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〈１面主要記事〉
中国、大気汚染対策に本腰  ………７/２（２０２６）①
習主席、朴韓国大統領と会談  ……７/９（２０２７）①
上海自由貿易区設置を決定  ……７/１６（２０２８）①
主張：現下の日中関係に関する提言
　  …………………………………７/１６（２０２８）①
上期GDP成長率が７.６％  ………７/２３（２０２９）①
中国、貸出金利を全面自由化  …７/３０（２０３０）①
中国、石炭などの生産許可証廃止  ８/６（２０３１）①
中国南部干ばつで農業に影響  …８/１３（２０３２）①
上海自由貿易試験区を正式承認  ８/２７（２０３３）①
中国が独占禁止調査に本腰  ……９/３（２０３４）①
李総理、対アセアン協力で提案  ９/１０（２０３５）①
習主席が開放型経済推進強調  …９/１７（２０３６）①
中国、大気汚染防止計画を発表  ９/２４（２０３７）①
薄熙来元政治局委員に一審判決  １０/１（２０３８）①
習主席、APECで改革推進表明  １０/２２（２０４０）①
大連で日本商品展示会  ………１０/２９（２０４１）①
中国、消費者権益保護法を改正  １１/１２（２０４２）①
３中全会、改革全面深化で小組  １１/１９（２０４３）①
中国、野菜種子市場に外資浸透  １１/２６（２０４４）①
汪副総理が改革深化で論文  ……１２/３（２０４５）①
中国･米国、新大国関係を推進  １２/１０（２０４６）①
南水北調東部線通水へ  ………１２/１７（２０４７）①

〈当協会関連記事〉
唐木田俊介元常務理事が死去  …７/２（２０２６）①
１３年度第一回理事会を開催  ……７/３０（２０３０）⑤
関志雄氏迎えて講演会  …………８/６（２０３１）②
新瀋陽総領事が来訪  ……………８/１３（２０３２）①
河野会長、江蘇塩城市書記と会見
   …………………………………８/１３（２０３２）⑥
国際口岸博に運輸部会団派遣  …９/３（２０３４）③
中国政府に増値税転換で意見書  ９/１７（２０３６）②
本紙連載『中国潮流』が書籍に  …９/２４（２０３７）③
河野会長が北京でスピーチ  …１１/１２（２０４２）④
正副会長顧問懇談会開く  ……１２/１０（２０４６）①
改正商標法で会員セミナー  …１２/１７（２０４７）⑥

〈今日の話題〉（１面）
　萩原大吾氏＝動機７/２（２０２６）、合弁解消７/３０
（２０３０）、起業志向９/３（２０３４）、起業志向２ １０/１
（２０３８）、地方での裁判１１/１９（２０４３）、失敗の共
通項１２/１７（２０４７）
　堀井伸浩氏＝戦略、かくあるべし７/９（２０ 
２７）、中国の原子力開発８/６（２０３１）、ブランドビ
ジネス９/１０（２０３５）、環境対策は百家争鳴で
１０/２２（２０４０）、環境協力に発想転換を１１/２６
（２０４４）
　宮内雄史氏＝大学生の就職難７/１６（２０２８）、
中国の“食”８/１３（２０３２）、水の恩恵９/１７（２０３６）、
高齢化問題１０/２９（２０４１）、鄭成功１２/３（２０４５）
　加藤隆則氏＝ハンセン病とNGO７/２３（２０ 
２９）、｢対談｣とルール８/２７（２０３３）、それでも中
国に住む理由９/２４（２０３７）、白玉蘭記念賞１１/１２
（２０４２）、｢紅二代｣の試練１２/１０（２０４６）
●中国の外交・政治
中韓が首脳会見  ………………１０/１５（２０３９）⑤
第１回両岸平和フォーラム開く  １０/２２（２０４０）①
薄熙来氏の無期懲役確定  ……１１/１２（２０４２）①
東シナ海に防空識別圏設定  ……１２/３（２０４５）①

