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和書 著作 わたしを離さないで カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳 徳:2階書架B18 933.7-Is 0244758

著作収載
短篇コレクション : Collected stories, 2 （「日の
暮れた村」収載）

徳:2階書架B15
908-Se-Ⅲ-

06
0241299

和書 著作 日の名残り カズオ・イシグロ 著 ; 土屋政雄 訳 香:3階書架A2 933-Is 4164257

著作 日の名残り 7版 カズオ・イシグロ 著 ; 土屋政雄 訳 香:3階書架A2 933-I 4105201

著作 日の名残り カズオ・イシグロ 著 ; 土屋 政雄 訳 香:地下書庫 913.6-I 4059811

著作 わたしを離さないで カズオ・イシグロ 著 ; 土屋政雄 訳 香:3階書架A2 933-Is 4197793

著作 わたしを離さないで カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳 香:3階書架A2 933-Is 4222144

著作 わたしたちが孤児だったころ
カズオ・イシグロ 著 ; 入江真佐子
訳

香:3階書架A2 933-Is 4162699

著作 わたしたちが孤児だったころ
カズオ・イシグロ 著 ; 入江真佐子
訳

香:3階書架A2 933-Is 4162365

著作
遠い山なみの光 : 『女たちの遠い夏』(筑摩書房
1994年刊)の改題

カズオ・イシグロ 著 ; 小野寺健 訳 香:3階書架A2 933-Is 4164258

著作 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳 香:3階書架A1 933.7-Is 4233598

著作収載
しみじみ読むイギリス・アイルランド文学(「ある
家族の夕餉」収載)

阿部公彦編 ; 岩田美喜 [ほか] 訳 香:3階書架A1 933.7-Ab 4227832

関連書
カズオ・イシグロ : 「日本」と「イギリス」の間
から

荘中孝之著 香:3階書架A2 930.28-Is 4222932

関連書 カズオ・イシグロ : 境界のない世界 平井杏子著 香:3階書架A2 930.28-Is 4218975

洋書 著作 The remains of the day. Ishiguro, Kazuo. 香:3階書架B2 933-I 6059142

著作 The remains of the day. Ishiguro, Kazuo. 香:3階書架B2 933-I 6058194

著作 The Remains of the day. Ishiguro, Kazuo. 香:地下書庫 933-Is 6075662

著作 A pale view of hills. Ishiguro, Kazuo. 香:地下書庫 933-Is 6076224

著作 Never let me go. Ishiguro, Kazuo. 香:3階書架B2 933-Is 6077823

関連書
Facticity, poverty and clones : on Kazuo
Ishiguro's Never let me go.

Willems, Brian. 香:3階書架B2 933-Is 6089386

関連書 Kazuo Ishiguro in a global context.
Cynthia F. Wong and Hülya
Yildiz(eds.)

香:3階書架B4 930.28-Is 6079276

関連書 Kazuo Ishiguro.
Matthews, Sean. ed. ; Groes,
Sebastian. ed.

香:3階書架B4 930.28-Is 6089219

関連書 Kazuo Ishiguro. Wong, Cynthia F. 香:3階書架B4 930.28-Is 6071435

関連書 Kazuo Ishiguro. Lewis, Barry. 香:3階書架B4 930.28-Is 6071379

関連書 Understanding Kazuo Ishiguro. Shaffer, Brian W. 香:3階書架B5 930.2-Is 6067624

映像
「Writers talk ideas of our time, Vol 20. :
Kazuo Ishiguro」VHSテープ

香:1階視聴覚 900 KVT00535

映画「日の名残り」VHSテープ
出演:アンソニー ホプキンズ,  エマ
トンプソン

香:地下書庫 900 KVT04410

映画「わたしを離さないで」DVD
出演:キャリー マリガン, アンド
リュー ガーフィールド

香:
1階カウンター

770-W KDVD1730

ドラマ「わたしを離さないで」DVD6枚 出演:綾瀬はるか, 三浦春馬
香:

1階カウンター
770-Wa KDVD2758

香川キャンパス カズオ･イシグロ関連の蔵書

徳島キャンパス カズオ･イシグロ関連の蔵書


