
1 

 

 

 

地理 

p.26 薊(けい)、頤和園(いわえん)、浦東(ほとう) 

p.27 薄煕来(はっきらい) 

p.28 間島(かんとう)、撫順(ぶじゅん) 

p.32 偃師(えんし)、雒陽(らくよう)、裴李崗(はいりこう)、仰韶(ぎょうしょう)、 

土家(トウチャ)族 

p.33 湘潭(しょうたん)、井岡山(せいこうざん) 

p.34 魯(ろ)、封禅(ほうぜん)、淮河(わいが)、無錫(むしゃく) 

p.35 楚(そ)、客家(はっか)、蛇頭(じゃとう) 

p.36 粤(えつ)、深圳(しんせん) 

p.37 瓊海(けいかい)、漓江(りこう) 

p.38 陝西(せんせい)省、鎬京(こうけい)、敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)、 

嘉峪関(かよくかん) 

p.40 回鶻(かいこつ)、 

p.42 巴蜀(はしょく)、岷江(みんこう)、九寨溝(きゅうさいこう)、 

峨眉山(がびさん) 

p.43 南詔(なんしょう) 

p.46 蘭嶼(らんしょ)島 

p.47 鴻海(ホンハイ) 

p.51 釣魚(ちょうぎょ)島 

p.66 蒙兀失韋(もうごつしつい)、 契丹(きったん) 

p.68 絨毯(じゅうたん) 

p.70 吐蕃(とばん) 

p.71 櫓(やぐら) 

p.73 載瓦(さいが) 

2 振り仮名の追加表示 
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p.74 高坡(こうは)、爬坡(はは)、喫牡臓(きつぼぞう) 

p.78 百濮(ひゃくぼく) 

p.79 普洱(プーアル) 

p.80 迦葉摩騰(かしょうまとう)、竺法蘭(じくほうらん) 

p.84 明孝陵（みんこうりょう）、明顕陵（みんけんりょう）、 

外八廟（がいはちびょう）殷墟（いんきょ） 

p.85 雲崗石窟（うんこうせっくつ）、都江堰（とこうえん）、 

澄江（ちょうこう）、丹霞（たんか） 

p.86 明孝陵（みんこうりょう）、朱元璋（しゅげんしょう）、 

明顕陵（みんけんりょう）、嘉靖帝（かせいてい)、 

頤和園（いわえん)、西太后（せいたいこう、せいたいごう） 

p.87 圜丘壇（えんきゅうだん）、皇穹宇（こうきゅうう）、 

外八廟（がいはちびょう）、康熙帝（こうきてい）、 

乾隆帝（けんりゅうてい）、熱河行宮（ねっかあんぐう） 

p.88 殷墟（いんきょ）、嘉峪関（かよくかん）、兵馬俑坑（へいばようこう） 

p.89 上都遺跡（じょうといせき）、五女山城（ごじょさんじょう）、 

丸都山城（がんとさんじょう）、 

p.91 五台山（ごだいさん） 

p.92 敦煌莫高窟（とんこうばっこうくつ）、鳴沙山（めいさざん）、 

雲崗石窟（うんこうせっくつ） 

p.94 朱熹（しゅき） 

p.95 拙政園（せっせいえん）、三潭印月（さんたんいんげつ） 

p.96 都江堰（とこうえん）、岷江（みんこう） 

p.97 岷山（みんさん）、諾日朗（ヌオリーラン）、四姑娘山（しこじょうさん） 

p.98 澄江（ちょうこう） 

p.101 峨眉山（がびさん）、楽山（らくざん）、普陀山（ふださん） 

 

政治経済 

p.106 戡乱(かんらん) 
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p.124 股份(こふん) 

p.128 聘財(へいざい)、花轎(かきょう) 

p.140 汕頭(スワトウ)、厦門(アモイ) 

 

