
請求記号 タイトル 人名 映画/アニメ/ドラマタイトル

331 N6 ヤバい経済学 スティーヴン・Ｄ．レヴィット／〔著〕 ヤバい経済学

368 N8 死都ゴモラ ロベルト・サヴィアーノ／著 ゴモラ

916 ﾎｿ ツレがうつになりまして。 細川　貂々／著 ツレがうつになりまして。

F1 ｱｶ 三毛猫ホームズの推理 赤川　次郎／著 三毛猫ホームズの推理

F1 ｱｽ バーにかかってきた電話 東　直己／著 探偵はBARにいる

F1 ｱﾘ 阪急電車 有川　浩／著 阪急電車

F1 ｲﾄ 指輪をはめたい 伊藤　たかみ／著 指輪をはめたい

F1 ｲﾜ
もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネジメ
ント』を読んだら

岩崎　夏海／著
もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネジメン
ト』を読んだら

F1 ｶｲ ジーン・ワルツ 海堂　尊／著 ジーン・ワルツ

F1 ｶｸ 八日目の蝉 角田　光代／著 八日目の蝉

F1 ｶﾅ 王様ゲーム 金沢　伸明／著 王様ゲーム

F1 ｶﾜ 虹色ほたる 川口　雅幸／〔著〕 虹色ほたる

F1 ｸ ハードロマンチッカー グ　スーヨン／〔著〕 ハードロマンチッカー

F1 ｺﾝ 神南署安積班 今野　敏／著 ハンチョウ～神南署安積　班～ シリーズ4

F1 ｻﾀ アントキノイノチ さだ　まさし／著 アントキノイノチ

F1 ｻﾄ デンデラ 佐藤　友哉／著 デンデラ

F1 ｼﾖ 東京公園 小路　幸也／〔著〕 東京公園

F1 ｼﾝ アサシン 新堂　冬樹／著 アサシン

F1 ｼﾝ ギャングスタ 新堂　冬樹／著 ギャングスタ

F1 ﾀｶ 黄金を抱いて翔べ 高村　薫／著 黄金を抱いて翔べ

F1 ﾀｶ 八朔の雪 高田　郁／著 みをつくし料理帖

F1 ﾅｶ 軽蔑 中上　健次／著 軽蔑

F1 ﾅﾂ 神様のカルテ 夏川　草介／著 神様のカルテ

F1 ﾆｼ お菓子放浪記 西村　滋／作 エクレール・お菓子放浪記

F1 ﾋｶ 夜明けの街で 東野　圭吾／著 夜明けの街で

F1 ﾏｷ プリンセス・トヨトミ 万城目　学／著 プリンセス・トヨトミ

F1 ﾐｳ まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん／著 まほろ駅前多田便利軒

F1 ﾐｽ 少女たちの羅針盤 水生　大海／著 少女たちの羅針盤

F9 ｲｼ わたしを離さないで カズオ・イシグロ／著 わたしを離さないで

F9 ｺﾅ リンカーン弁護士　上 マイクル・コナリー／〔著〕

F9 ｺﾅ リンカーン弁護士　下 マイクル・コナリー／〔著〕

F9 ﾛﾈ サラの鍵 タチアナ・ド・ロネ／著 サラの鍵

２０１１年　映画・アニメ・ドラマになった本

リンカーン弁護士



請求番号 タイトル 人名 映画/アニメ/ドラマ タイトル

366 N4 １３歳のハローワーク 村上　竜／著 １３歳のハローワーク

368 N8 ＴＯＫＹＯ　０円ハウス０円生活 坂口　恭平／著 「ＭＹ　ＨＯＵＳＥ」

538 O1 小惑星探査機はやぶさ 川口　淳一郎／著 はやぶさ　遥かなる帰還

596 O1 花のズボラ飯うんま～いレシピ 久住　昌之／監修 花のズボラ飯

785 3 N4 ソウル・サーファー ベサニー・ハミルトン／著 ソウル・サーファー

908 ｾｶ 現代世界ノンフィクション全集　１２筑摩書房編集部／編 レ・ミゼラブル

936 ﾗｳ 脱出記 スラヴォミール・ラウイッツ／著
「ウエイバック－脱出６５００Ｋｍ
－」

F1 ｱｶ 毒（ポイズン） 赤川　次郎／著 毒（ポイズン）

F1 ｱｶ 三毛猫ホームズの推理 赤川　次郎／著 三毛猫ホームズの推理

F1 ｱｻ 桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ／著 「桐島、部活やめるってよ」

F1 ｱｿ 外事警察 麻生　幾／著 外事警察

F1 ｱﾔ Ａｎｏｔｈｅｒ 綾辻　行人／著 Ａnother　アナザー

F1 ｱﾘ 図書館戦争 有川　浩／著 「図書館戦争　革命のつばさ」

F1 ｲｹ 1 テンペスト　上

F1 ｲｹ 2 テンペスト　下

F1 ｲｻ フィッシュストーリー 伊坂　幸太郎／著 「ポテチ」

F1 ｲﾉ わが母の記 井上　靖／〔著〕 「わが母の記」

F1 ｳﾌ 天地明察 冲方　丁／著 天地明察

F1 ｳﾌ マルドゥック・スクランブル　排気 冲方　丁／著 マルドゥック・スクランブル 排気

F1 ｴﾐ 白磁の人 江宮　隆之／著 「道～白磁の人」

F1 ｵｶ つるかめ助産院 小川　糸／著 つるかめ助産院～南の島から～

F1 ｵｷ 愛しの座敷わらし 荻原　浩／著 ＨＯＭＥ　愛しの座敷わらし

F1 ｵｸ ガール 奥田　英朗／著 ガール

F1 ｵｸ 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉　光／著 妄想捜査～桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活

