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東亜 

27 号（1969.7）～ 現在，東京：霞山会 
**号（1978.10），『霞山』を『東亜』に改称 
103 号（1976.1）～186 号（1982.12） 
大阪大学附属総合図書館（調査：岡野翔太，2018 年 4，5 月） 

 
103 号～105 号   なし 

106 号（1976 年 4 月） 

  フォード訪中とアメリカの新中国政策（小尾敏夫） 
107 号～109 号   なし 

110 号（1976 年 8 月） 

  日中経済交流の展望（嶋倉民生） 
111 号（1976 年 9 月） 

  中国の文革派と右派の争い（蔵居良造） 

112 号（1976 年 10 月） 
  毛沢東以後の可能性（桑原寿二） 

  アメリカの中国研究（小尾敏夫） 

113 号    なし 
1976 年 12 月（114 号） 

  毛沢東以後の中国政局（蔵居良造，江頭数馬，岡宗義） 

115 号～121 号   なし 
122 号（1977 年 8 月） 

  中国の自然と人口と公害（宇井純） 

123 号    なし 
124 号（1977 年 10 月） 

  数量的側面からみた中国経済（尾上悦三） 
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125 号（1977 年 11 月） 

  中国の新しい政治体制（中嶋嶺雄） 

126 号（1977 年 12 月） 
  米中関係の展望（小尾敏夫） 

127 号（1978 年 1 月） 

  中国の運輸問題（奥井俊史） 
128 号（1978 年 2 月） 

  中国の裁判制度とその実情（大野正男） 

129 号（1978 年 3 月） 
  中国人民解放軍と民兵の実態（海原治） 

130 号（1978 年 4 月） 

  中ソ関係のなかでみたインドシナ（三尾忠志） 
131 号（1978 年 5 月） 

全国人民代表会議，政治協商会議“第二の長征”現代化の体制決する

（江頭数馬） 
  中国で感じたこと（守屋洋） 

132 号（1978 年 6 月） 

  鄧小平再復活後の中国の権力体制（岡部達味） 
  八〇年代に向けての大国のアジア戦略（伊豆見元） 

133 号（1978 年 7 月）  なし 

134 号（1978 年 8 月） 
  日中長期貿易取り決めと中国経済（市川衛門） 

135 号（1978 年 9 月） 

  日中“片面条約”の帰結（永井陽之助） 
136 号（1978 年 10 月） 

  日中条約の国際政治上の意味（阪中友久） 

  激化した地方のおおいかくし派摘発（江頭数馬） 
  米中連携の諸問題（宇佐美滋） 

  日中経済交流の新段階（山本剛士） 
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137 号（1978 年 11 月） 

  中国の国防産業（前田寿夫） 

華国鋒政権下の軍事論争：一九七七年の中共中央軍事委員会会議につ

いて（平松茂雄） 

  米国のアジア戦略と日中条約 

  アメリカ合衆国と中華人民共和国 
  四人組の文学者迫害と名誉回復（相浦） 

  利潤概念導入して企業管理改革 

138 号（1978 年 12 月） 
  鄧小平来日に残したもの（松井章） 

  鉄橋に大きな足跡：鄧副首相の来日（伊藤正） 

  鄧小平訪日と人民日報 
  中国は尖閣列島をこう見ている：鄧副首相の記者会見から 

  北京に嵐の前ぶれ，呉徳主任解任 

139 号（1979 年 1 月） 
  東南アジアの中ソ対立（岡部達味） 

  天安門事件に逆転判決，噴出した毛批判 

  中ソ対立と東南アジア（林理介） 
140 号（1979 年 2 月） 

  華国鋒政権下の軍事論争と全軍政治工作会議（平松茂雄） 

  党第十一期三中全会開催：近代化建設への基本確立 
  台湾の運命 

  中国の新建設を見て 

  四人組批判に幕，経済建設に全力 
141 号（1979 年 3 月） 

  四つの近代化と民主化（泉青） 

  中越国境ついに火を吹く 
  鄧小平副首相の訪米 

  中南海に農民デモ 
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  白日にさらされた文革中の残虐な迫害（野上正） 

