東京都立中央図書館
知っていると便利

2017 年 3 月改訂
＜3 階

中国語、韓国･朝鮮語資料コーナー＞

東京都立図書館では、約 6 万 8 千冊の中国語図書を所蔵しています。その中から、歴史・伝記・地
誌関係で、調べものに役立つ参考図書類（事典・索引・便覧など）をご紹介します。
☆印から始まるタイトルは、年鑑・年報類です。［ ］内は、都立中央図書館の請求記号です。
年鑑・年報類の請求記号の 3 段目には、発行年の西暦（4 桁もしくは下 2 桁）あるいは巻号が入ります。
【例】『中国考古学年鑒』2014［RC222.02/158/2014］
年鑑・年報類は３年分が開架にあります。それより過去のものは書庫にあります。
１ 歴 史
(1) 世界史、考古学
『英汉专名词典 人名、地名、事件』（外语教学与研究出版社 1990）
［RC2033/3/90］
世界の歴史的人物、事件、地名等の漢語表記と解説。約 11,000 項目。欧文の ABC 順。漢語索引あり。
『中国古代生活辞典』（沈阳出版社 2003）
［RC222.00/6002/2003］
『中国考古学大辞典』（上海辞书出版社 2014）
［DRC/222.02/7019/2014］
中国考古学の理論、方法、術語、名詞及び考古遺跡、古建築などに関する約 4,500 語を収録。
☆『中国考古学年鑒』中国考古学会编（中國社会科学出版社） 所蔵：1984～ ［RC222.02/158/ ］
(2) 中国史：全般、その他
『中國歴史大辞典』上、下（上海辞书出版社 2000）
［DRC22203/56/1～2］
上古～1911 年の歴史辞典。1983～2000 年に刊行された『中国历史大辞典』全 14 巻[RC22203/22/1～
14]（内容は、[第 1]～[第 9]先秦史卷から清史卷、[第 10]～[第 14]民族史、历史地理、思想史、史学
史、科技史）を一本化。筆画順。
『中华野史辞典』
（大象出版社 1998）
［RC22203/52/98］
民間で編纂された歴史書の解題目録。秦漢～清の時代別に、筆画順配列。筆画、ピンイン索引あり。
『中国通史词典』第１版 上、下（上海人民出版社 2008）
［RC/222.01/6024/1～2］
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。
『新編中國歴史大事年表 古代卷』（作家出版社 2010）
[RC/222.01/6031/2010]
原始社会や文明開化の時代から 1911 年までに起こった大きな出来事を収録。
『中华历史纪年总表』（社会科学文献出版社 2010）
［DRC/222.01/6035/2010］
夏、周、西周等の計 14 の年表を掲載し、問題を考証。論争のある部分は説明を加えている。
『中華民國建國百年大事記』上、下（國史館 2012）
［RC/222.07/7081/1～2］
『歴代避諱字彙典』（中華書局 2009）
［RC288.1/6007/2009］
歴代王朝で禁止された漢字の辞典。敬諱(尊敬のため使用を慎む)を主とし、忌諱、憎諱も含む。
『中国少数民族史大辞典』（吉林教育出版社 1995）
［RC222.01/6010/1995］
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。
(3) 中国史：各時代（古代～近現代）
『史記索引』修訂版 李曉光，李波主編（中國廣播電視出版社 2001） ［RC22230/52/2001］（書庫）
漢字 1 文字で『史記』本文が検索できる索引。底本は中華書局標点本。他に、
『漢書索引』
[RC22242/29/2001]、
『後漢書索引』[RC22242/31/2002]、
『三國志索引』[RC22243/17/2002]あり。
『史記辭典』倉修良主編（山東教育出版社 1991）
［RC222.01/6004/1991］
『史記』中の職官、著作、歴史事件、天文、成語、典拠、動植物などの用語、事項を説明するとと
もに、中華書局版を底本とする索引となっている。筆画順。見出し語は繁体字。項目の末尾に底本の
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該当頁あり。他に、
『三國志辭典』[RC22243/13/92]、
『漢書辭典』[RC222.04/6011/1996]、
『两五代史
辞典』[RC222.05/6006/1998]、
『两五代史辞典』[RC222.04/6007/1～2]、
『晉書辭典』
[RC222.04/6008/2001]、
『元史辭典』[RC222.05/6007/2002]、
『两唐書辭典』[RC222.04/ 6009/2004]、
『南朝五史辭典』[RC222.04/6015/2005]、
『遼金史辭典』[RC222.05/7003/2011]あり。
『通鉴大辞典』（江苏教育出版社 2007）
［DRC222.01/6022/2007］
『資治通鑑』の項目を説明。配列は文字の画数-筆形-文字数。27,500 項目。巻末に分類索引あり。
『中国近现代史大典』上、下（中共党史出版社 1992）
