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概要
現代中国の名外交官として知られる銭其琛が、外務次官に就任した１９８２年から、副首相を引
退した２００３年春までの中国外交の

2018年1月2日 . 安倍政権は1月に東京で日中韓首脳会談の開催を考えているが、中国が消極
的姿勢を示しており、文在寅大統領の訪日がいつになるかまだ不透明だ。 .. 今年は、小渕首相と
金大中大統領が「日韓パートナー宣言」を発表して20年目の年だ。 .. 中国も天安門の後に「天皇
を利用してやった」と銭其琛が回想録書いたりして、
瞰» 早蹈田大学アジア大平洋研究センター ２０１４年 . 钱其琛: «外交十记» 北京: 世界
知识出版社 ２００３年 . 钱其琛: «銭其琛回顾録中国外交２０年の証言» 滨本良一译

东洋. 书院 ２００６年 . 中共中央文献研究室编: «邓小平年谱(１９７５—１９９７) » (下)
北京: 中央文献出版社 ２００４年 . 张启雄: «何如璋的案外交———以“.
2014年3月24日 . >>8 【外交】 安倍晋三は欧米からもロシアからも見下される結果に ウクライナ危
機でロシア寄りの姿勢を取った結果 . 3月7日午後、官邸で安倍首相と会談した際、日本と韓国、
中国との関係改善が東アジアの安定に .. これは、2003年に引退した、中共の 銭 其琛（せん きし
ん）元副首相が、回顧録にて、1992年の天皇ご訪中
2018年1月2日 . 安倍政権は1月に東京で日中韓首脳会談の開催を考えているが、中国が消極
的姿勢を示しており、文在寅大統領の訪日がいつになるかまだ不透明だ。 .. 今年は、小渕首相と
金大中大統領が「日韓パートナー宣言」を発表して20年目の年だ。 .. 中国も天安門の後に「天皇
を利用してやった」と銭其琛が回想録書いたりして、
沼津税務署長などを経て、終戦時には本省で戦争保険を担当していた。1945年（昭和20年）8
月、東久邇宮内閣が発足すると、大平正芳と共に津島壽一蔵相秘書官と .. 年、原著1982年）;
^ 伊藤昌哉 『自民党戦国史』下巻 朝日文庫 p.85 （1985年）; ^ 銭其琛著濱本良一訳『銭其琛
回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6月.
現代外国人名録2012 - 銭 其琛の用語解説 - 国籍中国専門政治家;外交官肩書中国副首
相・外相;中国共産党政治局員生年月日1928/1出生地天津出身地江蘇省嘉定(現・上海)経
歴1942年14歳で中国共産党に入党。'40年代は上海で党活動。'54年ソ連共産主義青年同盟
(コムソモール)中央学校へ留学.
墨宝 中国各界代表団と箱根小涌園揮毫が語る半世紀 3 2 序揮毫は語る箱根小涌園祝辞程
永華(中華人民共和国駐日本国特命全権大使)王效賢(中国日本友好協会顧問)揮毫八十
九撰一九六一 一九七二寄稿村岡久平(公益社団法人日本中国友好協会名誉副会長)一九
七三 一九八 寄稿武吉次朗(日本国際貿易促進協会相談役)江蘇省との深.
銭 其琛（せん きしん 1928年1月5日 - 2017年5月9日）は中華人民共和国の政治家、外交官。
目次. [非表示]. 1 経歴; 2 天皇訪中による天安門制裁解除の裏側; 3 脚注; 4 外部リンク. 経歴
[編集]. 1945年から1949年までは上海市の新聞社『大公報』の社員として勤務しながら、中国共
産党の上海市地下党委員として活動。1953年、共産主義青年団.
2015年11月14日 . 14 ：日出づる処の名無し：2015/05/28(木) 20:14:33.09 ID:95QtVyQU: 日本
人性奴隷もいたが、扱いが朝鮮人 .. 8 ：日出づる処の名無し：2014/04/02(水) 05:21:48.52
ID:VnIY+c7j: 亡国の安倍「媚ロシア外交」 .. これは、2003年に引退した、中共の 銭 其琛（せん
きしん）元副首相が、回顧録にて、1992年の天皇ご訪中
2015年8月30日 . 15 銭其琛著、濱本良一訳『銭其琛回顧録 中国外交 20 年の証言』（東洋書
院、2006 年）187－190 頁。 16 Commission of the European Communities, XXIVth General

Report of the Activities of the European Communities 1990. (Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 1991), p.
あいさつする王大使 銭其琛前副総理の回顧録『外交十記』の日本語版である『銭其琛回顧録・
中国外交２０年の証言』の出版記念パーティーが１７日（火）、東京のホテルニューオータニで催され
た。王毅駐日大使が主催し、海部俊樹元首相、河野洋平衆院議長、福田康夫元官房長官な
ど、.
