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［2011］00821-2 ▷128,000円
第31回【宗教２】8巻（241-248巻）
［2012］00822-9 ▷112,000円
第32回【神話・伝説】6巻（249-254巻）

［1996］00407-3 ▷97,087円
第2回 【宗教】8巻（10-17巻）

［2012］01108-3 ▷116,500円
第33回【海運】7巻（255-261巻）

［1997］00408-1
第3回 【近代史】6巻（18-23巻）

［2013］01115-1 ▷122,000円
第34回【アジア写真集Ⅲ】6巻（262-267巻）

▷97,000円

［1997］00409-X ▷114,000円
第4回 【人類学2】6巻（24-29巻）

［2013］01124-3 ▷118,000円
第35回【紀行】8巻（268-275巻）

［1997］00410-3 ▷101,000円
第5回 【東西交渉史】6巻（30-35巻）

［2014］01131-1 ▷120,000円
第36回【旅行・案内記】6巻（276-281巻）

［1998］00411-1 ▷107,000円
第6回 【中国思想（諸子学）】8巻（36-43巻）

［2014］01139-7 ▷118,000円
第37回【華僑】7巻（282-288巻）

8巻
（44-51巻）
［1998］
00412-X ▷110,000円
第7回 【経済・社会
（中国ギルド）
】

［2015］01147-2 ▷112,000円
第38回【民族】7巻（289-295巻）

［1998］00413-8 ▷111,000円
第8回 【教育】9巻（52-60巻）

［2015］01153-3 ▷132,400円
第39回【南洋２】5巻（296-300巻）

［1999］00414-6 ▷136,000円
第9回 【法制1
（中国）】7巻（61-67巻）

5巻
（301-305巻）
［2016］
01159-5 ▷117,500円
第40回【アジアの海と島々】

［2000］00415-4 ▷108,000円
第10回【演劇】10巻（68-77巻）
［2001］00416-2 ▷121,000円
第11回【法制２】8巻（78-85巻）
［2002］00417-0 ▷149,500円
第12回【風俗・民族】7巻（86-92巻）
［2003］00418-9 ▷100,500円
第13回【映画・演芸】8巻（93-100巻）
［2004］00419-7 ▷120,100円
第14回【南洋】12巻（101-112巻）
［2004］00421-9 ▷134,000円
第16回【産業・資源】11巻（121-131巻）
［2005］00270-4 ▷120,500円
第17回【地政学】9巻（132-140巻）
［2005］00279-8 ▷135,000円
第18回【森林資源】8巻（141-148巻）

6巻
（149-154巻）
［2006］
00286-0 ▷125,000円
第19回【北方・南方森林資源】

［2016］01166-3 ▷110,000円
第41回【ビルマを知る】6巻（306-311巻）
＊
［第42～46回
（第 312 ～ 333 巻）■発行：大空社出版］

「アジア学叢書」既刊（第1～311巻）総目次編】

第42回【

3巻（312-314巻）
［2017.8］978-4-908926-11-2

2019年12月

〈電子書籍配信サービス〉

［2007］00527-3 ▷123,000円
第22回【芸術・文化】9巻（165-173巻）

［2009］00727-7 ▷111,000円
第26回【農業生活】8巻（197-204巻）
［2009］
00741-3 ▷125,000円
第27回【中国を知るⅠ：人と風土】10巻（205-214巻）

個人

［2008］00620-1 ▷120,000円
第25回【アジア写真集Ⅱ】6巻（191-196巻）

機関

［2008］00609-6 ▷111,000円
第24回【アジア写真集Ⅰ】8巻（183-190巻）

新規搭載
＊ご利用ください。

テキスト検索可

丸善雄松堂

［2007］00507-5 ▷115,000円
第21回【地名】6巻（159-164巻）
［2008］00545-7 ▷137,000円
第23回【民族誌】9巻（174-182巻）

▷73,000円

原資料が判る ＆ 調べる・捜すものが見つかる！ 既刊全311巻（書目335点・
総14,500頁）の目次を〈新組〉集成。本文に当り原資料収録内容を、原目次に
ない小見出し項目まで記述した詳細きわまりないもので、図表・写真・地図から
執筆・寄稿者・発行情報などの明細も採録、さらに難読漢字のルビも付記。人
文・社会・思想・宗教・科学・芸術等「アジア」研究への強力なツール。

