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知っていると便利                ＜３階 中国語、韓国･朝鮮語資料コーナー＞ 

東京都立中央図書館                                 2017年 3月改訂 

 

東京都立図書館では、約 6万 8千冊の中国語図書を所蔵しています。その中から、社会科学関係

で、調べものに役立つ参考図書類（事典・索引・便覧など）をご紹介します。 

☆印から始まるタイトルは、年鑑・年報類です。［ ］内は、都立中央図書館の請求記号です。 

年鑑・年報類の請求記号の 3段目には、発行年の西暦（4桁もしくは下 2桁）あるいは巻号が入り

ます。 【例】『中国外交』2015 [RC319.2/92/ 2015] 

年鑑・年報類は３年分が開架にあります。それより過去のものは書庫にあります。 
 

１ 社会科学総記 
☆『上海文化年鉴』（《上海文化年鉴》编辑部） 所蔵：1987～（欠あり） 

[RC3022/36/87～98、DRC302.2/36/99～] 

  

『中國國情詞典』（商務印書館(香港) 2012）              [RC302.2/7023/2012] 

 地理、政治、経済等の分野ごとに項目を収録した総合的な資料。 

『中国城市发展全书』上、下（中国统计出版社 2004）         [DRC302.2/6001/1～2] 

 600余りの中国の都市に関する情報（歴史、自然、資源、人口、経済等）を都市別に収録。 

『台灣文化事典』（國立臺灣師範大學人文教育研究中心 2004）       [RC302.2/6002/2004] 

 台湾に関する歴史、地理、宗教、文学等 1399項目を収録。巻末に台湾の文化に関する年表あり。 

『中国传统文化百科全书』（经济科学出版社 2008）            [RC302.2/6009/2008] 

 文化に関する百科事典。分野別になっており、目次から探すことができる。 

『中国社会科学工具书检索大典』上、下（北京图书馆出版社 1999）  [RC3031/2/1～2]（書庫） 

 古代から 1997年 6月までに出版された社会科学系の参考図書目録。 
 

２ 政治・政党・民族問題・外交 
『中共党史人物传』1～89巻（陕西人民出版社 1980～2015）（欠あり） [C3152/65/1～89]（書庫） 

 中国共産党の建党、発展に功績のある人物の伝記。1巻から 50巻までに収録の人物は『中共党史

人物传 1-50卷 索引』[RC3152/65/50-2](書庫)により、姓名、生没年、本籍地、伝記のテーマなど

から調べられる。 

『中国历代官制大辞典』（商务印书馆 2015）              [RC317.3/7004/2015] 

秦から清代までの官制に関する語彙を約 21000項目収録。筆画順。 

『中国共产党历史大辞典 1921-2011』全 3巻（中共中央党校出版社 2011）[DRC315.2/7008/1～3] 

 中国共産党に関する約 7000の語彙を収録。1巻の「人物」部を除き、筆画目録索引あり。 

☆『中华人民共和国行政区划简册』（中国地图出版社） 所蔵：1957～（欠あり） 

省・市、区・県の人口、面積、郵便番号等を収録。 [RC3170/2/57～2004、RC317.9/6002/2005～] 

☆『国际形势年鉴』（上海辞书出版社） 所蔵：1982～（欠あり）       [RC319.0/14/ ] 

『世界外交大辞典』上、下（世界知识出版社 2005）           [DRC319.0/6001/1～2] 

 政策、事件、文献、人物等 13000余りの項目を収録。 

☆『中国外交』（世界知识出版社） 所蔵：1996～              ［RC319.2/92/ ］ 

『中国外交概覧』1987～1995［C3192/61/87～95］（書庫）の改題。 
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３ 法律 
☆『中华人民共和国法规汇编』（中国法制出版社） 所蔵：1954～（欠あり） 

[RC3201/5/1～13、RC3201/5/79～2001、RC320.9/6001/2002～] 

 年１回、その年に公布された法律及び条例を収録した法令集。 

『新编中华人民共和国法律法规全书』第 9版 （法律出版社 2016）    [RC320.9/7003/2016] 

 国家法、民商法、行政法、経済法、社会法、刑法、程序法（訴訟法）を収録。 

『法学大辞典』（上海辞书出版社 1998）                   [RC3203/15/98] 