2010年4月14日 . 小原雅博(こはらまさひ. ろ);"こはらまさひろ". 東京都日本経済新聞出. 版社
2007[民96]. 978-4-532-13341-2 精. 裝日幣4000圓. 銭其琛回顧録中国外交20年の証言. 銭其
琛著濱本良一訳. 銭其琛(せんきちん);"せん. きちん". 東京都東洋書院2006[民. 95]. 4-88594388-4 精裝日. 幣2300圓. きれいな地球は日本から環境外交と.
濱本良一訳、原著は 2003 年銭其琛（2006） 、 『銭其琛回顧録―中国外交 20 年の証言（外
交十記） 発行）東洋書院。 陳錦華（2007） 、 『国事憶述―中国国家経済運営のキーパーソン
が綴る現代中国の産業・経済発展史』 （杉本孝訳、原著は 2005 年発行）財団法人日中経済
協会。 日中経済協会（2001 年） 、 『中国 WTO 加盟関係文書 中国.
2017年9月24日 . 沼津税務署長などを経て、終戦時には本省で戦争保険を担当していた。1945
年（昭和20年）8月、東久邇宮内閣が発足すると、大平正芳と共に津島壽一蔵相秘書 .. 銭其琛

著濱本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6月号 「宮
沢喜一と戦後日本」 - 三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言.

http://portal.belgaimage.be/editorial/image/40300684/advanced-search/index:1-size:20-pos:15scrollTop:1381 .. １２月 ３日 日本山岳会平成28年次晩餐会（京王プラザホテル）≪朝日・皇室
7days 11/28 徳仁記載なし≫ １２月１１日 .. だが後年、銭其琛元中国副首相は訪中について回
顧録に「日本の天皇がこの次期に 訪中したことは、.
RTAF情報部の不定期情勢報告: 第四百六十七段 極東領土紛争情勢. 銭其琛 「銭其琛回
顧録 中国外交２０年の証言」 濱本良一訳 2006年12月 東洋書院 ・大泉啓一郎 「中国の人口
ボーナスはいつまで続くのか ―持続的経済成長の課題―」 RIM 環太平洋ビジネス情報2月号
2011年 日本総研. 投稿者 RTAF . …続きを見る. 企業と関係ない記事.
1 図書 満州事変と重光駐華公使報告書 : 外務省記録「支那ノ対外政策関係雑纂『革命外
交』」に寄せて. 服部, 龍二(1968-). 日本図書センター. 7 図書 パンダ外交. 家永, 真幸(1981-). メ
ディアファクトリー. 2 図書 銭其琛回顧録 : 中国外交20年の証言. 钱, 其琛, 濱本, 良一. 東洋書
院. 8 図書 唐代の国際関係. 石見, 清裕(1951-). 山川出版社.
2017年7月18日 . ところが今回、前川氏は上記の菅氏の発言は事実に反すると証言しました。そし
て、 ... 日本も米国への報復を示唆するため、開発を密かに進めていた陸軍が、昭和20年8月12
日、終戦の3日前に現・北朝鮮の金策市( ※旧称は 城津。 .. 当時の外交部長の銭其琛は回顧
録で正直に、用日（日本を利用した）明かしているんだ。
日本語; 岡部達味・安藤正士編（1996）、『原典中国現代史 別巻 中国研究ハンドブック』岩波
書店。 沙銀華（2007）、「保険産業」（佐々木信彰編『現代中国産業経済論』世界思想社）、
251–281 ページ。 銭其琛（2006）、『銭其琛回顧録―中国外交20 年の証言（外交十記）』（濱
本良一訳、原著は2003 年発行）東洋書院。 陳錦華（2007）、『国事憶.
また2000年（平成12年）、2008年（平成20年）、2016年（平成28年）には、日本国外の雑誌
『Gene』に第一著者として論文が掲載されている。 .. 天皇訪中は日中関係史で歴史的な出来事
だったが、当時の中国外交部長（外務大臣）で昭和天皇の大喪の礼にも出席した銭其シンは回
顧録で天皇訪中は六四天安門事件での西側諸国の対中制裁の.
現代中国の基本問題について』1988.4『東方』東方書店. 20. 中薗英助『何日君再来物語』を読
む 1988.6『蒼蒼』. 21. 具眼の士あり／『現代中国の歴史』のこと 1988.12『蒼蒼』. 22. 『難関に立
つ ... 社長、総編輯の手になるこの回顧録は「屍を借りて、魂を還す」ことを防ぐために書かれ. た。こ
の本は .. 銭其琛（外交部部長）に至っては、. 「」が行方.