142 号（1979 年 4 月） 

  中国のベトナム戦略（田所竹彦） 
  朝鮮・中越に迷惑げの“非同盟”（刀光） 

  近代化建設の手直し：製鉄の順位低下（蔵居良造） 

  朝鮮南北対話と鄧小平発言 
  中国民族ブルジョア階級に対する政策 

  米中国交と台湾の“安全”：米の立法化完了 

  新農業政策と極左思想の克服 
  日中関係の過去と将来（小川平四郎） 

  華僑問題分析の新しい視点（栗本弘） 

143 号（1979 年 5 月） 
  緊密化する米中経済関係と日本（山田康博） 

  「学大塞」から「作業班」へ：下を向く人民公社制度 

  撤退から会談へ：中越関係改善への険しい道のり 
  中越関係悪化の背景と今後 

  中国 12 年ぶりの再訪（江頭数馬） 

144 号（1979 年 6 月） 
  調整しつつ合理的方法へ前進（渡辺長雄） 

  現地に見る大転換期の中国：上海，成都，昆明，北京を旅して（野上正） 

  文革の否定と新経済政策（本橋渥） 
145 号（1979 年 7 月） 

  【時評】四つの基本原則 

  【随筆】はじめて中国で暮らした頃（小野嘉子） 
  【随筆】スレ違い（三品鼎） 

  根深い中越間の民族的対立（三尾忠志） 

  【カレント】流動する中国の政局 
  【カレント】変わる中国の経済管理機構 

  【講演記録】外国人のみた日本とアジア（グレゴリー・クラーク） 
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  半世紀にわたる中国の外交政策 

146 号（1979 年 8 月） 

【時評】中国の SALTⅡへの反応 
【随筆】中国を展望して（清水安三） 

【随筆】渝州瞥見（鈴木弘道） 

【随筆】中国研究者のしらけ（波多野善大） 
文革路線に決別した中国：彭真，薄一波ら要職に返り咲く（野上正） 

統計にみる中国経済の実態（蔵居良造） 

周恩来の生家を訪ねて：幼少期についての新しい発見（小川平四郎） 
【カレント】日中貿易契約再開の動き 

【講演記録】中国経済の成長力を占う（金森久雄） 

【書評】『台湾総覧』一九七九年版 
147 号（1979 年 9 月） 

  【随筆】鄭伯奇さん 

  【随筆】老舎の遺稿“正紅旗の下で”（立間祥介） 
  意外に大きい文革の打撃：北京，上海等主要大学を訪ねて（古島和雄） 

深刻化した中国の雇用問題：浮上した社会主義制度の矛盾とその打開

策（野上正） 
  【書評】『現代中国の権力と政治過程』 

148 号（1979 年 10 月） 

  【時評】文革脱却をめざす理論研究 
  【随筆】中国庶民の未来感知：安東の追憶（阿部利夫） 

  経済成長期の中国を訪問して（相川宏） 

  愛情・青年描く中国文芸：劉心武，王蒙の作品を中心として（前田利昭） 
  【カレント】モンデール訪中の成果 

149 号（1979 年 11 月） 

  【時評】中ソ再接近とソ連の脅威 
  【随筆】大型・中型・小型の覇権主義 

  【随筆】敦煌の旅（岡崎嘉平太） 
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  【随筆】雲南旅情（金子量重） 