 憲法を始めとした法学に関する辞典。10837項目収録。筆画順。頭文字のピンイン索引あり。 

☆『中国法律年鉴』（中国法律年鉴社） 所蔵：1987～              [RC320.5/1/ ] 

『中华人民共和国分类法典』全 36巻（法律出版社 2008）    [RC320.9/6004/1～36]（書庫） 

 「索引」［RC320.9/6004/36］のみ開架。 

『中国科举辞典』（江西教育出版社 2006）               [RC322.2/6016/2006] 

 約 8700項目を、科挙名詞と科挙人物の 2つの類に分け収録した科挙に関する辞典。 

『中国考试大辞典』（上海辞书出版社 2006）              [RC322.2/6018/2006] 

 考試に関する約 6000の用語を収録。筆画順。 

☆『中华人民共和国条约集』（世界知识出版社） 所蔵：1集～（欠あり） 

1集（1949-1951）～48集（2001）[RC3299/1/1～48]、49集（2002）～ [RC329.0/6001/49～] 

『中华人民共和国边界事务条约集』上、中、下（世界知识出版社 2013）  [RC329.0/7002/1～3] 

 中国が周辺国との間で締結した、境界に関する条約などを 65点収録。 

 

４ 経済・人口・物価・財政 
☆『中国经济年鉴』（経済管理出版社） 所蔵：1983～[RC330.5/3/83～2010、DRC330.5/3/2011～] 

 中国の経済概況や経済統計等。約 100の業種やテーマの最新動向についても記載あり。 

☆『中国人口年鉴』（中國社会科學出版社） 所蔵：1985～（欠あり） 

[RC3340/2/85～2002、2013～、DRC334.0/2/2003～] 

☆『中国人口和计划生育年鉴』（中国人口和计划生育年鉴社） 所蔵：2004～ 

[RC334.3/6005/2004、DRC334.3/6005/2005～] 

 計画出産に関する統計、報告等。『中国計画生育年鑑』（所蔵：1986～2003 欠あり）[RC3343/12/86

～2003]（書庫）の改題。 

『华侨华人百科全书』全 12巻（中国华侨出版社 1999～ ）        [RC3345/34/1～12] 

 華僑、華人に関する百科事典。 

☆『中国物价年鉴』（《中国物价年鉴》编辑部） 所蔵：1990～（欠あり）     [RC337.8/3/ ] 

『中国税制 中英文对照』第 8版（中國税務出版社 2014）        [RC345.1/6001/2014] 

中国税制の概要を英中対照で記した資料。 

 

５ 統計・人口統計 
☆『中国统计年鉴』（中国统计出版社）所蔵：1981～（欠あり） 

 [RC3522/4/81～99、DRC3522/4/2000～] 

☆『中国城市统计年鉴』（中国统计出版社） 所蔵：1985～ 

［RC3522/7/85～2010、DRC352.2/7/2011～ ］ 

☆『上海统计年鉴』（中国统计出版社） 所蔵：1986～（欠あり） 

 [RC3522/13/86～2000、DRC352.2/13/2001～] 

☆『北京统计年鉴』（中国统计出版社） 所蔵：1992～ 

 [RC3522/23/92～2000、DRC3522/23/2001～] 

☆『中国民族统计年鉴』（中国统计出版社） 所蔵：1949-94～（欠あり） 

[RC3522/28/49-94～2010、DRC352.2/28/2011～] 

2004年版からは、『中国民族工作年鉴』2001～2003［RC3168/53/2001～2003］（書庫）を合併。 

少数民族に関する政策法規、統計等を収録。 

『新中国六十年统计资料汇编』（中国统计出版社 2010）         [DRC352.2/6013/2010] 

 1949年から 2008年までの全国及び各省、自治区、直轄市の各分野にわたる統計資料。 

 

☆『中华人民共和国全国分县市人口统计资料』（群众出版社） 所蔵：1987～（欠あり） 
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[RC358.2/3/ ] 

『中国 2010年人口普查资料』全 3巻（中国统计出版社 2012）        [DRC358.2/7002/1～3] 