7 名前：名無的発言者 [2005/04/17(日) 01:37:24 ]: 中国人留学生による福岡一家４人惨殺事
件の実像 .. 聖書に誓い、証言。この証言はニューヨーク・タイムズに全文掲載された。） ・・・過去１
００年においてアメリカが犯した最大の外交的過ちは、シナ大陸において共産主義者の勢力 .. 【悪
逆、暴虐、その極に達す】『抗日戦回想録』郭沫若自伝より
3月29日18:30から延期してきた『銭其琛回顧録－－中国外交２０年の証言』出版記念レセプショ
ンに参加した。ニューオオタニ「翠鳳の間」で王大使が挨拶して、病気になり来日できなかった銭其
琛さんの手紙を朗読した。沢山の総理大臣経験者が出席された。河野洋平衆議院議長や訳者
の濱本良一さんなど挨拶された。 d0007589_14451112.jpg.
2007年10月10日 . . から見た日本の一〇〇年』（吉川弘文館、2007年）（『朝日新聞』2007年7
月8日）評／小林良彰銭其琛著、濱本良一訳『銭其琛回顧録 中国外交20年の証言』（東洋書
院、2006年）（『国際問題』第563号（2007年7・8月）57－61頁）評／國廣道彦副田義也『内務
省の社会史』（東京大学出版会、2007年）（『読売新聞』2007年7月1.
2016年9月13日 . なお、後に、当時の支那外交部長だった銭其琛は経済制裁解除のために天皇
陛下の支那ご訪問を利用しようとして日本政府に働きかけたと回想録の中で述べている。 平成６
年（1994年）８ .. 平成２０年（2008年）７月７日加藤紘一は、拉致被害者５人について「国家と国
家の約束だから北朝鮮に返すべきだった！」、「当時官房副.
2017年11月16日 . 問題点として、(1)部分的な講和であり、中国との講和にはさらに20年以上要
し、ソ連との講和不成立で北方の島々の領有権問題が未解決に終わったこと、(2)東南アジア .. そ

の後も回顧録をはじめとした著述活動などを続け、死の前年である1966年(昭和41年)には、ブリタ
ニカ百科事典1967年版の巻頭掲載用として、"Japan's.
銭其琛回顧録 中国外交20年の証言 上製 銭其琛／濱本良一 訳. 出版社：東洋書院. 出版
年：2006年12月. コード： 372p ISBN/ISSN 9784885943881. 価格 2,484円. ＜ ＞ 在庫の有無を
表示しません。 カートに入れる. 1980年代から新世紀まで、つねに中国外交のトップに立ってきた銭
其琛の回想録。原題『外交十記』（世界知識出版社、2003.
報道局長の銭其琛が初代報道官として，英文通訳の李肇星（後の外交部長）を伴い，外交部
の. 玄関に現れ，連絡を受けて集まった約70 80人の記者に対し，ブレジネフ最高会議幹部会議
長. のタシケント演説に留意する，と述べた． 銭其琛の『外交十記』（世界知識出版社 2003年）を
邦訳した『銭其琛回顧録―中国外交20. 年の証言』では.
銭其琛回顧録 中国外交20年の証言」. 本書は、1982年から2003年まで中国外交の中心にいた
銭其琛 氏の回顧録であるが、すでに数カ国語に翻訳されている。今回、日本語訳として出版され
たもので、翻訳を担当したのは読売新聞調査研究本部主任研究員の濱本 良一氏である。濱本
氏は2回にわたって北京支局に駐在した国際記者であり、銭氏.
35 ： 名無的発言者[] 投稿日：2005/04/20(水) 21:06:40: 下等で人類に対する犯罪に満ちた中国
文化、歴史を地球上から消し去るのが .. チベット侵略の映像資料と証言集 .. 銭其琛元外相）。
「人民日報、この４字以外全て嘘！」「原理原則なし、あるのは損得のみ！」 仏教・儒教・道教と
いった宗教・道徳・慣習の否定。歴史、伝統、文化、家族・.
「ODA予算・実績」 ・津上俊哉 「岐路に立つ中国―超大国を待つ７つの壁」 2011年2月 日本経
済新聞出版社 ・銭其琛 「銭其琛回顧録 中国 外交 ２０年の証言」 濱本良一訳 2006年12月
東洋書院 ・大泉啓一郎 「中国の人口ボーナスはいつまで続くのか ―持続的経済成長の課題
―」 RIM 環太平洋ビジネス情報2月号 2011年 日本総研投稿者.
2017年10月29日 . その後任の金泳三大統領も1994年に中国を訪問して江沢民と会談し、1995
年11月13日には江沢民は中国の指導者としては初めて韓国を訪問した。1998年には金大中大
統領は江沢民と「中韓協力パートナーシップ」構築で合意した。 韓中国交正常化の際は銭其琛
外交部長を北朝鮮に派遣して銭外相の回顧録によれば北朝鮮.
