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最近日本における現代中國關係

主要雑誌論文目録
一1955年4月〜1957年9月一
石

川

忠

雄

いまから二年ほどまえ，わたくしは．研究會の學生諸君の協力をえて，

「戦後日本における現代中國關係主要雑誌輪文目録」と題するビブリオグ

ラフィを本誌に議表し，さらにそれを一冊のパソフレットにまとめて刊
行したことがある。この論文目録は，政治・経濟・法律・肚會・文化お
よびその他の各項目について，一九四六年一月から一九五五年七月まで
に日本で穫表された現代中國關係の論文をあつめたものであり，わたく

1しは，その後もこの仕事を繊綾したいと考えていた。幸い研究禽の一部
の學生諸君の協力をえることができたので，前記の論文目録の綴績とし

て，差當り一九五五年四月から一九五七年九月までの現代中國關係論文
を前の目録と同一の分類にしたがつて牧録し，嚢表することとした。一

部分重複するところがあるけれども，これは前の目録がわたくしの渡米
直前に作成され，一九五五年の初期の論文については十分な探究がおこ
なわれなかつたからにほかならない。

この種の目録については，完全を期することが極めて困難なことはい
うまでもない。今後もできうるかぎり，その補正につとめるとともに，

この仕事を長期にわたつてつづけていきたいものと考えている。この目
録がすこしでも現代中國關係研究者のお役にたてぽ幸せである。なおこ

の目録作成にお手傳いいただいた學生諸君は，筒井廣志・植木正宏・相
澤正道・手井宏・鈴木教之・奥田啓介・石井敬宏の諸君である。記して
感謝の意を表したいと思う。

治濟律會化他

の

政脛法肚文そ

岬海奨一一鑓

二九五五年四月﹂十二月︺
□中共の兵役法︵一・二︶
︹大陸間題四の四・五・六︺
：・⁝古田
□中華人民共和國憲法論序読

︹政経論叢四の三︺⁝⁝⁝⁝伊藤
□中國憲法の比較考察
︹天地人四の二︺⁝・⁝⁝⁝井上
□中華人民共和國憲法及び四組織法

時夫

満
光哉

︹法學碍究二八の三︺
及川恒忠・石川忠雄
︹國際政経事情一九︺：・⁝⁝川崎 一郎

□新中國憲法における領域條項について
□中國憲法の特質
︹國際政経事情一九︺⁝⁝⁝鈴木 安藏
□中國の新憲法を中心とする課題
︹國際政経事惜一九︺：⁝・⁝高橋 勇治

□中華人民共和國憲法
︹國際政経事情一九︺

□新憲法における中華人民共和國主席の職
位
︹國際政経皐情一九︺：⁝⁝・松葉 秀文
□中華人民共和國憲法にかんする一考察

現代中國關係主要雑誌論文目録

︹産業勢跡研究所報九︺⁝⁝柳

春生

︹比較法硯究一一︺⁝⁝：⁝・鵜飼 信成
□中國憲法における人民主椹の性格

︹比較法研究一一︺⁝⁝⁝⁝黒田 了一
□中華人民共和國憲法に關する共同研究−
概観

□新憲法下における肚會保障とその経濟的
意義

︹國際政経事情一九︺⁝⁝⁝杉本 出雲
ロアジア法律家會議の意義とその成果

口中國憲法と民族の問題

方各級入民代表大倉﹇選畢法

︹聞九五六年︺

︹肚會科學研究七の二・三・四︺

口中華人民共和國憲法について

・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝山目同橋

山ハ一

︵一

一

一一一︶

勇治

⁝・⁝伊藤
浦
□中華人民共和國婚姻法及び婚姻登記所法
︹國際政経事情二〇︺
□中國新婚姻法の基本的性格
︹國際政紹事情二〇︺⁝⁝⁝黒木 三郎

︹政経論叢︵廣島大學︶五の三・四︺

□憲法豊制原理としての民主集中制

八郎

︹比較法研究一一︺⁝⁝⁝⁝耶野義太郎
口中國憲法とその最終草案どの相違黙
︹法律時報二七の一〇︺
□中華人民共和國全國入民代表大會及び地

︹比較法研究一乙⁝⁝⁝⁝仁井田 陞

．︹自由と正義六の六︺⁝⁝⁝松井 康治
□中共の民兵制度︵上・下︶

・高木

・・丁

︹コムミュニズムの諸問題三の二・三︺

︹判例時報四七︺⁝⁝⁝⁝．・

ロイソドと中國の法律事情
□婚姻法通俗講解材料

・大塚 勝美

︹立命館法學一一︺⁝⁝：・西村
□中華ソヴェト共和國婚姻條例
︹法律時報二七の九︺⁝
・仁井田陞他
□輪出輪入商品槍査暫行條例
︹アジア経濟旬報二五九︺
□中國革命と離婚法
︹法律昨報二七の七︺：

□中國の碓婚裁判
︹ケー夫研究三〇︺・：：・：⁝鍛治千鶴子

□中國共産黛勢働立法史料

寛夫

一四︺

向山

︹法経論集︵愛知大學︶一三・

□中國憲法の丈章
︹思想三七五︺⁝さねとう・ けいしゆう
□中國憲法の政治組織

︹レファレソス五九︺⁝⁝⁝田村
□中國における辮護士のあり方
︹アジア纒濟旬報二六六︺

雄門働
信右

現代中國關係主要雑誌論丈目録
□上海國是會議乙種憲法草案について

︹早稻田法學會誌六︺⁝⁝⁝宮坂宏

︹國際政纏事情二〇︺：：⁝：石唄 忠雄
□中國に於ける近代的法の形成

て

敦
正夫

□中華人民土ハ和國に於ける結婚登記につい

︹東洋丈化二一︺⁝⁝⁝⁝⁝淺井
□新憲法下の中國人民法院
︹ソヴェト法學一の五︺⁝⁝禧島
□中國の人民陪審
︹中國資料月報九七︺
□國際法上よりみた中國問題
︹日本法學二二の一︺
□新中國の政治法律難誌﹁法政研究﹂につ
いて
︹法律時報二七の一二︺⁝⁝宮内
裕

