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発行年 著者名（編，訳） 書名，論文名，記事名など
図書発行元あるいは掲載媒体情報
（媒体名・号数，ページ，発行年月，発行

元）

１９４５〜１９７９

1948 青木正兒 『抱樽酒話』 弘文堂

1949 青木正兒 『華国風味』 弘文堂

1950 青木正兒 『酒の肴』 弘文堂

1953 藪内清(編) 『天工開物の研究』 恒星社厚生閣

1955 伊藤正文 魯迅と中国料理 : 文明批評の一典型 近代(13),34-37,1955-12,神戸大学

1955
袁枚（著）,山田政平
（訳注）

『随園食単』 随園食単刊行会

1957
賈思勰（著),西山武一,
熊代幸雄（訳）

『校訂譯註　齊民要術 上』 農林省農業総合研究所

1958
袁随園(著),青木正児
(訳)

『随園食単』 六月社

1959 青木正兒  『中華名物考』 春秋社

1959
賈思勰（著),西山武一,
熊代幸雄（訳）

『校訂譯註　齊民要術 下』 農林省農業総合研究所

1959 篠田統 古代シナにおける割烹 
東方学報(30),253-274,1959-12,京
都大学人文科学研究所

1960 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第1号 書籍文物流通會

1961 愛親覚羅浩 『食在宮廷』 婦人画報社

1961 青木正兒 『中華飲酒詩選』 筑摩書房

1961 西山武一 校定訳註斉民要術 博士論文（東京大学）

1961 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第2号 書籍文物流通會
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1961 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第3号 書籍文物流通會

1961 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第4号 書籍文物流通會

1962 青木正兒 『中華茶書』 春秋社

1962 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第5号 書籍文物流通會

1963 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第6号 書籍文物流通會

1964 飯田喜代子 山家清供から見た宋代の文人料理 
大阪學藝大學紀要,B,自然科學,229-
234,1964-03-20,大阪學藝大學

1964
書籍文物流通会中国料
理部(編)

『中国料理の手引き』 書籍文物流通会

1964 似内芳重 中国料理の特殊材料とその用途について
目白学園女子短期大学研究紀要
(1),245-253,1964-11

1965 青木恵一郎
大陸文化導入の先覚者たち(6)豆腐とこ
うり豆腐の由来

東亞時論

1965
書籍文物流通会中国料
理部(編)

滿漢全席 : 解説書 書籍文物流通会

1965 滝沢俊亮 中国人の飲物　酒と茶について
東洋文学研究(13),9-28,1965-03,早
稲田大学東洋文学会

1965 似内芳重 中国の年中行事と食習慣
目白学園女子短期大学研究紀要
(2),99-102,1965-11,目白学園女子
短期大学

1966
中川忠英(著),孫伯醇,
村松 一弥(編)

『清俗紀聞1･2』 平凡社

1967 原三七(編) 「中國菜 : 趣味の中國料理」第7号 書籍文物流通會

1969 大谷彰（編著） 『美酒在中国』 江滋貿易（株）

1969
賈思勰（著),西山武一
(訳),熊代幸雄(訳)

『斉民要術 : 校訂訳註 』 アジア経済出版会

1970
田中静一,他(編著),磯
安代他（訳）

『中国食品事典』 書籍文物交流会

1971 松下智 台湾の茶 
茶業研究報告(34),54-62,1971,日本
茶業技術協会
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1972
篠田統 (著),田中静一
(編著)

『中国食経叢書 : 中国古今食物料理資
料集成』上・下巻

書籍文物流通会

1972 中山時子(訳) 『中国名菜譜 北方編』  柴田書店

1973 中山時子(訳) 『中国名菜譜 東方編/南方編/総索引』 柴田書店

1973 似内芳重 
著名中国料理の語源について その他(学
園創立50周年・大学創設10周年記念号)

目白学園女子短期大学研究紀要
(10),19-22,1973-12 ,目白学園女子
短期大学

1974 大谷彰 『中國の酒』 柴田書店

1974 篠田統 『中国食物史』 柴田書店

1974 篠田統,尾崎千恵子 台湾山地民食生活瞥見
季刊人類学 5(2),145-162,1974-05,
京都大学人類学研究会

1974 田中静一(訳) 『大众菜譜 : <大衆菜譜>中日対訳』 柴田書店

1975
袁枚(著),中山時子(監
訳)

『随園食単』 柴田書店

1975 篠田統
中国文化と日本の風俗--食生活に及ぼし
た中国文化の影響

風俗 13(4),1-9,1975-09,日本風俗
史学会

1976 周達生 『中国食物誌 : 中国料理あれこれ』 創元社

1976 中山時子(訳) 『中国名菜譜 北方編』 柴田書店

1976 布目潮渢,中村喬(編訳) 『中国の茶書』 平凡社

1977 中村喬 「屠蘇考」贅説
立 命 館 文 學 (386-390),1333-
1354,1977-10,立命館大学人文学会

1977 中村喬
三月上巳の風習と行事--中国の年中行事
に関する覚え書き

立 命 館 文 學 (384 ・ 385),753-786
,1977-07,立命館大学人文学会

1978 阪本寧男
台湾南部山地およびバタン諸島のアワの
特性とその民族植物学的考察

国立民族学博物館研究報告,3巻4
号,682-708,1978

1978 佐々木高明
新粟のチマキと豊猟の占い―ルカイ族・
パイワン族のアワ祭り抄―

国立民族学博物館研究報告,3巻2
号,119-158,1978

1978 篠田統 『中国食物史の研究 』 八坂書房
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1978
中村璋八,佐藤達全(編
著)

『食経』 明徳出版社

1978 原田治 『中国料理素材事典　野菜・果実』 柴田書店

1978 槙浩史 『中国名菜ものがたり』 鎌倉書房

1979 近藤トシエ
中国食の栄養学的検討 第二報 : 現代中
国の宴席料理並びに日本・中国宴席料理
の栄養学的分析および考察

研究紀要(17),24-42,1979-12-10,京
都光華女子大学

1979 中村喬
寒食の起源とその伝播--中国の年中行事
に関する覚え書き

立 命 館 文 學 (410 ・ 411),689-
712,1979-09,立命館大学人文学会

1979 原田治 『中国料理素材事典　魚介』 柴田書店

1979
宗應星(撰),薮内清(訳
注)

『天工開物』 平凡社

1979 楊均尭,中山時子 点心:広東・香港の飲茶 柴田書店

- 4 -



制作：草野美保

１９８０〜１９８９

1980 袁枚(著),青木正兒(訳注)『随園食単』 岩波書店

1980 井上宗和 
中国の王朝料理……満漢全席(世界の料
理・日本の料理)

トランスポート30(9),42-45,1980-
09,運輸振興協会

1980
大島正徳,滋野幸子,田
中敬子

精進料理の栄養学的研究 (6): 海外にお
ける精進料理 (その1) : 台湾・香港(九
竜・新界)の中国式精進料理

研究紀要(18),1-25,1980-12-10,京
都光華女子大学

1980 小田きく子,石井幸江 日本における中国料理の発達-1-
学苑 (490),122-128, 1980-10,昭和
女子大学近代文化研究所

1980 木村春子 北京料理とその特徴
月刊言語(97),30-39,1980-03,大修
館書店

1980 林彩美 台湾料理とその特徴
月刊言語(97),40-46,1980-03,大修
館書店

1981 洪光住
「中国大陸の食の文化」石毛直道(編)
『食の文化シンポジウム'81　東アジア
の食の文化』

177-187,平凡社

1981 周達生
「中国の少数民族にみる食の文化」石毛
直道(編)『食の文化シンポジウム'81
東アジアの食の文化』

188-202,平凡社

1981 田中静一
「麺と甘酒づくりにみるお国ぶり」石毛
直道(編)『食の文化シンポジウム'81
東アジアの食の文化』

154-174,平凡社

1981 中野政弘 斉民要術の鼓--古典への回帰-1-
味噌の科学と技術(329),2-10,1981-
07,全国味噌技術会

1981 中野政弘 斉民要術の醤--古典への回帰-2-
味噌の科学と技術(330),2-8,1981-
08,全国味噌技術会

1982 朝日新聞社(編) 『世界の食べもの 中国』 朝日新聞社

1982 泉敬子 食文化（中国の茶） 
生活科学研究(4),35-39,1982-04,文
教大学

1982 「饗宴」特集　中国料理大研究 第6号,1982-03,婦人生活社

1982
顧仲(著),中山時子,他
(訳)

『養小録』 柴田書店

1982 周達生
客家文化考 ─衣・食・住・山歌を中心
に─

国立民族学博物館研究報告(７),58-
138

1982 白石太良 台湾原住民の生活様式:日本領時代の衣食住 
兵庫地理(27),2-10,1982-03,兵庫地
理学協会
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1982 竹内実 『中国喫茶詩話』 淡交社

1982 原明緒人
香港人(ヒョンコンヤン)の香港料理--裏
通りにみる高密度都市の台所と胃袋

季刊民族学 6(3),18-30,1982-07,国
立民族学博物館

1983 小田きく子,橘川敏子 日本における中国料理の発達-2- 
学苑(526),89-94,1983-10,昭和女子
大学近代文化研究所

1983
孟元老(著),入矢 義高
(訳),梅原郁(訳)

『東京夢華録』 岩波書店

1984 青木正兒 『華国風味』 岩波書店

1984 石毛直道 『ハオチー！鉄の胃袋中国慢遊 』 平凡社

1984 柴田書店（編）
月刊専門料理別冊　香港の中国料理：聘
珍樓総料理長周富徳が案内する香港の味

柴田書店

1984 竹内実,羅明 『中国生活誌―黄土高原の衣食住』 大修館

1984 田中静一 点心とその文献
調 理 科学 17(4),229-232,1984-12-
20,日本調理科学会

1984 辻昭二郎 中国雲南の食品・料理・食生活 : 断章 
大阪樟蔭女子大学論集(21),63-
76,1984-03-01

1984 中村喬
茶贅言--中国の茶における食葉法と雑和
法

立 命 館 文 學 (463-465),1-22,1984-
03,立命館大学人文学会

1984 西澤治彦
米国における中国食物史研究の動向--
Food in Chinese Cultureの評価をめ
ぐって

風俗 23(1),15-24,1984-03,日本風
俗史学会

1985
大島正徳,滋野幸子,田
中敬子

精進料理の栄養学的研究 (10) : 海外に
おける精進料理 (その4) : 中国におけ
る精進料理

研究紀要(23),11-32,1985-12-10,京
都光華女子大学

1985 周達生 『<食べる>茶とその周辺』 平凡社

1985 中嶋嶺雄
香港--その歴史と未来-27-香港社会の光
と影-7-「水」「食」「暦」--三つの物
語

世界週報 66(14),54-60,1985-04-
02,時事通信社

1985 中村喬
竃神と竃の祭について--中国の年中行事
に関する覚え書

立 命 館 文 學 (481 ・ 482),533-
571,1985-08,立命館大学人文学会

1985
中山時子,陳 舜臣(監),
相賀 徹夫(編著)

『中国料理大全1』（北京料理） 小学館

1985 西澤治彦 飲茶の話
ＧＳー楽しい知識(3),242-253,冬樹
社
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1986
中山時子,陳舜臣(監),
相賀徹夫(編著)

『中国料理大全2- 5 (江南料理、広東料
理、四川料理、総合調理編)』

小学館

1986
氾勝之(著),石声漢
(編・英訳),岡島秀夫
(訳),志田容子(訳)

『氾勝之書 中国最古の農書』 農文協

1986 松下智 『中国の茶 : その種類と特性』 河原書店

1987 青山宏 宋代「寒食・清明」詞と風土
日本大学人文科学研究所研究紀
要,(33),97-111, 1987,日本大学人
文科学研究所

1987 新居裕久 『医は食にあり : 中国四千年の知恵』 時事通信社

1987 金丸良子 『中国山東民族誌』 古今書院

1987 小菅桂子
『にっぽんラーメン物語 : 中華ソバは
いつどこで生まれたか』

駸々堂出版

1987 周達生 『お茶の文化誌 : その民族学的研究』 福武書店

1987 田中静一 『一衣帯水 : 中国料理伝来史』 柴田書店

1987 辻昭二郎 中国西域の食品・料理・食生活 : 断章 
大阪樟蔭女子大学論集(24),103-
123,1987-03-01

1987 中村喬 節令食品考 
立命館文學(501),865-912,1987-05,
立命館大学人文学会

1987 中村璋八,佐藤達全 『食物本草』 明徳出版社

1987

中山時子(監修),陳舜臣
(監修),木村春子(取
材),第一アートセン
ター(編)

『新中国料理大全1-5』 小学館

1987 西澤治彦 現代中国の茶館―四川省成都の事例から
風俗 26(4),50-62,1987-12,日本風
俗史学会

1988 安居香山
緯書に現れた食思想　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

32-33,角川書店

1988 安居香山
中国の茶の文化　中山時子(監),木村春
子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

89-91,角川書店

1988 石川力山
仏教と中国の食文化　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

34-36,角川書店

1988 石毛直道
世界における中国の食文化　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

15-20,角川書店
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1988 内田道夫
中国文学上よりみる食文化　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

43-44,角川書店

1988 小田きく子,船洋子 中国料理における油脂について-1- 
学苑(586),110-122,1988-10,昭和女
子大学近代文化研究所

1988 木村春子
中国本土の食文化　中山時子(監),木村
春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

156-159,角川書店

1988 木村春子
中国料理の特色　中山時子(監),木村春
子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

114-118,角川書店

1988 洪光住
中国飲食文化歳時記　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

60-63,角川書店

1988 洪光住
少数民族の飲食文化歳時記　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

64-70,角川書店

1988 洪光住
中国飲食文化の発展　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

83-88,角川書店

1988 洪光住
中国の宮廷料理と満漢全席　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

119-122,角川書店

1988 洪光住
中国の飲食文化の地理的・歴史的背景
中山時子(監),木村春子,高橋登志子,鈴
木博,能登温子(編)『中国食文化事典』

139-141,角川書店

1988 佐藤達全
本草学から見た中国の食文化　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

50-52,角川書店

1988 朱国炤
中国の飲食文化とシルクロード　中山時
子(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能
登温子(編)『中国食文化事典』

142-147,角川書店

1988 周達生
『食文化からみた東アジア』（NHK教育
テレビ市民大学講座）

日本放送協会

1988 鈴木博
酒の文化　中山時子(監),木村春子,高橋
登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国食文
化事典』

92-95,角川書店

1988 瀧満里子
野味と八珍　中山時子(監),木村春子,高
橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国食
文化事典』

100-104,角川書店

1988 田中静一
日本化した中国の食と料理　熊倉功夫・
石毛直道編『外来の食の文化』

165-175,ドメス出版

1988 都竹武年雄
維吾爾族の食文化　中山時子(監),木村
春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

126-128,角川書店

1988 都竹武年雄
回族の食文化　中山時子(監),木村春子,
高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国
食文化事典』

129-130,角川書店

1988 中村璋八
中国人の食思想　中山時子(監),木村春
子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

26-31,角川書店
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1988 中山時子
宗教と食文化　中山時子(監),木村春子,
高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国
食文化事典』

21-25,角川書店

1988 中山時子
中国人の飲食体系　中山時子(監),木村
春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

71-82,角川書店

1988 中山時子
点心の食文化　中山時子(監),木村春子,
高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国
食文化事典』

105-109,角川書店

1988 西澤治彦
茶館　中山時子(監),木村春子,高橋登志
子,鈴木博,能登温子(編)『中国食文化事
典』

110-113,角川書店

1988 依田萬代 
中国清代の料理書「随園食単」に関する
調査(第1報)

山梨学院短期大学研究紀要(9),57-
66,1988

1988
原田治(企画監修),青山
企画(編)

『中国料理百科事典』 同朋舎出版

1988 橋本萬太郎
言語学からみる食文化　中山時子(監),
木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

48-49,角川書店

1988 蓮見治雄
モンゴル族の食文化　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

123-125,角川書店

1988 波多野須美
香港の食文化　中山時子(監),木村春子,
高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国
食文化事典』

163-165,角川書店

1988 波多野須美
マカオの食文化　中山時子(監),木村春
子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

166,角川書店

1988 林彩美
台湾の食文化　中山時子(監),木村春子,
高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)『中国
食文化事典』

160-162,角川書店

1988 平田萬里遠
中国食文化の日本伝来と展開　中山時子
(監),木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登
温子(編)『中国食文化事典』

148-155,角川書店

1988 福永淑子 台湾料理:―米を中心にして―
調理科学 21(2),119-124,1988,調理
科学研究会

1988 ペマ・ギャルポ
チベットの食文化　中山時子(監),木村
春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

131-132,角川書店

1988 宮沢正順
道教と中国の食文化　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

37-42,角川書店

1988 宮沢正順
医食同源・薬食一如　中山時子(監),木
村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

53-57,角川書店

1988 宮沢正順
中国の食の禁忌　中山時子(監),木村春
子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

58-59,角川書店

1988 頼惟勤
中国文学上より見た食　中山時子(監),
木村春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子
(編)『中国食文化事典』

45-47,角川書店
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1988 盧勲
少数民族の食文化　中山時子(監),木村
春子,高橋登志子,鈴木博,能登温子(編)
『中国食文化事典』

133-138,角川書店

1989 青木正兒 『酒の肴・抱樽酒話』 岩波書店

1989 周達生 『中国の食文化』 創元社

1989 高橋忠彦 唐宋を中心とした飲茶法の変遷について
東洋文化研究所紀要(109), 243-
272,viii, 1989

1989 田中静一 薬膳と医食同源の由来
vesta(1),50-52,1989-11,味の素食
の文化センター

1989 中村喬 除夜雑俗管見 
立命館文學(511),396-425,1989-06,
立命館大学人文学会

1989 中山時子 『中国の鮮味』 日本うま味調味料協会

1989
南廣子,安部公子,糟屋
優子

海南島食譜
名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(35),107-114,1989-03-01,名古屋女
子大学

1989 吉田忠
中国における畜産物の消費について--そ
の食生活・食文化との関連で

畜 産 の 研 究 43(11),1249-
1256,1989-11, 養賢堂
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１９９０〜１９９９

1990 小田きく子 中国料理における油脂について-2- 
学苑(607),24-33,1990-06,昭和女子
大学近代文化研究所

1990 小島麗逸 『斉民要術』の今日的意義
vesta(2),16-21,1990-02,味の素食
の文化センター

1990 周達生 
道具の連続・不連続　——アジアの製麺道
具の考察から——

vesta(4),32-40,1990-07,味の素食
の文化センター

1990 田中静一
シリーズ　外国の食文化(2)　中国の食
犬

vesta(2),54-56,1990-02,味の素食
の文化センター

1990 田中静一 中国の食と名数
vesta(4),48-52,1990-07,味の素食
の文化センター

1990 中村喬 早食と點心
立命館文學(563),718-728,2000-02,
立命館大学人文学会

1990 中村璋八 『斉民要術』に引用された漢籍
vesta(4),13-20,1990-07,味の素食
の文化センター

1990 西澤治彦 『斉民要術』にみる調理法と料理
vesta(5),10-18,1990-10,味の素食
の文化センター

1990 西澤治彦
「中国の食事作法とその思想｣,井上忠
司, 石毛直道 編『食事作法の思想』

39-55,ドメス出版

1990 能登温子 
中国料理における香辛料の使用について
-1-供食時における使用

山脇学園短期大学紀要(28),79-
89,1990

1990 鴇田文三郎 『斉民要術』記載の乳製品を拝す
vesta(3),22-28,1990-03,味の素食
の文化センター

1990 松岡正子 中国,四川省羌族の衣食住(くらし) 
季刊民族学 14(3),84-91,1990,千里
文化財団

1990 依田萬代 
中国清代の料理書『随園食単』に関する
研究(第3報)

