代支那社會史 /サフアロフ著 ;早川二郎訳.

東京 :白揚社 ,1937.12

194p;2年m

【362.22/SA14】  <0000104620>

編輯委員會編輯 ;:道林本,:報紙本.

北京 :科學出版社 ,1956.9

159p:挿図 ;26cm

:報紙本

【362.22/TE21/T】  く0000105478>

中国封建社會史 /陶希聖著。一 再版.― (新社會

科學叢書 ;第 10編).

上海 :南強書局 ,1930:5

4,2,92p;19cm

再版

初版:1929.4

【362.22/T011/T】  <0000106062>

【教  育 】

両漢教育制度史資料 /程舜英編著.

[北京]:Jヒ京師範大学出版社 ,1983

2,2,168p;19cm

【372.2/TE21/T】 <0000105312>

米中教育交流の軌跡 :国際文化協力の歴史的教

訓 /阿部洋編.

東京 :霞山会 ,1985.12

471,6p;21cm      .
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執筆阿部洋ほか              中國古代節日風俗 /韓養民,郭興文著。一 (中国

風俗叢書).

【372.22/A12】  く000010朝

“

>        西安 :映西人民出版社 ,1987.10

教師の教育権 /牧柾名著.― (青木教育叢書).

東京 :青木書店 ,1976.3

272p;20om

【374.3/MA34】  <0000104547>

284p:図版 ;19cm

表記は簡化字による

7224001309

【386.22/KA43/T】 <0000107321〕 >

現代歴史学と教科書裁判 /歴史学研究会編集.

東京 :青木書店 ,1973

279p;22cm

教科書裁判運動略史年表:p271～ 279

【375.9/R25】  <00001032(Ю>

四民月令校注 /E羮]佳庭原著 ;石声漢校注

北京 :申華書局 ,196a3

6,2,120p;19cm

【386.22/SA17S/T】    く〔0000109694>

【風俗習慣・民俗学 】

中国動物諄 /沢田瑞穂著=(弘文堂選書).

東京 :弘文堂 ,1978.9

260p;19cm

【383.22/SA93】  <0000104281>

糞尿の民俗学 /礫川全次編著.― (歴史民俗学資

料叢書 :1).

東京 :批評社 ,1996.10

287p;22cm

4826502168

【383.9/K033】  <0000104232>

孟姜女万里尋夫集 /路工編.― (民間文學資料叢

書 ;3).

上海 :上海出版公司 ,1955,7

5,4,360p,図版 12p;21cm

【388.922/R51/T】  く00∞107946>
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【軍  事 】

【419.2/H19/T】  <0000109595>

孫子兵法新注 /中国人民解放軍軍事科学院戦争

理論研究部孫子注釈小組編.

北京 :中華書局 ,1977

168p:21cm

孫子兵法 :・ 銀雀山漢墓竹簡 /銀雀山漠墓竹簡

整理小組編.

北京 :文物出版社 ,1976.10

161p,図版 4枚 ;21om

中国地理学会一九六五年地貌学術討論会文集 /

中国地理学会地貌専業委員会編輯.

北京 :科学出版社 ,1965.12

武威漢代警簡 /甘粛省博物臨 武威県文化館合組

北京 :文物出版社 ,1975.10

E41,33枚,図版 11枚 ;26cm

【399.2/S048G/T】  く0000108720>       170p,・ 図版5枚 :27cm

精装 【450。 922/C62/T1965】 <0000109108>

【399.2/S0480/T】  <0000108712>       情報源の表記は簡化字を含む

【490/KA59/T】  <0000109230>

【自然科学 】

中国古代科技史                     
【技 術・ 工 学 】

/劉洪濤編著.

天津 :南開大学出版社 ,1991.3

684p;21cm 天工開物校注及研究 /潜吉星著 .

発売:新華書店天津発行所
、               成都 :巴蜀書社 ,198al

7310002121
‐
   lil 17,571p;21cm

7805230447

【

“

2.22/R98/T】  <0000107805>

【502.22/H27/T】
・

く(0000107789〕>

《九章算木》注経 /白尚恕注程

:科学出版社 ,1983.12 唐宋工業史 /鞠清遠著 ;福沢宗吉諷
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東京 :不昧堂書店 ,1955

15Q32p:22cm

【509.222/K123】  く0000109819>

中国古代橋梁 /唐衰澄編著。

北京 :文物出版社 ,1957.12

88p:図版 ;26cm

【515。 02/T011/T】  <∞ 00108480>

水利史研究室五十周年学術論文集 /中国科学院,

水利電力部水利水電科学研究院水利研究室朧 ].

北京 :水利電力出版社 ,1986.12

346p,図版 ;26cm

科技新書目:145二 151

書号:15143・ 63■

【51■ 22/C62/T】  く0000106898>

中国水利史稿 /武漢水利電力学院水利水電科学

研究院「中国水利史稿」編写組隔 ];上,中,下冊.

北京 :水利電力出版社 ,1979-1989

31冊 ;21om

下冊の編者:水利水電科学研究院

上冊 【517.222/B87/T】  <0000110023>

黄運河口古今図説 :河工器具図説 /麟慶撰.一

(中国水利要籍叢編 /沈雲龍主編 ;第 1集 ).

[台北]:文海出版社 ,[1969]

70,332p;21cm

黄運河口古今図説:道光20年序の複製

河工器具図説:道光16年序の複製

【517.222/C62/T】  <0000106“ 1>

西園文抄 /馬道立撰 .高貢図説 /周間仙撰 .

直隷旅行報告 /李協著.デ (中 国水利要籍叢編 /

沈雲龍主編 ;第 1集 ).

[台北]:文海出版社 ,[19691

42,130,128p:21cm

西園文紗:道光20年序の複製

高貢図説:複製

直隷旅行報告選国7物 複製 折り込み断 り

【517.222/C62/T】  <0000106435>

表隈成案 /胡子泉,陳少修輯 ;1,2.― (中 国水利

要籍叢編 /沈雲龍主編 ;第 1集 7)。
'

[台北]:文海出版社・[19691

2冊 :21cm  光緒 20年序の複製

1 【517.222/C62/Tl】  <0000106419>

水道提綱 /斎召南撰 ;1,2.― (中国水利要籍叢

編 /沈雲龍主編 ;第 1集 2).

[台北]:文海出版社 ,[19693
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2冊 」21cm  乾隆 41年序の複製

1 【517.227C62/Tl】  <0000106相 >
2 【517.222/C62/T2】  <0000106450>

淮系年表全編 /武同挙撰 :1,2.― (中国水利要

籍叢編 /沈雲龍主編 ;第 1集 6).

E台北]:文海出版社 .[19691

2冊 ;21cm

民国 17年刊の複製

淮系年表弁図正誤表あり

1 【517.222/C62/Tl】  <0000106468>

2 【517.222/C62/T2】  <0000106476>

河防志 /張鵬翻撰 :1-4-(中国水利要籍叢編

/沈雲龍主編 ;第 1集 0.

[台北]:文海出版社・ [1969」

4冊 ;21cm  雅正 3年序の複製

1 【517.222/C62/Tl】  く0000106260>

2 【517.222/C62/T2】  <0000106377>

3 【517.222/C62/T3】  <0000106385>

4 【517.222/C62/T4】  <0000106393>

行水金鑑 /博沢洪撰 ;1… lQT(中国水利要籍

叢編 /沈雲龍主編 ;第 1集 1).

[台北]:文海出版社 .[19691

10冊 :21cm  菫正 3年序の複製
'

裏隈成案 /胡子泉,陳少修輯 ;1,2。一 (中国水利

要籍叢編 /沈雲龍主編 ;第 1集 7).

[台北]:文海出版社 ,[19691

2冊 ;21ch

光緒 20年序の複製

2 【517.222/C62/T2】  く0000106427>

両淮水利 /胡換庸編著.

睡 北]:正 中書局,1947.12

2,92p:21om

【517.222/K011/T】 <0000108027>

開中水利史話 /戴應新[著].

西安 :映西人民出版社 ,1977.1

79p,図版 5p;19cm

簡化字

1 【517.222/C62/丁 1】

2 【517.222/C62/T2】

3 【517.222/C62/T3】

4 【517.222/C62/T4】

5   【517.222/C62/T5】

6 【517.222/C62/T6】

7【517.222/C62/T7】

8   【517.222/C62/T8】

9   【517.222/C62/T9】

10   【517.222/062/T10】

く(0000106278〕>

く0000106286>

<0000106294>

く(0000106302)>

く〔0000106310>

く0000106323>

<0000106386〕 >

く0000106路>

く0000106351>

く0000106369>
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【517.222/SA17/T】  <0000106534>

平装 【522.2/C62/T】  <0000106906>

都市はいかにつくられたか /鯖田豊之著.― (朝 日

選書 :357).

東京 :朝 日新聞社 ,1988.7

獅 :19Cm

4022594578

【518.3/SAll】  <0000107797>

中国城市建設発展史 /菫壼私等編.

台北 :明文書局 ,1984

230p:27cm

【518.3/T011/T】  <0000104794>

中国古建築興都市 /Andrew Boyd著 ;謝敏聰,

宋粛認編訳 ;:精装,:平装.

台北 :南天書局 ,1987.2

227p;27cm

参考文献:p223-224

平装  【522.2/B69/T】  く0000107003>

中国古代建筑史 /力l敦槙主編 ;建筑科学研究

院建筑史編委会組織端写 ;:[精装],:[平装].

北京 :中国建筑工・ 出版社 ,198010

418p:図版 :27cm

中国建筑 /中国科学院土木建筑研究所・清華大

学建筑系合編.

北京 :文物出版社 ,1957.12

16,176,12p:30om

【522,2/C62/T】  <0000112078>

洛陽歴代城池建設 /佳静―[ほか]編撰.

[洛陽]:[洛陽市],1985.3

7,75p;27cm

共同出版編集:洛陽市地方史志編纂委員会,

洛陽市地名委員会,洛陽市城郷建設局

【522.2/R12/T】  く0000109942>

[台湾]博統建築手冊 :形式興作法篇 /林會承

著.― 再版.

台北 :藝術家出版社 ,1990

224p;21cm

再版   _

主要参考書目p219-221

9579500975

【522.2/R45/T】 <0000107581>
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中国古建築学術講座文集 /山西省古建築保護研:  中国古代兵器図集 /成東,鐘少異編著 ;張博智:

究所編.

北京 :中国展望出版社 ,1986.10

406p;26 cm

標題紙と奥付は中国簡体字表記による

【522.2/SA66/T】  <0000106914>

中回古代城市論集 /簡贖學會編輯部。一 (簡贖學
.會

叢書 :0.

墨北 :簡贖學會 ,1980

301p:図版 ;27●m

【526.2/KA59/T】  <0000105205>

漢代棲船考 /包遵彰著:T(中華叢書 .回立歴

史博物館歴史文物叢刊 ;第‐2輸 .

台北 :中華叢書編審委員会 ,1967.3

3,100p;19cm

【552/H81β】 <0000107334>

中国古代兵器図冊 /劉旭〔著〕。一(芝木文献昼牟〉

北京 :書目文献出版社 ,1986

231p:26cm

発売:新華書店北京発行所

7501312087

【559.02/R98/T】 <∞00106989>・

張涛絵図.

