
上映年 映画のタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 請求記号1924年 スカラムーシュ スカラムーシュ　(上下) ラファエル・サバチニ／著 潮出版社 9330/S140/1-1～21956年 炎の人ゴッホ 炎の人ゴッホ　（上下） アーヴィング・ストーン／箸 三笠書房 ＭＮ1/933/3-1～21960年 地下鉄のザジ 地下鉄のザジ レーモン・クノー／著 中央公論社 B3/Q501/11961年 ナバロンの要塞 ナヴァロンの要塞 アリステア・マクリーン／著 早川書房 Ｂ11/Ｍ501/21964年 メリー・ポピンズ メアリ・ポピンズ トラバース／著 河出書房新社 9083/Ｓ15/1-91964年 青いイルカの島 青いイルカの島 スコット・オデル／著 理論社 9330/O8/1971年 ニコライとアレクサンドラ ニコライ二世とアレクサンドラ皇后 ロバート・Ｋ．マッシー／著 時事通信社 2884/Ｍ28/1973年 ジャッカルの日 ジャッカルの日 フレデリク・フォーサイス／著 角川書店 9330/F11/1973年 哀しみのベラドンナ 魔女　上下 ミシュレ／著 岩波書店 I1471/M1/1-1～21975年 カッコーの巣の上で カッコーの巣の上で ケン・キージー／著 冨山房 9330/K61/1976年 明日を夢見て・南部黒人一家物語 大地に歌は消えない ウィリアム・Ｈ・アームストロング　／著 大日本図書 9330/A14/1977年 八甲田山 八甲田山死の彷徨 新田　次郎／著 新潮社 9136/N34/371978年 真夜中の向こう側 真夜中は別の顔　（上下） シドニィ・シェルダン／作 アカデミー出版サービス 9330/S24/6-1～21979年 戦国自衛隊 戦国自衛隊 半村　良／著 角川書店 9136/H40/531979年 ウォーターシップダウンのうさぎたち ウォーターシップ・ダウンのウサギたち　（上下） リチャード・アダムズ／著 評論社 9330/A10/1-2A～2B1980年 太陽の子 太陽の子 灰谷　健次郎／作 理論社 9136/Ｈ54/31983年 アウトサイダー アウトサイダーズ Ｓ．Ｅ．ヒントン／著 あすなろ書房 9330/H32/41984年 コルドロン タランと角の王 プリデイン物語１ ロイド・アリグザンダー／作 評論社 9330/Ａ17/4-11984年 ネバー・エンディング・ストーリー はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 9430/Ｅ1/21986年 モスキート・コースト モスキート・コースト ポール・セロー／著 文藝春秋 9330/Ｔ24/1986年 モモ モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 9430/Ｅ1/1986年 薔薇の名前 薔薇（ばら）の名前　(上下) ウンベルト・エーコ／著 東京創元社 9730/E1/1-1～21986年 赤毛のアン 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　／著 講談社 B6/M503/1-11987年 星の牧場 星の牧場 庄野　英二／作 理論社 ＭＮ1/913/1901988年 白い記憶の女 ブランコの少女　（上下） リチャード・アダムズ／著 評論社 9330/Ａ10/3-1～21988年 ダイ・ハード ダイ・ハード ロデリック・ソープ／著 新潮社 Ｂ1/T501/11988年 ウォッチャーズ ウォッチャーズ　（上下） ディーン・Ｒ．クーンツ／著 文藝春秋 B2/K504/5-1～21989年 いまを生きる いまを生きる Ｎ．Ｈ．