
映像化タイトル 書名タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号

ディストピア　パンドラの少女 パンドラの少女 Ｍ．Ｒ．ケアリー／著 東京創元社 F9 ｹｱ 111743837

トレインスポッティング トレインスポッティング アーヴィン・ウェルシュ／〔著〕 角川書店 F9 ｳｴ 110501293

オリエント急行殺人事件 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ／作 偕成社 F9 ｸﾘ 120106208

そして誰もいなくなった そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー／著 早川書房 F9 ｸﾘ 120256656

お嬢さん 荊の城　上 サラ・ウォーターズ／著 東京創元社 F9 ｳｵ 110945284

虐殺器官 虐殺器官 伊藤　計劃／著 早川書房 F1 ｲﾄ 110739398

結婚 結婚 井上　荒野／著 角川書店 F1 ｲﾉ 110871134

真昼の悪魔 真昼の悪魔 遠藤　周作／著 新潮社 F1 ｴﾝ 111836458

沈黙 沈黙 遠藤　周作／著 新潮社 F1 ｴﾝ 110914314

ユニバーサル広告社

～あなたの人生、売り込みます！～
オロロ畑でつかまえて 荻原　浩／著 集英社 F1 ｵｷ 110183837

ユニバーサル広告社

～あなたの人生、売り込みます！～
花のさくら通り 荻原　浩／著 集英社 F1 ｵｷ 110880119

愛を乞うひと 愛を乞うひと 下田　治美／〔著〕 角川書店 F1 ｼﾓ 110927035

月と雷 月と雷 角田　光代／著 中央公論新社 F1 ｶｸ 110881869

愚行録 愚行録 貫井　徳郎／著 東京創元社 F1 ﾇｸ 110688777

2017年

２０１７年、２０１８年に映画化・ドラマ化された本、 

また、２０１９年に映画化・ドラマ化予定の本を 

展示しています。 



居酒屋ふじ 居酒屋ふじ 栗山　圭介／〔著〕 講談社 F ｸﾘ 111870531

本日は、お日柄もよく 本日は、お日柄もよく 原田　マハ／著 徳間書店 F1 ﾊﾗ 110808755

妖怪アパートの幽雅な日常 妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月　日輪／〔著〕 講談社 F1 ｺｳ 120094149

破門　ふたりのヤクビョーガミ 破門 黒川　博行／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ｸﾛ 111669636

トットちゃん 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子／著 講談社 9146 ｸﾛ 111418273

警部補・碓氷弘一　～殺しのエチュード～ エチュード 今野　敏／著 中央公論新社 F1 ｺﾝ 110816683

沈黙法廷 沈黙法廷 佐々木　譲／著 新潮社 F1 ｻｻ 111760559

光 光 三浦　しをん／著 集英社 F1 ﾐｳ 110773793

母 母 三浦　綾子／著 角川書店 F1 ﾐｳ 110933827

女の勲章 女の勲章　上巻 山崎　豊子／著 新潮社 F1 ﾔﾏ 110988201

笑う招き猫 笑う招き猫 山本　幸久／著 集英社 F1 ﾔﾏ 110607082

関ヶ原 関ヶ原 司馬　遼太郎／著 新潮社 F1 ｼﾊ 111308821

暗黒女子 暗黒女子 秋吉　理香子／著 双葉社 F1 ｱｷ 111653739

恋妻家宮本 ファミレス 重松　清／著 日本経済新聞出版社 F1 ｼｹ 111650917

ブランケット・キャッツ ブランケット・キャッツ 重松　清／著 朝日新聞社 F1 ｼｹ 110754603

妻の女友達 妻の女友達 小池　真理子／著 集英社 F1 ｺｲ 111870234

ユリゴコロ ユリゴコロ 沼田　まほかる／著 双葉社 F1 ﾇﾏ 111584280

彼女がその名を知らない鳥たち 彼女がその名を知らない鳥たち 沼田　まほかる／著 幻冬舎 F1 ﾇﾏ 110720554

精霊の守り人 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 偕成社 F1 ｳｴ 110063062

ダイブ！！ ダイブ　１ 森　絵都／著 講談社 F1 ﾓﾘ 1 110117801

おんな城主直虎 おんな城主直虎　１ 森下　佳子／作 ＮＨＫ出版 F1 ﾄﾖ 1 111789475



夜は短し歩けよ乙女 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／〔著〕 角川書店 F1 ﾓﾘ 111457503

