東京都立中央図書館

2017 年 3 月改訂

知っていると便利

＜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、哲学・芸術・
文学関係で、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】
『中国哲学年鉴』2014 [RC/105.0/1/2014]
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 哲学・宗教
『哲学大辞典』（上海辞书出版社 1992）
［RC1033/6/92］
筆画順。分類索引、外国語索引あり。付録に哲学年表、主要文献書目(1949 年以後)あり。
『中国哲学大辞典』
（上海辞书出版社 2010）
［RC103.3/6001/2010］
☆『中国哲学年鉴』
（哲学研究杂志社） 所蔵：1982～
［RC105.0/1/ ］
『宗教大辞典』
（上海辞书出版社 1998）
［RC1603/4/98］
ピンイン順。巻末に分類索引。中国語表記について付録の「蔵文外国文訳名対照表」が便利。
『新编中国民间宗教辞典』
（海峡出版发行集团福建人民出版社 2015）
［RC162.2/7009/2015］
4,000 以上の民間宗教の関連語を収録。筆画索引、分類索引及び図版索引あり。
『中国原始宗教百科全书』
（四川辞书出版社 2002）
［RC1630/4/2002］
各民族の民族宗教に関する事典。概念、理論用語、祭祀、禁忌、喪葬、占など。ピンイン順。分
類索引あり。写真が多い。
２ 中国思想・儒家
『中华思想大辞典』
（吉林人民出版社 1991）
［RC1220/92/91］
先秦から 1919 年までの中国思想に係る人物、典籍、用語 2,612 項目を収録。学術上の定説を紹
介。
『十三经辞典』全 9 巻（陝西人民出版社 2002）
［DRC1230/18/1～9］
『十三经索引』全 4 巻（中国社会科学出版社 2004）
［DRC1230/20/1～4］
底本である本文も収録。漢字一文字で検索する。四角号碼順。第４冊巻末に筆画索引あり。
『周易辭海』
（四川出版集團巴蜀書社 2005）
［RC123.1/6001/2005］
『左傳詳解詞典』
（中州古籍出版社 2004）
［RC123.6/6001/2004］
『論語辞典』
（上海古籍出版社 2004）
［RC123.8/6001/2004］
『儒学走向世界文献索引』上、下（齐鲁书社 2003）
［RC1241/19/1～2］
2000 年までの中国国外の儒教文献の目録。書目編（285 年以後）と論文編（1841 年以後）
。年代
順。
『孔子百科辞典』
（上海辞书出版社 2010）
［RC124.1/6012/2010］
『墨子大詞典』
（山东大学出版社 2006）
［RC124.3/6002/2006］
『吕氏春秋詞典 修訂本』
（商務印書館 2009）
［RC124.7/6002/2009］
『论衡词典』
（人民出版社 2005）
［RC125.1/6002/2005］
『清代学术辞典』
（学苑出版社 2004）
［RC125.6/6004/2004］
清代の学術に係る術語、人物、学派、著作等を収録。自然科学系や翻訳も含む。ピンイン順。年
表あり。
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３ 道教・仏教・キリスト教
『中國方術大辭典』
（中山大學出版社 1991）
［RC1666/3/91］
『中国佛教人名大辞典』
（上海辞书出版社 1999）
［RC1803/13/99］
漢伝仏教を中心とする仏教関係者の人名辞典。出典を明記。筆画順。
『現代佛教人物辭典』上、下（佛光文化出版 2004）
［RC180.3/6002/1～2］
1901 年から 2000 年までに活躍した内外の中国仏教関係者（宗教者、研究者、庇護者等）を収録。
日本人も多い。筆画順。
『中華大藏經 漢文部分 總目』
（中华书局 2004）
［RC1830/5001/107］
『中華大蔵経』[C1830/5001/1～106]（書庫）106 冊の目録。「簡目」と「詳目」から成る。巻末
に仏教典籍名の首字筆画、ピンイン、四角号碼索引あり。
『禅宗大词典』
（崇文书局 2010）
