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10089278
知は東から : 西洋近代哲学とアジア / 石川文康, 井川義次編. -- 明治書院,
2013.5. -- (知のユーラシア / 堀池信夫総編集 ; 1).

120.2/C41/1 一般図書

10089609
知の継承と展開 : イスラームの東と西 / 堀川徹編. -- 明治書院, 2014.4. --
(知のユーラシア / 堀池信夫総編集 ; 2).

120.2/C41/2 一般図書

10089279
激突と調和 : 儒教の眺望 / 渡邉義浩, 菅本大二編. -- 明治書院, 2013.10. -
- (知のユーラシア / 堀池信夫総編集 ; 3).

120.2/C41/3 一般図書

10089280
宇宙を駆ける知 : 天文・易・道教 / 辛賢編. -- 明治書院, 2014.1. -- (知の
ユーラシア / 堀池信夫総編集 ; 4).

120.2/C41/4 一般図書

10089281
交響する東方の知 : 漢文文化圏の輪郭 / 増尾伸一郎, 松崎哲之編. -- 明
治書院, 2014.2. -- (知のユーラシア / 堀池信夫総編集 ; 5).

120.2/C41/5 一般図書

10073094
中国思想文化事典 / 溝口雄三, 丸山松幸, 池田知久編. -- 東京大学出...,
2001.7.

122/Mi93 参考図書

10085353 入門中国思想史 / 井ノ口哲也著. -- 勁草書房, 2012.4. 122.02/I56 一般図書

10067417 中国思想史 / 溝口雄三, 池田知久, 小島毅著. -- 東京大学出..., 2007.9. 122.02/Mi93 一般図書

10088068 名言で読み解く中国の思想家 / 湯浅邦弘編著. -- ミネルヴァ..., 2012.8. 122.02/Y96 一般図書

10083908 論語入門 / 井波律子著. -- 岩波書店, 2012.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1366). 123.83/I53
新書・文庫
コーナー

10089285
中国再考 : その領域・民族・文化 / 葛兆光著 ; 永田小絵訳. -- 岩波書店,
2014.2. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 309).

222/Ka87 一般図書

10028773
中国歴史文化事典 / 孟慶遠主編 ; 小島晋治, 立間祥介, 丸山松幸訳. -- 新
潮社, 1998.2.

222/MO11 参考図書

10084746
中国の歴史を知るための60章 / 並木頼壽, 杉山文彦編著. -- 明石書店,
2011.1. -- (エリア・スタディーズ ; 87).

222.01/N47 一般図書

10086471
中国文化史大事典 / 尾崎雄二郎, 竺沙雅章, 戸川芳郎編集代表. -- 大修館
書店, 2013.5.

222.01/O96 参考図書

10089277
中国王朝四〇〇〇年史 : アジアに君臨した中華帝国の興亡 / 渡邉義浩監
修. -- 新人物往来..., 2012.10. -- (ビジュアル選書).

222.01/W46 一般図書

10089284 これならわかる台湾の歴史Q&A / 三橋広夫著. -- 大月書店, 2012.5. 222.4/Mi63 一般図書

10089283
図説台湾の歴史 / 周婉窈著 ; 石川豪, 中西美貴, 中村平訳. -- 増補版. --
平凡社, 2013.2.

222.4/Sh99 一般図書

10079682
中国は、いま / 国分良成編 ; 清水美和 [ほか]執筆. -- 岩波書店, 2011.3. -
- (岩波新書 ; 新赤版 1297).

302/Ko45
新書・文庫
コーナー

10084703
現代中国「解体」新書 / 梁過著. -- 講談社, 2011.6. -- (講談社現代新書 ;
2108).

302.22/R96 一般図書

10088001
現代中国を知るための40章 / 高井潔司, 藤野彰, 曽根康雄編著. -- 第4版.
-- 明石書店, 2012.3. -- (エリア・スタディーズ ; 8).

302.22/Ta34 一般図書

10060710
中国の暮らしと文化を知るための40章 / 東洋文化研究会編. -- 明石書店,
2005.3. -- (エリア・スタディーズ).

302.22/To82 一般図書

10069404
現代台湾を知るための60章 / 亜洲奈みづほ著. -- 明石書店, 2003.12. --
(エリア・スタディーズ).

302.224/A93 一般図書

10089282
中華料理の文化史 / 張競著. -- 筑摩書房, 2013.6. -- (ちくま文庫 ; [ち-14-
1]).

383.822/C52 一般図書


