２００８年上期 １７８７号～１８０７号

()の中は号数、丸囲み文字は面

＊＊＊主要記事＊＊＊
＜１面トップ記事＞
年頭にあたって(河野洋平会長)･・・・・・・・・・・・・・・12/25･1/1(1787)①
福田首相が訪中、胡錦涛主席今春来日へ・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)①
中国 07 年貿易額が 2 兆㌦突破･・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)
①
07 年対中投資が 13.6％増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)①
07 年日本の対中貿易 27.9 兆円・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)①
食中毒問題で理事長訪中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)①
雪害対策は全面復旧段階に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)①
唐家セン国務委員が来日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)①
私営企業が 540 万社、輸出入総額の 16％担う･・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)①
08 年全人代政府活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
08 年国家予算も民生重視型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)①
2 期目の胡･温体制発足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/ 1(1798)①
ＧＭＳ経済協力が一段と前進・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/ 8(1799)①
ポールソン米財務長官が訪中・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/15(1800)①
海南ボアオで中台高官交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/22(1801)①
10 年ぶりの国家元首来日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/29(1802)①
胡主席来日、日中首脳会談で共同声明・・・・・・・・・・・・・・5/13(1803)①
四川省でＭ7.8 の大地震･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5/20(1804)①
馬英九氏就任演説で民主の成熟強調・・・・・・・・・・・・・・・5/27(1805)①
李韓国大統領が訪中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6/ 3(1806)①
四川大地震で内外から支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6/10(1807)①

＜当協会関連記事＞
国貿促、日経協の賀詞交歓会・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)⑥
第 2 回理事会開く･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)①

＜主張・時評・対談＞
●時評
胡主席来日を歓迎する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/29(1802)①
四川地震と北京五輪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6/10(1807)①

＜新年特集号＞
【崔天凱大使インタビュー】アジア安定に意思疎通を・・・・・・・・・・・・・・
12/25･1/1(1787)②
【年頭所感】中国の改革開放 30 周年に思う(片寄浩紀専務理事)・・・・・・・・・・
12/25･1/1(1787)②
【寄稿】改革開放 30 周年を迎えて(学習院大学／中居良文氏)・・・・・・・・・・・
12/25･1/1(1787)③
【寄稿】エコプロダクツで日中共通の価値観を(日本経済団体連合会／青山周氏)・・
12/25･1/1(1787)④

【寄稿】改革後の人民元と 08 年見通し(みずほ総合研究所／細川美穂子氏)・・・・・
12/25･1/1(1787)⑤

＜今日の話題＞(１面）
◎島田博夫氏／コベルコ建機社長
日中白酒合戦・・・・・・・・・1/15(1788)
決不允許恐怖主義・・・・・・・2/12(1792)
食の確保、食の安全・・・・・・3/11(1796)
中国の空、美国の空・・・・・・4/15(1800)
食文化尊重？・・・・・・・・・5/20(1804)
◎島野公利氏／北京集佳知識産権代理有限公司弁理士
無秩序の秩序・・・・・・・・・1/22(1789)
心理的な障壁・・・・・・・・・2/19(1793)
存続の問題・・・・・・・・・・3/18(1797)
新世代・・・・・・・・・・・・4/22(1801)
智慧・・・・・・・・・・・・・5/27(1805)
◎添谷芳秀氏／慶應義塾大学東アジア研究所所長
国貿促の足跡・・・・・・・・・1/29(1792)
日本外交と中国・・・・・・・・2/26(1794)
「きわどい」日中関係・・・・・4/ 1(1798)
東アジアの二大潮流・・・・・・4/29(1802)
胡錦涛訪日の深層・・・・・・・6/ 3(1806)
◎服部健司氏／時事通信中国総局長
北京の｢３大怪｣・・・・・・・・2/ 5(1791)
見出しのマジック・・・・・・・3/ 4(1795)
見せたいものしか見せない・・・4/ 8(1799)
愛国で株上げた｢80 後｣・・・・・5/13(1803)
ネット世論・・・・・・・・・・6/10(1807)

＜中国の外交・政治＞
08 年全人代政府活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
3 月 5 日から第 11 期全人代第 1 回会議･・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)
①
中印首相会談 2010 年貿易額 6000 億㌦目指す・・・・・・・・・・・1/22(1789)
①
対外援助累計 374 件の債権放棄･・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)①