 第 6次人口国勢調査（2010年 11月 1日）の結果をまとめたもの。 
 

６ 社会学・労働問題・婦人問題 
『社会学大辞典』（中国人事出版社 1995）                   [RC3610/8/95] 

社会学に関する言葉の意味を学問別、学派別、調査方法別など、体系的に分類し収録。 

『实用工会百科词典』（人民出版社 2006）                [RC366.6/6003/2006] 

 工会（労働組合）に関する理論や労働関係理論など 1145項目を収録。 

『中国妇女运动百年大事记』（中国妇女出版社 2003）          [DRC367.2/6002/2003] 

 20世紀における中国の女性運動の歴史を記載した資料。 
 

７ 教育 
『教育大辞典』12冊（上海教育出版社 1990～1992）            [RC3703/5/1～12] 

☆『中国教育年鉴』（人民教育出版社） 所蔵：1949-81～（欠あり） 

[RC3705/1/49-81 ～2001、DRC3705/1/2002～] 

『百年中国教科书图说』全 2巻（湖南教育出版社 2009）         [DC372.2/6019/1～2] 

 1897～1949年及び 1949～2009年の 2巻構成。教科書の表紙を中心とした写真及び解説を掲載。 

『中国高等学校大全』全 2巻（新华出版社 2002）             [DRC3770/15/1～2] 

 全国 2000余の高等学校（日本の総合大学、単科大学に相当）の歴史・特色及び住所・電話番号・

URLを収録。 

『中国留学生大辞典』（南京大学出版社 1999）                [RC3776/17/99] 

 1847年から 1978年までに海外に留学した中国人 4000余人の経歴を収録。 

『中国文化馆志』（专利文献出版社 1999）                   [RC3792/1/99] 

 台湾、香港を除く全土の主要な文化館 1637館を紹介。 
 

８ 民俗・風俗習慣・民族学 
『中国民族民俗文物辞典』（山西人民出版社 2004）            [RC382.2/6004/ 2004] 

 飲食器具、家庭用具等の用途別の項目がある文化事典。各少数民族が使用している器具・用具や

衣装の解説、図、写真を収録。 

『实用中国风俗辞典』（上海辞书出版社 2013）             [RC382.2/7051/2013] 

 中国の風俗や習俗に関する約 1800項目を収録。筆画索引あり。 

『中国服饰文化参考文献目录』（中国纺织出版社 2001）           [RC3831/31/ 2001] 

 清から 20世紀末までの民族服飾文化と古代服飾文化に関する、中国語及び外国語の文献目録。 

『中国历代美容・美发・美饰辞典』（海峡出版发行集团福建教育出版社 2013）［DRC383.5/7002/2013］ 

 中国の美容に関する 4014項目を収録。筆画索引あり。 

『中国民间故事集成』（中国 ISBN中心[ほか] 1992～）        [C3882/5076/ ]（書庫） 

 各省・自治区･市別に民話を収録。同じ出版社の、ことわざを収録した『中国谚语集成』(1990～) 

[C3888/14/ ]（書庫）、民歌を収録した『中国歌谣集成』（1992～）[C3889/5013/ ]（書庫）も所

蔵。 

『中国神怪大辞典』（人民出版社 2009）                 [RC388.2/6004/2009] 

 神話、伝説上の神仙、妖怪変化等を収録。出典を明示。ピンイン順。筆画索引あり。 

『中国民族工具文献辞典』（改革出版社 1995）                [RC3892/131/95] 

 古代から 1992年 12月までに出版された、民族に関する文献の解題目録。 

『中國民族學與民俗學研究論著目錄 1900～1994』全 3巻（漢學研究中心 1997） 

[RC3892/145/1～3] 

『中国少数民族分布图集』（中国地图出版社 2002）            [DRC3892/156/2002] 

『中国少数民族文化大辞典』全 5巻（民族出版社 1997～1999）      [RC3892/5058/1～5] 

『羌族词典』（四川出版集团巴蜀书社 2004）               [RC382.2/6007/2004] 

『红河彝族辞典』（云南民族出版社 2002）                [RC382.2/6012/2002] 

『赫章彝族词典』（贵州民族出版社 2002）                [RC382.2/6013/2002] 