北京 :解放軍出版社 ,199Q9

37,303p.;26 cm

7506506467

【559.02/SE17/丁 】 <0000106997>

中国古代砿業開発史 /夏湘蓉[ほか]編著`

北京 :地質出版社 ,1980

442p;21cm

【500.922/KAl1/T】  <0000106724>

中国冶鋳史論集 ノ華覚明[ほか]著 .

北京 :文物出版社 ,1986

296p:図版 12p;26cm

発売:新華書店北京発行所

【563/KAl1/T】J く0000109116>

中国古代冶鉄技術的嚢明和嚢展 /楊寛著.

上海 :上海人民出版社 ,1956.10

2,113p;19cm

【564.1/Y72/T】 <0000106856>

一-77-一
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中国古尺集説 /藪田嘉―郎編訳注.

京都 :綜芸舎 ,1969,3

103p:22cm

【609/Y12】  <0000110114>

【農 業 】

斎民要術導読 /膠啓愉著。一 (中牛文化要籍尋崚

基事).

成都 :巴蜀書社出版 ,1988

346p;21om

発売:四川省新華書店

7805230803

【010.1/B99/T】  <0000108639>

氾勝之書 :中 国最古の農書 /氾勝之著 ;石声

漢編・英訳 ;岡島秀夫,志田容子訳

東京 :農山漁村文化協会 ,1986.9

113p;22cm

原文 日英訳・和訳あり

Fan Sh ι ng―chin shu:an agrlcuLurist book of

China written by Fan Sh S ng― chin in the ■rst

century BoC

4540860410

【610.1/H27】  <∞00104364>

農政全書 /[明]徐光啓著 ;上冊,下冊“

北京 :中華書局 ,1956.12

2冊辟;20cm

発行年月の記述は下冊巻末の奥付による

上冊 【610.1/J56/Tl】 <0000110320>

下冊 【610.1/J56/T2】  く0000110338>

齋民要術校群 /買思鯉原著 ;膠啓愉校群.― (中

国農書叢刊 ;綜合之部).

北京 :農業出版社 :1982.11

870p:21cm

【610.1/KAl1/T】  <0000108449>

齊民要術選讀本 /買思組撰 ;石葺漢選釈:

北京 :農業出版社 ,1981

635p;21cm

【610.1/KAl1/T】  <0000108647>

呂氏春秋上農等四篇校群 /夏緯瑛校群 .

北京 :中華書局 ,1956.10

1,3,139p;19cm

呂不革撰

【610.1/R96/T】  く00001091個>

-78-



==キ
キキ÷=  そ の他   ■キ■

=■
キ
===÷

キ
=キ

■キ■
==キ ==十

■
=■ ====キキ

=キ =キ =キ
十
=キ ==÷

キ■キ
=

呂氏春秋上農等四篇校群 /[呂不葦撰];夏緯瑛  夏小正経文校群 /夏緯瑛校群.― (中 国農書叢

校群。一 第 2版 .― (中国古農書叢刊 ;綜合之部)。  刊 ;先秦農書之部).

[北京]:農業出版社 ,1979.2

1,3,130p;21cm

第 2版

標題紙のシリーズ名:中國古農書叢刊.表紙の

シリーズ名:中国農書叢刊

初版:1956.10刊

 ヽ 【610.1/R96/T】  <0000109637>

栽培植物考 /干景譲訳著 ;第 2集 .

台北 :芸文印書館 ,1972.9

2,100p;26cm

第2集  【610.1/Ul1/T】  <0000112029>

中国古代農業技術簡史 /呉楓っ張亮采主編.

沈陽 :遼寧人民出版社

[沈陽]:遼寧省新華書店 (発売),179.4

5,238p;19cm       .

【610.12/G浪ハ】 <0000108217>

氾勝之書輯群 /萬國鼎輯群.

北京 :中華書局 ,1957.2

172p;19Cm

【610.12/H27B/T】 <0000108555>

北京 :農業出版社 ,1981.1

3,81p;21om

発売:新華書店北京発行所

【610.12/KAl1/T】  く0000108613>

中國古代農業技術史研究 /米田賢次郎著.― (東

洋史研究叢刊 :43).

京都 :同朋舎出版 ,1989.3

529p;22om

4810407632

【610.21/Y82】  <0000103317>

中国古代公産制度政 /黎世衡著.

上海 :世界書局 ,1922.1

2,4,2,24142p:18om

【611.2/R25/T】  く0000106732>

漢唐間封建土地所有制形式研究 /賀昌群著.

上海 :上海人民出版社 ,19649

lQ 2.410p;21cm

【611.22/Gl1/T】  <0000105197>

-79‐――
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漢唐間封建的國有土地制興均田制 /賀昌群著。

上海 :上海人民出版社 ,1958.8

130p;19cm

【611.22/Gl1/T】  <0000105270>

【611.22/J56/T】  <0000105320>

極東に於ける農業問題 /モスコー国際農業問題研

究所編 ;山本三吾課.

東京 :耕進社 ,1932.6

260p;20cm

E611/M031】  <000010囀 31)

河南省農村調査 /行政院農村復興委員會編。一

(行政院農村復興委員會叢書)。

上海 :商務印書館 .19鉾.8

2,2,2,166p,折込み図 E41枚 :23cm

【611.22/699/T】  <0000103093>

中国古代の日制と税法 :秦漢経済史研究 /平中

苓次著

京都 :彙文堂 ,1961,3

1冊 ;26cm

【611.22/H66】  <000010幅96>

均田制度之研究 /諄光豫著。一 (華 岡論集 ;第 1

期).

壷北 :中国文化學院出版部 ,1965.10

p721-786;26cm

【611.22/H87/T】  く0000105213>

中国古代農業科技史簡明日表 /陳文華編絵。一

(中国家史研究基初 .

北京 :農業出版社 ,197a9

2278,;21icm:

表記1ま,中国簡化字に―よる

E612.22/Cttβ l <0000107m9>

中国水利史論集 :佐藤博士還暦記念 /中国水

利史研究会編.

東京 :国書刊行会 ,198113

398p;22cm

中国古代山沢論の再検討 好並隆司著 ほか

12篇

【612.22/C62】  <0000104711>

中國古代農業科技 /《中國古代農業科技》編纂組井田制度研究.

―-80-
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[編].

北京 :農業出版社 ,1980

474・p:20om            .

【612.22/C62/T】  <0000107383>

齊民要術 /買思鯉著.― (國學基本叢書簡編).

[上海]:商務印書館 ,1936.2

120p;20cm

【612.22/KAl1/T】  <0000109686>

中国古代的農作制和耕作法 /郭文帽編著.― (中

国農史研究叢書).

北京 :農業出版社 ,1982

236p:21cm

【612.22/KA23/TI <0000105379>

農書・農史論集 /胡道静著― (中国農史研究叢書).

北京 :農業出版社 ,1985.6

9,2,277p;21cm

【612.22/K011/T】  <000011剛 >

唐宋愛革期農業社會史研究 /大澤正昭著。一 (汲

古叢書 ;9).

東京 :汲古書院 ,1996.7
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7,336,24p;22Cm

英文目次:巻末 pl-5

申文要旨:巻末 p7… 14

476292508X

【612.22/074】  <0000103390>

農業史話 /李長年編著.― (中国科技史話叢書).

上海 :上海科学技術出版社 ,1981

225p;19cm

【612.22/R32/T】  <0000105841>

中国農学遺産要略 /石声漢著。一 (中国農史研究

叢書).

北京 :農業出版社 ,1981.3

90p;21om

【612.22/SE24/T】 く0000105387>

中国衣並姪済友展史略 /杜修昌編著。

杭州 :浙江人民出版社 ,198412

312p:21 crn                   i

高等衣止院校教学参考用事

【612.2Ll 1ヽ1/T】  <00001098■>

中国農業技術体系の展開 /山本秀夫.‐ (アジア

―-81-―
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経済調査研究双書 ;第 122集).

東京 :アジア経済研究所 ,1965.10

vili,222p;22cm

【612.22/Y31】  <0000104356>

中国田制史 /萬國鼎著 :上 .― (中国地政學會叢

書 ;第 10.

上海 :南京書店 ,1933

4,8,2,394p;22om

巻号「上」の表示は背表紙のみ

上 【612.222/B17/Tl】  <0000106047>

ロシア農民と農奴制の起源 /B.0.ク リュチエフスキー

著 ;土肥恒之訳。一 (社会科学ゼミナール ;08).

東京 :未来社 ,1982.6

103p;19cm

参照文献:p101-102

【612.33/KL6】  <0000106146>

中国古代農業水利史研究 /黄耀能著.― (中國経

済史研究 ;1).

台北 :六國出版社 ,1978.13

4203p;21cm

折込地図 14枚

【614.3/K011/T】  <0000107391>

委 /胡錫文主編 ;上編。一 (中國農學遺産選集 /

中国農業科學院,南京農學院中國農學遺産研究

室編輯 :甲類第 2種 )。

北京 :中華書局 ,1958.1

6,28,276p:20cm

上  【616.3パ011/T】  <0000109272>

【商業・交通 】

全国商史学術討論会論文集 /殷都学刊編輯部編

輯 ;胡厚宣主編。

[]:殷都学刊編輯部 ,1985.2

4,476p;21cm

「殷都学刊」増刊

【672.22/:57/T】  <0000105767>:

漢代国内陸路交通考 /諄宗義撰。一 (新亜研究所

専刊).

香港 :新亜研究所 ,1967.12

3,224,7p;21cm

【682.22/TA33/T】  く0000106500>

【芸術・ 美術 】

法門寺 =Famen tem口o/張延皓主編.― 中国陳

一-82-―



+++++++ t alb +++++++++++++*++++++++*+++++++++++++++++++*++++

西旅滸出版社・1990。 9.

西安 :中國陳西旅滞出版社 ,1990。9

224・p;31cm

漢英日文版

7541801917

_【702.22/052】  <0000106963>

龍門石窟 /龍門文物保管所編.

Jヒ京 :文物出版社 ,1980

1冊 ;26●m

【702.22/R93/T】  く000011∞56>

密県漢画像碑 /河南省考古学会古代芸術研究会組

河南 :中州書画社 ,1983

156p;20om             .

【714/KA45/T】  く0000109462>

四川漢代画像石 /高文編 .

成都 :巴蜀書社 ,1987.2

112p:20X27● m

【714/K011/T】  <0000109520>

南陽漢画象彙存.

京都 :朋友書店 :1978.9

182p:34cm

民国 25年(1936年)刊の複製 限定版 和装

【714/N48】  <0000110924>

語石 :訳注 /腑]葉昌熾EI~];藤原楚水訳注.一

(石刻書道考古大系 ;上巻).

東京 :省心書房 ,197a10

.24805p:図 版 4枚 ;31cm

内容:巻 1～巻4

【728.3/Y72/1】  く0000112110>

語石 :訳注 /D青]葉昌熾賭 ];藤原楚水訳注。一

(石刻書道考古大系 :中巻).

東京 :省心書房 ,1977.3

7.595p:図版 56枚 ;31om

内容:巻 5～巻 7

【728.晴72/2】  <0000112128>    .

璽印精華 /カロ藤慈雨槙編 ;官印篇.

京都 :藤井斉成會 ,1975.5

32p;26cm

有郷館創立 50周年記念(1970

付 Gl冊 19p;22●口):璽印精華解説初稿

官印篇

【739/KA86】  く00001沖
"7>
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【工 芸 】

三彩・緑釉・灰釉 /楢崎彰―著.― (陶磁大系 :5).