クラインバウム／著 新潮社 B1/K507/21990年 蠅の王 （集英社ギャラリー）「世界の文学」　５ 集英社 9080/Ｓ19/1-51990年 イット Ｉt　(上下) スティーヴン・キング／著 文藝春秋 9330/K43/2-1～21990年 レナードの朝 レナードの朝 オリバー・サックス 晶文社 9360/Ｓ18/1990年 レッド・オクトーバーを追え レッド・オクトーバーを追え　(上下) トム・クランシー／著 文藝春秋 B2/C503/1-1～21991年 嗤う伊右衛門 嗤（わら）う伊右衛門 京極　夏彦／著 中央公論社 9136/Ｋ368/21991年 ロビン・フッド ロビン・フッド物語 ローズマリ・サトクリフ／著 原書房 9330/Ｓ34/131991年 羊たちの沈黙 羊たちの沈黙 トマス・ハリス／著 新潮社 B1/H503/21991年 ハンニバル ハンニバル　(上下） トマス・ハリス／著 新潮社 B1/H503/4-1～21992年 風の子どものように ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング／作 偕成社 9430/H10/1992年 真夜中の戦場―クリスマスを贈ります― クリスマスを贈ります ウィリアム・ウォートン／著 新潮社 Ｂ1/Ｗ504/3

【展示期間】　平成２１年１１月３日（火）～平成２２年１月１７日（日）「Young Generation コーナー」第３回企画展示　「映画を読もう！」◆展示している「映画化された本」のリストです。　映画上映された年順に並べています。



上映年 映画のタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 請求記号1993年 奇跡の旅 信じられぬ旅 S・バーンフォード／著 集英社 4808/D1/1-31993年 月光の夏 月光の夏 毛利　恒之／著 汐文社 9136/M242/1993年 ジュラシック・パーク 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 9330/C23/3-1～21993年 日の名残り 日の名残り カズオ・イシグロ／著 中央公論社 9330/I3/31993年 シンドラーズ・リスト シンドラーのリスト トマス・キニーリー／著 新潮社 B1/K520/11993年 三銃士 三銃士　（上下） A.デューマ／作 岩波書店 Ｉ9530/Ｄ1/2-1～21994年 夏の庭 夏の庭－Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実／作 福武書店 9136/Ｙ156/1994年 フィオナの海 フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ　著 集英社 9330/Ｆ48/1994年 グスコーブドリの伝記 グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治／著 筑摩書房 ＭＮ1/918/50-101995年 Ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ Ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ 石田 衣良／〔ほか〕著 幻冬舎 9136/I201/161995年 マディソン郡の橋 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォラー／著 文藝春秋 9330/Ｗ66/1995年 モンド 海を見たことがなかった少年 ル・クレジオ／著 集英社 9530/L8/31997年 がんばっていきまっしょい がんばっていきまっしょい 敷村 良子／著 マガジンハウス 9136/S305/1997年 ロスト・ワールド ロスト・ワールド　（上下）　　 マイクル・クライトン／著 早川書房 9330/C23/6-1～21997年 エルマーの冒険 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／作 講談社インターナショナル B6/G502/11998年 リング リング 鈴木　光司／著 角川書店 9136/S187/31998年 らせん らせん 鈴木　光司／著 角川書店 9136/S187/41998年 マイ・フレンド・メモリー フリーク・ザ・マイティ ロッドマン・フィルブリック　作 講談社 9330/Ｐ1/1998年 見出された時〜「失われた時を求めて」より〜 失われた時を求めて　第７巻 マルセル・プルースト／著 新潮社 9530/P4/1-7A～B1998年 ダークシティ ダークシティ フランク・ローリア／著 新潮社 B1/L521/11999年 サイダーハウス・ルール サイダーハウス・ルール　(上下) ジョン・アーヴィング／著 文藝春秋 9330/I5/4-1～21999年 蝶の舌 蝶（ちょう）の舌 マヌエル・リバス／著 角川書店 