人間の証明 人間の証明 森村　誠一／〔著〕 角川書店 F1 ﾓﾘ 111556692

巨悪は眠らせない　特捜検事の標的 標的 真山　仁／著 文藝春秋 F1 ﾏﾔ 111779708

ひるね姫～知らないワタシの物語～ 小説ひるね姫 神山　健治／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ｶﾐ 111866893

マチ工場のオンナ 町工場の娘 諏訪　貴子／著 日経ＢＰ社 532 06 O4 111700639

僕らのごはんは明日で待ってる 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾　まいこ／著 幻冬舎 F1 ｾｵ 110882610

追憶 追憶 青島　武／著 小学館 F1 ｱｵ 111777751

北斗～ある殺人者の回心～ 北斗 石田　衣良／著 集英社 F1 ｲｼ 110892148

眠れぬ真珠 眠れぬ真珠 石田　衣良／著 新潮社 F1 ｲｼ 110691615

夕映え天使 夕映え天使 浅田　次郎／著 新潮社 F1 ｱｻ 110775020

やまない雨はない やまない雨はない 倉嶋　厚／著 文芸春秋 916 ｸﾗ 110555224

ポンチョに夜明けの風はらませて ポンチョに夜明けの風はらませて 早見　和真／著 祥伝社 F1 ﾊﾔ 111650891

櫻子さんの足下には死体が埋まっている　 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　〔１〕 太田　紫織／〔著〕 角川書店 F1 ｵｵ 1 111670816

ヒトヤノトゲ～獄の棘～ 獄の棘 大門　剛明／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ﾀｲ 111672309

陸王 陸王 池井戸　潤／著 集英社 F1 ｲｹ 111748885

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 池波　正太郎／著 新潮社 F1 ｲｹ 111185237

レミングスの夏 レミングスの夏 竹吉　優輔／著 講談社 F1 ﾀｹ 111690723

テミスの剣 テミスの剣 中山　七里／著 文藝春秋 F1 ﾅｶ 111695169

トリガール！ トリガール！ 中村　航／著 角川マガジンズ F1 ﾅｶ 110885159

ＰＴＡグランパ！ ＰＴＡグランパ！ 中澤　日菜子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ﾅｶ 111745675

