
７・８月の特集

書　　　名 著　者　名 出版社名 出版年 請求記号

1 アレクセイと泉のはなし 本橋　成一／写真と文 アリス館 2004年4月 36 N5

2 盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾／文 文芸春秋 2001年4月 369 N1

3 戦場のピアニスト ウワディスワフ・シュピルマン／著 春秋社 2003年2月 762 N3

4 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店 2005年7月 779 N5 　

5 レベッカ(世界文学全集　別巻４) デュ・モーリア／著 河出書房 1905年5月 908 ｾｶ 　

6 命 柳　美里／著 小学館 2000年7月 9102 ﾕｳ 　

7 木更津キャッツアイ日本シリーズ 宮藤　官九郎／著 角川書店 2003年11月 9127 ｸﾄ 　

8 １リットルの涙 木藤　亜也／著 エフエー出版 1989年 916 ｷﾄ 　

9 地下鉄（メトロ）に乗って 浅田　次郎／著 徳間書店 1994年3月 F1 ｱｻ 　

10 椿山課長の七日間 浅田　次郎／著 朝日新聞社 2005年9月 F1 ｱｻ 　

11 鉄道員（ぽっぽや） 浅田　次郎／著 集英社 1997年4月 F1 ｱｻ 　

12 壬生義士伝　上・下 浅田　次郎／著 文芸春秋 2000年4月 F1 ｱｻ 　

13 バッテリー あさの　あつこ／著 教育画劇 1996年12月 F1 ｱｻ 　

14 青春デンデケデケデケ 芦原　すなお／著 河出書房新社 1991年1月 F1 ｱｼ 　

15 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎／著 東京創元社 2003年11月 F1 ｲｻ 　

16 陽気なギャングが地球を回す 伊坂　幸太郎／著 祥伝社 2006年7月 F1 ｲｻ 　

17 機関車先生 伊集院　静／著 講談社 1994年6月 F1 ｲｼ 　

18 アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良／著 文芸春秋 2004年11月 F1 ｲｼ 　

19 いま、会いにゆきます 市川　拓司／著 小学館 2003年3月 F1 ｲﾁ 　

20 おろしや国酔夢譚 井上　靖／著 文芸春秋 1977年 F1 ｲﾉ 　

21 間宮兄弟 江国　香織／著 小学館 2004年10月 F1 ｴｸ 　

22 アジアンタムブルー 大崎　善生／著 角川書店 2002年9月 F1 ｵｵ 　

23 天使の牙 大沢　在昌／著 小学館 1995年7月 F1 ｵｵ 　

24 死に花 太田　蘭三／〔著〕 角川書店 2004年4月 F1 ｵｵ 　

25 博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社 2003年8月 F1 ｵｶ 　

26 明日の記憶 荻原　浩／著 光文社 2004年10月 F1 ｵｷ 　

映画タイトル

「アレクセイと泉」

「クィール」

　※同タイトルは省略

　映画の原作本を集めてみました。夏休みを利用して、映画館やビデオで映画を観る機会も多いのでは？
映画を楽しんだ後は、原作本も読んでみてはいかがでしょう。また、原作を読んでから映画を見ると、また違った
楽しみ方ができそうです。
　リストに載せているものは、すべて萩図書館に所蔵しています。貸出中のものは予約も受け付けますので、
カウンターへお申し出ください。思い出の映画にも再会できるかもしれません。