東京 :平几社 ,1973.8

137p(おもに図):27cm

【751/T027/5】  <∞ 00103762>縄文 /芹沢長介著.― (陶磁大系 ;1)。

東京 :平几社 ,1975.3

141p(おもに図);27cm

【751/T027/1】  <0000103739>      古瀬戸 /奥口直栄著。一 (陶磁大系 ;0.

弥生 /坪井清足著.― (陶磁大系 ;2).

東京 :平凡社 ,1973.12

133p(おもに図);27cm

東京 :平几社 ,1972.12

127p(おもに図):270m

【751/T027/6】  <0000103770>

【751/T027/2】  <0000103747>      常滑越前 /沢田由治著。一(陶磁大系 ;7).

埴輸 /4ヽ林行雄著.― (陶磁大系 :3)。

東京 :平凡社 ,1974.8

135p(おもに図);27cm

【751/T027/3】  <0000103754>

東京 :平凡社 ,1973.5

141p(おもに図);27●m

【751/T027/7】  <0000103738>

須恵 /田辺昭三著.― (陶磁大系 ;→.

東京 :平凡社 ,1975.10

137p(おもに図);27cm

信楽・伊賀 /ヽ満岡忠成著.― (陶磁大系 :8).

東京 :平凡社 ,1976.6

119p(おもに図);27●m

【751/T027/8】  く0000103796>

【751/T027/4】  <0000103895>      丹波 /河原正彦.― (陶磁大系 ;9).

東京 :平凡社 ,1975.7

135p(おもに図);27cm

―-84-
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【751/T027/9】  <0000103804> 萩・出雲 /河野良輔著。一 (陶磁大系 :10.

東京 :平几社 ,1975.12

141p(おもに図);27cm

【751/T027/14】  <0000103853>備前 /桂又二郎著.一 (陶磁大系 ;10).

東京 :平凡社 ,1973.2

127p(おもに図);27cm

【751/T027/10】  <0000103812> 上野 高取 /永竹威著.― (陶磁大系 :15).

東京 :平凡社 ,1975.2

143p(おもに図);27cm

豊前上野筑前高取陶窯関係年表ゃ。136-140

【751/T027/15】 <0000103861>

志野 黄瀬戸 瀬戸黒 /荒川豊蔵著.二 (陶磁大

系 ;11).

東京 :平凡社 ,1972.6

127p(おもに図);27cm

【751/T027/11】  <0000103820> 薩摩 /岡田喜―著。一 (陶磁大系 ;16).

東京 :平几社 ,1972.9

123p(おもに図);27cm

【751/T027/16】  く0000103879>織部 /藤岡了―著。一 (陶磁大系 :12).

東京 :平凡社 ,1978.1

127p:27ё m

おもに図

【751/T027/12】  <0000103838>

唐津 /中里太郎右衛門著.― (陶磁大系 ;13).

東京 :平几社 ,1972.3

133p(おもに図);27cm

【751/T027/13】  <0000103846>.

長次郎 /磯野信威著.― (陶磁大系 ;17).

東京 :平几社 ,1972.5

123p(おもに図);27cm

【751/T027/17】 <0000103887>

光悦・道入 /赤沼多佳著。一 (陶磁大系

東京 :平几社 ,1977.11

114p(おもに図);27cm

;18).
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仁清 /中川千咲著。一 (陶磁大系 ;23).

東京 :平凡社 ,1974.3

127p;27cm

おもに図

【751/T027/23】  く0000103952>伊万里 /永竹威著“― (陶磁大系 ;19).

東京 :平几社 ,1973.4

137p(おもに図);27cm

【751β027/19】  <0000103911>

【751/T027/18】  <0000103903>

柿右衛門 /永竹威著。一 (陶磁大系 ;20.

東京 :平几社 ,1977.1

137p(おもに図):27cm

【751/T027/20】  <0000103929>

乾山 /満岡忠成著.― (陶磁大系 :24).

東京 :平凡社 ,1973.10

129p;27cm

おもに図

【751/T027/24】 <0000103960>

鍋島 /今泉元佑著.一 (陶磁大系 ;21).

東京 :平凡社 ,1972.2

1271(おもに図);27cm

【751/T027/21】  く0000103987>

木米 /満岡忠成著.― (陶磁大系 ;25).

東京 :平几社 ,1975.6

133p;27cm

おもに図

【751/T027/25】  <0000103978>

京焼 /河原正彦著.― (陶磁大系 ;26).

東京 :平几社 ・1973.1

137p;27cm

おもに図

【751/T027/26】  く0000103986>

九谷 /西田宏子著“一 (陶磁大系 ;22).

東京 :平几社 ,1978.9

141p;27cm

おもに図

【751/T027/22】  <00001039巧>

-86-―
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日本の民窯 /岡村吉右衛門著。一 (陶磁大系 :

27).

東京 :平几社 ,1972.8

125p:27cm

おもに図

【751/T027/27】  く0000103994>

近代日本の陶磁 /南邦男著。一 (陶磁大系 ;20。

東京 :平几社 ,1978.10

131p:27cm

おもに図

【751/T027/28】  <000010欄∞>

高麗の青磁 /長谷部楽爾著.― (陶碑大系 ;20.

東京 :平几社 ,1977.8

127p(おもに図);27cm

【751月Ю27/29】 く000010網18>

三島 /田中豊太郎著。一 (陶磁大系 ;30.

東京 :平几社 ,1976.5

119p(おもに図):27cm

【751/T027/30】  <00001卸26>

李朝の染付 /村山武著.一 (陶磁大系 ;31)“

東京 :平几社 ,1978.2

127p;27cm

おもに図

【751/T027/31】  く0000104034>

高麗茶碗
・
/林屋晴三著“― (陶磁大系 :32).

東京 :平几社 ,1972.2

.115p(おもに図):27cm

【751/T027/32】  く00001側D曖>

古代中国の土器 /秋山進午著.― (陶磁大系 :

33):

東京 :平几社 ,1978.10

141p;27cm

おもに図

参考文献目録:p134～ 137

【751/T027/33】  <000010“ 59>

中国の土偶 /佐藤雅彦`― (陶磁大系 ;30.

東京 :平凡社 ,1972.12

119p;27cm

おもに図

図版・挿図目録口 17～ 119

【751/T027/34】  く000010輸 67>

―-87-―
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唐三彩 /水野清―著。一 (陶磁大系 :30.

東京 :平几社 ,1977.3

149p(おもに図);27cm

【751/T027/35】  <0000104075>

白磁 /佐藤雅彦著“― (陶磁大系 :37).

東京 :平几社 ,197a9

127p;27cm

おもに図

【751/T027/37】  <000010J輸 83>

天目 /4ヽ山冨士夫著.― (陶磁大系 :38).

東京 :平凡社 ,1974.9

127p(おもに図);27cm

【751/T027/38】  <0000104091>

磁州窯 /長谷部楽爾著.T(陶磁大系 ;39).

東京 :平凡社 ,1974.1

145p;27cm

おもに図

129p(おもに図);27cm

【751/T027/40】  く0000104117>

元の染付 /矢部良明著.― (陶磁大系 ;41).

東京 :平凡社 ,1974.12

147p(おもに図);27cm

【751/T027/41】  <0000104125>

明の染付 /藤岡了―著.― (陶磁大系 :42).

東京 :平几社 ,1975.4

135p(おもに図);27cm

【751/T027/42】  <0000104133>

明の赤絵 /藤岡了一著.― (陶磁大系 :43)。

東京 :平几社 ,1972.10

123p(おもに図);27cm

【751/T027/43】  <0000104141>

【751/T027/39】  <0000104109>      古染付祥瑞 /斎藤菊太郎著.― (陶磁大系 :0.

東京 :平凡社 ,1972.7

131p(おもに図):27cm

遼の陶磁 /杉村勇造著.― (陶磁大系 ;40).      【751/T027/44】  <0000104158>

東京 :平几社 ,1974.6

-88-―



呉須赤絵・南京赤絵 /斎藤菊太郎著。一 (陶磁大

系 :45).

東京 :平几社 ,1976.2   ,

147p(おもに図);27●m

・
【751/T027/朽】 <0000104166>

清の官窯 /杉村勇造著。一 (陶磁大系 :46).

東京 :平几社 ,19733

1271(おもに図):27cm

【751/T027/46】  く0000104174>

タイベトナムの陶磁 /矢部良明奢卜 購爾鬱編彙

4秘

東京 :平1凡社 .19刊購

1‐43p:27cm

おもに図

【751/T027/47】  <0000104182>

ベルシアの陶器 /三上次男著。一 (陶磁大系 ;■ ).

東京 :平几社 ,1978.9

131p:27cm

おもに図

【751/T027/48】  <0000104190>

歴代著録吉金目 /福開森編 .

東京 :大安 ,1967

†365。 196p;22cm

民国 28年(1030上海商務印書館刊本の影印

【756。 22/F74/T】  <0000107482>

【中国語 】

廣韻校勘記 /楊家略主編

「

再版.― (中国学術

名著 ;第 3輯 .模學叢書 :第 3集第 2冊 ).

墨北 :世界書局 ,1967■    _
Q51620p;22cm

再版

鷺群.1/K032/T】  く0000109561>

度韻校本 :附校勘記 /周祖謀著 :上 ,

北京 :中華書局 1196010

2冊 ;26cm

書名は標題紙裏、背、表紙による

上の標題紙書名:廣韻校本

下の標題紙書名:廣韻校刊記

上 【821.1/SH99/丁 1】  <00∞108357

下 【821.1/SH99/T2】  <0000108365>

中国古文字学通論 /高明著.

北京 :文物出版社 11987.4

・

liご .
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統一書号:906801423

【321.2/K011/T】  く0000106922>

古文字類編 /高明編 .

北京 :中華書局出版 ,198011

1冊 ;27cm

7101008836

【321.2/K011/T】  く0000107474>

隷靭 :八巻 /(清)顧璃吉撰.― (中国学術名著 ;

第 3輯 .模學叢書 :第 3集第 3冊 )。

墨北 :世界書局 ,1961.9

1冊 ;21cm

【821.2/K011/丁】 <0000109959>

段氏説文解字注 /殿玉裁湖 ;[1]― E8」 .

上海 :錦章図書局 ,[ ]
3冊卜:20cm

和装本,帳入

[11第 1巻―第 6巻,E2E:第 7巻―第 12巻,E31:第

13巻―第 17巻,E41:第 18巻―第 22巻 ,E53:第 23巻―

第 28巻 ,E6]:第 29巻―第 32巻,[71説文通検 ;説文

解字注匡謬(巻 1-巻 2),E81:説文解字注匡謬(巻 3-

巻 8)

増附 六書音均表,説文通検 説文解字注匡謬

【日本文学 】

幻人詩抄 /江上波夫著.― 愛蔵限定版.

:世界文化社 ,1975

愛蔵限定版

【911.56/E28】  <0000106138>

[1]【 823/D35/Tl】

E2]   【823/D35/T2】

E3] 【823/D35/T3】

E41【 823/D35/T4】

[5]   【823/D35/T5】

[6]   【823/D35/T6】

[7]   【823/D35/T7】

[8]   【823/D35/T8】

<0000112177>

<0000112185>

<0000112193>

く0000112201〕>

く0000112219>

<0000112227〕 >

<0000112235〕 >

<0000112243>

西吹く風 :遺稿集 /河内清著.

