
番号
付属
CD

付属
カセット

タイトル
（日本語）

タイトル
（中国語・英語）

区分 言語
長さ

(　)内は対応
カセット/CD

製作・出版
監督

（漢字・英語）
監督

(カタカナ）
出演/筆者 付属

C00-1
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　4月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）
ﾋﾞﾃﾞｵ
C00105

C00-2
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 5月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）
ﾋﾞﾃﾞｵ
C00106・
C00107

C00-3
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　6月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00108・
C00109・
C00110

C00-4
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　7月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00110・
C00111・
C00112

C00-5
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 8月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00112・
C00113・
C00114

C00-6
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　9月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00114・
C00115・
C00116

C00-7
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　10月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）
ﾋﾞﾃﾞｵ
C00117・
C00118

C00-7
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　10月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）
ﾋﾞﾃﾞｵ
C00117・
C00118

C00-8
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　11月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）
ﾋﾞﾃﾞｵ
C00119・
C00120

C00-9
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　12月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00121・
C00122・
C00123

C00-10
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　1月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00123・
C00124・
C00125

C00-11
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　2月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00125・
C00126・
C00127

C00-12
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　3月号 教養 日・中 日本放送出版協会 榎本英雄（講師）

ﾋ ﾃ ｵ
C00127・
C00128・
C00129

C01-8
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　4月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00213

C01-9
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 5月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00214

C01-10
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　6月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00215

C01-11
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　7月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00216

C01-12
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 8月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00217

C01-13
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　9月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00218

C01-14
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　10月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00219

C01-15
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　11月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00220

C01-16
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　12月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00221

C01-17
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　1月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00222

C01-18
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　2月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00223

C01-19
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　3月号 教養 日・中 日本放送出版協会

相原茂
淺川雅広
陳涛
沈建軍

ﾋﾞﾃﾞｵ
C00224

C02-1 ○ テキスト 中検準２級問題集　２００２年版 教材 日・中
A：54分
B：54分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C02-2 ○ テキスト 中検３級問題集　２００２年版 教材 日・中
A：45分
B：44分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C02-3 ○ テキスト 中検４級問題集　２００２年版 教材 日・中
A：46分
B：43分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C02-4 ○ テキスト 中検準４級問題集　２００２年版 教材 日・中 68分 光生館 中検研究会 ＣＤ

C02-7 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年1月号 教養 日・中 58分 日中通信社 CD1枚付き

C02-20 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年2月号 教養 日・中 74分 日中通信社 CD1枚付き

C02-21 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年3月号 教養 日・中 69分 日中通信社 CD1枚付き

C02-22 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年4月号 教養 日・中 65分 日中通信社 CD1枚付き

C02-23 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年5月号 教養 日・中 62分 日中通信社 CD1枚付き

C02-24 ○ テキスト 中検2級・1級問題集　2002年版 教材 日・中
A：60分
B：61分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C02-48 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年6月号 教養 日・中 62分 日中通信社 CD1枚付き

C02-49 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年7月号 教養 日・中 68分 日中通信社 CD1枚付き

C02-50 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年8月号 教養 日・中 65分 日中通信社 CD1枚付き

C02-52 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年9月号 教養 日・中 72分 日中通信社 CD1枚付き

C02-57 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年10月号 教養 日・中 68分 日中通信社 CD1枚付き



C02-60 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年11月号 教養 日・中 71分 日中通信社 CD1枚付き

C02-67 ○ 雑誌 聴く中国語　2002年12月号 教養 日・中 73分 日中通信社 CD1枚付き

C02-92 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年1月号 教養 日・中 69分 日中通信社 CD1枚付き

C02-136 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年2月号 教養 日・中 62分 日中通信社 CD1枚付き

C02-138 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年3月号 教養 日・中 60分 日中通信社 CD1枚付き

C02-152 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2003年6月号 教養 日・中 70分 アルク CD1枚付き

C02-159 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年4月号 教養 日・中 59分 日中通信社 CD1枚付き

C02-160 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年5月号 教養 日・中 65分 日中通信社 CD1枚付き

C02-161 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年6月号 教養 日・中 63分 日中通信社 CD1枚付き

C02-162 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年7月号 教養 日・中 64分 日中通信社 CD1枚付き

C02-163 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年8月号 教養 日・中 61分 日中通信社 CD1枚付き

C02-164 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年9月号 教養 日・中 66分 日中通信社 CD1枚付き

C02-165 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年10月号 教養 日・中 64分 日中通信社 CD1枚付き

C02-166 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年11月号 教養 日・中 63分 日中通信社 CD1枚付き

C02-167 ○ 雑誌 聴く中国語　2003年12月号 教養 日・中 65分 日中通信社 CD1枚付き

C03-01
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　4月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00400

C03-02
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 5月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00401

C03-03
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　6月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00402

C03-04
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話 　7月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00403

C03-05
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　 8月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00404

C03-06
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　9月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00405

C03-07
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　10月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00406

C03-08
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　11月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00407

C03-09
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　12月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00408

C03-10
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　1月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00409

C03-11
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　2月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00410

C03-12
テキスト
（地庫）

NHKテレビ　中国語会話　3月号 教材 日・中 NHK

相原茂
清水ゆみ
李浩
盧思

ビデオ
C00411

C03-19 ○ テキスト 中国語通訳への道 教材 日・中
Disk1：66分
Disk2：55分

大修館書店 塚本慶一 ＣＤ２枚

C03-24 ○ テキスト 中検準4級問題集 2003年版 教材 日・中
A：60分
B：37分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C03-25 ○ テキスト 中検4級問題集 2003年版 教材 日・中
A：43分
B：39分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C03-26 ○ テキスト 中検3級問題集 2003年版 教材 日・中
A：42分
B：43分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C03-28 ○ テキスト 中検2級･1級問題集 2003年版 教材 日・中
A：71分
B：52分

光生館 中検研究会 ＣＤ２枚

C05-245 テキスト 曹禺経典作品選　日出 教材 中 中国青年出版社 曹禺 VCD3枚付

C00021 シナリオ 菊豆（チュイトウ） 菊豆 映画 日・中

徳間書店・徳間コミュ
ニケーションズ・中国
電影合作制片公司・中
国電影輸出輸入公司

張芸謀・
楊鳳良

チャン・
イーモウ、
ヤン・フォン
リャン

鞏俐・
李保田

VHS(C00020)

