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1.は じめに

1949年新しい中華人民共和国が設立されて以来、政府側は男女平等運動を

意識的に繰 り広げ、女性の社会的地位が飛躍的に向上したと言えるであろう。

それは男性 と同じように教育を受ける権利を得 られたことや、女性の社会進

出の度合いがかなり進められてきたことなど社会生活のさまざまな面に現れ

ている。

しかし、中国では封建社会の長い歴史が続いたため、女性蔑視の社会通念

の影響も多かれ少なかれ残つている。

それは現実的には女性が男性より就職が難 しいことや男女定年年齢の不平

等など日常生活の諸側面に反映されている。以下、ことばを中心に、中国語

の中の女性差別的な現象を考えていきたいと思 う。

2.「女」がつくことば

まず「英雄」ということばだが、その概念自体は男女を問わず、ふつ う「大

衆の利益のため特に貢献 した人」 (『現代漢 日辞海』)を指 している。だが、中

国語では男性の英雄を指すばあい、そのまま「英雄」を使っているが、女性

の場合、ふつ う「女英雄」あるいは 「中幅英雄」 (「 中桐」とは、音の女性が

頭に飾った頭巾のこと。その派生義として女性を指すようになった。)と 呼ば

れている。言い換えれば、「女英雄」あるいは「中幅英雄」という呼称のペァ

になるはずの 「男英雄」あるいは 「須眉英雄」 (「 須眉」とはひげと眉を指す

のであるが、そこから意味が拡張 して、男子を指すようになつている。)と 呼

ばれることは中国語ではないのである。

また 「英雄出少年 (英雄は少年から出る)」 「英雄難過美人関 (英雄は美人の

関所は越えがたい。英雄も女には弱い。)」 など中国語の「英雄」関連の諺か

らも分かるように、「英雄」は男性に限るという思考パターンになつているよ
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うである。そのような立派な人物が女性である場合、例外視され、ことばの

表現も「英雄」の前に「女」がつくようになったのであろう。これは明らか

に男性より女性のほうが軽く見られている証拠といえよう。

上述の「女英雄」類のことばは他にも数多く存在している。たとえば下記

のような言い方がある。

例 (1)女経理 (女性社長)(1)、 女記者 (女性記者)、 女科学家 (女性科学者)、 女

博士 (女博士)、 女校長 (女性校長)、 女部長 (女性部長)、 女総統 (女性

大統領)、 女強人(強い女性)… …

上記それぞれ括弧の中の日本語訳からも分かるように、日本語にも似たよ

うな言語現象がよく見られるのではないかと思う。たとえば、最初の女経理

(女社長)の例だが、『女社長に乾杯 !』 という題名の日本語の小説があったと

記憶している(2)。 社長が男性なら、おそらく「男社長」とわざわざ言わない

と思うが、社長が女性の場合、「女社長」と呼ばれるのはなぜであろうか。お

そらく今まで中国でも日本でも「経理 (社長)」 になる人は男性が圧倒的に多

かったからであろう。女性の社会進出につれて、管理職に就く女性や、ジャ

ーナリス トや科学研究など従来男性しか携わっていなかった分野にも入る女

性が出てきたので、その女性たちを呼ぶために、本来男女の別がないはずの

職名の前に「女」が接辞のように置かれ使われているのであろう。日本では

このような表現が女性冠詞と言われ、新聞などでの使用を問題視する傾向が

出てきているのである③。

例 (1)の「女経理」などの各語に関する実際使用例を示すと以下のようにな

る。 (下線は李、以下同様)

例(2)男人佃不相信一今上教授也可以倣一手好菜,一位上笙理也口∫以是一

位慈愛的娼娼,一位上狙生茎也不乏生活的情趣……・ (菫:L教量もお

いしい料理が作れるし、左生量も優しいお母さんでもあり、菫生2

皇童も生活の情趣に富んだ方でもあるということは男たちは信じて

いない。・……)            2007/6/4『 中国青年報』
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例 (3)

例 (4)

例 (5)

例 (6)

中国嘉寅通常会在菫宣■、玄企並家、女生童、■班星面前遵循女 lr

伐先原則,却不理会菫翻:重、:生呈遊、女瞳旦、女量 等。(中 国の貴

賓は通常、童性宜主、主性企蓋家、菫性皇童、菫性二2二の前では

レディーファーストという原則に従い、左性量菱置、主性三二上、

女生室△童、主性証童に対してはその原則を無視するのである。)

