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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

210.1822//O26 日中実務協定交渉 : 記録と考証 小倉 和夫 岩波書店 2010.6
222.01//C62//1 神話から歴史へ : 神話時代 夏王朝 宮本 一夫 講談社 2005.3
222.01//C62//2 都市国家から中華へ : 殷周 春秋戦国 平勢 隆郎 講談社 2005.4
222.01//C62//3 ファーストエンペラーの遺産 : 秦漢帝国 鶴間 和幸 講談社 2004.11
222.01//C62//4 三国志の世界 : 後漢三国時代 金 文京 講談社 2005.1
222.01//C62//5 中華の崩壊と拡大 : 魏晋南北朝 川本 芳昭 講談社 2005.2
222.01//C62//6 絢爛たる世界帝国 : 隋唐時代 気賀沢 保規 講談社 2005.6
222.01//C62//7 中国思想と宗教の奔流 : 宋朝 小島 毅 講談社 2005.7
222.01//C62//8 疾駆する草原の征服者 : 遼西夏金元 杉山 正明 講談社 2005.1
222.01//C62//9 海と帝国 : 明清時代 上田 信 講談社 2005.8
222.01//C62//10 ラストエンペラーと近代中国 : 清末中華民国 菊池 秀明 講談社 2005.9
222.01//C62//11 巨龍の胎動 : 毛沢東vs鄧小平 天児 慧 講談社 2004.11
222.01//C62//12 日本にとって中国とは何か 尾形 勇 講談社 2005.11
222.01//P16 中国歴史地図 : Historical atlas 朴 漢済 平凡社 2009.1
319.102//N88 日中関係基本資料集 :  1949-1969年 外務省.アジア局中国課 霞山会 1970.4
319.1022//I57 日中国交正常化の政治史 井上 正也 名古屋大学出版会 2010.12
319.1022//I75 日中国交正常化・日中平和友好条約締結交渉 : 記録と考証 石井 明 岩波書店 2003.8
319.2201//C52 日中関係の管見と見証 : 国交正常化30年の歩み 張 香山 三和書籍 2002.9
319.2201//Su71//1 中日友好随想録 : 孫平化が記録する中日関係 孫 平化 日本経済新聞出版社 2012.4
319.2201//Su71//2 中日友好随想録 : 孫平化が記録する中日関係 孫 平化 日本経済新聞出版社 2012.4
雑誌 外交フォーラム．1997臨時増刊「中国」 都市出版「外交フォーラム」編集室 世界の動き社 1997.9
雑誌 朝日アジアレビュー．8(3)　「日中国交正常化五周年〈特集〉」 － 朝日新聞社 1977.9
雑誌 人民中国．708 「国交正常化から感動と知恵40年の歩み」 人民中国編集部 外文出版社 2012.6
雑誌 人民中国．711 「美しい中国美しい日本：中日国交正常化40周年記念」 人民中国編集部 外文出版社 2012.9
新聞 日本経済新聞（縮刷版）．昭和47年9月 日本経済新聞社 中央産業經濟研究所 1972.9
新聞 朝日新聞（縮刷版）．昭和47年9月 朝日新聞東京本社 朝日新聞東京本社 1972.9

302.1//Ku34 日中両国の政治・社会・経済的諸課題 : 政治・産業・金融・公会計・社会保障 熊本学園大学付属海外事情研究 御茶の水書房 2007.1
319.1022//H84 日・中・台視 (み) えざる絆 : 中国首脳通訳のみた外交秘録 本田 善彦 日本経済新聞社 2006.9
319.1022//O11 中国と日本の外交政策 : 1950年代を中心にみた国交正常化へのプロセス 王 偉彬 ミネルヴァ書房 2004.2
319.1022//W37 日米中トライアングル : 3カ国協調への道 王 緝思 岩波書店 2010.11
319.2//H55 東アジア共同体白書二〇一〇 : 東アジア共同体は可能か、必要か 東アジア共同体評議会 たちばな出版 2010.9

319.2//To28 東アジアに「共同体」はできるか : 分析と資料
東海大学総合研究機構平和戦略
国際研究所

社会評論社 2006.1

319.2//W46 アジア太平洋と新しい地域主義の展開 渡辺 昭夫 千倉書房 2010.4
319.2//Y92 東アジア統合の政治経済・環境協力 吉野 孝 東洋経済新報社 2011.3
319.2201//Ta34 日中相互理解のための中国ナショナリズムとメディア分析 高井 潔司 明石書店 2005.1
331.19//Te35 中日経済の相互依存 : 接続中日国際産業連関表の作成と応用 滕 鑑 岡山大学経済学部 2009.3
332.22//Y19 日中経済発展の計量分析 山田 光男 中京大学経済学部附属経済研究所 2012.3
333.7//Su38 東アジア市場統合の探索 : 日中韓の真の融和に向けて 杉本 孝 晃洋書房 2012.2
333.822//J56 日本の対中ODA外交 : 利益・パワー・価値のダイナミズム 徐 ?芬 勁草書房 2011.11
333.822//So11 日本の経済外交と中国 徐 承元 慶應義塾大学出版会 2004.1
501.6//Ta43 新時代の「能源」フロンティア : 初めて語る日中石油・エネルギー協力の真実 高見澤 学 リブロ 2007.9
509.222//R14 技術移転・発展と中核能力形成に関する研究 : 中国における日系企業の実態と展望 欒 斌 大学教育出版 2007.2
537.09//Y48 中国・日本の自動車産業サプライヤー・システム 山崎 修嗣 法律文化社 2010.4

9月「2012 日中国民交流友好年～日中国交正常化40周年～」リスト

中国の歴史、日中国交正常化の歴史について

日中の外交・経済の近況、東アジア共同の展望について



678.3//Ta78 東アジアFTAと日中貿易 玉村 千治 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 2007.2

678.2//N77//2011 ジェトロ世界貿易投資報告．2011年版 日本貿易振興機構 ジェトロ 2011.9
678.2//N77//'73/1 海外市場白書．1973年版 第1分冊 日本貿易振興会 日本貿易振興会 1962.1-
678.2//N77//'73/3 海外市場白書．1973年版 第3分冊 日本貿易振興会 日本貿易振興会 1962.1-
678.21//Ts91//2011 通商白書．平成23年版 経済産業省 山浦印刷株式会社出版部 2011.8
678.21//Ts91//'73 通商白書．1973総論 通商産業省 通商産業調査会 1951-1973
678.21//Ts91//'73 通商白書．1973各論 通商産業省 通商産業調査会 1951-1973
689.21//So55//2011 観光白書．平成23年版 総理府 大蔵省印刷局 1994-
689.21//So55//'74 観光白書．昭和49年版 総理府 大蔵省印刷局 1964-
雑誌 人民中国．710 「遊んで中日交流観光地ニッポン」 人民中国編集部 外文出版社 2012.8

中国の経済動向、日中貿易、日中観光交流の今昔について