山梨学院短期大学研究紀要(11),28-
35,1990

1991 依田萬代,湯嘉蓉
中国清代の料理書『随園食単』に関する
研究(第4報)

山梨学院短期大学研究紀要(12),30-
37,1991

1991 太田泰弘 『斉民要術』にみる穀類
vesta(7),38-45,1991-04, 味 の 素食
の文化センター

1991 金鳳燮,稲保幸 『中国の酒事典』 星雲社

1991 甲本眞之 古代東アジアの穀物栽培と動物飼育
第1回第1巻 食文化研究助成 成果報
告書,味の素食の文化センター
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1991 小崎道雄
『斉民要術』にみる発酵食品　―その源
流・麹―

vesta(9),4-10,1991-10,味の素食の
文化センター

1991 佐藤達全 『斉民要術』巻十の植物と「本草」
vesta(5),26-33,1991-01, 味 の 素食
の文化センター

1991
朱肱,竇苹(著),中村喬
(編訳)

『中国の酒書』 平凡社

1991 周達生,吉田集而
中国・西南部の発酵食品に関する文化人
類学的研究

第1回第1巻 食文化研究助成 成果報
告書,味の素食の文化センター

1991
徐躍進,森典彦,永田喬,
野口尚孝

中国と日本における食生活用具について
の研究 : 中国人(東北地方)と日本人の
食生活についての比較(1)

デザイン学研究(83),67-74,1991-
01-30,日本デザイン学会

1991 高橋忠彦 宋詩より見た宋代の茶文化
東 洋 文 化 研 究 所 紀 要 (115),61-
122,ii,1991

1991
田中静一,小川久恵,西
澤治彦(編著)

『中国食物事典』 柴田書店

1991 飛山百合子 食事文化からみた香港戦後史
月刊しにか 2(7)(16),29-35,1991-
07,大修館書店

1991 中村喬
「北山酒経」の造酒法について--北宋時
代浙江の1造酒法

東 洋 史 研 究 50(3),401-429,1991-
12,東洋史研究會

1991
南廣子,安部公子,糟屋
優子

雲南の菜譜
名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(37),131-140,1991-03-05

1991 南川幸
照葉樹林文化の基盤をなす自然環境(第2
報)

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(37),175-180, 1991-03-05, 名古屋
女子大学

1991 山崎直樹 
中国語における料理文の研究--特に他動
性,談話の中心/周辺との関連から

中国文学研究(17),1-17,1991-12,早
稻田大學中國文學會

1992 小川久恵他
中華民国台湾省の中高齢者の食生活と健
康-1-花蓮市,基隆市在住者の食生活の比
較検討

女子栄養大学紀要(23),79-86,1992-
12

1992 木村春子 『紅楼夢』に見る清朝貴族の食生活
月刊しにか 3(1),31-34,36-
38,1992-01,大修館書店

1992 古息珠他 
台湾省台中市と沖縄県石垣在住華僑一世
の食生活と健康状態の比較

女子栄養大学紀要(23),117-
126,1992-12

1992 沢田ゆかり

「香港の外食産業－庶民の「食」の変
遷」 岩崎輝行・大岩川 嫩 (編集)
『「たべものや」と「くらし」―第三世
界の外食産業 (アジアを見る眼)』

31-38,アジア経済研究所

1992 田中静一
『斉民要術』雑考　―引用書物と用語に
ついて—

vesta(10),16-19,1992-01,味の素食
の文化センター

1992 中村璋八 中国の竈神
vesta(13),4-11,1992-10, 味 の 素食
の文化センター
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1992 中山時子,石毛直道(編) 食と文学 : 日本・中国・フランス 
Foodeum フーディアム・コミュニ
ケーション日清食品㈱

1992 花井四郎
『黄土に生まれた酒 中国酒、その技術
と歴史』

東方書店

1992 依田萬代,湯嘉蓉
中国清代初期の料理書『養小録』に関す
る研究(第1報－第2報)

山梨学院短期大学研究紀要(13),31-
40,1992(-93)

1993 小川久恵,他
日中の食養生の比較―沖縄・福建・山梨
について

第3回第2巻 食文化研究助成 成果報
告書,味の素食の文化センター

1993
忽 思 慧 ( 著 ), 金 世 琳
(訳),越智猛夫(補訳)

『薬膳の原典　飲膳正要』 八坂書房

1993 王灑君 台湾の屋台事情
家政経済学論叢(29),95-114,1993-
12,日本女子大学家政経済学会

1993 カゴメ（株）
『食在台湾　食は台湾にあり　街角の名
菜・名小吃』

柴田書店

1993 仮屋園璋
スリランカ、韓国、中国雲南省西双版納
の食品、食文化の研究

活 水 論 文 集 生活 学 科 編 (36),1-
17,1993-03,活水女子大学

1993 木村春子 清朝貴族の食事と薬膳 
月刊しにか 4(3),29-35,1993-03,大
修館書店

1993 中村喬 羹について 
立命館文學(530),487-529,1993-05,
立命館大学人文学会

1993 中村喬 宋元時代の麪食(麪類) 
立命館文學(532),1048-1073,1993-
10,立命館大学人文学会

1993 水野蓉 中国の鮮味
vesta(17),23-29,1993-10,味の素食
の文化センター

1993 南廣子,糟屋優子 湖北省の菜譜 
名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(39),51-61,1993-03

1993 根布厚子
シンガポールにおける食文化の展開―中
国系住民の食物摂取にみる象徴体系

第3回第1巻 食文化研究助成 成果報
告書,味の素食の文化センター

1994
内島幸江,平野年秋,南
廣子,胡国文

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第2報) : 食品の利用
状況

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(40),125-135,1994-03-05

1994 小田きく子 
中国料理における素材について-3-調味
料

学苑(657),87-94,1994-10,昭和女子
大学近代文化研究所

1994 片寄真木子
長崎の伝統料理における中国南部地方文
化の影響に関する調理学的研究

日本食生活文化調査研究報告集
(10),1994, 日本食生活文化財団

1994
酒井映子,末田香里,内
島幸江

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第4報) : 日常の食事
状況

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(40),145-153,1994-03-05
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1994 周達生 『中国食探検 : 食の文化人類学』 平凡社

1994 周達生 『中国茶の世界』 保育社

1994 田中静一 中国の正月と餃子に寄せて
vesta(18),2-3,1994-01,味の素食の
文化センター

1994 田中淡,他
中国文人の食生活　『遵生八牋』にみえ
る食品

第4回第1巻 食文化研究助成 成果報
告書,味の素食の文化センター

1994
趙栄光(著),草野美保
(訳)

中国食文化研究事情
vesta(18),16-24,1994-01,味の素食
の文化センター

1994 斗鬼正一 香港の都市生活と自然 : 食文化の事例から 
情報と社会(4),95-104,1994-04-01,
江戸川大学

1994 中村喬 宋時代の餅類--中国の食品に関する覚書 
立命館文學(537),900-935,1994-12,
立命館大学人文学会

1994
八田耕吉,孫漢董,謝立
山

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第1報) : 自然環境

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(40),111-123,1994-03-05

1994 松下智
茶における飲と食の境界―中国・西双版
納の旅から―

vesta(18),67-73,1994-01,味の素食
の文化センター

1994
末田香里,酒井映子,八
田耕吉

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第5報) : 体重・身長

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(40),155-160, 1994-03-05

1994 南廣子,平野年秋
中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第3報) : 供応食の調
理法

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(40),137-144,1994-03-05

1994 山口昌伴
台所我楽倶多（ガラクタ）世界探検―旅
日記風に　香港篇(1)

vesta(19),60-65,1994-05,味の素食
の文化センター

1994 山口昌伴
台所我楽倶多（ガラクタ）世界探検―旅
日記風に　香港篇(2)

vesta(20),50-56,1994-09,味の素食
の文化センター

1995 内島幸江,胡国文
中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第8報) : 自家製発酵
食品

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41), 223-233,1995-03-05

1995
内島幸江,平野年秋,胡
国文

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第7報) : 自家製加工
食品

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41),209-221,1995-03-05

1995 小田きく子 
中国料理における素材について-4-魚介
類について

学苑 (669),53-63,1995-10,昭和女
子大学近代文化研究所

1995 加納三千子 日本,台湾の若者の食生活について
福山市立女子短期大学紀要(21),87-
94,1995,福山市立大学

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン①新橋田村町の時代

月刊専門料理,16-119,1995-01,柴田
書店
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1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン②咲き誇る大輪の花「留園」

月刊専門料理,138-141,1995-02,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン③湯島聖堂の中国菜

月刊専門料理,120-123,1995-03,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン④戦前の有名中国菜館

月刊専門料理,141-146,1995-04,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑤四川料理と陳建民

月刊専門料理,118-121,1995-05,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑥中国の「食」を本で語った人た
ち

月刊専門料理,108-113,1995-06,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑦メディアが結ぶ暮しと中国料理

月刊専門料理,111-115,1995-07,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑧ホテルに展開する、中国料理の
動向

月刊専門料理,85-88,1995-08,柴田
書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑨日本で育てられた中国野菜

月刊専門料理,108-111,1995-09,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑩特殊素材の普及を巡る二人

月刊専門料理,118-122,1995-10,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑪中国料理と横浜中華街

月刊専門料理,146-149,1995-11,柴
田書店

1995 木村春子
日本の中国料理小史　戦後の歩みのワン
シーン⑫香港料理の変遷

月刊専門料理,149-152,1995-12,柴
田書店

1995 酒井映子,末田香里
中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第10報) : 台所空間

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41),247-257,1995-03-05

1995 鍾清漢
華僑評伝(7)日本一大きい中華料理店東
京大飯店の創始者・李合珠

アジア文化(20),168-172,1995-12,
アジア文化総合研究所

1995
末田香里,酒井映子,南
廣子

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第11報) : 台所用具

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41),259-266,1995-03-05

1995 鈴木五一(編著)
『中国雲南少数民族のナレズシ 西双版
納の村や市場を訪ねて』

環境と食の研究会

1995 曹純朴 中国・中国語と食文化
研究紀要(27),209-218,1995-11,長
岡大学

1995
高木節子,竹内厚,田中
映子,加田静子

中国における羊肉食文化と調理法の検討
研究紀要(21),77-86,1995-03-16,名
古屋文化短期大学

1995
田中映子,住田美和,杉
山公仁子, 高木節子

中国における年糕の食文化と調理法の検
討

研究紀要(21),87-94,1995,名古屋文
化短期大学
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1995 中村喬(編訳) 『中国の食譜』 平凡社

1995
名古屋女子大学生活科
学研究所中国学術調査
団(編)

『中国貴州省の少数民族をたずねて :
苗旅・布依族の食文化』

名古屋女子大学生活科学研究所

1995 西澤治彦
復活する茶館　曾士才他,(編)『アジア
読本中国』

131-137,河出書房新社

1995 八田耕吉
中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第6報) : 生活環境

名古屋女子大学紀要. 家政・自然編
(41), 197-208,1995-03-05

1995
平野年秋,八田耕吉,謝
立山

中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第9報) : 年中行事と
行事食

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41),235-245,1995-03-05

1995 水谷令子
中国山西省の食文化 : 穀類の料理を中
心として

鈴 鹿 短 期 大 学 紀 要 (15),139-
147,1995,鈴鹿大学短期大学部

1995 南廣子
中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依
(プイ)族の食文化(第12報) : 火まわり
(かまど)

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(41),267-275,1995-03-05

1995 谷野典之
なんでも食べる人々の食卓　曾士才
他,(編)『アジア読本中国』

122-130,河出書房新社

1995 山口昌伴
台所我楽倶多（ガラクタ）世界探検―旅
日記風に　中国篇

vesta(21),56-63,1995-01,味の素食
の文化センター

1995 山口昌伴
台所我楽倶多（ガラクタ）世界探検―旅
日記風に　中国西南篇(1)

vesta(22),42-50,1995-05,味の素食
の文化センター

1995 山口昌伴
台所我楽倶多（ガラクタ）世界探検―旅
日記風に　中国西南篇(2)

vesta(23),62-68,1995-09,味の素食
の文化センター

1996 愛新覚羅浩 『食在宮廷 : 中国の宮廷料理』 学生社

1996 荻野昌弘 食と供犠--中国雲南省ニスー族の竜神祭
関西学院大学社会学部紀要
(75),117-126,1996-10

1996 小野真知子
中国雲貴高原に発生する食用茸類の種類
とその調理法(第2報)

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(42),105-114, 1996-03-09 名古屋
女子大学

1996 郭艶春,他
雲南少数民族の食文化と環境適応―西双
版納州タイ族の村から―

第6回第1巻 食文化研究助成 成果報
告書
,味の素食の文化センター

1996 胡恵琴
中国住居における食空間の歴史に関する
研究 その1 : 起居様式の変化からみた
食事形態の変遷

学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・
意匠, 555-556, 1996-07-30,日本建
築学会

1996 佐々木道雄
朝鮮の食と文化:日本・中国との比較か
ら見えてくるもの

むくげの会

1996 中村喬
宋代の料理(1)「煮」の属--〔オウ〕・
〔オツ〕・〔トン〕について

立命館文學(544),1291-1315,1996-
03,立命館大学人文学会
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1996 中村喬
宋代の料理(2)「焼」の属--炙・燠・
〔コウ〕・焼について(炒・煎・油
〔チョウ〕を付す)

立命館文學(545),20-51,1996-06,立
命館大学人文学会

1996 中村喬
宋代の料理(3)その他--蒸・〔サン〕・
〔コク〕・凍・簽・醸・潅・水竜

立命館文學(546),128-162,1996-08,
立命館大学人文学会

1996 長谷川禎子 中国・西安市民の食行動
園田学園女子大学論文集
31(II),99-126, 1996-12-30, 園田
学園女子大学

1996 方如偉
日本における中国食文化 : 中華料理の
メニューの表現について

九州女子大学紀要.人文・社会科学
編32(3),83-92,1996-03,九州女子大
学・九州女子短期大学

1996 南廣子,糟屋優子 調理への茶の利用--中国菜譜から
名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(42),93-103,1996-03

1996 森浩一
14日間の中国の食卓・野菜篇--食の体験
的文化史(32)

中 央 公 論 111(12),204-208,1996-
10,中央公論社

1996 森浩一
14日間の中国の食卓・羊豚篇--食の体験
的文化史(33)

中 央 公 論 111(13),263-267,1996-
11,中央公論社

1996
八木幸二,八代克彦,那
須聖

中国黄河流域窰洞(ヤオトン)式住居集落
における食習慣と食材保存に関する研究

食生活科学・文化及び地球環境科学
に関する研究助成研究紀要
(12),107-113,1996,アサヒビ-ル学
術振興財団

1996 山口裕文,梅本信也
中国雲貴高原の少数民族における栽培ヒ
エの食材とくにヒエ酒としての利用に関
する資源植物学的調査

食生活科学・文化及び地球環境科学
に 関 す る 研 究 助 成 研 究 紀 要
(12),115-125,アサヒビ-ル学術振興
財団

1996 山脇千賀子
文化の混血とエスニシティ:ペルーにお
ける中華料理に関する一考察

年報社会学論集(9),47-58,1996-06,
関東社会学会

1997 赤松紀彦 中国の食の古典
本の窓 20(5)(164),20-23,1997-06,
小学館

1997 石毛直道 箸と匙--東アジアの食事文化
経済人 51(10),48-50,1997-10,関西
経済連合会

1997

賈思勰(著),田中静一,
小島麗逸, 太田泰弘,中
村璋八,鴇田文三郎,小
崎道雄,石毛直道,西澤

『斉民要術 : 現存する最古の料理書』 雄山閣出版

1997 関剣平 中国茶宴文化史研究―草創期
第7回食文化研究助成 成果報告書,
味の素食の文化センター

1997 小泉武夫 『中国怪食紀行』 日本経済新聞社

1997 小泉武夫 中国料理食材考
本の窓 20(5)(164),12-15,1997-06,
小学館

1997 周達生 文化を食べる
本の窓 20(5)(164),16-19,1997-06,
小学館

1997 中山時子,陳舜臣(監修) 『新中国料理大全 1-5 』 小学館
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1997 西澤治彦 中国の居酒屋事情--紹興の咸享酒店 
vesta(29),26-32,1997-09,味の素食
の文化センター

1997 早川史子
中華人民共和国広西壮族自治区桂林地区
龍勝各族自治県の油茶

日 本 食 生 活 学 会 誌 8(1),54-
57,1997,日本食生活学会

1997 松本憲一,稲澤敏行 内蒙古自治区のそば料理
日本調理科学会誌 30(4),387-
391,1997-11-20,日本調理科学会

1997 山田勇,尹紹亭
石灰岩地帯に暮らす人々 : 雲南東南部
の生態文化複合系の変容過程(<特集>雲
南 およびその周辺)

東 南 ア ジ ア 研 究 35(3),511-
524,1997-12,京都大学

1997 張競 『中華料理の文化史』 筑摩書房

1997 吉田元 台湾の酒 
日本歴史(584),48-50,1997-01,吉川
弘文館

1997 吉田元 台湾の米酒,紹興酒,紅露酒 
日 本 醸 造 協 会 誌 92(8),579-
587,1997-08,日本醸造協会,日本醸
造学会

1998 赤松紀彦
中華料理命名考 (特集 中国の「食」--
伝統の技と知恵)

月刊しにか 9(10),40-45,1998-10,
大修館書店

1998 阿部兼也 新歳時記=冬の巻 過橋麺
季刊中国(55),32-34,1998-12,季刊
中国」刊行委員会

1998 遠藤一夫 中国と豚
月刊しにか 9(10),12-14,1998-10,
大修館書店

1998 王敏
『花が語る中国の心―美女・美酒・美食
の饗宴』

中央公論社

1998 王秀文 桃の民俗誌--そのシンボリズム(その1)
日本研究 (17),11-45,1998-02,国際
日本文化研究センター

1998 大家千恵子 日本料理,西洋料理および中国料理の概念イメージ 
日 本 調 理 科 学 会 誌 31(1),15-
23,1998-02,日本調理科学会

1998 小川久恵
中国料理の合理性について (特集 中国
の「食」--伝統の技と知恵)

