
請求記号 タイトル 著者 出版者

1 147 O8 恐い間取り 松原　タニシ 二見書房 映画「事故物件　恐い間取り」

2 304 N0 美と共同体と東大闘争 三島　由紀夫 角川書店 映画「三島由紀夫VS東大全共闘50年目の真実」

3 331 82 O4 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 映画「２１世紀の資本」

4 49 O6 1 人体のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 映画「人体のサバイバル」

5 490 15 O7 痛くない死に方 長尾　和宏 ブックマン社 映画「痛くない死に方」

6 519 O4 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ／述 汐文社 映画「ムヒカ　世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ」

7 543 5 O2 死の淵を見た男 門田　隆将 ＰＨＰ研究所 映画「Fukushima50　ﾌｸｼﾏ　ﾌｨﾌﾃｨ」

8 626 14 O7 生ごみ先生が教える「元気野菜づくり」超入門 吉田　俊道 東洋経済新報社 映画「いただきます　ここは、発酵の楽園」

9 726 1 O5 1 はたらく細胞　０１ 清水　茜 講談社 映画「はたらく細胞！！」

10 726 N5 きょうの猫村さん　１～３ ほし　よりこ マガジンハウス ドラマ「きょうの猫村さん」

11 9126 ｹﾝ 12 現代日本戯曲大系　１２ 三一書房編集部 三一書房 映画「プレーム兄貴、王になる」

12 918 ｼﾖ 昭和文学全集　２０ 角川書店 映画「河童Ⅱ〜But,we have to rest.」

13 918 ﾀｻ 9 太宰治全集　９ 太宰　治 筑摩書房 映画「グッド・バイ　嘘からはじまる人生喜劇」

14 918 ﾔﾏ 11 山本周五郎全集　第１１巻 山本　周五郎 新潮社 ドラマ「赤ひげ３」

15 929 ﾀｺ タゴール詩集 ラビーンドラナート・タゴール 弥生書房 映画「ダゴール・ソングス」

16 931 ｴﾘ 袋鼠親爺の手練猫名簿 Ｔ．Ｓ．エリオット 評論社 映画「キャッツ」

17 F1 ｲｹ 銀翼のイカロス 池井戸　潤 ダイヤモンド社 ドラマ「半沢直樹」

18 F1 ｲｹ ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 ダイヤモンド社 ドラマ「半沢直樹」

19 F1 ｲﾉ ハラスメントゲーム 井上　由美子 河出書房新社 ドラマ「ハラスメントゲーム　秋津VSカトクの女」

20 F1 ｲﾏ 星の子 今村　夏子 朝日新聞出版 映画「星の子」

21 F1 ｸﾎ やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄 集英社 ドラマ「やめるときも、すこやかなるときも」

22 F1 ｻｻ 尾根を渡る風 笹本　稜平 講談社 ドラマ「駐在刑事 Season2 」

23 F1 ｻｻ 駐在刑事 笹本　稜平 講談社 ドラマ「駐在刑事 Season2 」

24 F1 ｼｵ 罪の声 塩田　武士 講談社 映画「罪の声」

25 F1 ｼｶ スマホを落としただけなのに　囚われの殺人鬼 志駕　晃 宝島社 映画「スマホを落としただけなのに　囚われの殺人鬼」

26 F1 ｼｹ ステップ 重松　清 中央公論新社 映画「ステップ」

27 F1 ｼﾊ 燃えよ剣 司馬　遼太郎 文芸春秋 映画「燃えよ剣」
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28 F1 ｼﾏ Ｒｅｄ 島本　理生 中央公論新社 映画「Red」