その後任の金泳三大統領も1994年に中国を訪問して江沢民と会談し、1995年11月13日には江
沢民は中国の指導者としては初めて韓国を訪問した。1998年には金大中大統領は江沢民と「中
韓協力パートナーシップ」構築で合意した。 韓中国交正常化の際は銭其琛外交部長を北朝鮮に
派遣して銭外相の回顧録によれば北朝鮮国家主席の金日成.
2017年10月11日 . 沼津税務署長などを経て、終戦時には本省で戦争保険を担当していた。
1945年（昭和20年）8月、東久邇宮内閣が発足すると、大平正芳と共に津島壽一蔵相秘書 .. 銭
其琛著濱本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6月号
「宮沢喜一と戦後日本」 - 三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言.
近年、中国経済の高度成長、国際大舞台における政治外交の全面的展開、沿海地域にお. け
る海洋調査 .. 3. アルジェリア民主人民共和国. 1958.12.20. 4. スーダン共和国. 1959.2.4. 5. ギニ
ア共和国. 1959.10.4. 6. ガーナ共和国. 1960.7.5. 1966.10.20－1972.2.28 断交. 7. マリ共和国 ..
年。［日本語版：濱本良一訳『銭其琛回顧録――. 36.
書誌事項. 銭其琛回顧録 : 中国外交20年の証言. 銭其琛著 ; 濱本良一訳. 東洋書院,
2006.12. タイトル別名. 外交十記. 銭其琛回顧録 : 中国外交20年の証言. タイトル読み. セン キ
チン カイコロク : チュウゴク ガイコウ 20ネン ノ ショウゲン.
銭其琛元副首相（外交担当）は回顧録『中国外交20年の証言（外交十記）』で、1989年の天安
門事件を受けた西側諸国の制裁を「打ち破る最良の突破口だった」と記述し、天皇訪中を政治的
に利用した事実を認めている。 中国の狙い通り、 陛下の訪中実現の影響は大きかった。その後、
欧米諸国の多くが積極的に中国との政治・経済分野の交流を.
回顧録. Format: Book; Responsibility: 山田三良著; Language: Japanese; Published: 東京 : 山
田三良先生米寿祝賀会, 1957.11; Description: 6,341p ; 22cm; Authors: . 9 Book 銭其琛回顧
録 : 中国外交20年の証言. 钱, 其琛, 濱本, 良一. 東洋書院. 4 Book 第二次大戦回顧録.

Churchill, Winston, Sir, 1874-1965, 毎日新聞飜訳委員会.
タイトル, 銭其[チン]回顧録 : 中国外交20年の証言. 著者, 銭其[チン] 著. 著者, 濱本良一 訳.
著者標目, 銭, 其琛. 著者標目, 濱本, 良一. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社,
東洋書院. 出版年, 2006. 大きさ、容量等, 370p ; 20cm. 注記, 年表あり. ISBN, 9784885943881.
ISBN, 4885943884. 価格, 2300円. JP番号, 21255495. 出版年.
この巻物式の原稿は必ずしも読みやすいものではなかったようで、当の吉田も後に回顧録で「結局
最後まで嫌々我慢しながら読み続けた」と記している。 .. ただいまありました銭其琛先生のお話のよ
うに、韓国、中国、日本、3国だけのＧＤＰ、貿易量、あるいは債権等々を見ますと、既に世界一流
のＥＵ、あるいはアメリカのＮＡＦＴＡの水準に今はもう.
Wikipediaが提供するAPIから取得した、濱本に関するワード検索結果の一覧を表示しています。
2017年6月25日 . 銭 其琛（せん きしん 1928年1月5日 - 2017年5月9日）は中華人民共和国の政
治家、外交官。 . 1982年4月に外交部副部長（次官）に昇格。1987年、中ソ国境交渉の中国側
代表団団長としてソ連を訪問し交渉に当たる。 1988年4月12日、 . 銭其琛著濱本良一訳『銭其
琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006.
2018年1月10日 . 銭其琛元副首相（外交担当）は回顧録『中国外交20年の証言（外交十記）』
で、1989年の天安門事件を受けた西側諸国の制裁を「打ち破る最良の突破口だった」と記述し、
天皇訪中を政治的に利用した事実を認めている。 中国の狙い通り、 陛下の訪中実現の影響は
大きかった。その後、欧米諸国の多くが積極的に中国との政治・.
江 沢民（こう たくみん、1926年8月17日 - ）は、中華人民共和国の政治家。鄧小平引退後の中
国の最高指導者で、中国共産党中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、中
華人民共和国主席、中華人民共和国中央軍事委員会主席を務めた。
その後任の金泳三大統領も1994年に中国を訪問して江沢民と会談し、1995年11月13日には江
沢民は中国の指導者としては初めて韓国を訪問した。1998年には金大中大統領は江沢民と「中
韓協力パートナーシップ」構築で合意した。 韓中国交正常化の際は銭其琛外交部長を北朝鮮に
派遣して銭外相の回顧録によれば北朝鮮国家主席の金日成.