C00023 シナリオ 正義の行方 被告山杠爺 映画 日・中 峨嵋映画製作所 范元
ファン・ユア
ン

李仁堂・
楊樺

VHS(C00022)

C00025 シナリオ 硯 硯床 映画 日・中

北京電影学院青年映
画製作所・中国宝安集
団影視有限公司

劉冰鑒
リュウ・ビン
ジェン

李浜・
陳頴映

VHS(C00024)

C00027 シナリオ 心の香り 心香 映画 日・中 珠江映画製作所 孫周 スン・チョウ 費洋・朱旭 VHS(C00026)

C00029 シナリオ 最後の宦官　李連英と西太后 大太監李連英 映画 日・中
北京映画製作所・香港
事佳影業公司

田壮壮
ティエン・
チュアン
チュアン

姜文・
劉暁慶

VHS(C00029)

C00031 シナリオ 春桃（チュンタオ） 春桃 映画 日・中 香港・南海影業公司 凌子風
リン・ツー
フォン

劉暁慶・
姜文 VHS(C00030)

C00034 シナリオ 太陽の少年 陽光燦爛的日子 映画 日・中
Golden Harvest
Entertainment

姜文
チアン・ウェ
ン

夏雨・寧静 VHS(C00033)

C00036 シナリオ 阿片戦争 鴉片戦争 映画 日・中 峨嵋映画製作所 謝晋 シェ・チン 鮑国安 VHS(C00036)



C00038 シナリオ 王さんの憂鬱な秋 背靠背、瞼対瞼 映画 日・中
西安映画製作所・シン
プソン

黄建新
ホアン・
チェンシン

牛振華・
雷恪生

VHS(C00037)

C00051 テキスト 入門・北京カタログ 教養 日・中 朝日出版社

C00052 テキスト 北京カタログ 教養 日・中 朝日出版社

C00065 ○ テキスト 北京上海リスニング・ツアー 教養 日・中 朝日出版社

C00074 テキスト
中國
鑑賞の手引き

教養 日
大日本印刷
株式会社他

ビデオ
(C00066～73)

C00077 ○ ○ テキスト 聞く・話す　フォーアップ初級中国語 教材 日
67分

(C00078)
(C00079)

聞く・話す　フォーアッ
プ初級中国語

C00339 テキスト エクスプレス広東語 教材 日・中 白水社 千島英一

C00343 CD 香港に行こう！ 教材 日・中 70分 東方書店 千島英一

C00344 CD 香港便利店 教材 日・中 48分 東方書店 馬健全　吉沢弥生

C00345 ○ テキスト ときめきの上海 教材 日・中 66分 朝日出版社 相原茂 ＣＤ２枚

C00346 ○ テキスト 香港粤語［応用会話］ 教材 日・中
a：74分
b：71分

白帝社 吉川雅之 ＣＤ２枚

C00347 ○ テキスト 香港粤語［語彙とリスニング］ 教材 日・中
a：73分
b：71分

白帝社 吉川雅之 ＣＤ２枚

C00348 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
大地の子　中国語名セリフ選

教材 日・中 55分 日中通信社
山崎豊子　原作/
張一帆　監修

ＣＤ

C00349 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く三国志

教材 日・中 73分 日中通信社
羅貫中　原作/張
一帆　監修

ＣＤ

C00350 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語　使える一言フレーズ集

教材 日・中 68分 日中通信社 張一帆　瀬戸口律 ＣＤ

C00351 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
聴く唐詩三十首

教材 日・中 58分 日中通信社 張一帆 ＣＤ

C00352 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
香港明星大接近

教材 日・中 79分 日中通信社 張一帆 ＣＤ

C00353 ○ テキスト ビタミンTECC 教材 日・中 44分 好文出版 相原茂　彭広陸　郭 　 　ＣＤ

C00355 ○ テキスト TECC受験公式ガイド 教材 日・中 13分 東方書店 中国語コミュニケーＣＤ

C00356 ○ テキスト TECCにチャレンジ　初級攻略編 教材 日・中 70分 東方書店 内田慶市　奥田寛　 　 　ＣＤ

C00358 ○ テキスト
自分のすべてを中国語で口にできる
本

教材 日・中 56分 東進ブックス 山本康宏 ＣＤ

C00359 ○ テキスト 今すぐ話せる広東語 教材 日・中
A：56分
B：48分

アルク
成瀬武史　原案/
千島英一　著

ＣＤ２枚

C00360 ○ テキスト 香港　広東語会話 教材 日・中
A：70分
B：70分

アルク

ファンキー末吉・
古川典代　著/
ウェイウェイ・ウー
歌/五星旗　演奏

ＣＤ２枚

C00361 ○ テキスト SS式　すぐに話せる！広東語 教材 日・中
A：66分
B：63分

ユニコム 陳翠儀　東後勝明 ＣＤ２枚

C00365 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年1月号 教養 日・中 62分 アルク CD1枚付き

C00366 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年2月号 教養 日・中 61分 アルク CD1枚付き

C00367 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年3月号 教養 日・中 65分 アルク CD1枚付き

C00368 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年4月号 教養 日・中 65分 アルク CD1枚付き

C00369 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年5月号 教養 日・中 61分 アルク CD1枚付き

C00370 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年6月号 教養 日・中 66分 アルク CD1枚付き

C00371 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年7月号 教養 日・中 76分 アルク CD1枚付き

C00372 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年8月号 教養 日・中 68分 アルク CD1枚付き

C00373 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年9月号 教養 日・中 75分 アルク CD1枚付き

C00374 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年10月号 教養 日・中 71分 アルク CD1枚付き

C00375 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年11月号 教養 日・中 76分 アルク CD1枚付き

C00376 ○ 雑誌 聴く中国語　2004年12月号 教養 日・中 74分 アルク CD1枚付き

C00415 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年2月号 教養 日・中 73分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00416 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年3月号 教養 日・中 79分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00417 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年4月号 教養 日・中 76分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00418 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年5月号 教養 日・中 78分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00419 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年6月号 教養 日・中 71分 日中通信社 ＣＤ１枚付き