F1 ｶﾉ 七人の敵がいる 加納　朋子／著 七人の敵がいる！～ママたちのPTA奮闘記

F1 ｶﾜ 研修医純情物語 川淵　圭一／著 ３７歳で医者になった僕～研修医純情物語

F1 ｷｼ 鍵のかかった部屋 貴志　祐介／著 鍵のかかった部屋

F1 ｷｼ 1 新世界より　上

F1 ｷｼ 2 新世界より　下

F1 ｺﾝ 神南署安積班 今野　敏／著 ハンチョウ５～警視庁安積班～

F1 ｻｸ 終の信託 朔　立木／著 終の信託

F1 ｻｸ 伏 桜庭　一樹／著 伏　鉄砲娘の捕物帳

F1 ｻﾄ 彼女について知ることのすべて 佐藤　正午／著 彼女について知ることのすべて

F1 ｼｲ ぱいかじ南海作戦 椎名　誠／著 ぱいかじ南海作戦

F1 ｽｽ エス 鈴木　光司／著 「貞子３D」

F1 ﾀｶ 黄金を抱いて翔べ 高村　薫／著 黄金を抱いて翔べ

F1 ﾀｶ だましゑ歌麿 高橋　克彦／著 だましゑ歌麿Ⅱ

F1 ﾀｶ トッカン 高殿　円／著 トッカン　特別国税徴収官

２０１２年　映画・アニメ・ドラマになった本

池上　永一／著 劇場版　テンペスト－３D－

貴志　祐介／著 新世界より　



F1 ﾀｷ 田舎の刑事の趣味とお仕事 滝田　務雄／著 デカ黒川鈴木

F1 ﾀﾅ 人類は衰退しました

F1 ﾀﾅ 2 人類は衰退しました　２

F1 ﾀﾅ 3 人類は衰退しました　３

F1 ﾂｼ セイジ 辻内　智貴／著 セイジ　陸の魚

F1 ﾂｼ 本日は大安なり 辻村　深月／著 本日は大安なり

F1 ﾆｼ 苦役列車 西村　賢太／著 苦役列車

F1 ﾆｼ 偽物語　上

F1 ﾆｼ 偽物語　下

F1 ﾆﾚ プラチナタウン 楡　周平／著 プラチナタウン

F1 ﾉﾅ 凍える牙 乃南　アサ／著 凍える牙

F1 ﾊﾀ ダーティ・ママ！ 秦　建日子／著 ダーティ・ママ！

F1 ﾊﾗ 1 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！　前編

F1 ﾊﾗ 2 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！　後編

F1 ﾋｶ あの頃の誰か 東野　圭吾／著 東野圭吾ミステリーズ

F1 ﾎﾝ ストロベリーナイト 誉田　哲也／著 ストロベリーナイト

F1 ﾎﾝ ヒトリシズカ 誉田　哲也／著 ヒトリシズカ

F1 ﾐﾁ カラスの親指 道尾　秀介／著 カラスの親指

F1 ﾐﾅ 往復書簡 湊　かなえ／著 「北のカナリアたち」

F1 ﾐﾔ ステップファザー・ステップ 宮部　みゆき／〔著〕 ステップファザー・ステップ

F1 ﾔｽ たぶらかし 安田　依央／著 たぶらかし－代行女優業・ﾏｷｰ

F1 ﾔﾏ ×ゲーム 山田　悠介／著 ×ゲーム

F1 ﾔﾏ ブレーキ 山田　悠介／著 「ビンゴ」

F1 ﾔﾏ リアル鬼ごっこ 山田　悠介／著 リアル鬼ごっこ

F1 ﾔﾏ 1 運命の人　１ 山崎　豊子／著 運命の人

F1 ﾖｺ 臨場 横山　秀夫／著 「臨場・劇場版」

F1 ﾖﾈ 氷菓 米沢　穂信／〔著〕 氷菓

F1 ﾚﾝ 恋文 連城　三紀彦／著 「私の叔父さん」

F1 ﾜﾀ のぼうの城 和田　竜／著 「のぼうの城」

F9 ｸﾙ サーカス象に水を サラ・グルーエン／著 恋人たちのパレード

F9 ｺﾝ トガニ 孔　枝泳／著 「トガニ　幼き瞳の告発」