 
●政治・経済
中国農業銀行東京支店が開業  …７/２（２０２６）②
上期対中輸入８兆円超す  ………７/３０（２０３０）①
日中韓FTA第２回交渉が終了  …８/１３（２０３２）②
江西からウナギ、日本の食卓に  ８/１３（２０３２）②
中国からの月間輸入額が最大に  ８/２７（２０３３）①
RCEP初閣僚会合を開催  ………８/２７（２０３３）②
日本上期、対中投資が３割減  ……９/３（２０３４）①
南京遺棄化学兵器廃棄作業が終了
　  …………………………………９/１０（２０３５）④
９月日中貿易、過去最大の輸入  １０/２９（２０４１）②
対中輸出１１年比でも６.６％増  …１１/２６（２０４４）②
●在日投資説明会・商談会
佛山市、東京でセミナー開く  …１１/１２（２０４２）②
紹興上虞がセミナー  ……………１２/３（２０４５）②
●月別日中貿易の通関実績と主要品目（２面）
　５月７/２（２０２６）、６月７/３０（２０３０）、７月８/２７（２０ 
３３）、８月９/２４（２０３７）、９月１０/２９（２０４１）、１０月１１/ 

主 要 記主 要 記 事事

日 中 交日 中 交 流流

２６（２０４４）
●日中経済動向（２面）
　６月７/１６（２０２８）、７月８/１３（２０３２）、８月９/１７（２０ 
３６）、９月１０/２２（２０４０）、１０月１１/１９（２０４３）、１１月１２/ 
１０（２０４６）
●形態別にみる日中貿易（２面）
　１～６月８/１３（２０３２）、１～９月１１/１９（２０４３）
●観光・文化交流など
｢人民中国｣が創刊６０周年レセプション
　  …………………………………７/２（２０２６）④
上期中国の団体観光客依然減少  ８/６（２０３１）④
中国からの訪日３割以上減  ……８/２７（２０３３）④
訪日中国人１年ぶりに増加  ……１０/２９（２０４１）⑥
回復しない訪中日本人  ………１１/１９（２０４３）⑥
辻井日中文化交流協会会長が死去
　  ………………………………１２/１０（２０４６）①

〈インタビュー、寄稿など〉
●インタビュー　
中国競売業協会の張延華会長に聞く
　  …………………………………９/３（２０３４）③
●寄稿・解説
アジア｢知｣のネットワーク形成（羽場久美子
氏）  …………………………………７/９（２０２７）④
中国のシャドーバンキング（田中修氏）
　  …………………………………８/１３（２０３２）⑤
中国独禁法のカルテル規制（野村高志氏）
　  …………………………………９/２４（２０３７）④
改正中国商標法について（呉大建氏）
　  ………………………………１１/１９（２０４３）④
中国消費者権益保護法の新動向（劉新宇氏）
　  …………………………………１２/３（２０４５）③
●転載
在中２０周年に寄せて （青木陽子・天津市視覚
障害者日本語訓練学校理事長）  １０/２９（２０４１）③
●調査報告など
昆明とバンコク直結
 　上１１/１９（２０４３）③、中１１/２６（２０４４）③、下 １２/
３（２０４５）②
佛山市視察団報告  ……………１２/１７（２０４７）②
ミャンマー視察団報告座談会  １２/１７（２０４７）⑤
●日中平和友好条約締結３５周年特集号
　  …………………………………１０/１５（２０３９）
河野洋平会長あいさつ（１面）、祝辞：木寺昌人
大使、程永華大使（２面）、寄稿：日中関係再構築
のために （田中信行氏）（３面）、インタビュー：
西田厚聰東芝会長、森信介ニチイ学館専務取
締役（４面）、寄稿：環境協力のさらなる推進 
（岡崎雄太氏）（５面）、寄稿：大切な互いを知り
合うこと （杉田欣二氏） （６面）