月刊しにか 9(10),25-31,1998-10,
大修館書店

1998 車政弘
シーサンパンナ・タイ族自治州住居の食
空間と食卓・膳の諸形態 : 中国雲南省
少数民族の住居, 生活用具調査から

デザイン学研究 44(6),1-10,1998-
03-31,日本デザイン学会

1998 桑山竜平 中国文学にみる食文化・食生活
国際交流 20(3),82-87,1998-04,国
際交流基金

1998 興膳宏 詩人と「食」--よく食べよく飲む白楽天
月刊しにか 9(10),64-71,1998-10,
大修館書店

1998 齊藤美和子 
中国の伝統的喫茶施設『茶館』がコミュ
ニティ形成に果たす役割の分析

食生活科学・文化及び地球環境科学
に関する研究助成研究紀要(14),79-
86,1998,アサヒビ-ル学術振興財団
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1998 塩卓悟
宋代における肉食の普及状況--南宋期・
江南の事例を中心に

集刊東洋学(79),69-86,1998-05,中
国文史哲研究会

1998 周達生 中国のコムギ食とコメ食
月刊しにか 9(10),16-24,1998-10,
大修館書店

1998 田中静一
日本化した中国の食と料理,石毛直道
（監修）『講座食の文化』第２巻

220-237,味の素食の文化センター/
農文協

1998 中村喬
「食」の博物誌--宋元時代のレシピ (特
集 中国の「食」--伝統の技と知恵)

月刊しにか 9(10),56-63,1998-10,
大修館書店

1998 中村喬 宋代の酒肆 
立命館文學(555),36-56,1998-06,立
命館大学人文学会

1998 中村喬 宋代の食店--分茶店と専門店 
学林(28・ 29),274-293,1998-03,中
国芸文研究会

1998 中村璋八
中国庶民の食生活にみる道教の長寿思想
(特集 楽しい長寿)

vesta(32),14-20,1998-10,味の素食
の文化センター

1998
難波敦子,成暁,宮川金
二郎

中国雲南省の「糸引き納豆」
日本家政学会誌 49(2),193-
197,1998-02-15,日本家政学会

1998

難波敦子,宮川金二郎 ,
大森 正司, 加藤みゆ
き,田村朝子,斎藤ひろ
み

中国・雲南省西南部の無塩漬物茶「酸茶」
日本家政学会誌 49(8),907-
915,1998-08-15,日本家政学会

1998 橋本慶子 中国の日常食と行事食の意識について
青山學院女子短期大學紀要
(52),135-148,1998-12-10,青山学院
女子短期大学

1998 浜井幸子
中国南北屋台紀行--おいしい中国端っこ
巡り

月刊しにか 9(10),32-39,1998-10,
大修館書店

1998 平野久美子 『食べ物が語る香港史』 新潮社

1998 松浦誠
スズメバチ食文化の世界(2)中国雲南の
スズメバチ市場

インセクタリゥム 35(11),312-
316,1998-11,東京動物園協会

1998 真柳誠 医食同源の思想--成立と展開
月刊しにか 9(10),72-77,1998-10,
大修館書店

1998 南廣子 『斉民要術』の料理構造
日本調理科学会誌 31(2),166-
171,1998-05-20,日本調理科学会

1998 山下清海
「東南アジア華人の食文化に関する地理
学的考察--シンガポール・マレーシアを
中心に」

国際地域学研究(1),121-131,1998-
03,東洋大学国際地域学部

1998 李永寧 飲み食いと中国文化
生活科学研究(20),7-15,1998-03,文
教大学

1999
池ヶ谷のり子,高木敏
彦,三輪輝夫 他

中国貴州省の少数民族(ミャオ族・スイ
族・プイ族)の食

靜岡大學農學部研究報告(49),21-
37,1999,静岡大学
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1999 王秀文 桃の民俗誌--そのシンボリズム(その2)
日本研究 (19),123-158,1999-06,国
際日本文化研究センター

1999
小川久惠,松田康子,岩
間範子,他

中国福建省における食品の使用状況およ
び調理方法に関する研究(第1報)肉につ
いて

女子栄養大学紀要 (30),107-
117,1999

1999 加島勝,韓釗
中国における飲食(おんじき)供養具の形
式変遷に関する基礎的調査研究

第10回食文化研究助成 成果報告
書,17-24,味の素食の文化センター

1999 周達生 
中国式調理の原点,石毛直道（監修）
『講座食の文化 』第3巻

160-197,味の素食の文化センター /
農文協

1999 田中静一
薬膳と医食同源の由来,石毛直道（監
修）『講座食の文化 』第6巻

129-134,味の素食の文化センター /
農文協

1999 田中静一
中国の食犬,石毛直道（監修）『講座食
の文化 』第6巻

135-137,味の素食の文化センター /
農文協

1999 辻村明
食生活の比較文化論--中国・韓国・日本
における食生活の類似性と相違性

流通経済大学論集33(3) (122),27-
34 ,1999-01,流通経済大学

1999 中村璋八
「中国の食の思想」石毛直道（監修）
『講座食の文化 』第6巻

62-79,味の素食の文化センター /農
文協

1999 中村喬
『東京夢華録』の「〔ハ〕鮓」と『夢梁
録』の「〔ハ〕鮓」

学林(30),50-73,1999-03,中国芸文
研究会

1999 中村喬 中国における「膾」(生食)について
立命館文學(560),66-87,1999-06,立
命館大学人文学会

1999 西澤治彦
食卓の政治学--中国における宴席の座順
をめぐって (特集 劇場としての食卓)

vesta(34),22-27,1999-05,味の素食
の文化センター

1999 西澤治彦
「中国における飢饉―1959～61年の飢饉
を中心に」,丸井英二編『飢餓』

42-71,ドメス出版

1999 林左馬衛
「道教と食」石毛直道（監修）『講座食
の文化 』第6巻

156-173,味の素食の文化センター/
農文協

1999 原田治（総監修） 『中国料理辞典』 同朋舍

1999 古田朱美 万葉時代の日本と中国の食文化
流通經濟大學論集 33(3),35-
39,1999-01,流通経済大学

1999 南廣子
中国菜譜の料理名の構成要素--『大衆菜
譜』の場合

食生活研究 19(5),12-19,1999-01,
食生活研究会

1999 南廣子,舟橋由美
『中国菜譜』料理名の構成要素 : 全12
省について

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(45),137-147, 1999-03-10

1999 山口裕文,梅木信也
中国雲貴高原の少数民族における栽培ヒ
エの食材とくにヒエ酒としての利用に関
する資源植物学的調査

食生活科学・文化及び地球環境科学
に 関 す る 研 究 助 成 研 究 紀 要
(12),115-125,1996,アサヒビ-ル学
術振興財団
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２０００〜２００９

2000 殷強
中国食文化から見た中華街の現状と将来
の動向 : 日本三大中華街を中心に

博士論文（流通経済大学）

2000 永倉百合子 「粥」から見る中国人の「食」
アジア遊学(21),13-21,2000-11,勉
誠出版

2000 王秀文 桃の民俗誌--そのシンボリズム(その三)
日本研究(20),125-171,2000-02,国
際日本文化研究センター

2000 尾崎秀樹 
『中国酒食春秋 : 中国文人の愛した酒
と食』

講談社

2000 賈蕙萱,石毛直道 『食をもって天となす　現代中国の食』 平凡社

2000 勝木言一郎 「杏仁豆腐」雑考
アジア遊学(21),79-84,2000-11, 勉
誠出版

2000 関剣平 中国茶史研究 : 陸羽まで 博士論文（立命館大学）

2000 草野美保 中国雲南の民族料理レストランを訪ねて
vesta(38),71-76,2000-05,味の素食
の文化センター

2000

熊倉功夫(監修),高橋忠
彦, 趙方(監訳),中国国
際茶文化研究(企画),程
啓坤, 姚国坤, 于良子

『中国茶文化大全 「中華茶文化」日本
語版』

農文協

2000 黄煌 注目すべき文献 中医学と中華料理
中医臨床 21(4),496-500,2000-12,
東洋学術出版社

2000 胡恵琴 
9170 中国住居における食空間の歴史に
関する研究 その4 : 絵画史料からみる
清代の食卓の形態

学術講演梗概集.F-2,339-340,2000,
建築歴史・意匠

2000 胡惠琴
四合院住居における食空間に関する研究
: 中国清代の漢族住居を中心とする考察

博士論文(昭和女子大学)

2000 三成由美 中国長寿村の食生活 : 広西壮族自治区巴馬県
日本調理科学会誌 33(2),288-292,
2000-05-20, 日本調理科学会

2000 竹内実 『中国文化論 :「食」の文化』 京都造形芸術大学

2000 中村璋八 中国の食文化と五行思想
日本食生活学会誌 11(3),209-
215,2000

2000 中村喬 『宋代の料理と食品』  中國藝文研究會,朋友書店

2000 中村喬 宋代の料理
アジア遊学(21),2-12,2000-11, 勉
誠出版
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2000 中村喬 早食と點心
立命館文學(563),718-728,2000-02,
立命館大学人文学会

2000 林真司
覚書 アジアの日常食から見る日本の食
生活--台湾・香港から

龍谷大学大学院経済研究(1),16-
26,2000-03,龍谷大学大学院経済研
究編集委員会

2000 潘兆祥
諺から見た日本・台湾における魚食文化
と肉食文化

比較文化研究(49),51-60,2000,日本
比較文化学会

2000 于維漢 民以食為天と中国の菽文化
医学検査:日本臨床衛生検査技師会
誌 49(4),294

2000
吉田真美,後藤潔,寺嶋
芳実,田名部尚子

料理書にみる中国,朝鮮,日本料理中の
ショウガ利用についての考察

研究紀要. 短期大学部(33),127-
134,2000,聖徳大学

2000 藍石,田俊弘 <総説>日中両国における薬膳本草 
岐阜藥科大學紀要(49),1-10,2000-
06-30,岐阜薬科大学

2000 李暁 
喫茶と養生についての中日比較 : 唐・
宋と鎌倉・南北朝を中心として

日本研究(21),13-44,2000-03,国際
日本文化研究センター

2000 劉凡夫 飲食文化の影響から見た中国語の表現
奥羽大学文学部紀要(12),224-
237,2000-12

2001 王仁湘(著),鈴木博(訳) 『中国飲食文化』 青土社

2001 欠端實,他 雲南省ハニ族の「共食」文化
第10回食文化研究助成 成果報告書,
味の素食の文化センター

2001 加島勝,他
中国における飲食供養具の形式変遷に関
する基礎的調査研究

第10回食文化研究助成 成果報告書,
味の素食の文化センター

2001 北美智子 中国に於ける食文化の一暼 : 中国茶
研究紀要(46),1-24,2001-12-20,華
頂短期大学

2001 木村春子 食事マナーの変遷--日本と中国
vesta(41),16-21,2001-01,味の素食
の文化センター

2001 桂小蘭 古代中国の食用犬についての研究 
生活文化史 (40),31-41,日本生活文
化史学会

2001 甲元真之 『中国新石器時代の生業と文化』 中国書店

2001 齋藤匡史 
老舎小説の食譜 : 長編小説『駱駝祥
子』篇

東亞経濟研究 59(3),241-276,2001-
01-31,山口大学

2001 齊藤美和子
｢中国の伝統的喫茶施設『茶館』がコ
ミュニティ形成に果たす役割の分析｣

食生活科学・文化及び地球環境科学
に関する研究助成研究紀要(14),79-
86,2001-04,アサヒビール学術振興
財団

2001 坂本一敏
『中国麺食い紀行 全省で食べ歩いた男
の記録』

一星企画
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2001 塩卓悟 宋代牛肉食考
中国(16),86-104,2001-06,中国社会
文化学会

2001 周達生 中国喫茶事情--その変容について 淡交 55(6),20-28,2001-06,淡交社

2001 高畑常信 中国の茶館と飲茶
東京学芸大学紀要. 第2部門,人文科
学(52),147-180,2001-02,東京学芸
大学

2001 高宮和彦,佐藤奈緒美
中国料理の南北差--材料面と盛り付け面
と色彩面

共立女子大学家政学部紀要(47),11-
22,2001-03

2001 谷沢容子 中国山東省の日常の食生活
星美学園短期大学研究論叢(35),37-
42, 2003-03

2001 陳亦文
四川省成都市における庶民の食生活--日
常食を中心として

東アジア地域研究(8),45-61, 2001-
07,東アジア地域研究学会

2001 中村喬 中国の點心と饅頭 
和菓子(8),7-12,2001-04,虎屋虎屋
文庫

2001 西澤治彦 中国料理とアメリカ料理 
月 刊 し に か 12(5)(135),2-5,2001-
05,大修館書店

2001 西谷大
『食は異なもの味なもの : 食から覗い
た中国と日本』

歴史民俗博物館振興会

2001 布目潮渢 『中国茶の文化史』 研文出版

2001 福永淑子 台湾独自の食文化--屋台料理
家庭科教育 75(7),59-63,2001-07,
家政教育社

2001 水島裕 食生活史と宗教(18)中国食文化論(1)
金 城 学 院 大 学 論 集 家 政 学 編
(41),19-49,

2001 水野(肖) 蓉
外食行動から考察した「食」および「生
活」のライフスタイル--外食文化に関す
る日中間の比較

言語と交流(4),28-50,2001,言語と
交流研究会

2001 李暁
喫茶と養生についての中日比較 : 唐・
宋と鎌倉・南北朝を中心として

日本研究:国際日本文化研究セン
ター紀要(21), 13-44,iii,2001

2002 有澤晶子 北京の正月
アジア遊学(46),39-47,2002-12,勉
誠出版

2002 泉敬子 資料 台湾の歴史と食文化
生活科学研究(24),49-52,2002-03,
文教大学生活科学研究所

2002 今泉容子
食のテレビコマーシャルにみる中国と台
湾の家族・女

文 芸 言 語 研 究 文 芸 篇 (42),80-
51,2002,筑波大学文藝・言語学系

2002 王瑞来 中国の正月今昔談
アジア遊学(46),48-55,2002-12,勉
誠出版
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2002 大石惇,森誠(編著) 『中国少数民族農と食の知恵』 明石書店

2002 大橋幸多 香港および中国華南地域における日本食事情と可能性
海外の食品産業(221),1-16,2002-
04,日本貿易振興機構

2002 岡田哲 『ラーメンの誕生』 筑摩書房

2002
賈惠萱(著),塚田誠之
(訳)

中国の食生活と文化 
民博通信(96),10-23,2002-03,国立
民族学博物館

2002 桂小蘭 古代中国の養老礼と犬肉の食用 
vesta(45),37-42,2002-01,味の素食
の文化センター

2002 孔令敬
『中国茶・五感の世界 : その歴史と文
化』

日本放送出版協会

2002
小崎道雄,岡田早苗,小
原直弘,他

乳扇(ルーシャン) : 雲南中部のカテー
ジチーズ

日本食品保蔵科学会誌28(5),253-
260,2002-09-30,日本食品保蔵科学
会

2002 近藤一成 東坡「黄州寒食詩巻」と宋代士大夫 
早稲田大学大学院文学研究科紀要.
第4分冊(48), 81-95,2002,早稲田大
学大学院文学研究科

2002 塩田雄大
料理名の「ゆれ」について--西の焼きめ
し・東のチャーハン--平成13年度(後半)
ことばのゆれ全国調査から(2)

放 送 研 究 と 調 査 52(7),98-
125,2002-07,日本放送出版協会

2002 塩山正純
西洋料理と中国語--『造洋飯書』(1899)
の語彙を中心に

文明21(8),75-93, 2002-03,愛知大
学国際コミュニケーション学会

2002 石其琳
中国チベット族地域における現代食文化
についての一考察

筑 紫 女 学 園 大 学 紀 要 (14),169-
192,2002,筑紫女学園大学

2002 中村喬
明の『宋氏養生部』に於ける「〔エ
ン〕」と「齏」

学林(35),71-96,2002-05,中国芸文
研究会

2002 広岡今日子 料理編--世界に誇る中華料理の"一番"
月刊しにか 13(9),50-53,2002-08,
大修館書店

2002 舟橋由美,南廣子
中国料理名の構造分析 : 愛知県内の料
理店の場合

名古屋女子大学紀要.家政・自然編
(48),81-90, 2002-03

2002 水島裕 食生活史と宗教(18) : 中国食文化論(1)
金 城 学 院 大 学 論 集 . 家 政 学 編
(41),19-49,2001,金城学院大学

2002 水島裕 食生活史と宗教(19)中国食文化論(2)
金城学院大学論集.家政学編(42),9-
34,2002,金城学院大学

2002 于亜
中国食文化研究の展開：餃子食研究への
序章

兵庫地理(47),11-22,2002-03-31,兵
庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教
育研究会地理部会

2002 米田泰子
日本食はどうして中国の影響を受けな
かったか--一七〜一九世紀の日本と朝鮮
の料理本に見る

生活文化史(42),41-54,2002-09,日
本生活文化史学会
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2002 凌雲鳳 広州と我が家のお正月
アジア遊学(46),56-63,2002-12,勉
誠出版

2002 渡邊欣雄 台湾の正月
アジア遊学(46),74-85,2002-12,勉
誠出版

2003 秋永紀子
中国貴州省の伝統的食文化 : 大豆の加
工食品(豆腐)および発酵食品について

日 本 食 生 活 学 会 誌 13(4),293-
299,2003-03-31

2003 阿部雅志 上海料理の代表的料理
月刊しにか 14(12),36-39,2003-12,
大修館書店

2003 阿部雅志 上海料理こぼれ話
月刊しにか 14(12),40-43,2003-12,
大修館書店

2003
伊藤寛(編著)、菊池修
平(編著)

『中国の豆類発酵食品』 幸書房

2003 南廣子,舟橋由美
日本と中国の『中国料理』にみる料理構
造の比較

名古屋女子大学紀要 家政・自然編
(49),69-80, 2003-03

2003
上北恭史,谷村秀彦,渡
辺俊

中国の集合住宅における食事空間の考察
日本建築学会計画系論文集
(569),15-21,2003-07-3,日本建築学
会

2003 NHK放送文化研究所編

放送用語委員会(東京) 用語の決定--
「ウーロン茶」「マーボー豆腐」
「シューマイ」「ギョーザ」「ビビン
バ」

放送研究と調査(53),126-133,2003-
05,NHK放送文化研究所

2003 王初文,大原興太郎
医食同源・薬食同源に関する歴史的考察
: 中国の古典を中心にして

三重大学生物資源学部紀要(30),69-
87,2003-03-15,三重大学

2003 岡田英弘
中国の食の転換点、モンゴル時代　『中
国食文化の歴史』

128-143,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 勝見洋一 現代中国食事情　『中国食文化の歴史』
289-313,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003
金子真紀子,于秉柯,于
維漢,他

中国東北部黒龍江省の農村と都市にすむ
中年女性の食生活状況

肥満研究 : 日本肥満学会誌
9(1),45-50,2003-04-25,日本肥満学
会

2003 北美智子
中国における食文化の一瞥 : 中国料理
I

研 究 紀 要 (48), A36-A55,2003-12-
20,華頂短大

2003 木村春子 北京料理の特徴--北の風土と都の歴史
月刊しにか 14(12),22-24,2003-12,
大修館書店

2003 木村春子
北京料理の代表的料理--老北京(ラオベ
イジン)の町の味

月刊しにか 14(12),25-28,2003-12,
大修館書店

2003 木村春子 満漢全席--清王朝と融和政策
月刊しにか 14(12),29-33,2003-12,
大修館書店

2003 桂小蘭
古代中国犬文化の研究 : 食用と祭祀を
中心に

博士論文（大阪大学）
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2003 小泉武夫 中国の酒　『中国食文化の歴史』
241-268,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 小島麗逸 中国の伝統的食文化の変化
日本貿易会月報(598),20-25,2003-
02,日本貿易会

2003 小西達夫
タロイモの食と俗習 (特集 ポンソ・
ノ・タオ 台湾蘭嶼の民族と文化)

自然と文化(73),30-35,2003,日本ナ
ショナルトラスト

2003 砂井紫里
食事行動とその空間におけるアイデン
ティティ複合-中国東南沿海部･回族の一
地域集団の事例から-

早稲田大学大学院文学研究科紀要.
第3分冊,日本文学演劇映像美術史日
本語日本文化(49),81-89,2003

2003 佐渡友雄基 台湾茶藝文化の発展
中国言語文化研究(3),30-47,2003-
07-01,佛教大学

2003 佐藤達全
中国古典の料理書を読む　『中国食文化
の歴史』

314-345,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 島尾伸三 "中華"の神髄は広東にあり
月刊しにか 14(12),14-21,2003-12,
大修館書店

2003 周達生
西域異民族、イスラムの中国食文化への
影響　『中国食文化の歴史』

144-172,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 周達生
カラー特別企画 中国・変貌する「野
味」の世界〔含 解説〕

vesta(50),37-46,2003-04,味の素食
の文化センター

2003 周達生
広東料理の特長　初めからボーダーレス
だった

月刊しにか 14(12),44-45,2003-12,
大修館書店

2003 周達生
広東料理の代表的料理--現在は何が"代
表的"なのか?