C00420 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年7月号 教養 日・中 71分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00421 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年8月号 教養 日・中 75分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00422 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年9月号 教養 日・中 78分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00423 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年10月号 教養 日・中 73分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00424 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年11月号 教養 日・中 79分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00425 ○ 雑誌 聴く中国語　2005年12月号 教養 日・中 75分 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00454 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語　使える一言フレーズ集

教材 日・中 68'03 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00455 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
大地の子　中国語名セリフ選

教材 日・中 55'58 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00456 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
香港明星大接近

教材 日・中 79'02 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00457 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く三国志

教材 日・中 73'06 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00458 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国で生活できる耳をつくる

教材 日・中 74'29 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00459 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
女子十二楽坊の素顔

教材 日・中 58'47 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00460 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
初めての中国語リスニング

教材 日・中

A:
69'49

B:
69'29

日中通信社 ＣＤ２枚付き

C00461 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く西遊記

教材 日・中 64'38 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00462 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語ではこう言う　擬音語・擬態語
のトレーニング

教材 日・中 76'34 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00463 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く　山の郵便配達

教材 日・中 75'16 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00464 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
聴く中国最新流行語

教材 日・中 74'38 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00465 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
聴く季節の中国語

教材 日・中 72'32 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00466 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
聴く唐詩三十首

教材 日・中 58'58 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00467 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
使えるボスの中国語

教材 日・中 75'55 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00468 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
傑作映画セリフ選　心を打つ中国語

教材 日・中 76'52 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00469 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
聴く李白三十首

教材 日・中 50'42 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00471 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く童話

教材 日・中 79'45 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00472 ○ テキスト
実用中国語技能検定試験
第7・8・9・10回　試験問題集
1・2・3級

教材 日・中

CD(1)
72'56
CD(2)
69'58

ＫＪＡ出版
実用中国語技能
検定試験実施委
員会

ＣＤ２枚付き

C00473 ○ テキスト
実用中国語技能検定試験
第7・8・9・10回　試験問題集
4・準4・5級

教材 日・中

CD(1)
77'58
CD(2)
63'51

ＫＪＡ出版
実用中国語技能
検定試験実施委
員会

ＣＤ２枚付き

C00474 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
初めての中国出張　60分で身につく
中国語

教材 日・中 56'46 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00475 ○ テキスト
改訂版　中国語検定３級
　－予想問題と解説ー

教材 日・中

CD(A)
46'06
CD(B)
46'51

駿河台出版社
中国語教育振興
協会

CD２枚付き

C00476 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
初めての中国留学　60分で身につく
中国語

教材 日・中 78'52 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00477 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
初めての中国生活　60分で身につく
中国語

教材 日・中 65'30 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00478 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く水滸伝

教材 日・中 47'11 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00479 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
もう迷わない中国語　類義語徹底マ
スター

教材 日・中 58'00 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00480 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
まぎらわしい中国語　日中漢字おも
しろ比較

教材 日・中 61'52 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00481 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年1月号 教材 日・中 70'39 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00482 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年2月号 教材 日・中 73'55 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00483 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年3月号 教材 日・中 74'39 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00484 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年4月号 教材 日・中 67'00 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00485 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年5月号 教材 日・中 1'13'43 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00486 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年6月号 教材 日・中 1'13'39 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00487 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年7月号 教材 日・中 1'12'27 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00488 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年8月号 教材 日・中 10'91'3 日中通信社 ＣＤ１枚付き



C00489 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年9月号 教材 日・中 10'61'7 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00490 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年10月号 教材 日・中 １'12'57 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00491 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年11月号 教材 日・中 1'10'38 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00492 ○ 雑誌 聴く中国語　2006年12月号 教材 日・中 1'13'45 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00493 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年1月号 教材 日・中 74'02 アルク ＣＤ１枚付き

C00494 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年2月号 教材 日・中 67'18 アルク ＣＤ１枚付き

C00495 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年3月号 教材 日・中 70'40 アルク ＣＤ１枚付き

C00496 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年4月号 教材 日・中 74'19 アルク ＣＤ１枚付き

C00497 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年5月号 教材 日・中 1'13'14 アルク ＣＤ１枚付き

C00498 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年6月号 教材 日・中 1'10'16 アルク ＣＤ１枚付き

C00499 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年7月号 教材 日・中 1'13'40 アルク ＣＤ１枚付き

C00500 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年8月号 教材 日・中 1'13'53 アルク ＣＤ１枚付き

C00501 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年9月号 教材 日・中 1'14'20 アルク ＣＤ１枚付き

C00502 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年10月号 教材 日・中 1'14'10 アルク ＣＤ１枚付き

C00503 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年11月号 教材 日・中 1'11'29 アルク ＣＤ１枚付き

C00504 ○ 雑誌 中国語ジャーナル　2006年12月号 教材 日・中 1'12'28 アルク ＣＤ１枚付き

C00569 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
CCTVでニュースを聴く

教材 日・中 53'44 日中通信社 CD1枚付き

C00570 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
The 香港映画 Show

教材 日・中 日中通信社

C00571 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
華流wave

教材 日・中 日中通信社

C00574 テキスト 『聊斎志異選』（『聊斎志異』） 映画 中 中国青年出版社 蒲松齢 VCD2枚付

C00575 テキスト 『傷逝』（『傷逝』） 映画 中 中国青年出版社 魯迅 VCD2枚付

C00576 テキスト 『祝福』（『祝福』） 映画 中 中国青年出版社 魯迅 VCD2枚付

C00577 テキスト 『二月』（『早春二月』） 映画 中 中国青年出版社 柔石 VCD2枚付

C00578 テキスト 『遅桂花』（『金秋桂花遅』） 映画 中 中国青年出版社 郁達夫 VCD2枚付

C00579 テキスト
『茅盾経典作品選　林家鋪子』（『林
家鋪子』）

映画 中 中国青年出版社 茅盾 VCD2枚付

C00580 テキスト 『紅旗譜』（『紅旗譜』） 映画 中 中国青年出版社 梁斌 VCD2枚付

C00581 テキスト 『城南旧事』（『城南旧事』） 映画 中 中国青年出版社 林海音 VCD2枚付

C00582 テキスト 『天網』（『天網』） 映画 中 中国青年出版社 張平 VCD2枚付

C00583 テキスト 『紅高梁』（『紅いコーリャン』） 映画 中 中国青年出版社 莫言 VCD2枚付

C00584 テキスト 『那山那人那狗』（『山の郵便配達』） 映画 中 中国青年出版社 彭見明 DVD1枚付

C00585 テキスト 『紅粉』（『べにおしろい』） 映画 中 中国青年出版社 蘇童 DVD1枚付

C00586 テキスト 『人間煙火』（『人間煙火』） 映画 中 中国青年出版社 梁暁声 VCD2枚付

C00587 ○ 雑誌
別冊聴く中国語28
聴く中国語のことわざ50選

教材 中 39'09 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00588 ○ 雑誌
別冊聴く中国語29
中国語で生活できる耳をつくる