 
中国、初の国連機関トップ  ………７/２（２０２６）①

〈中国の対外貿易〉
●貿易一般
輸出１年５カ月ぶりに減少  ………７/１６（２０２８）②
海外５社粉ミルク値下げへ  ……７/１６（２０２８）②
商務部、輸出企業の支援策検討  ７/２３（２０２９）②
７月の輸出入回復  ………………８/１３（２０３２）②
１２年貿易、人民元決済が３兆元弱  ９/３（２０３４）②
８月の輸出、月別で今年最高額  …９/１７（２０３６）②
１３年原油輸入３億㌧に  …………１０/１（２０３８）②
９月の輸出額０.３％減  …………１０/２２（２０４０）②
国産凌駕のGM輸入大豆  ……１１/１９（２０４３）②
●外資導入・対外進出
１２年対外投資が世界３位に  ………７/９（２０２７）①
６月の外資受け入れ２０％増  ……７/２３（２０２９）②
サービスアウトソーシング海外受注４０％増
　  …………………………………７/２３（２０２９）②
６月末外資系企業が４４万社超  …７/２３（２０２９）②
７月の外資導入２４％増  …………８/２７（２０３３）②
活発化する各地自由貿易区設立  ９/３（２０３４）②
１―７月対外投資が２０%増  ………９/３（２０３４）②
海外移転進む繊維企業  …………９/３（２０３４）③
広東自由貿易区、来年年初承認か
　  …………………………………９/１０（２０３５）②
１２年対外投資が過去最大  ………９/１７（２０３６）②
８月の外資導入微増  ……………９/２４（２０３７）②
中国がシルクロード経済帯構想  ９/２４（２０３７）②
現地生産すすむ高級車  …………９/２４（２０３７）③
１－８月対外投資は１８.５％増  ……９/２４（２０３７）③
百視通とMS社、次世代ゲームで合弁
　  …………………………………１０/１（２０３８）②
上海自由貿易区が始動  ………１０/１５（２０３９）⑤