［2006］00291-7 ▷111,000円
第20回【蒙古1】4巻（155-158巻）

［2018.4］978-4-908926-48-8
第43回【南方事情（タイと
】6巻（315-320巻）
マレー）

▷80,000円

［2010］
00754-3 ▷124,900円
第28回【中国を知るⅡ：人と社会】9巻（215-223巻）

4巻（321-324巻）
［2018.9］978-4-908926-60-0 ▷88,000円
第44回【台湾】

［2010］00769-7 ▷109,300円
第29回【民俗】9巻（224-232巻）

［2019.8］978-4-908926-68-6 ▷78,000円
第45回【エリア・山東】3巻（325-327巻）

［2011］00790-1 ▷138,000円
第30回【物産】8巻（233-240巻）

［2019.12］978-4-908926-75-4 ▷90,000円
第46回【エリア・長江】6巻（328-333巻）

・表示価格は本体（税別）
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340 頁 978-4-908926-70-9
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［2004］00420-0 ▷128,000円
第15回【交通史】8巻（113-120巻）

＊収録内容見本進呈

形にして伝える。

12,000 円

［1996］00406-5 ▷95,146円
第1回 【人類学】9巻（1-9巻）

学術資料出版
（上：第 329 巻収録図）
（中：第 332 巻収録地図）
（下：第 331 巻収録写真）

全 6 巻揃 90,000円

260 頁 978-4-908926-69-3

〈各巻分売可〉

「アジア学叢書」刊行（配本）一覧
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長江
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一色忠慈郎 編著
12,000円

森 岳陽 著 ／酒井一好 編

《南華とはどんな処か》広東在住 年の居留民会長による旅行記。「支那内地の旅行気分を伝え、かつ通過した地方の現状を紹介せんが
琶 江口站／連江口站／英徳站
ため」（「序」より）
【目次抄】〔著者撮影写真図版 点〕序（須磨弥吉郎）／韶州に向ふ／広東／楽同站 ／氵
／英徳／馬壩站 ／韶州／韶州船／楽昌／轎屋／風門坳と鵝頸坳／九峰／蔚嶺関 ／塘村／広東省と湖南省の境界 ／良田 ／郴州／衡陽城・
風呂／長沙／岳麓／何健主席／漢口／嘉魚・黄州の赤壁／大冶鉄山／九江／廬山／南昌／蕪湖／南京／中山墓陵 ／雨花台・方孝孺墓／
報恩寺／龍膊子地道爆破の処／曽国藩の上奏文／上海／厦門・汕頭／土耳古風呂／韓愈と大顛和尚の問答 他 〈付〉一周経路地図

伊夫伎孫治郎 著

328 巻より
重慶城内より江北街・長江を望む

978-4-908926-69-3
260 頁

14,000円
332

巻

331
左下：繭取扱

右下：繭乾燥

上：繭取引

下：韶州の軍橋と客艇

九江の河岸

三峡上流クイフ県城と増水時の長江

長江要覧

後藤朝太郎 著

「一色君は長江流域に在ること二十年、ある時は単身奥地に住して親しく地方の民
情風俗に接し、ある時は中支那派遣隊司令部に用いられて各地を旅行調査し、現
在漢口に在り…沿岸の各地大小市鎮足跡を印せざる処なく」（田代皖一郎「序」より）
【目次抄】序（後藤富賀美・西川喜一） ■長江の概要 水質・流速・水量・気候・
地質・人口・人種・言語・支流・湖沼・島嶼 ■長江航路 哩数・日数・汽船会
社別船隻／漢口～上海・湘潭・
（長沙航路）
・常徳・宜昌～重慶線／小蒸気船航路
／日支連絡船 ■長江沿岸各鉄道 京漢鉄道（平漢路）／粤漢・大冶・南潯・津浦・
滬寗・滬杭甬 ・淞滬・桃冲鉄道／湖北地方長距離自働車路 ■各港湾都市 漢口
／武昌・漢陽／外国・日本租界／邦人概況／武漢／国民政府各機関／湖北省／外人・
日本人商社／教育機関／言論機関／社交・娯楽機関／名勝古蹟／黄鶴楼／赤壁／
競馬場／鄭州／大冶鉄山／九江／廬山／南昌／江西省／安慶／安徽省／蕪湖／南
京／蘇州／鎮江／上海／杭州／西湖／長沙／湖南省／常徳／岳州／沙市／宜昌／
巫山三峡／重慶／四川省／成都 他 〈付〉武漢三鎮要図（附日本租界要図）