隆信

ロモソゴリアの遊牧の民に於ける親子關係
︹法律論叢三〇の二︺⁝⁝⁝島田 正郎
□濃潜民主國の成立とその法的地位
︹富山大學紀要経濟學論集一〇︺
・⁝・⁝新田

瀧
盛雄

□中國憲法に於ける﹁人民と公民﹂ー中華
人民共和國憲法の一断面
︹政経論叢︵廣島大學︶六の一︺

⁝⁝⁝：：：⁝⁝伊藤
ロソ連・中國の人民裁判
︹剣例時報八二︺⁝⁝⁝⁝⁝青柳

︹一九五七年閣月ー九月︺

□新蕉中國の憲法と政治豊制

︹外國交通調査資料一〇の一〇︺

源清

龍雲

︹アジア問．題五の五︺⁝⁝⁝仁尾 一郎
□中共鐵道從事員勤務時間暫行規程

□中華民國新國際司法規定

︹法學協會雑誌七三の六︺⁝欧
□中共の企業形態法
︹福岡大學法學論叢一の二︺
⁝高田

︹政経論叢︵廣島大學︶六の三・四︺

□少数民族の憲法的盧遇ー中華人民共和國
憲法の一噺面
⁝・⁝⁝：伊藤
滴
□中國に於ける獲明奨働に關する條令と商
標登録條例︵一・二︶

︹パテント一〇の五・六︺⁝由比忠之進
□中國勢働法の理論と實際

︹法律時報二九の八︺⁝⁝⁝森川
□新中國の裁到と人民律師

︹法律のひろぽ一〇の六︺⁝幼方
□新中國の裁判と逮捕勾留手績

金壽

金壽

直吉

︹勢働法一〇︺⁝⁝⁝陶百川︑向山寛夫
□中國の人民陪審員制度

︹正義と自由八の六︺⁝⁝⁝森川

六二

︵一

二二︶

︒杜

︹九五五年四月i十二月 ︺

□中共の肚會保障
玄

⁝西村 信雄

アィコ ット︑M・A

□中國における奴隷勢働 者

ロ中國における婦人の解放
︹部落六五︺⁝

：：エソ

□新中國の懸愛・結婚・家庭
︹婦人公論四〇の四︺

︹月刊肚會保障九の六︺：： ：光岡
□一九五四年の中國大陸の水害
︹大陸問題四の三︺・
□中國の人口調査登表さる
︹世界経濟一〇の五︺
伊
藤

共産圏の生態

︵座談會︶

現代中國關係主要雑誌論丈目録

□新しい中國の新しい支柱

亘他

□見てきた中國の農村
︹農業協同組合﹃の五︺・⁝ ：坂井 治吉
□明るい中國螢働者
︹官公勢働九の七︺⁝
⁝高野
實

︹纒混営者九の七︺・⁝⁝・・⁝前田

□これが

ログ・ート ﹁度門における年中行事﹂
︹肚會科學研究四︺⁝⁝ ：：淡野安太郎

︹纏螢者九の四︺

利
雄

會

︹世界週報三六の二乙⁝ー高野

茂

︹エカフェ通信八五︺

□中共に於ける勢働事情
︹海外勢働纏濟月報六の五︺

ロソ及び中國の産業勢働事情

︹肚會科學研究二の一︺⁝⁝横山
□中共の食糧と人口問題
︹エカフェ通信九三︺

□一九五五年における國民生活の改善
︹アジァ経濟旬報二九五︺
口内田智雄著﹁中國農村の分家制度﹂

宏

源祥

幸孫

︹國際政経事情二ご⁝⁝⁝黒木

三郎

出雲

︵一

︹陶九五七年︻月i九月︺

□中國の鐵道勢働者

六三

一二三︶

人・復員軍人の保障について
︹國際政経事情一二︺⁝⁝⁝杉本
□新中國に於ける政法教育その他

口中國に於ける遺家族・留守家族・傷痩軍

︹東洋の丈化と肚會五︺⁝⁝湯淺

︹法と政治七の二︺⁝⁝⁝⁝張
□中國に於ける主婦と家事螢働﹄
︹アジア経濟旬報二九六︺
□肚會道徳

專治

︹討論四九︺⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・菊地 勇夫
□中共の吐會と日本の鮭會

⁝中村

つた

︹關西経協一〇のご⁝⁝⁝久保

□中國の農協風量

□中國に於ける吐會保障

︹自警八七の噺一︺・

口中國のかたすみ

□北京の蝿退治
︹新論一の四︺：・⁝

□中共の人口問題

︹アジア経濟旬報二九〇︺

□螢働者の最近の経濟生活

二九五六年︺

︹アジア経濟旬報二七二︺

□五力年計婁における勢使・丈化 二嘱利・
衛生計書

⁝今西

︹歴史教育三の一二︺ン⁝⁝大村 茂夫

□中國の近代化

︹世紀六九︺

□中國の勢働者についての毘書
︹東洋丈化一八・一九︺・ ⁝佐伯 砧一
□中共の青少年

︹アジア経濟旬報二六〇︺

︹紹管實務一〇の八︺・⁝⁝ ：池田 恒雄
□中國の資本家と勢働者

口勢働者として見てきた新中國
︹日勢研資料八の二〇︺⁝⁝高野
□新聞投書欄から覗いた中共肚會の實相
⁝細谷 蠣太
︹ソ連研究四の九︺・

實
貴

現代中國瀾係主要雑誌論丈目録
︹アジア纒濟旬報三〇九︺
□中國の肚會保障

︹共濟時報五の二︺ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 横 山
□中國の同族又は村落の 土 地 所 有 問 題

□北京日録抄

︹鐵鋼界七の一︺

□中共雑感

景超

大崎富士夫

：・：・英

景漢

若愚
︹証會主義七〇︺⁝⁝⁝⁝⁝頼
口新中國の青年達
︹肚金目教育一二の四・六︺：・寒河江善秋

□肚會主義建設に於る勢働組合の役割

︹海外事情五の六︺

︹世界経濟評論三八︺⁝⁝⁝李
□中共の勢働組合と勢働者

□中國農村生活今昔諦

：

︹海外経濟月報一五 六 の 五 ︺

口中國 人 口 問 題 新 論

︹世界二二八︺

□中國の人口問題と産見制限

・⁝⁝仁井田
口中國 に お け る 勢 働 問 題
天野元之助
︹大李洋問題三四︺：
□中國 農 民 生 活 の 背 景
︹修道短期大學論集五の二︺

︹東洋丈化研究所紀 要 一 〇 ︺

宏
陞

︹北斗二のご⁝⁝⁝・

︹心輔Oの二︺⁝
□病中の贈物

︹民藝五四︺・

□中國よもやまばなし︵座談會︶

□中國協同組合の動向
︹経濟集志二七の一︺

：谷川

：粛

徹三

軍
：封馬好武他

祥一

：井崎喜代太

：山下

︹大陸問題六の八︺⁝

□人口問題若干の側面

太助

：野上彌生子

：石林

□新しく且つ古い中國
︹婦人公論四二の九︺⁝
□中國の都市
︹都市計電六の一︺⁝
□最近の中國保瞼事業
︹アジア経濟旬報三二六︺

六四

︵一

二四︶

讐零蓑蘇
︹一九五五年︺

口中國に於ける愛國心と歴史教育
︹中國資料月報八四︺
□中共の教育方針と新學制
︹鹿見島大學教育學部研究紀要六︺
⁝裏 善一郎
ロソ遙中共の科學水準

創秋

︹心八の九︺⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・茅 誠司他
□封共問題に弱い日本知性

︹大陸問題四のご⁝⁝⁝⁝苗

秀夫

幹之

□五四以來胡適派は中國の古典丈學をいか
に歪曲したか︵上・中︶

︹日本丈學四の六・七︺⁝⁝何
□新建設に俘う考古學上の襲見
︹考古學雑誌四〇の四︺

□中國思想における實践論の韓同

︹思想三七〇︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝山本
□中 國 思 想 研 究 の 新 方 法
教