歴史 

p.158 放伐(ほうばつ)、禅譲(ぜんじょう) 

p.159 黄土(こうど)、占城(チャンパ) 

p.161 彩陶(さいとう)、龍山(りゅうざん)、邑(ゆう)、黒陶(こくとう) 

p.162 長江(ちょうこう)、中原(ちゅうげん) 

p.164 夏(か)、司馬遷(しばせん) 

p.166 殷(いん)、殷墟(いんきょ)、鄭州(ていしゅう) 

p.168 『春秋左氏伝』(しゅんじゅうさしでん)、藩屏(はんぺい) 

p.169 寵姫(ちょうき)、宗法(そうほう) 

p.170 魯(ろ)、斉(せい)、桓公(かんこう)、襄公(じょうこう)、晋(しん)、 

文公(ぶんこう)、秦(しん)、穆公(ぼくこう)、楚(そ)、荘公(そうおう)、 

夫差(ふさ)、勾践(こうせん)、卿・大夫・士(けい・たいふ・し) 

p.171 文侯(ぶんこう)、商鞅(しょうおう)、合従連衡(がっしょうれんこう) 

 蘇秦(そしん)、張儀(ちょうぎ)、縦横家(じゅうおうか)、 

孟嘗君(もうしょうくん)、平原君(へいげんくん)、信陵君(しんりょうくん)、 

春申君(しゅんしんくん)、中原(ちゅうげん) 

p.172 賈生(かせい)、賈誼(かぎ)、荀子(じゅんし)、儒家(じゅか)、 

墨家(ぼっか)、正名(せいめい)、鄒(すう)、兼愛(けんあい)、非攻(ひこう) 

p.173 韓非子(かんぴし)、喩老(ゆろう)、解老(かいろう)、陰陽家(いんようか)、 

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)、名家(めいか)、 

白馬非馬(はくばはうまにあらず)、縦横家(じゅうおうか)、 

雑家(ざっか)、農家(のうか)、兵家(へいか) 

p.174 秦王政(しんおうせい)、咸陽(かんよう)、焚書・坑儒(ふんしょ・こうじゅ)、 

匈奴(きょうど)、陳勝・呉広(ちんしょう・ごこう)、劉邦(りゅうほう)、 

項羽(こうう)、高祖(こうそ)、張騫(ちょうけん)、月氏(げっし)、 

南越(なんえつ)、王莽(おうもう) 

p.175 赤眉(せきび)、劉秀(りゅうしゅう)、光武帝(こうぶてい)、 
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宦官(かんがん)、党錮の禁(とうこのきん)、張角(ちょうかく)、 

黄巾(こうきん)、司馬談(しばたん)、太史令(たいしれい)、 

司馬遷(しばせん)、李陵(りりょう)、宮刑(きゅうけい)、 

『太史公書』(たいしこうしょ)、明帝(めいてい)、班固(はんこ)、 

『漢書』(かんじょ)、范曄(はんよう)、『後漢書』(ごかんじょ)、 

蔡倫(さいりん)、木牘(もくとく)、簡牘(かんどく)、 

睡虎地秦簡(すいこちしんかん)、張家山漢簡(ちょうかざんかんかん) 

p.176 邪馬台国(やまたいこく)、裴松之(はいしょうし)、羅貫中(らかんちゅう)、 

曹丕(そうひ)、董卓(とうたく)、袁紹(えんしょう)、官渡(かんと)、 

赤壁(せきへき)、鼎立(ていりつ)、丞相(じょうしょう)、 

諸葛亮(しょかつりょう)、諸葛孔明(しょかつこうめい)、晋(しん) 

p.177 九品官人法(きゅうひんかんじんほう)、兵戸制(へいこせい)、 

張角(ちょうかく)、張魯(ちょうろ)、五斗米道(ごとべいどう)、 

 王弼(おうひつ)、何晏(かあん) 

p.178 夷狄(いてき)、蛮夷(ばんい)、夷・狄・戎・蛮(い・てき・じゅう・ばん)、 

匈奴(きょうど)、氐(てい)、羌(きょう)、月氏(げっし)、燕(えん) 

p.179 大月氏(だいげっし)、張騫(ちょうけん)、後漢書(ごかんじょ)、 

山越(さんえつ) 

p.180 晋(しん)、司馬睿(しばえい)、斉(せい)、五胡(ごこ)、匈奴(きょうど)、 

鮮卑(せんぴ)、羯(けつ)、氐(てい)、羌(きょう)、北魏(ほくぎ)、 

九品中正（官人）法(きゅうひんちゅうせい[かんじん]ほう) 

p.181 高句麗(こうくり)、百済(くだら)、新羅(しらぎ）吐谷渾(とよくこん)、 

侯景(こうけい)、孝文帝(こうぶんてい)、三長制(さんちょうせい)、 

平城(へいじょう) 