教材 中 78'46 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00589 ○ 雑誌
別冊聴く中国語30
漫画で覚える中国語動詞

教材 中 47'29 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00590 ○ 雑誌
別冊聴く中国語31
聴く成語故事

教材 中 75'10 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00591 ○ 雑誌
別冊聴く中国語32
中国語で聴く阿Ｑ正伝

教材 中 73'55 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00592 テキスト 西廂記 教材 中 中国青年出版社 王実甫 VCD2枚付

C00593 テキスト 三国演義　上 教材 中 中国青年出版社 羅貫中 VCD2枚付

C00594 テキスト 三国演義　下 教材 中 中国青年出版社 羅貫中

C00595 テキスト 紅楼夢　上 教材 中 中国青年出版社 曹雪芹 VCD2枚付



C00596 テキスト 紅楼夢　中 教材 中 中国青年出版社 曹雪芹

C00597 テキスト 紅楼夢　下 教材 中 中国青年出版社 曹雪芹

C00598 テキスト 李自成　第一巻 教材 中 中国青年出版社 姚雪垠 VCD4枚付

C00599 テキスト 如意 教材 中 中国青年出版社 劉心武 VCD2枚付

C00605 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
華流waveⅡ

教材 日・中 日中通信社

C00606 ○ 雑誌
別冊聴く中国語34
今も使われる毛沢東語録

教材 日・中 日中通信社

C00607 ○ 雑誌
別冊聴く中国語35
天空紀行

教材 日・中 日中通信社

C00608 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年1月号 教材 日・中 72’39 アルク

C00609 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年2月号 教材 日・中 アルク

C00610 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年3月号 教材 日・中 アルク

C00611 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年4月号 教材 日・中 69'31 アルク

C00612 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年5月号 教材 日・中 1'02'55 アルク

C00613 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年6月号 教材 日・中 56'15 アルク

C00614 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年7月号 教材 日・中 63'24 アルク

C00615 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年8月号 教材 日・中 74'12 アルク

C00616 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年9月号 教材 日・中 アルク

C00617 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年10月号 教材 日・中 73'44 アルク

C00618 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年11月号 教材 日・中 アルク

C00619 ○ 雑誌 中国語ｼﾞｬｰﾅﾙ 2007年12月号 教材 日・中 73'55 アルク

C00620 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年1月 教材 日・中 68’20 日中通信社

C00621 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年2月 教材 日・中 68'32 日中通信社

C00622 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年3月 教材 日・中 日中通信社

C00623 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年4月 教材 日・中 72'46 日中通信社

C00624 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年5月 教材 日・中 1'10'51 日中通信社

C00625 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年6月 教材 日・中 71'36 日中通信社

C00626 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年7月 教材 日・中 68'52 日中通信社

C00627 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年8月 教材 日・中 62'58 日中通信社

C00628 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年9月 教材 日・中 日中通信社

C00629 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年10月 教材 日・中 65'57 日中通信社