月刊しにか 14(12),46-49,2003-12,
大修館書店

2003 周達生
粤菜の流行と新派粤菜--目まぐるしく変
わる広東料理

月刊しにか 14(12),50-53,2003-12,
大修館書店

2003
暁白(選編),暁珊(選
編),多田敏宏(訳)

『中国人、「食」を語る』 近代文芸社

2003 石其琳
食文化に於ける中国と日本 : その相互
認識とイメージ形成の諸相について

筑紫女学園大学紀要(15),75-97,

2003 銭剛 中国の食文化 
鳥 取 短 期 大 学 研 究紀 要 (47),11-
15,2003-06-01

2003 園田茂人
ラーメン、中国へ行く―東アジアのグ
ルーバル化と食文化の変容

中央評論(246),18-25,2003-12,中央
大学

2003
田中直義,山内智子,勝
股理恵,(他)

東南アジア地域における大豆を原料とす
る醗酵食品の製造法と食文化に関する研
究(1)中国雲南省における無塩醗酵大豆
の製造と利用について

共立女子大学総合文化研究所年報
(9),9-17,2003

2003 田畑久夫,金丸良子
西南中国の少数民族の食文化　『中国食
文化の歴史』

173-219,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）
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2003 張競 食糧難時代の中華料理--庶民たちの台所
月刊しにか 14(12),63-69,2003-12,
大修館書店

2003 中村喬
新しい中国料理の始まり―宋代　『中国
食文化の歴史』

105-127,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 中山時子
中国文学にあらわれた食の風景　『中国
食文化の歴史』

61-79,株式会社NHKエンタープライ
ズ21（制作）,バンダイビジュアル
（発行）

2003 永山久夫
和食の中の中国食文化の影響　『中国食
文化の歴史』

269-188,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 南條竹則 中国の酒 
月刊しにか 14(12),70-75,2003-12,
大修館書店

2003 西澤治彦
中国料理の食事作法　『中国食文化の歴
史』

220-240,株式会社NHKエンタープラ
イズ21（制作）,バンダイビジュア
ル（発行）

2003 西澤治彦 中国の食事方法 : 歴史人類学的考察 博士論文（総合研究大学院大学）

2003 西澤治彦
明代の中国における宴席の儀礼--主に
ヨーロッパの宣教師の著作を通して

武蔵大学人文学会雑誌 35(2),1-
66,2003,武蔵大学

2003 広岡今日子 世界に誇る中華料理の"一番"
月刊しにか 13(9),50-53,2002-08,
大修館書店

2003 福永淑子 中国小麦粉調理における伝統技法
伝統食品の研究 (26),29-38,2003-
08,日本伝統食品研究会

2003 福永淑子 中国伝統調理文化の科学的解明 博士論文（大妻女子大学）

2003 舟橋由美 日本の家庭における中国料理の今昔
研究報告(42),205-216,2003,一宮女
子短期大学

2003 松金公正
現代台湾仏教と日本--「素食」と「精進
料理」のもつ距離

アジア遊学(48),140-148,2003-02,
勉誠出版

2003 水島裕
食生活史と宗教(第十九報) : 中国食文
化論(ニ)

金城学院大学論集.家政学編(42),9-
34,2003-03-20

2003 宮澤正順
中国食文化の基層―道教と食　『中国食
文化の歴史』

80-104,株式会社NHKエンタープライ
ズ21（制作）,バンダイビジュアル
（発行）

2003 森岡文泉 中国の言語と文化(2)中国の食文化について 
国語国文論集(33),1880-1871,2003,
安田女子大学日本文学会

2003 山中一男 四川料理の特徴
月刊しにか 14(12),54-55,2003-12,
大修館書店

2003 山中一男 四川料理の代表的料理
月刊しにか 14(12),56-58,2003-12,
大修館書店
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2003 山中一男 四川料理と薬膳
月刊しにか 14(12),59-62,2003-12,
大修館書店

2003
吉田真美,後藤潔,田名
部尚子

料理書にみる中国,朝鮮,日本料理中の
ショウガ利用比較

日本調理科学会誌 36(3),255-
265,2003,日本調理科学会

2004 板垣俊一
少数民族白族の食文化・歌文化 : 中国
雲南紀行

新潟の生活文化:新潟県生活文化研
究会誌(10),27-33,2004-02,新潟県
生活文化研究会

2004 伊東順子
チャイナタウンのない国--韓国の中華料
理店 (特集 食と言語)

言語文化(21),132-143,2004-03,明
治学院大学言語文化研究所

2004 井波律子 中国三千年の食文化 紫明(15),30-34,2004-10,紫明の会

2004 今泉容子
食のテレビコマーシャル―日・中・韓の
比較研究

第13回 食文化研究助成 成果報告
書,味の素食の文化センター

2004
易 中 天 ( 著 ） , 仲 曄
慶,Alber Heinz(訳)

翻訳 易中天:中国文化の中の「飲食」
名 城 大 学 人 文 紀 要 40(1),55-
68,2004-09

2004
大澤正昭,大川裕子,中
林広一,村上陽子,他

史料研究 中国史上の芋類史料集成稿(1)
サトイモ・ナガイモ等

上智史学(49),163-192,2004-11,上
智大学史学会

2004 小田島絵里
中国食文化からみる健康学--東洋医学の
観点から

文化学研究(13),66-80,2004,日本女
子大学文化学会

2004 角野猛
平成15年度日本調理科学会学会賞受賞記
念論文 日本,中国,韓国及び東南アジア
の伝統塩蔵発酵食品に関する総合的研究

日 本 調 理 科 学 会 誌 ,37(2),2004-
05,124-134,日本調理科学会

2004 川野和昭
中国広西壮族自治区における豚食習俗の
研究―南九州及び南西諸島との比較の視
点から

第13回 食文化研究助成 成果報告
書,味の素食の文化センター

2004 北美智子
中国における食文化の一瞥 : 中国料理
II

研究紀要(49),1-24,2004-12-20,華
頂短期大学

2004 日下翠
『清明上河図』にみる飲食　伊原弘監修
『「清明上河図」を読む』

勉誠出版

2004 熊谷瑞恵
ナンをめぐる中国新疆ウイグル族の食事
文化

文 化 人 類 学 69(1),1-24,2004-06-
30,日本文化人類学会

2004
國學院大學日本文化研
究所(編)

『東アジアにみる食とこころ―中国・台
湾・モンゴル・韓国・日本』

おうふう

2004
小島麗逸,大島一二,古
澤公章

『変わる中国食文化の新潮流を探る』 日本食糧新聞社

2004 澤井充生
回族の羊肉料理と饗応―中国寧夏回族自
治区における食を媒介とした社会関係の
持続と変容―

第13回 食文化研究助成 成果報告
書,味の素食の文化センター

2004 澤井充生
羊肉料理が伝えるイスラーム--中国に根
づいた回族の食文化

vesta(54),52-57,2004-04,味の素食
の文化センター
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2004 塩卓悟
『清明上河図』のテーブルの上　伊原弘
監修『「清明上河図」を読む』

勉誠出版

2004 周達生 『世界の食文化(2)中国』 農山漁村文化協会

2004 角南聡一郎
台湾の衣食住文化にみる「日本」像
―物質文化から見た戦後台湾における植
民地文化の持続性と変容―

2004年度 財団法人交流協会日台交
流センター歴史研究者交流事業報告
書

2004 石其琳
食文化における中国少数民族現代化の諸
問題について : 母系社会納西族摩梭人
を中心として

筑 紫 女 学 園 大 学 紀 要 (16),121-
142,2004

2004 譚璐美 『中華料理四千年』 文藝春秋

2004
鄭玉栄,酒井映子,末田
香里

中国吉林省延辺朝鮮族自治州の朝鮮族の
食生活--延吉市内朝鮮族と漢族の食事状
況

榮養學雑誌62(2),95-102,2004-04-
01,日本栄養改善学会

2004 中村喬
中国の間食とその歴史 (特集 おやつ--
お茶うけからスナックまで) -- (海外の
おやつ文化)

vesta(56),24-29,2004-10,味の素食
の文化センター

2004 中村喬
『明代の料理と食品 : 『宋氏養生部』
の研究』

中國藝文研究會／朋友書店

2004 西澤治彦 中国における宴会
アジア遊学(61),61-70,2004-03 勉
誠出版

2004 西澤治彦
中国料理店の回転テーブル--目黒雅叙園
に残る第一号回転テーブルについて

vesta(56),60-65,2004-10,味の素食
の文化センター

2004 堀江俊一
台湾北部客家の宴―中元普渡のふたつの
宴―

アジア遊学(61),71-80,2004-03,勉
誠出版

2004 南廣子,舟橋由美 日本の家庭における中国料理の受容
名古屋女子大学紀要 家政・自然編
(50),83-91, 2004-03

2004 宮原暁
飛び入りの現象学―フィリピンの「華僑
の宴会」―

アジア遊学(61),81-90,2004-03,勉
誠出版

2004
李温九,西村美沙,饗庭
照美,他

黒色と黒色食品に対するイメージ調査 :
東アジアの大学生を対象にして

日 本 色 彩 学 会 誌 28(3),144-
151,2004-09-01

2005 石黒敬子 四川泡菜について(3)
紀要(33),23-35,2005-05-31,つくば
国際短期大学

2005 王雪
「日本と中国の「食」に関する諺の対照
考察」 『社会言語科学会第16回大会発
表論文集 』

社会言語科学会事務局

2005 王初文,大原興太郎
中国茶の分類と歴史的発展--喫茶文化に
関する一考察(前編)

食の科学(329),42-50,2005-07,光琳

2005
大澤正昭,大川裕子,中
林広一,村上陽子,他

史料研究:中国史上の芋類史料集成稿(2)
サトイモ・ナガイモ等

上智史学(50),31-54,2005-11,上智
大学史学会
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2005 太田泰弘 唐菓子の系譜--日本の菓子と中国の菓子
和菓子(12),11-35,2005-03,虎屋虎
屋文庫

2005 加藤千洋
『加藤千洋の中国食紀行 うまいを知れ
ば「素顔の中国」が見えてくる』

小学館

2005 香山聡子 台湾における素食文化の研究
第14回 食文化研究助成 成果報告
書,味の素食の文化センター

2005 河口充勇
「永和豆漿」--台湾発中華ファースト
フードの一例

アジア遊学(77),162-166,2005-07,
勉誠出版

2005 河口充勇
台湾料理の"ごった煮"的性質--「欣葉」
の事例を中心に

アジア遊学(77),45-55,2005-07,勉
誠出版

2005 祁玫,他
中国騎馬民族における喫茶習俗の歴史と
現状

第14回 食文化研究助成 成果報告
書,味の素食の文化センター

2005 北美智子
中国における食文化の一瞥 : 中国料理
III

研究紀要(50),13-49,2005-12-20,華
頂短期大学

2005 木村春子
『火の料理水の料理 : 食に見る日本と
中国』

農文協

2005 木村春子 箸の発明--中国の食具の変遷
vesta(60),30-35,2005-10,味の素食
の文化センター

2005 桂小蘭
『古代中国の犬食文化　食用と祭祀を中
心に』

大阪大学出版会

2005 御膳房(編) 『雲南・食と文化 : 日本と中国の架け橋』 東方書店

2005
五島淑子,安藤真美,神
田知子

中国古典料理への誘い--『斉民要術(せ
いみんようじゅつ)』から「芋子酸〔カ
ク〕法(うしさんかくほう)」と「膏環
(こうかん)」の作り方

食生活研究 25(2),7-11,2005,食生
活研究会

2005 蔡榮章 台湾--現代台湾人の生活茶事情
緑茶通信(13),37-40,2005-02,世界
緑茶協会事務局

2005 櫻井澄夫 『中国・食と地名の雑学考』 田畑書店

2005 サバン フランソワーズ
フランスにおける中華料理の諸形態とそ
の改変

アジア遊学(77),140-150,2005-07,
勉誠出版

2005 塩卓悟
宋代都市の食文化--両宋交替期における
北食・南食の展開

アジア遊学(78),120-134,2005-08,
勉誠出版

2005 宍戸佳織
中国絵画からみた飲茶法について : 宣
化遼墓壁面からの分析

生活學論叢(10),57-69,2005-09-30,
日本生活学会

2005 シッダルタ ミラ
伝統レシピと新しい料理--インドネシア
での中華料理の現地化 (特集 世界の中
華料理)

アジア遊学(77),93-99,2005-07,勉
誠出版
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2005 芹澤知広
ベトナム華人の離散とベトナム料理の普
及

アジア遊学(77),80-92,2005-07,勉
誠出版

2005 田村和彦 辛味の誘惑
アジア遊学(77),20-33,2005-07,勉
誠出版

2005 趙鉄偉
中国の大都市部における「緑色食品」の
受容動向に関する研究

博士論文（東京農工大学）

2005 張玉欣 中国・台湾の飲食文化研究の現況
vesta(58),79-83,2005-04,味の素食
の文化センター

2005 張展鴻 返還後の香港広東料理
アジア遊学(77),34-44,2005-07, 勉
誠出版

2005 張展鴻
香港私房菜(香港のプライベート・レス
トラン)

アジア遊学(77),152-156,2005-07,
勉誠出版

2005 陳天璽 日本の「国民食」としての中華
アジア遊学(77),70-79,2005-07,勉
誠出版

2005 陳美慧 中国清朝時代の豆腐の加工と調理文化
伝統食品の研究 (29),17-27,2005-
10,日本伝統食品研究会

2005 デビッド・Y. H. ウー
ハワイ中華料理の変遷と現実--中華バイ
キングを中心に

アジア遊学(77),119-127, 2005-07,
勉誠出版

2005 中尾佐助 
『料理の起源と食文化』（中国の粉食・
中国の米と粒食）

北海道大学図書刊行会(中尾佐助著
作集;第2巻)

2005 中林広一 中国におけるソバについて
史苑66(1),80-104,2005-11,立教大
学

2005 中村喬
元から清初への食譜に於ける二つの系統
(上)

立命館文學(590),96-84,2005-07,立
命館大学人文学会

2005 中村喬
元から清初への食譜に於ける二つの系統
(下)

立命館文學(591),284-265,2005-10,
立命館大学人文学会

2005 南條竹則 『中華文人食物語』 集英社

2005 西澤治彦
改革開放と中国料理の新しい展開--沿海
部大都市の外食産業を中心に

アジア遊学(77),7-19,2005-07,勉誠
出版

2005 西澤治彦
研究フォーラム 宣教師のみた中国人の
宴席--明代における宴席の手順と儀礼
(世界史の研究(204))

歴史と地理(586),49-53,2005-08,山
川出版社

2005 西澤治彦 食事文化史から見た中国の南北
武蔵大学人文学会雑誌 36(4),95-
119,2005

2005 西澤治彦
江戸時代の中国料理書の翻刻と解題(そ
の一)『卓子宴儀』

武蔵大学人文学会雑誌 37(2),173-
202,2005
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2005 バーナード ウォン
アメリカにおける中華料理と中華レスト
ラン--人類学的視点から

アジア遊学(77),100-109,2005-07,
勉誠出版

2005 林史樹
外来食の「現地化」過程--韓国における
中華料理

アジア遊学(77),56-69,2005-07,勉
誠出版

2005 林史樹
海外移民にともなう「韓国式中華料理」
のグローバル化

アジア遊学(77),168-175,2005-07,
勉誠出版

2005 東四柳祥子 江戸料理書に見る中国料理献立の受容
風俗史学(30),2-29,2005-03,日本風
俗史学会

2005
フェザーストン マイ
ク,玉利智子

イギリスの中華料理--消費文化と味覚
アジア遊学(77),128-139,2005-07,
勉誠出版

2005 古田朱美 中国の保存食と災害対策 
vesta(57),36-39,2005-01,味の素食
の文化センター

2005 堀光代,長野宏子 タデ科植物の中国伝統食品への利用
日 本 調 理 科 学 会 誌 38(1),51-
57,2005,日本調理科学会

2005 槙林啓介

中国新石器時代における食文化体系とそ
の変容--蒸具の多種化 (シンポジウム
考古資料にみる地域の認識とその解釈--
黄河流域から長江流域へのひろがりのな

中国考古学(5),149-170,2005-11,日
本中国考古学会

2005 宮尾茂雄(監訳) 『中国漬物大事典 中国醤腌菜』 幸書房

2005 森川眞規雄
カナダの香港広東料理--堕落それとも進
化?

