
広報文化ロビー配架書籍リスト 在重慶総領事館

分類 書名 編者 出版社（ISBN）

【辞典】

日本国語大辞典第２版〈全13巻〉（漢字索引別巻）
日本国語大辞典第二版編集委員会 (編集), 小学
館国語辞典編集部 (編集)

小学館

総合百科事典ポプラディア 全12巻 かこ さとし ポプラ社　ISBN　4591994120
総合百科事典ポプラディア (プラス1-2005補遺) かこ さとし ポプラ社　ISBN　4591083039
日本語大辞典　第二版 講談社　ISBN　4061250027
広辞苑　第五版 新村 出 (編集) 岩波書店　ISBN　4000801112
逆引き広辞苑―第5版対応 岩波書店辞典編集部 岩波書店　ISBN　4000801163
大辞泉　増補・新装版 『大辞泉』編集部 (編集), 松村 明 小学館
大辞林　第二版 松村 明 (編集) 三省堂　ISBN　4385139024

コンサイス日本人名事典
三省堂編修所 (編集), 上田 正昭, 永原 慶二, 藤
原 彰, 津田 秀夫, 藤井 松一

三省堂　ISBN　4385158037

有斐閣経済辞典　第四版
金森 久雄 (編集), 森口 親司 (編集), 荒 憲治郎
(編集)

有斐閣　ISBN　464100207X

経済新語辞典〈2004年版〉
日本経済新聞社 (編集), 日経= (編集), 日本経済
新聞= (編集)

日本経済新聞社　ISBN　4532215137

研究社・日本語表現活用辞典 姫野 昌子 研究社　ISBN　4767490510

日本語教育事典新版
日本語教育学会　水谷修・加藤清方・佐久間勝
彦・佐々木倫子・西原鈴子・仁田義雄

大修館書店　ISBN　4469012769

日本語使い分け辞典 広瀬 正宜, 庄司 香久子 講談社インターナショナル　ISBN　4770028504
日本語文法辞典―中級編 Seiichi Makino (著), Michio Tsutsui (著) The Japan Times　ISBN　4789007758
使い方の分かる類語例解辞典 辞典編集部 (編集) 小学館
日本語基本文法辞典 Seiichi Makino (著), Michio Tsutsui (著) The Japan Times　ISBN　4789004546
中文版日本語文型辞典―日本語文型辞典     中国語
訳繁体字版

グループジャマシイ (著), 徐 一平 (翻訳)
(2001/10/10)

くろしお出版

日本語便利辞典 小学館辞典編集部 小学館　ISBN　4095050314
（中日・日中）会計・税務・投資用語辞典 監査法人トーマツ（編集） 中央経済社　ISBN 4502256609
中日辞典　新語・情報篇 宇野　和夫（編集）,呉川（編集） 小学館　ISBN  9784095156033
中日大辞典　増訂第二版 愛知大学（編集）,中日大辞典編纂処（編集） 大修館書店　ISBN  4469012157
中日辞典〈第2版〉 北京・商務印書館／小学館（共同編集） 小学館　ISBN  4095156023
日中辞典〈第2版〉 北京・商務印書館／小学館（共同編集） 小学館　ISBN  409515652X
イラスト日本まるごと事典 インターナショナル・インターンシップ・プログラム 講談社　ISBN　9784770041098

日本のおりがみ事典 山口真　著
ナツメ社　ISBN　9784816317576

故事ことわざ慣用句辞典 三省堂編修所 三省堂　ISBN　4385132380
日本のしきたり絵事典 深光富士男　著 PHP研究所　ISBN　9784569689128

【歴史・地理】

日本史事典
藤野 保 (編集), 阿部 猛 (編集), 鳥海 靖 (編集),
岩崎 卓也 (編集), 峰岸 純夫 (編集)

朝倉書店　ISBN　4254530110

日本史総合年表　第二版
加藤 友康 (編集), 鳥海 靖 (編集), 瀬野 精一郎
(編集), 丸山 雍成 (編集)

吉川弘文館　ISBN　4642013369

読める年表・日本史 川崎 庸之, 奈良本 辰也, 原田 伴彦, 小西 四郎 自由国民社　ISBN　4426691079
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近代子ども史年表 1868‐1926明治・大正編 下川 耿史 (編集) 河出書房新社　ISBN　4309223761
近代子ども史年表1926‐2000 昭和・平成編 下川 耿史 (編集) 河出書房新社　ISBN　4309223834