2007/9/14『 国際先駆導報』

高校博早帯一群」塾L生成力常几風景銭,・¨̈。(大学院の博士課程の

指導教授が数多くの女豊士を指導することはよく見られる風景にな

つている。・……)

2007/9/27  http://npc.peOpleo cOm.cn/GB/6320577.html

吟佛有了第一位菫壺蛙墜,在此之前,其法学院院 K、 研究生院院K、

没汁学院院K都是由女性担任。(ハーバー ドーでは最初の攀 が

生まれた。これまで法学院院長、大学院院長、デザイン学院院長の

ポス トには、どれも女性が占めたことがあった。)

2007/7/16  http://1eaders.peOple.cOmo cn/GB/5989123.html

菫性豊瞳塑LL理己始不足新円,銚象征性的女 11之外,出現有共杖的

菫性墨塗恐伯也会在不通的将来。(女性艶量と菫性総理はもうニュー

スではなく、象徴としての女王以外に、実際権利を持つ菫嚇

が現れるのもそう遠くない将来であろう。)

2007/7/16『 中国青年報』

さらに、例 (1)の最後に挙げている「女強人 (強い女性 )」 に対 して、「男強

人」という用法が中国語にはない。「地是一名堅強的女性 (彼女は強い方であ

る)」 、「他是一名堅強的男子 (彼は強い方である)」 にある「堅強的女性 (強い

女性 )」 「堅強的男子 (強い男性)」 のような連体修飾表現と違い、「女強人」と

いう言い方はむ しろ一つの熟語のようなことばで、「女」と「強人」は分離で

きないのである。男性でも女性でも強い人がいて「女強人」があるのに、「男

強人」はなぜ言わないのであろうか。これはふだんよく使われている表現「女

人,体的名字是弱者。 (女よ、汝の名前は弱者なり。 )」 と社会通念的には同
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じだと認めざるを得ない残念な事実だと思う。例えば次のような「女強人」

の例がある。

例 (7)有中国 “鉄娘子"之称的国分院副忌理具伐今天落潤了。速位常格

“小女子有潤不経弾"桂在嘴辺的政治曇 ,在参加十七大福建困

村稔吋,傾噺基居代表友吉吋両度潜然7日下。(中 国の「鉄女」と呼ば

れる国務院副総理呉儀女史は今日涙を流した。「女性は涙があつても

容易に流さない」と常に言うこの政治菫強△は、党の第十七回大会

の福建組の討論に参加 したとき、地域代表の発言を聞いて三度もさ

めざめと泣いた。)

2007/10/16  http://politics.peopleo com.cn/G3/1024/6382742.html

3.女性に関する表現

現代中国語では、女性のことを指すとき、極めてマイナス的イメージの強

い語を用いる場合がある。たとえば、「長舌婦」は「よく人の悪口を言 う女、

おしゃべ り女」を指 している。そのような性質を持つ男性はどう呼ばれるか

というと、 「長舌婦」に対応する「長舌男」あるいは「長舌漢」のような言

い方は見当たらない。 「母老虎」、「母夜叉」なども女性を罵るため特別用

意されたことばである。「母老虎」は「あばずれ女、気性の荒い女性、憚婦」

の意味で、 「母夜叉」は「顔が醜く、凶悪な女性」を指す。これは「女性は

美 しい顔立ちをし、性格が優 しい」というきれいで、従順な女性像の反面の

性質の持ち主である女性を呼ぶことばであり、顔がきれいでなく、個性が強

い女性への抑圧的なショックを与える差別的用語にもなっている。最近のこ

れ らの語の使用例として以下のようなものがある。

例 (8)現実之中,有的家K的碗逆十嘴明,迭神不境 K大的核子,男核対別

人的り味述十敏感,女核則成力:K置量。(現実にはうるさい親が確か

にいるのである。その環境で育つた子供は、男の子の場合、他人の

しつこさにすごく敏感になり、女の子なら量置星になる。)

2006/4/26  http://edu.people.com.cn/GB/8216/4330405.html

-71-



例(9)在 CDTV-2熱播的 《女人心事》中,際小乞扮演的女強人分人留下 “量

z虚 ''的深刻印象。 (CDTV-2で放映されている大人気の『女性の心

配事』では、陳小芸が演じている強い女性は人々に「量老虚」とい

う深い印象を与えている。)

