
　映像化された本・される本　2013-2014

映像化された本 2013
請求記号 本のタイトル 映像化タイトル 著者

289 ｼﾖ スティーブ・ジョブズ　１
289 ｼﾖ スティーブ・ジョブズ　２

289 ﾘﾝ リンカン　上

289 ﾘﾝ リンカン　下

369 31 O1 遺体 遺体　明日への十日間 石井　光太／著
596 O0 体脂肪計タニタの社員食堂 体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ／著
625 21 N8 奇跡のリンゴ 奇跡のリンゴ 石川　拓治／著
699 67 O3 八重の桜　前編 八重の桜

778 77 M9 宇宙戦艦ヤマト伝説 宇宙戦艦ヤマト2199
松本　零士／原
作

9115 ｼﾊ くじけないで くじけないで 柴田　トヨ／著
9146 ﾌｼ コスモスの影にはいつも誰かが隠れている あなたに似た誰か 藤原　新也／著
916 ｵｶ ペコロスの母に会いに行く ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一／著
F1 ｱｽ 探偵はひとりぼっち 探偵はＢＡＲにいる２ 東　直己／著

F1 ｱﾏ よろず占い処陰陽屋へようこそ
よろず占い処
陰陽屋へようこそ

天野　頌子／著

F1 ｱﾘ 県庁おもてなし課 県庁おもてなし課 有川　浩／著
F1 ｱﾘ 空飛ぶ広報室 空飛ぶ広報室 有川　浩／著
F1 ｱﾘ 図書館戦争 図書館戦争 有川　浩／著

F1 ｲｹ 雲霧仁左衛門　前編
雲霧仁左衛門
（くもきりにざえもん）

池波　正太郎／
著

F1 ｲｹ 七つの会議 七つの会議 池井戸　潤／著

F1 ｲｼ 生死刻々 青木ケ原
石原　慎太郎／
著

F1 ｲﾉ つやのよる つやのよる 井上　荒野／著
F1 ｲﾌ 四十九日のレシピ 四十九日のレシピ 伊吹　有喜／著
F1 ｲﾘ 1 神さまのいない日曜日　１
F1 ｲﾘ 2 神さまのいない日曜日　２

F1 ｲﾜ チャイ・コイ チャイコイ
岩井　志麻子／
著

F1 ｴｸ 神様のボート 神様のボート 江国　香織／著
F1 ｵｵ 真夜中のパン屋さん 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子／著
F1 ｵｷ ＲＤＧ ＲＤＧ 荻原　規子／著

ウォルター・アイ
ザックソン／著
ドリス・カーン
ズ・グッドウィン
/著

入江　君人／著

リンカーン

神さまのいない日曜日

スティーブ・ジョブズ
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請求記号 本のタイトル 映像化タイトル 著者
F1 ｶｲ 極北ラプソディ 極北ラプソディ 海堂　尊／著
F1 ｶｼ ダブルトーン ダブルトーン　～2人のユミ～ 梶尾　真治／著
F1 ｶｾ いちばん嫌な敵 いちばん嫌な敵
F1 ｶｾ 妻は、くノ一 妻は、くノ一
F1 ｶﾜ 渾身 渾身　ＫＯＮ－ＳＨＩＮ 川上　健一／著
F1 ｷｳ 藁の楯 藁の楯 木内　一裕／著

F1 ｷﾀ 「また、必ず会おう」と誰もが言った。
「また、必ず会おう」と誰もが
言った。

喜多川　泰／著

F1 ｺｲ 恋 恋
小池　真理子／
著

F1 ｺｼ 陽だまりの彼女 陽だまりの彼女
越谷　オサム／
著

F1 ｺﾝ 確証 確証～警視庁捜査3課 今野　敏／著
F1 ｺﾝ 神南署安積班 ハンチョウ～警視庁安積班～ 今野　敏／著
F1 ｻﾄ 女信長 女信長 佐藤　賢一／著
F1 ｻﾄ 身の上話 書店員ミチルの身の上話 佐藤　正午／著

F1 ｼｪ 1 あさきゆめみし　上 あさきゆめみし
ジェームス三木
／著

F1 ｼｹ とんび とんび 重松　清／著
F1 ｼﾕ 脳男 脳男 首藤　瓜於／著
F1 ｼﾖ 東京バンドワゴン 東京バンドワゴン 小路　幸也／著
F1 ｼﾝ あぽやん 新野　剛志／著
F1 ｼﾝ 恋する空港 新野　剛志／著

F1 ｽｽ 芸人交換日記 ボクたちの交換日記
鈴木　おさむ／
著

F1 ｾｲ 爆心 爆心 青来　有一／著
F1 ｾﾉ 少年Ｈ　上巻 妹尾　河童／著
F1 ｾﾉ 少年Ｈ　下巻 妹尾　河童／著
F1 ﾀｶ 1 火怨　上 高橋　克彦／著
F1 ﾀｶ 2 火怨　下 高橋　克彦／著
F1 ﾀﾆ 余命 余命 谷村　志穂／著
F1 ﾂﾓ 塚原卜伝十二番勝負 塚原ト伝 津本　陽／著
F1 ﾃﾗ ぼくは王さま ぼくは王さま 寺村　輝夫／作
F1 ﾅｶ さよならドビュッシー さよならドビュッシー 中山　七里／著
F1 ﾅｶ １００回泣くこと １００回泣くこと 中村　航／著