︹東方學一〇︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝ライト・A
口中國の祉會と宗

︹歴史教育三の四︺

⁝⁝太田常雄・山崎宏編
□中共における信仰の自由
現代中國關係主要難誌論丈目録

︹コムミュニズムの諸間題三の五︺
・：：：：スペルマン・フランシス

ロ中國現代史
︹東洋史研究一三の六︺

敏生

⁝岩村三千夫・野原四郎
□現代史をいかに學ぶべぎか

︹中央評論三八︺⁝ポ⁝⁝⁝江副
□清末・現代

︵一︶

：：菅原

︹史學雑誌六四の五︺⁝⁝⁝佐々木正哉
□新しい中國の圖書館にかんする丈献目録
︹圖書館界七の一︺・
□塵︑溝紀行

：：草川

︹食糧管理月報七の四︺⁝⁝川口
□勢働者の目でみた中ソ
︹卒和三七︺⁝：
□中國新丈學運動論

︹歴史の研究三︺・

・：白石

︹明治學院論叢三七︺：⁝⁝大山
□中國における愛國主義教育

︹心八の八︺：・

・：安部

ロロシヤとシナの文化
︹日本及目本人六の七︺⁝：淺野
□中華人民共和國の丈化政策
□中國における思想のたたかい
︹中國資料月報九〇︺
□輻井康順著﹁現代中國思想﹂

榮治

蘭成

︹信濃教育八二四︺⁝⁝⁝⁝吉川幸次郎

︹人文論究一四︺⁝⁝⁝⁝⁝加賀
□現代中國における傳統丈化の問題

□中國人如是説︵柳剛課︶

︹綜合丈化一の二・三︺⁝⁝胡
□中蘇の學風一端

︹世界一一六︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝桑原 武夫
□新しい中國の生活と文化活動
︹農業協同組合一の七︺⁝⁝富田 金吾

□暗き夜の學問のあり方

︹圖書七〇︺⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・幼方 直吉
□古い中國観への警告
︹丈藝春秋⁝二の二二︺⁝⁝村田 省藏

新

新

︹一晋樂藝術一三の八︺⁝⁝⁝村松

秋男

一彌

山ハ五

︵一 一一一五︶

□中國の國學國語政策をめぐつて︵座談會︶

□新中國の見童丈學と目本の子ども
︹日本丈學四の九︺⁝⁝⁝⁝齋藤

︹泄界一一六︺⁝⁝⁝・：⁝⁝大内 兵衛
□肚會主義リアリズムのために闘う中國話
劇
︹テアトロ一七の八︺：：⁝：張
元年
□成長する新中國の音樂

︹卒和四〇︺⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・長田
□人民大學とはいかなる大學か

□愛される子供たちーソ連中國の教育

□私の見たソ遮と中國の教育
︹學校教育四五五︺⁝⁝：：：長田

能
義正昭丈宏
成晃夫春三雄子

現代中國關係主要雑誌論丈目録
︹言語生活四八︺：⁝：⁝：倉石武四郎他
□中國の作文教育運動
︹ことばの教育一七の八︺⁝齋藤 秋男

□さいきんの中國の國語 蓮 動
︹ことばの教育一七の八︺

⁝⁝⁝さねとう・けいしゆう
口中國における標準語の成立
明保

︹學術月報八の六︺・

大内

淺見

︹學術月報八の六︺⁝

菊地

□中國の大學・研究所を覗察して

□中國における人丈・杜會科學
︹學術月報八の六︺：
□訪中學術親察團行動概要

竹下

山ハ山ハ

︵一

一一一山ハ︶

︹東洋學研究一ご⁝⁝⁝⁝石島 快隆
兵衛

︹アカデミア一一︺⁝⁝⁝⁝佐藤
□攣貌する中國佛教

︹思想三七こ⁝：⁝⁝⁝・⁝貝塚
□康有爲の墜法思想

教篤

震二

茂樹

與七

勇夫

︹大法輪二二の一〇︺⁝⁝⁝中濃
□林則徐の合理主義とその限界

□中國における寛容について

俊雄

︹歴史學研究一九〇︺⁝⁝i田中 正美
□中國科學院歴史研究編輯委員會編輯﹁歴

︹學術月報八の六︺：⁝
□五力年計叢下の中國科學院
︹アジア経濟旬報二六八︺
□中國の學術艦制
︹學術月報八の六︺

︹歴史敏育三の九︺⁝⁝⁝⁝藤堂
□民間文畢雑談

□共産主義とアジヤにおける基督教

︹中國丈學報三︺⁝⁝⁝⁝⁝太田

光年

進

︹新中國丈學一︺⁝⁝⁝⁝⁝相浦
果
□胡風批判の動き
︹新中國丈學二︺⁝⁝⁝⁝⁝大河内康憲
□胡風批到の経過とその論鮎

□人民丈學にっいて

︹悲劇喜劇九の一一︺⁝⁝⁝張
□丈字改革の新段階と標準語の普及
︹アジア経濟旬報二七二︺

□肚會主義リアリズムのために 戦う中國の
話劇

□胡風批判の意味するもの
︹アジア経濟旬報二五七︺

史研究﹂について

︹北斗一の五︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝今村與志雄
ロソヴィエト中國では若い作家はいかに育
てられるか

︹．歴史研究一八八︺⁝⁝⁝⁝佐伯有一
□胡風の追放−波瀾萬丈の中共丈藝界
︹世界週報三六の一九︺⁝⁝井上 昌三

利彦

︹紳學四︺⁝⁝⁝⁝アイグル ハ！ト・C
ロ中國傳道の開拓

⁝・⁝⁝⁝⁝矢澤

誠

⁝⁝⁝山本李太郎
公敏

・⁝⁝石黒 俊逸
︹廣島大學哲學五︺⁝：
口中國民族的理念の韓換

︹入丈研究六の一〇︺⁝・⁝：中島龍太郎
□讃嗣同の﹁仁學﹂ についての序説

□﹁醗身﹂について

⁝・浦井
︹史學雑誌六四の九︺・⁝・

口福井康順著﹁現代中國思想﹂

︹漢丈學四︺⁝

︹拓殖大學論集九︺： ⁝⁝⁝長瀬
□中國の諺

□康有爲展望

︹埼玉大學紀要︵杜會科學︶四︺

︹丈學二三の九︺⁝⁝⁝⁝⁝岩上順一
口新中國のキリスト教

衣郎

英悟

淳道

︹卒和四〇︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・松本 正夫
□共産國家に言論の自由ありや
︹實業之日本五八の一七︺⁝茅
誠司
□中國科學院歴史研究編 輯 委 員 會 編 ﹁ 歴 史

研究﹂について

︹歴史皐研究一八六︺⁝⁝⁝上原
□中共治下の新聞と維誌
︹大陸問題四の一一︺

□中國に於ける佛教と政 治
︹大世界一〇の一一︺・：：⁝・荒井

ロソ中學術覗察團の報告講演會をきいて

︹世界一一九︺⁝⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 松 下
□中國の學術研究機關を訪ねて

□新中國の作家生活︵封談︶

靖

︹世界一一八︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝謝 泳心他
□最近の中國に於ける民衆文藝研究の動向

︹日本丈學四の一 〇 ︺ ⁝ ⁝ ⁝ 服 部
□人民共和國に於ける世界丈學選讃書目

俊夫

︹中國丈學報二︺⁝⁝⁝⁝⁝都留 春雄
□中國における言語表現の革命
︹思想主七六︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝岡崎
□倉石武四郎編﹁憂革期中國の研究﹂
豊