 - 4 - 

『楚雄彝族自治州彝族辞典』（云南民族出版社 1998）           [RC382.2/6032/1998] 

『中国彝族大百科全书』上、下（雲南人民出版社 2014）        [DRC382.2/7056/1～2] 

『蒙古族大辞典』（内蒙古人民出版社 2004）              [DRC382.2/6036/2004] 

『臺灣民俗文物辭彙類編』（國史館臺灣文獻館 2009）          [DRC382.2/6069/2009] 

『中国回族大辞典』（上海辞书出版社 1993）                 [RC3892/91/93] 

『新编满族大辞典』（辽宁大学出版社 2014）               [RC382.2/7068/2014] 

『锡伯族百科全书』（新疆人民出版社 1995）                 [RC3892/133/95] 

『西北民族词典』（新疆人民出版社 1998）                  [RC3892/146/98] 

『藏族大辞典』（甘肃人民出版社 2003）                  [RC3892/157/2003] 
 

９ 軍事 
『中国古代军事大辞典』（国防大学出版社 1991）              [RC3903/16/91] 

 古代の軍事に関する辞典。筆画索引及び分類索引あり。約 10300語収録。 

『汉英-英汉军事通信词典』（学苑出版社 2012）            [RC391.0/7001/2012] 

 英中・中英対訳の軍事・通信に関する用語集。約 9万語収録。 

『汉英军事技术大辞典』（学苑出版社 2004）               [RC390.3/6002/2004] 

 軍事技術に関する辞典。ピンイン索引及び筆画索引あり。約 25万語収録。 

『军事辞海』全 4巻（浙江教育出版社 2000）               [DRC3903/19/1～4] 

 古代から現代までの中国内外の軍事用語辞典。 

『中国近代海军职官表』（福建人民出版社 2004）             [DRC3972/11/2004] 

 清代から中国国民党政権までの約 80年における海軍軍人及び文人の職官表。 

『孙子学文献提要』（军事科学出版社 1994）                 [RC3992/24/94] 

 孫子に関する中国語及び外国語（日本語含む）の文献の解題目録。 
 

10 商業・広告・貿易 
『WTO 经贸电子商务汉英词典』（中国财政经济出版社 2002）          [RC6780/16/2002] 

 経済、貿易及び Eコマースに関する用語の中英対訳辞典。英中対訳辞典として、同じシリーズの

『WTO 经贸电子商务英汉词典』[RC6780/15/2002]がある。 

『中国品牌报告』（上海交通大学出版社 2011）             [RC675.0/6001/2011] 

 中国のブランドに関する報告書。大まかな品目別に分析されている。 

『英汉汉英实用现代海关词典 修订版』（中国海關出版社 2009）     [RC678.3/6006/2009] 

 税関業務に関する用語を収録した英中・中英辞典。 

『英汉汉英经济贸易词典』（中国商务出版社 2006）           [RC678.0/6002/2006] 

英中・中英対訳の貿易に関する用語集。 
 

11 交通・通信 
『英汉-汉英物流词典』第 2版（上海世纪出版股份有限公司上海辞书出版社 2013）  

 約 27000語を収録した、英中・中英対訳の物流に関する辞典。     [RC680.3/7001/2013] 

☆『中國交通年鉴』（中國交通年鉴社） 所蔵：1986～（欠あり） 

 [RC680.5/1/86～2011、DRC680.5/1/2012～] 

 交通に関する概況解説や統計を収録ズ。 

『英汉海事实用词典』（商務印書館 2012）               [RC683.0/7001/2012] 

 海事、航海に関する用語など約 5万語を収録した辞典。アルファベット順。 

『中国旅游大辞典』（上海辞书出版社 2012）             [DRC689.0/7002/2012] 

 3086項目を収録した観光の辞典。ピンイン順。分類索引及びアルファベット順の英文索引あり。 

『新中国邮票鉴赏图典 2008』（華齢出版社 2008）            [RC693.8/6001/2008] 

☆『中国广播电视年鉴』（中国广播电视年鉴社） 所蔵：1986～（欠あり） 

[RC6990/1/86～2000、DRC699.0/1/2001～] 

 放送・テレビに関する報告等。巻末に放送局の名簿あり。 