中国の対外経中国の対外経済済

１－９月外資導入が６.２％増  ……１０/２２（２０４０）②
９月末、外資系が４４.０９万社  ……１０/２２（２０４０）②
上海自由貿易試験区、TVや映画制作会社禁止
　  ………………………………１０/２２（２０４０）④
技術や製品の輸入促進を支援  １０/２９（２０４１）②
唐山市視察会に参加して（原伊作氏）
　  ………………………………１０/２９（２０４１）③
CNPCがブラジル石油会社買収
　  ………………………………１１/１９（２０４３）③
外資導入９カ月連続で増  ………１１/２６（２０４４）③
一般海外投資PJが届出制へ  …１２/１０（２０４６）②
●国・地域別対外経済関係
大陸・台湾、サービス貿易取決めで調印
　  …………………………………７/２（２０２６）②
米｢３３７条調査｣、中興など対象に  ７/２（２０２６）②
スイスとFTA協定調印  ………７/１６（２０２８）②
中米戦略経済対話開く  …………７/２３（２０２９）①
香港上期輸出、中国向けが５５％  …８/６（２０３１）①
中国EU、太陽光パネルで合意  …８/６（２０３１）②
米上期対中輸入２０００億㌦超す  …８/１３（２０３２）①
EU、中国にパネル設置要請  ……８/２７（２０３３）①
ロ上期貿易、中国が最大の相手  ８/２７（２０３３）③
鉄道通関港能力向上でモンゴルと協議
　  …………………………………９/３（２０３４）③
電気機関車、南アに初輸出  ………９/３（２０３４）③
CEPA補充協定、７３項目に調印  ９/１０（２０３５）②
EU上期対中貿易２０００億 維持  ９/２４（２０３７）①
先行する中韓FTA交渉  ………９/２４（２０３７）③
米国、中国産堅木と合板にダブルAD関税
　  …………………………………９/２４（２０３７）③
対ロ国境開放の重要拠点－黒龍江と内蒙古北
東部  ………………………………１０/１（２０３８）②
中豪、FTA交渉加速で合意  …１０/２２（２０４０）②
EUと投資協定交渉を開始  ……１０/２９（２０４１）③
１～９月香港、対中輸出が５５％  …１１/１２（２０４２）①
日系車の販売回復  ……………１１/１９（２０４３）①
ロ１～９月対中貿易６５２億㌦に  …１１/１９（２０４３）①
１０月中日貿易、１月以来の増加  １１/１９（２０４３）②
EU上期対中貿易、独の輸出シェア４５％
　  ………………………………１１/２６（２０４４）①
米１～９月対中貿易４０００億㌦超  １１/２６（２０４４）①
中国EU ２０年貿易額１兆㌦へ  …１２/３（２０４５）①
英にハイテク輸出拡大を要望  １２/１０（２０４６）①
海外投資先、ドイツが最高格付  １２/１０（２０４６）②
●輸出入税率・許可証・貿易管理
空港型完成車輸入通関港が完成  ７/９（２０２７）②
輸入乳児用粉ミルク、価格操作の疑いで調査
　  …………………………………７/９（２０２７）②
レアアース輸出割当が前年並  …７/９（２０２７）②
北米日産のセダンとSUVダンピング税引き
下げ  ………………………………７/２３（２０２９）②
貿易の安定促進で措置  …………７/３０（２０３０）②
サービス貿易の対外支払、５万㌦以下届出不要
に  …………………………………８/６（２０３１）②
質検総局輸出振興対策あれこれ  ８/１３（２０３２）②
飛行機と褐炭の輸入税率引き上げ
　  …………………………………９/１０（２０３５）②
一部商品で自動輸入許可管理取消
　  …………………………………９/１７（２０３６）②
貿易企業のブラックリスト作成へ
