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【１ 百科事典・辞典・総合年鑑】  

タイトル 

（出版社、出版年） 
解 題 

請求記号 

（Ｄ～は別置の大型本） 

『中国大百科全书』第 2 版 

全 32 巻（中国大百科全书出

版社 2009） 

百科事典。分野にかかわらず、ピンインの

ABC 順に配列。6 万件収録。第 31・32 巻が

索引になっている。 

DRC032.0/6002/1～

32 

『大辞海』全 38 巻（上海辞

书出版社 2003-2015） 

『语词卷』『哲学卷』『宗教卷』『心理学卷』『政

治学社会学卷』『法学卷』『军事卷』『经济卷』

ほか全 38 巻 42 冊。25 万件収録。 

『语词卷』: 

RC823.1/7031/1~5 

[ほか] 

『漢語大詞典』全 15 巻 

（上海辞书出版社、漢語大

詞典出版社 1986～2010） 

約 37 万件を収録した漢語辞典。語彙の意義・

変遷などを用例と共に示す。部首別配列。ピ

ンイン索引の『漢語大詞典詞目音序索引』（漢

語大詞典出版社）も所蔵あり。 

RC8231/42/1～15 

★『中华人民共和国年鉴』 

（中国年鉴社） 

分野ごとに各年における国家政策、主要な出

来事等を掲載した総合年鑑。 

DRC059.2/24/ 

所蔵：1997～ 

 

 

東京都立図書館では、約 7 万冊の中国語資料を所蔵しています。 

その中から、調べものに使える辞典や年鑑類を中心にご紹介します。 

書名の最初に★印があるものは年鑑・年報類です。 

中国語資料を探すには 

蔵書検索（OPAC）で検索するときは、 

＜対象資料＞の「中韓図書」に☑を付けてください。 

簡体字・繁体字でも検索できます。 

・中央図書館 3 階に、約 9,000 冊が並んでいます。 

・出版年の古い資料などは書庫にあります。 

館内の蔵書検索パソコンからご請求ください。 
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【2 歴史】 
  

『中国历史大辞典』上、下 

（上海辞书出版社 2000） 

上古～1911 年 67,154 項目を収録した歴史

辞典。筆画順。 
DRC22203/56/1～2 

『中国少数民族史大辞典』 

（吉林教育出版社 1995） 

古代～1949 年の少数民族に関する歴史、経

済、制度、宗教習俗、典籍、文化財など。 
RC222.01/6010/1995 

『中国通史词典』上、下 

（上海人民出版社 2008） 

上古時代から中華人民共和国成立までの歴

史を政治史、経済史、民族史等で 10 分類し、

約 15,000 件を収録。下巻に筆画索引あり。 

RC222.01/6024/1～2 

【3 人物・人名】   

『中国历代人名大辞典』 

上、下 

（上海古籍出版社 1999） 

古代～辛亥革命の約 54,500 人を収録。筆画

順。二十五史に見える人名以外には出典を明

示。 

RC2822/197/1～2 

『中国人名大词典 当代人

物卷』 

（上海辞书出版社 1992） 

中華人民共和国成立から 1986 年までの各部

門の著名人 17,970 余人を収録。肖像写真あ

り。筆画順。巻末に拼音索引あり。 

RC2822/107/3 

『中华姓氏源流大辞典』 

（中華書局 2014） 

31,684 件の中国姓氏の源流、発展、変遷、

地理的分布などを紹介。 
DRC288.1/7006/2014 

『历代名人室名別号辞典』 

増订本（山西古籍出版社 

1998） 

古代～現代の室名 13,697 と号 13,796 を収

録。一つの室名、号のもとに人物を紹介。他

は参照形をとる。本名からの索引あり。 

RC2881/5006/98 

【4 地名・地図】   

『中华人民共和国地名大词

典』全 5 巻（商务印书馆 

1998～2002） 

地名 18 万件を収録。建造物等も含む。行政

区別。位置、面積、地名変遷、読み等が調

べられる。第 5 巻にピンイン索引あり。 

RC29220/137/1～5 

『中国历史地名大辞典』増

订本 上、下（中国社会科学

出版 2017） 

『中国古今地名大辞典』（商務印書館）を、

上記『中华人民共和国地名大词典』等と照

合し、改訂増補したもの。筆画順。 

RC292.20/7063/1～2 

『中国古今地名对照表』 

第 2 版（上海辞书出版社 

2014） 

2013 年現在の地名を見出しに、対応する過

去の地名とその変遷を紹介。古旧地名索引あ

り。 

RC292.20/6030/2014 

『中国历史地图集』全 8 巻 

（地图出版社 1982～87） 

歴史地図集。先秦、秦漢、三国西晋、南北朝、

隋唐五代、宋遼金、元明、清の全 8 巻。簡略

版の『简明中国历史地图集』も所蔵あり。 

RC/22203/21/1～8 

【5 法律】   

★『中华人民共和国法规汇

编』（中国法制出版社） 

年１回、その年に公布された法律及び法律問

題に関する決定等を収録した法令集。 

RC320.9/6001/ 

所蔵：1954～ 

[出版者変更、欠号あり] 

『新编中华人民共和国法律

法规全书』第 12 版 

（法律出版社 2019） 

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。巻末に法律

名のピンイン索引あり。 

RC320.9/7003/2019 
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【6 経済・統計】   

★『中國經濟年鑑』 

（経済管理出版社） 

中国の経済概況や統計等。約 100 の業種や

テーマの最新動向についても記載あり。 

DRC330.5/3/ 

所蔵：1983～ 

★『中国统计年鉴』 

（中国统计出版社） 

国家統計局の総合統計書。全国、各省、自

治区、直轄市のデータを収録。 

DRC3522/4/ 

所蔵：1981～ 

[出版者変更、欠号あり] 