アジア遊学(77),110-118, 2005-07,
勉誠出版

2005 森川眞規雄 瞬間の美味
アジア遊学(77),157-161, 2005-07,
勉誠出版

2005 于亜
中国山東省における餃子食の意味と地域
的特質

人文地理 57(4),396-413,2005,人文
地理学会

2005 楊衛平 中国の食養生--「薬食同源」について 
愛知淑徳大学論集 文化創造学部篇
(5),95-105, 2005,愛知淑徳大学

2005 楊華 食事作法に見る日中比較文化考察
日欧比較文化研究(4),59-70,2005-
10,日欧比較文化研究会

2006 石黒敬子 四川泡菜について(4)
紀要(34),79-94,2006-06,つくば国
際短期大学

2006 王雪
日本語と中国語の「酒」に関する諺の対
照比較--「衣食住」の語が含まれる諺を
中心に

比 較 生 活 文 化 研 究 (13),89-
101,2006,日本比較生活文化学会

2006 小川利康
中国における日本の食文化 (特集 変貌
する中国の食と日本への影響)

食の科学(339),4-10,2006-05 ,光琳

2006 尾崎貴久子 元代の日用類書『居家必用事類』にみえる回回食品
東洋学報 88(3),364-336,2006-12,
東洋文庫
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2006 蔡毅 『中国の酒文化 君 当に酔人を恕すべし』農文協

2006
定延健二(監修),横田文
良(著）

『中国の食文化研究 北京編』 辻学園調理製菓専門学校

2006 宍戸佳織
『中国茶文化と茶館 : 中国浙江省杭州
市の事例』

博士論文（早稲田大学）

2006 角南聡一郎 モノからみた台湾茶文化
アジア遊学(88),116-127,2006-06,
勉誠出版

2006 芹澤知広
子どもとしてのブタ--中国南部における
食物のシンボリズム

vesta(62),44-48,2006-04,味の素食
の文化センター

2006 高橋孝助 『飢饉と救済の社会史』 青木書店

2006 高橋忠彦 中国の喫茶の重層性　詩語と真実
アジア遊学(88),84-86,2007-07,勉
誠出版

2006 田村立波
日中の食文化における「縁起」担ぎにつ
いて--食物によるものを中心に

東日本国際大学経済学部研究紀要
11(2),127-141, 2006-04,東日本国
際大学経済学部

2006
張展鴻(著),鈴木涼太郎
(訳)

Hong Kong 香港における観光客向けメ
ニューの研究

交流文化(3),24-29,2006-01,立教大
学観光学部

2006 趙方任,池田祐子 中国喫茶現状
アジア遊学(88),100-115,2006-06,
勉誠出版

2006 陶野文明

SPECIAL STORY 中国名菜物語(6)孔府菜
「孔子」の味を守り続けて2500年 「礼
は食に始まる」の教え、今に 宮廷料理
に昇華した「孔府菜」

決断 24(2),34-45,2006-05,サバイ
バル出版

2006 中村喬 『朴通事』に見る看花宴の料理 
学林(44),1-21,2006-12,中国芸文研
究会

2006 中村喬
中國料理史に於ける「炙」再考--元代増
補『事林廣記』に據って

学林(43),49-77,2006-03,中国芸文
研究会

2006 中山時子,木村春子 『点心の知恵・点心のこころ』 日本放送出版協会

2006 橋本美和子
日中同形語の食文化史的考察(1)「料
理」と"料理"

千里山文学論集(76),25-51,2006-
09-22,関西大学

2006 西澤治彦
「嗜好を形成するもの-中国料理の事例
から」伏木亨編『味覚と嗜好』

,ドメス出版

2006 早川文代
食・文・化・論アーティスト 中国語テ
クスチャー表現の収集と分類

食 品 ・ 食 品 添 加 物 研 究 誌
211(11),978-982,2006 FFIジャーナ
ル編集委員会

2006 東四柳祥子,江原絢子
「近代料理書に見る家庭向け中国料理の
形成とその受容の特質」

日本食生活文化調査研究報告集
(23),1-61,2006,日本食生活文化財
団
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2006 山本晴彦,他
満蒙開拓団の送出母村と移民起における
農業生産に基づく農民食文化の変容

第16回食文化研究助成成果報告書,
味の素食の文化センター

2006 山本祥子,梅村修 台湾の食文化に入り込んだ日本
アジア文化学科年報(9),25-
39,2006-11,追手門学院大学

2006
定延健二（監修）,横田
文良（著）

『中国の食文化研究 北京編』 辻学園調理製菓専門学校

2006 李恩郷
中国東北部朝鮮族の台所空間の近代化と
食生活の変容 : 農村部朝鮮族の事例研
究を中心に

中国研究月報 60(10),15-34,2006-
10-25,中国研究所

2006 李恩郷
異文化との接触における食の変容 : 中
国東北部朝鮮族の食文化を事例として

国際開発研究フォーラム(31), 139-
159,2006-02,名古屋大学

2006 李恩郷 
中国東北部におけるある朝鮮族村落の歴
史と食生活の変遷 : ハルピン市新成村
を事例として

ククロス: 国際コミュニケーション
論集(4),97-111,2007-03,名古屋大
学

2006 劉京宰 中国朝鮮族の多重文化--食文化を中心に
アジア遊学(92),110-123,2006-10,
勉誠出版

2006 林翠芳 日中両語の「食」に関する諸表現

高知大学総合教育センター修学・留
学生支援部門紀要 (2), 42-57,
2008-03,高知大学総合教育センター
修学・留学生支援部門紀要編集委員

2006 尹達鋼,他 孔子の料理（孔府菜）の系統的研究
第16回食文化研究助成成果報告書,
味の素食の文化センター

2007 王雪
日本語と中国語の「酒」と「茶」に関す
る諺の対照比較研究

博士論文（広島大学）

2007 王仁湘(著),鈴木博(訳) 『図説中国食の文化誌 』 原書房

2007 草野美保
「中国カレー事情」旅行人編集部(編）
『アジア・カレー大全』

98-105,旅行人

2007 工藤佳治(主編) 『中国茶事典』 勉誠出版

2007
久保さつき,福永峰子,
梅原頼子,他

中国内モンゴル自治区パオの食文化について 
鈴 鹿 短 期 大 学 紀 要 (27),105-
115,2007

2007 好並晶
中国映画の「食べる行為」--講義実践記
録

中国文化研究(23),61-79,2007,天理
大学国際文化学部アジア学科中国語
コース研究室

2007 小薗端恵
"食"と"喫"("吃")の意味と用法--"食"の
意味の変遷を中心に

中国言語文化論叢(9),48-64,2007-
03,東京外国語大学中国言語文化研
究会

2007 砂井紫里
コミュニケーションとしての食べ物と食
事 : 中国東南沿海部・回族の民族誌的
記述から

博士論文（早稲田大学）

2007
定延健二 (監修),横田
文良(著）

『中国の食文化研究 山東編』 辻学園調理・製菓専門学校
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2007 佐竹保子
「中国古代の美食と美酒」『食に見る世
界の文化 』

東北大学出版会

2007 塩卓悟
食文化から見た日本と中国:第１回 肉食
文化から見た日本と中国

東アジアへの視点,18(3),61-
66,2007-09,アジア成長研究所

2007 塩卓悟
食文化から見た日本と中国:第２回 茶か
ら見た日本と中国

東アジアへの視点,18(4),68-
73,2007-12,アジア成長研究所

2007 塩田雄大
ことばの地域差とその背景--あなたの地
域は天津飯、それとも天津丼?

vesta(65),20-24,2007-01,味の素食
の文化センター

2007 芹澤知広
「香港のカレーライス」旅行人編集部
(編）『アジア・カレー大全』

106-113,旅行人

2007 曹晨 食文化の比較研究--中国と日本の場合
地域政策研究 9(4),51-56,2007-03,
高崎経済大学地域政策学会

2007 荘文曲
閩南人と客家人の文化比較から見た台湾
社会:―宗教信抑、伝統戯劇、飲食文
化、言語の観点から―

アジア文化研究14(14),33-48,2007,
国際アジア文化学会

2007 田中智誠 中国の食文化と吉祥性--七夕の縁起物「索麺」について 
黄檗文華(128),277-279,2007-08,黄
檗山萬福寺文華殿

2007 張文碧
『大衆医学』から見る現代中国の医食同
源の実像--食俗諺を中心に

大 阪 大 学 言 語 文 化 学 (16),169-
183[含 中国語文要旨], 2007,大阪
大学言語文化学会

2007 杜英起 中日飲食文化的異同
愛知淑徳大学論集. コミュニケー
ション学部・コミュニケーション研
究科篇(7),39-47,2007

2007 董翔
中日食文化の比較研究--料理と飲食店に
関する分析を通して

地域政策研究 9(4),69-74,2007-03,
高崎経済大学地域政策学会

2007 中林広一
「穀」考--中国史における「穀」分類を
めぐって

上智史学(52),39-65,2007-11,上智
大学史学会

2007 中村喬 『朴通事』の看花宴に見る酒名 
立命館文學(598),637-643,2007-02,
立命館大学人文学会

2007 成清ヨシヱ,久保多恵子 中国四川省の食文化を訪ねて
永原学園西九州大学・佐賀短期大学
紀要(37), 161-168,2007-03-01

2007 浜本篤史,園田茂人
現代中国における日本食伝播の歴史と力
学--北京の日本料理店経営者を対象にし
たインタビューから

アジア太平洋討究(9),1-20,2007-
03,早稲田大学アジア太平洋研究セ
ンター出版・編集委員会

2007 松本光太郎
中国雲南省新平県における「彝回」につ
いて--食習慣の変化とイスラーム復興

コミュニケーション科学(26),39-
49,2007-03-21,東京経済大学

2007 村上陽子 中国古代史における「食生活史」研究 博士論文(上智大学)

2007
山田実加,青嘉孝,松本
貴志子

中国の麺点文化について(第1報)
研究紀要 32(0),63-71,2007,名古屋
文化短期大学
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2007 于亜
中国山東省農村の食生活に関する文化地
理学的研究 : 餃子食を事例に

博士論文(神戸大学）

2007
定延健二(監修),横田文
良(著）

『中国の食文化研究 山東編』 辻学園調理・製菓専門学校

2007 吉田勉
世界の食事・食品表示調査 中国西北部
の敦煌・トルファンなどを歩く(上)

食べもの文化(376),70-74,2007-06,
芽ばえ社

2007 吉田勉
世界の食事・食品表示調査 中国西南部
の敦煌・トルファンなどを歩く(中)

食べもの文化(377),70-73,2007-07,
芽ばえ社

2007 吉田勉
世界の食事・食品表示調査 中国西南部
の敦煌・トルファンなどを歩く(下)

食べもの文化(378),70-74,2007-08,
芽ばえ社

2007 吉田勉

世界の食事・食品表示調査 続編(6)2006
年のまとめ(サイパン、南フランス、中
国の敦煌・トルファン方面、南太平洋の
フィジー)

食べもの文化(383),72-75,2007-12,
芽ばえ社

2007 李恩郷
中国東北部朝鮮族の食文化の形成と変容
: 農村部の事例を中心に

博士論文（名古屋大学）

2007 李利,江原絢子
『本草綱目』と『本朝食鑑』の分類にみ
る食文化的な特徴

日 本 調 理 科 学 会 誌 40(3),193-
201,2007,日本調理科学会

2008 池間里代子
中国章回小説にみえる飲食形容表現につ
いて

流通經濟大學論集 42(3),291-
296,2008-01,流通経済大学

2008 大橋きょう子
明治・大正期の出版物にみる食用油脂及
び油脂調理について : 婦人雑誌『婦人
之友』を中心として

學苑(815),84-97,2008-09,昭和女子
大学

2008 坂本一敏
『誰も知らない中国拉麺之路 日本ラー
メンの源流を探る』

小学館

2008 榊原悦子(訳) 翻訳 中国古代文化常識図典--飲食
愛知論叢(84),331-347,2008,愛知大
学大学院院生協議会

2008 塩卓悟 唐宋肉食文化史の研究 博士論文（関西大学）

2008 塩卓悟
食文化から見た日本と中国:第３回 麺文
化から見た日本と中国

東アジアへの視点,19(1),71-
76,2008-03,アジア成長研究所

2008 塩卓悟
食文化から見た日本と中国:第４回 餃子
から見た日本と中国

東アジアへの視点,19(2),73-
78,2008-06,アジア成長研究所

2008 塩卓悟
食文化から見た日本と中国:最終回 日中
食文化交流の現状と課題

東アジアへの視点,19(3),69-
74,2008-09,アジア成長研究所

2008 徐小艶 「食」にかかわることわざの日中比較
福井工業大学研究紀要.第二部
(38),121-126, 2008,福井工業大学

2008 仙田徹志
中国農民の消費パターンの解明と消費
シュミレーション分析

食生活科学・文化及び環境に関する
研 究 助 成 研 究 紀 要 (23),199-
208,2008,アサヒビール学術振興財
団
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2008 園田茂人
「アジア・バロメーター」に見るアジア
のカタチ―食からアジアの変化を読み解
く

ワ セ ダ ア ジ ア レ ビ ュ ー (4),42-
45,2008,日経BP企画

2008 竹井恵美子 
台湾の雑穀利用の文化と「原住民料理」
の展開

食生活科学・文化及び環境に関する
研究助成研究紀要(23),2008,81-90,
アサヒビール学術振興財団

2008 張競 『中国人の胃袋 : 日中食文化考』 バジリコ

2008 張展鴻
日本のマニア志向--香港料理から中国茶
まで

アジア・日本研究センター紀要
(4),41-52,2008,  国士舘大学アジ
ア・日本研究センター

2008 張文碧
現代中国における医食同源思想とその展
開

博士論文（大阪大学）

2008 中林広一
中国史上における日常食 : 清～民国
期、華中・華南地域を中心に

博士論文（立教大学）

2008 中村喬 「食筍法」--中國食物史の一斑 
学林(46・ 47),272-297,2008-03,中
国芸文研究会

2008 渡辺隆宏
1920年代の「支那料理」(1)山田政平の
著作から

食生活研究 28(6),21-31,2008,食生
活研究会

2008 渡辺隆宏
1920年代の「支那料理」(2)山田政平の
著作から

食生活研究 29(1),17-27,2008,食生
活研究会

2008
「料理王国」特集　日本の中国料理100
年史

第166号,料理王国社

2009 荒井三津子,云肖梅
年中行事の菓子--日本と中国の比較研究
(1)

北海道文教大学研究紀要(33),69-
80,2009-03-25,北海道文教大学

2009 岩間眞知子 『茶の医薬史 中国と日本』 思文閣

2009 北岡正三郎 中国の食文化小史
食生活研究 29(4),1-10,2009,食生
活研究会

2009
定延健二(監修),横田文
良（著）

『中国の食文化研究 天津編』 辻学園調理・製菓専門学校

2009 徐瓊
中国朝鮮族の食文化について--漢族との
比較の視点から

民 俗 文化研 究 (10),197-212,2009-
08,民俗文化研究所

2009 園田茂人
食文化の変化にみる東アジアのグローバ
ル化--アジアバロメーターのデータ分析
から

社会学評論 60(3),396-414,2009-
12-31,日本社会学会

2009 陳優継
ちゃんぽんと長崎華僑 : 美味しい日中
文化交流史

長崎新聞社

2009 寺本祐司 海南島の酒に関する比較考察
日本醸造協会誌 104(5),341-
345,2009-05-15,日本醸造協会
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2009 陶野文明

中国名店物語 宮廷料理 孔子に発する中
国料理の伝統いまに 満・漢の融合に心
砕いた清王朝皇帝たちの思いを伝え続け
て80年 北京・倣膳飯荘

決断 27(6),36-47,2009-11,サバイ
バル出版

2009 土岐信子
台湾の伝統的大豆食品 : 豆腐発酵食品
である臭豆腐について

中 京 短 期 大 学 論 叢 40(1),49-
54,2009,中京短期大学

2009 中林広一 
移住・開発と日常食--清～民国期、湖南
省永順府を事例として

上智史学(54),31-57,2009-11,上智
大学史学会

2009 中林広一 中国における食芋習俗とその展開 史苑70(1),43-72,2009-12,立教大学

2009 中村裕一 『中国古代の年中行事』（春・夏） 汲古書院

2009 西澤治彦
『中国食事文化の研究 : 食をめぐる家
族と社会の歴史人類学』

風響社

2009 西澤治彦
現代中国人の食生活--変わるものと変わ
らないもの

vesta(74),11-13,2009-04,味の素食
の文化センター

2009 林巳奈夫 『古代中国の生活史』 吉川弘文館

2009
古田朱美,石黒敬子,上
原泰子,草野美保,高橋
登志子

遵生八牋(飲饌服食牋 序文・甜食類)
流通経済大学流通情報学部紀要
13(2),A1-A23, 2009-03

2009 松崎修 「豆腐」の名称由来について 
会誌食文化研究(5),25-29,2009,日
本家政学会 食文化研究部会

2009 松本秀夫
食・文・化・論 アーティスト 中国料理
の器--美食不如美器

食 品 ・ 食 品 添 加 物 研 究 誌
214(3),314-320,2009, FFIジャーナ
ル編集委員会

2009 丸谷仁美
甘粛省蘭州市の食生活について--主食と
調味料を中心に

秋田県立博物館研究報告(34),55-
62,2009-03,秋田県立博物館

2009 水上和則 『茶文化史にそった中国茶碗の考古学』 勉誠出版

2009
定延健二(監修),横田文
良(著）

『中国の食文化研究 天津編』 辻学園調理・製菓専門学校

2009 渡辺隆宏
成吉思汗料理考(1)支那料理としての成
吉思汗料理

畜産の研究 63(3),391-394,2009-
03,養賢堂

2009 渡辺隆宏
成吉思汗料理考(2)「支那料理」として
の成吉思汗料理

畜産の研究 63(4),488-492,2009-
04,養賢堂
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制作：草野美保

２０１０〜２０１９

2010
天野通子,矢野泉,高飛,
王丹陵

現代中国における都市住民の食生活に関
する一考察 : 山東省および重慶市での
親子アンケートを事例として

農業市場研究 19(1),17-23,2010-
06-30,日本農業市場学会

2010 岩間一弘 上海の商業街区とグルメ文化
地図情報 30(1),21-24,2010-05,地
図情報センター

2010 太田泰弘 日本における中華飲食文化の足跡
会誌食文化研究(9),60-61,2010,日
本家政学会 食文化研究部会

2010 勝又あや子 「食」の中国語 東洋書店

2010 河西英通
リンゴから見る日中(中日)食文化論 (特
集 中日言語と文化の比較)

比較日本文化学研究(3),245-
248,2010,広島大学大学院文学研究
科総合人間学講座

2010 楠木賢道 
「清朝の皇帝儀礼と祖霊に供えた食物」
常木晃(編)『食文化-歴史と民族の饗宴
(シュンポシオン) 』

悠書館

2010 黄姿維
台湾人の食文化に対する台湾総督府の政
策(1895～1945)

ア ジ ア 文 化 交 流 研 究 (5),651-
677,2010-02,関西大学アジア文化交
流研究センター

2010 齋藤匡史
老舎小説の食譜--長編小説『離婚』編
(上)