C00630 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年11月 教材 日・中 日中通信社

C00631 ○ 雑誌 聴く中国語 2007年12月 教材 日・中 66'15 日中通信社

C00632 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
歌って覚える中国語

教材 日・中 54’21 日中通信社

C00633 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く特選短編集

教材 日・中 79’46 日中通信社

C00645 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
CCTVでニュースを聴く　国際編

教材 日・中 日中通信社 ＣＤ１枚付き

C00646 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
華流　WAVEⅢ

教材 日 日中通信社

C00716 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
中国語で聴く特選短編集

教材 中 79’46 日中通信社

C00717 ○ 雑誌
別冊聴く中国語
歌って覚える中国語

教材 中 54’21 日中通信社

C00725 テキスト 一冊目の中国語 教材 中国語 東洋書店 三宅登之

C00726 テキスト
目指せ8級
HSKリスニング対策問題集　Vol.1

教材 中国語 アルク

中国語版　趙菁
主編
日本語版　高木
美鳥　主編

C00727 テキスト
目指せ8級
HSKリスニング対策問題集　Vol.2

教材 中国語 アルク

中国語版　趙菁
主編
日本語版　高木
美鳥　主編

C00749 ○ 書籍 中国語のしくみ 教材 中 白水社 池田　巧



C00750 書籍 ネイティブ中国語―補語例解 教材 中 大修館書店 陳　文・陸　世光

C00751 ○ カセット 中国語初級講座 教材 中 東方書店

C00752 ○ カセット 中国語初級講座 教材 中

C00753 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中 三修社

C00754 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中

C00755 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中

C00756 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中

C00757 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中

C00758 ○ カセット カセット・現代の中国語入門 教材 中

C00759 ○ カセット 中国語発音テキスト 教材 中 光生館

C00760 ○ カセット 中国語発音テキスト 教材 中

C00761 ○ カセット 中国語発音テキスト 教材 中

C00762 ○ カセット 絵ものがたり紅色娘子軍 教材 中 光生館

C00763 ○ カセット 中国語の話し方 教材 中 大修館書店

C00764 ○ カセット 実習中国語 教材 中 白水社

C00765 ○ カセット 実習中国語 教材 中

C00766 ○ カセット とんでとんで中国語 教材 中 白帝社

C00767 ○ カセット 中国相声傑作選 教材 中 東方書店

C00768 ○ カセット 現代中国語会話　訪問中国 教材 中 日本放送出版協会

C00769 ○ カセット 現代中国語会話　訪問中国 教材 中

C00770 ○ カセット
中国語初歩ー閲読・文法編（改訂
版）

教材 中 白水社

C00771 ○ カセット 中国語初歩ー会話・発音編 教材 中 白水社

C00772 ○ カセット 簡明　基礎中国語 教材 中 東方書店

C00773 ○ カセット 中国語学習のポイント 教材 中 光生館

C00774 ○ カセット 魯迅作品選 教材 中 東方書店

C00775 ○ カセット 現代中文読本 教材 中 東方書店

C00776 ○ カセット 現代中国語会話 教材 中 燎原

C00777 ○ カセット 現代中国語会話 教材 中

C00778 ○ カセット 日中貿易会話 教材 中 燎原

C00779 ○ カセット 1,000万人の海外旅行　中国語会話 教材 中 日本交通公社

C00780 ○ カセット 1,001万人の海外旅行　中国語会話 教材 中

C00781 ○ カセット 中国新故事集 教材 中 光生館

C00782 ○ カセット 中国簡易読物 教材 中 光生館

C00783 ○ カセット 革命現代舞劇　紅色娘子軍　全劇 教材 中 百利唱片公司

C00784 ○ カセット 革命現代舞劇　紅色娘子軍　全劇 教材 中

C00785 ○ カセット 革命現代舞劇　紅色娘子軍　全劇 教材 中

C00786 ○ カセット 紅色娘子軍　革命的現代バレエ 教材 中 満江紅

C00787 ○ カセット 紅色娘子軍　革命的現代バレエ 教材 中

C00788 ○ カセット 白毛女　革命的現代バレエ 教材 中 満江紅

C00789 ○ カセット 白毛女　革命的現代バレエ 教材 中

C00790 ○ カセット 毛主席語録・詩詞 教材 中 満江紅



C00791 ○ カセット 中国現代歌曲　「東方紅」等十八曲 教材 中 満江紅

C00792 ○ カセット こんなとき中国語でどういうか 教材 中 二本 評論社

C00793 ○ カセット こんなとき中国語でどういうか 教材 中

C00794 ○ カセット
ドリル式中国語テキストⅠ付属テー
プ

教材 中 くろしお出版

C00795 ○ ベータ 中国語で味わう漢詩 教材 中

C00796 書籍 総合中国語入門 教材 中 東方書店

C00797 書籍 チャイニーズ・プライマー１ 教材 中 東方書店

C00798 書籍 初級コース中国語 教材 中 白水社

C00799 書籍 中国語の基礎ー発音と語法ー 教材 中 朝日出版社

C00800 書籍 ZEROからの中国語 教材 中 駿河台出版社

C00801 書籍 漢語初級 教材 中 光生館

C00802 書籍 你好！　役に立つ中国語入門 教材 中 駿河台出版社

C00803 書籍
はじめて中国語を学ぶ人のためのハ
ンドブック

教材 中 駿河台出版社

C00804 ○ 雑誌
CJ广播站　第10期～第21期
（1990年1月号～12月号）

教材 中 中国語情報サービス

C00805 書籍 月牙儿 教材 中 光生館
老舎
香坂順一（注釈）

C00816 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第10期

教材 中 中国語情報サービス

C00817 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第11期

教材 中 中国語情報サービス

C00818 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第12期

教材 中 中国語情報サービス

C00819 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第13期

教材 中 中国語情報サービス

C00820 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第14期

教材 中 中国語情報サービス

C00821 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第15期

教材 中 中国語情報サービス

C00822 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第16期

教材 中 中国語情報サービス

C00823 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第17期

教材 中 中国語情報サービス

C00824 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第18期

教材 中 中国語情報サービス

C00825 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第19期

教材 中 中国語情報サービス

C00826 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第20期

教材 中 中国語情報サービス

C00827 CD
月刊カセット中国語　CJ广播站
第21期

教材 中 中国語情報サービス

C00861 書籍
通訳メソッドを応用した中国語中級
会話７００

教材 中 スリーエーネットワーク 長谷川正時

C00862 書籍 聴読中国語 教材 中 ナガセ 津田量

C00863 書籍
新感覚！イメージでスッキリわかる中
国語文法

教材 中 アルク 古川裕

C00864 書籍
初級からのシャドウイング中国語短
文会話600