　  …………………………………１０/１（２０３８）②
粉ミルクの輸入管理強化  ……１０/２２（２０４０）②
廃品輸入の取り締まり強化  …１１/１９（２０４３）②
●在中商談会・投資説明会
広州交易会成約額が１１％減  …１１/１２（２０４２）②
塩城、現地視察会を開催  ………１２/３（２０４５）④
●中国の貿易（形態別）
　５月７/９（２０２７）②、６月８/１３（２０３２）②、７月９/１０
（２０３５）②、８月１０/２２（２０４０）③、９月１１/１２（２０４２）
②、１０月１２/１７（２０４７）②
●中国の貿易（国･地域別）
　５月７/９（２０２７）②、６月８/１３（２０３２）②、７月９/１０
（２０３５）②、８月１０/２２（２０４０）③、９月１１/１２（２０４２）
②、１０月１２/１７（２０４７）②
●中国の貿易（省別）
　５月７/９（２０２７）②、６月８/１３（２０３２）②、７月９/１０
（２０３５）②、８月１０/２２（２０４０）③、９月１１/１２（２０４２）
②、１０月１２/１７（２０４７）②
●地方の貿易・投資
広西外資導入、香港からが最大  …８/６（２０３１）②

〈金融・証券・保険関係〉
●中国の外為・国際収支
中英がスワップ協定締結  ………７/２（２０２６）②
３月末対外債務残高が７６５０億㌦  …７/９（２０２７）②
人民元の交換性実現推進  ………７/９（２０２７）③

ユー
ロ

２０１３年下期２０１３年下期（（２０２０２２６～２０４７号６～２０４７号）記事一覧）記事一覧



２０１３年１２月１７日（火曜日）　第２０４７号 （４） 国 際 貿 易

米国債保有残高初の１.３兆㌦台  ７/２３（２０２９）②
サービス貿易の外貨管理緩和  …７/３０（２０３０）③
為替改革後元対ドルで３４％上昇  ７/３０（２０３０）③
２･四の資本金融収支赤字  ………８/６（２０３１）②
外貨売買２カ月ぶりの買い越し  ９/２４（２０３７）③
アルバニアと通貨スワップ協定  ９/２４（２０３７）③
９月末外貨準備高３.６６兆㌦に  …１０/２２（２０４０）①
ECBと通貨スワップに調印  …１０/２９（２０４１）③
第３四半期国際収支ダブル黒字に
　  ………………………………１１/１２（２０４２）②
中国輸銀が初の海外支店  ……１１/１２（２０４２）②
９月金の準備高増加へ  …………１１/１９（２０４３）③
国境の金融改革始動  ……………１２/３（２０４５）②
●金融・証券・保険関係
非居住者の人民元預金残高を四半期毎に発表
　  …………………………………７/２（２０２６）②
銀監会などが零細、小企業支援  ７/２３（２０２９）③
６月末銀行資産が１４％増加  ………８/６（２０３１）③
金融縦割り行政改善へ  …………９/３（２０３４）①
商業銀６月末不良債権残高５３９５億元に
　  …………………………………９/３（２０３４）①
銀行業、高利潤時代に決別  ………９/３（２０３４）④
６日から国債先物取引再開  ……９/１０（２０３５）①
個人の預金残高４３兆元  …………１０/１（２０３８）④
小口融資会社貸出残高が７５３５億元
　  ………………………………１０/２９（２０４１）④
個人貯蓄３カ月連続で４３兆元超  １０/２９（２０４１）⑥
「金利市場化は３段階で」  ………１２/３（２０４５）③
大連取引所で繊維板と合板の先物取引
　  …………………………………１２/３（２０４５）③
●中国金融関係統計
１３年第２四半期  …………………８/２７（２０３３）③
１３年第３四半期  …………………１０/２９（２０４１）④

