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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

50004124 乱世備忘 : 僕らの雨傘運動 / チャン ジーウン監督. -- マグザム(発売 販
売), 2016.

DV778/R 視聴覚資料

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

50003904 海角七号 : 君想う、国境の南 / 魏徳聖監督・脚本・製作 ; 頼慧娟, 牛奶編
集. -- Maxam (発売・販売), c2008. v.

DV778/K トピック
コーナー

50003745 覇王別姫 / 李碧華原著・統籌 ; 李碧華, 盧葦編劇 ; 陳凱歌導演. -- アス
ミック (発売), c1993. -- (アスミックタイトル\1,280 (税込) シリーズ ; .
ドラマ||ドラマ). v.

DV778/S 視聴覚資料

50004016 セデック・バレ = Seediq Bale / ウェイ・ダーション監督・脚本. -- マク
ザム (発売・販売), c2011.

DV778/S 視聴覚資料

50003993 活 (い) きる / チャン・イーモウ監督 ; ユイ・ホア, ルー・ウェイ脚本 ;
ユイ・ホア原作 ; コウ・フォン, クリストフ・ツェン製作総指揮 ; チ
ウ・フーション製作. -- 特別版. -- 角川書店 (発売), [2002]. -- (Kadokawa
DVD). v.

DV778/I 視聴覚資料

50004024 鬼が来た! / チアン・ウェン監督・共同脚本 ; ユウ・フォンウェイ原作・
脚本 ; シー・チエンチュアン, シュー・ピン共同脚本. -- パイオニアLDC

  

DV778/O 視聴覚資料

50004105 淡淡幽情 / 鄧麗君. -- トーラスレコード, 1995. s. D767/T トピック
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

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,
ビル・コンプロデューサー ; 降旗康男日本編監督. -- 東宝 (発売),
2006.9. -- (DVD Toho).

DV778/T トピック
コーナー

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

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

50004125 アイ・ウェイウェイは謝らない / アリソン・クレイマン監督. -- キノ
フィルムズ (発売), 2014.5, c2012. v.

DV778/A 視聴覚資料

50004023 Fist of fury = ドラゴン怒りの鉄拳 / ロー・ウェイ監督・脚本. -- デジタ
ル・リマスター版. -- ツイン (発売), c2010. v.

DV778/D 視聴覚資料

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

50004197 十年 / クオック・ジョン[ほか]監督. -- ハピネット(販売), c2017. v. DV778/J 視聴覚資料
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