9630/Ｒ21999年 ファイト・クラブ ファイト・クラブ チャック・パラニューク／著 早川書房 Ｂ11/Ｐ512/11999年 カラフル カラフル カラフル 文藝春秋 B2/M38/11999年 リプリー リプリー パトリシア・ハイスミス／著 河出書房新社 B4/H505//112000年 ショコラ Ｃｈｏｃｏｌａｔ ジョアン・ハリス／著 角川書店 9330/H113/2000年 アシッドハウス アシッドハウス アーヴィン・ウェルシュ／著 青山出版社 9330/W99/2001年 アトランティスのこころ アトランティスのこころ　(上下) スティーヴン・キング／著 新潮社 9330/K43/25-1～22001年 ロード・オブ・ザ・リング 第一部　旅の仲間 指輪物語１（上下） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／著 評論社 9330/Ｔ9/1-1～22001年 ブラックホーク・ダウン ブラックホーク・ダウン マーク・ボウデン／著 早川書房 B12/B511/1-1～22002年 ごめん ごめん ひこ・田中／作 偕成社 9136/Ｈ143/22002年 Ｔ．Ｒ．Ｙ． Ｔ．Ｒ．Ｙ． 井上　尚登／著 角川書店 9136/I208/2002年 黄泉がえり 黄泉（よみ）がえり 梶尾　真治／〔著〕 新潮社 9136/Ｋ124/82002年 模倣犯　 模倣犯（もほうはん）　（上下） 宮部みゆき／著 小学館 9136/M158/36-1～22002年 穴 体験のあと ガイ・バート／著 集英社 9330/B126/2002年 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 世界をだました男 フランク・アバネイル　スタン・レディング／著 新潮社 Ｂ1/Ａ520/12002年 アバウト・ア・ボーイ アバウト・ア・ボーイ ニック・ホーンビィ／著 新潮社 B1/H531/32002年 戦場のピアニスト 戦場のピアニスト ロナルド・ハーウッド／著 新潮社 B1/H539/12002年 ボーン・アイデンティティー 暗殺者　（上下） ロバート・ラドラム／著 新潮社 Ｂ1/Ｌ503/1-1～22002年 レッド・ドラゴン レッド・ドラゴン　(上下) トマス・ハリス／著 早川書房 B11/H503/3-1～22003年 シービスケット シービスケット ローラ・ヒレンブランド／著 ソニー・マガジンズ 7885/Ｈ8/2003年 青の炎 青の炎 貴志　祐介／著 角川書店 9136/K401/3



2003年 ダンデライオン ダンデライオン メルヴィン・バージェス／著 東京創元社 9330/Ｂ128/32003年 死ぬまでにしたい１０のこと 〈原作〉＊死ぬまでにしたい１０のこと ナンシー・キンケイド／著 祥伝社 9330/K87/2003年 ミスティック・リバー ミスティック・リバー デニス・ルヘイン／著 早川書房 9330/Ｌ88/2003年 マスター・アンド・コマンダー 南太平洋、波瀾の追撃戦　(上下) パトリック・オブライアン／著 早川書房 B11/O503/19-1～22003年 ピーター・パン ピーター・パン バリー　著 講談社 Ｂ6/Ｂ501/12004年 ヒトラー～最期の１２日間～ ヒトラー ヨアヒム・フェスト／著 岩波書店 2340/H18/22004年 ポーラー・エクスプレス 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／作 河出書房新社 7265/Ｖ1/32004年 お父さんのバックドロップ 中学生のためのショート・ストーリーズ８ 中島　らも／作 学習研究社 9080/C6/1-82004年 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 9136/Ｉ230/2004年 世界の中心で、愛をさけぶ 世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一／著 小学館 9136/Ｋ35/32004年 薬指の標本 薬指の標本 小川　洋子／著 新潮社 9136/Ｏ96/82004年 レディ・ジョーカー レディ・ジョーカー　（上下） 高村　薫／著 毎日新聞社 9136/Ｔ175/9-1～22004年 インストール インストール 綿矢　りさ／著 河出書房新社 