町田 :河内清先生の会

松戸 :梓出版社(製作),1991.9

233p:図版 10p;19cm

著者の肖像あり

主要著作目録:p209～ 212

年譜:p215～ 228

【914.6/KA91】  <000010親 73>

芥川龍之介作品集 ;第 1巻 ―第 4巻 .

東京 :創元社 ,1950
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4冊 :肖像 ;19cm

解説:福田恒存

第 1巻  【鋭8.63/A39/1】 <0000103697>

定本小林多喜二全集 /小林多喜二著 :小林多

喜二全集編纂委員会編 :第 1巻 ―第 15巻 .

東京 :新日本出版社 ,1968-1969

15冊 ;19cm

第 1巻:健・継祖母のこと,藪入,ロッタの恋物

語,或る役割,暴風雨もよい,駄菓子屋,彼の経験,他

第 2巻:残されもの,最後のもの,誰力可こ宛て

た記録,瀧子其他 その出発を出発した女(ノート稿),

山本巡査(ノート稿)

第 3巻:防雪林,一九ニノヽ年二月十五日,東

倶知安行,監獄部屋

第 4巻:蟹工船,不在地主

第 5巻:暴風警戒報,同志田口の感傷,工場

細胞,「市民のために日,オルグ,他

第 6巻:壁にはられた写真,独房,テガミ,プロ

レタリアの修身,飴玉闘争.争われない事実,他

第 7巻:転形期の人々

第 8巻:沼尻村,党生活者,地区の人々

第 9巻―第 11巻:評論

第 12巻:評論,習作文集

第 13巻:日記・翻訳

第 14巻:書簡

第 15巻:小林多喜二研究

第1巻 【913.63/K012/1】

第2巻 【918.63/K012/2】

第3巻 【918.63/K012/3】

第4巻 【918.68/K012/4】

第5巻 【918.63/K012/5】

<0000103572>

<0000103580>

<0000103598〕 >

<0000103606>

<0000103614〕 >

，
　

Ｉ

中国文学 】

学習魯迅和性秋白作品的札記 /丁景唐著.

上海 :上海文芸出版社 ,1961.9

238p;21cm

【920.2/R51T/T】  <0000105411>

蒲松齢年増 /路大荒躇 ].

[済南酔 斉魯事社 ,1980

189p:図 :21om

【920.23/H81R/T】  く0000105155>

郭沫若研究 :学術座談会専輯 /中国郭沫若研

究学会《郭沫若研究》編輯部編.

北京 :文化藝術出版社 ,19848

冊 ;21om  表記は簡化字による

第6巻 【918.63/K012/6】

第 7巻 【918.63/K012/7】

第3巻 【918.63/K012/81

第9巻 【913.6γЮ12/9】

第 10巻 【918.63/K012/10】

第 11巻 【918.63/K012/11】

第 12巻 【918.63/K012/12】

第 13巻 【918.63/K012/13】

第 14巻 :【918.63/K012/14】

第 15巻 【918.63/K012/15】

く0000403622>

く00001036301>

く∝D叫03648>

く00001103655>

<0000‐103663>

<:0000103671>

く0000100689>

<0000104372>

<00001i脳圏帥>

<0000104398>
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【920.23/KA280/T】  <0000108563>    魯迅 /王士青著.― (中国歴史小叢書).

北京 :生活・讀書・新知・三聯書店出版 ,19ol

:    59p:図版 1枚 :17cm

関干魯迅的小説 :雑文及其他 /徐中玉FII.     【920.28ハ510/T】  <0000105551>

上海 :新文藝出版社 ,1957

112p;19cm

【920.23/R51J/T】  <0000105“0>     魯迅 :他的生平和創作 /王士青著.

北京 :中国青年出版社 ,1958

21lp:19cm

本文は簡体字表記

【920.23/R510/T】  <0000105膨‖>

【920.23/R51K/T】  く0000105577>

魯迅博略 /朱正躇 ].

北京 :作家出版社 ,1956

190p:19cm

【920.23/R51S/T】  <0000105569>

噛城分析 /許欽文著.

北京 :中国青年出版社 ,1956.7

87p;19om

本文は簡体字表記

魯迅散論 /雪葦著 .

上海 :華東人民出版社 ,1951.8

117p:18cm

【920.23/R51S/T】  <0000105593>

【920.23/R51K/T】  <0000105700>     亡友魯迅印象記 /許寿裳著.

香港 :上海書局 ,1957

魯迅研究札記 /胡氷著.

上海 :新文芸出版社 ,1958.1

134p;19cm

紡径分析 /許欽文著.

北京 :中国青年出版社・1958.6

106p:21cm

【920.23/R51K/T】  <000010“嘔>
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116p:21om

【920123/R62K/T】 : <0000105和 3>

古詩源 /沈徳潜選 ;1-4-和 綴本、一 [

19-― .

[]:[  ]・ [19- ]

4冊 :20cm

光緒十七年夏湖南思賢書局重刊

和装 袋綴

=十
十■

=====÷ =÷=キ
辛キ■キ

=キ =======÷
十■

=÷ =====キ =キ =====÷ =

老残遊記 /劉鶏著 ;江原放旬読.

上海 :亜東国書館 ,1925.12

1冊 ;19cm

【923.6/R98/T】  く0000105874>

1 【921.4/C46/Tl】

2【921.4/06/T2】

3 【921.4/C46/T3】

4 【921.4/C46/T4】

<0000108381>

く0000108399>

く0000108407>

<0000108415>

魯迅論文学 /路迅著].

北京 :人民文学出版社 ,1959.12

.4.383p:国 版 :21om

統一書号11∞19・ 1396

【924.7/R51/T】  <0000105585>

魯迅書簡 /許廣平編 ;set上冊,下冊.

香港 :百新国書文具公司 ,1960.12

2冊 ;19om

上冊 【925.7/R51/Tl】  <0000105601>

下冊 【925.7/R51/T2】  く0000105619>

曹操集.

北京 :中華書局 ,1959.7

11.219p;21cm

記述は 1・974年 7月 北京第 3次印昴Hこよる

【921.4/S011/T】  く0000108118>

全漢三國晉南北朝詩 /丁福保編 :上冊,下冊.

北京 :中華書局 :1959

2冊 ;21cm

上冊 【921.4/TE21/Tl】 <00001057親 >
下冊 【921.4/TE21/T2】  <00001.05759>
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名 
―