  新展開の日中経済協力：一兆二千億円借款の問題点（志村嘉一郎） 

  【調査】中国における物質刺激の賃金制度（秋吉祐子） 
  【カレント】建国三十周年を迎えた中国 

  【人物寸評】華国鋒，スハルト 

  【書評】『中国十億の人口問題』『日本の華僑』 
150 号（1979 年 12 月） 

  【時評】民主化の壁は厚い 

  【随筆】中国でのショッピング（勝部元） 
  【随筆】幕末横浜在留清国人について（小林高四郎） 

  毛沢東神話の形成と崩壊（姫田光義） 

  【カレント】中国民主諸党派の復活とその意義 
  【人物寸評】鄧小平，リー・クァンユー 

  【書評】『中国文化大革命の再検討』（上）（下） 

151 号（1980 年 1 月） 
  【時評】課題山積，八〇年代の中国 

  【随筆】非政治化の進む中国：訪中旅行の経験を通じて（池井優） 

  【随筆】国策とアジア研究（原覚天） 
  【随筆】日中戦争と三国同盟（三宅正樹） 

中国の成文法と「生きた法」：根強い共同体の伝統・定着にはイバラ

の道（今堀誠二） 
  【カレント】注目される中国の物価値上げとその影響 

  【カレント】台湾の新しい動向 

  民主化運動への締めつけ強まる（戸張東夫） 
  【人物寸評】賀子珍，崔圭夏 

  【書評】『中国人の発想』 

152 号（1980 年 2 月） 
  【時評】不変の日中友好について 

  【随筆】香港の地下鉄論争（相川宏） 
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  【随筆】東南ア華人の信仰（窪徳忠） 

  【随筆】中国の「農業学大塞」その後（菅野俊作） 

  【座談会】日中経済協力の新段階：中国の現代化と円借款をめぐって 
  親米反ソ戦略は変わらないか（戸張東夫） 

  【人物寸評】徐向前 

  【書評】『孫子の兵法』『燕山夜話』 
153 号（1980 年 3 月） 

  【随筆】食糧危機の問題と中国食（顧中正） 

  桂林の旅今昔 南画の故里を民船遡航（岩田冷鉄） 
  党，政，軍の大異動始まる（戸張東夫） 

  【講演記録】最近の中国をめぐる諸問題（佐藤正二） 

  中国思想の自己主張（村松瑛） 
  【書評】『中国紅軍史』『したたかな隣人・中国』 

154 号（1980 年 4 月） 

  【時評】露呈した社会主義体制の矛盾 
  【随筆】中国雑感：建前と本音（金谷治） 

  アメリカのチャイナ・カード論争（髙松基之） 

  中国外交とアジア：ソ連のアフガン侵攻以降（清水学） 
  党五中全会で「すべて派」を一掃（戸張東夫） 

  【書評】『北京の春』『香港雑学ノート』『中国ことばの散歩』 

155 号（1980 年 5 月） 
  【時評】中国の信用度を評価する 

  【随筆】上海の今昔（岩尾正利） 

  【報告と討議】呉承明氏（中国社会科学院）をかこんで 
  中国の近代化と劉少奇復権（小島朋之） 

  集団指導の強化をよびかける（戸張東夫） 

  【カレント】中ソ関係が無条約状態に 
156 号（1980 年 6 月） 

  【時評】中国の指導者交代の条件 
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  【随筆】障害を中国人教育に（近藤恒夫） 