東 亜 経済研 究 68(2),63-77,2010-
01,山口大学東亜経済学会

2010 茂田井円 雲南の食の世界 : 過橋米線のふるさとを訪ねて
ヒマラヤ学誌(11),258-269,2010-
05-01,京都大学ヒマラヤ研究会

2010 周達生 
「伝統料理との幸せな融合 中国料理と
トウガラシ」山本紀夫(編著)『トウガラ
シ讃歌』

八坂書房

2010 竹田武史
『茶馬古道の旅 中国のティーロードを
訪ねて』

淡交社

2010 辰巳洋 医在厨房 宋代の食文化
漢方と診療 1(3),213,2010-08,臨床
情報センター

2010
田中直義,村橋鮎美,木
村小百合,他

中国雲南省における無塩大豆発酵食品の
製造と利用について (照葉樹林文化帯と
その周辺地域における,発酵食品の製造
利用に関する科学的・文化的研究とその

共立女子大学総合文化研究所紀要
(16),12-18,図版2p, 2010,共立女子
大学総合文化研究所運営委員会

2010 田村和彦
中国陝西省における食文化の創造 :
「農家楽」における食事を事例として

食生活科学・文化及び環境に関する
研究助成研究紀要(25),81-90,2010,
アサヒビール学術振興財団

2010 趙栄光
一本、二本、四本 中国六千年の箸の使
い方についての考察(上)

vesta(80),61-65,2010-10,味の素食
の文化センター

2010 陳美慧
台湾における伝統菓子文化--台中地域の
実地調査による

伝統食品の研究(36),27-36,2010-
12,伝統食品研究会

2010 陶野文明

CHINA EXCELLENCE 中国名菜物語(第5回)
「孔子」の味を守り続けて2500年 「礼
は食に始まる」の教え、今に宮廷料理に
昇華した「孔府菜」

決断 27(8),36-47,2010-01,サバイ
バル出版
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制作：草野美保

2010 中林広一
都市の食,農村の食--清末民国期,湖北省
における日常食の階層性

中国研究月報 64(5)(747),15-
28,2010-05,中国研究所

2010 中村喬 鱸魚あれこれ 
學林(50),17-28,2010-01-30,立命館
大学

2010 中村喬 『北行日録』に見る金國賜宴の食品 
學林(51),1-20,2010-06-30,立命館
大学

2010 中村喬 豆の「腐」について
學林(52),1-27,2010-12-10,立命館
大学

2010 中村裕一 『中国古代の年中行事』（秋） 汲古書院

2010 西澤千惠子
日本と台湾の大学生の郷土料理に対する
意識

別 府 大学紀 要 (51),131-135,2010-
02,別府大学会

2010 野林厚志 菜猪とよばれる中国のブタ
vesta(77),22-23,2010-02,味の素食
の文化センター

2010
古田朱美,石黒敬子,高
橋登志子,草野美保

翻刻と解説 『遵生八牋』「法製薬品類
二十四種」

会誌食文化研究(6),76-6,2010,日本
家政学会 食文化研究部会

2010 真柳誠
「医食同源」の比較文化 中国の本草論
と食  津金昌一郎(編）『食とからだ・
こころ 』

90-106,ドメス出版

2010 丸山宏
「中国の食文化」 常木晃(編)『食文化-
歴史と民族の饗宴(シュンポシオン) 』

悠書館

2010 右田裕規
ラーメン史を「夜」から読む―盛り場・
出前・チャルメラと戦前の東京人　西村
大志（編）『夜食の文化誌』

109-159,青弓社

2010 宮部和幸
日中の食文化の融合とその普及に関する
試論的考察--味噌、醤油、豆腐の伝来に
注目して

食品経済研究(38),59-70,2010-03,
日本大学生物資源科学部食品経済学
科

2010 于亜
漢代画像石からみた古代中国食文化--山
東省を事例に

兵庫地理(55),1-14,2010,兵庫地理
学協会

2010 渡辺隆宏
雑誌『榮養と料理』に山田政平が記した
もの--1935年から1940年の「支那料理」

食生活研究 30(4),11-23,2010,食生
活研究会

2011 畦五月

『食物本草』と『本朝食鑑』の比較を通
した食文化の相違とそれぞれの特徴につ
いて食品の性質（気味，効能）の違いに
視点をあてて

日 本 調 理 科 学 会 誌 44(3),238-
245,2011,日本調理科学会

2011 磯部美里
産褥期の食物禁忌からみる身体管理--中
国・西双版納タイ族を事例として

多元文化(11),117-131,2011-03,名
古屋大学国際言語文化研究科国際多
元文化専攻

2011 市川哲
食文化から見る中国系移民の現地化に関
する比較民族誌的研究 : 「上火･下火」
概念を手掛かりに

食生活科学・文化及び環境に関する
研究助成研究紀要(26),51-57,2011,
アサヒビール学術振興財団

2011 岩間一弘
上海における美食街の誕生―雲南南路と
小紹興酒家を例として 山本英史編『近
代中国の地域像』

421-448,山川出版
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制作：草野美保

2011 vesta編集部 日本の餃子―普及と定着（日本）
vesta(83),32-35,2011-07,味の素食
の文化センター

2011 木村春子
2010年度第23回研究大会講演記録 食に
見る中国と日本の民族的特性 : 大きな
影響を受けながら微妙に異なる嗜好

会誌食文化研究(7),47-55,2011,日
本家政学会 食文化研究部会

2011 木村春子 中国料理におけるソース
vesta(82),26-29,2011-04,味の素食
の文化センター

2011 熊谷瑞恵
『食と住空間にみるウイグル族の文化 :
中国新疆に息づく暮らしの場』

昭和堂

2011 斎藤匡史
老舎小説の食譜 : 長編小説『離婚』編
(下)

東亜経済研究 69(2),331-341,2011-
01,山口大学東亜経済学会

2011 徐静波

中国におけるお茶文化の展開とその日本
への初期伝来 (特集 「『伝承文化と生
涯学習』の日中韓比較研究から」につい
て--京都会議・国際ラウンドテーブル報

京都大学生涯教育学・図書館情報学
研究(10), 153-163,2011-03

2011 冼秋翔 唐・宋詩より見た「膾」料理の最盛期
地域文化研究(9),17-43,2011-01-
31,地域文化研究学会

2011 高畑常信
中国の茶館と飲茶 補遺 天津・北京・広
州・台湾

徳 島 文 理 大 学 研 究 紀 要 (82),1-
27,2011-09

2011 立松洋子
台湾の屋台の食育貢献を見習う--日本素
麺と台湾の麺線料理について

別府大学短期大学部紀要(30),125-
132,2011-02, 別府大学短期大学部
紀要編集委員会

2011 張競
史料のはざまに隠されたものをたずねて
--餃子の歴史について(中国) (特集 世
界の餃子とその仲間)

vesta(83),12-19,2011-07,味の素食
の文化センター

2011 趙栄光
一本、二本、四本 中国六千年の箸の使
い方についての考察(下)

vesta(81),60-63,2011-01,味の素食
の文化センター

2011 趙衛国
中国系ニューカマーの教育戦略と社会的
ネットワーク--中華料理人の場合

移民政策研究(3),37-53, 2011,移民
政策学会

2011 土岐信子
台湾の伝統食品に関する研究(2)肉鬆に
関する調査

中京学院大学中京短期大学部研究紀
要42(1),67-75,2011,中京学院大学
中京短期大学部

2011 中村喬
「火腿」源流考 (松本幸男先生 島一先
生 追悼記念論集)

學 林 (53/54),431-454,2011-12-20,
立命館大学

2011 西澤治彦 中国の鍋と料理
vesta(84),12-15,2011-10,味の素食
の文化センター

2011 農畜産業振興機構（編） 『中国野菜産地の変貌』 農林統計出版

2011 野林厚志
地域社会の歴史と文化を育むブタ飼養--
中国福建省客家の「菜猪」とイベリア半
島におけるイベリコ豚を事例として

All about swine (39),17-22,2011-
09,日本SPF豚研究会

2011 葉山茂
市場経済化のなかの可食野生動物利用--
中国雲南省国境地帯のハニ族の食生活か
らみる生業戦略

国立歴史民俗博物館研究報告
(164),89-120,2011-03,国立歴史民
俗博物館
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制作：草野美保

2011 福冨奈津子 『中国料理小辞典』 柴田書店

2011 堀地明 『明清食糧騒擾研究』 汲古書院

2011 山田仁史
狗肉の食とそのタブー(新連載・上)台湾
「香肉(シアンロウ)」と犬肉食の分布

vesta(84),54-57,2011-10,味の素食
の文化センター

2011 山田絵里
『紅楼夢』の食卓から--伊藤漱平先生を
偲んで(上)

東方(357),8-13,2010-11,東方書店

2011 山田絵里
『紅楼夢』の食卓から--伊藤漱平先生を
偲んで(中)

東方(358),6-10,2010-12,東方書店

2011 山田絵里
『紅楼夢』の食卓から--伊藤漱平先生を
偲んで(下)

東方(359),12-15,2011-01,東方書店

2011 渡辺隆宏
成吉思汗料理再考 : ｢支那料理｣から｢満
洲料理｣ヘ

畜産の研究 65(12),1233-
1239,2011-12,養賢堂

2011
「東京人」特集　チャイナタウン神田神
保町　孫文、魯迅、周恩来―留学生から
はじまった

東京人(302),12-107,2011-11,都市
出版

2012 王慧琴
ナマコ食文化の変容に関する考察 : 中
国・遼東半島の事例を中心に

哲学(128),347-367,2012-03,三田哲
學會

2012 王静(著),池上正治(訳) 『中国 慈城の餅文化』 勉誠出版

2012 姜尚美 『京都の中華』 京阪神エルマガジン社

2012 甘靖超
地域糯米食文化に関する考察 : 南京市
淳化街道咸墅村の事例研究

愛 知 工 業 大 学 研 究報 告 (47),97-
105,2012-03,愛知工業大学

2012 韓波
中国都市部における一人っ子世代の外食
消費の選択特性に関する研究

博士論文（東北大学）

2012 木村春子 中国の食 : 首都北京の今昔
Food culture(22),12-16,2012,キッ
コーマン国際食文化研究センター

2012 熊谷瑞恵
ナンをめぐる中国新疆ウイグル族の食事
文化

イルシー(110),74-84,2012-09,国際
生命科学研究機構,日本国際生命科
学協会

2012
桂棽棽,伊藤亮司,青柳
斉

中国大都市における外食消費行動の分析
: 北京市の住民調査から

農 林 業 問 題 研 究 48(3),374-
385,2012-12-25,富民協会

2012
高濂(著),中村璋八(監
修)古田朱美,草野美保
(訳註)

『「遵生八牋」飲饌服食牋 : 明代の食
養生書』

明徳出版社

2012 鮫島吉廣
中国白酒に関する最近の動き : 2011第1
回中国白酒学術研討会と四川大学錦江学
院醸造工程開設

日 本 醸 造 協 会 誌 107(9),652-
655,2012-09-15,日本醸造協会
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制作：草野美保

2012 宍戸佳織
杭州市における中国茶芸復興に関する一
考察 : 日本茶道丹月流と中国茶芸

生活學論叢(20),103-110,2012-03-
31,日本生活学会

2012 千葉由紀子 『広州の食卓から : やさしい食文化考』 文芸社

2012 張堅
中国における中年および高齢者の栄養摂
取

イルシー(110),63-73,2012-09,国際
生命科学研究機構,日本国際生命科
学協会

2012
陳美慧,大坂佳保里,福
永淑子

中国古代の飯類および粥類の再現に関す
る研究

伝統食品の研究(38),7-16,2012-06,
日本伝統食品研究会

2012 豊田謙二
調査研究シリーズ(92)食文化にみる境界
の内と外 : 中国西安市における回族

海 外 事情研 究 39(2),69-81,2012-
03,熊本学園大学付属海外事情研究
所

2012 中林広一 『中国日常食史の研究』 汲古書院

2012 中村喬 「風」食品と「熏」食品 
學 林 (55),86-105,2012-06-30, 立命
館大学

2012 西野由希子
中国文学あれこれ(98)「食」をモティー
フに香港を描く : 也斯「FOODSCAPE」か
ら『後植民食物與愛情』へ

季刊中国(109),62-76,2012,「季刊
中国」刊行委員会

2012 PONGSAPITAKSANTI PIYA
アジアのビールのテレビ広告表現 : 日
本・中国・台湾・韓国・タイ・シンガ
ポールの国際比較研究

食生活科学・文化及び環境に関する
研究助成研究紀要(27),77-86,2012,
アサヒビール学術振興財団

2012 真柳誠 医食同源の道草(1)「料理」のルーツ
vesta(86),58-61,2012-04,味の素食
の文化センター

2012 真柳誠
医食同源の道草(2)古代中国のスープ
ベースと漢方処方

vesta(87),68-73,2012-07,味の素食
の文化センター

2012 真柳誠
医食同源の道草(3)シソやネギを「薬
味」とよぶのはなぜ?

vesta(88),74-77,2012-10,味の素食
の文化センター

2012 水野蓉,本間直人
食生活の現場からの一考察　家族共食に
おける関連要因の解析（北京市の場合）

日中文学文化研究(1),25-41,201 ,
日中文学文化研究学会

2012 山中一男 漢代から六朝にいたる「炒法」の変遷
日中文学文化研究(1),15-24,2012,
日中文学文化研究学会

2012 山田仁史
狗肉(くにく)の食とそのタブー(下・最
終回)喰われる犬、飼われる犬

vesta(86),44-47,2012-04,味の素食
の文化センター

2012 李利
年中行事にみる「医食同源」 : 中国福
建省泉州,漳州地域を事例に

年 報 非 文 字 資 料 研 究 (8),165-
189,2012-03,神奈川大学日本常民文
化研究所非文字資料研究センター

2013 青木直己 羊肝餅と羊羹 : 日中食物交流史の一コマ 
和菓子(20),41-47,2013-03,虎屋虎
屋文庫

2013 石毛直道
「世界における中国の食文化」『世界の
食べもの : 食の文化地理』

45-53,講談社
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制作：草野美保

2013 今田純雄
食イメージ,食態度,食行動の交差文化研
究 : 日本,韓国,台湾

広島修大論集 53(2),159-176,2013-
02,広島修道大学学術交流センター

2013 岩間一弘
上海の日本食文化 : メニューの現地化
に関するヒアリング調査報告

千葉商大紀要 51(1),1-54,2013-09,
千葉商科大学

2013 王静
現代中国における「茶文化」の出現と創
造 : 1980年代を中心に

都市文化研究(15),28-39,2013-03,
大阪市立大学大学院文学研究科都市
文化研究センター

2013 甘靖超
村落の社会生活におけるモチ米食文化と
その機能 : 中国浙江省桐郷市石欄橋村
を事例として

愛 知 工 業 大 学 研 究 報 告 (48),1-
11,2013-03

2013 草野美保
「国民食になった餃子―受容と発展をめ
ぐって」熊倉功夫（編）『日本の食の近
未来』

164-205,思文閣

2013
高啓安(著),高田時雄,
山本孝子(翻訳)

『敦煌の飲食文化―敦煌歴史文化絵巻』 東方書店

2013 小島宏
日本・韓国・台湾のムスリム移動者にお
けるハラール食品消費行動の関連要因

早稲田社会科学総合研究14(1),1-
22,2013-07,早稲田大学社会科学学
会

2013 斎尾恭子
中国西域の食 : シルクロードのパンと
麺(続編)

愛 国 学 園 短 期 大 学紀 要 (30),25-
40,2013,愛国学園短期大学

2013 砂井紫里 『食卓から覗く中華世界とイスラーム』 めこん

2013 謝敏琪 中国薬膳にみる花の効用
vesta(90),35-37,2013-04,味の素食
の文化センター

2013 澁川祐子 『ニッポン定番メニュー事始め』 彩流社

2013 須藤護 『雲南省ハニ族の生活史』 ミネルヴァ書房

2013 斯日古楞
中国・内モンゴル自治区におけるモンゴ
ル人の多様性について : 内モンゴル東
部の「農耕モンゴル人」を事例として

千葉大学人文社会科学研究
(27),102-125,2013-09, 千葉大学大
学院人文社会科学研究科

2013 張文碧
現代中国における｢医食同源｣ : 雑誌
『大衆医学』の記事内容の分析から

アジア文化研究(20),105-124,2013-
06,国際アジア文化学会

2013 趙旭東,王莎莎
食の利便性と危険性 : 中国農村部にお
ける食文化の変化について

GLOCOL ブ ッ ク レ ッ ト (10),117-
126,2013-03-15,大阪大学グローバ
ルコラボレーションセンター

2013 鄭傑 中国のアルコール市場における白酒事情
輸入食糧協議会報(725),14-
24,2013-09 ,輸入食糧協議会事務局

2013 鄭南
中国の端午の節句 : 粽、龍舟競漕と屈
原

vesta(90),46-49,2013-04,味の素食
の文化センター

2013 戸川隆介(編纂) 『中国料理食語大辞典』 如月出版
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制作：草野美保

2013 内藤旭惠 
茶を利用した観光戦略に関する研究 :
日本と台湾の事例比較

静岡産業大学情報学部研究紀要
(15),271-287, 2013-03-01,静岡産
業大学情報学部

2013 中村喬 宋詩に見る「酴醿花」(附「酴醿酒」)
學林(56),1-27,2013-01-30,立命館
大学

2013 中村喬 『飲膳正要』聚珍異饌の「炒葱」について 
學林(57),60-81,2013-08-31,立命館
大学

2013 中村喬 宣統帝の食卓
學林(57),1-59,2013-08-31,立命館
大学

2013 西澤治彦
ウォルシュ著『清国作法指南』にみえる
宴会儀礼を巡って

武蔵大学人文学会雑誌 44(4),43-
74,2013-03,武蔵大学人文学会

2013 日比野光敏 中国、ユンナン省の発酵ずし・スワンユイ
地域社会(69),1-30,2013-12,地域社
会研究会

2013 松本睦子 北京料理と宮廷料理について
東京家政大学博物館紀要(18),57-
69,2013-02-25, 東京家政大学

2013 真柳誠 医食同源の道草(4)薬材の"料理"
vesta(89),64-67,2013-01,味の素食
の文化センター

2013 山中一男 唐代から宋代にいたる「炒法」の変遷
日中文学文化研究(2),17-28,2013,
日中文学文化研究学会

2013 于干千
雲南における食文化の多様性保護と発展
: グローバル化の進展を背景として

GLOCOL ブ ッ ク レ ッ ト (10),127-
132,2013-03-15,大阪大学グローバ
ルコラボレーションセンター

2014 大岡響子
変わりゆく都市の生活空間：台北におけ
る伝統市場という『場所性』

vesta(96),54-55,2014-10,味の素食
の文化センター

2014 奥村彪生
『増補版　日本めん食文化の一三〇〇
年』

農文協

2014 小田美和子
乳製品の「中国」への浸透と詩語「酪」
の文学的属性の変遷

中国中世文学研究(63・64),233-
251,2014-09-29, 中国中世文学会

2014 甘靖超
中国村落の婚姻儀礼におけるモチ米食文
化とその機能 : 江蘇省蘇州市古里鎮S家
の事例

生活學論叢(25),37-48,2014-09-30,
日本生活学会

2014 甘靖超
文化資源としてのモチ米食品の多様化 :
中国江南の都市部を事例として

愛知工業大学研究報告(49),1-
12,2014-03,愛知工業大学

2014 木村務,程明
中国茶産業発展における農民専業合作社
の役割

東アジア評論(6),109-125,2014-03,
長崎県立大学 東アジア研究所

2014 草野美保 
中国の花食文化の変遷:宋代～清代の料
理書の比較から

会誌食文化研究(10),27-35,2014,日
本家政学会食文化研究部会

2014 桂棽棽
中国大都市における外食市場の展開形態
に関する研究

博士論文（新潟大学）
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制作：草野美保

2014 砂井紫里 
「海外 拓け! 水産物のハラール市場(第
4回)中国・台湾の魚食事情とハラール基
準における養魚飼料の判断」

養殖ビジネス(51)58-61,2014-08,緑
書房

2014 塩卓悟 唐宋代の夜市
東洋史研究 73(2), 186-216,2014-
09,東洋史研究会

2014 宍戸佳織
杭州市における子供の中国茶芸教育 :
采荷第二小学校を事例として

生活學論叢(25),78-87,2014-09-30,
日本生活学会

2014 高橋忠彦 中国茶文化における「煎茶」の語と伝統の形成
東京学芸大学紀要.人文社会科学
系.I(65),67-81, 2014-01-31,東京
学芸大学