PAGE

青木教育叢書 一―- 72

赤塚忠著作集 
―

嶋

上野
‐
高取  ―…… 85

芥川龍之介作品集 _:91    1
朝日選書 一―- 76

アジアを見る眼 一一- 66

アジア経済研究所出版物 ――- 82

アジア経済調査研究双書 一―… 82

アジアの近代化  一―… 68

アジア・フォー ド財団資金問題に関する全中国研

究者シンポジウムの記録 一一- 12

アジア史の流れ :ア ジア史構成への試論 ―一-1
アジア史論  一―-45

猫片哉争吋期思想史資料逸輯 一―- 65

器 片戦争末期 英軍在長江下淋 的侵 略罪行

- 41
晏子春秋集群  ――- 53

異国漂流記集  一一… 60

異國物語  一一- 63

石母田正著作集  一―… 55-57

異称日本伝
・――-57

-次反封建的偉大賓践 :江蘇省記念幸亥革命七十

周年学JfL論文選  
―

 
“伊万里 ―…… 86

所謂「紅軍問題」:ソ ウェー ト中国と赤軍-43
段周青銅器分類図録  一―- 15

段周青銅器銘文研究 ――- 18

殷墟嚢掘 一一… 20

段虚文字綴合 一一- 19

インド史におけるイスラム聖廟 :宗教権威と支配

権カ ーーー 46

高貢図説 一―- 74

千豪亮學術文存 一一- 47

雲夢秦簡初探  一一- 31

雲夢秦簡日書研究 ――… 18

永城西漢梁国王陵奥寝園 一―- 19

縁史斎学術文集  ―一- 6

塵鐵論 一…… 68,69

王献唐遺書  一―- 27

王船山史論選評  - 54
王船山学術討論集  ――- 53

織部 - 35
夏商周考古学論文集  一―… 23

夏商周史話  ―…… 27

夏小正経文校群  ――- 79

賀昌群史学論著選  ―一- 11

夏文化論文選集  ――- 19

回回民族の諸問題  ―…… 66

柿右衛門 ――… 86

郭沫若研究 :学術座談会専輯  一一- 92

学習魯迅和程秋白作品的ホL記  ――- 91

革命揺監期の北京 :辛亥革命から山東出兵まで

-43
学問と生涯  ――- 57

華岡論集 ニー… 80

河山集  一―- 63

嘉新水泥公司文化基金會研究論文 -65
家庭、私有制和国家的起源 一―- 70

河南考古 一…… 24

河南省農村調査  ―…… 80

河防志 二一- 75

河姻渡文化初探  一一- 22

鎌田博士還暦記念歴史学論叢

唐津  ――… 85

関干魯迅的小説 :雑文及其他

漢唐宰相制度  ―…… 65

漢唐地理書紗  一―… 61

翰苑  一―- 1

漢學者博記集成  一―- 48

- 2

……………  92
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漢簡研究  一一… 21

漢簡綴述  ―一- 15

漢簡興漢代城市  一―‐ 32

漢魏遺書妙  ―一- 48

漢魏制度叢考  一一- 67

漢魏南北朝墓誌集繹  ―…… 58

韓詩外博集繹  一…… 50

顔氏家訓彙注  ―…… 54

管子集校  一一- 52

漢史初探  一一- 32

管子地員篇校群  一―- 52

漢史鼎疑 一…… 34

漢書窺管 一一- 33

漢書刑法志  ――… 67

漢書食貨志訳注  一―- 69

漢書注商 ――- 33

漢代国内陸路交通考  ――… 82

漢代社会異漢代思想  一…… 33

漢代畳鋳 :温縣蝶範密的霊掘和究 -19
漢代棋船考  ―一- 77

漢代史研究  一一- 33

開中水利史話  ―一- 76

漢唐間封建土地所有制形式研究  ―一- 79

漢唐間封建的國有土地制興均田制  -80
簡版學會叢書 ――- 77

簡贖社叢書 一一- 32

廣東省廣州市佛 山地 区詔開地 区沿革地理

――………  64

《韓非子》札妃 - 53

魏晋南朝の政治と社会  ――- 30

魏書 一―- 35

気象史料シリーズ ーーー 60

魏晋南朝の貴族制  一…… 30

魏晋南北朝史論叢  一一- 30

魏晋百官世系表  一―- 59

義楚六帖引用書名索引 ――-54

●
=================● ==========================

北アジア青銅器文化研究文献目録 一一- 4

新南古画像石墓発掘報告  一一- 23

鬼ノ城 …一-57
汲古叢書 一―- 81

曹五代史 ―一- 38

《九章算木》注経 ―一- 73
九朝律考  一―… 67

教科書が教えない歴史 一二- 58

教師の教育権  一一- 72

仰剖文化学術討論会 ――- 20

行政院農村復興委員會叢書 ―一- 80

京焼  ―…… 86

居延漢簡考群  ――- 34

玉函山房輯供書  ―一- 48

極東に於ける農業問題 一一二 80

義和団運動六十周年記念論文集  ―一- 42

金玉均の研究  ――- 59

銀雀山漢簡群文 ―守- 30

金石索 ―守- 17

近代支那社會史 ――- 71

近代日本の陶磁  ――- 87

近代史資料  - 43
近代東北人民革命運動史 ::日 民主主義革命時期

-40
欽定後漢書 ――- 32

飲定晉書 一―- 36-37

飲定前漢書 一一- 32

均田制度之研究  ――- 80

金文叢教  ―一- 19

金文叢編 ニー… 21

九谷 一一- 86

薔唐書  ――- 38

軍功爵制研究 一…… 66

慶祝李済先生七十歳論文集  一一- 11

中国古代兵器図冊 ―一- 77

経書の偉統  一一- 50

―-96-
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元典章年代索引 一一- 67

元の染付  ――- 88

乾山 一一- 86

幻人詩抄  ―一- 90

現代支那の根本問題  ――- 70

現代中国思想論争 ―一- 48

現代歴史学と教科書裁判 
一

元和郡縣日志 ――- 61,62

元明史研究論集  ――- 12

呉検斎遺書 一一- 53

廣韻校勘記 一―- 89

廣韻校本 :附校勘記 一―- 89

黄運河口古今図説  -74
光悦・道入 ――- 86

康熙帝偉  ――- 59

考古年表  一一- 22

考古学専刊 ―一- 15-19,58

河工器具図説  一一- 74

甲骨・金文研究 ――- 49

甲骨文編  一―… 16

甲骨文字群林  ―一- 24

甲骨文字研究  ――- 18

甲骨文所見氏族及其制度  
―

庚子國雙記
・
=―

- 9
考史拾遺  ―一- 13

藁城台西商代遺址 ―一- 18

甲申博信録 一一- 9

行水金鑑  一―- 75

江蘇城市歴史地理 一―- 63

江蘇史話  一一- 45

好太王碑研究 一―二 4

皇朝中外壱統輿図 一―- 40-41

校訂漂流奇談全集 一一- 47

高等学校文科教材 一―- 69

工農考古基礎知識  T一- 20

弘文堂選書 ―…… 72

神戸大学文学部東アジア研究センター研究報告

――――…  25

高麗茶碗  一…… 87

高麗の青磁  一一- 87

江陵九店東周墓  ――- 20

後漢書語彙集成  ――- 32

後漢書三園志補表三十種  ―…… 30

後漢書集解  一一‐ 33,34

故宮費笈  ――- 47

国学基本叢書 一一- 28,33-35,50,53,81

国語索引 一一- 29

回立政治大學政治研究叢刊 一―- 34

目立歴史博物館歴史文物叢刊 一一- 77

虎口餘生記  一―… 9

古史新探  ―一- 29

古史稔集  一―- 71

古詩源  一一- 98

呉須赤絵・南京赤絵  ―…… 89

語石:訳注  一―… 83

古籍選読叢書 ――- 50

古瀬戸 一一- 84

古染付祥瑞  ―一- 88

古代貴族の英雄時代 ―…… 56

古代国家論     55
古代寺院の成立  一一- 54

古代社会形態研究  ――- 70

古代社会断代新諭  一一- 70

吉代社会論 ――… 55

古代中国の土器  一―- 87

古代中国の都市とその周邊  一一- 56

古代・中世の歴史 一ニー 56

古代末期政治史論 
‐
――- 55・

古代末期の政治過程および政治形態

……………  55

古代史をどう学ぶか:研究視角と歴史像の再構成

――――-  55

７
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五代史記  一…… 38

古代法と中世法 一…… 38

國家権力の誕生 一―- 65

湖北随州橋鼓出.土文物  
一

吉本竹書紀年輯校訂補  
一

古文字類編  - 90
在日本朝鮮人の概況  一―- 66

塞外民族史研究  一一- 3,“

栽培植物考  一―- 79

在満二十六年遺跡探査とわが人生の回想 -21
在満日系共産主義運動  ―一- 65

齋民要術校轟  一一- 78

◆◆墓 (サクボ):戦国中山国国王之墓    18
冊府元亀  ―一- 5-6

薩摩 - 85
左偉紀事本末 一一- 51

左悸事緯 ―一- 50

左博微  - 50
左博分國集注  一―- 50

左博課文  ――- 51

左博選 ――- 50

佐藤信淵に関する基礎的研究  一一- 59

三國會要  一―- 36

三國食貨志  ――- 36

三国史 一一- 34

三回志 ―ニー 35

三國史講話  ―一- 35

三園志集解  一一- 35

三國志人名録  一一- 35

三国史論集  ――- 36

三彩 0緑釉・灰釉  - 84
三湘従事録  一―- 9

三秦文史 一…… 45

山西出土文物 一―… 22

三郷彊邑図敬  一一- 27

三朝野記  一―- 10

山東漢豊像石選集  ―一… 22

士与中国文化 ――- 15

璽:印精華 - 83
史學通論  一一… 12

信楽・伊賀 一―… 84

史漢論稿  ――… 30

史記考索 ――- 15

史記地名考  ――- 29

史記家墓記  - 23
詩経研究  ――- 49

資治通鑑  一一- 1■ 15

磁州窯  ―ヤ… 88

四川漢代画像石 一一- 83

思想と学問の自伝  一―- 59

支那社會構成 一―-70

支那文化と支那學の起源 :支那思想のフランス西

漸  
一

 鵜

支那歴史地理叢書 ―一- 59

支那學論叢 :内藤博士還暦祝賀 ―一- 11

支那社會史:前資本主義時代  一TT 13

志野 黄瀬戸 瀬戸黒 ――- 85

司馬遷的世  一…… 28

司馬遷与 《史記》論集  ――- 28

潜博風物‐志  一一- 64

四部備要 ――- 51

四民月令校注 一一- 72

社会科学ゼミナール ーーー 32

社会科学全書 一一- 58

社會學叢書 一一- 71

上海博物館集刊 一一- 47

十七史商権  ―一- 13

周書  一一… 27

周代社会耕析 ――- 24

周代城邦 一―… 29

儒家思想研究 一一- 49

縮印百袖本二十四史  -27,34,35,37-40

０

　

５
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周礼今注今輝 一―… 50      ・ ■    - 4  ‐

《周礼》事中有父衣止条文的解経 ―――lm  ‐
幸亥革命回憶録  ――……42

春秋會要  一―- 29 ■ 1     .1｀ 1   辛亥革命資料  一二
・  43

春秋経博集解  
―

・501:Iヽ

春秋左氏偉薔注疏證  ――-151

春秋左氏伝雑考  
―

・
52

春秋左氏博地名図考 :……… 51

春秋左博今註今課  ―一■ 51

春秋左博讀本  一―- 51

春秋左偉詰  一…… 51    ‐

春秋左博注  ―一- 52

春秋時期的歩兵  一一- 27

春秋部分三国考  一―- 27

商鞍愛法  ―一- 53

商周青銅器文飾  ―一- 23

商周銅器群綜合研究  一―- 19

昭君興昭君墓  ―一- 59

商君書校群  ――- 52

襄限成案  一―- 74,75

井田制度研究 - 80
上馬墓地  一―… 22

縄文 一=- 84
諸子思想研究  一一- 49

自鳥庫吉全集 一…… 3,27,“,45

史林雑識  ―一- 5

秦漢魏晋出土文献 ―一- 30

秦漢思想史の研究  ――- 53

秦漢史話  ―一- 31

秦波衣民哉争史  一―- 31

新社會科學叢書 一―- 71

秦集史 一―… 31

新石器時代  ――- 18

清の官窯  一―- 89

《秦備・秦文化》叢書 一―- 31

新亜研究所専刊 一―- 82

,.■・    秦漢史 - 8,31   ・ ■ 1`il‐

:   秦漢史及中古史前期研究論集 .――- 12
1  ・   秦漢的方士異儒生  ―一■ 30
1  :  信及録  一―- 10       :r

_   新興科學の旗のもとに ‐一- 64

清史及近代史研究論集 ――- 12

新出金文分域簡目 ――… 17

晉書  ――-36

辛壬春秋  ―一- 43
:     

人人文庫  一一- 52

秦代陶文 ―――‐
17

新潮文庫 ―一- 28

新唐書  ―一- 38

人文雑志叢刊 一―- 47

新編諸子集成 一…… 52

秦末農民戦争史略  一…… 31

信陽楚墓 ――- 16

秦陵銅車馬与車馬文化 ――- 31

水経注 ―ニー 61

随縣曽候乙墓 ―ニー 21,24

隋書  一―- 38

水道提綱  一―- 75

水利史研究室五十周年学術論文集 -74
崇禎長編  =―- 10

須恵 一―- 84

西安歴史述略  - 45
西域史研究 ――- 45

西園文妙  一―- 74

西漢會要  
―

 
“西漢京師倉 一一- 23

西漢社會経済研究  一一- 68

西漢長安 
―

西漢年紀  
一

４
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征韓諭分裂始末 ニー… 58

西周全文搬英 
一

‐17

西周甲骨探諭  ――- 21

西周社會制度問題  ―=- 29
西周青銅器とその回家 

一
 ″

青年文庫 一―… 13

青年自学叢書 一一- 71

齊民要術 ―T- 31

斎民要術導読  ―…… 78

齊民要術選讀本 一一- 78

世界上古史綱 ―一- 54

世界歴史講座  ―…… 54

浙江全省輿団並水陸道里記 一一- 63

浙江太平天国革命文物国最逸編 ――- 42

浙江文化叢書 ――- 22

浙江文物 一一- 22

石刻書道考古大系 ―一- 83

全漢三園晉南北朝詩  ―一- 93

戦後五0年をどう見るか  ―一- 58

全国郷鎮地名録  一…… 60

全国商史学術討論会論文集  一―- 32

戦国秦漢史論文索引 ―一- 31

戦国秦漢史研究  一―- 27

戦國制度考  ――- 28

戦國曾侯乙墓出土文物日案選  ―一- 20

戦國策 ―…… 28

戦國史 ―…… 29

先秦取官表 一一- 28

先秦都城復原研究  
一

先秦史 ――- 12.31

映西地理沿革  一一- 64

潜夫論  一…… 53

善本碑帖録  一―… 16

楚文化研究論文集 
一

楚文化史 一―- 24

曹操集 T一- 93

宋史 -40
宋書  _ 38-39
宋代史論議 :青山博土古稀紀念 =二・  38

宋遼金史研究諭集 一一- 12

績後漢書 ―T-33,35

績帝園文庫  一―-47

祖国叢書  ――… 23

楚辞研究  ―一-49

楚史研究専輯  ニー… 26

楚史参考資料  一―-45

楚地出土文献三種研究  ―一- 18

楚文化新探  ――- 26

孫子兵法 一一- 73

タイ _ベ トナムの陶磁  ――… 89

封支回顧録  一―- 58

大正政変の基礎的研究 ――- 65

大正期「革新」派の成立 一一- 64

太平天国異聞 一一- 41

太平天国革命来月t已 〒―- 41

太平天国革命性反同題寸論集  ―一- 41

太平天国史跡調査集 一―- 42

太平天回史料  ―一- 41

太平天国史料考群集 一―- 42

太平天国文物日群  ――- 42

太平天国史記載訂謬集  ―一- 42・

太平天国史稔塁 ――- 41

太平天国史論文集 一一- 42

太平天国史料課昼 一一- 41

太平洋戦争前史 :日 米独占資本の争覇 -58
大明―統志  一一- 62

大陸雑誌史學叢書 ――- 12.13

[台湾]博統建築手冊 一一= 76

田村博士頌寿東洋史論叢 一一- 3

段氏説文解字注 一…… 90

丹波 一―… 85桑弘羊年譜訂補  ―一- 60
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一―
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中央研究院歴史語言研究所尊 "―-22.“,54