長江千里

［原本：飯田三宝堂印刷所 1928・昭和3年刊］

11,000円

329 巻
黄鶴楼址より漢陽漢口を望む
329 巻

「本当に日本で支那の事を知り、風物風土を理解せんとするならば、まず
この長江を知るべきであるといえる」（「序」より）【目次抄】〔口絵写真 点〕

上海経済新報編輯局 編

盧山と泰山 ／長江五題 ／大黃河・皮袋の筏船 ／大陸の洪水 ／広東の
珠江・阿片窟・軍艦嵯峨を訪ふ／四川の新首都重慶 ／支那奧地の大自
然 ／瀟寥山西の山容 ／松江に鱸魚を逸す ／江蘇の大湖・海賊村・無
錫の梅園に遊ぶ ／西湖の変遷 ／支那山郷の船頭 ／田園自ら楽しみあ
り ／黄山遊記 ／続・黄山遊記・支那の旅行と旅館 ／南支の旅 ／漢口
行 ／鄭州から漢口へ・京漢線を行く・西域に連る東西大動脈・穴居
部落・三千年前文字の発祥地・蟠居する大刀会・紅槍会・河南大平
野と土豪の城廓・北の境、武勝関 ／禅寺に味ふ落雁の風味 ／支那山
寺の客堂 ／支那宿の窓から ／亜細亜一の豆男 ／支那画に見る気韻 ／
聯と扁額の幽玄味 ／石人石馬の世界 ／古美術珍宝の持出し ／支那の
絨氈／支那城内の扇面舖／金魚の冬越し／許世英大使と語る 他

長江の旅

978-4-908926-70-9

南華とはどんな処か／ 揚子江沿岸の主要都市概況

沿岸各地の名勝史跡・漢詩等を紹介する他、主な産業も概説した新書判の旅行
ガイド。【目次抄】〔写真 点〕揚子江概説／揚子江の航運／三千浬長江の旅／
鹿島立／通州 ／福山／江陰／鎮江（金山寺・甘露寺・焦山・五州山・黄鶴山・
芙 蓉 楼 ） ／ 揚 州（ 府 城・ 天 寧 寺・ 史 可 法 墓・ 徐 家 花 園・ 五 橋 亭・ 蜀 岡・ 平 山
堂・法浄寺・蓮性寺・呉公台）／南京（北極閣・鶏鳴寺・施食台・半山寺・台
城・秦淮・夫子廟・桃葉渡・鐘山・棲霞寺…）／采石磯／烏江／大平府／蕪湖
／荻港／大通／池州府／安慶府 ／湖口／九江／廬山（天地山・御碑亭・棲賢寺・
三峡…）／九江 焼／南昌／武穴／黄石港／大冶鉄山／黄州／陽羅／漢口（商
業・貿易・輸移出入品・工業・日本欧米人経営）／武昌／漢陽／武漢の名勝史
蹟／新隄／岳州／洞庭湖／長沙／常徳／沙市／宜昌／三峡の険／伏見の三峡溯
江―艦長・桂少佐の談 ／夔州府／雲陽県／万県／忠州／酆都／重慶／掛旗船
と渝行 ／瀘州／叙州／嘉定／成都（蜀漢の皇城・諸葛亮の宅址・武候祠） 他

揚子江案内

［原本：高陽書院 1938・昭和13年刊］

《揚子江沿岸の主要都市概況》
「政治、経済の中心地帯…産業、交通、貿易、文化の核心…資源の開発による躍進は目覚ましい…新興支
那は揚子江流域を枢軸として回転してゆくだろう」（本文より）発刊に就いて（中山幸市）／沿岸の特産物 ／中支の気象・交通運輸・対
外貿易／主要都市／ ■下流々域 ／江蘇地方（上海・蘇州・無錫・鎮江・常州・崇明・揚州・南京・浦口）／安徽地方（蕪湖・桃冲鉄山・
安慶・荻港）／江西地方（九江・南昌・景徳鎮）／ ■中流々域／湖北地方（武漢三鎮・大冶鉄山・沙市・宜昌・荊州・蘄春・石灰窰・
黄石港・黄州）／湖南地方（岳陽・長沙・常徳・湘潭） ■上流々域／四川地方（重慶・成都・叙州・万県）／ ■銭塘江流域／浙江地
方（杭州） 他 〈付〉揚子江沿岸の主要都市略図