9136/W40/2004年 スウィングガールズ スウィングガールズ 矢口　史靖／著 メディアファクトリー 9136/Ｙ242/2004年 ヴェニスの商人 ヴェニスの商人 シェイクスピア／著 新潮社 9320/Ｓ3/1312004年 真珠の耳飾りの少女 真珠の耳飾りの少女 トレイシー・シュヴァリエ／著 白水社 9330/C158/2004年 ハウルの動く城 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 9330/Ｊ26/1-12004年 殺戮のオデッセイ 殺戮のオデッセイ　（上中下） ロバート・ラドラム／著 角川書店 9330/Ｌ20/4-1～32004年 イザベル・アジャーニの惑い アドルフ バンジャマン・コンスタン／著 白水社 9530/C19/2004年 イン・ザ・カット イン・ザ・カット スザンナ・ムーア／著 早川書房 B11/M521/22004年 トニー滝谷 レキシントンの幽霊 村上　春樹／著 文藝春秋 Ｂ2/Ｍ85/32004年 トロイ イーリアス　（上中下） ホメーロス／著 岩波書店 Ｉ9910/Ｈ1/1-1～32005年 ミラクルバナナ バナナ・ペーパー 森島　紘史／著 鹿島出版会 5850/Ｍ31/2005年 ブライアン・ジョーンズ　ストーンズから消えた男 ローリング・ストーンズ フランソワ・ボン／著 岩波書店 7678/Ｒ8/32005年 LOFT ロフト 黒沢清の映画術 黒沢　清／著 新潮社 7782/K78/2005年 四日間の奇蹟 四日間の奇蹟 浅倉　卓弥／著 宝島社 9136/Ａ164/2005年 妖怪大戦争 妖怪大戦争 荒俣 宏／著 角川書店 9136/Ａ73/142005年 亡国のイージス 亡国のイージス 福井　晴敏／著 講談社 9136/Ｆ87/22005年 ローレライ 終戦のローレライ　（上下） 福井　晴敏／著 講談社 9136/Ｆ87/4-1～22005年 戦国自衛隊１５４９ 戦国自衛隊１５４９ 福井　晴敏／著　 角川書店 9136/F87/72005年 ゲルマニウムの夜 ゲルマニウムの夜 花村　万月／著 文藝春秋 9136/Ｈ107/162005年 空中庭園 空中庭園 角田　光代／著 文藝春秋 9136/Ｋ242/132005年 真昼の花 地上八階の海 角田　光代／著 新潮社 9136/Ｋ242/92005年 春の雪 春の雪 三島　由紀夫／著 新潮社 9136/Ｍ1/14-12005年 電車男 電車男 中野　独人／著 新潮社 9136/Ｎ311/2005年 イン・ザ・プール イン・ザ・プール 奥田　英朗／著 文藝春秋 9136/O182/52005年 明日の記憶 明日（あした）の記憶 荻原　浩／著 光文社 9136/O186/62005年 博士の愛した数 博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社 9136/Ｏ96/182005年 疾走 疾走 重松　清／著 角川書店 9136/Ｓ288/182005年 赤い鯨と白い蛇 赤い鯨と白い蛇 富川　元文／著 クリーク・アンド・リバー社 9136/T235/42005年 男たちの大和 男たちの大和（やまと）　（上下） 辺見 じゅん／著 角川書店 9159/H25/1-1～22005年 ベルナのしっぽ ベルナのしっぽ 郡司　ななえ／著 イースト・プレス 9160/Ｇ9/2005年 カポーティ カポーティ ジェラルド・クラーク／著 文藝春秋 9302/C5/32005年 旅するジーンズと16歳の トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ／作 理論社 9330/Ｂ177/2005年 SAYURI さゆり　（上下） アーサー・ゴールデン／著 文藝春秋 9330/G92/1-1～2