＊＊＊日中経済貿易交流＊＊＊
日中韓、大アジアの中核に 国際社会にアプローチ・・・・・・・2/ 5(1791)②
＜日中貿易・投資動向＞
●日中経済交流関係
日中金融監督官庁が初の定期協議開く・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)①

中国の黒にんにく日本に初めて輸出・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)②
中国投資家、日本で資産運用可能に・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)①
東証が北京に事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)③
07 年日中貿易通関実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/15(1800)④
⑤
●在中交易会・展示会、在日投資貿易商談会
広州交易会受付始まる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)⑤
FOODEX JAPAN2008・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)
②
仏山が 5 分野の誘致でセミナー･・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②
●月別日中貿易の通関実績と主要品目
１１月・・・1/15(1788)②
１２月・・・2/ 5(1791)②
１月・・・3/ 4(1795)③
２月・・・4/ 8(1799)③
３月・・・5/13(1803)②
４月・・・6/ 3(1806)②
●日中経済動向
１２月・・・1/15(1788)②
１月・・・2/19(1793)②
２月・・・3/11(1796)②
３月・・・4/15(1800)②
４月・・・5/13(1803)②
５月・・・6/10(1807)②
●形態別にみる日中貿易
１～１２月・・・2/ 5(1791)②
１～３月・・・・5/13(1803)②
●文化交流など
ベストセラー作家于丹教授が講演・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑥
日本の青少年 1000 人訪中・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)④

＜訪中報告、インタビュー＞
●首長にきく
●トップにインタビュー
中国株式ファンドを展開(東洋証券㈱会長／熊谷征男氏)・・・・4/ 8(1799)②
●訪中報告

＜講演要旨、寄稿、解説＞
●講演要旨
連続セミナー(東京赤坂総合法律事務所／髙木喜孝氏)
(4) 中国独占禁止法が採択・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)②
(5) 物権法下の土地使用権・・・・・・・・・・・・・・㊤2/12(1792)②、
㊦2/19(1793)②

(6) 知的財産権のＷＴＯ対応法制と実効性・・・・・・・4/29(1802)③
中国の発展と行方(中国共産党中央文献研究室／冷溶氏)・・・・㊤2/26(1794)②、
㊥3/4(1795)②、㊦3/11(1796)②
●寄稿・解説
個人所得税法、同実施条例の改正の要点(ｱｰﾝｽﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ﾔﾝｸﾞ中国ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞ
ｽ／森田博司氏)・・・4/8(1799)②
ロシアめざす中国車(ロシアＮＩＳ貿易会／服部倫卓氏)・・・・4/ 8(1799)②

＜特集＞
佛山・・・2/26(1794)⑥
珠海・・・4/22(1801)④
陝西・・・5/13(1803)⑥

＊＊＊中国の対外経済貿易＊＊＊
＜中国の対外貿易＞
●貿易一般
全国商務工作会議 加工貿易の 9 都市への移転再確認･・・・・・1/29(1790)②
07 年下期粗鋼輸出が大幅減・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)②
07 自動車輸出が 61.5 万台に・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)②
多国籍企業のＲ＆Ｄが 1160 カ所・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)④
07 年船舶受注 中国が世界 2 位･・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)
④
2 月貿易黒字が大幅減･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②
●外資導入・対外進出
中国網通、北京五輪足がかりに日本に進出・・・・・・・・・・1/29(1790)②
サービス業務アウトソーシング受託企業 826 社に･・・・・・・・3/ 4(1795)④
●国・地域別対外経済関係
台湾企業 500 社が東莞から逃避･・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)②
07 年台湾経済がさらに傾斜、投資・貿易ともに大陸頼み・・・・2/ 5(1791)②
米 07 年貿易、中国が最大の輸入源・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)①
中朝合弁平壌亜明照明が操業・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
鉄鋼業で中国企業初のインド進出・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
太原重工がＥＣの認証初取得・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②
●輸出入税率・許可証・貿易管理
トウモロコシや小麦の輸出で 5～25％の暫定関税･・・・・・・・1/15(1788)②
加工貿易 589 の禁止品目追加･・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)③
玩具の品質保証不備で 600 社の輸出許可証取消･・・・・・・・・1/22(1789)②
外注加工の制限を緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)④
税関申告が簡略化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)④
薬品の輸出で登録制度導入・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)②
化学肥料輸出税率引き上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)⑤
輸入禁止固体廃棄物リスト発表・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)③