29 F1 ｼﾗ 2 竜の道　〔２〕 白川　道 幻冬舎 ドラマ「竜の道　二つの顔の復讐者」

30 F1 ｼﾗ 一億円のさようなら 白石　一文 徳間書店 ドラマ「一億円のさようなら」

31 F1 ｼﾗ 竜の道　飛翔篇 白川　道 講談社 ドラマ「竜の道　二つの顔の復讐者」

32 F1 ｽﾐ 青くて痛くて脆い 住野　よる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映画「青くて痛くて脆い」

33 F1 ﾀｲ 不協和音　１・２ 大門　剛明 ＰＨＰ研究所 ドラマ「不協和音 炎の刑事VS氷の検事」

34 F1 ﾀｶ 花だより 高田　郁 角川春樹事務所 映画「みをつくし料理帖」

35 F1 ﾀﾅ ジョゼと虎と魚たち 田辺　聖子 角川書店 映画「ジョゼと虎と魚たち」

36 F1 ﾁﾈ 仮面病棟 知念　実希人 実業之日本社 映画「仮面病棟」

37 F1 ﾂｼ 朝が来る 辻村　深月 文藝春秋 映画「朝が来る」

38 F1 ﾂｼ 天空の鷹 辻堂　魁 祥伝社 ドラマ「そろばん侍 風の市兵衛SP～天空の鷹～」

39 F1 ﾄﾛ おしりたんてい　いせきからのＳＯＳ トロル ポプラ社 映画「おしりたんてい　テントウムシいせきのなぞ」

40 F1 ﾅｶ 教場１・２ 長岡　弘樹 小学館 ドラマ「教場（きょうじょう）」

41 F1 ﾅｶ 銃 中村　文則 新潮社 映画「銃」

42 F1 ﾅｶ セイレーンの懺悔 中山　七里 小学館 ドラマ「セイレーンの懺悔」

43 F1 ﾅｶ 夜がどれほど暗くても 中山　七里 角川春樹事務所 ドラマ「夜がどれほど暗くても」

44 F1 ﾅｶ 連続殺人鬼カエル男 中山　七里 宝島社 ドラマ「連続殺人鬼カエル男」

45 F1 ﾆｲ ごんぎつね 新美　南吉 岩波書店 映画「ごん-GON,the LITTLE FOX-」

46 F1 ﾆｼ 草津逃避行 西村　京太郎 徳間書店 ドラマ「西村京太郎トラベルミステリー71」

47 F1 ﾆｼ さくら 西　加奈子 小学館 映画「さくら」

48 F1 ﾇｸ 微笑む人 貫井　徳郎 実業之日本社 ドラマ「微笑む人」

49 F1 ﾇﾏ 影裏 沼田　真佑 文藝春秋 映画「影裏」

50 F1 ﾉﾅ 宇宙でいちばんあかるい屋根 野中　ともそ ポプラ社 映画「宇宙でいちばんあかるい屋根」

51 F1 ﾊﾀ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子 河出書房新社 映画「サイレント・トーキョーＡｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ」

52 F1 ﾊﾑ 螢草 葉室　麟 双葉社 ドラマ「 螢草 菜々の剣」

53 F1 ﾊﾔ 糸 林　民夫 幻冬舎 映画「糸」

54 F1 ﾊﾔ トップナイフ 林　宏司 河出書房新社 ドラマ「 トップナイフ─天才脳外科医の条件─」

55 F1 ﾋｶ 危険なビーナス 東野　圭吾 講談社 ドラマ「危険なビーナス」

56 F1 ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 偕成社 映画「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　つりたい焼き」

57 F1 ﾌｶ 1 ＰＳＹＣＨＯ－ＰＡＳＳ　上・下 深見　真 マッグガーデン 映画「PSYCHO-PASS サイコパス ３ FIRST INSPECTOR」
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58 F1 ﾌｼ 又蔵の火 藤沢　周平 文芸春秋 映画「帰郷」

59 F1 ﾏｷ バベル九朔 万城目　学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ドラマ「バベル九朔」

60 F1 ﾏﾀ 劇場 又吉　直樹 新潮社 映画「劇場」

61 F1 ﾐﾅ ディア・ペイシェント 南　杏子 幻冬舎 ドラマ「ディア・ペイシェント～絆のカルテ～」

62 F1 ﾐﾔ 静かな雨 宮下　奈都 文藝春秋 映画「静かな雨」

63 F1 ﾖｺ Ｋ２ 横関　大 講談社 ドラマ「キワドい2人-K2-　池袋署刑事課神崎・黒木」

64 F1 ﾖｺ ルパンの星 横関　大 講談社 ドラマ「ルパンの娘　第2シリーズ」

65 F1 ﾖｼ 路（ルウ） 吉田　修一 文藝春秋 ドラマ「路（ルウ）～台湾エクスプレス～」

66 F9 ｳｵ ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ フレーベル館 映画「恐竜が教えてくれたこと」

67 F9 ｵﾄ 機関車トーマス ウィルバート・オードリー ポプラ社 映画「きかんしゃトーマス　チャオ！とんでうたってディスカバリー！！」

68 F9 ｵﾙ 1 若草物語　上・下 ルイザ・メイ・オルコット 岩波書店 映画「ストーリー・オブ・マイライフ　わたしの若草物語」

69 F9 ｾﾙ ドン・キホーテ セルバンテス 岩波書店 映画「テリー・ギリアムのドン・キホーテ」

70 F9 ﾌ 中国の不思議な物語 蒲　松齢 偕成社 映画「ナイト・オブ・シャドー　魔法拳」

71 F9 ﾌﾗ 1 インフェルノ　上・下 ダン・ブラウン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映画「9人の翻訳家　囚われたベストセラー」

72 F9 ﾛﾌ ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング アスキー・メディアワークス 映画「ドクター・ドリトル」

請求記号 タイトル 著者 出版者

1 726 1 O2 1 るろうに剣心　１〜３ 和月　伸宏 集英社 映画「るろうに剣心　最終章 The Beginning」

2 F1 ｲﾌ カンパニー 伊吹　有喜 新潮社 ドラマ「 カンパニー」

3 F1 ｳｴ 1 鹿の王　上・下 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映画「 鹿の王」

4 F1 ｳｴ 鹿の王　水底の橋 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映画「 鹿の王」

5 F1 ｶｷ 老後の資金がありません 垣谷　美雨 中央公論新社 映画「老後の資金がありません！」

6 F1 ｼｵ 騙し絵の牙 塩田　武士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映画「騙し絵の牙」

7 F1 ｼﾊ 峠 司馬　遼太郎 新潮社 映画「峠最後のサムライ」

8 F1 ｼﾏ ファーストラヴ 島本　理生 文藝春秋 映画「ファーストラヴ」

9 F1 ﾅﾂ 神様のカルテ１～３ 夏川　草介 小学館 ドラマ「神様のカルテ」

10 F1 ﾊﾗ キネマの神様 原田　マハ 文芸春秋 映画「キネマの神様」

11 F1 ﾔﾏ あのこは貴族 山内　マリコ 集英社 映画「 あのこは貴族」

12 F1 ﾖｼ 太陽は動かない 吉田　修一 幻冬舎 映画「太陽は動かない」
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