2007/5/18  http://ent.peOpleo cOm.cn/GB/42075/81374/5748660.html

例 (10)青少年是祖国的未来,是社会的希望。如果毎介核子都似打人少女一

副凶神悪熱、蛮横光理的小壺臼匁=又
形象,希望炊何而来,未来格会急

祥?(青少年は祖国の未来であり、社会の希望である。もしどの子

も人を殴つたあの少女みたいに殺人鬼のような横柄で理不尽な小

量夜xであつたら、希望はどこから来るのか。未来はどうなるので

あろうか。)

2007/7/26   http://opinion.people.conl.cn/GB/6036164.html

そのほか日常生活の中で俗語的によく使われている言い回 し、たとえば「女

人頭髪長,見識短 (女性は髪の毛が長く、見識に乏しい)」 という表現も、女

性は見識が低いとい うことを女性の一般的特徴 として捉え、女性のことを低

く評価 しているものである。

また、昔からの言い回しで今でも残つているものに次のような諺がある。

「嫁出去的女児,溌出去的水 (嫁に行った娘は撒いてしまった水。)」 、「嫁鶏随

鴻,嫁狗随狗 (ニ フ トリに嫁 したら、ニフ トリに従え。大に嫁したら、大に

従え。)」 、「男主外、女主内 (男 女共にそのもっぱらつとめる分野がある。男

子はつねに外にお り、女子はつねに内にいる、その別を明らかにすること。)」

などなど。その意味から分かるように、どれも女性の価値の低さ、女性の従

属的地位を強調 している表現である。これらはいずれも正式な場では使われ

ないが、現在 日常生活の中でも俗語的に使われていて、時々耳に入ってくる。

「人老珠黄」という四字熟語があり、それは「女性が年をとるということは、

真珠が黄色くなり価値を失ってしまうようなものだ」という意味である。男

性 も女性も年をとるのは自然の法則なのに、なぜその 「人老珠黄」の「人」

は女性だけに限定するのであろうか。これは内面の価値より表面の容貌だけ
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を女性の価値としている従来の世間一般の古い認識によるものだと思う。こ

れらのことわざや成句も実際の使用例を示すと以下のようなものがある。

例(11)男人も喜欧■

―

.女人最不要晰的就足逮イU■ ,・¨

・̈ (男性は■△董壺壺二塁曲短と言うのが好きだが、女性はこうい

う発話を聞くのがいちばんいやなのである。¨̈
)̈

(2∞7/2/1『江南時報』)

例(12)調査中,有 “女客"向■●者反映,一些受t的 “男戸"な度鮮明,“只

有―綱粥,体多澪―勺我就少叫―口.盤Ш圭』塵υ」な世上自丞,己

“

vr婆黎,先喘込到娘菫口上争屹喘?¨¨̈ "(調査のとき、ある

「女性客」が記者に次のようなことを報告した。一部分のインタビ

ューを受けた
'男

性主人」は態度がはっきりしていて、「―釜の粥

しかないので、あなたが多く取ったら私が食べられる量が少なくな

る。豊出圭堕菫』生麗出圭國ム (線に行った娘は薇いてしまつた水)

で、もうよその家に嫁いだのに、何でまた実家に戻って食べ物を争

うσ)?」 )

2007/1/16  http://nc.people.cO口 .cn/GB/61161/5287612.html

例(13)蓼斌感動的足,コ 子対他丼泄有多少埋怨,苺当社IL■ 11:悦起愧茨的

■,妻子も足悦,歯望脳凶饉饉盤國曼叫  (申鷲が感動したのは、妻

が彼のことを責めていないことである。毎回電話ですまないと言

ったら、妻はいつも盤聖」理L」壼狂饉生 (ニ フトリに嫁したら、

ニフトリに従え.大に嫁したら、大に従え)に しているよと言う

のである。)           (2007/″ 23『瞭望東方周刊1)

例(14)借銃的男強女弱,里皇:生L」墜≧血的性別肌念在水村根深帯同,不

僕束縛了如女群食的手脚,l爾 日_也力如女十部参加尭逸、党争制造

r阻力和障碍。 (男性が強く、女性が弱いや、男主外、女主△ (男

は外、女は内))な どの伝統的性別観念は農村で根強く生き残っ

ている。それは女性たちの行動が縛られただけでなく、女性幹部
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の選挙や競争などにも障害をもたらしている。)