2014 堤和彦
南新疆の地酒・ムサッレスについて :
製造方法を中心に

中国研究(22),101-109,2014-12,麗
澤大学中国研究会

2014 姚国利
食料品をめぐる日中貿易 : 1970年代ま
での事情を中心にして

人文社会科学論叢(23),103-
116,2014-03-01,宮城学院女子大学

2014 鄧捷
蒲鉾・魚糕をめぐる日中食文化の比較研
究の試み : 中国の淡水魚蒲鉾「荊州魚
糕」について

関東学院大学人文科学研究所報
(38),47-57,2014, 関東学院大学人
文科学研究所

2014 湯暁逾,池崎喜美惠 上海市中学生の食生活の現状
東京学芸大学紀要. 総合教育科学系
65(2),349-356,2014-02-28,東京学
芸大学

2014 中村喬
『隨園食單』の火熟用語「灼」「炮」に
ついて

学林(59),79-101,2014-11,中国芸文
研究会

2014 中屋信彦
中国回族ビジネスにおける宗教と政治 :
蘭州拉麺、チベット・ビジネス、イス
ラーム金融

Economic Research Center
Discussion Paper (E14-5),1-
49,2014-03, 名古屋大学大学院経済
学研究科附属国際経済政策研究セン

2014 半田彩実,細江容子
中学生時期の食事状況が生活充実感に及
ぼす影響:―日本と中国山東省の大学生
の比較を通して―

日本食生活学会誌 25(2),105-
114,2014,日本食生活学会

2014 皮文昊,赤松純子
中国における飲食教育への提言 : 日本
における食育と比較して

和歌山大学教育学部教育実践総合セ
ンター紀要 (24),85-93,2014-09-
19,和歌山大学

2014 東四柳祥子 明治期における中国料理の受容
梅花女子大学食文化学部紀要
(3),33-46,2014,梅花女子大学食文
化学部

2014
福永聖子,清竣喜,冨永
美穂子,庄山茂子

中華の料理番組におけるテロップの文字
色の違いが印象や味覚に及ぼす影響(ポ
スターセッションI)

人間-生活環境系シンポジウム報告
集(38),137-138,2014-11-20,人間-
生活環境系学会

2014 山中一男 宋代から元代にいたる「爆法」の変遷
日中文学文化研究(3),93-104,2014,
日中文学文化研究学会

2014 呂毅,坂田完三 中国における茶消費事情
茶 67(8),38-41,2014-08,静岡県茶
業会議所

2014 桂棽棽
中国大都市における外食市場の展開形態
に関する研究

博士論文（新潟大学）

2015 赤嶺淳
ナマコ・バブルははじけるか? 遼東海域
のナマコ食文化と刺参信仰

養殖ビジネス 52(9),3-6,2015-08,
緑書房
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制作：草野美保

2015
稲村哲也,木村友美,奥
宮清人

ヒマラヤ・ラダーク地方における高所適
応とその変容 (1) 生業と食を中心に

放送大学研究年報(32),45-67,2015-
03-20,放送大学

2015 殷晴 「天津飯」の由来
ぎんなん(29),103-106,2015-06,東
京大学大学院人文社会系研究科・文
学部国際交流室日本語教室

2015 vesta編集部
どんなかたさとやわらかさ？－中国の
「食感」をあらわすことば

vesta(97),44-45,2015-01,味の素食
の文化センター

2015 王静 新中国における茶葉生産と国家建設
中国学志(30),15-33,2015,大阪市立
大学中国学会

2015 大塚秀明
戦前日本における中国料理の受容につい
て

日中文学文化研究(4),1-14,2015,日
中文学文化研究学会

2015 賈蕙萱
北京的宮廷御膳与博物館/北京の宮廷料
理と博物館についての一考察

社会システム研究 (特集),143-
155,157-169, 2015-07,立命館大学
社会システム研究所

2015 郭暁蘇,植田憲
中国・吉林省査干湖周辺地域における魚
食文化 : 西山外村における現地調査を
通して

アジアデザイン文化学会(9),945-
954,2015-05

2015 門田誠一
魏志倭人伝にみえる生食習俗の検討 :
中国古代の礼俗との対比

歴史学部論集(5),43-54,2015-03-
01,佛教大学

2015 金縄初美
中国雲南の「茶馬古道」と「馬幇」の役
割

西南学院大学国際文化論集
30(1),183-203,2015-07,西南学院大
学学術研究所

2015 神長英輔
コンブがつなぐ世界 －近現代東北アジ
アのコンブ業小史

新潟国際情報大学国際学部紀要
0(創刊準備号), 57-63,2015-07-01,
新潟国際情報大学国際学部

2015

河原田盛美 (著),増田
昭子(編),高江洲昌哉,
中野泰,中林広一 (校
注)

『沖縄物産志 : 附・清国輸出日本水産
図説』

平凡社

2015 関剣平
飲食の快楽持続に関する認識及びその技
術 : 比較文明という視点からのアプ
ローチ

社会システム研究 (特集),181-
195,2015-07,立命館大学社会システ
ム研究所

2015 甘靖超
中国江南のモチ米食文化とその機能 :
民俗学的・人類学的考察

食生活科学・文化及び環境に関する
研究助成研究紀要(30),55-67,2015,
アサヒビール学術振興財団

2015 甘靖超
年中行事からみる中国江南の米食文化と
その機能 : 清代から民国時代までの地
方誌を中心に

愛知工業大学研究報告(50),1-
12,2015-03-31,愛知工業大学

2015 砂井紫里 清真とハラールのゆらぎ
日本文化人類学会研究大会発表要旨
集 2015(0), E01,日本文化人類学会

2015 塩卓悟 『夷堅志』からみた宋代女性の飲食生活
アジア遊学(181),112-120,2015-04,
勉誠出版

2015 佐藤敦信
中国の若年層における牛乳消費行動と意
識 : 山東省の大学生に対するアンケー
ト調査からの接近

日本農業市場学会 24(2), 25-31,
2015-09-30, 日本農業市場学会

2015
ジョージ・ソルト(著),
野下祥子(訳)

『ラーメンの語られざる歴史』 国書刊行会
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制作：草野美保

2015 徐素娟
泡茶館―茶館に長居する（北京を中心
に）

vesta(99),18-19,2015-04,味の素食
の文化センター

2015 鈴木隆祐 『愛しの街場中華』 光文社

2015 芹澤知広 広東文化としての中国薬草茶
総合研究所所報(23),55-67,2015,奈
良大学総合研究所

2015 曾天然,藤川昌樹
中国四川省瀘州市における白酒醸造業の
近代化と都市形成の関係

日本建築学会計画系論文集
80(712),1295-1305, 2015

2015 高橋忠彦
白居易の茶と陸游の茶:茶詩の対偶表現
をてがかりとして

東京学芸大学紀要.人文社会科学
系.I(66),98-80, 2015-01-30, 東京
学芸大学

2015 張磊
中国における学校給食関連法令の諸特徴
: 1990年代以降の関連法令の分析を中心
に

広島大学大学院教育学研究科紀要.
第三部,教育人間科学関連領域
(64),57-63,2015-12-18,広島大学大
学院教育学研究科

2015 趙栄光
20世紀80年代以来中国大陸食学研究歴程
/20世紀80年代以降の中国大陸食学研究
の道程

社会システム研究 (特集),39-
47,49-56,2015-07,立命館大学社会
システム研究所

2015 趙思倩
19世紀後期における浙江平水茶葉の海外
輸出

東アジア文化交渉研究(8),341-
357,2015-03,関西大学文化交渉学教
育研究拠点

2015 張名揚
宗教儀礼における茶:道教・密教の星辰
崇拝を通して

名古屋大學中國哲學論集(14),69-
101,2015,名古屋大學中國哲學研究
會

2015 チョクト
中秋節と月餅──蒙・漢対立の過去と現
在 ボルジギン・ブレンサイン(編著)
『内モンゴルを知るための60章』

128-133,明石書店

2015 湯暁逾,池崎喜美惠
中日都市部の中学生の食生活における実
態

東京学芸大学紀要.総合教育科学系
66(2),369-377,2015-02-27,東京学
芸大学

2015 姚国利 
『食をめぐる日中経済関係―国際経済学
からの検証』

批評社

2015 時松史子 《駱駝祥子》の飲食表現
日中文学文化研究(4),49-70,2015,
日中文学文化研究学会

2015 中村喬 朱彝尊と『食憲鴻祕』
学林(61),49-100,2015-1,中国芸文
研究会

2015
西尾恵里子,劉爽,太田
成俊

日本と中国の大学生の生活習慣と自尊感
情の調査

日本食生活学会誌 25(4),271-
282,2015,日本家政学会 食文化研究
部会

2015 樊帆,黄月盈,秋邦裕
中国の古典的農書の概要と「医・食・
農」

鹿児島大学農学部学術報告(65),13-
17,2015-03, 鹿児島大学農学部

2015 皮文昊,赤松純子
小学校における食に関する教育 : 日本
の「食育」と中国の「飲食教育」を中心
に

学芸(61),139-141,2015,和歌山大学
学芸学会

2015

平田昌弘,ナム タル
ジャ,小川龍之介,海老
原志穂,津曲真一,別所
裕介,星泉

中国青海省のアムド系チベット牧畜民の
乳加工体系:～青海省東部の定住化遊牧
世帯と農牧複合世帯の事例から～

ミルクサイエンス 64(1),7-
13,2015,日本酪農科学会
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2015 フフバートル

三島海雲と内モンゴル―カルピスを産ん
だモンゴルの乳製品 ボルジギン・ブレ
ンサイン(編著)『内モンゴルを知るため
の60章』

184-187,明石書店

2015 細田尚子 宋時代の食文化と美食家のこだわり
食品と容器 56(10),602-604,2015,
缶詰技術研究会

2015
ボルジギン・ブレンサ
イン

内モンゴル料理―中華料理とモンゴル料
理の間　ボルジギン・ブレンサイン(編
著)『内モンゴルを知るための60章』

84-89,明石書店

2015 増野隆士  中国北京の高齢者の食事
医と食 7(6),311-314,2015-12,生命
科学振興会「医と食」編集部

2015 山中一男 元代における「炒法」の変遷
日中文学文化研究(4),71-81,2015,
日中文学文化研究学会

2015 劉征宇 
現代中国食文化博物館に関する考察 :
杭州料理博物館(Chinese Hangzhou
Cuisine Museum)を事例として

社会システム研究 (特集),171-
179,2015-07,立命館大学社会システ
ム研究所

2015 劉爽,秋永優子
中国と日本の調味の相違 : 市販鍋の素
に着目した鍋料理を対象とした研究

福岡教育大学紀要.第5分冊,芸術・
保健体育・家政科編(64),169-
175,2015,福岡教育大学

2015
劉智萍,柴英里,菊地る
み子

中国天津市内の小学校における食育実践
の検討

高知大学教育学部研究報告
(75),115-121,2015-03,高知大学教
育学部

2016 青山玲二郎
香港における日本食の軌跡：記憶、正統
性、変容

日本学刊(20),134-145,2017-07,香
港日本語教育研究会

2016 伊藤悠温 台湾に息づく菜食文化“素食”
vesta(105),46-49,2017-01,味の素
食の文化センター

2016 岩田晋典
茶アイデンティティの多元化 : 『地球
の歩き方ガイドブック』シリーズ台湾編
における表象分析

文明21(37),63-80,2016-12,愛知大
学国際コミュニケーション学会

2016 岩間一弘

中国料理のモダニティ―民国期の食都・
上海における日本人ツーリストの美食体
験　関根謙(編）『近代中国　その表象
と現実―女性・戦争・民俗文化』

285-313,平凡社

2016 王雪
日中の「酒」にまつわる諺に見られる日
本人と中国人の発想

広島大学国際センター紀要(6),35-
47,2016-03,広島大学国際センター

2016 川口幸大
暮らしに根づく医食同源 : 中国広東省
の事例を中心に

vesta(102),17-24,2016-04,味の素
食の文化センター

2016 邱昱,中山玲子
中国都市部児童の食生活に関する実態調
査

京都女子大学食物学会誌(71),1-
11,2016-12,京都女子大学食物学会

2016 呉偉明,合田美穂
日本における飲茶の現地化に関する研究
: 横浜中華街と神戸南京町の中華料理店
を中心として

日中社会学研究(24),111-123,2016-
11,日中社会学会

2016 砂井紫里
中華系住民の牛食禁と菜食－3つ地域か
ら

vesta(105),20-21,2017-01,味の素
食の文化センター

2016 佐藤孝志 Biang Biang麺
アジア・文化・歴史(1),114-
112,2016-04,アジア・文化・歴史研
究会
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2016 重森貝崙

〔あまカラ〕と〔中国菜(ちゅうごくさ
い)〕 : 戦後日本における食文化冊子の
東西比較(その2)青木正児および〔中国
菜〕の発行人・原三七と奥野信太郎など

中日文化研究(4),1-15,2016,中日文
化研究所

2016 佐藤若菜
身体とともにある食事　―中国貴州省農
村部の事例から

vesta(102),25-29,2016-04, 味 の 素
食の文化センター

2016 斯日古楞
ホルチン・モンゴル人の儀礼食 : ホル
チン左翼後旗を中心に

千葉大学人文社会科学研究
(32),101-120,2016-03, 千葉大学大
学院人文社会科学研究科

2016 関根宗中 『茶道と中国文化』 淡交社

2016 張文碧
日中の食文化に関する一考察 : 日中食
俗諺の数量的比較を通して

アジア文化研究(23),27-45,2016-
06,国際アジア文化学会

2016 張磊
中国都市部の学校給食制度の現状と課題
: 北京市と南昌市の事例調査による分析
を通して

広島大学大学院教育学研究科紀要.
第三部,教育人間科学関連領域
(65),55-61,2016,広島大学大学院教
育学研究科

2016 張磊
中国農村部の学校給食制度の現状と課題
: 江西省と遼寧省の事例調査による分析
を通して

教育学研究紀要 62(1),214-
219,2016,中国四国教育学会

2016 陳優継 ちゃんぽんと長崎華僑
建設コンサルタンツ協会会誌
(272),14-17,2016-07,建設コンサル
タンツ協会

2016 中野嘉子
日本食──手の届くぜいたく 吉川雅之,
倉田徹(編著)『香港を知るための60章』

310-313,明石書店

2016 中村喬
明末の劉若愚とその著『酌中志』「飮食

好尙」に見る料理
學林(63),102-139,2016-11,中國藝
文研究會

2016 林史樹
戦争期にともなう食の伝播に関する一考
察： 韓国における粉食を中心に

神田外語大学紀要(28),311-
325,2016-03-31,神田外語大学

2016
ポンサピタックサン
ティ ピヤ

アジアの飲料・食品のテレビ広告におけ
るジェンダー役割・家族像―日本・中
国・台湾・韓国・タイ・シンガポールの
国際比較研究―

研究紀要(1),47-54,2016-12-28,長
崎県立大学

2016 馬雪峰 丁玲の描いた食卓
白山中国学(22),33-43,2016-03,東
洋大学中国学会

2016 山下清海
『新・中華街 世界各地で〈華人社会〉
は変貌する』

講談社

2016 山本英史
『北京餐庁情報―北京を食べて三十四
年』

研文出版

2016 余田弘実
書名から見た近世料理書と近代料理書:
「日本料理」「西洋料理」「支那料理」

國文學論叢(61),269-276,2016-02-
01,龍谷大學國文學會

2016 欒殿武
明治大正期の東京における中国食文化の
受容と中国人留学生との関わり

Global communication(6),145-
161,2016,武蔵野大学グローバル教
育研究センター

2016
劉軍茹 (著),水谷友美,
西尾颯記 (翻訳)

『ゼミナール中国文化（飲食編）』 グローバル科学文化出版
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2016 渡邉憲二,于飛
中国における若年層の食習慣とBMIに関
する一考察

岡山商大論叢 52(1),2016-06-25,岡
山商科大学

2016
『月刊 専門料理』特集：中国料理の50
年　1966-2015

第51号5巻,2016-05,柴田書店

2017 伊藤悠温 台湾に息づく菜食文化"素食"
vesta(105),46-49,2017-01,味の素
食の文化センター

2017 稲澤努

「食べる」茶の生むつながりとへだたり
―広東省汕尾の鹹茶の事例から 櫻田涼
子,稲澤努,三浦哲也（編著）『食をめぐ
る人類学―飲食実践が紡ぐ社会関係』

172-193,昭和堂

2017 岩間一弘
日中戦争と洋食・洋菓子文化 堀井弘一
郎,木田隆文(編)『アジア遊学 戦時上海
グレーゾーン』

91-105,勉誠出版

2017 いわむら ふみの 台湾茶飲み事情(1)台湾茶の今
茶 70(3),36-40,2017-03,静岡県茶
業会議所

2017 いわむら ふみの 台湾茶飲み事情(2)台湾茶の変遷
茶 70(6),34-38,2017-06,静岡県茶
業会議所

2017 いわむら ふみの 台湾茶飲み事情(3)2017春夏茶
茶 70(9),40-43,2017-09,静岡県茶
業会議所

2017 いわむら ふみの
台湾茶飲み事情(4・最終回)消費者主導
の時代に

茶 70(12),34-38,2017-12,静岡県茶
業会議所

2017 王竣永,中野茂夫
旧松江市・出雲市・米子市における中華
料理店とラーメン店の推移に関する研究

日本建築学会中国支部研究報告集
日本建築学会中国支部 編(40),855-
858,2017-03-04,日本建築学会中国
支部

2017 王静 『現代中国茶文化考』 思文閣

2017 大塚秀明
日中餃子文化研究 ：日本食に融合した
中国料理とその歴史的背景

FOOD CULTURE(27),12-13,2017-03-
31,キッコーマン国際食文化研究セ
ンター

2017
奥村彪生（著）,安東百
福（監修）

『麺の歴史 : ラーメンはどこから来た
か』

KADOKAWA

2017

賈思勰(著),田中静一,
小島麗逸, 太田泰弘,中
村璋八,鴇田文三郎,小
崎道雄,石毛直道,西澤

『斉民要術 : 現存する最古の料理書』 雄山閣

2017 関剣平
青木正児から中村喬へ : 中国飲食文化
史研究の専門化

社会システム研究,119-123,2017-
07,立命館大学社会システム研究所

2017 木下麻衣,梅原頼子
中国青海省女子学生における身体および
食事の状況

鈴鹿大学短期大学部紀要(37),95-
103,2017,鈴鹿大学短期大学部紀要
編集委員会

2017 木村友美
都市に定住したチベット遊牧民の食と生
活習慣病

ヒマラヤ学誌(18),92-101,2017-03-
28,京都大学ヒマラヤ研究会
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2017
坂上宏,肖黎,戴秋娟,大
石隆介,神崎龍志