中華叢書 一‐二 77

中隼文化要籍尋壌墨事 一一- 78

中岳狂[ヒ ヨウ] - 44
中国 :ニー… 62

中国科技史話叢書 ――- 31

中国学術名著 - 40,89,90
中国漢代画像石の研究  一―- 23

中国共産党史  ――- 66

中国近代内乱外禍歴史故事叢書  一―…8-10

中国鐘済史稔昼史栓昼  一―- 69

中国経済思想史論  一―- 68

中国経済史研究 ニー… 82

中国経済史資料  一―- 69

中国原始社会史  一一- 23

中国建筑  ――- 76

中国考古学研究論集 :紀念夏難先生考古五十週年

中国古代思想史研究 ―一-49

中国古代社會研究 一―- 25

中國古代社會与古代思想研究 =一‐ 29

中国古代城市論集 - 77
中国古代節日風俗  一―- 72

中国古代戦争戦例選編  ――- 5

中国古代地理絶志叢刊 ―一- 61

中国古代的農作制和耕作法  一二- 81

中国古代の日制と税法 ――- 80

中国古代農業科技  ―一- 80,81

中国古代農業技術簡史 一=- 79

中国古代農業技術史研究 一一- 79,32

中国古代農民革命史 一―- 30

中国古代文化史 一―- 49

中国古代兵器図冊  一―- 77

中国古代兵器図集  一一- 77

中國古代冶鉄技術的散明和霊展 一一- 77

- 17                  
中国古代史 一一- 28

中国考古学論叢 :中国社会科学院考古研究所建所  中国古代史常沢 ―一- 13

“

年紀念  ――- 16             中国古代史分期討赫 :1929-l鼎 年 -28
中国古建築学術講座文集  ―一- 77      中国古代史分期問題討論集 ―一- 27

中國古建築興都市  一一- 76‐         中国古代史論叢 一一- 12

中国古尺集説  一一- 78           中国国家起源的問題  一一- 25

中国古代科技史  一…… 73          中国古農書叢刊 二…… 79

中国古代貨幣的起源和発展  一…… 70     中国古兵器論議 ―一- 24

中国古代及中世紀史扱刊栓文資料索引 -8  中回古方志考 一一- 63

中国古代橋梁 T一- 74           中国古文字学通論  ――- 89

中国古代経済史概論 :試論従周初到鶏片戦争時期  中國史學名著選  ―=- 50

中国社会経済発展遅滞的原因    69    中国史学稔文索引 =一 - 8

中国古代建筑史  一―- 76          中國史學史 ―TT 5

中国古代砿業開発史  ―一- 77        中国史学史沿集 一ニー 5

中国古代公産制度敬  ―一- 79        中国思想史綱 一二- 48

中国古代公社組織的考察 一一- 24       中国社会経済史 一一- 68

中国古代国家の支配構造 :西周封建制度と金文  中国社会経済史研究 :森 谷克己遺稿論文集

――――-  25    .                   ・             -  70

中国古代國家論集  一一- 26         中國社會の法と倫理 :中國法の原理 ――-67

-101-
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中國社會史叢書 ――- 68  = ・ 1 ・

中國上古史論文選輯  一―… 20,26 :11 1

中国城市建設発展史 T■二 76:   ｀:~

中国水利史稿  ―…… 74   -

中国水利要籍叢編  ―一- 74,751 : ‐

中国水利史論集 :佐藤博士還暦記念 ―‐-80‐

中国青銅時代 一一- 24,25:・ '  ~

中国前近代史研究 :栗 原朋信博士追悼記念

………… 15

中国村落制度の史的研究  一―‐ 67

中国地固學史  一一- 60       1

中國地政學會叢書 - 82 .1
中國地方志綜録  一一- 63

申国地理学会1鰤鋤 貌学術討論会文集-73
申国地理学史 ―一- 61

申国通史簡編  ―一- 13

中国通史参考資料  ―ニー 14

中国哲學史の展望と模索 ――- 49

中国田制史  ―一- 82

中国田野考古報告集 ニーー 16,19

中国当代史学家叢書 ――… 11

中国動物講  ――- 72

中国都城歴史図録  一一… 21

中国奴素社会的几↑問題  ――- 26

中国奴歳制経済形恣的片断探討  一―- 68

申国の新出土文物 一一… 16

申国の土偶  一―- 87

中国農學遺産選集  ニーー 82

中国農学遺産要略  ――- 31

中国農業技術体系の展開 ――- 81

中国衣並経済友展史略  一―- 31

中国農書叢刊 一一- 50

中国農史研究叢書 一一- 81

中国家史研究基事 一―- 80

中国農書叢刊 一―- 52,78,79

中國農民革命史話 ―…… 5

中国農民戦争問題探索
…
‐∵■ 61 ::  、‐

中国農民戦争史論叢 一一- 5  」

中国農民戦争史論文集  ■■-1:4・ :  :

中国風俗叢書 
―

7ヽ2  '    ・

中國文化叢書 一…… 34        -

中国文化地理  十一- 60 ,1    1

中国文化史墨事・ - 15,24

中国封建社会  ――- 70   ' ・ l

中国封建社会経済史 ――… 69   ‐

中國封建社會史     71
中国法制史筒編 一一- 67

中国本土地図目録 :国立国会図書館及び東洋文庫

所蔵資料  一一中 61   ‐   ,

中国冶鋳史論集  一―- 77

中国歴史小叢書 ――- 92

中国所史大辞典    8
中国歴史地理  ―一- 62

中国所史地理筒栓 -60
中国所史博物館墾事 ―一- 24

中国歴史百題  ―一- 4

中国歴史文献研究集刊 ―一- 11

申国歴史要籍介紹及選読  ――- 8

中国所史学年基  ――- 11

中国歴史紀年表  -8
中国歴代刑法志 :課注  ――- 68

中国史綱要  ――… 14

申国史探研  ―一- 11

申国社会史問題論戦  ――- 71

中國人の家族制度の研究 :東亜諸民族の社會學的

考察  ――- 71

中世国家成立史の研究  一―- 56

中世的世界の形成 一一- 55

長沙古物聞見記  ――- 46

長沙馬王堆二琥漢墓畿掘簡報  ――- 20

長次郎 ――二 85

朝漁社三・…燿駆捌騒鰯調目昨:棚翻記・IR想膠瞑聾助 ―――-4
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朝鮮騒擾事件状況:大正八年六月:憲兵隊長警務部

長会議席上報告  一…… 4   :

朝鮮史研究  一…… 3

長大史学叢書 一一- 59

直隷旅行報告
｀
一一- 74

陳書  一一- 37

鄭州二里岡 一一- 19

貞松堂集古遺文 ■7~ 21

定本小林多喜二全集  一一- 91

軽耕録  
一

 
“博記及外國史研究論集  一―- 13

天工開物校注及研究  一…… 73

天目    88
唐三彩 一一- 88

唐宋工業史 一一- 74

東亜叢書 一―- 70

東夷文化与淮夷文化研究  一―- 27

東漢會要  ――- 33

東京大学東洋文化研究所報告 一―- 46

銅鼓 ―…… 23

東行三録  一―- 10

陶磁大系 ―一- 8←89

唐宋愛革期農業社會史研究  ――- 81

唐代政治史述論稿  一一- 65

東南紀事  一一- 10・

東方學論集 :東方學會創立十五周年記念 ――-3

東北抗日聯軍第四軍  -44
東北古代科技史論文匡編  ―一- 23

東洋文化研究所紀要 一―- 52

東洋學叢書 ―一- 53

東洋學論集 :森三樹三郎博士頌壽記念 一―- 2

東洋史研究資料叢刊 =―- 67

東洋史研究叢刊 一一- 79

東洋史論集 :木村正雄先生退官記念 ――-2

東洋史論叢:石田博士頌壽記念 
一

・
2

東洋史論叢:市村博士古稀記念 ―一- 1

東洋史論叢:榎博士還暦記念 ――-3｀

東洋史論叢:鈴木俊教授還暦記念 
―

東洋史学論集:山崎先生退官記念 
一

東洋自由新聞 一―- 47

唐律索引稿 ――- 67

唐律疏義 ――- 67

東林始末  一―… 10     ・

護史割記 一…… 11

讀史方輿紀要  一一- 61

讀書節記叢刊 - 40
常滑 越前  T―- 84

都市はいかにつくられたか 一一- 76
″
晩職

″
分析  一―- 92

奴隷制時代 ―一- 25

七十六年史学事目 ――= 8

鍋島 一―- 86

南京大学学ギ ー…… 41

南史 ―一… 37

南齊書 一―- 37

南陽漢画象彙存 一一- 83

西吹く風 :遺稿集 ―一- 90

二十四史研究資料叢刊 ―一- 30

廿四史博目引得  ――- 5

廿二史考異  ――… 14

廿二史衝記  一―‐ 4

4・ 5世紀の日韓考古学 一二- 57

日本共産党の六十年11922～ 1982 ~

日本上代史研究  一―- 3,4

日本上代史の一研究 :日 鮮の交渉と日本書紀

―…………  57

日本の古代国家     55
日本の民窯 ――- 87

仁清 ―一‐ 86

捻軍史料叢刊 一…… 40

農業史話  ―一- 31

農書・農史論集 
―

_81

2‐

3
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農政全書  一―- 78

萩・出雲  ――-35

白磁  一―… 88

塙選書 一―- 64

埴輸 一―- 34

氾勝之書 一一- 78

氾勝之書輯繹  ―一- 79

比較文明:中国とメキシコの旅から ――-63
避戎夜話 一―- 9

備前  一…… 85

ヒッタイ ト王国の発見  
一

武威漢代臀簡 一―- 73

武漢時代と支那共産党  
一

復興的古城榔  - 45
忽必烈汗  一一- 59

文化大革命の研究  - 44
文久二年上海日記  一一- 64

文史集林 ――- 47

文史知惧文庫 ―一- 4

文史論叢 一一- 47

糞尿の民俗学  一一- 72

文物考古研究 ――- 24

文物考古知識 一―- 22

米中教育交流の軌跡 :国際文化協力の歴史的教訓

-  72
平鷹文存  ニー… 6

北京史地叢書 一―- 64

北京出土文物  一―- 64

北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編 ‥―-7
北京名勝古蹟 ―一… 64

ペルシアの陶器  一一- 89

蒲松齢年増 ――- 91

紡径分析 、――- 92

奉使俄羅斯日記 一一- 9

望都二号波墓  ――… 18

法門寺 =Famen telnpie 一―… 83

============================● =● ===● ==========

亡友魯迅印象記  ――-93   ,
撲學叢書 一…… 89,90     :
北史  ――- 37

墨子校注  一―- 52

墨子城守各篇簡注  ――- 52

北清見聞録  一―- 63

北齊書  一―- 37

北宋都城東京 一一- 39

渤海国 ―一- 22

北方史地資料 一―- 23

香港中文大学中国文化研究所中国考古芸術研究

中心専刊 ――- 18,25

馬王堆漢墓研究  - 16
満州問題と国防方針 :明治後期における国防環境

の変動  ――- 66

満城漢墓 ――… 16

満鉄調査資料 一一- 43

三島 一一- 87

密県漢画像碑  ―…… 83

明の赤絵  ――- 88

明の染付  ―一- 38

明武宗外紀  ――- 9

民間文學資料叢書 ―一- 72

明史資料叢刊 
―

 和

民族史話叢書 一一- 31

委 一…… 82

明治社会主義史料集  ―一- 65

明治百年史叢書 ―守- 66

孟姜女万里尋夫集  ―一- 72

孟子課注 一―- 52

木米 ―一… 86

物語と軍記の世界  一一- 56

森鹿三博士頌寿記念論文集 ――- 1

邪馬台国 ――- 58

弥生 一一- 84

楊樫吾先生年譜  一一… 60
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揚州十日記  ――… 10

