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テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 著者 出版者 出版年

N670.92-7 ビジネス中国語マニュアル
藤本恒, 岡本
篤子編著

東方書店 1994.12

N670.92-29
BCTビジネス中国語検定試験要綱公式試験ガ
イドブック : 中国政府公認

セリングビジョン
編集

セリングビジョン 2008.8

N670.92-31
実戦ビジネス中国語会話 : 日中ビジネスマンへ
の道

塚本慶一著 白水社 2009.6

N820.7-44C 中国語学習Q&A101
相原茂 [ほか]
著

大修館書店 1991.6

N820.7-46B はじめての中国語 相原茂著 講談社 1990.2

N820.7-69 中国語表現のポイント99
張黎,佐藤晴
彦,内田慶市

好文出版 1997.10

N820.7-77 中国語教室Q&A101
相原茂 [ほか]
著

大修館書店 2000.4

N820.7-93 中国語入門Q&A101
相原茂 [ほか]
著

大修館書店 2003.3

N820.7-137 日記で学ぶ中国語日常表現 周啓虹著 DHC 2005.11

N820.7-141 なるほど・わかる中国語 : Q&A付 佐藤晴彦著 同学社 2006.2

N820.7-155 辞書なしで学べる入門中国語の最初歩
野島進, 王宣
著

三修社 2007.4

N820.7-160
通訳メソッドを応用したシャドウイングで学ぶ中国
語難訳語500

長谷川正時著
スリーエーネッ
トワーク

2006.4

N820.7-168 子供・青少年向け中国語テスト3級
中国教育部・
国家漢語国際

セリングビジョン 2007

N820.7-175-1-12 中検準1級・1級問題集 中検研究会編 光生館 2012.4

N820.7-175-2-12 中検2級問題集 中検研究会編 光生館 2012.4

N820.7-175-3-12 中検3級問題集
日本中国語検
定協会編

光生館 2012.3

N820.7-175-4-12 中検4級問題集
日本中国語検
定協会編

光生館 2012.3

N820.7-175-5-12 中検準4級問題集
日本中国語検
定協会編

光生館 2012.3

N820.7-179-3 新汉语水平考试大纲
国家汉办, 孔
子学院总部编

商务印书館 2009.12

N820.7-179-4 新汉语水平考试大纲
国家汉办, 孔
子学院总部编

商务印书館 2009.12

N820.7-179-5 新汉语水平考试大纲
国家汉办, 孔
子学院总部编

商务印书館 2010.1

N820.7-179-6 新汉语水平考试大纲
国家汉办, 孔
子学院总部编

商务印书館 2010.1

N820.7-179-7 新汉语水平考试大纲
国家汉办, 孔
子学院总部编

商务印书館 2010.2

N820.7-181 本当に力がつく中国語の学び方 永倉百合子著 語研 2010.4

N820.7-182
中国語スーパートレーニングブック : 学習者の間
違いから学ぶ!

上野惠司編 アスク出版 2010.7

N820.7-185
新HSK(漢語水平考試)受験ガイド : リニューアル
したHSKのすべて/ 古川裕監修

アルク 2010.12

N820.7-186 大学1・2年生のためのすぐわかる中国語 殷文怡著 東京図書 2010.12
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N820.7-192-3
新HSK(新漢語水平考試)模擬問題集 : 中国語
テスト

劉雲編
TAC株式会社
出版事業部

2011.8

N820.7-192-4
新HSK(新漢語水平考試)模擬問題集 : 中国語
テスト

劉雲編
TAC株式会社
出版事業部

2011.8

N820.7-192-5
新HSK(新漢語水平考試)模擬問題集 : 中国語
テスト

劉雲編
TAC株式会社
出版事業部

2011.8

N820.7-192-6
新HSK(新漢語水平考試)模擬問題集 : 中国語
テスト

劉雲編
TAC株式会社
出版事業部

2011.8

N820.7-195
新HSK突破漢語水平考試 : 3級〜5級受験者の
ための中国語文法の要点と解説

王慧琴著 三修社 2011.7

N820.7-197 中国語検定対策2級問題集 伊藤祥雄編著 白水社 2011.9

N820.7-200-3 中国語検定HSK公式過去問集
国家汉办, 孔
子学院总部著

スプリックス [20--]

N820.7-200-4 中国語検定HSK公式過去問集
国家汉办, 孔
子学院总部著

スプリックス [20--]

N820.7-200-5 中国語検定HSK公式過去問集
国家汉办, 孔
子学院总部著

スプリックス [20--]

N820.7-200-6 中国語検定HSK公式過去問集
国家汉办, 孔
子学院总部著

スプリックス [20--]

N821.1-58 中国語発音の基礎 上野恵司著
日本放送出版
協会

2002.12

N821.1-70 アタマで知り、カラダで覚える中国語の発音 日下恒夫著 アルク 2007.5

N824-35
中国語ではそう言わない! : 日本人がつい言って
しまう日本語表現

寺野健夫著 三修社 2005.12

N824-51
起きてから寝るまで中国語成語表現 : 身の回り
のことを成語で言ってみよう!