国際的コミュニケーション能力の重要性
(4)「中国料理」に見られる日本と中国
における嗜好の相違

ニューフードインダストリー:食品
加工および資材の新知識 59(6),71-
93,2017-06,食品資材研究会

2017 佐藤孝志 西安の麺料理
アジア・文化・歴史(6),183-
180,2017-07,アジア・文化・歴史研
究会

2017 重森貝崙
中国の食 四都物語 : 北京・寧波・深
圳・香港にみる食の特徴

中日文化研究(5),1-13,2017,中日文
化研究所

2017 徐航明
ラーメン文化の商品化と食ビジネスの循
環進化プロセス

立命館ビジネスジャーナル(11),1-
25,2017,立命館大学経営学会

2017 徐雪青
中国系アメリカ女性作家の文学作品にお
ける食の受容と否認

日本経大論集,46(2),181-186,2017-
03-31,日本経済大学アジアパシ
フィック経済研究所

2017 須川妙子
『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述に
みる近代日本青年のアジア観 : 台湾の
例

文明21(38),49-55,2017-03,愛知大
学国際コミュニケーション学会

2017 瀬川昌久

死者への供食、死者との共食――香港新
界の儀礼にみる関係性の維持と断絶　櫻
田涼子,稲澤努,三浦哲也（編著） 『食
をめぐる人類学―飲食実践が紡ぐ社会関

24-45,昭和堂

2017 芹澤知広 日本酒は香港に根づくのか
vesta(106),34-36,2017-04,味の素
食の文化センター

2017 曾天然,藤川昌樹
中国四川省宜賓市における白酒醸造業の
近代化と都市形成の関係

日本建築学会計画系論文集
82(732),411-421,2017-02,日本建築
学会

2017 田村立波 
草野心平と中国の食文化 : 『酒味酒
菜』を中心に

東日本国際大学研究紀要
22(1),153-162,2017-03, 東日本国
際大学

2017
ツー ティモシー ユン
フイ

近代日本における西洋料理受容の「触
媒」としての中国人料理人の役割につい
て

国際学研究 6(1),1-10,2017-03,関
西学院大学国際学部研究会

2017
平田昌弘,ナムタルジャ
,小川龍之介,海老原志
穂 ,別所裕介,星泉

中国青海省におけるアムド系チベット牧
畜民の乳加工体系とその変遷

沙漠研究 26(4),187-196,2017,日本
沙漠学会

2017 福永峰子,梅原頼子 香港の食事情視察報告

生活コミュニケーション学研究所年
報 生活コミュニケーション学
(8),69-74,2017-12-01,鈴鹿短期大
学

2017 堀地明 清代北京の食糧流通
七隈史学(19),75-97,2017-03,七隈
史学会

2017 前澤いすず
中国青海省中等技術学校学生の食生活や
健康に関する意識

鈴鹿大学短期大学部紀要(37),105-
113,2017,鈴鹿大学短期大学部紀要
編集委員会

2017 増子保志
日本化する叉焼－我が国における叉焼の
受容と変容－

国際情報研究 14(1),39-49,2017,日
本国際情報学会

2017 増子保志 謎の中華料理 油淋鶏
kokusai joho(2),3-9,2017-12,日本
国際情報学会

2017 宮田了
中国料理に魅せられて : 南国酒家の創
業に至るまでの道程

ニューフードインダストリー
59(3),71-74,2017-03,食品資材研究
会
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2017
ユ ハイサンサン,田中
伸彦

四川省のインバウンド観光の現状と四川
料理の役割に関する考察

レジャー・レクリエーション研究
(83),100-103,2017-12,日本レ
ジャー・レクリエーション学会

2017 西澤治彦 現代中国における酒と食
vesta(106),16-19,2017-04,味の素
食の文化センター

2017 万建中 北京餐飲老字号的形成与発展
非文字資料研究(14),149-157,2017-
03-20,神奈川大学日本常民文化研究
所 非文字資料研究センター

2018 阿部朋恒
饮食文化变迁中的地域性、延续性―以中

国云南省的大学小吃街为例

国立民族学博物館調査報告
(144),135-150,国立民族学博物館

2018
アムナー カウクルアム
アン,竹鼻圭子 [訳]

お茶と観光 : 観光における茶文化の商
品化(7章)茶とヘルスツーリズム : 中
国、韓国、日本の世界農業遺産のケース

茶 71(11),6-11,2018-11,静岡県茶
業会議所

2018
INAXライブミュージア
ム企画委員会

『急須でお茶を 宜興・常滑・急須めぐ
り』

LIXIL出版

2018 殷晴,周璐蓉 日本における餃子の伝来と受容
ぎんなん（特別号）,20-352018-04
東京大学大学院人文社会系研究科・
文学部国際交流室日本語教室

2018 瞿倩倩,小野雅之
中国茶産地における消費者の茶消費行動
の特徴 : 河南省信陽市でのアンケート
調査結果から

農業市場研究27(3),60-66,2018-12,
日本農業市場学会

2018 王昊凡
中国における食をめぐる市民活動 : 北
京ファーマーズマーケットにみる「食の
公共空間」の可能性

名古屋芸術大学研究紀要(39),305-
322,2018,名古屋芸術大学

2018 王斯
2000年以来的中国“餐桌文明”运动中的

公共话语与文化权威

国立民族学博物館調査報告
(144),45-67,国立民族学博物館

2018 河合洋尚 广州西关的饮食景观建构与饮食实践
国立民族学博物館調査報告
(144),151-166 国立民族学博物館

2018 川口幸大 中国の漬物
vesta(109),34-38,2018-01,味の素
食の文化センター

2018 川瀬由高
应节气的媒介物―对于南京周边乡村中粽

子的人类学考察

国立民族学博物館調査報告
(144),117-134 ,国立民族学博物館

2018 邱昱,中山玲子
中国都市部児童の身体状況と食生活実態
及び保護者の食意識との関連

栄養学雑誌 76(1),6-19,2018,日本
栄養改善学会

2018
櫻井澄夫,人見豊,森田
憲司(編著)

『北京を知るための52章』 明石書店

2018 佐原秋生,大岩昌子 『食と文化の世界地図』 名古屋外国語大学出版会

2018 謝春游

食のグローバル化における四川料理の海
外展開 : 日本の「四川飯店」とオース
トラリアの「水井坊四川酒楼」の事例を
中心に

会誌食文化研究(14),23-34,2018,日
本家政学会 食文化研究部会

2018 徐航明 『中華料理進化論』 イースト・プレス
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2018 須川妙子
原著『東亜同文書院大旅行誌』の食の記
述にみる近代日本青年のアジア観 : 台
湾・香港の比較から見えること

食生活研究 38(2),88-96,2018,食生
活研究会

2018 苏世天
“弄”与“丢”―粤北排瑶“米”的饮食

实践与族群认同

国立民族学博物館調査報告
(144),89-115,国立民族学博物館

2018 孫梟
フードツーリストの持つ食に関する主観
的評価と客観的知識の比較―北京ダック
を事例として―

（修士論文）北陸先端科学技術大学
院大学先端科学技術研究科

2018 髙木知芙美
茶生産国に馴染む日本茶 : 台湾に広が
る抹茶ワールド

vesta(110),44-46,2018-04,味の素
食の文化センター

2018 高松宏弥

東京圏における新興エスニック・コミュ
ニティの展開と地域活性化に関する研究
: 埼玉県川口市西川口を事例に (地球時
代の地域活性 : 世界の中の地域、地域

地域活性学会研究大会論文集
(10),34-36,2018-09-15,地域活性学
会

2018 髙山卓美
中国の蒸留酒の歴史(3)四川成都水井街
酒坊遺址

日本醸造協会誌 113(3),151-
163,2018-03,日本醸造協会

2018 趙蕊蕊
宋代の「以食喩詩」について : 蘇軾を
中心に

中国研究集刊(64),126-143,2018-
06,大阪大学中国学会

2018
程顕杰,平島円,吉本敏
子,磯部由香

中国の大学生の食生活の現状と課題

三重大学教育学部研究紀要. 自然科
学・人文科学・社会科学・教育科
学・教育実践(69),115-120,2018-
01-04,三重大学教育学部

2018 中林広一
川を遡る昆布 : 近代中国における昆布
利用とその背景

人文学研究所報(59),57-71,2018-
03,神奈川大学人文学研究所

2018 中村哲也
中琉貿易がもたらした食文化(1)中国の
ナマコやアワビ,フカヒレ及び昆布,沖縄
のさんぴん茶

農業および園芸 93(1),75-89,2018-
01,養賢堂

2018 野林厚志
中国農村社会におけるブタの多面価値 :
象徴財から食資源への変質 (生態資源利
用と象徴化)

生態資源と象徴化.印東道子責任編
集(資源人類学, 07),247-291,東京
外国語大学アジアアフリカ言語文化
研究所特定領域研究「資源人類学」

2018
バラク・クシュナー
(著)、幾島幸子(訳)

『ラーメンの歴史学』 明石書店

2018 早川貴正 天津飯の謎 ブイツーソリューション

2018 平田昌弘
アルタイ地域における乳加工体系--中国
新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州
アルタイ地区での事例を通して

北海道民族学(2),2-15,2006,北海道
民族学会

2018 馮艶
白居易茶詩にある文人茶のスタイルと中
国の飲茶文化 : 邸宅での「一碗茶」か
ら見えるもの

中国学志(33),1-32,2018,大阪市立
大学中国文学会

2018 藤井省三
『魯迅と紹興酒 : お酒で読み解く現代
中国文化史』

東方書店

2018 文楚雄,陳敏 中華料理名の構造について
立命館法学　別冊「ことばとそのひ
ろがり」(6),145-194,2018-03,立命
館大学法学会

2018 辺清音
再開発されたチャイナタウンにおける店
舗の変容　―神戸市南京町の事例から―

総研大文化科学研究(14),87-
108,2018-03,総合研究大学院大学文
化科学研究科
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2018 眞島淳
中日飲食詞彙隱喻轉義比較及其教學運用
: 以「甜、辣、香」為例

社会文化研究所紀要(79),67-
86,2018-02,九州国際大学社会文化
研究所

2018 増子保志
変化するラーメン像:‐ラーメンにおけ
る「中華」と「和」のイメージの変遷‐

国際情報研究 15(1),12-23,2018,日
本国際情報学会

2018 松下智
世界の茶文化を学ぶ 松下コレクション
(1)中国(1)南部

茶 71(1),巻頭2p,1,2018-01,静岡県
茶業会議所

2018 松下智
世界の茶文化を学ぶ 松下コレクション
中国(2)江南地方

茶 71(2),巻頭2p,1,2018-02,静岡県
茶業会議所

2018 松下智
世界の茶文化を学ぶ 松下コレクション
中国(3)華北地方ほか

茶 71(3),図巻頭2p,1,2018-03,静岡
県茶業会議所

2018 松下智
世界の茶文化を学ぶ 松下コレクション
中国(4)四川省

茶 71(4),巻頭2p,1,2018-04,静岡県
茶業会議所

2018 陸穎
食物图像作为意识形态的视觉表达―以20

世纪50至60年代中国宣传画为例

国立民族学博物館調査報告
(144),17-44,国立民族学博物館

2018 李文郁
江戸時代の煎茶書における中国明清茶書
の受容

比較日本文化学研究(11),141-
157,2018,広島大学大学院文学研究
科総合人間学講座

2018 劉征宇
あなたが中国で食べた天津煎餅餜子(ｼﾞｪ
ﾝﾋﾞﾝｸﾞｵｽﾞ)は天津の煎餅餜子？

vesta(112),34-38,2018-10,味の素
食の文化センター

2018 劉征宇,河合洋尚
序论―社会主义制度下的中国饮食文化与

日常生活

国立民族学博物館調査報告(144),1-
15,国立民族学博物館

2018 劉征宇
毛沢東時代代下的食物供応与日常生活―
以天津城市居民的蔬菜消費為例

国立民族学博物館調査報告
(144),69-115,国立民族学博物館

2018 劉偉 日本茶道と中国茶芸の比較研究
文明21(41),33-48,2018-12,愛知大
学国際コミュニケーション学会

2019 阿盈娜
遊牧民の食事空間と道具 : 梅棹忠夫著
作集と青海省海西州のモンゴル牧畜民の
生活を比較

歴史民俗資料学研究(24),183-
196,2019-03,神奈川大学大学院歴史
民俗資料学研究科

2019 岩間一弘

『旅行満州』に見る都市・鉄道・帝国の
食文化―「満州料理」「満州食」の創成
をめぐって　『旅行満州』（別冊／解
説・総目次・索引）

67-83,不二出版

2019 岩間一弘 日本から見た香港の中国料理
アジア遊学(234),102-114,2019-06-
30,勉誠出版

2019 岩間一弘
中国料理はなぜ広まったのか―地方料理
の伝播と世界各国の「国民食」　西澤治
彦編『「国民料理」の形成』

109-130,ドメス出版

2019 魚柄仁之助
『刺し身とジンギスカン 捏造と熱望の
日本食』

青弓社

2019 王昊凡
食産業のグローバル化とフレキシビリ
ティ : 中国·上海における寿司業の現地
化と技能·労働力形成

博士論文,2019-03-25,名古屋大学
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2019 川口幸大
国を挙げての「もったいない」撲滅運動
─中国の場合

vesta(113),46-47,2019-01,味の素
食の文化センター

2019 川口幸大
日本の中華料理の形成と展開についての
実証的研究

食の文化研究助成 研究成果報
告,13-17,2019,味の素食の文化セン
ター

2019 北尾トロ 夕陽に赤い町中華 集英社インターナショナル

2019 砂井紫里
台湾ムスリムの食文化をめぐる交渉と創
造:清真、ハラール、ムスリム・フレン
ドリー

文化人類学 83(4),593-612,2019,日
本文化人類学会

2019
崔岱遠(著),李楊樺
(画),川浩二(訳)

中国くいしんぼう辞典 みすず書房

2019 櫻田涼子
人の国際移動時代におけるマレーシア華
人の食文化の現地化と変容をめぐる人類
学的研究

食の文化研究助成 研究成果報
告,25-30,2019,味の素食の文化セン
ター

2019 周鴻承,鄭建
卜弥格、衛国和基歇尔是如何認識中国飲

食文化?

Senri Ethnological Studies
(100),115-126, 2019-03-13,国立民
族学博物館

2019 周冠雄
日本における中国「四大料理」の継承と
変容 : 新宿の中国料理店10軒への聞き
取り調査をもとに

理論地理学ノート(21),23-42,2019-
03-30,空間の理論研究会

2019 高松宏弥
コンテンツ化する「本場の味」 : 西川
口チャイナタウンを訪れる日本人観光客

コンテンツツーリズム学会論文集
(6),36-46, 2019-03,コンテンツ
ツーリズム学会

2019 須田妙子

『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述に
みる近代日本青年のアジア観　塩山正純
編『20世紀前半の台湾 : 植民地政策の
動態と知識青年のまなざし』

あるむ,2019.1

2019 髙倉洋彰 中国D級グルメの旅 花乱社

2019 田中耕一郎
漢方薬と身近な植物 : 日本の土壌と文
化へのルーツ(35)中国の"中原"の料理

医と食 11(1),46-49,2019-02,生命
科学振興会「医と食」編集部

2019 張茜
先秦漢晋時期南方絲綢之路上的中国飲食
文化伝播研究

Senri Ethnological Studies
(100),83-97,2019-03-12,国立民族
学博物館

2019 趙師哲
新華僑二世のアイデンティティ : 中華
料理人子弟の進路選択の視点から

愛知淑徳大学論集.グローバル・コ
ミュニケーション学部篇(3),67-
80,2019-03-27

2019 都留俊太郎
日本植民地期台湾の漢人農家における農
と食 : 甘蔗栽培技術の普及と採集活動
を事例に

農業史研究(53),3-14,2019-03,農業
史研究会

2019 邱垂豐,王韻婷 台湾紅茶産業発展史1
茶 72(1),46-50,2019-01,静岡県茶
業会議所

2019 邱垂豐,王韻婷 台湾紅茶産業発展史2
茶 72(2),40-44,2019-02,静岡県茶
業会議所

2019 邱垂豐,王韻婷 台湾紅茶産業発展史3
茶 72(3),34-39,2019-03,静岡県茶
業会議所
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2019 鄭南
美洲作物伝入中国：从玉米、番薯、馬鈴
薯看美洲高産粮 食作物的伝入対中国社
会的影响

Senri Ethnological
Studies(100),99-114,2019-03-12,
国立民族学博物館

2019 董喆,高柳長直
中国人観光客の日本滞在中の食事に関す
る研究 : 団体パッケージツアーの分析
を中心として

農村研究(128),64-79,2019-03,食
料・農業・農村経済学会

2019 野林厚志
日本統治時代の資料からみた台湾原住民
族の「疾病」観と食を通した健康

日本健康学会誌 85(1),6-13,2019,
日本健康学会

2019 野林厚志
台湾社会における甘味を嗜好した飲食文
化の形成 : 砂糖の歴史生態から考える

国立民族学博物館研究報告
44(2),407-437,2019-10-29,国立民
族学博物館

2019 林美茂,趙子涵
「茗飲」から「品茗」へ : 古代中国の
「飲茶」諸概念の発展史に関する考察

アジア文化研究(45),1-16,2019,国
際基督教大学アジア文化研究所

2019 東四柳祥子 『料理書と近代日本の食文化』 同成社

2019 藤倉まなみ,張文静
食べ残しに関する日本と中国の大学生の
意識調査

桜美林論考. 自然科学・総合科学研
究(10),31-44, 2019-03-20

2019 山室信一 憧憬と侮蔑の間で
図書（847),58-63,2010-07,岩波書
店

2019 ユ ハイサンサン
四川省のインバウンド観光誘致における
四川料理の活用に関する考察

東海大学観光学研究 (4),1-
23,2019-03-25,東海大学大学院文学
研究科観光学専攻

2019 劉征宇
現代中国的西餐文化：基于天津高級飯店
店与餐庁法国菜肴的考察

Senri Ethnological
Studies(100),159-171, 2019-03-
12,国立民族学博物館

2019
『料理王国』（特集：今、訪れるべき
中華の新座標
）

株式会社CUISINE KINGDOM,2019-12
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