F1 ﾅﾅ ナナイロノコイ 愛してる、愛してない
江国　香織／
〔ほか著〕

F1 ﾆｼ きいろいゾウ きいろいゾウ 西　加奈子／著

風野　真知雄／
著

火怨・北の英雄アテルイ伝

少年Ｈ

あぽやん～走る国際空港
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請求記号 本のタイトル 映像化タイトル 著者
F1 ﾉﾅ いつか陽のあたる場所で 乃南　アサ／著
F1 ﾉﾅ すれ違う背中を 乃南　アサ／著
F1 ﾋｶ ガリレオの苦悩 東野　圭吾／著
F1 ﾋｶ 虚像の道化師 東野　圭吾／著
F1 ﾋｶ 禁断の魔術 東野　圭吾／著
F1 ﾋｶ 聖女の救済 東野　圭吾／著
F1 ﾋｶ 謎解きはディナーのあとで 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉／著
F1 ﾋｶ プラチナデータ プラチナデータ 東野　圭吾／著
F1 ﾋｶ 真夏の方程式 真夏の方程式 東野　圭吾／著

F1 ﾋﾒ 受難 受難
姫野　カオルコ
／著

F1 ﾋﾔ 永遠の０ 永遠の０ 百田　尚樹／著
F1 ﾋﾔ モンスター モンスター 百田　尚樹／著
F1 ﾌｸ 怪物 怪物 福田　和代／著
F1 ﾎｼ 俺俺 俺俺 星野　智幸／著
F1 ﾎﾝ 家族ゲーム 家族ゲーム 本間　洋平／著
F1 ﾎﾝ ストロベリーナイト ストロベリーナイト 誉田　哲也／著

F1 ﾐｳ 舟を編む 舟を編む
三浦　しをん／
著

F1 ﾐｳ まほろ駅前番外地 まほろ駅前番外地
三浦　しをん／
著

F1 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延／著
F1 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖　２ 三上　延／著
F1 ﾐｶ 3 ビブリア古書堂の事件手帖　３ 三上　延／著
F1 ﾐﾀ 清須会議 清須会議 三谷　幸喜／著
F1 ﾐﾅ 花の鎖 花の鎖 湊　かなえ／著
F1 ﾐﾅ 夜行観覧車 夜行観覧車 湊　かなえ／著

F1 ﾐﾔ 小暮写真館 小暮写真館
宮部　みゆき／
著

F1 ﾐﾔ 1 草原の椅子　上 宮本　輝／著
F1 ﾐﾔ 2 草原の椅子　下 宮本　輝／著

F1 ﾓﾘ 有頂天家族 有頂天家族
森見　登美彦／
著

F1 ﾔｸ 刑事のまなざし 刑事のまなざし 薬丸　岳／著
F1 ﾔﾏ 利休にたずねよ 利休にたずねよ 山本　兼一／著
F1 ﾖｼ さよなら渓谷 さよなら渓谷 吉田　修一／著
F1 ﾖｼ 横道世之介 横道世之介 吉田　修一／著
F1 ﾜﾀ 雲の階段　上
F1 ﾜﾀ 雲の階段　下

渡辺　淳一／著

草原の椅子　

ガリレオ２

雲の階段

ビブリア古書堂の事件手帖

いつか陽のあたる場所で
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請求記号 本のタイトル 映像化タイトル 著者

F9 ｱﾝ 孤独な天使たち 孤独な天使たち
ニッコロ・アン
マニーティ/著

F9 ﾃｲ 魔使いの弟子 ザ・セブンス・サン（原題）
ジョゼフ・ディ
レイニー/著

F9 ﾃﾘ コズモポリス コズモポリス
ドン・デリーロ
／著

F9 ﾄｽ カラマーゾフの兄弟　１
F9 ﾄｽ カラマーゾフの兄弟　２
F9 ﾄｽ カラマーゾフの兄弟　３
F9 ﾄｽ カラマーゾフの兄弟　４
F9 ﾄｽ カラマーゾフの兄弟　５

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

F9 ﾘｵ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々２
パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々：魔の海

リック・リオー
ダン／作

H F1 ｲｼ いねむり先生 いねむり先生 伊集院　静／著
H F1 ﾀﾅ 共喰い 共喰い 田中　慎弥／著

映像化される本 201４
請求記号 本のタイトル 映像化タイトル 著者

F1 ｲｻ オー！ファーザー オー！ファーザー 伊坂　幸太郎／著
F1 ｶﾄ 魔女の宅急便 魔女の宅急便 角野　栄子／作
F1 ｶﾜ ニシノユキヒコの恋と冒険 ニシノユキヒコの恋と冒険 川上　弘美／著
F1 ｻｸ 私の男 私の男 桜庭　一樹／著
F1 ｻｻ 春を背負って 春を背負って 笹本　稜平／著
F1 ｻﾀ 解夏 サクラサク さだ　まさし／著

F1 ﾂｶ ゲノム・ハザード
ゲノム・ハザード ある天才科学
者の5日間

司城　志朗／著

F1 ﾅｶ 小さいおうち 小さいおうち 中島　京子／著
F1 ﾅﾂ 2 神様のカルテ　２ 神様のカルテ　２ 夏川　草介／著
F1 ﾆｼ 円卓 円卓 西　加奈子／著
F1 ﾌｶ 果てしなき渇き 渇き。 深町　秋生／著
F1 ﾋｸ 大人ドロップ 大人ドロップ 樋口　直哉／著
F1 ﾎｳ バイロケーション バイロケーション 法条　遥／著
F1 ﾏｷ 偉大なる、しゅららぼん 偉大なる、しゅららぼん 万城目　学／著
F1 ﾐｳ 神去なあなあ日常 WOOD JOB！神去なあなあ日常 三浦　しをん／著
F9 ｱﾝ 雪の女王 アナと雪の女王 アンデルセン／作

F9 ﾄﾙ ホビット ホビット　竜に奪われた王国
Ｊ・Ｒ・Ｒ・
トールキン／著

ドストエフス
キー／著

カラマーゾフの兄弟
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