［RC22260/85/1～2］
1940～1949 年の近代史辞典。政治・経済・軍事・教育・新聞出版・衛生・人物等に 13 に分類。
『20 世紀中國全記録』（錦繍出版 1992）
［DRC22270/78/92］
1900～1990 年を月毎に歴史事件を編纂。写真を多用したビジュアルな編集。固有名詞索引あり。
『中华人民共和国国史百科全书 1949-1999』（中国大百科全书出版社 1999）
［DRC22280/14/99]
(4) モンゴル・台湾
『蒙古学汉文古籍书目提要』
（内蒙古大学出版社 1998）
［RC22219/123/98］
モンゴル地域に関する漢文古文献 2,000 余の解題目録。ピンイン順。版本の記載あり。筆画索引あ
り。
『臺灣歴史辭典』全 2 冊（行政院文化建設委員會 2004）
[RC222.40/6001/1～2]
2000 年までの台湾史を約 4,600 項目・図版約 1,200 点で解説。別冊付録は、参考文献・年表・索引
等。
２ 伝記・人名
『世界人名翻译大辞典』第 2 版 上、下（中国对外翻译出版公司 2007）
[RC280.3/6002/1～2]
世界各国の ABC 順 70 万人を収録。第一部：非漢字圏の漢字音訳、第二部：漢字圏の読みと漢字表記。
(1) 人名辞典・人物 近現代
☆『中国人物年鉴』（中国社会出版社） 所蔵：1989～（一部欠あり）
［RC282.2/106/ ]
『中国人名大词典 当代人物卷』
（上海辞书出版社 1992）
［RC2822/107/3］
各部門の著名人 17,970 余人を収録。肖像写真あり。1986 年 12 月現在(一部 1992 年 9 月)。1949 年
以後の生存者、及び物故者を含む。
『中華當代文化名人大辭典』
（中国广播电视出版社 1992）
［RC2822/138/92]
物故者を含む近年の 8,000 余人を収録。筆画順。文学、経済学、法学、自然科学系、医学等 20 の専
門に分類。
『中国当代芸术界名人录』
（社会科学文献出版社 1993）
［RC2822/145/93］
芸術関係の 11,054 人を収録。1992 年 12 月現在。1949 年以後の生存者、及び物故者を含む。筆画索
引あり。
『近现代中国少数民族英名录』
（华夏出版社 1994）
［RC2822/175/94］
1840～1992 年（一部 1993 年 6 月）の代表的人物 1,397 人を収録。筆画順。民族別人名索引あり。
『中華民國現代名人録』 中英文版 第 4 版 （中國名人傳記中心 1998）
[DRC2822/196/98]
台湾の紳士録。2,700 余人を収録。写真、英文付き。筆画順。英文名索引あり。
『台湾当代人物辞典』中国社会科学院台湾研究所编（中国大百科全书出版社 2003）
［DRC282.2/6008/2003］
2003 年 5 月現在の生存者を中心に台湾の 6,000 余人を収録。一部物故者を含む。筆画順。
『毛泽东著作版本编年纪事』上、下（湖南人民出版社 2003）
[RC289.2/M2/101-1～2]
年代順に配列、内容摘要と版本を記す。文書館保存の手稿文書も含む。1912 年～1976 年の 7,571 篇
を収録。付録「単篇著作版本索引」
（外国語訳を含む各版本の一覧）、「毛沢東著作篇目索引」。
(2) 歴史人名辞典
『中国民族史人物辞典』
（中國社会科学出版社 1990）
[RC2822/110/90]
古代～清末の少数民族の約 5,500 人を収録。筆画順。付録「中国少数民族歴史紀年表」あり。
『中国历代人名大辞典』上、下（上海古籍出版社 1999）
［RC2822/197/1～2］
原始～辛亥革命の約 54,500 人を収録。筆画順。二十五史紀伝以外の人名には出典を明示。
『中国近现代名人图鉴』
（湖南人民出版社 2002）
[DRC2822/209/2002]
鴉片戦争～1949 年の 600 人の肖像写真集。時代順、活躍分野別。
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『中国历代宰相大词典』
（广东教育出版社 2004）
[RC282.2/6007/2004]
先秦～清の歴代宰相約 1,000 人を収録。朝代別に 12 に分け、各時代の職名・特色を紹介。
『中国近现代人物像传』
（上海古籍出版社、上海世纪出版 2011）
［RC282.2/7016/2011］
1840～1949 年に活躍した人物約 4,300 人の略伝を収録。肖像あり。
『金代人物傳記資料索引』（三晋出版社 2012）
［RC222.05/7027/2012］
金代の人物 9,455 人を収録。筆画順。出身地や功名、事跡等についての略伝を付す。
(3) 地方人名辞典
『北京古今名人辞典』（新华出版社 1991）
『山东历史人物辞典』（山东人民出版社 1990）
『扬州历史人物辞典』（江苏古籍出版社 2001）
『廣東近現代人物詞典』
（广东科技出版社 1992）
『东北人物大辞典』全 3 巻（辽宁古籍出版社 1992、1996）
『浙江民国人物大辞典』
（浙江大学出版社 2013）