書　　　名 著　者　名 出版社名 出版年 請求記号

27 イン・ザ・プール 奥田　英朗／著 文芸春秋 2002年5月 F1 ｵｸ 　

28 ＺＯＯ 乙　一／著 集英社 2003年6月 F1 ｵﾂ 　

29 空中庭園 角田　光代／著 文芸春秋 2002年11月 F1 ｶｸ 　

30 世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一／著 小学館 2001年4月 F1 ｶﾀ 　

31 県庁の星 桂　望実／著 小学館 2005年9月 F1 ｶﾂ 　

32 魔女の宅急便 角野　栄子／作 福音館書店 1985年1月 F1 ｶﾄ 　

33 フライ，ダディ，フライ 金城　一紀／著 講談社 2003年1月 F1 ｶﾈ 　

34 あらしのよるに きむら　ゆういち／作 講談社 2000年6月 F1 ｷﾑ 　

35 嗤う伊右衛門 京極　夏彦／著 中央公論社 1997年6月 F1 ｷﾖ 　

36 姑獲鳥（うぶめ）の夏 京極　夏彦／著 講談社 1994年9月 F1 ｷﾖ 　

37 魂萌え！ 桐野　夏生／著 毎日新聞社 2005年4月 F1 ｷﾘ 　

38 アウト 桐野　夏生／著 講談社 1997年7月 F1 ｷﾘ

39 日本沈没　上・下 小松　左京／著 光文社 1905年5月 F1 ｺﾏ 　

40 解夏 さだ　まさし／著 幻冬舎 2002年12月 F1 ｻﾀ 　

41 ジャンプ 佐藤　正午／著 光文社 2000年9月 F1 ｻﾄ 　

42 白い手 椎名　誠／著 集英社 1992年6月 F1 ｼｲ 　

43 いとしのヒナゴン 重松　清／著 文芸春秋 2004年10月 F1 ｼｹ

44 疾走 重松　清／著 角川書店 2003年8月 F1 ｼｹ 　

45 単騎、千里を走る。 ヅォウ　ジンジー／脚本 幻冬舎 2005年12月 F1 ｼﾗ 　

46 ホワイトアウト 真保　裕一／著 新潮社 1995年9月 F1 ｼﾝ 　

47 リング 鈴木　光司／著 角川書店 1993年4月 F1 ｽｽ 　

48 幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著 講談社 2004年11月 F1 ｾｵ 　

49 ええじゃないか　17歳のチャレンジ 宗田　理／著 角川書店 2005年6月 F1 ｿｳ

50 レディ・ジョーカー　上・下 高村　薫／著 毎日新聞社 1997年12月 F1 ﾀｶ 　

51 燃ゆるとき 高杉　良／著 新潮社 1993年4月 F1 ﾀｶ 　

52 海猫 谷村　志穂／著 新潮社 2002年9月 F1 ﾀﾆ 　

53 パプリカ 筒井　康隆／著 中央公論社 1993年9月 F1 ﾂﾂ 　

54 お父さんのバックドロップ 中島　らも／著 集英社 1993年6月 F1 ﾅｶ 　

55 電車男 中野　独人／著 新潮社 2004年10月 F1 ﾅｶ 　

56 長崎ぶらぶら節 なかにし　礼／著 文芸春秋 1999年11月 F1 ﾅｶ 　

57 赤い月　上・下 なかにし　礼／著 新潮社 2001年5月 F1 ﾅｶ 　

58 阿弥陀堂だより 南木　佳士／著 文芸春秋 1995年6月 F1 ﾅｷ 　

書　　　名 著　者　名 出版社名 出版年 請求記号

「ＯＵＴ」

映画タイトル

映画タイトル

「ヒナゴン」

「ええじゃないか」



59 華麗なる誘拐 西村　京太郎／〔著〕 講談社 1995年3月 F1 ﾆｼ

60 深紅 野沢　尚／著 講談社 2000年12月 F1 ﾉｻ 　

61 太陽の子 灰谷　健次郎／著 理論社 1996年2月 F1 ﾊｲ 　

62 不夜城 馳　星周／著 角川書店 1996年8月 F1 ﾊｾ 　

63 ゲームの名は誘拐 東野　圭吾／著 光文社 2002年11月 F1 ﾋｶ

64 手紙 東野　圭吾／著 毎日新聞社 2003年3月 F1 ﾋｶ 　

65 レイクサイド 東野　圭吾／著 実業之日本社 2002年3月 F1 ﾋｶ

66 鳶がクルリと ヒキタ　クニオ／著 新潮社 2002年1月 F1 ﾋｷ 　

67 戦国自衛隊１５４９ 半村　良／原作 角川書店 2005年5月 F1 ﾌｸ 　

68 亡国のイージス 福井　晴敏／著 講談社 1999年8月 F1 ﾌｸ 　

69 終戦のローレライ　上・下 福井　晴敏／著 講談社 2002年12月 F1 ﾌｸ 

70 蝉しぐれ 藤沢　周平／著 文芸春秋 1991年7月 F1 ﾌｼ 　

71 たそがれ清兵衛 藤沢　周平／著 新潮社 1991年9月 F1 ﾌｼ 　

72 隠し剣秋風抄 藤沢　周平／著 文芸春秋 2004年6月 F1 ﾌｼ

73 砂の器 松本　清張／著 光文社 1905年6月 F1 ﾏﾂ 　

74 春の雪 三島　由紀夫／著 新潮社 1905年5月 F1 ﾐｼ 　

75 ブレイブ・ストーリー　上・下 宮部　みゆき／著 角川書店 2003年3月 F1 ﾐﾔ 　

76 模倣犯　上・下 宮部　みゆき／著 小学館 2001年4月 F1 ﾐﾔ 　

77 理由 宮部　みゆき／著 朝日新聞社 1998年6月 F1 ﾐﾔ 　

78 ６９　Ｓｉｘｔｙｎｉｎｅ 村上　竜／著 集英社 1987年8月 F1 ﾑﾗ 　

79 天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳／著 集英社 1994年1月 F1 ﾑﾗ 　

80 かもめ食堂 群　ようこ／著 幻冬舎 2006年1月 F1 ﾑﾚ 　

81 おれがあいつであいつがおれで 山中　恒／著 旺文社 1980年6月 F1 ﾔﾏ

82 沈まぬ太陽　１～５ 山崎　豊子／著 新潮社 1999年6月 F1 ﾔﾏ 　