  【随筆】先儒追想旅行（佐藤一郎） 

  【随筆】留学三都物語（高市恵之助） 
  【留学】“シナ”か“中国”か（高橋正） 

  現代化急ぐ中国の国防と戦略：粟裕国防部副部長と会談して（岩島久夫） 

  中国の経済改革と日中経済関係（丸山伸郎） 
  長春における日本語教育 伊藤芳照 

  【カレント】高雄暴動事件と波紋 

  アジアの大学・色濃い植民地的性格：香港（石川啓二） 
  【プロフィール】陳慕華 

  【書評】『肌で感じた新中国』 

157 号（1980 年 7 月） 
  日中安成長時代への布石：華国鋒首相訪日の意味するもの（近藤仁志） 

  劉少奇追悼会は開かれたけれど 

  中共五中全会と劉少奇の復権（徳田教之） 
  転換期中国の問題点（蝶） 

158 号（1980 年 8 月） 

  中国経済の直面する困難性（鄭竹園） 
  日中協力で，アジアの安全を（岡崎嘉平太） 

  中国の ICBM 実験成功 

  チベット，ダライ・ラマ，中印国境 
159 号（1980 年 9 月） 

  中国教育事業発展の三十年（上）（顧明遠） 

  毛沢東を「面と向かって」批判せよ 
  見直される中国の封建制度（刀光） 

160 号（1980 年 10 月） 

  中国教育事業発展の三十年（中）（顧明遠） 
  中国の大胆な資本主義的実験（蝶） 

  毛沢東評価で党内に妥協成立？ 
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  改善のきざし見えるか中印関係（瀬木博道） 

161 号（1980 年 11 月） 

  趙紫陽新首相登場の背景（伊原吉之助） 
  実務派体制を確立した中国（正） 

  中国教育事業発展の三十年（下）（顧明遠） 

  中国のソ連研究の新局面（佐久間邦夫） 
  中国の婦人問題の所在（秋吉祐子） 

  華国鋒時代に決別した全人代 

八〇年代の中国の対外政：「近代化のための外交」の行方を探る（桜

田二郎） 

162 号（1980 年 12 月） 

  進展するか米中軍事協力（刀光） 
  林彪，江青グループ，一括裁判へ 

163 号（1981 年 1 月） 

  橘樸と現代中国研究（山本秀夫） 
  裁かれる「林彪，江青反革命集団」 

  ダライ・ラマ八一年中にも帰国か 

  中国の金融財政改革（蝶） 
164 号（1981 年 2 月） 

  中国の現代化と人口対策（若林敬子） 

  追いつめられた華国鋒党主席 
  台湾で中央民意代表補選 

  中国の政策大転換の前途（正） 

165 号（1981 年 3 月） 
  拡大する中国の経済調整：華国鋒解任で政争激化（矢吹晋） 

  中国からの留学生（平） 

  江青女史に死刑（猶予二年）判決 
  「林彪事件」およびその裁判（姫田光義） 

166 号（1981 年 4 月） 
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  迫られる日本政府の対応（山本剛士） 

  引き締め強化で経済危機克服？ 

  中国破約の背景と対応：現地の印象を交えて（渡辺長雄） 
  “新冷戦”の中の中国（刀光） 

167 号（1981 年 5 月） 

  今後十年の中国経済：見通しと問題点（前田寿夫） 
  文芸界は厳しい冬の時代 

  中国の弱い政策決定機構（蝶） 

168 号（1981 年 6 月） 
  大きくなった農民人民公社（野上正） 

  著名作家が名指し批判される 

  日中関係の現状について想う（平） 
169 号（1981 年 7 月） 

  文革後・中国法制の特質：人権と民主に例外規定（向山寛夫） 

  中国における辺境と中心：新疆騒乱と民主化運動の行方（加々美光行） 
  北京をボイコットした葉剣英 

  中国の人口抑制政策と新婚姻法：その必要性と社会的背景（秋吉祐子） 

170 号（1981 年 8 月） 
  中国の総括と新体制（蝶） 

  中印国境交渉開始で合意 

  鄧小平・胡耀邦体制がスタート 
171 号（1981 年 9 月） 

  農村民人公社組織の大改革：万里副首相に聞き四川省に見る（田川五郎） 

  米国兵器導入の道開かれたが 
  中国のインドシナ外交（平） 

172 号（1981 年 10 月） 

  辛亥革命研究史略論：七十周年の中国ブルジョワ革命（狭間直樹） 
  軍の圧力？胡耀邦氏が「苦恋」批判 

  最近の中国の政治情勢について：六中全会を終えて（岡部達味） 



108 

 