●中国の貿易(形態別)
１１月・・・1/15(1788)③
１２月・・・2/12(1792)②
１月・・・3/18(1797)②
２月・・・4/29(1802)②
３月・・・5/27(1805)②
４月・・・6/10(1807)②
●中国の貿易(国・地域別)
１１月・・・1/15(1788)③
１２月・・・2/12(1792)②
１月・・・3/18(1797)②
２月・・・4/29(1802)②
３月・・・5/27(1805)②
４月・・・6/10(1807)②
●中国の貿易(省別)
１１月・・・1/15(1788)③
１２月・・・2/12(1792)②
１月・・・3/18(1797)②
２月・・・4/29(1802)②
３月・・・5/27(1805)②
４月・・・6/10(1807)②
●地方の貿易・投資
海南島の自由貿易区構想・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)②
寧波梅山が 5 番目の保税港区に･・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②

＜金融・証券・保険関係＞
●中国の外為、国際収支
07 年 9 月末対外債務残高 3457 億㌦に･・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)
①
1 ㌦が 7.2 元台に 引き続き高値更新・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)⑥
07 年末外貨準備が 1.53 兆㌦に・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)①
1 ㌦が 7.1 元台に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑥
金融業「１１・５」計画を発表・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)①
中国鉄建が上海証取に上場・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)③
1 ㌦ 6 元台が間近 引き続き高値更新・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)④
●金融・証券・保険関係
中国初の金先物上場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)③
07 年証券市場で 7700 億元調達・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)
①
シンガポール株も中国投資家売買可・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)②
銀行と保険の協力進む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑤
中国工商銀、純利益が 60％増・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)③
自動車金融会社累計で 9 社認可･・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)③
初の農業専門保険会社が安徽省合肥で開業・・・・・・・・・・2/26(1794)④
1150 億元の中央銀行手形発行・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
上海証券取引所が投資者教育部設立・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)③

●中国金融関係統計
07 年第４四半期・・・1/29(1790)⑦
08 年第１四半期・・・5/13(1803)④

＊＊＊中国の国内経済＊＊＊
＜中国の経済・産業動向＞
●中国の経済指標
グラフと表で見る 07 年の中国経済・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)③
07 年 11.4％の経済成長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)①
政府調達 4000 億元を突破・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)①
1～2 月、8％の物価上昇･・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)①
●中国の経済動向
豚肉、食糧などの値上げで政府が価格介入・・・・・・・・・・1/22(1789)④
●中国の産業、企業、科学技術動向
ジャンボ機製造企業開業・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)④
08 年自動車生産、販売ともに 1000 万台超見込む・・・・・・・・1/15(1788)
⑤
重慶で 1 億㌧級鉄鉱山確認･・・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)①
「中石油」を著名ブランドに 国際的企業目指す・・・・・・・1/29(1790)⑦
07 年観光収入 1 兆元に･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)
⑧
07 年郵政事業収入が 16％増・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)①
07 年粗鋼生産 4.9 億㌧、世界の 36.4％占める･・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑤
産金量が世界 2 位に･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑤
鉱物資源大型埋蔵地が 62 カ所・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)①
シノケム、利潤が 95％増・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)④
中国のパソコン市場 1500 億元に近づく・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)③
数万㌧クラスのウラン鉱発見・・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)③
●知的財産権
07 年国際特許出願 中国は 7 位・・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)①
07 年国際商標出願 中国は 8 位・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)
③
●財政・税制
07 年税収が 4.94 兆元に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)⑤
耕地転用税を 5 倍に引上げ･・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)②
増資や再投資で税還付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②
●交通・物流
道路総延長 357 万㌔に･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)⑤
07 年道路水路輸送量 208 億人･・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)
⑤
08 年鉄道分野に 3000 億元、4415 ㌔の新設目指す・・・・・・・・1/22(1789)