戦後史大事典（1945－2004増補新版）
佐々木　毅/  鶴見　俊輔/ 富永　健一/ 中村　政
則  正村　公宏/ 村上　陽一郎

三省堂　ISBN　4385154333

1970年代の日本と今の日本 PHP総合研究所（監修） PHP研究所　ISBN 4569686133
現代世界を斬る！ジャーナリスティックな地図 帝国書院　ISBN  9784807157914
日中対立を超える「発信力」 段躍中　編集 日本僑報社　ISBN  9784861851582
強制連行中国人 段躍中　編集 日本僑報社　ISBN  9784861852077

【社会科学】
現代日本人の意識構造（第六版） NHK 放送文化研究所 日本放送出版協会　ISBN　4140910194
恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館 童心社　ISBN 9784494011896

【芸術、美術】
皇居の花 中野正皓（著者） 学習研究社　ISBN　4054025730
皇居東御苑セルフガイドブック 菊葉文化協会
日本の武道 日本武道館 三友社
日本美術１０１ 神林恒道、新関伸也　編著 三元社　　　　　　　　　　ISBN　9784883032280
日本デザイン史 竹原あき子、森山明子、横山正など執筆 美術出版社　　　　　　　ISBN　9784568400670
日本美術の歴史 辻惟雄 東京大学出版会         ISBN　4130820869

日本的甲胄·武具 棟方武城　執筆
東京美術　　　　　　　　　ISBN　9784809707569

【日本語】
日本語を知るための51題 加藤 重広 (著), 吉田 朋彦 (著) 研究社　ISBN　4327384461
国際交流基金　日本語教授法シリーズ　1　日本語教
師の役割／コースデザイン

国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  489476301X

国際交流基金　日本語教授法シリーズ　5　聞くことを
教える

国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  9784894763050

国際交流基金　日本語教授法シリーズ　6　話ことを教
える

国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  9784894763067

国際交流基金　日本語教授法シリーズ　7　読むことを
教える

国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  4894763079

国際交流基金　日本語教授法シリーズ　9　初級を教
える

国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  9784894763098

国際交流基金　日本語教授法シリーズ　14　教材開 国際交流基金 株式会社ひつじ書房　ISBN  9784894763142
【文学】

海辺のカフカ（上） 村上　春樹 新潮社　ISBN　4103534133
海辺のカフカ（下） 村上　春樹 新潮社　ISBN　4103534141
アフターダーク 村上　春樹 講談社　ISBN　4062125366
村上春樹全作品1979－1989　①1973年のピンボール
風邪の歌を聴け

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879316

村上春樹全作品1979－1989　②羊をめぐる冒険 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879324
村上春樹全作品1979－1989　③短篇集Ⅰ 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879332
村上春樹全作品1979－1989　④ワンダーランドハード
ボイルド世界の終りと

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879340

村上春樹全作品1979－1989　⑤短篇集Ⅱ 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879359
村上春樹全作品1979－1989　⑥ノルウェイの森 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879367
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村上春樹全作品1979－1989　⑦ダンス・ダンス・ダン 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879375
村上春樹全作品1979－1989　⑧短篇集Ⅲ 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879383
村上春樹全作品1990－2000　①短篇集Ⅰ 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879413
村上春樹全作品1990－2000　②国境の南、太陽の西
/スプートニクの恋人

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879421

村上春樹全作品1990－2000　③短篇集Ⅱ 村上　春樹 講談社　ISBN　406187943X
村上春樹全作品1990－2000　④ねじまき鳥クロニク
ル（第1部・第2部）

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879448

村上春樹全作品1990－2000　⑤ねじまき鳥クロニク
ル第3部

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879456

村上春樹全作品1990－2000　⑥アンダーグランド 村上　春樹 講談社　ISBN　4061879464
村上春樹全作品1990－2000　⑦約束された場所で村
上春樹、河合隼雄に会いにいく

村上　春樹 講談社　ISBN　4061879472

安藤忠雄の都市彷徨 安藤　忠雄 株式会社マガジンハウス　　ISBN  4838703597
100回泣くこと 中村　航 小学館　ISBN  4093861544

【コミック】
美味しんぼ　和 雁屋　哲・花咲　アキラ 小学館　ISBN　4091795110
美味しんぼ　酒 雁屋　哲・花咲　アキラ 小学館　ISBN　4091795110
ドラえもん　第１巻～第４５巻 藤子・F・不二雄 小学館　ISBN　4091400019
テニスの王子様The Prince Has Come 許斐　剛・影山　由美 集英社　ISBN　408703111X
テニスの王子様Begin The Battle 許斐　剛・影山　由美 集英社　ISBN　4087031209
テニスの王子様The Gift Has Awaked 許斐　剛・影山　由美 集英社　ISBN　4087031446
テニスの王子様The Gift Has Exploded 許斐　剛・影山　由美 集英社　ISBN　4087031470
キャプテン翼ROAD TO 2002　　第３巻、第４巻、第６
巻～第１５巻