淳良

⁝奥野信太郎他

：：新島

︹歴史學研究一八八︺：・ ：野澤
二九五六年︺
□五・四時代の陳濁秀の思想

︹思想三八O︺：⁝⁝
□歌舞伎と新中國の演劇

︹演劇界一四のご：
□歌舞伎海を渡る︵座談會︶

⁝市川猿之助他
︹世界＝二︺⁝：
□延安文藝座談會に於ける講話にっいて

忠志

⁝⁝市川猿之助

︹信濃教育八三〇︺・・ ⁝⁝小松
口北山兄の再命目

︹知性三の二︺：
□中國に於ける歌舞伎

⁝⁝戸板

康二

︹日本丈學五のご・・ ⁝⁝濱村 米藏
口歌舞伎と中國演劇

︹天地入五のご・
□私のきいた話

現代中國關係主要難誌論丈目録

︹世界一二二︺⁝⁝：⁝⁝中村翫右衛門
ロサルトル中國の印象を語る

□郭沫若の言を讃んで

︹心九の二︺：：⁝⁝⁝⁝⁝：長與 善郎
□郭沫若二汀を迎えて

能成

□日中文化の交流

︹心九の二︺⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・・安部

︹教育六の三︺⁝⁝⁝⁝⁝・：羽仁 説子
□郭沫若さんを迎える詞

⁝山田 清人

︹國民の科畢一一︺⁝：⁝⁝・郭
□中國の教會をたずねて

憲治

沫若
：：・随uノ内出且㎎刀

□一九三五年度の中國研究と今後の間題貼

︹福音と世界一一の一︺⁝⁝石原
・⁝高木市の助

︹世界＝一二︺⁝⁝⁝⁝カ・ル・K・S
□中國の人間の中で起つていること
⁝高桑 純夫
︹思想三八O︺⁝：
□新中國の青少年團艦
︹肚金日教育二の二︺⁝

□中國近代詩の基調
︹學術研究四︺：：

□白毛女と老國丈學者

・中村翫右衛門

ー文化・教育
︹アジア経濟旬報二七六︺
︹中央公論七一の一︺・

□毛澤束﹁實践論・矛盾論﹂を讃む
︹教育史碍究二の一︺⁝⁝⁝富永

︹世界一二二︺⁝⁝
口中華人民共和國の演劇

・・中村翫右衛門

︹丈藝春秋三四の一︺

□新中國の懸愛と結婚

□日中爾國近代化の一比較

義秀
．

□一フラソス人の清朝丈化批剣
︹丈學論叢︵愛知大學︶九︺⁝鈴木 中正

□京劇の國を覗く

⁝；石垣 綾子

光

︹知性三の三︺：

口中國の大學教育と學生々活

孟廻
勇夫

︹歴史教育四の二︺⁝⁝⁝⁝藤本
□中國の劇作家たち
・⁝松村

是也

︹太李洋問題剛ご・⁝

︹中央評論八の三︺・
・⁝荻原 正三
□中共の教育 わが艦験を通して

︹現代劇二の三︺⁝⁝⁝⁝⁝梁
□中國の芝居
口中共の學校教育の一實態

︵一一二七︶

︹丈法論二三の二︺⁝⁝：：：大谷 螢潤
□職後ドイッ支那學の朕況
︹讃書春秋七の二︺

︹世界＝一四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝千田
口中國佛教と信仰の自由
︹大陸間題五の一︺⁝・⁝・ ：古田 時夫

︹教育技術一〇の一三︺⁝ ：今井 金吾

□新聞記者の見た新中國の教育
□中國知識人にかんする統計
︹アジア純濟旬報二八O︺

六七

現代中國關係主要雑誌論文目録

正彌

勲

．⁝：⁝・ワラフト・パルバラ
ロ新中國の教云目湘脚察

ら︹北海教育評論九の三︺⁝⁝米田
□中國近代丈學のなかの奮丈學︵下︶
二︺：⁝⁝⁝⁝： ⁝ ・ ⁝ ： ⁝ ： 杉 森

︹北海道學藝大學紀要︵第一部︶六の

功

⁝折下

口中國の芝居︵一・二二一丁四・五・完︶
︹新劇二五二一六・二八・ 三〇・
三一・三二︺：
：：千田 是也
□調嗣同の思想に於ける﹁仁﹂ の意味

︹アジア研究三の四︺⁝
口新 中 國 の 人 間 喜 劇
⁝甲斐せん子

哲

力

孟廻

：：倉石武四郎

⁝中村

︹文藝春秋三四の六︺・
口魯迅の紹興
︹圃書七九︺：：
﹇U中圃闘の新しい丈學

︹國畢・七九︺⁝：

□京劇について

⁝村尾

︹新劇二七︺⁝：
：：梁
口中國最近の文學・言語問題の動き

︹言語生活五七︺：⁝

蓮

淑入

□中國の・ーマ字化を日本人はこう考える
正入他
︹ことばの教︷有一八の五︺ ⁝荒

□中國の埋藏丈化財
︹日本文化財一三︺⁝： ⁝原田
□六年來の中國に於ける考古事業
︹考古學雑誌四噌の三︺⁝：垂

六八

︵一一二八︶

口山尽劇團と行を共にして

︹演劇界一四の一〇︺⁝⁝⁝大木
□京劇團随行記

實他

︹テアトロ一八の九︺⁝⁝⁝大木 實他
□梅蘭芳一行の京劇の魅力
︹幕間二の七︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝伊藤 壽二
□民族接鯛による丈化憂容に關する一考察

口中國のキリスト教界見たまN聞いたま﹄
︹開拓者五一の四︺⁝⁝1⁝石原 憲治
口中國に於ける知識人問題
︹アジア経濟旬報二八五︺

口進む中共の丈字改革

︹東洋丈化紀要七︺⁝⁝⁝⁝吉岡
口京劇

︹肚合男教去目一一の五︺・：・：：・阿部

脚ホ光

︹マネジメソト・ガイドニの四︺
日中國丈字改革の現代段階

︹民藝四四︺⁝⁝⁝：⁝⁝・；村上 知行
□京劇の現歌と梅蘭芳
︹アジア経濟旬報二九〇︺
□京劇の印象

□中華人民共和國民の愛國心について

︹明治學院論叢四一︺⁝⁝⁝大山 正春
口中國の漢字簡化について
︹紹濟學の進歩のために二の三︺
⁝・松井 武男

穆
丈雄

︹新潮五三の一〇︺⁝⁝⁝⁝岡崎
口新しい肚會に自立する教會

順二

薫

俊夫

︹悲劇喜劇一〇の八︺⁝⁝1松山︐
□中國丈學をめぐる附話

︹藝術新潮七の八︺⁝⁝⁝⁝木下
□京劇の残していつたもの

□梅蘭罪方を支えるもの

︹演劇界一四の七︺⁝⁝⁝1戸板康二他

□京劇の印象

□中國に於ける若い職場作家の問題
︹アジア紹濟旬報二九二︺

︹世界一二三︺⁝⁝⁝⁝・⁝・・奥野信太郎

佑吉

進

□中國肚會史上の時代医分について

︹幕間二の八︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝北岸
﹁京劇の稜展と梅蘭芳

︹東方學一二︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝銭
口中國人の心理
︹日本及日本人七の七︺⁝⁝國松
□近代中國思想における傳統と憤値