2007/8/7  http://w■ 用vo wOmen.Org.cn/allnews/0703/1465.ht■ 1

例(15)女人味,没有几企足螢起得老的,等到男同学好不容易然到功成名就

的那一人,背日清究光比凱田ぼ元比的女同学,一介企都是徐娘半老

人老塗菫了。(女性は、年をとることに耐えられる人はほとんどい

ない。男性のクラスメー トがやつと功成 り名遂げるようになった

とき、かつてのきれいな女性のクラスメート達は皆、うば桜で△

老塗菫 (黄色い真珠)に なっていた。)  (2007/9/16『 広州日報』)

「人老珠黄」とは反対の意味を表す「校花」からも同じことが窺えると思う。

「校花」とは文字通り、「学校で最も美しい女子学生」であり、舶来語の「ミ

ス 。キャンパス」の中国語訳でもある。中国では、二十世紀のはじめごろ、

北京大学で初めて女子大生を募集し、男女共学に率先垂範して道を開いた。

それと同時に、「校花」も生まれた。公の場ではなく、同学の男子大生たちに

よって容姿を中心に点数をつけて選び出されたそうである。現在も「校花」

「系花 (学部で最も美しい女子学生)」
「班花 (ク ラスでいちばんきれいな女子学

生)」 などのような呼称も時々聞くことがある。女性の才能、実力より顔、ス

タイルなどに注目し、最優先して評価されている事情を垣間見ることができ

る。従来、女性は花のような存在、飾り物として位置づけられている伝統と

も繋がりがあると思う。これらの使用例は以下のようなものがある。ちなみ

に格好のいい男子学生のことを「校草」「系草」と呼んでいるようである。

例(16)我和男朋友分別是当年大学単的 “越望i"和 ¶盤生"。 作力男生昨菅

和女生昨菅中的最仇秀代表,我f]イ艮高凋地淡起 r恋愛。(私 と彼は

当時大学の「撞整」と「逮皇」であり、男性陣営と女性陣営の最優

秀の代表として、私達は公然と付き合うようになった。)

2007/10/8  http://1ady.tom.com/2007-10-18/008F/83325534.html

例 (17)梅 免借若清夕L的気息,甜美的笑容理所当然地坐 11了 金融系盤 的宝

座。(梅はその初々しさと甘く美しい笑顔で当然のように金融学部

のX花の座についた。)      2007/9/3『海峡生活報』
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例(18)“担生"“班:生"成力大家淡稔的焦点,“ 学得好不如‐K得好"的肌

点在一些学生中大有市場。(「校花」、「班花」は皆の話題になってい

る。「勉強がよくできてもきれいな顔には及ばない」という考え方

は一部の学生の中でけっこう受け入れられている。)

2007/7/25『 江‖ヒ日報』

例(19)那吋ユ生、」隆生之楽的女生比較吸引我個男生的眼球,那些女生一般

也是身体友育比較早的。(そ のとき墾整、1披生のような女子学生に

私たち男子学生の目が奪われていた。その女子学生は発育もふつう

早いほうである。)                2007/7/25
http://w¶円「.henannews.cOm.cn/newcnsnews/32/2007-10-12/news-32-49655.shtlml

4.間接的な女性差別表現

上述 2、 3の部分の内容と違い、ことば表現自体は直接女性のことをマイ

ナス的に形容 していないが、それを通 して、女性の尊厳や権利を脅かすこと

になつているものもある。

たとえば、女子大生の就職活動のばあい、しばしば次のような応募条件が

示されることがある。それはなんと、求人広告に「只招男性 (男性のみ募集。)」

とはつきり書いてあるのだ0。 例えば、次のような求人広告の実際例や女子

学生が不利な扱いを受けたことに関する報道がしばしば見られる。

例 (20)在招聘会 L,電者看到 型理愛L", ``工担旦性 "、 電Ш幽に生"

等字眼不吋跳入祝野,但是堆得看到関位要求雪着 “只招女性"的。

(募集会では記者は「男性に塁.全」、「男性の.み墓皇」、「男性優先」

などのようなことばをしばしば見たが、「女性のみ募集」という募

集条件は見られなかった。)            2006/11/22
http://w■円「.lm.gov.cn/gb/employment/2006-11/22/content_149709.htm

例 (21)晨扱颯 “本関位基壺盟塾罫 身高要求1.65米 以上、只限本地声

日……",形形色色的 “就」2岐祝"在人オ市場 11井不鮮兄。(朝の

新聞によると、「本職場は塁性の生基皇。しかも身長は1.65メ ー ト
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例 (22)

ル以上で、本地域の戸籍を持つ人に限られる。,……」などのような

さまざまな 「就職差別」は人材市場で珍 しくない。)

