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●2009年上期（1831～1853号）記事一覧 

 

〈１面主要記事〉   

中国、特許法を改正★1/13(1832)① 

08年中国の貿易額2兆5600億㌦1/20(1833)① 

中国が08年国防白書★1/27(1834)① 

日中貿易10年ぶりに減少★2/3(1835)① 

08年対中投資は金額増、件数減2/10(1836)① 

河南など小麦生産地で大干ばつ2/17(1837)① 

胡主席がサウジ、アフリカ訪問2/24(1838)① 

クリントン米国務長官が訪中★3/3(1839)① 

北京で日中外相会談★3/10(1840)① 

全人代で政府活動報告★3/17(1841)① 

第56回会員総会開く★3/31(1842)① 

李長春常務委が来日★4/7(1843)① 

胡主席、米と全面的協力関係へ4/14(1844)① 

中国が初の人権行動計画★4/21(1845)① 

中国1～3月GDP成長率6.1％に減速 

★4/28(1846)① 

両岸関係が直流から交流に★5/5(1847)① 

中国が08年国際収支発表★5/19(1848)① 

福建を中台交流の表玄関に★5/26(1849)① 

温総理、中国EU首脳会議に出席6/2(1850)① 

中国が就業増大で5方針★6/9(1851)① 

日中ハイレベル経済対話を実施6/16(1852)① 

第1回BRICs首脳会談開く★6/30(1853)① 

 

〈当協会関連記事〉 (２倍細Ｇ、２行分) 

賀詞交歓会開く★1/20(1833)① 

機電商会と日中企業経済協力交流会 

★1/20(1833)② 

第2回理事会開く★2/17(1837)① 

林連徳さんを偲んで (平井博二) 2/24(1838)③ 

河野会長、才山東副省長と会談3/3(1839)② 

寧波人代主任が河野会長を表敬4/21(1845)① 

中国版｢24時間ルール｣検討会5/5(1847)② 

重慶商談会に団派遣★5/19(1848)② 

羅江蘇省長が河野会長と会談★6/16(1852)④ 

 

〈新年特集号〉(2倍細Ｇ、2行分) 

 ★12/30･1/6(1831) 

年頭にあたって（河野洋平会長）① 

賀詞(陳徳銘商務部部長、萬季飛中国国際貿易促進委員会会長)② 
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年頭所感(笠井爚雄理事長)② 

世界不況と日中経済(田中修氏)③ 

中韓日国際海底トンネル建設の戦略的構想(総合運輸08年9月号李宏氏文章より)④ 

アメリカの新アジア戦略(伊藤剛氏)⑤ 

 

〈今日の話題〉(２倍細Ｇ、２行分) 

池田実氏＝｢返郷潮｣1/13(1832)、奇跡起こした中国産アニメ 2/10(1836)、大卒の保母

3/10(1840)、家電下郷4/14(1844)、農民工の景況感5/19(1848)、電気自動車6/16(1852) 

片平猛氏＝初詣 1/20(1833)、電力事業 2/17(1837)、｢書店｣3/17(1841)、日本語弁論大会

4/21(1845)、董事会5/26(1849) 、北京の花6/30(1853) 

服部健治氏＝改革・開放の30年1/27(1834)、オバマ政権と日中2/24(1838)、2008年を回

顧する3/31(1842)、珠江デルタ最前線4/28(1846)、北朝鮮と中国6/2(1850) 

増田進氏＝聞くということ2/3(1835)、中国人会計師3/3(1839)、粉飾決算4/7(1843)、国

際会計基準5/5(1847)、中国語を学ぶ6/9(1851) 

●中国の外交・政治 

共産党王家瑞部長が金総書記と会見 

★2/3(1835)① 

中国EU首脳協議年内に★2/10(1836)① 

中国に空母建造の経済力と技術力 

★3/17(1841)① 

中国が海軍国際観艦式★5/5(1847)① 

 

凸版3行・日中交流 

 