︹法學新報六三の八︺⁝⁝⁝折下
功
□新中國に於ける教師像の問題について
︹教育科學研究報告二︺⁝⁝檜田 史郎
ロタイ國に於ける華僑學校問題

孟廻

孝

︹東京外國語大學論叢五︺⁝中島慰
□第一次五力年計書における中國演劇

︹テアトロ一八の六︺⁝⁝⁝梁

︹テアトロ一八の六︺⁝⁝⁝大芝
□梅蘭芳と京劇

︹福昔と世界一一の九︺：⁝・武田
︹大阪學藝大學紀要︵人丈科學︶四︺

□中國の規律教去円について

清子

︹新中國三︺・

□中國民族學報・第一期
︹史學二九の三︺⁝
□﹁曙い夜﹂の責任

□さかんな風景

介二

四郎

玉章

邦衛

葺

︹目本丈化財二二︺⁝⁝⁝ヶイヒル・﹂
口中國土産

□中國丈學改童・の道

︹藝丈研究六︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝川本

︹心一〇の二︺・：・：：：・：：⁝里見

：伊藤

□中國語に於ける品詞分類の標記について

清司

：安藤彦太郎

︹知性四の一︺・⁝： ：・なかの・しげはる

利貞

清

⁝⁝⁝さねとう・けいしゅう
□西鶴の中國系詮話︵三︶

□不幸なる五〇年

︹世界二二四︺⁝⁝
□高まる日中科學技術の交流

稔

・⁝⁝・高濱
口中國丈學に現れた女性について
︹紳戸大學論叢七の一・二・三︺
□中國吾樂界の雪どけ

︹エコノミスト三五の八︺⁝堀
□最近日中間の技術交流について

︹近代一八︺⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・笠井
□中國の簡字

︹ことばの教育一九の一︺⁝呉
□中國における句とう鮎のつかい方
︹ことばの教育一九の二︺

ロソヴェト・中國美術見學
︹新日本文毘二一の一二︺⁝井上長三郎
□中國に於ける全面的凝展の教育

︹目本経濟のうごぎ四三︺
口日中技術交洗について

︹新聞研究六八︺⁝⁝⁝⁝⁝原田
□魯迅にちなんで

・野原

︹教育六の一〇︺⁝⁝⁝⁝⁝山田 正敏
□中國小説劇曲詞彙研究僻典綜合索引篇

︹調査月報︵絡理府︶一五︺

︹一晋樂藝術一四の一一︺

︹横濱市大紀要︺⁝⁝⁝⁝⁝波多野太郎

哲

□昭和丈學に於ける中國像
︹中國資料月報一〇六︺

廣李−

︹新研本丈學一二の三︺⁝⁝許

︹日本歴史一〇五︺⁝⁝⁝⁝曾我部静雄
□中共の孝道談義

戊申
巖他

□日中關係史上に於る大化の改新の地位

︹丈學論叢︵愛知大學︶特︺⁝内藤

︹圖書八二︺：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・大内 兵衛
□中國史分期論に關する畳書

口魯迅の﹁爾地書﹂

︹新中國三︺⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：中村
口日本に於ける魯迅

□中國における義務教育

□周恩來の南アジア放行

一衛

︹世界一三四︺

︹綜合丈化二の一二︺⁝⁝⁝徐 復観他
口新中國の宗教事情

□中國の女方のはじまり

口中國における政治のリア リ ズ ム と 文 學 の
リアリズム
︹中央公論七一の一二︺⁝⁝竹内
實
口中國の傳統と外來丈化

濱
十河

正己

︹大陸問題六の四︺⁝⁝⁝⁝濱野
□韓機に立つ中國の圖書館活動

︵一一二九︶

忠行

六九

中村
口日本に保存されている︑中國緯書

□中國劇評家としての辻聴花
︹新中國三︺⁝

︹新中國三︺・⁝⁝：：

︹新中國三︺⁝⁝：
□京劇詩集

︹中國資料月報一〇七︺

︹大世界一一の一二︺⁝⁝⁝中濃 教篤
︹剛九五七年閥月ー九月 ︺

□中國における宗教迫害最近の獲展

︹世界一三四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝神田喜一郎

︹世紀八四︺⁝⁝⁝⁝モンステルー●J
口中國の書物のことなど

現代中國關係主要 雑 誌 論 丈 目 録

⁝竹内

實

・J

文男

コ

現代中國關係主要難誌論文目録
︹圃書館雑誌五一の三︺
︹海 外 事 情 五 の 四 ︺

口中共の丈化政策
臼﹁大民話﹂と﹁小民話﹂

︹北斗二の六︺：
□中ソ科 學 技 術 協 力 の 實 膣
︹アジア経濟旬報三二〇︺
9●：：●：：：：：︒レイセン

ロ中國研究について
︹海外事情五の四︺⁝⁝：⁝草野
□新中國における教育映畏の製作配給
︹覗聴畳教育一一の四︺

六の二︺・⁝⁝⁝⁝⁝：：・⁝鮫島 國三

︹久留米大學論叢︵人丈・肚會科學︶

□中華人民共和國の國語政策
︹文學論叢︵愛知大學︶特︺⁝鈴木 揮郎

□動詞軍用の使動式

同転

同縣

︹中國語學五九︺：：⁝⁝⁝：高橋 君卒
□近年における中國の言語研究の嚢展

︹東方學二舌：⁝⁝⁝⁝⁝・董
︹東方學二二︺：⁝⁝⁝⁝⁝・董
口丈法論の性格

明保

口中國語の一音韻研究

︹中國語學六三︺⁝⁝⁝⁝⁝藤堂
口現代中國文法の研究

七〇

□中國語法の獲達

︵叫＝二〇︶

係︶∀⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝：大柴

清

衛

︹神戸外大論叢七の五︺⁝⁝太田 辰夫
□太李洋職箏中在支邦人學校歌況
︹姫路工業大學研究報告︵一般教育關

︹丈學論輯四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝那須

□新中國の標準語問題

□善良な詩人達︵一︶

禮

秀夫

秀夫

︹北斗二の四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝宇田
□戯曲荊肢記はいかに改作されているか

︹中國文學報六︺．一⁝・⁝⁝：・岩城

□最近の中國における琵琶記論争

︹中國丈學報六︺

︹中國丈學報六︺⁝⁝⁝⁝⁝岩城
□最近丈献目録

□人民内部の矛盾と丈藝界
︹アジア経濟旬報三二七︺

⁝：：・ドラグウノ！フ・ア・ア

︹中國語六二・六三︺

□人民と詩

︹北斗二の六︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝川本
ロチェコにある中國美術

桃雄

邦衛

久雄

︹藝術新潮八の六︺⁝：・⁝・：北川

□新青年と青年雑誌︵上︶

︹北斗二の四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝檜山

︹世紀八八︺⁝⁝⁝⁝モンステルレ・﹂
□改作は常に成功するか

︹新潮五四の四︺⁝：⁝：⁝：吉川幸次郎
□中國における文藝復興

ロ日本人編纂中國俗語辮書の若干について
︹天理大學學報八の三︺⁝⁝鳥居 久靖

︹中國語學六乙⁝⁝⁝⁝⁝鳥居 久靖

□中國語の非自立的形式について
︹中國語六〇︺⁝⁝⁝⁝：⁝・山岸
□中國語βーマ字化への道
︹アジア経濟旬報三一二︺

共

︹人文學報︵都立大學と六︺
⁝永島榮一郎

□現代北京語の一晋聲學的考察

て

□日本に於ける中國語學遺産の整理につい

行夫考夫考己

□中共の ﹁學制改革に關する決定﹂
︹學校経螢二の五︺

□中國の戯劇改革論の一側面
︹東洋文學研究五︺： ⁝・原田
︹薪中國戯曲の主題
︹紳戸外大論叢七の五︺： ⁝大芝
□中國語における命令と商量について
︹中國語學五九︺⁝ ⁝：：内田