この世にたやすい仕事はない この世にたやすい仕事はない 津村　記久子／著 日本経済新聞出版社 F1 ﾂﾑ 111726170



探偵はバーにいる 探偵はバーにいる 東　直己／著 早川書房 F1 ｱｽ 111555520

探偵少女アリサの事件簿 探偵少女アリサの事件簿 東川　篤哉／著 幻冬舎 F1 ﾋｶ 111698064

武曲　ＭＵＫＯＫＵ 武曲（むこく） 藤沢　周／著 文藝春秋 F1 ﾌｼ 110876570

バチカン奇跡調査官 バチカン奇跡調査官　〔１〕 藤木　稟／〔著〕 角川書店 F1 ﾌｼ 111574927

検証捜査 検証捜査 堂場　瞬一／著 集英社 F1 ﾄｳ 111656237

社長室の冬　～巨大新聞社を獲る男～ 社長室の冬 堂場　瞬一／著 集英社 F1 ﾄｳ 111761573

ウツボカズラの夢 ウツボカズラの夢 乃南　アサ／著 双葉社 F1 ﾉﾅ 110755964

しゃぼん玉 しゃぼん玉 乃南　アサ／著 朝日新聞社 F1 ﾉﾅ 111432043

感情７号線 感情８号線 畑野　智美／著 祥伝社 F1 ﾊﾀ 111725297

氷菓 氷菓 米沢　穂信／〔著〕 角川書店 F1 ﾖﾈ 111581815

貴族探偵 貴族探偵 麻耶　雄嵩／著 集英社 F1 ﾏﾔ 110801628

火花 火花 又吉　直樹／著 文藝春秋 F1 ﾏﾀ 111834487

勝手にふるえてろ 勝手にふるえてろ 綿矢　りさ／著 文芸春秋 F1 ﾜﾀ 110808698

サバイバルファミリー サバイバルファミリー 矢口　史靖／著 集英社 F1 ﾔｸ 111764478

セシルのもくろみ セシルのもくろみ 唯川　恵／著 光文社 F1 ﾕｲ 110795192

三匹のおっさん 三匹のおっさん 有川　浩／著 文芸春秋 F1 ｱﾘ 110779014

伊藤くんＡ　ｔｏ　Ｅ 伊藤くんＡ　ｔｏ　Ｅ 柚木　麻子／著 幻冬舎 F1 ﾕｽ 111658100

プラージュ プラージュ 誉田　哲也／著 幻冬舎 F1 ﾎﾝ 111723995

増山超能力師事務所～激情版は恋の味～ 増山超能力師事務所 誉田　哲也／著 文藝春秋 F1 ﾎﾝ 111649372

不機嫌な果実スペシャル ～３年目の浮気～ 不機嫌な果実 林　真理子／著 文芸春秋 F1 ﾊﾔ 110460763

忍びの国 忍びの国 和田　竜／著 新潮社 F1 ﾜﾀ 111574489



映像化タイトル 書名タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号

嘘を愛する女 嘘を愛する女 〔中江　和仁／脚本〕 徳間書店 F1 ｵｶ 111881652

モンテ・クリスト伯 モンテ・クリスト伯　上 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店 F9 ﾃﾕ 120115738

モンテ・クリスト伯 モンテ・クリスト伯　中 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店 F9 ﾃﾕ 120115092

モンテ・クリスト伯 モンテ・クリスト伯　下 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店 F9 ﾃﾕ 120115084

この世界の片隅に この世界の片隅に こうの　史代／原作 双葉社 F1 ﾏｲ 111856043

正義のセ 正義のセ　１ 阿川　佐和子／著 角川書店 F1 ｱｶ 1 111634994

琥珀の夢 琥珀の夢　上 伊集院　静／著 集英社 F1 ｲｼ 1 111787776

琥珀の夢 琥珀の夢　下 伊集院　静／著 集英社 F1 ｲｼ 2 111787784

探偵が早すぎる 探偵が早すぎる　上 井上　真偽／著 講談社 F1 ｲﾉ 1 111786083

探偵が早すぎる 探偵が早すぎる　下 井上　真偽／著 講談社 F1 ｲﾉ 2 111786091

ブラックペアン ブラックペアン１９８８ 海堂　尊／著 講談社 F1 ｶｲ 110744455

リピート～運命を変える１０カ月～ リピート 乾　くるみ／著 文芸春秋 F1 ｲﾇ 110640364

わろてんか わろてんか　上 吉田　智子／作 ＮＨＫ出版 F1 ｱｵ 1 111956397

わろてんか わろてんか　下 吉田　智子／作 ＮＨＫ出版 F1 ｱｵ 2 111956405

羊と鋼の森 羊と鋼の森 宮下　奈都／著 文藝春秋 F1 ﾐﾔ 111723300

女子的生活 女子的生活 坂木　司／著 新潮社 F1 ｻｶ 111752515

駐在刑事 駐在刑事 笹本　稜平／著 講談社 F1 ｻｻ 110698818

ビブリア古書堂の事件手帖 ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延／〔著〕 アスキー・メディアワークス F1 ﾐｶ 111594990

スマホを落としただけなのに スマホを落としただけなのに 志駕　晃／著 宝島社 F1 ｼｶ 111775110

検察側の罪人 検察側の罪人 雫井　脩介／著 文藝春秋 F1 ｼｽ 111656781

２０１８年



父と子の旅路 父と子の旅路 小杉　健治／著 双葉社 F1 ｺｽ 111872743

ペンギン・ハイウェイ ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦／著 角川書店 F1 ﾓﾘ 110801578

きらきら眼鏡 きらきら眼鏡 森沢　明夫／著 双葉社 F1 ﾓﾘ 111729273

ハゲタカ ハゲタカ　上 真山　仁／〔著〕 講談社 F1 ﾏﾔ 111620365

ハゲタカ ハゲタカ　下 真山　仁／〔著〕 講談社 F1 ﾏﾔ 111620357

ハゲタカ ハゲタカ　２上 真山　仁／〔著〕 講談社 F1 ﾏﾔ 111620373

ハゲタカ ハゲタカ　２下 真山　仁／〔著〕 講談社 F1 ﾏﾔ 111620340

〇〇な人の末路 泣き虫しょったんの奇跡 瀬川　晶司／著 講談社 796 N6 110911906

〇〇な人の末路 バカボンのパパよりバカなパパ 赤塚　りえ子／著 徳間書店 726 10 O0 110807658

〇〇な人の末路 うつヌケ 田中　圭一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ﾀﾅ 111775292

〇〇な人の末路 宝くじで１億円当たった人の末路 鈴木　信行／著 日経ＢＰ社 159 O7 111776159

万引き家族 万引き家族 是枝　裕和／著 宝島社 F1 ｺﾚ 111961199

コーヒーが冷めないうちに コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版 F1 ｶﾜ 111769931