●政治交流など 

初の日中韓首脳会議★12/30･1/6(1831)④ 

青島総領事館を開設★1/13(1832)④ 

タイで日中首脳会談★4/21(1845)① 

麻生首相が訪中し首脳会談★5/5(1847)① 

7月より中国人の個人観光解禁5/19(1848)⑥ 

上海万博日本館マーク決まる★5/19(1848)⑥ 

日中韓が環境大臣会合★6/30(1853)① 

●日中経済交流 

陳遼寧省長が来日し直接誘致★2/17(1837)② 

ASEAN日中韓が通貨協力拡充★3/3(1839)① 

2008年対中輸出ドルでは14％増3/10(1840)① 

中日農産物シンポ開催★3/10(1840)② 

08年日中貿易通関実績★4/14(1844)④⑤ 

08年日本の対中投資が65億㌦★4/28(1846)③ 

浦東新区が投資環境説明会★5/26(1849)④ 

日本海横断フェリーが29日から6/2(1850)② 

東京で吉林経済貿易合作交流会6/2(1850)⑤ 
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第13回江蘇展に135公司出展6/30 (1853)② 

●月別日中貿易の通関実績と主要品目(2面) 

11月1/20(1833)、12月2/3(1835)、1月3/3(1839)、2月4/7(1843)、3月4/28(1846)、4

月6/2(1850) 

●日中経済動向(2面) 

12月1/13(1832)、1月2/10(1836)、2月3/17(1841)、3月4/14(1844)、4月5/19(1848)、

5月6/16(1852) 

●形態別にみる日中貿易(2面) 

1～12月2/3(1835)、1～3月6/2(1850) 

●中国以外の国・地域 

モンゴル議員団が来日★2/17(1837)① 

ASEAN共同体創設へ署名★3/10(1840)① 

 

〈訪中報告、インタビュー〉 

●訪中報告 

第105回広州交易会(泉川友樹)5/19(1848)③ 

●インタビュー 

大連に商社初の品管拠点(伊村衛氏)★6/2(1850)② 

 

〈講演要旨、寄稿〉(２倍Ｇ)  

●寄稿・解説 

中国特許法改正のポイント(黒瀬雅志氏) 

★1/20(1833)⑤ 

流通税の全面改革(松田博司氏) 

㊤2/24(1838)④、㊦3/3(1839)③ 

米国務長官の初外遊(中居良文氏) 

★3/17(1841)③ 

企業の新型インフルエンザ対策(原田泉氏) 

★4/7(1843)② 

●スピーチ要旨 

才利民山東省副省長★3/17(1841)① 

●中国の論調 

GDP年内に日本抜く★6/9(1851)③ 

 

凸版3行・中国の対外経済 

 

 

〈中国の対外貿易〉 (２倍細Ｇ、２行分)  

●在中商談会 

広州交易会が出展増へ措置★1/27(1834)② 

華東交易会成約高39％落ち込む3/17(1841)② 

工作機械展、日本が国別で最大4/21(1845)② 
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第13回上海モーターショー★4/28(1846)② 