83 風味絶佳 山田　詠美／著 文芸春秋 2005年5月 F1 ﾔﾏ

84 嫌われ松子の一生 山田　宗樹／著 幻冬舎 2004年8月 F1 ﾔﾏ 　

85 魔界転生　上・下 山田　風太郎／著 毎日新聞社 1992年12月 F1 ﾔﾏ 　

86 甲賀忍法帖 山田　風太郎／著 講談社 1994年3月 F1 ﾔﾏ

87 血と骨 梁　石日／著 幻冬舎 1998年2月 F1 ﾔﾝ 　

88 陰陽師 夢枕　獏／著 文芸春秋 1988年8月 F1 ﾕﾒ 　

89 半落ち 横山　秀夫／著 講談社 2002年9月 F1 ﾖｺ 　

90 出口のない海 横山　秀夫／著 講談社 2004年8月 F1 ﾖｺ 　

書　　　名 著　者　名 出版社名 出版年 請求記号

91 7月24日通り 吉田　修一／著 新潮社 2004年12月 F1 ﾖｼ 　

「レイクサイドマーダーケース」

「ローレライ」

「武士の一分」

「転校生」

映画タイトル

「シュガー＆スパイス～風味絶佳～」

「忍　ＳＨＩＮＯＢＩ」

「恋人はスナイパー」

「ｇ＠ｍｅ」



92 東京タワー　オカンとボクと、時々、オトン リリーフランキー／著 扶桑社 2005年6月 Ｆ１ ﾘﾘ 　

93 愛の流刑地　上・下 渡辺　淳一／著 幻冬舎 2006年5月 F1 ﾜﾀ 　

94 インストール 綿矢　りさ 河出書房新社 2001年11月 Ｆ１ ﾜﾀ 　

95 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 1982年6月 F9 ｴﾝ

96 イン・ハー・シューズ ジェニファー・ウェイナー／著
アーティストハウス
パブリッシャーズ

2003年12月 F9 ｳｴ 　

97 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォラー／著 文芸春秋 1993年3月 F9 ｳｵ 　

98 ミザリー スティーヴン・キング／著 文芸春秋 1991年2月 F9 ｷﾝ 　

99 スタンド・バイ・ミー スティーヴン・キング／〔著〕 新潮社 1987年3月 F9 ｷﾝ 　

100 ジュラシック・パーク　上・下 マイクル・クライトン／著 早川書房 1991年6月 F9 ｸﾗ 　

101 フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム／著 講談社 1995年1月 F9 ｸﾙ 　

102 飛ぶ教室 ケストナー／著 光文社 2006年9月 F9 ｹｽ 　

103 香水　ある人殺しの物語 パトリック・ジュースキント／著 文芸春秋 1990年3月 F9 ｼﾕ

104 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店 2001年10月 F9 ｼﾖ

105 みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ／著 セーラー出版 1991年2月 F9 ｽﾀ

106 きみに読む物語 ニコラス・スパークス／著
アーティストハウス
パブリッシャーズ

2004年12月 F9 ｽﾊ 　

107 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／著 評論社 1978年 F9 ﾀﾙ

108 指輪物語 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／〔著〕 評論社 1992年5月 F9 ﾄﾙ

109 夜の博物館 ミラン・トレンク／著 講談社 2007年2月 F9 ﾄﾚ

110 エラゴン クリストファー・パオリーニ／著 ソニー・マガジンズ 2004年4月 F9 ﾊｵ 　

111 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット／作 福音館書店 1905年6月 F9 ﾊﾈ 　

112 羊たちの沈黙 トマス・ハリス／〔著〕 新潮社 1989年9月 F9 ﾊﾘ 　

113 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と文 あすなろ書房 2003年11月 F9 ﾊﾝ

114 トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ／作 理論社 2002年4月 F9 ﾌﾗ

115 ダ・ヴィンチ・コード　上・下 ダン・ブラウン／著 角川書店 2004年5月 F9 ﾌﾗ 1 　

116 ペギー・スー セルジュ・ブリュソロ／著 角川書店 2002年6月 F9 ﾌﾘ 　

117 シャーロットのおくりもの ＥＢ.ホワイト 法政大学出版局 1975年 F9 ﾎﾜ 　

118 ライオンと魔女(ナルニア国物語) Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2005年5月 F9 ﾙｲ

119 影との戦い（ゲド戦記） ル＝グウィン／作 岩波書店 1905年6月 F9 ﾙｸ

120 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 静山社 1999年12月 F9 ﾛﾘ 　

「ネバーエンディングストーリー」

「香水パフューム～ある人殺しの物語」

「ハウルの動く城」

「チャーリーとチョコレート工場」

「ロードオブザリング」

「ナイトミュージアム」

「シュレック」

「ポーラエクスプレス」

「旅するジーンズと16歳の夏」

「ナルニア国物語／第1章：ライオンと魔女」

「ゲド戦記」