支那長江貿易詳覧

上海毎日新聞社 編著

巻

右：韶州の市街
331 巻

9

上海の洋行に勤務した著者の四川・長江沿岸の貿易状況視察・資料蒐集に基づく報告書「調査成績たるや、官署公刊書の抜粋より成る尋
常一様の蒐録に非ずして、一事一項悉く実地の踏査より成れるもの」（「序」より）
【目次抄】〔口絵写真 点・書 点〕序（本多岩次郎・
東京高等蚕糸学校長 ＝著者出身校）／発行仕末（小室栄一） ■長江流域の蚕糸業 世界に於ける衣料生産及び該貿易の概観／支那の衣
料輸出（生糸生産額・消費・輸出・産地）／長江一帯の生糸類輸出（上海―輸出量比較・輸出先国別・原料輸出先国別・全支那輸出との
比較・輸出先に於ける需要・上海紐育間運賃・白糸・黄糸・野蚕糸・屑糸・屑繭・鎮江・南京・蕪湖・九江・漢口） ■漢水貿易及び漢
水地方の蚕糸業 漢水沿岸地帯の生糸・繭並に絹紡原料（蚕糸類産額・生糸品質・漢口の内外各商行と取扱品・沙布・宜昌）／四川省と
外省との交通（陸路・水路・灘・峡）／貨物の運輸（民船）／四川省に於ける貨物大集散地としての重慶（水路・貨物輸送・陸路・汽船・
鉄道企画）／重慶に於ける金融（銭舗・事変前後・軍票・元銀洋銀・銅貨及制銭）／重慶貿易（輸出入品・猪鬃・牛油皮・羊皮毛・羽毛・
五倍子・大黄・黄姜・麝香・白蠟・木油・麻・棕糸・木耳・菜種・黄蠟／輸入品・綿糸・海産物／四川省の鉱産物・鉄・石炭・塩） ■
四川省の蚕糸業 貿易上の蚕糸業の地位／蚕業（栽桑・気候及育蚕）／製糸業（繭・座繰製糸・器械製糸・絹糸紡績原料）／絹織物業（成
都・嘉定・保寗・潼川・重慶）／四川蚕糸業の現狀（器械製糸業・阿片生産の摩滅と蚕糸業）／四川省一般貿易概況（阿片・革命事変）
附録 ■支那蚕繭取引及支那に於ける蚕糸企業／支那に於ける蚕繭（日本へ輸出費用）／支那税関及釐金局並に其税金（海関税・子口
税・釐捐）／支那蚕糸業に於て日本人の成功する方法 ■支那蚕糸統計 ■追懐錄（小山房全他） 他 〈付〉支那物産幷ニ鉄道図
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［【揚子江沿岸の主要都市概況】
原本：日華貿易産業㈱出版部 1939・昭和14年刊］
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［【南華とはどんな処か】
原本：大阪屋号書店 1931・昭和6年刊］
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25

「全支貿易をも理解する為め、全支那貿易をも概観し、併せて、支那貿易の諸特徴に就ても述べ…上海、漢口の貿易事情を他より詳細に述べた。
…貿易統計は、海関統計を主とし、他に上海総領事館、上海・漢口日本商工会議所、満鉄等が海関統計によって作成した諸表をも参考し引
用した。」（「序」より）【目次抄】■支那外国貿易の沿革 初期の支那外国貿易（貿易港を広東一港に制限）／最初の通商条約（阿片戦争）
／第一回通商条約の改訂（天津条約）／十九世紀末の状態（英国の対支通商態度）／欧州大戦前後より日支事変前までの状態（関税自主権
の回復）／ ■全支貿易の概観（ 1936~38
年頃） 貿易額より見た全支貿易／商品別に見た全支貿易／相手国別に見た全支貿易／主要輸出
入品と其の相手国 ■中支那貿易の概観（ 1936~38
年頃） 貿易額より見た中支那貿易／支那事変下の中支那貿易／中支那貿易に於ける列
国貿易の地位 ■中支那各港貿易事情 中支那貿易に於ける各港の地位／中支那 港貿易事情（上海・漢口・重慶・万県・宜昌・沙市・長沙・
岳州・九江・蕪湖・南京・鎮江・蘇州・杭州・寗波・温州） ■揚子江の諸問題 揚子江概観 ／揚子江と列国の関係（英国調査隊・日清条約）
／揚子江流域に対する英国の特種権益問題（英支取極めの経緯）／揚子江航運業の沿革（各汽船会社）／揚子江通商に関する諸規則（長江
通商暫行章程）／ ■関税、海関、通関手続 支那関税の沿革／海関（組織・分課及職掌・税収額）／通関手続（輸出入税・従量税・従価税・
貨物損傷・旅客手荷物・納税及海関金単位・付加税・転口諸規則）／ ■附録 現行輸出入税率表（ 頁）／中支那貿易品（ 頁）
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［原本：南光社 1922・大正 11年刊］
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13

12,500円
978-4-908926-71-6
250 頁

328
329
330

340 頁
［原本：日本堂書店 1925・大正 14年刊］

16

編
「エリア・長江」
＊ 2019 年 12 月刊

331
332
333

「資料」はいつも
呼びかけてくる、生きている。

その時点で記録されたから、消えたものでも今、知ることができる！
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