③
中国港湾 1 億㌧級 14 カ所に･・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)
③
07 年鉄道輸送が 13.6 億人に・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)①
2020 年に空港 244 カ所･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)
③
北京空港第 3 ターミナルが 29 日オープン･・・・・・・・・・・・2/19(1793)
④
欧亜ランドブリッジ第三のルートでテスト運行・・・・・・・・3/11(1796)⑤
●通信・ＩＴ
ネット配信の管理を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)④
07 年末中国のネット利用 2.1 億人･・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)②
ブロードバンド 100 人当たり加入者が世界 54 位･・・・・・・・・2/19(1793)
③
中国の行政村電話普及率 99.5％・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)④
ローミングサービスで新料金・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)⑤
●環境問題・農業・食品安全など
08 年 6 月 1 日からレジ袋が有料に・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)
②
07 年農民収入 1 人当たり 4000 元超す･・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)
④
山東、食糧生産 2 年連続で 4000 万㌧超す･・・・・・・・・・・・1/22(1789)
③
中国の林業生産総額 1.17 兆元に・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)③
中国近海汚染 10 年で 2 倍近くに･・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)④
●エネルギー・電力
国務院『中国のエネルギー状況と政策』より・・・・・・・・・1/15(1788)③
発電設備量が 7.1 億 kw･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)
③
長慶油田石油ガス年間生産量 2000 万㌧突破・・・・・・・・・・1/22(1789)③
バイオマス発電、中国に 10 カ所・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)①
07 年原油生産が過去最高・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)③
小型火力発電設備を淘汰、今年は 1300 万 kw 閉鎖・・・・・・・・2/12(1792)
③
天然ガス生産 07 年も新疆が全国一・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)③
天然ガス生産量が 690 億立方㍍･・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)①
西気東輸第 2 ルートが着工･・・・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)④
海洋原油生産量 2010 年に 5000 万㌧・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)
④
天然ガス 10 年後の生産量 1500 億立方㍍以上に・・・・・・・・・3/18(1797)
③
石油備蓄 新疆でタンク着工、大連基地は 3 分の 2 完成・・・・・3/18(1797)
③
中国の原発は 11 基・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)③
●観察、中国トレンド(武吉次朗氏）
(23)政策で企業努力を誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)②
(24)財産所得 個人財産権、法の確実な保護を・・・・・・・・2/26(1794)②

(25)今年の全人代 ５年後の体制確実に・・・・・・・・・・・4/ 1(1798)②
(26)突発事件対応 対応強化望まれる自然災害・・・・・・・・4/29(1802)②
(27)四川省地震 さらに国際協調へ変わる中国・・・・・・・・5/27(1805)②
●ワールドインパクト‐中国の産業
＜移動通信＞遅い第 3 世代への移行(東京大学社会科学研究所／丸川知雄
氏)･・・・・1/15(1788)⑤
＜工作機械＞海外企業買収戦略始まる(ニュースダイジェスト社／黒田嘉幸
氏)・・・3/11(1796)④
＜ソフトウエア＞高い対日輸出比率(東芝ソリューション／村上繁男氏)・・・・・・
4/29(1802)⑤
●工業生産統計
１１月・・・1/15(1788)④
１２月・・・2/26(1794)④
２月・・・4/15(1800)②
３月・・・5/20(1804)②
４月・・・6/10(1807)④
●地方の経済動向
07 年広東 ＧＤＰ14.5％増、外資実行額は 170 億㌦・・・・・・・2/12(1792)
③
北京、12％の経済成長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)③
上海 07 年、16 年連続の 2 ケタ成長･・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)
③
長江デルタ 16 都市の 07 年平均可処分所得 2 万元に近づく･・・・・2/19(1793)
③
広西でベントナイトの大規模埋蔵確認・・・・・・・・・・・・2/26(1794)④
国務院が広西北部湾発展計画を認可・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)④
大型旅客機を上海で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)③
揚州「三高一低」企業 80 社閉鎖へ・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)③

＜中国の経済法令関係＞
労働紛争調停仲裁法を公布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)④
中国税関が新企業分類を公布・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)②
備蓄砂糖管理規則 3 月から施行･・・・・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)③
土地調査条例公布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)④
水質汚染防止法を改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)①
改正個人所得税法実施条例を公布・・・・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)②
食品安全法が 6 月に成立･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/18(1797)②
●経済法令条文
職員有給年次休暇条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/22(1789)③
中華人民共和国企業所得税法実施条例・・・・・・・・・・・・1/29(1790)③④
⑤⑥
中華人民共和国労働紛争調停仲裁法・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)③④
(解説)ＴＭＩ総合法律事務所／何連明氏・・・・・・・2/ 5(1791)④
中華人民共和国税関企業分類管理規則・・・・・・・・・・・・2/26(1794)③④
●中国最新法令情報