本間史, 張明
傑執筆

アルク 2009.9

N824.3-5 キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳
関西大学中国
語教材研究会

アルク 2008.5

N824.3-5-2 キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳
関西大学中国
語教材研究会

アルク 2008.10

N824.3-5-3 キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳
関西大学中国
語教材研究会

アルク 2009.2

N824.3-5-4 キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳
関西大学中国語
教材研究会編

アルク 2010.9

N824.3-5-5 キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳
関西大学中国
語教材研究会

アルク 2011.4

N825-31 文法講義 : 朱徳煕教授の中国語文法要説 朱徳煕著 白帝社 1995.10

N825-32D 中国語文法教室 杉村博文著 大修館書店 1994.4

N825-35C Why?にこたえるはじめての中国語の文法書
相原茂, 石田
知子, 戸沼市

同学社 1996.6

N825-79 「話せる」「書ける」表現のための中国語文法
張黎, 佐藤晴
彦共著

アルク 2007.12

N826-23 中国語作文のための短文練習 : 中文造句
中山時子, 飯
泉彰裕著

東方書店 1999.3

N826-38 一歩先を行く人の美しい中国語手紙の書き方 千葉明著 国際語学社 2010.2

N826-42-1 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド 平山邦彦著 国際語学社 2011.5

N826-42-2 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド 平山邦彦著 国際語学社 2011.9

N826-42-3 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド 平山邦彦著 国際語学社 2012.4
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N827.5-23
珠玉の中国語エッセイで学ぶ長文読解の“秘訣
" : 中級から上級への橋渡し

毛丹青テキスト アルク 2009.7

N827.5-24 日中・中日翻訳トレーニングブック
高田裕子, 毛
燕著

大修館書店 2009.11

N827.7-11 現代中国散文選 武継平編注 中国書店 2002.10

N827.7-12 中国語で学ぶ中国文化基礎知識
楊立明, 郭春
貴, 孟広学著

東方書店 2002.10

N827.7-40 中国語で短編小説を読もう!靴屋と市長 趙本夫著 語研 2007.3

N827.8-31 通訳入門
佐藤晴彦,王占
華著

白帝社 1997.3

N827.8-32 ネイティブがよく使う中国語表現
于美香, 于羽
著

語研 2000.4

N827.8-37 今すぐ話せる中国語 : 聞いて話して覚える
小倉憲二, 林
博明著

ナガセ 1998.9

N827.8-41 中国語で言ってみたい「この一言」 : CDブック 田中道代著 語研 1998.2

N827.8-60 起きてから寝るまで中国語表現ドリル 浅野雅樹執筆 アルク 2006.12

N827.8-66
天天向上 (ティエンティエン シアンシャン) : 中
級テキスト

佐藤晴彦, 田
禾著

白帝社 2007.4

N827.8-71
通訳メソッドを応用したシャドウイングと速読で学
ぶ中国語通訳会話

長谷川正時,
長谷川曜子著

スリーエーネッ
トワーク

2007.8

N827.8-74
気持ちが伝わる!中国語リアルフレーズBOOK :
CDブック

中西千香著 研究社 2009.6

N827.8-79 中国語口語表現 : ネイティヴに学ぶ慣用語 沈建華編著 東方書店 2009.10

N827.8-89 通訳メソッドを応用した中国語短文会話800 長谷川正時著
スリーエーネッ
トワーク

2004.3

N827.8-96 通訳メソッドを応用した中国語中級会話700 長谷川正時著
スリーエーネッ
トワーク

2011.12

N827.8-99
起きてから寝るまで中国語表現700 : 1日の「体
の動き」「心のつぶやき」を全部中国語で言う→

顧蘭亭, 及川
淳子執筆・解

アルク 2012.1

N827.8-100
起きてから寝るまで中国語フレーズ口慣らし練
習帳

浅野雅樹執筆 アルク 2012.1

N923.7-153-09 中国微型小说精选
中国作家协会
创研部选编

长江文艺出版
社

2010.1

N923.7-153-10 中国微型小说精选
中国作家协会
创研部选编

长江文艺出版
社

2011.1
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