［RC2822/148/91］
［RC2822/119/90］
［RC2822/201/2001］
［RC2822/120/92］
［RC2822/121/92，2-1～2］
［DRC/282.2/7022/2013］

(4) 人名索引 ＜室名・号・その他呼称＞
『二十四史人名索引』上、下（中華書局 1998）
［DRC2822/5092/1～2］
中華書局点校を底本とする各史の人名索引。縮刷影印版。四角号碼による索引。筆画索引あり。
『清史稿紀表傳人名索引』上、下（中華書局 1996）
［RC22260/115/1～2］
中華書局点校本『清史稿』の人名索引。四角号碼による索引。筆角索引あり。
『历代名人室名別号辞典』増订本（山西古籍出版社 1998）
［RC2881/5006/98］
古代～現代の室名と号 13,697 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。
『中国室名大辞典』北京第 1 版（中華書局 2014）
［RC282.2/7025/2014］
清末～民国初の典籍中にあらわれる室名 11,325 を収録。筆画順。室名のピンイン索引あり。
『历代名人并称辞典』（上海辞书出版社 2001）
［RC2822/206/2001］
2 人以上の人物を併せて呼ぶ呼称を調べられる。二人編から十人以上編に分類。文化人を主とする
1,708 を収録。筆画索引あり。
『绰号异称辞典』
（江西高校出版社 1999）
［RC2822/194/99］
民国初までの歴史人物のあだ名、異称 9,000 余を収録。上編：綽名の由来別。下編:併称。数字順。
筆画索引あり。
『古人混号辞典』
（北京出版社 2010）
［RC282.2/6024/2010］
清代以前の歴史人物のあだ名約 2,700 項目について、人物の略歴とあだ名の由来、出典を収録。あ
だ名のピンイン順。
(5) 姓氏辞典
『中華姓氏大典』
（河北人民出版社 2000）
［RC288.1/6001/2000］
古代からの姓の辞典。姓のヨミ、正史や『姓苑』などの古文献、古辞書類から、姓氏の出典を調べ
られる。
『中国姓氏大辞典』（江西人民出版社 2010）
［RC288.1/6009/2010］
中国各民族の姓氏 23,813 を収録。ピンイン、英語表記、起源、出典、主な人物等を調べられる。筆
画順。
『中华姓氏源流大辞典』
（中華書局 2014）
［DRC288.1/7006/2014］
文献資料や戸籍資料等に基づき、31,000 件の中国姓氏の源流、発展、変遷、地理的分布などを紹介。
(6) 皇室・国旗
『中国旗帜图谱』
（中国和平出版社 2003）
［DC288.9/6001/2003］
古代～現代の国旗、帝王旗、軍旗、幟等の絵、写真、文様の図鑑。満州国、汪精衛政府国旗も含む。
カラー図版が多い。
『中国皇室宫廷辞典』
（吉林文史出版社 1998）
［RC288.4/6001/1998］
宮廷生活に関する 6,112 の用語を収録。礼制、車輿、儀仗、服飾、宮殿、宦官、飲食、事件、人物
などに分類。筆画順。
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『清代宮廷服飾』故宮博物院藏文物珍品全集 51（商務印書館 2005）
[DC7092/5012/51]（書庫）
清代皇族の服飾に関する図録。皇帝以下の礼服、吉服、常服、雨服などのほか冠から靴まで収録。
全てカラー写真。
３ 地名・地誌
(1) 世界の地名
『世界地名词典』修订版（上海辞书出版社 1996）
［RC2903/18/96］
世界の地名事典。漢字表記の地名から、ラテン文字、キリル文字表記の地名を調べられる。筆画順。
外文索引あり。
『世界地名翻译大辞典』
（中国对外翻译出版 2008）
［RC290.3/6002/2008］
177,340 件の外国地名の漢字表記を収録。ABC 順。
『世界地图集』第 2 版（中国地图出版社 2011）
[DRC/290.3/7002/2011]
世界地図、分洲図、都市図等を掲載。国家や地区の概略あり。地名索引あり。
(2)地名辞典・観光
『中华人民共和国地名大词典』全 5 巻（商务印书馆 1998～2002）
［RC29220/137/1～5］
地名 180,000 を収録。建造物等も含む。行政区別。位置、面積、地名変遷、地名の読み等が調べら
れる。第 5 巻に、ピンイン索引あり。
『中国历史地名大辞典』上、下（中國社会科学出版社 2005）
［RC292.20/6005/1～2］
『中國古今地名大辭典』
（商務印書館 1931）を、上記『中华人民共和国地名大詞典』と照合し、改
訂増補したもの。筆画順。簡体字で記述。
『中国古今地名对照表』
（上海辞书出版社 2010）
［RC292.20/6030/2010]
2008 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。
『中国旅游交通地图集』新版修订（中国地图出版社 2014）
［C292.20/7026/2014］
☆『中国旅游年鉴』（中国旅游出版社） 所蔵：1990～
［DRC292.20/90/ ］
観光に関する法律、公示、統計、調査,ホテルの格付け基準、業者業務状況、全国旅行社名簿等が調
べられる。
(3) 地図
『中国国家地理地图』(中国大百科全书出版社 2010)
『中国地图集』
（中国地图出版社 2009）
『中国分省地图集』第 2 版（中国地图出版社 2014）
『北京全图』
（中国地图出版社 2010）
『上海市地图集』
（中国地图出版社 2010）