アヘン戦争、日清戦争を経て、辛亥革命から100年—歴代政権が苦闘した「負の遺産」とその超
克の歴史を「中国近代史の継続性」を重視する立場から描いた力作。
2017年1月2日 . 外交系は河井氏か柴山氏？ 325 ：幸ちゃん . 332 ：可愛い奥様＠無断転載は
禁止：2017/01/02(月) 20:17:34.73 ID:5eskSHVX0: 陛下の御決断で、物事が動き始めてうまく納
まっていく年になりそうですね。 何処も彼処も、 .. だが後年、銭其琛元中国副首相は訪中について
回顧録に「日本の天皇がこの次期に 訪中したこと.
に振る舞ってきた外交術を逆に取り入れて、日本は「核論議」から「核武装」へ進むぞといった構えを
見せ、議論の掌で中露を躍らせるのも考えるべき戦略ではなかろうか。 多くの議員たちも .. 当時の
中国外相・銭其琛（チエンチーチェン）氏は回顧録で、天皇訪中を「対中制裁を打破するうえで積
極的な作用を発揮した」と振り返った。 だが、陛下が「.
また2000年（平成12年）、2008年（平成20年）、2016年（平成28年）には、日本国外の雑誌
『Gene』に第一著者として論文が掲載されている。 .. 天皇訪中は日中関係史で歴史的な出来事
だったが、当時の中国外交部長（外務大臣）で昭和天皇の大喪の礼にも出席した銭其シンは回
顧録で天皇訪中は六四天安門事件での西側諸国の対中制裁の.
中华人民共和国外交部政策规 司编『中国外交 2011 年版』（世界知识出版社、2011 年）. 中
華民國經濟部國際貿易局『台歐盟經貿關係』（經濟部國際貿易局、2006 年）. 銭其琛著、濱
本良一訳『銭其琛回顧録 中国外交 20 年の証言』（東洋書院、2006 年）. 唐家璇著、加藤千
洋監訳『勁雨煦風 唐家璇外交回顧録』（岩波書店、2011 年）. III.
2013年8月20日 . 【中国】ピンイン誤記事件で中国語レベルもたいしたことないと判明した加藤嘉
一。 原田曜平安田峰俊李小牧についても話題が上がること多いので一緒に語りましょう。
2014年4月24日 . 1859 年 安政 6. 美里間切・役人の大城永保、久米赤島・久場島・魚釣島探
査 3 章 71 頁. 1871. 明治 4.12. 宮古島島民遭難事件（琉球漂流民殺害事件、台湾蕃社 ...
中国外交部長銭其琛が灯台設置事件に関して池田行彦外相に .. 影響を与え、約 20 年後に

発生する尖閣諸島問題の起源ともいえる沖縄帰属問題にも影響す.
. 銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6月号 「宮沢喜一と戦後
日本」 - 三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言; ^ 田中秀征の一筆啓上 第36回「宮沢先生
の思い出 前代未聞 倒閣した細川内閣に引き継ぎ」 2007年7月2日; ^ 田中秀征「判断力と決断
力」まえがき; ^ 『政治とカネ 海部俊樹回顧録』（新潮新書、2010年）.
2017年6月23日 . 主に中国（清国）の「広東」との貿易に重視したため、正確には「スウェーデン広
東会社」とも言える。また、組織の中心と .. 想念言動行動習慣性格運命の、どっかの、精神世界
系の葉書、DM、20数年前の、連想しましたが。 それにしても、 .. 当時の外交部長の銭其琛は回
顧録で正直に、用日（日本を利用した）明かしているんだ。
2014年3月10日 . 20. 地电报线建造权与接线同价问题的争论。日本在这场争论背后的影响
十分明显。当. 时中国为维护其在朝鲜的宗主权，极力强化对朝鲜境内电报通讯的 .. 心に
置くことにより，「反革命罪」の20 世紀中国における意味と影響を理解し .. 本着战略互惠原则采
取相应的外交政策，从而使中日关系尽早跨过僵局，得到改善。
なお、後に、当時の支那外交部長だった銭其琛は経済制裁解除のために天皇陛下の支那ご訪
問を利用しようとして日本政府に働きかけたと回想録の中で述べている。 平成６年（1994年）８月
当時自民党政調会長だった加藤紘一は、支那の反日捏造記念館である「中国人民抗日戦争
記念館」を訪れ「ここに来るのは長年の願望だった」と発言！
沼津税務署長などを経て、終戦時には本省で戦争保険を担当していた。1945年（昭和20年）8
月、東久邇宮内閣が発足すると、大平正芳と共に津島壽一蔵相秘書官と .. 中巻 朝日文庫
pp.242-248 、毎日新聞記者から著者への確認取材による（1985年、原著1982年）; ^ 銭其琛著
濱本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋.