  中国報道正常化への道（刀光） 

173 号（1981 年 11 月） 

  中国：韓国貿易の動向（山田康博） 
  台湾に祖国復帰を呼びかける 

  ASEAN・日本・中国（蝶） 

174 号（1981 年 12 月） 
  中国の外資利用と先進技術導入（小島末夫） 

  再浮上した国家主席復活問題 

  退廃の影と戦う中国文芸界（荻野脩二） 
  国共合作：福建省共同統治の提案（平） 

175 号（1982 年 1 月） 

  【随筆】桂林・陽塑の旅（岡宗義） 
  辛亥革命の現代的意義：民族的共感と交流醸成（衛藤瀋吉） 

  鄧小平の党風是正発言を特集（戸張東夫） 

  “二党制”に一歩の台湾統一地方選 
  対中鉄鋼技術協力（浅川秀二） 

  中国武将列伝 悲劇の英雄 項羽（守屋洋） 

  時事中文点滴（6）党務費乱発 奨金の不合理（野上正） 
  【プロフィール】胡啓立 

  中国短信 北京模範監獄ほか 

  【新刊書】『中国再訪』『中国現代史』 
176 号（1982 年 2 月） 

  【時評】中国経済建設の方向 

  アメリカの魯迅：生誕百年記念学会に参加して（丸山昇） 
  中国政治における軍の役割（清水徳蔵） 

  インドネシアと中ソの脅威（小林武治） 

  趙紫陽首相全人代で経済報告（戸張東夫） 
  【カレント】趙中国首相の北朝鮮訪問 

  【カレント】中印，十九年ぶりで国境交渉 
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  【講演記録】北京より帰りて（吉田健三） 

  中国武将列伝 悲運の勇将 韓信（守屋洋） 

  新疆・今昔物語（上）：シルクロードの攻防戦の跡（長山義勇） 
  時事中文点滴（7）評判が悪い「先進」と「模範」（野上正） 

177 号（1982 年 3 月） 

  【時評】米中関係のかげり 
  【随筆】チベット旅行（杉山信三） 

  【随筆】日華事変を前日に知った男（林青梧） 

  【随筆】武漢における学術討論会に出席して（坂野正高） 
  租借期限せまる香港の運命：英国の管理続くか（伊原吉之助） 

  孫文と東亜同文会（蔵居良造） 

  国務院（政府）の機構改革始まる（戸張東夫） 
  【カレント】台湾への武器売却の波紋 

  新疆・今昔物語（中）：シルクロードの攻防戦の跡（長山義勇） 

  時事中文点滴（8）（野上正） 
  中国短信 中日ソフトウェアセンター開設 

178 号（1982 年 4 月） 

  【随筆】中国とゴルフ（鮎川信夫） 
  ひとびとの墓碑銘：文革犠牲者の追悼と中国文芸界のある状況（竹内実） 

  こじれる対台湾武器輸出問題（戸張東夫） 

  新疆・今昔物語（下）：シルクロードの攻防戦の跡（長山義男） 
  時事中文点滴（9）（野上正） 

  中国短信 

179 号（1982 年 5 月） 
  【時評】ソ連の平和攻勢と中ソ関係  

  【随筆】中国もう一つの長征（伊藤正孝） 

  【随筆】日中相互理解の盲点（村山孚） 
  【随筆】台湾取材旅行余録（横澤泰夫） 

  鄧小平の国防の近代化：“経済調整”に対応，正規軍建設へ（平松茂雄） 
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  新憲法草案ようやくまとまる（戸張東夫） 