●貿易一般 

1月貿易総額が29％減★2/17(1837)② 

輸入品価格指数が4カ月連続で下落 

★2/17(1837)② 

2月貿易黒字が大幅減★3/17(1841)② 

中国輸出、2年連続で世界2位4/7(1843)③ 

3月、貿易の減少率鈍化★4/21(1845)② 

サービス貿易赤字額が50％増★5/19(1848)② 

4月貿易、6カ月連続で減少★5/19(1848)② 

トップ200社で全輸出額の25％6/2(1850)② 

5月の貿易7カ月連続で減少★6/16(1852)② 

●外資導入・対外進出 

外資の非正常撤退で通知★1/13(1832)④ 

08年対外投資が63.6％増★1/27(1834)② 

QFII投資枠認可が累計128億㌦1/27(1834)② 

中国アルミが豪企業に出資★2/24(1838)① 

1月の外資実行額が32％減★2/24(1838)② 

保税物流機能を全国の輸出加工区に拡大 

★3/3(1839)② 

中西部地区外商投資優勢産業目録2008年改正版㊤3/10(1840)④、㊥3/17(1841)④、㊦

3/31(1842)③④ 

独禁法違反でコカ・コーラの買収認めず 

 ★3/31(1842)② 

1～2月外資導入が26％減★3/31(1842)② 

3月外資導入、減少率が縮小★4/21(1845)② 

対外投資で国別ガイドライン★4/21(1845)② 

対外工事請負契約額が58％増★4/28(1846)① 

6業種で許可権を省に委譲★5/19(1848)② 

新規登録の外企40％減★5/19(1848)③ 

｢走出去｣支援に意見公募★5/26(1849)② 

4月外資実行額が22.5％減★5/26(1849)② 

1～4月の海外請負工事36％増5/26(1849)② 

中国産エアバスがテスト飛行成功 

★5/26(1849)③ 

重慶に内陸初の保税港区★6/9(1851)② 

●国・地域別対外経済関係 

台湾系企業への支援策を発表 

★12/30･1/6(1831)⑥ 

米対中貿易が4000億㌦突破★2/24(1838)① 

大陸に台湾資本初の旅行社★2/24(1838)② 

官民訪欧買付団が150億㌦契約3/3(1839)② 
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パキスタンのFTA、サービス貿易で署名 

★3/3(1839)② 

台湾と双方向の郵便電子送金★3/3(1839)② 

EU08年対中貿易が3260億ユーロ★4/7(1843)③ 

中ロ石油分野で協力協議書署名4/28(1846)① 

中米貿易投資協議で106億㌦★5/5(1847)② 

買付団を再度欧州へ派遣★5/5(1847)② 

ペルーと自由貿易協定に署名★5/19(1848)② 

CEPA6次補充文書に調印★5/19(1848)③ 

EU08年対中投資が45億ユーロ★6/2(1850)① 

中台経済協力協議の早急な交渉開始求める 

 ★6/2(1850)① 

温総理が米財務長官と会見★6/9(1851)① 

台湾へ買付団派遣★6/9(1851)② 

台湾と通信産業で協力★6/16(1852)② 

●輸出入税率・許可証・貿易管理 

関税、1月から調整★12/30･1/6(1831)⑤ 

国内投資PJ用輸入品で非免税範囲を拡大 

★12/30･1/6(1831)⑤ 

第5次輸出禁止貨物リストを発表 

★12/30･1/6(1831)⑤ 

加工貿易制限類リストの77％分削除 

★1/13(1832)② 

09年輸出許可証管理貨物リスト1/13(1832)② 

553品目の輸出税還付率引上★1/13(1832)② 

09年輸入許可証管理貨物リスト1/13(1832)② 

中国が元決済一部解禁★1/20(1833)② 

関税徴収額が9161億元★1/20(1833)② 

ロ副首相が元決済拡大支持★1/27(1834)① 

ペーパーレス通関を推進★2/3(1835)② 

繊維等輸出で増値税還付率15％2/24(1838)② 

加工貿易保税貨物内販で延納利率引き下げ 

 ★3/17(1841)② 

原皮輸入を緩和★3/31(1842)② 

輸出税還付で簡略化★3/31(1842)② 

輸出増値税還付率再々引き上げ4/7(1843)② 

上海などで人民元貿易決済試行4/14(1844)② 

機電製品の輸入手続簡素化★4/21(1845)② 

IT製品強制開示10年5月に延期5/5(1847)② 

農産物などの輸出で検査費減免5/26(1849)② 

08年下期対中AD調査が34件★6/2(1850)① 

加工貿易禁止類見直し★6/9(1851)② 
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国産設備導入で違法規制を阻止6/9(1851)② 

2600税目輸出税還付率引き上げ6/16(1852)② 

7月1日より輸出税調整★6/30 (1853)② 

輸出税未還付金担保で融資★6/30 (1853)② 

輸出信用保険料30％引き下げ6/30 (1853)② 

●中国の貿易(形態別) 

11 月 1/20(1833)②、12 月 2/17(1837)②、1 月 3/10(1840)③、2 月 4/14(1844)②、3 月

5/19(1848)③、4月6/9(1851)② 

●中国の貿易(国・地域別) 

11月1/20(1833)②、12月2/17(1837)②、1月3/10(1840)③、2月4/14(1844)②、3月

5/19(1848)③、4月6/9(1851)② 

●中国の貿易(省別) 

11月1/20(1833)②、12月2/17(1837)②、1月3/10(1840)③、2月4/14(1844)②、3月

5/19(1848)③、4月6/9(1851)② 

●地方の貿易・投資 

広東、加工貿易業2400社が閉鎖2/24(1838)② 

大連保税区が外資誘致で資金援助 

★2/24(1838)③ 

上海、R&Dで税制優遇★4/7(1843)② 

北京が地域本部誘致で優遇策リニューアル 

★6/2(1850)② 

福建、台湾の青果物輸入が急増6/2(1850)② 

上海、外資実行額が3％増★6/9(1851)② 

浦東が海外のVC、PE登記初認可6/16(1852)② 

 