教材 中 コマガタ 長谷川正時：長谷川曜子

C00865 書籍 中国語わかる文法 教材 中 大修館書店 輿水優：島田亜実

C00866 書籍 会話に役立つ中国語文法の核心95 教材 中 スリーエーネットワーク イヨンリ

C00867 書籍
ゼロから始める「中国語の発音」徹底
トレーニング

教材 中 アルク 榎本英雄：古屋順子

C00868 書籍 中国語現代用語実例辞典 教材 中 南雲堂フェニックス 施小い：坂江徹

C00869 書籍 実戦ビジネス中国語会話 教材 中 白水社 塚本慶一

C00870 書籍 中国語翻訳実践教室 教材 中 イースト・プレス 松岡栄志：関久美子

C00871 書籍 作文で鍛える中国語の文法 教材 中 語研 宮岸雄介

C00872 書籍 これを中国語でどう言うの？ 教材 中 駿河台出版社 船田秀佳

C00873 書籍 中国語口語表現 教材 中 東方書店 沈建華：是永駿

C00874 書籍 中国語口語表現・別冊CD（4枚組） 教材 中 東方書店 沈建華



C00875 書籍 中国語リスニングシアター 教材 中 駿河台出版社 徐迎新：竹島毅

C00876 書籍 精選中国語基本文例集 教材 中 白帝社 上野恵司

C00877 書籍 本気で学ぶ中国語 教材 中 ベレ出版 趙玲華

C00878 書籍 中国語謎解きレポート 教材 中 パレード 吉村豊

C00879 書籍 中国語プロへの挑戦 教材 中 大修館書店 中国語友の会

C00880 書籍 映画で楽しく中国語 教材 中 東方書店 信世昌

C00893 ○ 書籍
中検３級模擬試験問題集　リスニン
グ対策編（CD２枚付）

教材 中 駿河台出版社 大内田三郎

C00894 ○ 書籍
中検４級模擬試験問題集　リスニン
グ対策編（CD２枚付）

教材 中 駿河台出版社 大内田三郎

C00895 ○ 書籍
学習者の間違いから学ぶ！　中国語
スーパートレーニングブック　中検２
級レベル編　CD付

教材 中 アスク 上野惠司（編）

C00896 ○ 書籍
完全改訂版　CDブック　中国語検定
徹底対策２級

教材 中 アルク 関西大学中国語教材研究会（編）

C00897 ○ 書籍
中国語検定対策３級問題集（CD２枚
付）

教材 中 白水社 伊藤祥雄（編著）

C00898 ○ 書籍 中検３級練習帳 教材 中 光生館 荒川啓子・馮誼光・李英傑

C00899 ○ 書籍 瞬訳中国語　初級編 教材 中 アスク 西井和弥

C00901 書籍 中日辞典 教材 中 小学館 北京・商務印書館

C00902 書籍 日中辞典 教材 中 小学館 北京・商務印書館

C00903 ○ 書籍 中検準4級問題集　2011年版 教材 中 光生館

C00904 ○ 書籍 中検4級問題集　2011年版 教材 中 光生館

C00905 ○ 書籍 中検3級問題集　2011年版 教材 中 光生館

C00906 ○ 書籍 中検2級問題集　2011年度版 教材 中 光生館

C00907 ○ 書籍 中検準1級・1級問題集　2011年度版 教材 中 光生館

C00918 CD 中国語通訳への道　CD２枚 教材 中 大修館書店 塚本慶一

C00919 ○ 書籍
本気で学ぶ人のための中国語「通訳
式」勉強法―理論+実践トレーニング
―（付属CD1枚付き）

教材 中 国際語学社 船田秀佳

C00920 ○ 書籍
音読で学ぶ中国語名文塾（付属
CD2枚付き）

教材 中 アスク 上野恵司

C00924 書籍
通訳ガイド　中国語　過去問解説[平
成22年度問題収録]

教材 中 法学書院 現代中国語学院　本林教衡　監修

C00927 ○ 書籍
ビジネス現場の中国語（付属CD1枚
付き）

教材 中 東方書店 北原恵　韓軍

C00928 ○ 書籍
通訳メソッドを応用した中国語中級
会話７００　第２版（付属CD２枚付き）

教材 中 スリーエーネットワーク 長谷川正時

C00929 書籍
中国語　大学入試センター試験対策
問題集　[平成21・22・23年度版]

教材 中 白帝社 白帝社編集部

C00930 ○ 書籍
北京語言大学出版社版　新HSK１０
回合格模試　５級（付属CD1枚付き）

教材 中 スリーエーネットワーク 菫萃

C00931 ○ 書籍
北京語言大学出版社版　新HSK１０
回合格模試　４級（付属CD1枚付き）

教材 中 スリーエーネットワーク 李春玲

C00932 ○ 書籍
中検・解答解説年度版　2011　準4
級（第71回・第72回）（付属CD2枚付
き）

教材 中 日本中国語検定協会

C00933 ○ 書籍
中検・解答解説年度版　2011　4級
（第71回・第72回）（付属CD2枚付
き）

教材 中 日本中国語検定協会

C00934 ○ 書籍
中検・解答解説年度版　2011　3級
（第71回・第72回）（付属CD2枚付
き）

教材 中 日本中国語検定協会

C00935 ○ 書籍
中検・解答解説年度版　2011　2級
（第71回・第72回）（付属CD2枚付
き）

教材 中 日本中国語検定協会

C00936 ○ 書籍
中検・解答解説年度版　2011　準1
級・1級（第71回・第72回）（付属CD４
枚付き）

教材 中 日本中国語検定協会



C00937 ○ 書籍
中国語検定対策第2級問題集（付属
CD2枚付き）

教材 中 白水社

C00938 ○ 書籍
口を鍛える中国語作文―語順習得メ
ソッド―初級編（付属CD2枚付き）

教材 中 国際語学社

C00939 ○ 書籍
口を鍛える中国語作文―語順習得メ
ソッド―中級編（付属CD2枚付き）

教材 中 国際語学社

C00941 ○ 書籍
中検4級問題集　2012年版（CD付
き）

教材 中 光生館 中検研究会

C00942 ○ 書籍
中検準4級問題集　2012年版（CD付
き）

教材 中 光生館 中検研究会

C00943 ○ 書籍
中検2級問題集　2012年度版（CD付
き）

教材 中 光生館 中検研究会

C00944 ○ 書籍
中検準1級・1級問題集　2012年度版
（CD2枚付き）

教材 中 光生館 中検研究会

C00945 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　１級（ＣＤ付）

教材 中 スプリックス

C00946 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　2級（ＣＤ２枚付）

教材 中 スプリックス

C00947 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　3級（ＣＤ３枚付）

教材 中 スプリックス

C00948 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　4級（ＣＤ３枚付）

教材 中 スプリックス

C00949 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　5級（ＣＤ３枚付）

教材 中 スプリックス

C00950 ○ テキスト
中国語検定　ＨＳＫ　公式過去問題
集　6級（ＣＤ３枚付）

教材 中 スプリックス

C00951 ○ テキスト 街なかの中国語（ＣＤ１枚付） 教材 中 東方書店

C00952 ○ テキスト
ＤＶＤで学ぶライブビジネス中国語
（ＤＶＤ1枚付）

教材 中 東方書店

C00953 ○ テキスト 中検準4級問題集 教材 中 光生館 中検研究会

C00954 ○ テキスト 中検4級問題集 教材 中 光生館 中検研究会

C00955 ○ テキスト 中検3級問題集 教材 中 光生館 中検研究会

C00956 ○ テキスト 中検2級問題集 教材 中 光生館 中検研究会

C00957 ○ テキスト 中検準1級・1級問題集 教材 中 光生館 中検研究会

C00958 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　5級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00959 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　4級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00960 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　3級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00961 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　口試
2013年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00962 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　1級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00963 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　2級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達