［DRC292.20/7005/2010］
［DRC292.20/6029/2009］
［DRC292.20/6033/2014］
［DRC292.21/6039/2010］
［DRC292.22/6023/2010］

(4) 地方事典・地方百科事典など
『中国丝绸之路辞典』
（新疆人民出版社 1994）
［RC29200/4/94］
シルクロードに関する地理、歴史、民族、人物等 4,000 項目を収録。ピンイン索引あり。
『上海大辞典』上、中、下（上海辞书出版社 2007）
［DRC222.21/6009/1～3］
『宁夏百科全书』
（宁夏人民出版社 1998）
［RC29221/134/98］
『天津大辞典』
（天津社会科学院出版社 2001）
［RC29221/170/2001］
『郑州大辞典』
（中州古籍出版社 2002）
［DRC292.21/6005/2002］
『浙江事典』上、下（浙江教育出版社 1998）
［DRC29222/140/1～2］
『苏州词典』
（苏州大学出版社 1999）
［RC29222/159/99］
『湖南百科全书』
（岳麓书社 1999）
［RC29222/161/99］
『浦東辭典』
（上海书店出版社 1996）
［RC29222/5045/96］
『南京辞典』
（方志出版社 2005）
［RC292.22/6008/2005］
『澳门百科全书』
（中国大百科全书出版社 1999）
［RC29223/97/99］
『海南百科全书』
（中国大百科全书出版社 1999）
［RC29223/102/99］
『大连百科全书』
（中国大百科全书出版社 1999）
［DRC29225/18/99］
『黒龙江百科全书』
（中国大百科全书出版社 2007）
［DRC292.25/6002/2007］
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