p.182 楊堅(ようけん)、煬帝(ようだい)、李淵(りえん)、李世民(りせいみん)、 

太宗(たいそう)、玄宗(げんそう)、安禄山(あんろくざん)、 

史思明(ししめい)、黄巣(こうそう)、節度使(せつどし)、 

渤海(ぼっかい)、吐蕃(とばん) 

p.183 貞観の治(じょうがんのち)、三省六部制(さんしょうりくぶせい)、 

藩鎮(はんちん)、五代十国(ごだいじっこく) 

p.184 水経注(すいけいちゅう)、斉民要術(せいみんようじゅつ)、 

法顕(ほっけん)、敦煌(とんこう)、雲崗(うんこう) 

p.185 寇謙之(こうけんし)、陶潜(とうせん)、陶淵明(とうえんめい)、 
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謝霊運（謝霊雲は誤植）(しゃれいうん)、 

四六駢儷体(しろくべんれいたい)、文選(もんぜん)、 

顧愷之(こがいし)、王羲之(おうぎし)、白居易(はくきょい)、 

韓愈(かんゆ)、柳宗元(りゅうそうげん)、呉道玄(ごどうげん)、 

顔真卿(がんしんけい) 

p.188 律令格式(りつれい[りょう]かく[きゃく]しき)、後周(こうしゅう)、 

開封(かいほう)、神宗(しんそう)、王安石(おうあんせき) 

p.189 女真族(じょしんぞく)、欽宗(きんそう)、徽宗(きそう)、靖康(せいこう)、 

岳飛(がくひ)、草市(そうし)、鎮(ちん)、張拓端(ちょうたくたん)、 

清明上河図(せいめいじょうがず)、行(こう)、作(さく)、交子(こうし)、 

会子(かいし)、明州(めいしゅう) 

p.190 契丹（遼）(きったん[りょう])、後晋(こうしん)、聖宗(せいそう)、 

天祚帝(てんそてい)、大夏(たいか) 

p.191 女真（女直）(じょしん[じょちょく])、耶律大石(やりつたいせき)、 

西遼(せいりょう)、熙宗(きそう)、海陵王(かいりょうおう)、世宗(せいそう) 

p.192 高麗(こうらい) 

p.193 色目人(しきもくじん)、白蓮教徒(びゃくれんきょうと)、紅巾(こうきん)、 

市舶司(しはくし) 

p.194 朱元璋(しゅげんしょう)、太祖洪武帝(たいそこうぶてい)、 

明(みん)、賦役黄冊(ふえきこうさつ)、魚鱗図冊(ぎょりんずさつ)、 

里甲制(りこうせい)、燕王(えんおう)、靖難(せいなん)、鄭和(ていわ)、 

黎朝(れいちょう)、韃靼(だったん)、瓦刺(ワラ) 

p.195 北虜南倭(ほくりょなんわ)、高山族(こうざんぞく)、湖広(ここう)、 

徽州(きしゅう)、一条鞭法(いちじょうべんぽう) 

p.196 万暦帝(ばんれきてい)、張居正(ちょうきょせい)、李自成(りじせい)、 

崇禎帝(すうていてい)、清(しん)、後金(こうきん)、盛京(せいけい)、 

瀋陽(しんよう) 

p.197 山海関(さんかいかん)、呉三桂(ごさんけい)、三藩(さんぱん)、 

南明(なんみん)、鄭成功(ていせいこう)、永暦帝(えいれきてい)、 

康熙帝(こうきてい) 

p.198 雍正帝(ようせいてい)、乾隆帝(けんりゅうてい)、緑営(りょくえい)、 

八旗(はっき)、阮朝(げんちょう)、地丁銀制(ちていぎんせい)、 

顧炎武(こえんぶ) 
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p.199 紅楼夢(こうろうむ)、儒林外史(じゅりんがいし)、 