銭其シンとは? 銭 其琛（せん きしん 1928年1月5日 - 2017年5月9日）は中華人民共和国の政治
家、外交官。脚注^ 中華人民共和国主席令（七届第2号） （中国語）^ 中華人民共和国主席
令（七届第43号） （.
昭和51年 警察白書』第7章 公安の維持”. 2009年12月5日閲覧。 ^ 日本書道美術館『琉歌 南島の歌の心』1992, 教育書道出版協会、pp12-13, pp16-17. ^ 主な式典におけるおことば（平成
元年）：天皇陛下のおことば - 宮内庁; ^ 『人民画報』の日本語ホームページ[1]。 ^ 銭其琛著濱
本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋.
2015年6月8日 . 1988 年に李鵬総理は「日本の北方領土問題について中国は日本の立場を支
持することに変. わりない」17と日中首脳会談において再度明確に表明した。また、1991 年に銭其
琛外交部. 長は李鵬総理と同様の見解を示した18。しかし、1989 年に中ソ関係の正常化と 1990
年代半. ば頃から持続的な日中関係の悪化につれ、北方.
>>8 【外交】 安倍晋三は欧米からもロシアからも見下される結果に ウクライナ危機でロシア寄りの
姿勢を取った結果 . 昨年秋以来、ワシントンの在米日本大使館（佐々江賢一郎駐米大使・1974
年外務省入省）はホワイト ハウスに国賓 .. これは、2003年に引退した、中共の 銭 其琛（せん きし
ん）元副首相が、回顧録にて、1992年の天皇ご訪中
2012/09/04 「ODA予算・実績」 ・津上俊哉 「岐路に立つ中国―超大国を待つ７つの壁」 2011年
2月 日本経済新聞出版社 ・銭其琛 「銭其琛回顧録 中国外交２０年の証言」 濱本良一訳
2006年12月 東洋書院 ・ 大泉 啓一郎 「中国の人口ボーナスはいつまで続くのか ―持続的経済
成長の課題―」 RIM 環太平洋ビジネス情報2月号 2011年 日本総研.
防衛空間の拡大を本格的に目指したことであった。紛争の棚上げを提案したのは事実だが、. 相手
の出方によっては海上における局部戦争ないし小規模な軍事衝突も辞さず、軍事上、. 政治上、
そして外交上もっとも有利な時期を選んで速戦即決を図ることも内部では定めら. 21 銭其琛著・
濱本良一訳『銭其琛回顧録 中国外交 20 年の証言』東洋.
書誌種別, 図書. タイトル, 銭其琛回顧録. タイトルヨミ, セン キチン カイコロク. 副書名, 中国外交
20年の証言. 責任表示, 銭/其琛∥著 濱本/良一∥訳. 責任表示ヨミ, セン,キチン ハマモト,リョウイ
チ. 出版地, 東京. 出版者, 東洋書院. 出版年月, 2006.12. ページ数, 370p. 大きさ, 20cm. ISBN,
4-88594-388-1. ISBN, 978-4-88594-388-1. 価格, ¥2300.

2007年2月15日 . 北京在一九八九年五月二十日发布戒严令之后很快地，邓朴方担任主席
的“中国残障者联合会”有四名职员前往天安门广场访问学生运动指挥总部，指出邓朴方 ..
以降の中国外交を担った銭其○（○＝王へんに深のつくり）（せんきしん）元副首相が現役引退後の
２００３年に刊行した「外交十記」（世界知識出版社）は、内容の.
療養中の皇太子妃雅子さまが心身を清める潔斎をへて、皇室の伝統的な装束を身につける宮中
祭祀 さいし に臨まれるのは、平成２１年１月７日の昭和天皇二十年式年祭以来７年 ... 陛下を
利用した中国と日本外務省中国 銭其琛 せんきしん 元外相 外交十記 日本の 天皇訪中は天
安門事件による中国の孤立化の打破を狙って進めたものである。
中国侵略の歴史 1949年 中国がウイグル侵略し占領 1950年 中国が朝鮮戦争に参戦 1951年
中国がチベットを侵略 1959年 中国がインドと国境紛争 1969年 珍宝島で中国軍がソビエト軍が
衝突 1979年 中国が ... とが、ソ連崩壊後の同氏の回顧録で明らかになった。パブロフ .. 全てが贋
物、本物は詐欺師のみ」（銭其琛元外相）。 470 ：名無.
中国近代外交の形成. Format: Book; Responsibility: 川島真著; Language: Japanese;
Description: x, 661, 32p; 22cm; Publication info: 名古屋, Japan. 2004.2. 名古屋大学出版会.