★『中国城市统计年鉴』 

（中国统计出版社） 

中国 661 都市の主要統計を掲載。収録分野

は人口、土地資源、経済、財政、文化、医

療・衛生、交通運輸、環境関連等。 

DRC352.2/7/ 

所蔵：1985～ 

★『中国旅游年鉴』 

（中国旅游出版社） 

観光に関する法律、公示、統計、各省・自治

区・直轄市の概況などを掲載。 

DRC292.20/90/ 

所蔵：1990～ 

【7 民俗・風俗習慣】   

『中国民族民俗文物辞典』 

（山西人民出版社 2004） 

飲食器具、家庭用具等の用途別に分類した文

化事典。各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。 

RC382.2/6004/2004 

『实用中国风俗辞典』 

（上海辞书出版社 2013） 

中国の風俗や習俗に関する約 1,800 項目を

収録。筆画索引あり。 
RC382.2/7051/2013 

『中国服饰文化参考文献目

录』 

（中国纺织出版社 2001） 

清～20 世紀末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。 
RC3831/31/2001 

『中国民间故事集成』（中国

ISBN 中心[ほか] 1992～） 

各省・自治区･市別に民話を収録。同出版の、

ことわざを収録した『中国谚语集成』、民歌を

収録した『中国歌谣集成』も所蔵あり（書庫）。 

C3882/5076/ 

（書庫） 

『中国神怪大辞典』 

（人民出版社 2018） 

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。 
RC388.2/6004/2018 

【8 自然科学】   

『中国科学技术史』 

（科学出版社 1998～） 

継続刊行中。『辞典卷』は 20 世紀の科学研究

の成果に基づく辞典、『年表卷』は古代～

1911 年の科学技術の発展をたどる年表、『论

著索引卷』は古代科学技術史に関する中国語

及び日本語で書かれた文献の目録。 

RC4022/12/ 

C4022/12/ 

（『辞典卷』『图录卷』

『年表卷』『论著索引

卷』以外は書庫） 

『中国植物志』全 127 冊（科

学出版社 1959～2006） 

約 3 万種の名称、生態環境、分布、経済用途

等を記載。第 82 巻の索引より、中国語、ラ

テン語の名称から検索できる。 

C4722/2/1～82 

（第 82 巻以外は書庫） 

『中国动物志』 

（科学出版社 1979～） 

継続刊行中。動物、昆虫、魚類を門、綱に分

類した動物分類学の専門書。研究史、形態特

徴、生態、地理分布等を記載。 

C4822/5009/ 

（書庫） 
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探している資料が見つからない…。調べ方が分からない…。 

そんなときは、当館のレファレンスサービスをご活用ください。図書館司書が、みなさまの

情報収集をサポートします！ 

【9 医学・薬学】   

『中国医学百科全书』（上海

科学技术出版社 1982～） 

漢民族以外の医学も収録。蒙[モンゴル]医学

（第 40 巻）、维吾尓[ウイグル]医学（第 41

巻）。 

RC4909/127/1～41 

（書庫） 

『中医大辞典』第 2 版（人

民衛生出版社 2004） 

医史人物･文献･中医基礎･中薬･方剤等を収

録。筆画順。漢語拼音索引｡ 
RC/490.9/6004/2004 

『中华人民共和国药典』 

2020 年版 全 4 巻（人民衞

生出版社 2020） 

中国の薬局方。2020 年版は 5,911 種を収録。

処方、制法、性状、鑑別、効能、用法、貯法

などを記載。ピンイン・ラテン名索引あり。 

DRC499.8/72/2020-1

～4 

【１0 工業】   

★『中国能源统计年鉴』 

（中国统计出版社） 

石油、石炭、天然ガス等のエネルギーに関す

る年鑑。 

DRC501.6/1/ 

所蔵：1986～ 

（不定期刊） 

★『中国轻工业年鉴』 

（中国轻工业年鉴社） 

製紙、自転車、ミシン、時計から化粧品、ビ

ール、乳製品、楽器、玩具、家電など約 50 業

界の動向を掲載。 

DRC505.9/3/ 

所蔵：1985～ 

[欠号あり] 

★『中国工业统计年鉴』 

（中国统计出版社） 

工業経済に関する各省、自治区、直轄市等の

統計、主要指標を掲載。 

DRC/505.9/7005/ 

所蔵：2013～ 

【１1 美術・芸術】   

『中國美術全集』全 51 巻 

（黄山書社 2010） 

原始から清代までの美術作品を収録する美

術集。第 1 巻が総目録。 

DRC702.2/7001/1 

DC702.2/7001/2～21 

（第 1 巻以外は書庫） 

『中国美术大辞典』 

（上海辞书出版社 2002） 

古代から現代までの書道、篆刻、建築等を含

む美術事典。カラー図版多数。筆画索引あり。 
DRC7033/12/2002 

【１2 文学】   

『中国文学家大辞典』全 7巻 

（中华书局 1992～2018） 

先秦期～近代の文学者の生没年、姓氏名号、

略歴、著作などを掲載。時代別、筆画順。 
RC9203/57/1～7 

『中國文學大辭典』全 10 巻

（百川書局 1994） 

古代から近現代までの作家の作品・思潮・流

派、社団、逐刊、文学運動等の辞典。筆画順。 
RC9203/69/1～10 

 

 

来館 

１F「総合案内・相談

カウンター」へ 

電話 

03-3442-8451 

相談係まで 

メール 

都立図書館ホームページ 

レファレンスサービスお申込フォーム↑ 

レファレンスサービス（調べもの相談）のご案内 