 

〈中国の経済・産業動向〉
フォーチュン世界５００に中国から８９社
　  …………………………………８/６（２０３１）③
●機構改革
海警局が誕生  ……………………７/３０（２０３０）①
●経済動向・指標
１～５月工業企業１２％の増益  ……７/９（２０２７）④
６月の物価２.７％上昇  ……………７/１６（２０２８）①
各地が成長方式転換で苦労  ……７/１６（２０２８）③
１２年GDP日本を２.３兆㌦上回る  ７/１６（２０２８）③
IMF、中国経済を下方修正  ……７/２３（２０２９）③
国有企業売上高が１１％増加  ……７/２３（２０２９）③
上期中央企業利潤、２割近く増加  ８/６（２０３１）①
生産能力過剰解消へ  ……………９/３（２０３４）④
２次産業の投資減速  ………………９/３（２０３４）④
２ケタ成長｢国情に合致しない｣  …９/３（２０３４）⑤
国務院、民間投資の発展で討議  ９/１７（２０３６）⑤
過剰生産で指導意見  …………１０/２２（２０４０）③
第３四半期７.８％の経済成長  …１０/２９（２０４１）①
９月、物価が３.１％上昇  …………１０/２９（２０４１）①
｢改革の成果を国民全体に｣  …１０/２９（２０４１）④
国有企業利潤１１％の伸び  ……１０/２９（２０４１）⑤
改革で｢中所得国の罠｣克服  …１１/１９（２０４３）④
２５省がGDP発表  ………………１１/１９（２０４３）⑤
１０月、物価が３.２％上昇  ………１１/１９（２０４３）⑤
ISO９００１認証取得が３１万件  …１１/２６（２０４４）②
長江ベルト指導意見近く発表  １１/２６（２０４４）③
３中全会改革実行で六つの根本変化
　  ………………………………１２/１０（２０４６）③
●産業・企業動向
リチウム電池、爆発成長を予測  …７/９（２０２７）④
小型車市場に試練  ………………７/９（２０２７）⑤
ロボット産業発展へ  ……………７/１６（２０２８）③
広東核燃料工業パークの申請断念
　  …………………………………７/２３（２０２９）②
上期自動車生産１０００万台超す  …７/２３（２０２９）③
上期粗鋼生産が３.９億㌧  ………７/３０（２０３０）④
上期造船受注量が２倍に  …………８/６（２０３１）①
レアアース産業、川下分野で応用奨励
　  …………………………………８/６（２０３１）③
厳しい中核民営鉄鋼企業  ………８/２７（２０３３）③
健康サービス産業を発展  ………９/１０（２０３５）①
国産化進む情報設備  ……………９/１０（２０３５）②
中国企業上位５００社を発表  ……９/１０（２０３５）③
ソフトサービス業、世界第２位へ  ９/１０（２０３５）③
戦略性新興産業を推進  …………９/１７（２０３６）①
民営企業上位５００社を発表  ……９/１７（２０３６）⑤
騰訊が捜狐子会社に出資  ………９/２４（２０３７）④
１～８月粗鋼生産、世界の半数近く
　  …………………………………１０/１（２０３８）①
希土類産業を統合  ………………１０/１（２０３８）③
自動車生産が１５９４万台  ………１０/２２（２０４０）①
１～９月造船受注が２.５倍  ………１１/１２（２０４２）①
●財政・税制
炭素税素案が完成  ………………７/１６（２０２８）②
財政収入７.５％の伸び  …………７/２３（２０２９）③
売上高月２万元未満は減税  ……８/１３（２０３２）⑤
課税逃れ阻止の国際条約に参加  ８/２７（２０３３）①
消費税の課税範囲拡大へ  ………９/３（２０３４）②