〈金融・証券・保険関係〉(2倍細G,2行分) 

●中国の外為、国際収支 

08年9月末対外債務残高4420億㌦に 

★1/20(1833)① 

外貨準備2兆㌦に及ばず★1/20(1833)② 

米国債保有、中国が日本を1200億㌦上回る 

 ★2/24(1838)① 

外貨準備の使途、輸入と海外投資に 

★2/24(1838)③ 

露財務相―元が世界準備通貨★4/7(1843)③ 

3月末外貨準備が1.95兆㌦★4/21(1845)① 

12月末対外純資産が1.5兆㌦★5/26(1849)② 

●金融・証券・保険関係 

国家開発銀が株式化★12/30･1/6(1831)③ 

08年先物契約70兆元超す★1/13(1832)① 

中国農業銀が株式化★1/20(1833)⑤ 

08年保険料収入が39％増★2/3(1835)⑤ 
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人民銀副総裁―適切な金利水準2/24(1838)⑤ 

上海で鋼材先物取引が復活★3/3(1839)③ 

銀行総資産が69兆元★4/21(1845)⑤ 

銀行の不良債権残高が5500億元4/28(1846)③ 

大連商品取引所、ポリ塩化ビニル先物を上場 

 ★6/9(1851)③ 

金融センターランク、上海がトップ 

 ★6/30(1853)⑤ 

●中国金融関係統計 

08年第4四半期★2/3(1835)⑤ 

09年第1四半期★4/28(1846)③ 

 

凸版3行・中国の国内経済 

 

 

〈中国の経済・産業動向〉(2倍細G,2行分) 

●経済動向・指標 

09年中央資金投入重点決まる 

★12/30･1/6(1831)③ 

09年成長率5％の予測も★1/13(1832)① 

08年歳入6兆元超見込む★1/13(1832)③ 

08年は02年以来の1ケタ成長★2/3(1835)⑤ 

1月建物販売価格が0.9％下落2/24(1838)④ 

1月の消費者物価が1％増★2/24(1838)④ 

08年統計公報を発表★3/10(1840)③ 

6年ぶりに物価下落★3/17(1841)③ 

工業現代化、2040年前後に実現の見通し 

 ★3/17(1841)③ 

世銀が09年GDP予測★3/31(1842)① 

09年、9500億元の赤字予算★3/31(1842)④ 

中央企業利潤、昨年は6650億元4/7(1843)④ 

国務院が今後の経済方針発表★4/28(1846)① 

08年電子商取引額3兆元を突破5/19(1848)① 

経済体制改革深化で意見★5/19(1848)⑤ 

都市部固定資産投資が30.5％増5/19(1848)⑤ 

物価3カ月連続で下落★5/26(1849)③ 

内需拡大4兆元の1.5兆元をインフラへ 

★6/2(1850)③ 

国務院、一層の外需安定策検討6/9(1851)② 

5月も物価下落★6/16(1852)③ 

1～5月固定資産投資が33％増6/30(1853)⑤  

●産業・企業動向 
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ソフト業界30％の成長★1/13(1832)③ 