C00964 ○ テキスト
新ＨＳＫ公式過去問題集　6級　2013
年度版

教材 中 朝日新聞出版 楊達



C00965 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　1
級　2013年度版

教材 中 SPRIX
国家漢弁/孔子学
院総部

C00966 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　2
級　2013年度版

教材 中 SPRIX
国家漢弁/孔子学
院総部

C00967 ○ テキスト
品詞別・例文で覚えるＨＳＫ基本語
彙　5級―6級

教材 中 白帝社 郭春貴・郭久美子 

C00968 ○ テキスト
中検準4級問題集　2014年版（CD2
枚付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00969 ○ テキスト
中検4級問題集　2014年版（CD2枚
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00970 ○ テキスト
中検3級問題集　2014年版（CD2枚
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00971 ○ テキスト
中検2級問題集　2014年版（CD2枚
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00972 ○ テキスト
中検準1級・1級問題集　2014年版
（CD2枚付

教材 中 光生館 中検研究会

C00973 テキスト 電脳　中国学入門 教材 中 好文出版
漢字文献情報処理研
究会

C00974 書籍
英漢詞典
（An English-Chinese Dictionary)

英漢詞典
（An English-Chinese
Dictionary)

教材 中
四川出版集団
四川辞典出版社

C00975 書籍
当代漢語詞典
（DANGDAI HANYU CIDIAN)

当代漢語詞典
（DANGDAI HANYU CIDIAN)

教材 中 中華書局

C00976 書籍
現代漢語詞典
（XIANDAII HANYU CIDIAN)

現代漢語詞典
（XIANDAII HANYU CIDIAN)

教材 中 商務印書館

C00978 ○ テキスト
中検準4級問題集　2015年版（CD
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00979 ○ テキスト 中検4級問題集　2015年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00980 ○ テキスト 中検3級問題集　2015年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00981 ○ テキスト 中検２級問題集　2015年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00982 ○ テキスト
中検準１級・1級問題集　2015年版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00983 電子辞書
電子辞書
XD-K7300we

CASIO

C00984 書籍 ビジネスメールの中国語 教材 中 三修社

C00985 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　1
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00986 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　2
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00987 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　3
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00988 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　4
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00989 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　5
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00990 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　6
級　2015年度版

教材 中 株式会社スプリックス

C00991 ○ テキスト
中検準4級問題集　2016年版（CD
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00992 ○ テキスト 中検4級問題集　2016年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会



C00993 ○ テキスト 中検3級問題集　2016年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00994 ○ テキスト 中検２級問題集　2016年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00995 ○ テキスト
中検準１級・1級問題集　2016年版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00996 テキスト 中国百科 教材 中 科学出版社東京 王　穎穎

C00997 ○ テキスト
中検準4級問題集　2017年版（CD
付）

教材 中 光生館 中検研究会

C00998 ○ テキスト 中検4級問題集　2017年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C00999 ○ テキスト 中検3級問題集　2017年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C01000 ○ テキスト 中検2級問題集　2017年版（CD付） 教材 中 光生館 中検研究会

C01001 ○ テキスト
中検準1級・1級問題集　2017年版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会

C01002 ○ テキスト おいしい台湾華語 好吃! 台灣 教材 中 IBCパブリッシング

C01003 ○ テキスト
中国語は英語と比べて学ぼう！　初
級編

教材 中 IBCパブリッシング 船田　秀佳 CD１枚付き

C01004 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　4
級　2012年度版

教材 中 スプリックス CD3枚付き

C01005 ○ テキスト
中国語検定ＨＳＫ公式過去問集　4
級　2015年度版

教材 中 スプリックス

C01006 ○ テキスト
中検2級問題集　2018年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01007 ○ テキスト
中検3級問題集　2018年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01008 ○ テキスト
中検4級問題集　2018年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01009 ○ テキスト
中検準4級問題集　2018年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD１枚付き

C01010 ○ テキスト
中検準1級・１級問題集　2018年度
版（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD1枚付き

C01011 ○ テキスト
中検2級問題集　2019年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01012 ○ テキスト
中検3級問題集　2019年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01013 ○ テキスト
中検4級問題集　2019年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD2枚付き

C01014 ○ テキスト
中検準4級問題集　2019年度版
（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD1枚付き

C01015 ○ テキスト
中検準1級・１級問題集　2019年度
版（CD付）

教材 中 光生館 中検研究会 CD1枚付き

C01016 テキスト 中国語検定ＨＳＫ公認テキスト　4級 教材 中 株式会社スプリックス

C01017 〇 テキスト
中国語検定ＨＳＫ公認長文テキスト
5級

教材 中 株式会社スプリックス CD1枚付き

C01018 書籍  小狐狸阿権(ごんぎつね) 小狐狸阿权 教材 中 新星出版社

C01019 書籍 魔奇魔奇樹(モチモチの木) 魔奇魔奇树 教材 中 新星出版社



C01020 書籍 小黒魚(スイミー) 小黑鱼 教材 中 南海出版公司

C01021 書籍 蘇和的白馬(スーホの白い馬) 苏和的白马 教材 中 北京聯合出版公司

C01022 書籍
我永遠愛你(ずーっとずっとだいすき
だよ)

我永远爱你 教材 中 明天出版社

C01023 書籍
 黒兔和白兔(しろいうさぎとくろいうさ
ぎ)

黑兔和白兔The Rabbits'
Wedding

教材 中 南海出版公司

C01024 書籍  小王子(星の王子さま)  小王子 教材 中 中国華僑出版社

C01025 書籍 小熊維尼(くまのプーさん) 小熊维尼 教材 中 人民郵電出版社

C01026 書籍 小図雅搬家(トヤのひっこし) 小图雅搬家 教材 中 中信出版社

C01027 書籍 有理由(りゆうがあります) 有理由 教材 中 河北教育出版社

C01028 書籍  来幫忙喽！家務小幫手(おてつだ
いの絵本)

来帮忙喽！家务小帮手 教材 中 北京聯合出版公司

C01029 書籍 出門之前(おでかけのまえに) 出门之前 教材 中 新星出版社

C01030 書籍
長大這件事(おおきくなるっていうこと
は)

长大这件事 教材 中 北京科学技術出版社

C01031 書籍
小夜熊:聖誕節前的夜晩(よるくまクリ
スマスのまえのよる)