菜莞集 ―一… 11

洛陽考古四十年:1992年洛陽考古学術研討会論

文集  一―- 22

洛陽歴代城池建設 ―一- 76

李亜農史諭集 一―… 26

李朝の染付  ―一- 87

流沙墜簡  一―- 21

龍門石窟  一―- 83

遠の陶磁  ―一- 88

両漢教育制度史資料 一―- 71

両漢社会性質問題及其他  
一

雨漢地方制度  ――- 34

雨周金文辞大系敬繹  ―一- 6

梁書  一…… 38

両淮水利 一…… 75

昌氏春秋校群  ―一- 53

呂氏春秋上農等四篇校繹  
一

隷辮 一―- 90

歴研アカデミー ーー… 58

歴史地理与考古論叢 ――- 61

歴史地理論集 ―一- 61

歴史地理学的理論与実践  
一

歴史と民族の発見  一一- 56

歴史・文学・人間 ――- 57

歴史民俗学資料叢書 ―一- 72

歴史論叢  一―- 5

歴史学の方法  T一- 56

歴代職官表  ――… 66

歴代著録吉全目 ――- 39

烈皇小識  一…… 9

魯迅書簡  ―…… 93

老残遊記 一一- 93

34

60

労働世界  一―- 65

ロシア農民と農奴制の起源 一一- 82

魯迅  ―一- 92,93

ロッコウブラクス
ー

54

論雨漢土地占有形態的霊展  ニーー 32

淮系年表全編  ―…… 75  i

淮南書注校理 一一- 53

早稲田大学社研研究叢書 
一

 
“倭愛事略 一―… 10

78,79
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著 者 名 
一

 PACE

青木,和夫 一―‐ 55-57

青山博士古稀紀念宋代史論叢刊行会 一一- 38

青山:定雄  一…… 38

赤塚,忠  一―-49

赤沼,多佳  ニニ∵ 35

秋沢,修二 - 70

秋山,進午  一一- 87

芥川,龍之介  ―一- 90

アジア経済研究所 一…… 81

阿部,洋 
｀
――- 71

天野・ 元之助 ―…… 68

荒,松雄  ――- 46

荒川,豊蔵  一…… 85

荒川,秀俊  ―一- 60

安,作嘩  - 32
‐安徽省考織  

一
・45

安藤,彦太郎 -4f14
池内,宏  一―… 57

石井,研堂  一―- 47

石田博士古希記念事業会  ――… 1

石橋ヮ秀雄  ―一- 1

石母田,正  一…… 55757

磯野,信威  ――… 85

市村博士古稀記念東洋史論叢刊行会  ――… 1

伊藤,隆  ――… 64

伊藤,道治  ―一… 25

今泉,元佑  ―一- 86

チ,達  ――- 17

殷都学刊編輯部 一一- 82

植松,正  - 67
内田,穣吉 一―- 63

内日 ,・ 智1雄  - 67
榎博士還暦記念東洋史論叢編纂委員会 -3
榎,一雄  ――- 3

衰,仲― ―一- 17

王,競瑚  一一- 69

王・ 競栓  一一- 11

王,競鐙  ―一- 70

工:維周 - 41
王,宇信  一一- 21

王,雲五 一…… 51

王,益之 ―…… 34

應,喜臣 ―一- 10

王,飲若  ――- 5

江,継培 ――- 53

王,健群  ―…… 4

王,献唐 ―一… 27

江,原放  一一- 93

江,向榮 一―- 57

王,興華  ――- 8

王,回維  ―一- 21

王,思治  一―… 33

王,士書  ――- 92

王,秀楚  ――… 10

王,迅  一一- 27

王,成組  ――- 61

王,先謙  一―- 33

王,祖弊  ――- 35

王,丹琴  ―…… 5

干,景譲  ―…… 79

干,豪亮  一―- 47

干,省吾  一一- 23

上野,賢知  ニーー 51

王,仲単  一―- 5

王,伯祥
.―

一- 51

王,符  一…… 53

王,誤  ニーー 47,61

黄,本願  一二- 66

王,明閣 一二- 31
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王,鳴盛  ,一- 13

欧陽,修  ―…… 38

大久保,泰  一…… 66

大澤,正昭 一一- 31

大庭,脩  一一- 21

大村,幸弘 一一- 46

大山J彦― 一―- 71

岡島,秀夫 ―一- 78

岡田,喜― =一 - 35

岡村,吉右衛門 一―- 87

奥田,直栄  ―一- 84

愛宕。松男 一一- 59

小竹,武夫 ―…… 70

越智,重明 一―- 27,30

夏,緯瑛  一一- 50,52,7&79

夏,允弊  ――- 10

華,覺明 ――- 77

夏,完淳  ――… 10

買,思鯉  ――- 78,81

賀,次君  ――- 62

賀,昌群  一―- 11,32,79180

夏っ湘蓉  ――- 77

外文出版社  ――- 16

邦,緩  一一- 33,35

郭,興文  ――- 72

郭,根源  一…… 45

郭,若愚  ―一- 19

郭,文帽  一…… 81

郭,賢鉤  一―… 19

郭,沫若 ―一- 6,18,19,25,52,69

買,思握  ――- 78

桂,又二郎  一一- 85

華東師範大学歴史系 一―- 8

加藤,慈雨楼  一―- 83

門脇,禎二 ――- 55

河南省考古学会 ――- 19,25

河南省考古学会古代芸術研究会  一―- 83

河南省博物館  ―一- 19

河南省文化局文物工作隊 ―T- 19

河南省文物考古研究所 一―- 19

河南省池県文物保護管理委員会 ――- 19

河北省博物館  ――- 18

河北省文化局文物工作FA ―一- 18

河北省文物研究所  ―一- 18

鎌田先生還暦記念会  一―- 2

鎌田,重雄  ――- 2,33

河内,清  一一- 90

川野,重任  一一- 68

河野,良輔  ―一- 85

河原,正彦  ―一- 84,86

韓,嬰  ―一- 50

桓,寛  ―一- 69

韓,席蕃  ――- 50

父,天相 一一- 22

韓,養民 一―-72

甘粛省博物館  一一- 73

関東憲兵隊司令部  一一- 65

簡版學會編輯部  ―…… 77

魏,収  ―一- 35

魏,徴  ――- 38

鞠,清遠  一―- 73

雇写わド沐ぎ学明歴彗ヒ勇冬魂罰古謂寄鴫蒙輌可ヨヒ雀象メロ雷雷自可里収L―――T… 20

鬼ノ城学術調査委員会  一一- 57

木村英一博士頌壽記念事業會  T一 - 48

木村正雄先生退官記念事業会 一―- 2

木村,正雄  - 2
九州考古學會  一一- 57

許,悼雲  一…… 20,26

許,維通  一―- 50,52

許,飲文 
一

 貶

許,広平 ――- 93

許,寿裳  ――- 92
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行政院農村復興委員會  
―

曲・ 英森 ―…… 26

金,競散 ――… 5,41

金,景芳 ――- 26,71

金,自強 - 11

80       顧・ 祖昌 
一‐

呉,則虞  
一

呉,沢  ―一- 5

呉,鎮蜂 
一

胡,道静  
一

73       胡・ 氷  - 92
呉・ 楓  一一- 79

呉,文藤  
一

礫川・ 全次  
一

侯,外庫  
一

高・.士奇  
―

江,之春  
一

高,昭― 
一

慶祝李済先生七十歳論文集編輯委員會 ……-11

銀雀
・
山漢墓竹簡整理小組  

一
理,元錫 - 10
理,同祖 一―- 70

虞,明英 一- 11
虞山遺民 一―- 9

楠山,,修作 ―一- 26

栗原,朋信  一―- 15

黒羽,英男 一一- 69

桑田,幸三 一一- 68

景,市  一―- 41

格,文甫  ――… 54

顧,稿吉

呉,偉業

呉,競江

呉,應箕

呉,恩裕

呉,闘生

呉,晴

胡・ 換庸

呉,九龍

呉,玉章

顧,韻剛

胡,厚宣

胡,三省

顧,山貞

呉,士鑑

胡,子泉

胡,錫文

呉,拘

呉,承仕

侯,仁之 
一

江,世菓  
一

黄,盛嘩  
一

黄,宗義  
一

高,斗枢  
一

康,苑生 
一

高,敏  
一

高,文  
一

高,明  
一

高,誘  
一
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81

22

72

33,48

51

9

4

60

40

60,61
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9

9

31

83

89,90

28

-11

90

10

52
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25

50

――――-  75  .

――――-  30
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“――………  5,30

……………  20,82

-――- 14

-…………  9

-―――- 36

-  74
-―――-  32

-―――-  33                 .

――――-  53

黄,耀能  
一

‐
82

洪,亮吉  ―一… 51

江蘇省社会科学院歴史研究所 ――- 45

江蘇省歴史学会  一一- 44

湖南省哲学社会科学学会聯合会 ―一- 53

園立故宮博物院編輯委員會  ―…… 47

國立台湾大學歴史系 ――- 20,26

小島,麗逸  - 43
古議室史臣     9
古代史論叢編委会  一―- 12

後藤,末雄  - 48,59
湖南省博物館  ―一- 16,20

小林,多喜二 ―一- 91
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小林,行雄 ――… 84

湖北省社会科学院歴史研究所  - 26
湖北省楚史研究会  一一- 26

湖北省博物館  - 20,21
湖北省文物考古研究所  ―一… 20

小山,健也  一―- 58

小山,富士夫 一―- 88

左っ言奈 ニニ… 28

戴:應新 一…… 75

栞,九徳  ―‐- 10

斎,召南 一―二 74

佳,庭  一一- 72

斉,思和 一…… 28

佳,静― 一…… 76

斎藤,菊太郎  一一- 38,89

佐久間,穆  一―- 62

義難,武敏 
一

船

佐募,雅彦 一…… 87,88

館朝
`豊

之 一一- 76

澤田,瑞穂 T― - 72

沢田,由治 -84
山西省考古研究所  一―- 22

山西省古建築保護研究所  ―一- 77

山西省文`物工作委員会  - 22
山:東省出版総社濶博辮事処  一―- 64

山東省博物館  ―一- 22

山東省文物考古研究所  ―一- 22

施,之勉  ―一- 28,34

史,念海  ――- 47,63

志日,容子 一一- 78

漆,侠 -31
司馬,光  一―- 14

志水,正司 ――- 54

謝,敏聰  ――- 76

上海tJT殖大学房史系中国史学史研究室 -5
上海社会科学院歴史研究所  一―- 41

上海博物館集刊編輯委員会 - 47
上海博物館青銅器研究組 一一- 23

朱,元弼  - 10
朱,士嘉  -63
朱,子素  ――- 10

朱・紹侯  ――… 66

朱,正  一―… 92

朱,東潤 一三二 15

自‐由主義史観研究会  一一- 58

周,動初  ―ニー 53

周,祖謀  ――… 89

周,道済  - 65
周,法高  ――- 54

窃巳, 日自   ――――-  64

徐,學乗  
―
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徐,光啓 一―- 78

徐,朔方  
―

“徐,輌  ――- 9
:仇 中玉 :-92
仇 輔 …… 側

徐,瑚 ―
-33

徐,徳隣  
―

 
“徐,芳烈 一一- 10

蒋,難 ―-22
粛,子顕  ――… 37

鐘,少異  ――- 77

葉J昌熾  一―… 83

商,承詐 _――-45

撻,宗順 ――- 18

葉,万松  一一- 22

尚,乗和  一―- 43

白鳥,庫吉  一一-3,4,45
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琴,仲勉  ――… 28,52