［RC188.8/6006/2010］
『基督教词典』修订版（商务印书馆 2005）
［RC190.3/6001/2005］
キリスト教に関する用語と人名の事典。
ピンイン順。
分類別筆画索引あり。
巻末に欧文訳名との対照表あり。
４ 美術・書道
『中國美術全集 總目錄・索引・年表』
（人民美術出版社 1989）
［DRC7022/49/6］
原始から清代までの美術作品を収録する全集（全 60 巻）の総目録、及び時代別ジャンル別索引。
『中國美術全集』
（黄山書社 2010）
［DRC702.2/7001/1］
新版『中國美術全集』全 50 巻［DC702.2/7001/2-1～14-4］の総目録。
『中国少数民族艺术词典』
（民族出版社 1991）
［RC7033/8/91］（書庫）
音楽、芸能、工芸、美術、建造物、遺跡等の用語、人名の事典。図や楽譜が多い。ピンイン順。
『中国美术大辞典』
（上海辞书出版社 2002）
［DRC7033/12/2002］
古代から現代までの書道、篆刻、建築等を含む美術事典。カラー図版が多い。筆画索引あり。
『中国美术家人名辞典 増补本』
（西冷印社 2009）
［DRC703.5/6001/2009］
『中国文物地图集』42 冊（中国地图出版社等 1989～ ）
［RC7092/8/1～26］
各省、自治区、直轄市の遺跡・文化財の所在地図と解説を収録。重要な文化財の写真等あり。
『中国文物大辞典』上、下（中央编译出版社 2008）
［DRC709.2/6004/1～2］
『中國歴代畫家人名詞典』
（人民美術出版社 2003）
［RC720.3/6001/2003］
「漢至宋」「元明清」の 2 部から成る。姓氏の筆画順。出典の記載が多い。別名、称号索引あり。
『中国历代画目大典』战国至宋代卷、辽至元代卷（江苏教育出版社 2002）
［RC7220/84/1～2］
内外の美術館、個人蔵作品を約 600 収録。画集名、参考文献、作品の流伝状況等を調べられる。
明清は未刊。
『中国当代国画家辞典』
（浙江人民出版社 1990）
［RC7227/18/90］
美術家協会会員（中国画）と 1949 年以後に逝去した著名な画家を収録。各地方別の筆画順。作
品のカラー図版あり。
『草書査真大字典』
（湖南教育出版社 1990）
［RC7280/37/90］
『中國行書大字典』(上海書畫出版社 1990）
［RC7280/38/90］
『集行草字典』
（上海古籍出版社 1992）
［RC7280/44/92］
『中國隷書大字典』
（上海書画出版社 1991）
［RC7280/46/91］
『書法字海 修订版』上、下（新时代出版社 2003）
［RC7280/59/1～2］
『金石大字典』上、中、下（北京出版社 1998）
［RC7282/52/1～3］
『中国砖瓦陶文大字典』
（世界图书出版西安公司 2001）
［DRC7282/58/2001］
『楷書大字典』上、下（北京出版社 1996）
［RC7282/5046/1～2］
『篆書大字典』
（上海書畫出版社 2009）
［RC7284/6001/2009］
『中国现代书画家印款辞典』
（世界图书出版公司 1998）
［RC7398/24/98］
1919 年以後の代表的な書道･中国画･篆刻家 583 人 11,200 件の印款を収録。履歴あり。筆画順。
『中国纹样辞典』
（天津教育出版社 1998）
［RC7577/16/98］
総合、原始紋様、陶器、漆器、玉器、銅器、染織、建築装飾、寓意紋様等の 13 に分類。出現時代順。
『中国陶瓷辞典』
（中国文史出版社 2013）
［DRC/751.2/7005/2013］
陶瓷和陶瓷史名称・部位名称・器形・紋飾等 10 の部分に分け、陶瓷器関係の語彙 10,300 を収録。
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５ 音楽・映画・演劇・スポーツ・諸芸
『中国音乐词典 本編・续编』
（人民音乐出版社 1984-1992）
［RC7603/2/84、2］
『中国音乐家辞典』第 2 版（人民出版社 2006）
［RC760.3/6002/2006］
☆『中国音乐年鉴』
（文化藝術出版社） 所蔵：1987～2009（欠あり）
［RC760.5/1/87～2009］
『中国舞蹈词典』