小夜熊:圣诞节前的夜晚 教材 中 九州出版社

C01032 書籍 月亮晩上好(おつきさまこんばんは) 月亮晚上好 教材 中 少年児童出版社

C01033 書籍 怕浪費婆婆(もったいないばあさん) 怕浪费婆婆 教材 中 二十一世紀出版社

C01034 書籍 阿立会穿袴子了(はけたよはけたよ) 阿立会穿裤子了 教材 中 明天出版社

C01035 書籍 雪女 雪女 教材 中 天地出版社

C01036 書籍  輝夜姫(かぐやひめ) 辉夜姬 教材 中 天地出版社

C01037 書籍 桃太郎 教材 中 天地出版社

C01038 書籍
在教室説錯了没関係(教室はまちが
うところだ)

在教室说错了没关系 教材 中 青島出版社

C01039 書籍
小寛，你要堅強(ママがおばけに
なっちゃった！)

小宽，你要坚强 教材 中 連環画出版社

C01040 書籍
家里有了新宝宝(あかちゃんの くる
ひ)

家里有了新宝宝 教材 中 連環画出版社

C01041 書籍
 明天猫咪来我家(あしたうちにねこ
がくるの)

明天猫咪来我家 教材 中 連環画出版社

C01042 書籍
我討厭媽媽(ぼく　おかあさんのこと
…)

我讨厌妈妈 教材 中 新星出版社

C01043 書籍 猫児事務所(猫の事務所) 猫儿事务所 教材 中 新星出版社

C01044 書籍
奶奶你聴，是那天的声音(あのひの
音だよおばあちゃん)

奶奶你听，是那天的声音 教材 中 南京大学出版社

C01045 書籍
今天運気怎麼這麼好(きょうはなんて
うんがいいんだろう)

今天运气怎么这么好 教材 中 南海出版公司

C01046 書籍 猫医生(ねこのおいしゃさん) 猫医生 教材 中 中国連環画出版公司



C01047 書籍 鯨魚(くじらだ！) 鲸鱼 教材 中 河北教育出版社

C01048 書籍
 好無聊啊好無聊(つまんないつまん
ない)

好无聊啊好无聊 教材 中 甘粛少年児童出版社

C01049 書籍 揉一揉啊捏一捏(こねてのばして) 揉一揉啊捏一捏 教材 中 甘粛少年児童出版社

C01050 書籍 脱不下来啦！(もうぬげない) 脱不下来啦！ 教材 中 甘粛少年児童出版社

C01051 書籍  愛心樹(おおきな木) 爱心树 教材 中 北京聯合出版公司

C01052 書籍 我愛洗澡（おふろだいすき) 我爱洗澡 教材 中 南海出版公司

C01053 書籍
第一次上街買東西(はじめてのおつ
かい)

第一次上街买东西 教材 中 新星出版社

C01054 書籍 有一天(ちいさなあなたへ) 有一天 教材 中 新星出版社

C01055 書籍 噗噗噗(もこもこもこ) 噗噗噗 教材 中 南海出版公司

C01056 書籍
消防車吉普達(しょうぼうじどうしゃじ
ぷた)

消防车吉普达 教材 中 新星出版社

C01057 書籍
阿恵和妹妹(あさえとちいさいいもう
と)

阿惠和妹妹 教材 中 北京聯合出版公司

C01058 書籍
看，脱光光了！(そら　はだかん
ぼ！)

看，脱光光了！ 教材 中 新星出版社

C01059 書籍
狼和七只小羊(おおかみと七ひきの
こやぎ)

狼和七只小羊 教材 中 新星出版社

C01060 書籍 小房子(ちいさいおうち) 小房子 教材 中 南海出版公司

C01061 書籍 鶏蛋哥哥(たまごにいちゃん) 鸡蛋哥哥 教材 中 新星出版社

C01062 書籍 襪子蔵哪児了(かくしたのだあれ) 袜子藏哪儿了 教材 中 北京聯合出版公司

C01063 書籍 太陽公公笑哈哈(おひさま　あはは) 太阳公公笑哈哈 教材 中 北京聯合出版公司

C01064 書籍 古利和古拉(ぐりとぐら) 古利和古拉 教材 中 南海出版公司

C01065 書籍
 蔵猫猫蔵猫猫(かくれんぼ かくれん
ぼ)

藏猫猫藏猫猫 教材 中 新星出版社

C01066 書籍
従窗外送来的礼物(まどから おくりも
の)

从窗外送来的礼物 教材 中 新星出版社

C01067 書籍
哈利和愛唱歌的隣居(ハリーのだい
かつやく)

哈利和爱唱歌的邻居 教材 中 新星出版社

C01068 書籍 万圣节的大南瓜（おおきなかぼ
ちゃ）

万圣节的大南瓜 教材 中 南海出版公司

C01069 書籍
 這是我的！(ぼくのだ！わたしの
よ！)

这是我的！ 教材 中 南海出版公司

C01070 書籍 中検準1級・1級試験問題　2021年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01071 書籍 中検2級試験問題　2021年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01072 書籍 中検3級試験問題　2021年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01073 書籍 中検4級試験問題　2021年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード



C01074 書籍 中検準4級試験問題　2021年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01075 書籍 中検準1級・1級試験問題　2020年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01076 書籍 中検2級試験問題　2020年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01077 書籍 中検3級試験問題　2020年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01078 書籍 中検4級試験問題　2020年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01079 書籍 中検準4級試験問題　2020年 教材 中 日本中国語検定協会
音声ダウン
ロード

C01080 書籍 中検準1級・1級試験問題　2022年 教材 中 日本中国語検定協会・白帝社
音声ダウン
ロード

C01081 書籍 中検2級試験問題　2022年 教材 中 日本中国語検定協会・白帝社
音声ダウン
ロード

C01082 書籍 中検3級試験問題　2022年 教材 中 日本中国語検定協会・白帝社
音声ダウン
ロード

C01083 書籍 中検4級試験問題　2022年 教材 中 日本中国語検定協会・白帝社
音声ダウン
ロード

C01084 書籍 中検準4級試験問題　2022年 教材 中 日本中国語検定協会・白帝社
音声ダウン
ロード
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