08年粗鋼生産5億㌧を突破★2/3(1835)⑤ 

中国石化の原油生産が1.8％増2/3(1835)⑤ 

アウトソーシングでモデル20都市 

★2/10(1836)② 

紡織業と設備製造業で振興計画2/10(1836)② 

汽車工業協会、昨年の販売台数発表 

★2/10(1836)③ 

繊維業界が4目標★2/10(1836)③ 

造船業でも振興計画採択★2/24(1838)④ 

国産大型航空機製造、2016年に実現見通し 

 ★2/24(1838)⑤ 

液晶テレビモジュール、広東が最大の拠点 

 ★2/24(1838)⑤ 

大中鉄鋼メーカー08年利潤が43％減 

★3/3(1839)① 

電子情報、軽工、石化で振興計画採択 

★3/3(1839)③ 

非鉄金属、物流の振興計画採択3/10(1840)③ 

鉄鋼需要、今年5％減の予測★5/5(1847)⑦ 

ホテル・飲食業売上高が19％増5/5(1847)⑦ 

海洋産業GDPの1割占める★5/26(1849)① 

鉄鋼産業調整・振興計画 

㊤6/2(1850)④、㊦6/9(1851)④ 

バイオ産業発展で政策文書★6/16(1852)③ 

●財政・税制 

税制でも環境重視★1/13(1832)① 

08年財政収入が2割増★2/10(1836)③ 

中国で地方債復活★2/17(1837)② 

財政部が今年初の地方債代理発行 

★4/7(1843)① 

財政収入が8.3％の減少★4/21(1845)① 

●知的財産権 

国際特許出願、華為が世界一★2/17(1837)① 

国際商標出願、中国は世界8位3/31(1842)① 

累計特許出願500万超える★4/28(1846)③ 

ブランド価値、中国移動がアジア1位 

★5/26(1849)③ 

特許代理業計画を発表★6/16(1852)③ 

●交通・物流 

高速道路6万㌔を突破★1/27(1834)① 

世界最長の埠頭開発★2/10(1836)② 
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浦東空港が世界3位の貨物輸送量 

 ★4/7(1843)① 

中部初の高速鉄道★4/7(1843)① 

初の流通競争力報告★4/14(1844)① 

軌道交通、上海20年に877㌔★4/21(1845)⑤ 

初の砂漠空港建設へ★4/28(1846)③ 

鉄道貨物輸送が6.3％減★5/5(1847)⑦ 

次世代高速列車、11年から量産6/16(1852)③ 

●環境問題 

飲料水1.09億人分を解決★3/3(1839)③ 

土壌流失対策180万k㎡で必要4/28(1846)③ 

水不足さらに深刻★5/19(1848)⑤ 

●農業・食品安全 

国家食糧安全保障中長期(08年～20年)計画要綱★1/20(1833)③④ 

農業、農民増収で意見★2/10(1836)③ 

北部、旱ばつで冬小麦被害甚大2/10(1836)④ 

08年主要作物生産量を予測★2/24(1838)⑤ 

揺れる農村社会★3/10(1840)⑤ 

食品安全法実施を徹底★4/7(1843)④ 

農村発展に各種措置★4/7(1843)④ 

農村飲料水問題5年内に解決目指す 

★4/14(1844)① 

農村の医師不足解消へ★4/14(1844)⑥ 

農業安定、農民所得増図る★5/5(1847)⑦ 

食品安全リスク評価センター設立へ 

★6/9(1851)⑤ 

夏季食糧収穫量1.2億㌧超す★6/30(1853)⑤ 

●エネルギー・電力 

三峡ダムが年内完成予定★1/20(1833)① 

洋上風力発電の建設を推進★1/27(1834)③ 

13都市で省エネ車購入に補助★2/3(1835)① 

08年発電設備量10％の伸び★2/3(1835)① 

西気東輸第2ルート東区間着工2/17(1837)⑤ 

風力発電、千万kw級6カ所計画2/24(1838)④ 

「西気東輸」第3ルートを計画3/17(1841)③ 

初の海上風力発電設備据え付け4/14(1844)① 

水力発電設備量1.7億kw超す★5/5(1847)⑦ 

原発、年内に5カ所着工★5/19(1848)① 

小型水力発電、CO2排出1.4億㌧削減に貢献 

 ★5/19(1848)⑤ 

黄河流域最大の発電所が稼動★5/26(1849)③ 

風力発電設備量が世界4位★6/2(1850)③ 



 10

省エネ・排出削減で8措置★6/16(1852)① 

福建寧徳原発が2012年に稼動★6/16(1852)③ 

●天然資源 

08年大慶油田4020万㌧の生産★1/13(1832)③ 

鉱物資源計画を発表★1/20(1833)⑤ 

08年勝利油田2774万㌧を生産★1/27(1834)③ 

08年産金量が過去最高の282㌧2/10(1836)③ 

新疆の石油・ガス生産量が4797万㌧ 

★2/10(1836)③ 

渤海海域で二つの中型油田発見4/7(1843)③ 

山東で超大型炭田★4/7(1843)④ 

タリムガス田累計生産量600億㎥超す 

 ★4/21(1845)⑤ 

新疆で30億㌧級の炭田発見★4/21(1845)⑤ 

レアアースなど採掘で総量規制5/19(1848)⑤ 

承徳に10億㌧のパナジウム鉱★5/19(1848)⑤ 

天然ガス、来年200億㎥不足★5/26(1849)① 

新疆で石炭2100億㌧の埋蔵確認6/16(1852)③ 

●中国潮流(杉田欣二氏)(2面) 