沈,徳潜  一…… 93
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沈,約  - 38,39
信,立祥  一一- 23

新興科學社  - 64
人文雑志叢刊編輯委員会  ―‐- 47

帥 螂 電評判形鴨謝輌剛院室 ―――

郷,衡  - 23
杉村1勇造  一一- 38,39

鈴木俊教授還暦記念会 一―- 2
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齊.思和 ――… 11

成,東  一―- 77,
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一
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石,章如 ――- 22,62
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一
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芹沢,長介  T一 - 84
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蒻,伯賛 - 14
映西省考古研究所 ―一- 23,45
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宋,粛認  一一- 76
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―

“孫,詐民 一―… 5

孫子 ―…… 73
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竹浪・ 祥―郎  ――… 58
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中華人民共和国民政部行政区画処 ――- 60

中共中央馬克思思格斯列寧斯大林著作編課局
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42  中国科学院  ―一- 74

中国科学院近代史研究所近代史資料編輯組

――――-  43.65

中国科学院考古研究所 ――… 15,16.18-20

中国科学院山東分院歴史研究所 ―一- 42

中国科学院土木建筑研究所 ――- 76

中国科学院歴史研究所第一・二所 一―- 8

中国郭沫若研究学会郭沫若研究編輯部 ――-91
中国研究者研究団体連絡会議 一―… 11

中国研究所  ――- 48

中国建築科学研究院  ―…… 76

中国考古学研究論集編委会 ――- 17

中国古代戦争戦例選編編写組 一一- 4

中国古代農業科技編纂組  ――二 80

中国史学会中国歴史学年鑑編輯部 ―一- 11

中国社会科学院考古研究所 ――- 3,16.17,19

中国社会科学院歴史研究所明史研究室 ――-40

中国人民解放軍軍事科学院戦争理論研究部孫子

一-111-



著 罐キをi葬ミヨl  十÷キ■キ
=キ

十キ
=キ

十十■キ
==キ

■
====十

キ
=キ

十÷キ
=キ

キキ■キ
=÷

÷キ÷
=キ

キ
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中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究

委員会  
―

祝

申国人民大学中国歴史教研室  一一- 68

中国水利史研究会  - 80
中国地理学会地貌専業委員会  一一- 73

中国農民戦争史論叢編輯委員会 一―- 5

中国歴史大辞典秦漢史巻編纂委員会  ニー… 8

中‐国歴史文献研究会
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一
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48
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- 4
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朝鮮社会科学院歴史研究所  一一- 59

長孫・ 無忌 一―- 66

陳.寅格  一―- 65

陳,奇猷  ――… 53

陳・ 啓天  ――… 52

陳,洪範  ――- 10

陳,哺江 ―一- 68

陳・ 寿 一一- 34

坪井.清足  一―… 34

坪江,油二  ―一- 66

丁,景唐  一―… 91

丁.山  一一- 71

程,樹徳  一―… 67

程・ 舜英  
一

■

鄭,天挺 一一- 14

程.嚢◆  ―…… 51

■ 福課  一一‐鶉

鄭・推  
一

郷

天・ 尤 一――・64

猥,豊五 一 一‐詢 ,駒

‐租嗜徐嚢  一一-41

載し:修昌 
一

:剖

牡,正勝 
一
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社,預 ―-50
陶,炎  - 23
董・壼瓢 ′
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唐,衰澄  一…… 74

陶・ 希聖  一一- 71

陶・元珍  ―一-35

童・ 作賓 一一- 5

唐,長嬬  一一- 30

東亜同文会  一―- 58

東方学会  一―- 3

登封県人民文化館  
―

藤間,生大  ―…… 65

唐律研究会  ――… 67

脱脱  ――- 39

土肥,恒之  ―一- 32

陳,少修  
一

陳,正祥  
―

陳,致平  
―
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―

‐陳,夢家 
―

角田,順  
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６０

馴

鉤

１５

“
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張,金鑑
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氾,勝之 ―一- 73,79
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殖,文瀾  ――… 13

ヒアリング・グループ ーーー 59

膠,啓愉  ―一‐ 78

馬,雲鵬  ――… 17

馬,道立 一…… 74

平岡・ 武夫 ―ニー 50

平申,苓次 ―一- 80

偉,.沢洪 一一- 75

博,筑夫 - 69
武,同挙  ――- 75

武・ 伯綸  ――- 45

武威県文化館  - 73
武漢師範学院学報編輯部 一―- 26

武漢水利電力学院水利水電科学研究院「申国:水利

史稿J編写組  ―=嗜 74

福沢,泰吉  ―τ‐ 73

藤枝・ 丈夫 - 70
藤1岡,信勝  一…… 58

藤岡,了― ――- 85,88

藤田,至善 ―一- 32

藤原,鎌兄 - 43
藤原,楚水  T― - 83

聞,一多 ―一- 52    _

文・ 嘉 一―- 9

文,震孟  ――- 9

文,乗  - 9
文史知識編輯部  ――- 4

文物編輯委員会  一二- 20

北京工藝美術研究所 一―- 20

北京大学歴史系 一一- 8

北京図書館金石組  ―一- 6,7

北京市文物工作隊  ――- 64

邊,大綬  ―‐- 9

南京師範学院地理系江蘇地理研究室 ――- 63

南京大學學報編輯部 一一‐ 41

南京大学太平天国史研究
= 

―一- 41

西田,宏子  ―一- 86

西村,庚  ――- 61

日本共産党中央委員会  - 65
日本朝鮮研究所  一―‐ 59

周.元材  - 59
馬=建忠 

―
 抑

馬,国翰 -48
馬,騎  

―
 m

馬,I林  -60
馬,先醒  一―- 32

馬,非百  - 30
表,松之 ―一T 35.

白,愚  - 9
橋川,時雄  一一- 63

長谷部,楽爾  一―… 87,88

服部,克彦 一一- 25

羽仁,五郎  ―一- 59

羽田,亨  一―… 11

早川,二郎 ――- 71

林屋・ 晴三 一二- 87

潜,吉星  一―- 73

班,固  一一‐ 67

万,国鼎  一―‐ 79
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方,詩銘  ―一… 8

包,遵彰  ――- 77

牧,柾名 ―一- 72

牧田ラ諦亮  一―- 54

町田・ 三郎  一…… 53

松丸,道雄  一一- 15,26

松本,善海  一…… 67

三上,次男 一一- 89

水野,清一  ――- 88

満岡,忠成  一―- 84,86

南,邦男 一一- 87

南満州鉄道株式会社調査課  ――- 43

宮地,健次郎  ―…… 62

民主主義科学者協会歴史部会  一―- 54

村山,武  一…… 87

毛,奇齢  ―一- 9

モスコー国際農業問題研究所  一一- 80

森三樹二郎博士頌毒記念事業會  ――… 2

森,鹿三 ――- 1

森,三樹三郎  一一… 2

森谷,克己 ―…… 69

薮田,嘉一郎  一一- 78

矢部,良明 一一- 88,89

山崎先生退官記念会  一…… 3

山路,芳範  一一- 54

山田,勝美  一一- 68

山本,四郎  ――… 65

山本,秀夫 ――… 81

勲,偉超  ―…… 24

熊,方  二一- 30

ユネスコ東アジア文化研究センター  
ー

余,英時 ―一- 15

楊,育彬  ―…… 24

楊,延橿  一T- 10

楊,瓢  一一- 24

楊,家略  - 40,89

楊,寛  一―- 29,53,77

挑,季農 ――… 36

葉,駐軍 ――- 21

銚,彦渠 一一- 29

発・ 公叡 ―一- 1

楊,向奎 一―- 5,29

楊,鴻年 一―… 67

楊・ 樹達 一―- 33

楊・ 樹藩 ―…… 34

挑,思廉 一―- 37

楊,晨  一一… 36

楊,捏吾 ――- 60

揚,伯峻  ――- 52

吉日,大輔  ―一- 46

米田,.賢次郎  一―- 79

羅,爾綱 -7~ 42
羅,振玉 ―…… 21

羅,惇屈 ―…… 9

洛陽市城郷建設局 一―- 76

洛陽市地方史志編纂委員会 
―

洛陽市地名委員会  一一- 76

洛陽市文物工作隊  一一- 22

藍,永蔚 ――- 27

蘭州大學中文系孟子課注小組  
―

李ヮ亜農 一―- 26

李,延寿 ――- 37

李・ 吉甫  一―- 61,62

李,協  一―- 74

李,圭  ――- 10

李,鴻章  ――… 10

李,宗個  ――- 51

李,長年 =ニー 81

李,殿福 ――… 22

李,百薬  一一- 37

陸,世儀  ――- 10

陸,折  ――- 9
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:劉,義  ニーー 93 ,

劉,旭  ―一二 77

劉.陶  一…… 38

劉,洪濤  ―一- 73
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劉・ 升揚 ―一- 31

劉,澤華 ―一- 28

劉,敦槙 一―- 76
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劉,文漠  ―一- 51

龍門文物保管所  ―一- 83

呂,思勉  一―- 31

呂,不革 ―一- 53,78,79

梁,啓雄 一―- 5

林,テ  ーーー 50

林・ 華東 ――- 22

林,幹  一一-59

林,甘泉 一―- 27

麟,慶  一一- 74

林,言椒 ―一- 41

林・ 會承  一―- 76

林・ 則徐  ニーー 10

纏馨仙史 ――- 10

黎,虎  一一- 27

黎,世衡  ―一- 79

令狐,徳棄 一―- 27

嶺南考古學會 ―一- 57

邸・ 道元    61
歴史研究編輯委員会  ――- 71

歴史研究編輯部 一…… 27,28

歴史学研究会 ―一- 58,72

路,工 …-72
路,大荒 ――… 91

慮,弼  ―…… 35

労,幹  - 34
労働運動史研究会 =一‐ 65

魯迅 ・―一- 93

早稲田大学文学部東洋史研究室  一―- 15

渡部,学  ―一- 59

渡部,義通  一―-59

呉,天任  一…… 60

B.0.ク リュチエフス■  ,一- 82

Bitte:・  Kurt    ――――-  46

Bouvet, Joachim    ――――-  59

Boyd, Andrew Charies   - 76

Collmunist :nternational    ――――-  43

Enge:s, Friedrich    ――――-  70

Ferguson, John Calvin   ――……… 89

Lindley, AuguStus F.    ――――~  41

‖orse, Hosea Ballou   -      41
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safarov, Georgi: ivanovich    ――"―-  71
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