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11002197 中国近代の思想文化史 / 坂元ひろ子著. -- 岩波書店, 2016.5. -- (岩波新書

; 新赤版 1607).

125.6/Sa32 新書・文庫

コーナー

10093998 テレサ・テンが見た夢 : 華人歌星伝説 / 平野久美子著. -- 筑摩書房,

2015.4. -- (ちくま文庫 ; [ひ-24-1]).

767.8/H66 トピック

コーナー

10021219 毛沢東の私生活 / 李志綏著 ; 新庄哲夫訳 ; 上. -- 文藝春秋, 1994.11. 289.2/MO11/1 一般図書

10021220 毛沢東の私生活 / 李志綏著 ; 新庄哲夫訳 ; 下. -- 文藝春秋, 1994.11. 289.2/MO11/2 一般図書

10064183 中国映画の100年 / 佐藤忠男著. -- 二玄社, 2006.7. 778.222/Sa85 一般図書

10089283 図説台湾の歴史 / 周婉窈著 ; 石川豪, 中西美貴, 中村平訳. -- 増補版. -- 平

凡社, 2013.2.

222.4/Sh99 一般図書

11002144 台湾とは何か / 野嶋剛著. -- 筑摩書房, 2016.5. -- (ちくま新書 ; 1185). 312.224/N93 新書・文庫

コーナー

11001494 香港 : 中国と向き合う自由都市 / 倉田徹, 張彧暋著. -- 岩波書店,

2015.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1578).

302.223/Ku56 新書・文庫

コーナー

11008177 台湾を知るための60章 / 赤松美和子, 若松大祐編著. -- 明石書店, 2016.8.

-- (エリア・スタディーズ ; 147).

302.224/A31 一般図書

11008433 アイ・ウェイウェイスタイル : 現代中国の不良 (ヒーロー) / 艾未未著 ;

牧陽一編著. -- 勉誠出版, 2014.2.

702.22/G14 一般図書

11008435 台湾日本統治時代の50年 : 古写真が語る : 1895-1945 / 片倉佳史著. -- 祥

伝社, 2015.5.

222.406/Ka82 一般図書

11008273 艾未未読本 / 牧陽一編. -- 集広舎, 2012.5. 702.22/G14 一般図書

11008445 中国映画の文化人類学 / 西澤治彦著. -- 風響社, 1999.8. 778.222/N87 一般図書

50004107 男たちの挽歌 / ジョン・ウー監督・脚本 ; ツイ・ハーク製作. -- [NBCユ

ニバーサル・エンターテイメント] (販売), 1986. v.

DV778/O トピック

コーナー

50004106 単騎、千里を走る。 = Riding alone for thousands of miles / チャン・

イーモウ監督 ; チャン・イーモウ, ヅォウ・ジンジー, ワン・ビンストー

リー ; ヅォウ・ジンジー脚本 ; シュー・ジェン, チャン・ウェイピィン,

DV778/T トピック

コーナー

10018992 阿Q正伝 ; 狂人日記 : 他十二篇 / 魯迅作 ; 竹内好訳. -- 改訳. -- 岩波書店,

1981.2. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-025-2).

923.7/R62 トピック

コーナー

10076343 京劇俳優の二十世紀 / 章詒和著 ; 平林宣和 [ほか] 訳. -- 青弓社, 2010.3. 772.22/Sh95 一般図書

11008187 日中戦争 : 決定版 / 波多野澄雄 [ほか] 著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮新

書 ; 788).

210.74/H42 一般図書

50004019 罪の手ざわり : A touch of sin / 賈樟柯 (ジャ・ジャンクー) 監督・脚本 ;

趙涛 (チャオ・タオ) [ほか出演]. -- バンダイビジュアル, [2015.2]. v.

DV778/T 視聴覚資料

11008176 香港を知るための60章 / 吉川雅之, 倉田徹編著. -- 明石書店, 2016.3. --

(エリア・スタディーズ ; 142).

302.223/Y89 一般図書

11004590 対華21カ条要求(1915年)から南京占領(1937年)まで / 笠原十九司著. --

高文研, 2017.7. -- (日中戦争全史 / 笠原十九司著 ; 上).

210.74/Ka71/1 一般図書

11004591 日中全面戦争からアジア太平洋戦争敗戦まで / 笠原十九司著. -- 高文研,

2017.7. -- (日中戦争全史 / 笠原十九司著 ; 下).

210.74/Ka71/2 一般図書



11008434 京劇の世界 / 徐城北著 ; 陳栄祥, 施殿文訳  東方書店 , 2006.6 772.22/J56 一般図書

11002439 真説毛沢東 上 / ユン・チアン, ジョン・ハリデイ[著] ; 土屋京子訳  講談

社 , 2016.6

289.2/Mo11/1 一般図書

11002440 真説毛沢東 下 / ユン・チアン, ジョン・ハリデイ[著] ; 土屋京子訳  講談

社 , 2016.6

289.2/Mo11/2 一般図書

10093969 Ai Weiwei : according to what? = アイ・ウェイウェイ : 何に因って? / 森

美術館, 淡交社美術企画部編集 　淡交社 , 2009.9

702.22/G14 一般図書

50004120 スピリット / ロニー・ユー監督・製作. -- 2-disc edition. -- ワーナー・

ホーム・ビデオ (発売), c2006. v.

DV778/S 視聴覚資料

11002671 魯迅と日本文学 : 漱石・鷗外から清張・春樹まで / 藤井省三著. -- 東京

大学出版会, 2015.8.

920.278/R62 一般図書

11008304 映画がつなぐ中国と日本 : 日中映画人インタビュー / 劉文兵著. -- 東方

書店, 2018.7.

778.21/R98 一般図書