高橋　陽一 集英社　ISBN　4088762444

キャプテン翼ワールドユース編　第１巻～第１２巻 高橋　陽一 集英社　ISBN　4086182211
キャプテン翼　第１巻～第２１巻 高橋　陽一 集英社　ISBN　4086173212
エースをねらえ！　第１巻～第１０巻 山本　鈴美香 集英社　ISBN　483427229X
ごくせん　第１巻～第１３巻 森本　梢子 集英社　ISBN　408862503X
1985への出発 手塚治虫 集英社　ISBN　4088726324
雨ふり小僧 手塚治虫 集英社　ISBN　4088726502
ロロの旅路 手塚治虫 集英社　ISBN　4088726561
ミューズとドン 手塚治虫 集英社　ISBN　408872674X
百物語 手塚治虫 集英社　ISBN　4088726847
ガラスの脳 手塚治虫 集英社　ISBN　4088727754
フライング・ベン１ 手塚治虫 集英社　ISBN　4088727894
フライング・ベン２ 手塚治虫 集英社　ISBN　4088727983
フライング・ベン３ 手塚治虫 集英社　ISBN　4088728106
マンションOBA 手塚治虫 集英社　ISBN　4088728238
白縫 手塚治虫 集英社　ISBN　4088730208
二人のショーグン 手塚治虫 集英社　ISBN　4088730372
低俗天使 手塚治虫 集英社　ISBN　4088730461
グランドール 手塚治虫 集英社　ISBN　4088730615
光線銃ジャック 手塚治虫 集英社　ISBN　4088730755
新選組 手塚治虫 集英社　ISBN　408873176X
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新・聊斎志異 手塚治虫 集英社　ISBN　4088731883
ビルの中の目 手塚治虫 集英社　ISBN　4088731999
緑の猫 手塚治虫 集英社　ISBN　408873212X
宇宙空港 手塚治虫 集英社　ISBN　408873226X
アドルフに告ぐ①～④ 手塚治虫 講談社　ISBN　4061759728
鉄腕アトム第１巻～第21巻 手塚治虫 秋田書店　ISBN　4253064795
三国志　第１巻～第30巻 横山光輝 潮出版社　ISBN　4267014418
名探偵コナン　第１巻～第55巻 青山剛昌 小学館　ISBN　4091233716
本田宗一郎本伝　２冊 ひきの真二（画）、毛利甚八（作） 小学館　ISBN　4093660514
日本の歴史　　全10巻セット 岩井渓、井上大助、阿部高明など 集英社文庫　             ISBN  9784087479973
百人一首（漫画版） 浅野拓（原作）　　堀田あきお　（漫画） 小学館　　　                 ISBN　4092533071

ONE PIECE 第１巻～第70巻 尾田栄一郎
集英社　                              ISBN　978-4-08-
872509-3

水浒传 第１巻～第6巻 横山光輝 潮出版社　ISBN4-267016216
NARUTO      第１巻～第68巻 岸本斉史 集英社　                              ISBN4-08-872840-8
三つ目がとおる　1～8

黑子のバスケ　　 第１巻～第26巻 藤巻忠俊
集英社　                              ISBN　978-4-08-
874694-4

【中国語】
源式物语 紫式部(著)、姚继中(翻译) 深圳报业集团出版社
光源式钟爱的女人们 渡边淳一(著)、姚继中(翻译) 四川文艺出版社  ISBN  7541122165

小惠
横田滋、横田早纪江(原作、监修)
本壮一(绘画)

日本国政府绑架问题对策本部  ISBN 9784575300246

美丽新世界：当代日本视觉文化 国际交流基金
日本动画全史—日本动画领先世界的奇迹 山口康男（著）、于素秋(翻译) 中国科学技术出版社  ISBN  9787504644145
多文化世界 青木保(著)、唐先荣、王宣(翻译) 中国青年出版社  ISBN  9787500686026
日本文化论的变迁 青木保(著)、杨伟、蒋葳(翻译) 中国青年出版社  ISBN  9787500686002
乳与卵 川上末映子(著)、杨伟(翻译) 上海译文出版社  ISBN 9787532748648
日本武道馆五十年史 武道馆
一冊で分かる　イラストで分かる　日本史
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