  【カレント】ブレジネフ提案に中国が素速い反応 

  時事中文点滴（9）（野上正） 
  書評『実像の中国』『新釈 蔡根譚』『間書』 

180 号（1982 年 6 月） 

  【随筆】老舎『正紅旗下』を読んで（太田辰夫） 
「国共合作」を拒絶する台湾：平和的統一には時間と忍耐の要（パリ

ス・H・チャン，田辺義雄訳） 

問われる文革と一党体制：紅衛兵世代の「思想や境遇の変化」（小島

朋之） 

  ベールをぬいだ鄧小平の憲法（戸張東夫） 

  アジアのビジネス 熱意と侠気と友情と 台湾ヤクルト会長 陳重光 
    （林慧児） 

  時事中文点滴（11）（野上正） 

181 号（1982 年 7 月） 
  【時評】厦門，高雄，鄭成功 

  【随筆】中国と俳句（田能利忠） 

  十周年を迎えた日中関係：長期安定的友好が肝要（岡田臣浩） 
中国における国民党史研究：国共合作をにらみ現代史再構成へ（山田

辰雄） 

  中国と日本語（下）（鈴木修次） 
  微妙に変化し始めた中ソ関係（戸張東夫） 

  時事中文点滴（12）（野上正） 

182 号（1982 年 8 月） 
  【時評】建国以後を総括した中国憲法 

  王竜から人民公社へ（重藤威夫） 

  現代中国における辛亥革命研究：武漢シンポジウム印象記（狭間直樹） 
  毛文芸思想どう継承すべきか（戸張東夫） 

中国から日語教育者代表団招く：霞山会が国交正常化十周年事業の一
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環に 

  時事中文点滴（野上正） 

  【書評】『革命，革革命，革革命命』 
183 号（1982 年 9 月） 

  【時評】日中国交正常化十周年を迎えて 

  【随筆】記憶の中の大連・旅順 
現代中国における辛亥革命研究（2）革命史概説の新たな成果（石田

米子） 

【座談会】見てきた台湾の現状と行方（上）（江頭数馬，戸張東夫，湯

浅誠） 

教科書問題で日本を猛烈批判（戸張東夫） 

人工知能と中国研究（村田茂） 
アジアのビジネス 香港の不動産王 長江実業グループ会長 李嘉誠

（星野伊佑） 

  時事中文点滴（14）（野上正） 
  【プロフィール】杜星垣 

  【書評】『台湾総覧一九八二年版』幻の名門校・『東亜同文書院大学史』 

184 号（1982 年 10 月） 
【時評】中ソ歩み寄りの歩調 

【随筆】私の満州旅行（大原信一） 

現代中国における辛亥革命研究：黄興・宋教仁をめぐって（松本英幻） 
【座談会】見てきた台湾の現状と行方（下）（江頭数馬，戸張東夫，湯

浅誠） 

党が軍指導する原則堅持せよ（戸張東夫） 
中国武将列伝 民族の英雄 岳飛（守屋洋） 

時事中文点滴（15）（野上正） 

【プロフィール】宋之光 
185 号（1982 年 11 月） 

  【時評】再び高成長指向の中国 
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  鄧小平以後ににらむ中国：十二全大会で指導機構を改革（戸張東夫） 

  “玉虫色”の米中コミュケ：台湾への武器供与問題で妥協（宇佐美滋） 

  人物と思想史の研究：章炳麟・孫文・康有為をめぐって（河田悌一） 
  【カレント】サッチャー訪中の焦点 

  【カレント】中朝関係の緊密さを誇示した金日成訪中 

  時事中文点滴（野上正） 
  【プロフィール】秦基偉 

186 号（1982 年 12 月） 

【時評】中国外交の行方 
【随筆】京劇の現状について（安念一郎） 

【随筆】上海：北京乗用車輸送作戦（田熊利忠） 

中国と日中・アジア貿易の展望：望まれる北東アジアの経済交流（嶋

倉民生） 

現代中国における辛亥革命研究“档案”の整理・刊行すすむ（清水

稔） 
鄧小平が軍内の反対派に挑戦（戸張東夫） 

【カレント】関係修復で合意した中・仏共産党 

【講演記録】中国の抱える諸問題と庶民感情（田川五郎） 
時事中文点滴（野上正） 

【プロフィール】呉学謙 
  