湯若望(とうじゃくぼう)、南懐仁(なんかいじん)、白進(はくしん)、 

郎世寧(ろうせいねい)、皇輿全覧図(こうよぜんらんず) 

p.200 藩部(はんぶ)、理藩院(りはんいん) 

p.201 吐蕃(とばん) 

p.202 士大夫(したいふ)、経典(けいてん)、訓詁学(くんこがく)、 

朱熹（朱子）(しゅき[しゅし])、理宗(りそう)、四書(ししょ)、 

徽宗(きそう)、栄西(えいさい、ようさい)、王重陽(おうじゅうよう)、 

全真教(ぜんしんきょう)、色目人(しきもくじん)、郭守敬(かくしゅけい)、 

授時暦(じゅじれき) 

p.203 西廂記(せいそうき)、琵琶記(びわき)、王守仁(おうしゅじん)、 

陽明(ようめい)、知行合一(ちこうごういつ)、 

坤輿万国全図(こんよばんこくぜんず)、水滸伝(すいこでん)、 

西遊記(さいゆうき)、金瓶梅(きんぺいばい)、李時珍(りじちん)、 

本草綱目(ほんぞうこうもく)、徐光啓(じょこうけい) 

p.204 里老人制(りろうじんせい)、訟師(しょうし) 

p.205 名公書判清明集(めいこうしょはんせいめいしゅう)、 

包公案(ほうこうあん)、輩行(はいこう)、族譜(ぞくふ) 

p.208 広東(かんとん)、林則徐(りんそくじょ)、 

欽差大臣(きんさだいじん)、租界(そかい) 

p.209 恭親王(きょうしんのう)、華夷(かい) 

p.210 洪秀全(こうしゅうぜん)、上帝会(じょうていかい)、 

金田村(きんでんそん)、天京(てんけい)、 

天朝田畝制度(てんちょうでんぽせいど)、団練(だんれん) 

p.211 曾国藩(そうこくはん)、李鴻章(りこうしょう)、嗣子(しし) 

p.212 福州船政局(ふくしゅうせんせいきょく) 

p.213 中体西用(ちゅうたいせいよう) 

p.214 江華島(こうかとう)、壬午軍乱(じんごぐんらん)、甲申(こうしん)、 

甲午(こうご)、遼東(りょうとう)、威海衛(いかいえい) 

p.215 春帆楼(しゅんぱんろう)、変法論(へんぽうろん) 

p.216 東清鉄道敷設権(とうしんてつどうふせつけん) 
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p.217 紫禁城(しきんじょう) 

p.218 光緒新政(こうしょ[ちょ]しんせい)、西太后(せいたいこう、せいたいごう)、 

郷紳(きょうしん)、孫文(そんぶん) 

p.219 武昌(ぶしょう)、辛亥(しんがい)、袁世凱(えんせいがい)、 

宣統帝(せんとうてい) 

p.220 軍閥(ぐんばつ)、陳独秀(ちんどくしゅう)、魯迅(ろじん)、 

胡適(こせき、こてき）、五四運動(ごしうんどう) 

p.221 汪精衛(おうせいえい)、蔣介石(しょうかいせき) 

p.222 陳独秀(ちんどくしゅう)、李大釗(りたいしょう) 

p.223 蔣介石(しょうかいせき) 

p.224 連ソ容共扶助工農(れんそようきょうふじょこうのう)、北伐(ほくばつ)、 

柳条湖(りゅうじょうこ)、八一宣言(はちいちせんげん) 

p.225 聞一多(ぶんいった)、李公樸(りこうぼく)、平津(へいしん) 

p.226 満蒙(まんもう)、張学良(ちょうがくりょう)、尾崎秀実(おざきほつみ) 

p.227 宋慶齢(そうけいれい)、孔祥熙(こうしょうき)、宋靄齢(そうあいれい)、 

宋美齢(そうびれい) 

p.230 畝(ムー) 

p.231 悪覇(あくは) 

p.232 釜山(プサン、ふざん)、仁川(インチョン、じんせん）、 

鴨緑江(おうりょくこう)抗米援朝(こうべいえんちょう) 

p.234 百花斉放(ひゃっかせいほう)、百家争鳴(ひゃっかそうめい)、 

胡風(こふう) 

p.235 儲安平(ちょあんへい)、章伯鈞(しょうはくきん)、羅隆基(らりゅうき) 

p.236 土法高炉(どほうこうろ) 

p.237 深耕密植(しんこうみっしょく)、廬山(ろざん)、彭徳懐(ほうとくかい) 