□中國語 ﹁ 新 語 ﹂ の 研 究
⁝⁝：大芝
︹中國語學五九︺・
□︿罷Vの歴史について
⁝：：太田
︹中國語學六二︺・
□中國語は﹁名詞過多﹂ である？
︹中國語六二︺⁝：
：：・⁝⁝佐藤
□含義と表意について

正

道

利辰

口中國の民謡

︹言語生活六七︺⁝⁝⁝⁝：．原田

︹北斗二の六︺：⁝⁝⁝⁝⁝村松
口福建語の教會ローマ字について
︹中國語學六〇︺⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 王
口中國でも悩む地名人名の﹁生僻字﹂

□中共の新丈字と漢字敦育
︹斯丈一八︺：⁝：⁝⁝⁝⁝：松井
□延安丈藝座談會における講話に學ぶ

︹前衛一二九︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝藏原
口魯迅﹁一件小事﹂に就いて

小野田耕三郎

︹明治學院論叢四五︺⁝⁝⁝大山

︹北斗二のご：
□魯迅 ー 抵 抗 の 姿 勢
︹國際政経事情一ニロ⁝⁝⁝近藤 晴彦
口魯滝離課論考
︹中國語學六〇︺⁝⁝⁝⁝：・志賀 正年
□魯迅課丈艦の一様相
︹中國語學六一︺⁝⁝⁝⁝⁝志賀 正年
口魯迅の醗課研究
︹天理大學學報八の二︺⁝⁝志賀 正年
口魯迅について

素純

︹人丈學報︵都立大學︶︺⁝⁝伊藤 敬一

□中國に於ける佛敏倫理
⁝⁝・諸戸

︹人丈碑究︵大阪市立大學︶八の五︺

現代中國關係主要雑誌論丈目録

耀宗

：：望月八十吉

︹人丈研究︵大阪市立大學︶八の七︺

□宗教政策を貫徹する問題について︐
︹福音と世界一二の七︺⁝⁝呉・
口中國語法上の若干問題黙

□﹁漢語の簡約性﹂

⁝⁝⁝猪俣

庄八

︹研究︵神戸大學︶一四︺⁝⁝高橋 君李
□魯迅傳畳書
︹北海道大學丈學部紀要六︺

口中國における丈法研究

︹机八の八︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・香坂 順︸
□毛澤東の丈章

・⁝伊地智善纒

⁝楊

⁝小島

⁝⁝倉光

︹中國語學六六︺︐⁝⁝⁝⁝⁝大芝
□李卓吾の丈學観
︹關西學院大學丈學論集四のご

□中國の歴史教育
︹歴史教育五の九︺・

︹歴史教育五の九︺⁝

口豪溝の歴史教育

︹アジア経濟旬報三三八︺

□中國における教育乏漢字
︹机八の八︺：
□小學生の進學難問題

︹教師の友五七︺⁝⁝⁝︑カめだ とうご

□人民中國の丈化と教育

考

□集團主義と國民教育
︹教育七の一〇︺⁝：：⁝：齋藤秋男他編
□﹁生命力について﹂i郭沫若氏の一面

︹新潮五四の七︺⁝⁝⁝⁝⁝桑原 武夫
□中華人民共和國の歴史致育
︹歴史教育五の九︺⁝⁝⁝⁝多費秋五郎
ム

□中國演劇とスタニスラフスキー．システ

︹新藝術五︺⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・土方 與志
□中共の髄育覗察から蹄つて
︹髄育の科學七の八︺⁝⁝⁝竹腰 重丸

□動揺する中共學生

・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝丁

光訓

︹世紀九一︺⁝⁝・：⁝モソステルレ．﹂
□今目の中國教會︵一・二︶
︹福晋と世界一二の七．八︺

七一

宣丸

博徳

鹿三

・⁝⁝⁝⁝⁝檜田渉

︵一コ一二︶

︹東方學一四︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝和田

口我が東洋學界の近況︵一四︶

︹人丈地理九の二︺⁝⁝⁝⁝森

□中國地理學界展望

︹人丈研究︵大阪市立大學︶八の七︺

□巌復について︵畳書︶

□清末傳統思想の一攣形
︹國際政経事情二三︺⁝⁝⁝藤井

︹福音と世界一二の七︺⁝⁝淺野順一他

□中國教會の現在と將來︵座談會︶

杏晋卯
庭治ZF

□魯迅とゲーテ・コルヴィツ

育一
正惟武
春人男稔徳彌

現代中國關係主要難誌論丈目録

意義 ︵ 一 ︶

海曙

順一

豊

震三

浩一

口中國物理學をみて
︹學燈五四の九︺⁝⁝⁝⁝⁝藤本 陽一
口清末公羊學派の形式と康有爲學の歴史的
︹國家學命目雑誌七一の七︺．：野対

︹アカデミア一七︺：⁝⁝ρ⁝佐藤

□張之洞の憂法思想

□日本における孫丈關係文献目録

⁝⁝：⁝香坂

︹入丈研究︵大阪市立大學︶八の七︺

︹思想三九六︺：：⁝⁝⁝⁝：野澤
口中國における丈字改革

□丈字改革雑感

︹北斗三の口⁝⁝：⁝⁝・⁝佐藤 一郎

︹ことばの教育一九の九︺⁝悦
﹇清末丈學の周邊

七二

︵一一三二︶

その他
︹一九 五 五 年 ︺

□共産主義のコワサを知らぬ日本人
︹實業之日本五八の一一︺⁝苗
□中國 と い う 國 名
︹名古屋商工會議所月報一五〇︺

⁝⁝⁝小林
□北山尽メーデーからかえつてーアジア・

：⁝⁝高野

︹エコノミスト三三の三五︺

口黄河水系の絡合開登

︹アジア経濟旬報二六 四 ︺

口黄河の始杯合開襲計澄

□吐會華義國の佳宅をみる族
︹婦人公論四〇の九︺・⁝

現代中國關係主要雑誌論丈目録

剣秋

英ニ

實
勝英

・・船越 輝子

ロォーエン ・ラティモアと内陸アジア研究
︹東京外語大學論集四︺： ：坂本 是忠

︹世界一二ご⁝・ ⁝⁝；村田省藏他

口周恩來﹁と金日つて

︹北大季刊八︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝明石

□中共抑留の九年

フリカ勢働者は友好と團結に向つて一歩
前進した
︹螢働纒濟旬報九の二六六︺

ア

□﹁支那﹂と﹁中國﹂

︹師と友七の八︺⁝⁝⁝⁝⁝清水

三郎

蛋一一一

︹歴史の研究二︺⁝⁝⁝⁝⁝佐藤
□中國の民族性と中共
□中國ということ
︹讃書春秋六の九︺：⁝⁝・⁝杉本直治郎
ロソヴェト・中國を旋して︵封談︶
︹世界一一六︺：⁝⁝⁝⁝⁝・大内兵衛他
□興國の氣風について