億男 億男 川村　元気／著 マガジンハウス F1 ｶﾜ 111704227

黒書院の六兵衛 黒書院の六兵衛　上 浅田　次郎／著 日本経済新聞出版社 F1 ｱｻ 1 111661484

黒書院の六兵衛 黒書院の六兵衛　下 浅田　次郎／著 日本経済新聞出版社 F1 ｱｻ 2 111661492

ダブル・ファンタジー ダブル・ファンタジー 村山　由佳／著 文芸春秋 F1 ﾑﾗ 110775384

東京奇譚集 東京奇譚集 村上　春樹／著 新潮社 F1 ﾑﾗ 110673431

プリティが多すぎる プリティが多すぎる 大崎　梢／著 文藝春秋 F1 ｵｵ 110862935

下町ロケット 下町ロケット　〔３〕 池井戸　潤／著 小学館 F1 ｲｹ 3 111964516

空飛ぶタイヤ 空飛ぶタイヤ 池井戸　潤／著 実業之日本社 F1 ｲｹ 110718293

悪と仮面のルール 悪と仮面のルール 中村　文則／著 講談社 F1 ﾅｶ 110803632



ぬけまいる ぬけまいる 朝井　まかて／著 講談社 F1 ｱｻ 110892684

秋しぐれ 秋しぐれ 辻堂　魁／著 祥伝社 F1 ﾂｼ 111744017

遠き潮騒 遠き潮騒 辻堂　魁／著 祥伝社 F1 ﾂｼ 111870242

科野秘帖 科野秘帖 辻堂　魁／著 祥伝社 F1 ﾂｼ 111704110

夕影 夕影 辻堂　魁／著 祥伝社 F1 ﾂｼ 111853941

祈りの幕が下りる時 祈りの幕が下りる時 東野　圭吾／著 講談社 F1 ﾋｶ 111656765

終わった人 終わった人 内館　牧子／著 講談社 F1 ｳﾁ 111723870

つくもがみ貸します つくもがみ貸します 畠中　恵／著 角川書店 F1 ﾊﾀ 110744927

ファイヤーボール ファイヤーボール 富樫　倫太郎／著 祥伝社 F1 ﾄｶ 111650883

ｄｅｌｅ ｄｅｌｅ 本多　孝好／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ﾎﾝ 111779633

Ａではない君と Ａではない君と 薬丸　岳／著 講談社 F1 ﾔｸ 111723862

旅猫リポート 旅猫リポート 有川　浩／著 文藝春秋 F1 ｱﾘ 110894060

孤狼の血 孤狼の血 柚月　裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ﾕｽ 111722062

世界でいちばん長い写真 世界でいちばん長い写真 誉田　哲也／著 光文社 F1 ﾎﾝ 110808383

散り椿 散り椿 葉室　麟／著 角川書店 F1 ﾊﾑ 110864774

隠れ菊 隠れ菊　上巻 連城　三紀彦／著 新潮社 F1 ﾚﾝ 110709946

隠れ菊 隠れ菊　下巻 連城　三紀彦／著 新潮社 F1 ﾚﾝ 110709953

走れ！Ｔ校バスケット部 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎　洋／著 彩雲出版 F1 ﾏﾂ 110826039

手紙 手紙 東野　圭吾／著 毎日新聞社 F1 ﾋｶ 110570629

日日是好日 日日是好日 森下　典子／著 飛鳥新社 791 04 N2 110420882

真犯人 真犯人 翔田　寛／著 小学館 F1 ｼﾖ 111726923



映像化タイトル 書名タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号

今日も嫌がらせ弁当 今日も嫌がらせ弁当 ｔｔｋｋ／著 三才ブックス 596 4 O5 111711768

浮世の画家 浮世の画家 カズオ・イシグロ／著 早川書房 F9 ｲｼ 111790184

シー・ユー・アップ・ゼア（英語） 天国でまた会おう ピエール・ルメートル／著 早川書房 F9 ﾙﾒ 111726188

ヒックとドラゴン　３ ヒックとドラゴン　３ ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店 F9 ﾊﾄ 3 120303458

アイネクライネナハトムジーク アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎／著 幻冬舎 F1 ｲｻ 111693313

