


知日家が語る「日本」
胡一平、喩杉 総編集
庫索 編
日中翻訳学院 本書翻訳チーム 訳
ISBN 978-4-86185-327-2
2500円＋税

「大森杯」日本語教師・教育体験手記コンクール受賞作品集

中国の日本語教育の
実践とこれからの夢
鈴木朗・陶金・潘貴民・日下部龍太
など29人共著　段躍中 編
ISBN 978-4-86185-323-4
1800円＋税

中国初の国家公園 
三江源国家公園 
高原動物植物図鑑
三江源国家公園管理局局長 王湘国、
北京大学教授 呂植 総編集
日中翻訳学院 本書翻訳チーム 訳
ISBN 978-4-86185-274-9　8800円＋税

アジア共同体の構築
―実践と課題―
山梨学院大学教授 熊達雲 編
【執筆者一覧】熊達雲  小笠原高雪 
朱炎  金堅敏  周瑋生  實川和子  金亮完 
張兵  小菅 信子  郭定平  平井久志 
李黎明  侯利明  殷燕軍  趙全勝  韋遨宇
ISBN 978-4-86185-307-4　3600円＋税

日中未来遺産
中国「改革開放」の中の
“草の根”日中開発協力の「記憶」

拓殖大学教授・国際開発研究所長
岡田実 著
ISBN 978-4-86185-276-3
1900円＋税

悠久の都 北京 
中国文化の真髄を知る
劉一達 著
李濱声 イラスト
日中翻訳学院 本書翻訳チーム 訳
ISBN 978-4-86185-288-6
3600円＋税

同じ漢字で意味が違う
日本語と中国語の落し穴 
用例で身につく
「日中同字異義語100」
三井物産㈱初代駐中国総代表
久佐賀義光 著
ISBN 978-4-86185-177-3
1900円＋税

日本の「仕事の鬼」と
中国の〈酒鬼〉
漢字を介してみる
日本と中国の文化
鄧小平訪日で通訳を務めた
ベテラン外交官
元重慶総領事 冨田昌宏 編著
ISBN 978-4-86185-165-0  1800円＋税

日中文化DNA解読
心理文化の深層構造の視点から
北京大学教授 尚会鵬 著
日本女子大学教授 谷中信一 訳
ISBN 978-4-86185-225-1
2600円＋税

アメリカの名門 Carleton College発、
全米で人気を博した

悩まない心をつくる
人生講義
タオイズムの教えを現代に活かす
チーグアン・ジャオ 著
日中翻訳学院 町田晶 訳
ISBN 978-4-86185-215-2  1900円＋税

中国人の苦楽観
―その理想と処世術―
李振鋼 著
日中翻訳学院 監訳
日中翻訳学院 福田櫻など 訳
ISBN 978-4-86185-298-5
2800円＋税

日本の魅力を知り、新たな日本を発見！
「知日派」作家ら13人が日本の文化、社会、習慣
を分析した、驚きと発見に満ちたエッセイ集。

中国の日本語教育の第一線で活躍する教師たちの
教育体験手記コンクールの入賞作品集。現場の貴
重な声が満載で参考になる一冊。 

平均標高4500m、黄河・長江・メコン川源流域の
三江源国家公園の珍しい動植物をフルカラー写真
と解説で紹介！学校や図書館にも必備の一冊。

アジア諸国の連帯、協力を実現する「アジア共同
体（ワンアジア）」構想を、世界で活躍する研究
者らの多角的な視点と考察で検証。

中国改革開放初期、“草の根”で黙々と汗を流し、
発展を支えた日本人4人の「開発協力の記憶」を
ひもとき、日中の未来を考える。

北京人の日々の暮らしを通して、その気質や独自
の文化、中国や中国人をより深く理解するための
知識と教養に溢れたエッセイ集。

絶対に間違えてはいけない単語から話のネタまで、
“同字異義語”を楽しく解説！中国語学習者だけで
なく一般の方にもお勧めの実用的な教養書。

ビジネスで、旅行で、宴会で、中国人もあっと言
わせる漢字文化の知識を集中講義！
 【日本図書館協会選定図書】

「シルクロード：長安－天山回廊の交易路網」が
世界文化遺産に登録。本書はそれらを迫力ある大
型写真で収録、現地専門家が詳細に解説。

昨今の皮相な日本論、中国論とは一線を画す名著。
中国人と日本人の違いとは何なのか？文化の根本
から理解する日中の違い。

元国連事務次長 明石康氏 推薦!!
2500年前に老子が説いた教えにしたがい、肩の力
を抜いて自然に生きる。名講義の書籍化！

中国史上の名士たちの生き様と苦楽観を軸に中国
文化を概観する。学生、ビジネスマンから教養人
まで、中国を知るための必読の書。

中国人の食文化ガイド
心と身体の免疫力を高める秘訣

熊四智 著
日中翻訳学院 山本美那子 訳
ISBN 978-4-86185-300-5　3600円＋税

飲食にまつわるエピソードや成語が満載！
健康、ビジネス、中国食文化研究に役に立つ集大
成の一冊。

対中外交の蹉跌
―上海と日本人外交官―
在上海日本国総領事
片山和之 著
ISBN 978-4-86185-241-1
3600円＋税

対中外交の新視点に大反響！
戦前期上海の日本人外交官の記録。近代日本の事
例に学び、これからの日中関係のあり方を考える。

隣人新書21
中国共産党と中国の発展
中国共産党中央党校副学長 
国家行政学院副学長 謝春涛 主編
日中翻訳学院 監訳
ISBN 978-4-86185-321-0
1800円＋税