︹世界一一七︺：・⁝⁝⁝⁝⁝長田
新
ロソ蓮・中共を競察して︵一二7三︶
︹中等教育費料四の九・一〇・一一︶
⁝：茅
誠司

葦卒

︹世界と日本二〇︺⁝⁝⁝⁝長谷川正安

□印度・中國の族から

ロインド・中國・朝鮮の印象
︹新日本丈學一〇の九︺⁝⁝火野

秀雄

︹世界週報三六の三己⁝ヨ宮地傳三郎

□百聞一見と百見一實行ーソ連中國の學術
硯察から

□新中國難感

︹農林金融八の七︺⁝⁝⁝⁝丸縮
□豪溝その後

新

︹明窓六のご⁝⁝⁝⁝⁝⁝副島 有年

︹婦人公論四〇の九︺⁝⁝⁝長田

︹中央公論七〇の七︺⁝⁝⁝永井

︵一一三三︶

伸睦

□建國六周年を迎える新中國
︹アジァ経濟旬報二六五︺⁝岩村三千夫

︹経濟時代二〇の一〇︺⁝⁝大野

口蒋介石に招かれて

︹ダイヤモンド四三の五四・五六︺
⁝⁝・千葉 三郎
□塵溝の日本色
︹世界週報三六の三二︺

洋

道雄

□宋慶齢との會見と日本の子らへのメッセ
ージ

□豪潜寸描︵一・二︶

□豪潜・・香港・漢門

ロソ蓮・中國の印象
︹見方考え方二︺⁝⁝⁝⁝⁝工藤 忠夫
□ニヵ月の新中國べつ見
︹世界週報三六の二七︺1⁝熊谷 幸博

︹師と友七の五・六︺：⁝⁝・菅沼
□塵海現勢報告

：・・⁝桑原 武夫

ロソヴィエト・中國族行記︵一・二・三︶
︹新潮五二の九・一〇・一一︺

ロソ連・中國見たまま
︹中央公論七〇の八︺⁝⁝⁝桑原武夫他

繁

・⁝⁝名和統一

ロソ蓮・中國五〇日の放
︹エコノミスト三三の二八︺
ロソ蓮・中國を訪ねて
︹中央公論七〇の九︺⁝⁝⁝南原

七三

現代中國關係主要難誌論丈目録

：武藤

口主としてソ蓮・中國の病院について
︹勢 巡 火 六 の 一 一 ︺ ； ：

完雄
勝

□訪ソ訪中の族

︹世界週報三六の三三︺⁝ −野溝

裕式

修彌

・⁝・伊東

：能智

□訪華歌舞伎團に同行して
︹アジア経濟旬報二七二︺
︹專轡買八一︺・：：：・：

□長薦臨皿の思い出

：土居 明夫

□南原繁先生に問うー﹁ソ連・ 中國を訪ね
て﹂︵南原繁︶を讃んで
︹大陸問題四の一〇︺・⁝
口百年河清を待たず

・：津久井龍雄

︹女繭藝春秋三三の二二︺：・：久原房之助

□新中國で感じたこと
︹新略謡一の六︺・

口新中國の艦験を聞く

−大内

・：横田

兵衛

實

︹開拓者五〇の一ご・⁝： ：福地 いま
□周恩來會見記
︹世界一一九︺⁝：

︹調査時報︵伊藤忠︶七三︺

ロソ蓮・中國の族
︹圖書七二︺：：
□内山完造編﹁新中國讃本﹂

□會つた人見たことー中國訪間の印象
︹世界週報三六の二九︺⁝⁝石上
ロイギリス肚會主義者の中國観
︹肚會思想研究七の一一︺

詔

□中國室の族
︹蓮輸︵浬輸省︶五の

□私の見てきた中國
︹健康保瞼九の一〇︺

□古い中國の放入
︹世界一一九︺⁝：
□上海人民遊場

保衣

むめお

七四

q ソ連中共を観察皿して

︵一二二四︶

⁝：茅

︹日本物理教育學合昇而三の一︺

O中ソ親察談

勇

□主婦がみた中ソ

︹一九五六年︺

︹世界週報三六の三四︺⁝⁝奥

︹世界週報三六の三五︺

：小林

徳松

□地は血よりも濃し
︹丈藝春秋三三の二二︺⁝⁝清水

誠司

寅次

董三

むめお

︹大陸間題四の一二︺⁝⁝⁝辻
政信
□中國見聞論箏i﹁おとなりの新世界﹂を
めぐつて
−坂本

健夫
實

：高木

：奥

：岡田

：ウォトソン サム
二︺

︹東邦経濟二五の一〇︺・

□新中國・行きつ戻りつ
︹自弊三七の一〇︺：：⁝
□中國の六大都市を巡つて

︹アジア経濟旬報二六九︺： ・竹内
□新中國管見

齊

□中共覗察族行雑観

由島

︹太李洋問題二四︺⁝⁝⁝⁝功力
□中共から婦つて

正雄
−津久井龍雄

□北京撮影所見學

修彌

︹丈學二四の乙⁝⁝⁝⁝ー加藤與兵衛
葦卒

口満洲の宿

︹世界週報三七の六︺：⁝：：郭

□日本訪問記

沫若

︹ホテル・レビュー七の六九︑七〇︺
⁝⁝畦地梅太郎

︹競聴畳教育一〇のご⁝⁝能智

：火野

葦李

−北村徳太郎

：火野

六︺

︹太早洋問題一九︺⁝⁝⁝⁝和田
□中國の放

︹エコノミスト三三の四五︺

︹文菰ゴニの一三り一四・

□右翼人︑中共を往く
︹世界週報三六の三五︺・
□赤い國の族人

口息苦しい國々
︹新政界一のご・
□中共の論功行賞
︹世界週報三六の三〇︺

□私の見て來たソ連中國
︹紹濟展望二七の一一︺

□方諸と陽燧
︹藝林七の二︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝佐
□鶉伯賛氏を園んで

中肚

隆造

謙吉

□私の見た肇溝の實情

︹世界週報三七の二五︺⁝⁝山崎

︹自警三八の四︺⁝⁝⁝⁝⁝芳澤
□豪北見聞記

□中國入の封ソ感情
︹ソ連砺究五の九︺：⁝⁝・⁝竹内 重壽

順二

︹中央公論七一の輔O︺⁝⁝谷崎潤一郎

□見てきた中國
︹水産界八山へO︺⁝⁝⁝⁝⁝山崎眞之助
□上海交遊記
重任

︹新日本丈學一一の七︺⁝⁝木下

□徴迎中國訪目京劇代表團

宏次

︹新聞研究五八︺⁝h⁝⁝：⁝横田

□新しい中國を語る

・⁝壽

︵一二二五︶

白蓮

俊仁

清子

□新豪溝ところどころ
︹アジア問題四の二︺：⁝⁝・小野

光章

□天津でのこと
︹テアト・一八の九︺⁝⁝⁝尾崎

恵介

七五

︹開拓者五一の一〇・一一・一二︺

□管見中國印象記

︹大法輪二三の一二︺⁝・⁝：宮崎

□中國の寺々の印象記

︹外國交通調査資料一〇の五︺

□青年の語る明るい中國
︹開拓者五︼の七・九︺⁝⁝長
□中國観光事情
︹國際襯光情報一〇四︺

實他

□私の見てきたソ連と中國
︹キネマ旬報一五五︺⁝⁝⁝木下
︹關西経協一〇の五︺：⁝⁝・森井
︹丈藝春秋三四の七︺・⁝⁝：許

□人民服の世界に絶望して

羊吉

□中共のために役立つ人々
︹日本及日本人七の六︺⁝：．想
口新中國をみる
︹世界週報三七の一ご・⁝：渡部

庄内

□豪溝鐵道におけるディーゼル動車の改良

□中國からのニュース

︒宮

・：・：：：クラフト︒E・S他

ロドイッに於ける支那學の近況
︹東京支那學報二︺

︹歴史教育四の四︺：⁝⁝．⁝鈴木俊

︹歴史地理教育三のご

□香港というところ
︹新聞研究五五︺⁝⁝⁝⁝⁝山田 友二
□一八 年 ぶ り の 日 本
︹中央公論七一の二︺：・⁝⁝郭
沫若

□中國科學院訪日學術覗察團を迎えて

︹知性三の二︺：・：⁝：：⁝⁝青山登志朗

口高校生のみたソ・中國
□新中 國 の 管 見

清人

末治

善守

︹太耶洋問題一二︺⁝⁝⁝⁝田島 正雄
□中國よもやま話
︹CHAMBER七〇︺⁝⁝久保 專治

︹再建﹂Oのご⁝⁝⁝⁝⁝堀

口中共を見せてもらう
︹太挙洋問題一二︺⁝⁝⁝⁝橘
□新中 國 の 印 象

口新らしい中國の族メモから

︹歴史評論七三︺

︹教育六の二︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝山田
口新中 國 の 建 設 と 科 學 者
□毛澤東傳︵四・五・六︶