2016年3月30日 . 中国は本当に「穏やか」になっったか銭其琛元副首相が明かした「１９９２年の天
皇訪中」の狙い摩擦回避のために譲歩を重ねるのは「外交」の名に値しない .. やった側の言い分を
聞かねばならないが、この後に起こった「第二次霧社事件」で、武装ほう起した側は、親日の原住
民によって虐殺され、結局、証言をする人がいなくなっ.
平成20年・今までの活動（※終了しました） 9月14 .. チベットスタンスっての、対中国そして外交スタ
ンスを問うとも言える土下座、媚中・韓、媚米ようするに国家としての姿勢。 .. で検索した結果、複
数のサイトで「銭其琛回顧録」の書評で同書から引用して同様の事実を指摘しているのでどうやら
引用元の記載は事実らしい情報かと考えられます。
アメリカのクリントン元国務長官は、来月出版される大統領選挙の回顧録で、討論会でのトランプ
大統領について「不快で身の毛がよだった」と振り返りました。 去年のアメリカ ... 同外交官によれば
「3月から4月にかけて（レックス）ティラーソン米国務長官は、中国が北朝鮮と接触し、影響力を発
揮するかどうかを確かめようとしていた。今は同じことを.
沼津税務署長などを経て、終戦時には本省で戦争保険を担当していた。1945年（昭和20年）8
月、東久邇宮内閣が発足すると、大平正芳と共に津島壽一蔵相秘書官となる。1949年（昭和24
年）には池田勇人蔵相秘書官として、講和条約の準備交渉に携わる。1951年（昭和26年）9月、
サンフランシスコ講和会議では全権随員として参加した。
. 銭其琛著濱本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6
月号 「宮沢喜一と戦後日本」 - 三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言 · ^ 田中秀征の一筆
啓上 第36回「宮沢先生の思い出 前代未聞 倒閣した細川内閣に引き継ぎ」 2007年7月2日 · ^
田中秀征「判断力と決断力」まえがき; ^ 『政治とカネ 海部俊樹回顧.
2017年5月10日 . 神保町にある中国書籍の専門書店です。新刊・近刊情報、店頭在庫、おすす
めの書籍等をホットに発信します！ご注文・在庫確認・お問い合わせはメールにて承ります。
shop@toho-shoten.co.jp 東方書店公式アカウント @tohoshoten もどうぞよろしく。 東京都千代
田区神保町1-3. facebook.com/tohojimbocho/.
. 銭其琛著濱本良一訳『銭其琛回顧録：中国外交20年の証言』3,p129、東洋書院、2006; ^ 6
月号 「宮沢喜一と戦後日本」 - 三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言; ^ 田中秀征の一筆
啓上 第36回「宮沢先生の思い出 前代未聞 倒閣した細川内閣に引き継ぎ」 2007年7月2日; ^
田中秀征「判断力と決断力」まえがき; ^ 『政治とカネ 海部俊樹回顧.
2007年2月2日 . 銭其琛回顧録 中国外交２０年の証言/銭 其琛/濱本 良一（社会・時事・政治・
行政） - 現代中国の名外交官として知られる銭其琛が、外務次官に就任した１９８２年から、副
首相を引退した２００３年春までの中国外交の内幕を描いた回想録。.紙の本の購入はhontoで。
2017年8月30日 . 名無しさん＠１３周年 2012/08/30(木) 19:57:20. いあんば .. 強制連行の根拠を
示せと言ってるのに、なんで慰安婦の存在の有無に話をすげ替えてんだよ、後出しジャンケンの証言
なんか証拠とは言えないんだよ .. そしてバンコクに到着すると、私は台湾の土地に一歩も足を踏み

入れなかったと中国の銭其琛外相に話した」
標題および責任表示. 銭其琛回顧録 : 中国外交20年の証言 / 銭其琛著 ; 濱本良一訳||セン キ
チン カイコロク : チュウゴク ガイコウ 20ネン ノ ショウゲン. 出版・頒布事項. 東京 : 東洋書院 ,
2006.12. 形態事項. 370p ; 20cm. 巻号情報.
また2000年（平成12年）、2008年（平成20年）、2016年（平成28年）には、日本国外の雑誌
『Gene』に第一著者として論文が掲載されている。 .. 天皇訪中は日中関係史で歴史的な出来事
だったが、当時の中国外交部長（外務大臣）で昭和天皇の大喪の礼にも出席した銭其シンは回
顧録で天皇訪中は六四天安門事件での西側諸国の対中制裁の.
2017年10月25日 . 中国共産党の第１９期中央委員会第１回全体会議（１中全会）で、外交問
題を総括する楊潔篪（ヤンチエチー）・国務委員（副首相級）が党政治局員（２５人）に選ばれた。
外交担当の国務委員が政治局員に選ばれるのは第１４～１５期で政治局員を務めた故・銭其琛
氏以来２０年ぶり。国際社会での中国の存在感が高まり、課題も.