（文化藝術出版社 1994）
［RC7669/28/94］
『中国舞蹈艺术史图鉴』
（湖南教育出版社 1997）
［DRC7669/30/97］
『中国民族民间舞蹈集成』40 冊（中国 ISBN 中心等 1988～ )
［C7669/24/1-1～30］
（書庫）
『中国民间歌曲集成』40 冊（中国 ISBN 中心等 1988～ ）
［C7675/11/1-1～27］
（書庫）
各省・自治区別に民間舞踏、民間歌曲（民謡）を収録。「歌詞題材索引」等を収録している巻も
ある。全体の索引はなく、特定の曲は調べられない。
『英漢戏剧辞典』
（上海译文出版社 2013）
［RC770.3/7002/2013］
演劇関係の用語約 16,000 語を収録。中国語と英語を対照できる。英語のアルファベット順。
『中国现代戏剧总目提要』
（南京大学出版社 2003）
［DRC772.2/6002/2003］
1899 年から 1949 年までの創作戯曲 4,492 篇の目録。伝統劇、新劇ともに含む。作者、劇形式、
版本、解題。
『中国京剧艺术百科全书』上、下（中央编译出版社 2011）
［DRC772.2/7019/1、2］
中国の京劇に関する総合的な事典。約 2,000 項目を収録。図表、カラー図版が多い。
☆『中國戯劇年鑑』
（中国戏剧出版社） 所蔵：1981～（欠あり）
［RC776.0/4/ ］
『中国戏曲剧种大辞典』
（上海辞书出版社 1995）
［RC7760/38/95］
『中国戏曲文化图典』
（作家出版社、浙江教育出版社 2001）
［DRC7760/43/2001］
戯曲の歴史、北曲雑劇、南戯伝奇、現代地方戯、舞台芸術、劇場などを収録。カラー図版が多い。
『中国曲艺界人名大辞典』
（中国国际广播出版社 1997）
［RC7760/44/97］
民間芸能の演者、研究者等を収録。主に中国曲芸家協会の会員。筆画順。
『中国昆剧大辞典』
（南京大学出版社 2002）
［RC7765/17/2002］
中国の古典演劇である崑劇に関する総合的な事典。5,682 項目を収録。カラー図版あり。
『中国豫剧大词典』
（中州古籍出版社 1998）
［RC7767/30/98］
☆『中国电影年鉴』
（中国电影出版社）
所蔵：1981～2011
［RC778.0/4/81～2011］
中国映画界の動向をまとめた年鑑。中国、香港、台湾の映画の概要や、評論などを収録。
『电影艺术词典』修订版（中国电影出版社 2005）
［RC778.0/6001/2005］
『中国影片大典』全 4 巻（中国电影出版社 1996）
［RC7782/27/1～4］
1905 年から 1994 年まで。タイトルは英文付き。受賞一覧あり。タイトル・出演者のピンイン索
引あり。
『体育大辞典』
（上海辞书出版社 2000）
［RC7803/5/2000］
古代からの伝統スポーツを含むスポーツに関する網羅的な事典。内外の団体、個人の名簿、関連
書籍、記録一覧等あり。
☆『中国体育年鉴』（人民体育出版社）所蔵：1965～（欠あり）
[RC780.5/1/65～2005、DRC780.5/1/2006～］
『中国武术百科全书』
（中国大百科全书出版社 1998）
［RC7890/14/98］
武術の歴史、理論、拳法の種類、武具、技法、競技会、訓練法、人物、典籍等の事典。武術年表、
競技会記録あり。
『中国太极拳辞典』
（人民体育出版社 2006）
［RC789.2/6001/2006］
『中国茶事大典』
（华夏出版社 2000）
［RC7910/13/2000］
茶の栽培加工、品種、効用、歴史、文化、習俗、制度、人物、著作物、文学作品等、茶に関する
総合的な事典。
『中国象棋词典』
（上海辞书出版社 1986）
［RC7960/12/86］
中国の将棋（象棋）に関するコンパクトな事典。約 1,100 項目を収録。筆画索引あり。
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６ 文学
『杜甫大辞典』
（山东教育出版社 2009）
［RC920.24/D1/14］
『柳宗元大辞典』
（黄山书社 2004）
［RC920.24/L8/8］
『20 世纪中国文学图典』
（四川人民出版社 2001）
［RC92027/132/2001］
（書庫）