１２月・・・1/15(1788)④
１月・・・2/ 5(1791)⑤
２月・・・2/26(1794)④
３月・・・4/ 1(1798)④
４月・・・4/22(1801)②
５月・・・5/27(1805)⑤

＊＊＊社会文化関係＊＊＊
●中国の社会・文化
上海学生就活事情 物心両面の圧力で大企業志向・・・・・・・1/29(1790)⑦
孔子学院世界に 210 カ所･・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/29(1790)⑧
博物館や記念館の参観料が無料に・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑥
中南部で異常気象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/ 5(1791)⑥
海洋局予測、今後 10 年で海面が 32 ㍉上昇・・・・・・・・・・・2/19(1793)
③
07 年 10～12 月建物価格が 10％上昇・・・・・・・・・・・・・・2/19(1793)
③
消費者物価 1 月は 7.1％上昇・・・・・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)①
北京五輪マナー向上キャンペーン、22 日は席を譲る日・・・・・3/ 4(1795)⑤
60 歳以上が 1.5 億人に･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/ 4(1795)⑤
●３分の一北京人(泉京鹿氏）
(6) ｢血疑｣と｢冷暖人間｣・・・・・・・・・・1/29(1790)⑧
(7) 女デヨカッタ・・・・・・・・・・・・・2/26(1794)⑤
(8) バブルもそろそろ？・・・・・・・・・・4/ 1(1798)⑥
(9) ひきこもり万歳・・・・・・・・・・・・4/29(1802)⑥
（10）今からでもできること・・・・・・・・・6/ 3(1806)④
●広州散歩(岩佐なぎさ氏）
(5) 貴重な体験・・・・・・・・・・・・・・1/15(1788)⑥
(6) 非常識な常識・・・・・・・・・・・・・2/12(1792)④
(7) 中国的餃子論・・・・・・・・・・・・・3/11(1796)⑤
(8) 中国式マネー教育・・・・・・・・・・・4/15(1800)⑥
(9) 郷入れど食は中華・・・・・・・・・・・5/20(1804)③
●上海セイラー(ＮＴＴドコモ上海事務所／石井良宗氏）
(3) 中国の新サブプライム問題？・・・・・・2/ 5(1791)⑥
(4) 外灘地下にトンネル・・・・・・・・・・3/ 4(1795)⑤
(5) 消費者の権利を守る・・・・・・・・・・4/ 8(1799)④
(6) 日本の現代アートを上海で・・・・・・・5/13(1803)⑤
(7)パンドラの箱に残ったのは｢希望」
・・・・6/10(1807)⑥
●吉林便り(吉林師範大学東亜研究所／山本忠士氏)
㊤ 四平市と吉林師範大学・・・・・・・・・4/ 1(1798)⑤
㊥ 際立つ韓国の存在感・・・・・・・・・・4/ 8(1799)③
㊦ 日本人留学生に温かい支援を・・・・・・4/15(1800)③
●在日中国人の目

叢雲峰氏＝｢偽｣と｢信｣・・・・・・・・・・・1/22(1789)④
苑復傑氏＝アジアに自転車王国を・・・・・・2/19(1793)④
厳聖禾氏＝餃子事件に思う・・・・・・・・・3/18(1797)④
罠に気をつけろ？・・・・・・・・5/27(1805)⑥
朱沿華氏＝「牡丹亭」と中日関係・・・・・・4/22(1801)③
●健康コラム(日中友好医院事務局長／巽啓二氏)
１月 「薄着」は健康的？・・・1/29(1790)⑧
２月 「快眠」の工夫・・・・・2/26(1794)⑤
３月 簡単なリフレッシュ・・・3/18(1797)④
４月 笑いと健康・・・・・・・4/29(1802)⑥
５月 呼吸と健康・・・・・・・5/27(1805)⑥
●人
倪培君氏・・・・・・3/18(1797)④
章家瑞氏・・・・・・6/10(1807)⑥