F9 ﾄｲ シャーロック・ホームズ全集　６ アーサー・コナン・ドイル／著 シャーロック・ホームズの帰還

F9 ﾄﾙ ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作 「ホビット　思いがけない冒険」

F9 ﾄﾝ ラム・ダイアリー ハンター・Ｓ．トンプソン／著 ラム・ダイアリー

F9 ﾒｲ 4 トワイライト　４ ステファニー・メイヤー／著 「トワイライト・サーガブレイキング・ドーンPart2

F9 ﾓﾊ 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ／著 「戦火の馬」

F9 ﾗｿ 1 ミレニアム　１〔上〕 スティーグ・ラーソン／著 ミレミニアム　ドラゴン・タトゥーの女

B F1 ｶﾜ 聖なる怪物たち 河原　れん／〔著〕 聖なる怪物たち

B F1 ﾀｶ 八朔の雪 高田　郁／著 ﾄﾞﾗﾏスペシャル　みをつくし料理帖

F1 ﾋｶ 麒麟の翼 東野　圭吾／著 麒麟の翼　劇場版　新参者

Ｆ１　ミヤ パーフェクトブルー／心をとかすような 宮部　みゆき／〔著〕 宮部みゆきミステリー　「パーフェクトブルー」

西尾　維新／著 偽物語

原　ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのだ・だ・だ・だい
ぼうけん！

田中　ロミオ／〔著〕 人類は衰退しました



請求記号 タイトル 人名 映画タイトル

369 31 O1遺体 石井　光太／著 遺体

625 N8 奇跡のリンゴ 石川　拓治／著 奇跡のリンゴ

F1 ｱﾘ 県庁おもてなし課 有川　浩／著 県庁おもてなし課

F1 ｲｼ 生死刻々 石原　慎太郎／著 生死刻々

F1 ｲﾉ つやのよる 井上　荒野／著 つやのよる

F1 ｶﾜ 渾身 川上　健一／著 渾身

F1 ｼﾕ 脳男 首藤　瓜於／〔著〕 脳男

F1 ｾｲ 爆心 青来　有一／著 爆心

F1 ｾﾉ 少年Ｈ　上巻

F1 ｾﾉ 少年Ｈ　下巻

F1 ﾅｶ さよならドビュッシー 中山　七里／著 さよならドビュッシー

F1 ﾅｶ １００回泣くこと 中村　航／著 １００回泣くこと

F1 ﾆｼ きいろいゾウ 西　加奈子／著 きいろいゾウ

F1 ﾋｶ 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉／著 謎解きはディナーのあとで

F1 ﾋｶ プラチナデータ 東野　圭吾／著 プラチナデータ

F1 ﾋｶ 真夏の方程式 東野　圭吾／著 真夏の方程式

F1 ﾋﾔ 永遠の０ 百田　尚樹／〔著〕 永遠の０

F1 ﾎｼ 俺俺 星野　智幸／著 俺俺

F1 ﾎﾝ ストロベリーナイト 誉田　哲也／著 ストロベリーナイト

F1 ﾐｳ 舟を編む 三浦　しをん／著 舟を編む

F1 ﾐﾀ 清須会議 三谷　幸喜／著 清須会議

F1 ﾐﾔ 1 草原の椅子　上

F1 ﾐﾔ 2 草原の椅子　下

F1 ﾖｼ 横道世之介 吉田　修一／著 横道世之介

F9 ﾃﾘ コズモポリス ドン・デリーロ／著 コズモポリス

F9 ﾌｲ グレート・ギャツビー スコット・フィッツジェラルド／著 華麗なるギャツビー

H F1 ﾀﾅ 共喰い 田中　慎弥／著 共喰い

妹尾　河童／著 少年H

宮本　輝／著 草原の椅子

２０１３年　映画・アニメ・ドラマになった本