中国の国内経中国の国内経済済

「地方債務は制御可能」  …………９/３（２０３４）④
１～９月財政収入が９.８兆元  ……１０/２９（２０４１）⑤
楼財政部長、税財政改革を語る  １２/３（２０４５）③
鉄道､郵便も増値税へ転換  ……１２/１０（２０４６）②
●知的財産権
上期特許出願が１８.１％増  ………９/２４（２０３７）④
●交通・物流
３０年までに国道４０万㌔  …………７/９（２０２７）④
南京、杭州に高速鉄道  ……………７/９（２０２７）⑤
上期陸上貨物輸送１１％増  ………７/３０（２０３０）①
上期港湾貨物取扱量が９.９％増  ７/３０（２０３０）③
都市軌道交通建設がブーム  ……８/２７（２０３３）③
パンアジア鉄道、中国で１５０㌔完成
　  …………………………………９/１７（２０３６）⑤
世界で最も高い空港が四川に  …９/２４（２０３７）①
１～９月コンテナ取扱量が鈍化  １０/２９（２０４１）③
初の省またぐ地下鉄開通  ……１０/２９（２０４１）④
中国で鉄道建設ブーム  ………１１/１２（２０４２）③
張家口～北京に新たな鉄道  …１１/１２（２０４２）③
天津～秦皇島高速鉄道が試運転
　  ………………………………１１/１９（２０４３）⑤
アモイ～深 高速鉄道年内に  １２/１０（２０４６）③
●食品安全・検疫
緑色食品基地が９１３万㌶  ………１０/１（２０３８）③
●エネルギー・電力
天然ガス車を推進  ………………７/２（２０２６）③
杭州東駅で太陽光発電  …………７/１６（２０２８）③
電力使用が５％増  ………………７/２３（２０２９）③
太陽光産業発展で意見  …………７/３０（２０３０）④
再生可能エネが発電量の２０％  …９/３（２０３４）⑤
ごみ焼却発電が加速  ……………９/１０（２０３５）③
新エネ車普及で通知  ……………９/２４（２０３７）⑤
１～９月電力使用量が７％増  ……１０/２９（２０４１）④
中国最長のEVバス誕生  ………１０/２９（２０４１）⑤
上海国際エネ取引センターを設立
　  …………………………………１２/３（２０４５）②
エネ分野で民間投資呼び込みへ
　  ………………………………１２/１０（２０４６）③
新エネ車普及都市発表  ………１２/１０（２０４６）③
太陽光発電、分散型に傾斜  ……１２/１７（２０４７）①
●環境問題
低炭素コミュニティを重視  ……９/２４（２０３７）⑤
華北平原の地下水水位が低下  …１０/１（２０３８）①
８０億㌧近い二酸化炭素排出量  １０/２２（２０４０）③
東北３省もPM２.５  ………………１０/２９（２０４１）⑥
大気排出基準より厳格へ  ……１１/１２（２０４２）③
北京、基準未達成車を淘汰  ……１１/１２（２０４２）③
●天然資源
初のシェールガスパイプライン建設
　  …………………………………７/２（２０２６）③
石炭消費、中国が５割以上占める  ７/９（２０２７）⑤
新疆に国内最大の天然ガスタンク
　  …………………………………７/３０（２０３０）①
新疆に超大型金鉱  ………………７/３０（２０３０）④
石炭利用効率が加速  ……………９/２４（２０３７）⑤
循環型経済モデル都市２年内に１００カ所
　  …………………………………１０/１（２０３８）③
石炭液化ブーム到来の可能性  １０/２２（２０４０）③
２０年石炭消費量は４８億㌧  ………１２/３（２０４５）③
●科学技術
ウラン濃縮技術国産化  …………７/２（２０２６）①
天宮２号、１５年前後打ち上げ予定  ７/９（２０２７）④
世界初の月面望遠鏡  ……………９/１７（２０３６）⑥
中国に世界最大口径広視野望遠鏡
　  …………………………………９/２４（２０３７）⑥
中国のスパコン、２期連続で世界一
　  ………………………………１１/２６（２０４４）①
●日本と中国（津上俊哉氏）（２面）
　員中国ブームの終焉？７/３０（２０３０）、因｢成長
率７％下限｣論８/２７（２０３３）、姻太陽光パネル貿
易９/２４（２０３７）、引三中全会開催目前の中国
１０/２９（２０４１）、飲三中全会決議１１/２６（２０４４）
●岩國哲人のアメリカから中国と日本を見る
（３面）
　中国を警視、日本は軽視７/３０（２０３０）、アメリ
カのイラ･イラ９/２４（２０３７）、老･落の大国に日
本の出番１１/２６（２０４４）
●岡目八目（片寄浩紀）（２面）
　允目に見えぬ汚染７/２（２０２６）、印リコノミク
ス８/６（２０３１）、咽廃炉処理９/３（２０３４）、員羅先経
済貿易区１０/１（２０３８）、因１８期３中全会１１/１２（２０ 
４２）、姻三中全会の後１２/３（２０４５）
●工業生産統計
　５月７/９（２０２７）⑤、６月８/１３（２０３２）⑤、７月９/１０
（２０３５）③、８月１０/１（２０３８）③、９月１１/１２（２０４２）
③、１０月１２/１０（２０４６）③