茂樹

□皇帝博儀は何を考えていたか

・⁝：⁝貝塚

︹世界二一二・一二三・一二六︺

□中國都市の印象

ロソ蓮・中國の新しい學風
︹思想三三六︺・ ：⁝⁝⁝小椋 廣勝
︹アジア経濟旬報二八七︺

口美しくなる中國の服装

の

︹丈藝春秋三四の九︺⁝：⁝・工藤忠

︹市政五の二︺⁝⁝⁝⁝⁝⁝竹内
實
□新中國の入間像
︹世界週報三七の二︺⁝⁝⁝高桑 純夫

□友あり遠方より來る
︹丈藝春秋三四の四︺⁝⁝⁝何 感欽他

現代中國關係主要雑誌論丈目録

現代中國關係主要雑誌論丈目録
：⁝由崎 健作
□職後目本に於ける現代中國關係主要雑誌
論丈目録
⁝：石川
明夫

忠雄

︹法學硯究二九の六・七・八・九・一

〇︒一一︺⁝：
□差し 向 い の 毛 澤 東

︹中央公論七一の二じ⁝⁝谷川 徹三

︹丈藝春秋三四の一一︺⁝⁝土居
口中國とソ連を訪ねて
□中國はソ連とどう違うか
︹中央公論七一のニロ
ロ北浦 洲 の 大 洪 水

︹ソ連研究五の一〇︺・⁝ 近藤
□﹁百花齊放百家箏鳴﹂ に 感 あ り
︹中央公論七一の二一︺： ：蘭
□替軍人の目に映じた中共
︹東洋経濟新報二七四八︺ ・・堀毛

□訪中 共 の 感 想 か ウ

︹ソ連研究五の一二︺⁝・ ：堀毛
□毛澤 東 主 席 と の 會 談 記

・⁝・土居

︹大陸問題五の一︐一︺⁝ ・：土居

口中共硯察報告
︹大陸問題五の一一︺⁝・

口これがほんとうの新中國だ
︹實業展望二八の一二︺： ：宿谷
口塞滞の地理匹域
︹地理學詐論二九の一一︺ ：陳

東京﹁水淋傳﹂
︹経濟往來八の一二︺

暎

良一
⁝・加地 信他

：⁝檀

□中國から招かれた考古學者たち

︹學校経螢二の一︺

口中共の小學生守則

︹部落九の一︺：：

一雄
計

口新らしい年を迎えるにあたつて：中國朝
鮮の族から
⁝⁝松本治一郎

︹世界週報三八の二︺・⁝⁝：帆足

□沙漠の都ウルチム

︹新潮五四の一︺・

口わたしの洗

⁝⁝⁝：⁝⁝⁝こはやしつねお

︹新日本丈學一二の三︺

︹新日本丈學一二の二︺⁝ ：堺 誠一郎
□中國重慶旋行

□二度見る中國

︹世界一三四︺・

︹世界の勢働七の二︺⁝： ⁝安恒
□中國留用生活十年︵座談會︶

ロハーヴァード大學における中國研究
・：石川 忠雄
︹外政四︺⁝⁝・
□新中國を族して

︹一九五七年一月−九月︺

︹丈庫六三︺⁝⁝⁝⁝⁝・⁝村松

□中國で會つた人たち

q．

正榮明明一一也義
詳一夫夫麿麿牧明

七六

︵一

一三六︶

⁝：駒井

和愛

︹學校経誉二の五︺：： ・⁝⁝宗像 誠也

︹學藝手帖一︺⁝⁝
□中國の印象

□中國を見てぎて

︹教育七の五︺⁝⁝⁝： ・⁝：宗像 誠也
口中國の都市見たまま

⁝小竹 丈夫

・ ⁝⁝五藤 齊三

︹市政六の五︺・⁝：： ・⁝；名取洋之助
□新中國の族から
︹北斗二の二︺⁝
⁝：竹内
實

︹東商二一〇︺⁝：

口中國を訪ねて

︹地理二の六︺・

□甘粛・寧夏の族

□新中國雑記

︹杜會主義六八︺・⁝⁝ ⁝・伊藤永之介
□中共訪問報告
︹肚會思想研究九の六︺ ⁝⁝曾禰
盆

□周恩來欧亜族行の足あと
︹大陸間題六の四︺

︹中央公論七二の五︺ー ⁝⁝・倉石武四郎

□中國人の見た職後の日本

□周恩來との二時間︵謝談︶

︹北斗二の三︺⁝

⁝：曾村

⁝⁝・佐藤

保信

一郎

︹映畳藝術五の六︺⁝： ⁝・伊藤雄之助他
口芥川龍之介と中國

□内田良卒の中國観
︹法律新報六四の六︺・

口新中國のノ！トから
︹丈藝一四の三︺・⁝⁝ ：；青野

□中國についての夢
︹世界一三四︺⁝⁝・・ ⁝・長與

□忘 れ 難 き 新 中 國

︹丈藝一四の六︺・
・：宇野
□大連のこと
︹新日本丈藝一二の二︺⁝：城戸
□新中國漫遊記
︹中央公論七二の一︺・・⁝：那須
口中國は攣貌する

：石川

ロコ竣論篇騨須：：山田

︹世界一三九︺

︹外政六︺⁝
□揚子江大餓橋

□中國專門記者とその業績

●⁝⁝西

現代中國阻係主要難誌論丈目録

□中國見聞記︵一・二︶

︹婦人公論四二の九︺−⁝：・城

冒麹講離ゼ．︑

口新中國みたまま

□中 國 見 面
︹短歌研究一四の七︺⁝・：⁝森岡

千枝

清子

貞香

︹新聞研究七二︺⁝・・⁝⁝⁝波多野乾一
口新中國を訪ねての感想
︹産業勢働月報一二 の 三 ︺ ⁝ 三 輪 政 太 郎

︹肚會主義七二・七三︺： 上野

高木

伊藤

⁝目加田

︹丈學研究︵九州大學︶五六︺

ロヨーロッパから見たソ蓮と中國
︹中央公論七二の一一︺⁝⁝猪木
□禮教喫入

︹心一〇の九︺⁝：：

口中國日記︵紀行︶︵一︶

口中國みたままの記︵紀行︶
︹市政六の九︺⁝

忠禮良又浩善季
雄三輔一二郎吉

誠 正千良建
道春雄一

七七

︵一コニ七︶