(1)百年一遇(百年に一度)★1/27(1834) 

(2)改革開放30年★2/24(1838) 

(3)ワークシェアリング★3/31(1842) 

(4)レッドクリフ★4/28(1846) 

(5)衆志成城★5/26(1849) 

(6) 韜光養晦★6/30 (1853)② 

●中国における現法の労務管理(TMI総合法律事務所) 

(1)現地採用4/21(1845)②、(2)試用期間5/19(1848)④、(3)労働契約6/16(1852)③ 

●工業生産統計 

11月1/20(1833)⑤、12月2/17(1837)⑤、2月4/7(1843)④、3月5/19(1848)⑤、4月6/9(1851)

③ 

●地方の経済動向 

天津開発区GDP1000億元超す★1/13(1832)③ 

広東、09年重点PJ決める★1/27(1834)③ 

北京08年GDP1兆元超す★1/27(1834)③ 

広東GDP8.5％増が目標★2/24(1838)④ 

深圳第3次産業が第2次上回る3/3(1839)③ 

経済大省―山東省★3/10(1840)② 

黄河デルタの開発加速★4/7(1843)③ 

上海財産権取引所取引額が千億元突破 

 ★4/14(1844)① 

広西北部湾に石化区★5/19(1848)④ 

深圳、中国最大のLED基地へ★6/2(1850)③ 



 11

広西と上海が協力強化で協議書6/9(1851)① 

成都、都市農村格差縮小へ★6/9(1851)③ 

上海10年ハイテク生産額1.1兆元目指す 

 ★6/9(1851)③ 

広東東部が経済一体化進める★6/30(1853)⑤ 

上海が農地請負市場★6/30(1853)⑤ 

北部湾経済区に造船基地★6/30(1853)⑤ 

武漢、新世代移動通信産業の新たな中心地へ 

 ★6/30(1853)⑤ 

 

〈中国の経済法令関係〉(2倍細Ｇ、２行分) 

技術輸入で新法令★2/10(1836)② 

食品安全法を制定★3/10(1840)① 

新対外投資管理規則公布★3/31(1842)② 

知財税関保護実施規則が改正★3/31(1842)② 

独禁法の2付帯規則を公布★6/16(1852)① 

鉄鋼会社合併再編条例制定検討6/30(1853)① 

●経済法令条文 

中華人民共和国増値税暫定条例2/3(1835)③ 

中華人民共和国営業税暫定条例2/3(1835)④ 

中華人民共和国消費税暫定条例 

★2/3(1835)④⑤ 

中華人民共和国特許法★2/17(1837)③④⑤ 

国外投資管理規則★4/14(1844)③④ 

知的財産権税関保護条例実施規則 

★4/21(1845)③④ 

中華人民共和国食品安全法5/5(1847)③～⑥ 

●中国最新法令情報 

12月1/13(1832)③、1月1/27(1834)③、2月2/24(1838)⑤、3月3/31(1842)④、4月4/21(1845)

⑤、5月5/26(1849)③、6月6/30 (1853)⑤ 

 

  凸版3行・社会文化関係 

 

●就業・社会保障 

上海、2009年新卒者に職を保障2/24(1838)⑥ 

09年企業退職者月額年金1200元3/3(1839)④ 

BPOで大卒雇用を保障★4/14(1844)② 

上海がハイパー金融マン育成★4/28(1846)④ 

268万人が新規就業★5/5(1847)⑦ 

中央企業99社が採用枠拡大★6/9(1851)⑤ 

●中国の社会・観光・文化 

08年『時のことば』★12/30･1/6(1831)⑥ 
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農村と都市の戸籍を一本化－広州が検討 