〈中国の経済法令関係〉
環境保護法改正案を審議  ………７/２（２０２６）④
外資保険公司管理条例を改正  …７/９（２０２７）②
改正労働契約法がスタート  ……７/９（２０２７）③
高齢者権益保護法を改正  ………７/９（２０２７）⑥
出入国管理法７月１日に施行  ……７/９（２０２７）⑥
入国出国管理条例を公布  ………７/３０（２０３０）②
派遣労働者で意見徴収  …………８/１３（２０３２）⑤
第三次商標改正を採択  …………９/１０（２０３５）②

●経済法令条文
中華人民共和国外国人入出国管理条例
　  ………………………………８/１３（２０３２）③④
中華人民共和国商標法  ……９/１７（２０３６）③④⑤
中華人民共和国消費者権益保護法
　  ……………………………１１/２６（２０４４）④⑤
●中国最新法令情報
　６月７/２（２０２６）③、７月７/３０（２０３０）④、８月９/３
（２０３４）⑤、９月９/２４（２０３７）⑤、１０月１０/２９（２０４１）
⑤、１１月１１/１９（２０４３）⑤

 
●就業・社会保障
１８省市区で最低賃金基準引上げ  ７/９（２０２７）③
上海、１０月１日から社保料引下げ  ９/１７（２０３６）②
農村余剰労働力枯渇近づく  …１１/１９（２０４３）⑤
●中国の社会・観光・文化
浙江で中国最古の原始文字  ……７/１６（２０２８）④
１２年新聞出版営業収入が１.７兆元
　  …………………………………７/１６（２０２８）④
臓器提供システム強制使用へ  …７/２３（２０２９）④
アリババ、観光情報サイトに出資
　  …………………………………７/２３（２０２９）④
甘粛でM６.６地震  ………………７/３０（２０３０）⑤
青少年向けに優秀図書映画１００  ７/３０（２０３０）⑤
家電がネット通販の１８％  ………８/２７（２０３３）③
ネット共同購入サイト上半期成約高が２３８億
元  …………………………………９/３（２０３４）⑥
通用規範漢字表を公布  …………９/３（２０３４）⑥
公務出張が半減  …………………９/３（２０３４）⑥
中国のスマホ、シェアが６０％  ……９/３（２０３４）⑥
流動人口平均年齢が２８歳  ………９/１７（２０３６）①
北京大が世界４６位  ………………９/１７（２０３６）⑥
３０年都市化率が７割  ……………９/１７（２０３６）⑥
８月新築住宅価格、６６都市で上昇  ９/２４（２０３７）④
党員、公務員の会議で倹約令  …１０/１（２０３８）④
北京１２年末、６０歳以上が２０％台  １０/１（２０３８）④
記者を再訓練  …………………１０/２２（２０４０）④
北京と張家口、冬季五輪に立候補
　  ………………………………１１/１２（２０４２）④
公務員試験、１４年も大人気  ……１１/１２（２０４２）④
米大学、中国人留学生２１％増  …１１/１９（２０４３）⑥
留学帰国組、４割が北京で就職  １１/２６（２０４４）⑥
昆明に携帯電話型ビル誕生  …１１/２６（２０４４）⑥
第３四半期金消費量が世界一  …１１/２６（２０４４）⑥
一人っ子政策を緩和  ……………１２/３（２０４５）④
国際学習到達度、上海がトップ独占
　  ………………………………１２/１０（２０４６）④
そろばんが無形文化遺産  ……１２/１０（２０４６）④
１～１０月、投書増え陳情減少  …１２/１０（２０４６）④
●在日中国人の目
　日本人の第二の人生（孫萍氏）７/２（２０２６）④、
親善大使―アニメ（安剣星氏）７/３０（２０３０）⑤、
旅行雑感（葛進氏）９/３（２０３４）⑥、日本の祭り
（李向華氏）１０/１（２０３８）④、日本人の職業マナ
ー（孫萍氏）１１/１９（２０４３）⑥、中国は日本にあり
（安剣星）１２/１７（２０４７）⑥
●おだそらの　北京の思う壺（小田空）
　允地図に歴史あり７/９（２０２７）⑥、印急がば回
れ８/６（２０３１）④、咽とりあえず買え！９/１０（２０ 
３５）④、員上火とは１０/２２（２０４０）④、因北京で部
屋探し１１/２６（２０４４）⑥
●日々発見、上海（野口寛明）
　茨どこにでも“商売”７/１６（２０２８）④、芋働く
女性の活躍８/１３（２０３２）⑥、鰯直球交流の面白
さ９/１７（２０３６）⑥、允日本人に不足なもの１０/２９
（２０４１）⑥、印お得感とチャンス１２/３（２０４５）④
●広州解体新書（宮下拓也氏）
　（４）南国生活の症状７/２３（２０２９）④、（５）広州
の寅さん８/２７（２０３３）④、（６）競争のない社会９
/２４（２０３７）⑥、（７）電気ショック１１/１２（２０４２）
④、（８）縁の下の力持ち１２/１０（２０４６）④
●人
葉倩馨さん  ………………………７/２（２０２６）④
小野リサさん  ……………………７/９（２０２７）⑥
小島康誉氏  ………………………７/２３（２０２９）④
bisqさん  …………………………８/２７（２０３３）④
エズラ･ヴォーゲル氏  …………９/２４（２０３７）⑥
倍賞千恵子氏  …………………１０/２９（２０４１）⑥
阿部展子さん  …………………１１/２６（２０４４）⑥
●いまこの一冊　新刊紹介（岡崎雄兒氏）
　アジア力の世紀７/１６（２０２８）④、漢語からみ
える世界と世間８/１３（２０３２）⑥、科学技術大国 
中国９/１７（２０３６）⑥、戦後日中関係と寥承志
１０/２２（２０４０）④、相席で黙っていられるか１１/ 
１９（２０４３）⑥、問答有用１２/１７（２０４７）⑥
●推薦図書
変わる世界　変われるか日本（武吉次朗氏）
　  …………………………………８/６（２０３１）④

社 会 文 化 関社 会 文 化 関 係係

唖

愛

阿

挨

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

哀
哀
哀
哀
哀
哀

哀
哀
哀
哀
哀
哀

　本紙２０１３年７月２日付第２０２６号から１２月
１７日付第２０４７号までの主要記事を掲載。
　記事の右の数字は日付、号数（カッコの
中）、ページ（丸の中）を示す。