2007/10/10新聞晨報

因力掘有一技之 K,理工科女生就立状況相対来悦述是不錯的。但

是在伐工作的吋候,女生有吋候会遇到 “岐祝 ",速的碗是客双存在。

中科院逃行的一項 ti可 査並′」t,,立 聘単位招牧員工吋備愛男性,至少有

93.8%的人汰力遇到 r性別区別対待,井有表面傾向。女科技工作者

在,並聘工作吋,遇到最多的情況足 “水
｀
r相 当,′立聘単位多逃男性 ",

占43%:り t次是 “明文規定基招塁性泣聘者",占24.3%:第二位是

“対女性提出的附加条件校多",占 17.3%,|:勁‖ll“ 高取位招男性 ,

低双位招女性"的9.2%,速 四神情況遇到的比例共占93.8%,悦 l月

日前科技頷域的 女性在 ,並 聘工作的吋候受到的性別政祝是明じ

的,・ ……。 (技能を持つので、理工科系の女子大生はその就職状況

が比較的よいのである。でも、就職活動のとき「差別」される場合

もある。それは客観的事実である。中国科学院のある調査によると、

職場の募集傾向としては男性の方が好ましいようである。93.8%の

人達は性別による差別を受けたと思つてお り、しかも表面的傾向に

なつているそ うである。女性科学技術者が求職のとき、最も多く出

会った状況は「レベルが同じの場合、ふつ う男性の方が選ばれる」

というもので、それは43%を 占めている。その次は 哩狙堕塑彊皇集

という明文化の規定がある」で、こちらは24.3%を占める。二番目

は「女性に対する付加条件が多い」)で、17.3%を 占める。その他

「高い職位は男性、低い職位は女性」が9.2%で ある。この四種類の

差別的な状況を合わせると93.8%を 占めることになる。現在科学技

術領域の女性達が就職活動のとき差別されることが明らかになっ

ているのである。・……)

2007/3/15  http://edu.people.com.cn/CB/5474267.html

“我在求取吋遇到彼多単位卿 或明碗等者女性免淡,我佃覚

得イ艮不公平。''今年的現場合洵多了不少年経女性的身影,地佃最想
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雛伊的足自己的
｀

「 等就立杖利。状年経女性的鮮杖焦点可以看出,現

在駅坊中的性別岐机碗実存在且比較芦重。有的企立旦然招牧女性 ,

但在年蛉、相貌上述有特別要求,甚至列出几年内不昨結婚、不能生

育等苛刻条件。(「私が仕事を探しているとき、たくさんの職場で男

性の生墓皇あるいは女性はごめんなさいということばに出会った。

私達は不公平だと思っている」今年の諮問現場に若い女性の姿が多

く現れた。彼女たちがもっとも守ろうと考えているのは自分の平等

な就職権利である。若い女性の権利維持の情熱から見れば現在の職

場における差別が確かに存在している。しかも深刻な状態を呈して

いる。一部の企業は女性を募集するが、年齢、顔などに関しては特

別な要求が提出されている。また何年間以内に結婚してはいけない

とか子供を生むことはできないとかのようなひどい条件が並べら

れている。)

2007/3/9 http://w■円『.022net,com/2007/3-9/426864192431643.html

さらに、男女の定年退職の年齢については次のような規定があり、現実生

活において実施されている。

例 (24)男年満60周 歳,女年満55周歳応当退体。(男性は満60歳、女性は満

55歳定年退職すべきである)

これは1993年中国国務院より公布され、『 国家公務員暫行条例』第78番の規

定である。この規定によると、女性は男性より5年も早めに職場を離れなけ

ればならないことになっている。明らかな男女不平等の一事例だと思われる。

5.むすび

実際のところでは、上述のような差別的表現は女性 自身もあまり気づいて

いないのが現実である。例えば例 (13)の 「嫁鴻随鴻,嫁狗随狗 (ニ ワ トリに

嫁 したら、ニワ トリに従え。大に嫁 したら、大に従え。)」 という発話をして

いる主体は女性である。また、「校花」「系花」「班花」などのような呼称は男
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女問わずごく普通に使われていることも確かである。