駅までの道をおしえて 駅までの道をおしえて 伊集院　静／著 講談社 H F1 ｲｼ 110640216

盗まれた顔～ミアタリ捜査班～ 盗まれた顔 羽田　圭介／著 幻冬舎 F1 ﾊﾀ 110892205

影踏み 影踏み 横山　秀夫／著 祥伝社 F1 ﾖｺ 110923349

愛がなんだ 愛がなんだ 角田　光代／著 メディアファクトリーダ・ヴィンチ編 F1 ｶｸ 110570637

楽園 犯罪小説集 吉田　修一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ﾖｼ 111756144

泣くな赤鬼 気をつけ、礼。 重松　清／著 新潮社 F1 ｼｹ 110768363

九月の恋と出会うまで 九月の恋と出会うまで 松尾　由美／著 新潮社 F1 ﾏﾂ 110731064

みかづき みかづき 森　絵都／著 集英社 F1 ﾓﾘ 111752960

まく子 まく子 西　加奈子／著 福音館書店 F1 ﾆｼ 111738076

孤高のメス 孤高のメス　第１巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 1 111887782

孤高のメス 孤高のメス　第２巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 2 111887774

孤高のメス 孤高のメス　第３巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 3 111887766

孤高のメス 孤高のメス　第４巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 4 111887758

孤高のメス 孤高のメス　第５巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 5 111887741

孤高のメス 孤高のメス　第６巻 大鐘　稔彦／〔著〕 幻冬舎 F1 ｵｵ 6 111887733

屍人荘の殺人 屍人荘の殺人 今村　昌弘／著 東京創元社 F1 ｲﾏ 111788246

Be With You ～いま、会いにゆきます いま、会いにゆきます 市川　拓司／著 小学館 F1 ｲﾁ 110945995

２０１９年



決算！忠臣蔵 「忠臣蔵」の決算書 山本　博文／著 新潮社 215 O2 111606703

七つの会議 七つの会議 池井戸　潤／著 日本経済新聞出版社 F1 ｲｹ 110892767

火口のふたり 火口のふたり 白石　一文／著 河出書房新社 F1 ｼﾗ 110893773

ばあばは、だいじょうぶ ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子／作 童心社 F1 ｸｽ 120114392

闇の歯車 藤沢周平全集　第１３巻 藤沢　周平／著 文芸春秋 F1 ﾌｼ 13 110149945

デッドエンドの思い出 デッドエンドの思い出 よしもと　ばなな／著 文芸春秋 F1 ﾖｼ 110588738

長いお別れ 長いお別れ 中島　京子／著 文藝春秋 F1 ﾅｶ 111714432

チア男子！！ チア男子！！ 朝井　リョウ／著 集英社 F1 ｱｻ 110812526

引っ越し大名（仮題） 引っ越し大名三千里 土橋　章宏／著 角川春樹事務所 F1 ﾄﾊ 111746343

マスカレード・ホテル マスカレード・ホテル 東野　圭吾／著 集英社 F1 ﾋｶ 110853108

パラレルワールド・ラブストーリー パラレルワールド・ラブストーリー 東野　圭吾／著 中央公論社 F1 ﾋｶ 111174363

フォルトゥナの瞳 フォルトゥナの瞳 百田　尚樹／著 新潮社 F1 ﾋﾔ 111693222

ダイナー ダイナー 平山　夢明／著 ポプラ社 F1 ﾋﾗ 110793031

マチネの終わりに マチネの終わりに 平野　啓一郎／著 毎日新聞出版 F1 ﾋﾗ 111741682

ポイズンドーター・ホーリーマザー ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ／著 光文社 F1 ﾐﾅ 111744728

家康、江戸を建てる 家康、江戸を建てる 門井　慶喜／著 祥伝社 F1 ｶﾄ 111736575

来る ぼぎわんが、来る 澤村　伊智／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F1 ｻﾜ 111726840

十二人の死にたい子どもたち 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁／著 文藝春秋 F1 ｳﾌ 111756185

SAMURAI MARATHON（仮題） 幕末まらそん侍 土橋　章宏／著 角川春樹事務所 F1 ﾄﾊ 111685921

燃えよ剣 燃えよ剣 司馬　遼太郎／著 文藝春秋 F1　ｼﾊ 111448445

蜜蜂と遠雷 蜜蜂と遠雷 恩田　陸／著 幻冬舎 F1 ｵﾝ 111755617

居眠り磐音 居眠り磐音 佐伯　泰英／著 双葉社 F1 ｻｴ 111448965

蜘蛛の巣を払う女 ミレニアム　４〔上〕 ダヴィド・ラーゲルクランツ／著 早川書房 F9 ﾐﾚ 4-1 111748778

蜘蛛の巣を払う女 ミレニアム　４〔下〕 ダヴィド・ラーゲルクランツ／著 早川書房 F9 ﾐﾚ 4-2 111748786