囲碁形 ダウンロード不要のネット囲碁対局場です。JAVAも不要。相手が見つかるまでの間、ロ
ボットが、お相手します。ネット囲碁対局は、時、場所、相手の制約がありません。理想的なネット
碁会所です。局後の再現も可能です。自動的に棋譜が残るのは、碁会所にはない大きな特徴で
す。
《日中关系40年史（1970～-2012）》是为纪念中日邦交正常化40周年日本出版的一套书，分
为政治、经济、社会文化、民间四卷，以日本学者的视野，全面、深入地论述了1978年中日
恢复邦交至2012年间中日关系发展变化的脉络，既有一般情况的叙述，也有对具体问题的
分析，并进而在所论列的问题上阐明各自的观点。本书可以视为日本.
また2000年（平成12年）、2008年（平成20年）、2016年（平成28年）には、日本国外の雑誌
『Gene』に第一著者として論文が掲載されている。 .. 日中関係史で中国大陸に渡ったのは歴代天
皇で初の出来事だったが、当時の中国外交部長（外務大臣）で昭和天皇の大喪の礼にも出席し
た銭其シンは回顧録で天皇訪中は六四天安門事件での西側.
2017年11月2日 . 二十世紀からホームページを作っていたのが ちょっぴり . 登録運動を進めてきた
横島会長は「1300年間、歴史のベールに包まれて眠っていたその価値をユネスコが認めた」と喜ん
だ。 ... 当時の中国外相・銭其琛（チエンチーチェン）氏は回顧録で、天皇訪中を「対中制裁を打
破するうえで積極的な作用を発揮した」と振り返った。
2017年5月1日 . 福井県三国町沖の座礁現場から先月20日に撤去されたロシアタンカー「ナホトカ
号」の船首部分が2日午前8時過ぎ、福井港から広島県の呉港に向けて出港した。6日に到着予
定で、同港で運輸省事故原因調査委員会 . ブレア回顧録〈上〉 ... クリントン米大統領は30日、
訪米中の銭其琛中国外相とホワイトハウスで会談した。
2012年8月31日 . 庄司智孝 「ベトナム・中国間の国境線画定・領土問題」 防衛研究所紀要第8
巻第3号 2006年3月 防衛省防衛研究所 ・日本外務省 「ODA予算・実績」 ・津上俊哉 「岐路
に立つ中国―超大国を待つ７つの壁」 2011年2月 日本経済新聞出版社 ・銭其琛 「銭其琛回
顧録 中国外交２０年の証言」 濱本良一訳 2006年12月 東洋書院
問題点として、(1)部分的な講和であり、中国との講和にはさらに20年以上要し、ソ連との講和不
成立で北方の島々の領有権問題が未解決に終わったこと、(2)東南アジアの .. 世界が一つになって
平和を目指す」ためには、普段からの外交や政治が憲法の平和と国際人権の理念に則って積極
的に行われていることが極めて重要であることを示し.
2016年12月20日 . 中共国務院副総理として江沢民時代の中共の外交を支えた銭其琛氏は「銭
其琛回顧録：中国外交20年の証言」の中で、日本をターゲットにして〈制裁解除〉にまんまと成功し
たと悪びれもせず述べている。中共が最悪なのは、日本のお陰で経済発展し、更に〈経済制裁〉か
ら抜け出しておきながら、その直後から「愛国教育」という名.
2017年10月6日 . 特定アジアに対する謝罪外交の道筋を作ったのも小和田恒条約局長と土井た
か子 ... だが、その人たちより一連の不正なやりとりの回数が多かったのは大野氏と事件関係者は証
言。 ・皇室にかかわっているから大野氏の事情聴取 .. このことは銭其琛元首相の回顧録ではっきり
と記されているところだ。 天皇陛下訪中のまさに.

経歴[編集]. テクノクラート[編集]. 江蘇省揚州市に生まれる。江沢民の実父江世俊は、日本軍
占領下の江蘇省で日本の特務機関ジェスフィールド76号に協力をしていた。叔父の江世侯（上
青）は中国共産党の幹部であったが、嫡男を得ないまま1939年に日中戦争に地元匪賊に殺害さ
れた。江沢民は、公式にはこの江世侯の養子ということになって.
2012年10月4日 . 10-03 00:20. 日本の国旗・日の丸に対する韓国人の様々な冒涜。わざと赤丸
の部分を小さくしてバカにした国旗を作りこうした行動を起こすこともある。 .. さて、日本政府と中国
政府が尖閣を巡って厳しい外交宣伝戦を国連において展開しているそのときに、日本政府の背後
から、銃弾が炸裂するように、思い切り国益に反する.