社会の進歩と共に、男女平等の思想が世界中の人々に受け入れられ、良好

な調和的社会環境が築かれていくようになると筆者は信 じている。もちろん

現段階では国々それぞれの事情があり、女性差別的現象もその程度は大なり

小なりの差はあるにせよ、実際存在していることも否めない事実であろう。

そうではあっても、いや、そ うだからこそ、そのような現象に対して、姑

息な態度をとるのではなく、根本的に追究し、排除するために努力すべき義

務が我々にはあるのだと思 う。

とりわけ言語研究者としては人間生活ともっとも緊密な関係を持つことば

の角度から女性差別的言語現象を明らかにし、その不合理な事実を指摘する

責務がある。そのような積極的行動を通して、世間の人々に差別的言語事実

を認識 してもらい、共同注意を呼び起こすことができる。さらにそのような

ことばを自ら使わず、また社会の人々にも使わないように働きかけることで、

最終的には女性差別的言語現象が消えることになるのであろう。

本稿を通 して、中国語における女性差別的表現の一端を明らかにでき、女

性にとつて不愉快な言語現象の消滅になるため少しでも役に立てば幸いだと

思 う。

もちろん、「女人頭髪長,見識短 (女性は髪の毛が長く、見識に乏 しい)」

や 「男主外、女主内 (男女共にそのもっぱらつとめる分野がある。男子はつ

ねに外にお り、女子はつねに内にいる、その別を明らかにすること。)」 など

のような明らかなマイナス的評価や古い観念の現れに対 して、現代女性の反

発、マスメディアなどの気づき、批判も次第に目立つようになってきている。

何事も気づきから始まる。 日本ではすでに「女 +○○」のような女冠詞の使

用を避けるようになつているが、中国でも「女強人」「女校長」などのような

言い方の差別的意味合いについて広い範囲での社会的認識ができたら、だん

だんと意識的に使われなくなると思 う。

中国の女性は日本などよりも解放されていて、力を持っている人も多いと

思われているが、現実には、就職差別などがかなり存在 している。それはな

ぜかと言 うと、おそらく女性を低く見る意識がまだ根強く残つているからで
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あろう。そのような意識が以上に論じてきたようなことばに表れているし、

ことばが残つているから、意識も変わっていかないのではないかと思う。女

性差別用語の使用と差別意識の潜在との関係は不可分であり、その差別用語

および差別意識への気づき、廃棄は21世紀を生きる人々の共通課題でもある

と思う。
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注

(1)括弧の中の表記は日本語訳である。以下同じ。

(2)こ の小説は1984年 に刊行されたのでかなり古いが、最近「女社長」ということばが依

然として使われている。例えば、次のような例がある。

新妻となったキャリア志向の主建量と、伝統を重んじるしゆうとめが価値観の違い

から激突 ! 江角マキコと野際陽子が壮絶なバ トルを繰り広げるホームコメディー。

沢村一樹、伊東四朗らが共演。本 7月 5日 地獄の沙汰もヨメ次第 (第 1回 )

TIS系|:夜9:oo http://口 四w.asahi.cOm/culture/tv_radio/TKY200707010142.html

(3)遠藤 (2006)で は「女+○○」についての考察があり、 p46には「これら『女+○○』

の造語は現在では『女冠詞』とされ、避けられるようになっているものである」と書

いてある。

(4)孟 (2004:80)。 なお、筆者は大学で勤めていて、大学生の方からよく男性が女性より

就職しやすいというような話を聞いたことがある。

参考文献

遠藤繊枝編(1992)『女性の呼び方大研究』三省堂

遠藤繊枝(1997)『 女のことばの文化史』学陽書房

- 79 -



遠藤繊枝 (1998)『気になります、この「ことば」』小学館

遠藤織枝 (2006)「戦時中家庭雑誌の描く女性像」『 ことば』27´号 現代日本語研究会

Endo Orie(2006)′ ι″′
`″

路′fカリsιοry οFⅢルlpal″esa″αロセ,"む ιa″gυaglθ:Center for Japanese

studies The University of Michigan

真田信治。渋谷勝己。陣内正敬。杉戸清樹(1992)『社会言語学』おうふう

宋永培。端木黎明編著(1993)『 中国文化語言学辞典』四川人民出版社

孫維張(1991)『漢語社会語言学』貴州人民出版社

大東文化大学中国語大辞典編纂室編 (1999)『現代漢日辞海』北京大学出版社

陳建民・諄志明主編(1993)『語言与文化多学科研究』北京語言学院出版社

孟憲範主編(2004)『転型社会中的中国婦女』中国社会科学出版社

楊永林(2004)『社会議言学研究 :功能・称謂。性別篇』上海外語教育出版社

(り  きなん)

- 80 -