p.238 劉少奇(りゅうしょうき)、鄧小平(とうしょうへい)、 

海瑞罷官(かいずいひかん)、康生(こうせい)、 

陳伯達(ちんはくたつ)、張春橋(ちょうしゅんきょう)、 

江青(こうせい)、林彪(りんぴょう)、紅衛兵(こうえいへい) 
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文化・芸術・風俗習慣 

p.246 客家（はっか）、閩南（びんなん）、南腔北調（なんこうほくちょう） 

p.253 反切（はんせつ）、双声と畳韻（そうせい、じょういん） 

p.258 可口可楽（コカ・コーラ） 

p.266 丁玲（ていれい）、沈従文（しんじゅうぶん）、蕭紅（しょうこう） 

p.267 陳桂棣（ちんけいてい） 

p.273 戊戌（ぼじゅつ）の政変、郁達夫（いくたっぷ） 

p.274 夏衍（シア・エン、かえん）、曹禺(そうぐう) 

p.277 鮑照（ほうしょう）、庾信（ゆしん） 

p.278 翰林供奉（かんりんぐぶ） 

p.279 孟浩然（もうこうねん）、辺塞詩（へんさいし）、劉禹錫（りゅううしゃく）  

p.280 欧陽脩（おうようしゅう）、梅尭臣（ばいぎょうしん） 

p.281 辛棄疾（しんきしつ） 

p.282 辞賦（じふ）、志怪（しかい）、聊斎志異（りょうさいしい）、董永（とうえい） 

p.287 崑山腔（こんざんこう） 

p.288 全相平話（ぜんそうへいわ） 

p.289 金瓶梅（きんぺいばい） 

p.292 豫園（よえん[徐園(じょえん)と書いてもよい]）、譚鑫培（たんきんばい）、 

琉璃廠（りゅうりしょう）、亜細亜影戯公司（あじあえいぎこんす） 

p.294 艾霞（アイ・シア、がいか） 

p.296 孫瑜（そんゆ） 

p.297 艾霞（アイ・シア、がいか） 

p.300 秦怡（しんい） 

p.301 茅盾（ぼうじゅん） 

p.305 夏衍（シア・エン、かえん） 

p.308 張芸謀（チャン・イーモウ）、陳凱歌（チェン・カイクー） 

p.310 姜文（チアン・ウェン、きょうぶん） 
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p.311 呉天明（ウー・ティエンミン、ごてんめい）、 

霍建起（フオ・チエンチー、かくけんき） 

p.312 章子怡（チャン・ツ―イー）、張楊（チャン・ヤン） 

p.312 梅蘭芳（メイランファン、ばいらんほう） 

p.316 候孝賢（ホウ・シアオシエン、こうこうけん）、楊徳昌（ヤン・トゥチャン） 

p.320 斉民要術（せいみんようじゅつ）、素菜（スーツァイ）、 

清真菜（チンチェンツァイ）、黄帝内経（こうていだいけい）、 

東酸西辣南甜北鹹（トンスワンシイラーナンティエンべイシェン） 

p.321 酸梅湯（スアンメイタン） 

p.322 甜面醤（ティエンミエンジアン）、葱(ねぎ)、餡(あん) 

p.323 燕窩(えんか) 

p.324 冬瓜（とうがん）、飲茶(ヤムチャ) 

p.328 豆板醤（トウバンジアン）、豆鼓（トウチー）、淡豆鼓（タントウチー）、 

花椒（さんしょう）、泡菜（パオツァイ） 

p.334 臭豆腐（チョウトウフ）、腐乳（フールー）、凍豆腐（トントウフ、高野豆腐） 

p.335 糯(もち) 

p.336 陸羽（りくう） 

p.337 白毫銀針(はくごうぎんしん)、鹹(シェン)、大紅袍(だいこうほう)、 

霍山(かくざん) 

p.339 五加皮酒（ごかひしゅ、ウーチアピーチウ） 

p.342 功夫（カンフー）、匕首（あいくち） 

p.347 馬暁春（ばぎょうしゅん）、兪斌（ゆひん）、范廷鈺（はんていぎょく） 

p.355 乱収費（ルアンショウフェイ）、打工学校（ダーコンがっこう） 

p.356 士大夫（したいふ）、秧歌（おうか、ヤンコー）、糸竹（しちく）、 

鼓楽（こがく）、弾詞（だんし）、劇伴（げきばん）、檀板（だんばん）  

 