★1/20(1833)⑥ 

8月8日が祝日に★1/20(1833)⑥ 

ネット利用者3億人に迫る★1/20(1833)⑥ 

国内便燃料サーチャージ取消★1/20(1833)⑥ 

大陸からの台湾観光拡大へ★1/27(1834)② 

｢海亀｣で強国目指す★1/27(1834)④ 

消費拡大で｢意見｣★2/3(1835)② 

日本商品ネットで購入可★2/3(1835)② 

08年観光収入5.8％増★2/3(1835)② 

粉ミルク事件で死刑も★2/3(1835)⑥ 

杭州で景気浮揚に消費券★2/10(1836)④ 

両故宮博物院交流始まる★2/17(1837)⑥ 

公安部が消防点検も★2/17(1837)⑥ 

上海、居住証から戸籍へ転換★3/3(1839)④ 

来年から3G端末もCCCの対象★3/17(1841)③ 

「．中国」簡・繁体字で互換★3/17(1841)⑤ 

公金での海外観光NO！★3/31(1842)⑤ 

広州、一人っ子政策の不備是正4/7(1843)⑤ 

現代中国語の7割が日本語から逆流 

★4/7(1843)⑤ 

校舎の耐震強度引き上げ★4/14(1844)⑥ 

医療改革3カ年行動計画★4/14(1844)⑥ 

自動車販売促進に5措置★4/21(1845)⑤ 

メディア通じ中華文化輸出★4/21(1845)⑥ 

都市競争力青書を発表★4/28(1846)③ 

中西部勤務3年で学資ローン肩がわり 

★4/28(1846)④  

豚インフルで積極対応★5/5(1847)⑧ 

上海浦東、観光優待券を配布★5/5(1847)⑧ 

09年海外旅行6％増の見込み★5/5(1847)⑧ 

軍が積極リクルート★5/26(1849)④ 

上海が文化産権交易所を設立★5/26(1849)④ 

3月末電話ユーザーが10億人★5/26(1849)④ 

水害被災者が275万人★6/2(1850)③ 

出産計画の管理強化★6/2(1850)⑤ 

65歳以上が全人口の8.3％★6/2(1850)⑤ 

大学入試受験生3.8％減少★6/9(1851)⑤ 

100老舗共同でネット店舗★6/9(1851)⑤ 

検閲ソフト義務化★6/16(1852)② 

自動車、家電の｢買い替え｣で内需拡大 

★6/16(1852)④ 
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大学生就職青書はじめて発表★6/16(1852)④ 

●在日中国人の目 

女性の選択(朱沿華氏)1/27(1834)④、歴史にロマンを(厳浩氏)2/24(1838)⑥、サラリーマ

ン川柳(范菲氏)3/31(1842)⑤、｢礼金｣はなぜ必要(鮑顕銘氏)4/28(1846)④、親心(祝振媛氏

)6/2(1850)⑤ 

●上海談(Andy JK Wang氏) 

(1)変わらぬ冬上海1/13(1832)④、(2)食品危機を好機に2/10(1836)④、(3)男の言い訳は

生きる恥3/10(1840)⑤、(4)お別れの季節4/14(1844)⑥、(5)日本のエンタメ輸出5/19(1848)

⑥、(6)北京談6/16(1852)④ 

●La Vida en Chino(岩笠詩織氏) 

(4)4つ足のものは何でも1/20(1833)⑥、(5)マナーの問題？2/17(1837)⑥、(6)嫌われてい

るということ3/17(1841)⑤、(7)一番こわいのは4/21(1845)⑥、(8)メキシコといえば

5/26(1849)④、(9) 危険な上下関係6/30 (1853) ⑥ 

●北京雑記(小林さゆり氏) 

(5)｢春運｣泣き笑い2/3(1835)⑥、(6)ビル火災を教訓に3/3(1839)④、(7)嬉しい漫才ブーム

4/7(1843)⑤、(8)柳絮抑える荒療法5/5(1847)⑧、(9)変化する街と人と6/9(1851)⑤ 

●瀋陽に暮らして(二人転) 

(1)明るい夜の街角2/10(1836)③、(2)瀋陽の冬4/7(1843)④、(3)瀋陽の店6/2(1850)③ 

●人 

椿進氏★2/3(1835)⑥ 

 

＊＊＊ ＊＊＊ 

 本紙2008年12月30日・2009年1月6日付第1831号から6月30日付第1853号までの主

要記事を掲載。 

 記事の下の数字は日付、号数（カッコの中）、ページ（丸の中）を示す。 

 