2035年を目指す
中国の科学技術
イノベーション
本書編集委員会 編
日中翻訳学院  訳
ISBN 978-4-86185-287-9
2600円＋税

科学技術立国を目指す中国の最前線を、情報通信
技術、新エネルギー、製造業、ライフサイエンス、
宇宙・海洋探査など多分野にわたって紹介。

中国古典を引用した
習近平主席
珠玉のスピーチ集
本書編集委員会 編
日中翻訳学院 訳
ISBN 978-4-86185-291-6
3600円＋税

中国で4億4千万人が視聴した話題のテレビ番組の
書籍版を邦訳。中国古典の名言や中華文化を学ぶ
上でも役立つ一冊。

中国近現代文学における
「日本」とその変遷
湖南大学教授 劉舸 著
日中翻訳学院 監訳
ISBN 978-4-86185-290-9
6200円＋税

日本を題材にした中国近現代文学について体系的
に比較研究を行い、中国人の奥底にある日本観の
全貌をあぶり出す意欲作！

新疆世界文化遺産図鑑
小島康誉 主編王　衛東 
日中翻訳学院 本田朋子 訳
ISBN 978-4-86185-209-1
1800円＋税

日本人70名が見た感じた驚いた
新中国70年の
変化と発展
笹川陽平、島田晴雄、近藤昭一、
西田実仁、伊佐進一、小島康誉、
池谷田鶴子など70人 著
段躍中 編
ISBN 978-4-86185-283-1　4900円＋税

中国人ブロガー22人の「ありのまま」体験記
来た ! 見た ! 感じた !!
ナゾの国 おどろきの国
でも気になる国 日本
中国人気ブロガー招へい
プロジェクトチーム 編著
周藤由紀子 訳
ISBN 978-4-86185-189-6　2400円＋税

中国初の女性ノーベル
賞受賞科学者  屠

ト・ユウユウ
呦呦  

『屠呦呦伝』編集委員会 著
町田晶 監訳　西岡一人 訳
ISBN 978-4-86185-218-3　1800円＋税

2050年の中国
習近平政権が描く
超大国100年の設計図
胡鞍鋼、鄢一龍、唐嘯、劉生龍 著
段景子 訳
ISBN 978-4-86185-254-1
2050円＋税

時価総額アジア1位
テンセント帝国を
築いた男 馬化騰
LinJun、ZhangYuZhou 著
高橋豪、ダンエディ 訳
ISBN 978-4-86185-261-9
1600円＋税

2019年の中華人民共和国成立70周年への祝福メッ
セージ。日本全国の各界各層70名が“生”の中国
について綴る。

誤解も偏見も一見にしかず！　SNS大国・中国か
ら来日したブロガーがネットユーザーに発信した
「100％体験済み」の日本論。

中国の伝統医薬から画期的なマラリア新薬を生み
出し、2015年に中国人の女性として初のノーベル
賞受賞を成し遂げた女性研究者の物語。

中国が2050年に目指す「社会主義現代化強国」と
は？ 壮大かつ詳細なロードマップを明らかにし
た第一級の論考、初邦訳本！

「阿Ｑ正伝」の作品研究
冉秀 著
ISBN 978-4-86185-281-7　6800円＋税

村上林造放送大学客員教授・博士 推薦
「本書は『阿Ｑ正伝』研究に新しい知見を付
け加えるのに成功しており、その学問的意
義は明確であるといえる。」

日本人が参考にすべき
現代中国文化
長谷川和三 著
ISBN 978-4-86185-263-3
1900円＋税

魯迅の代表作「阿Q正伝」の作品的意義を「賢人、
馬鹿、奴隷」との比較検討によって取り上げ、新
たな視点から解明した研究書。

この本を読むと、中国のイメージが変わる！
永年中国で仕事した技術者の、現場での体験に基
づく報告。今知っておきたい中国の実情。

中国式管理
世界の経済人が注目する
新マネジメント学
曾仕強 著
内山正雄 訳
ISBN 978-4-86185-270-1
3600円＋税

成果主義の「アメリカ式管理」、組織内で共生共
栄する「日本式管理」とも異なる、人を中心とす
る管理哲学「中国式管理」が徹底的にわかる！

「了」中国語のテンス・アスペクトマーク“了”の研究
劉勲寧 著
ISBN 978-4-86185-278-7
8800円＋税

中国語学研究者必読！ 劉勲寧教授が自らの研究
の進展を一冊にまとめ、世界で高い評価を受けた
中国語学研究30年の集大成。

橋爪大三郎氏書評

胡鞍鋼先生 著書書評一覧
http://jp.duan.jp/ko.html⬅2018年1月14日掲載

⬆2019年8月25日掲載

⬆2022年12月10日掲載

2022年
1月7日

⬆2022年12月7日
ブックウォッチング掲載

愛蔵版

“料理の鉄人”陳建一氏 推薦!!

中国共産党は如何に
中国を発展させたのか

ISBN 978-4-86185-311-1　4500円＋税

完全版

2022年9月29日、日中共同声明調印か
ら50周年を迎えた記念すべき日に、
日本僑報社は朝日新聞、毎日新聞に
カラー広告を出稿しました。

2022年
9月29日 ☞

2022年
9月29日☞

永久保存版

同時にノーベル生理学・医学賞受賞
を果たした大村智博士推薦

任正非の競争のセオリー
ファーウェイ成功の秘密

ISBN 978-4-86185-246-6　1600円＋税

第1弾