台湾･香港・マカオを含む 20 世紀の著名作家の肖像写真や図版を収録した文学史事典。年代順。
『鲁迅大辞典』
（人民文学出版社 2009）
［RC920.27/L1/243］
『老舍文学词典』
（北京十月文艺出版社 2000）
［RC92027/L13/23］
『中国文学家大辞典』全 7 巻（中华书局 1992） 第 5 巻は欠。
［RC9203/57/1～4、6、7］
『中國文學大辭典』全 10 巻 天津人民出版社ほか共編（百川書局 1994） ［RC9203/69/1～10］
古代から近現代までの作家の作品・思潮・流派、社団、逐刊、文学運動等の辞典。筆画順。
『文学批评术语词典』
（上海文艺出版社 1999）
［RC9203/71/99］
マルクス主義、中国古代、西方現代文学別に、文学批評用語を収録。欧文索引あり。
『中國作家協會會員辞典』全 3 巻（作家出版社 2009）
［RC920.3/6010/1～3］
1949 から 2009 年までの中国作家協会加入の作家を収録。肖像あり。ピンイン順。筆画索引あり。
『20 世纪中文著作者笔名录』修订版（广西师范大学出版社 2002）
［RC9203/76/2002］
20 世紀の内外の作家を収録。本名、筆名のピンイン順。本名に生没年あり。
『古书人物辞典』[再版]（江西教育出版社 2004）
［RC920.3/6001/2004］
晩清までの主要文学作品 1,000 余の人物に関する事典。実在の人物も含む。
『中国民间文学大辞典』上、下（黒龙江人民出版社 1996）
［RC920.3/6002/1～2］
少数民族を含む民間伝承、口承文芸の辞典。神話、寓言、伝説などに分類。筆画順。索引あり。
『中國古代文学大辞典』
（广东教育出版社 2012）
［DRC920.3/7001/2012］
作家、著作、名篇、名句など約 12,000 語句を収録。ピンイン索引あり。
☆『中国文学年鉴』
（社会科学文献出版社ほか）所蔵：1981～
［RC920.5/2/ ］
1981 年から 1990 年版までのタイトルは『中国文学研究年鉴』
。1991 年以降、現タイトル。
７ 詩歌・戯曲
『诗韵字典』
（北京出版社 2005）
［RC921.0/6003/2005］
押韻の字典。5,262 字収録。古代の詩韻、現代の読音と新詩韻、詩例等を収録。
『全唐诗索引』33 冊 栾贵明等编著（中華書局 1991～1997）
［RC9214/64/1～31］
（書庫）
杜甫、李白等著名詩人 38 人の索引。作者別に漢字 1 字で検索。底本は中華書局 1960 年版と 1982
年の『補編』
。
『全唐诗大辞典』
（語文出版社 2000）
［RC921.4/6001/2000］
『宋词大辞典』
（风凰出版社 2003）
［RC9215/72/2003］
『中国古代戏曲文学辞典』
（人民文学出版社 2004）
［RC9220/26/2004］
晩清から民国初の伝統的戯曲と解題。作家、専門用語等を収録。ピンイン順。分類索引あり。
『元曲大辞典』修訂本（鳳凰出版社 2003）
［RC9225/52/2003］
『中国古典诗词地名辞典』
（江西教育出版社 1989）
［RC29220/88/89］
８ 小説
『中国武侠小说辞典』
（花山文艺出版社 1992）
［RC9230/35/92］
古代から現代まで。作品編、人物編、文献編で構成。時代別。香港･台湾を含む 724 点を収録。
『宋元明清百部小说语词大辞典』
（陕西人民教育出版社 1992）
［RC9230/53/92］
漢語辞典では調べ難い白話小説中の語彙の辞典。出典を明記。ピンイン順。筆画索引あり。
『中国古代小说总目』文言卷 白话卷 索引卷（山西教育出版社 2004） ［RC923.0/6001/1～3］
1912 年以前の古小説の書目。1 巻：文言（2904 種）2 巻：白話（1251 種）3 巻：索引。作者、原
題、概要、版本、収録叢書名、書誌批評類、抄本等の所蔵館、活字本、翻訳状況等。ピンイン順。
3 巻に筆画索引あり。
『古代小说鉴赏辞典』上、下（上海辞书出版社 2004）
［RC923.0/6003/1～2］
『紅樓夢大辭典』増订本（文化藝術出版社 2010）
［DRC923.6/C1/135］
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