上映年 映画のタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 請求記号2005年 キング・コング キング・コング エドガー・ウォーレス　メリアン・Ｃ・クーパー／原作 グロービジョン出版 9330/W107/2005年 口ひげを剃る男 口ひげを剃る男 エマニュエル・カレール／著 河出書房新社 9530/C26/32005年 アガサ・クリスティーの奥さまは名探偵 親指のうずき アガサ・クリスティー／著 早川書房 B10/C503/102005年 蝉しぐれ 蝉（せみ）しぐれ 藤沢　周平／著 文藝春秋 Ｂ2/Ｆ1/252005年 チャーリーとチョコレート工場 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール　作 富山房 Ｂ6/Ｄ503/12006年 硫黄島からの手紙 散るぞ悲しき 梯　久美子／著 新潮社 2891/K322/2006年 それでもボクはやってない 彼女は嘘をついている 小泉　知樹／著 文藝春秋 32760/Ｋ15/2006年 それでもボクはやってない お父さんはやってない 矢田部　孝司／著 太田出版 32760/Ｙ3/2006年 椿山課長の七日間 椿山（つばきやま）課長の七日間 浅田　次郎／著 講談社インターナショナル 9136/Ａ120/222006年 地下鉄（メトロ）に乗って 地下鉄（めとろ）に乗って 浅田　次郎／著 徳間書店 9136/Ａ120/312006年 手紙 手紙 東野　圭吾／著 毎日新聞社 9136/H84/302006年 アキハバラ＠ＤＥＥＰ アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良／著 文藝春秋 9136/Ｉ201/112006年 ハミングライフ ＬＯＶＥ　ｏｒ　ＬＩＫＥ 石田　衣良／著 祥伝社 9136/Ｉ201/212006年 インプリント/ぼっけえ、きょうてえ ぼっけえ、きょうてえ 岩井志麻子／著 角川書店 9136/I215/32006年 アヒルと鴨のコインロッカー アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎／著 東京創元社 9136/I216/62006年 魂萌え！ 魂萌え！（たまもえ） 桐野　夏生／著 毎日新聞社 9136/Ｋ336/192006年 県庁の星 県庁の星 桂　望実／著 小学館 9136/Ｋ540/22006年 日本沈没　 日本沈没　（上下） 小松　左京／著 光文社 9136/K55/1-1～22006年 ブレイブ・ストーリー ブレイブ・ストーリー　（上下） 宮部　みゆき／著 角川書店 9136/M158/40-1～22006年 天使の卵 天使の卵　（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳　著 集英社 9136/Ｍ252/2006年 天使の卵 ヘヴンリー・ブルー 村山　由佳／著 集英社 9136/Ｍ252/132006年 となり町戦争 となり町戦争 三崎　亜記／著 集英社 9136/Ｍ383/2006年 初恋 初恋 中原　みすず／著 リトル・モア 9136/Ｎ324/2006年 夜のピクニック 夜のピクニック 恩田　陸／著 新潮社 9136/Ｏ162/232006年 アジアンタムブルー アジアンタムブルー 大崎　善生／著 角川書店 9136/O212/22006年 墨攻 墨攻　（ぼくこう） 酒見　賢一／著 新潮社 9136/Ｓ177/32006年 早咲きの花 ええじゃないか１７歳のチャレンジ 宗田　理／著 角川書店 9136/Ｓ222/62006年 ホワイトアウト ホワイトアウト 真保裕一／著 新潮社 9136/S226/42006年 幸福な食卓 幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著 講談社 9136/Ｓ407/42006年 TANNKA 短歌 トリアングル 俵　万智／著 中央公論新社 9136/T383/2006年 パプリカ パプリカ 筒井　康隆／著 中央公論社 9136/Ｔ87/262006年 時をかける少女 時をかける少女 筒井　康隆／作 角川書店 9136/T87/592006年 出口のない海 出口のない海 横山　秀夫／著 講談社 9136/Y188/162006年 7月24日通りのクリスマス ７月２４日通り 吉田　修一／著 新潮社 9136/Y204/102006年 シュガー&スパイス 風味絶佳 風味絶佳　（ふうみぜっか） 山田　詠美／著 文藝春秋 9136/Ｙ80/242006年 硫黄島からの手紙 栗林忠道硫黄島からの手紙 栗林　忠道／著 文藝春秋 9160/K198/2006年 日本以外全部沈没 筒井康隆全集　１４　農協月へ行く 筒井　康隆／著 新潮社 9186/Ｔ22/1-142006年 私たちの幸せな時間 私（わたし）たちの幸せな時間 孔枝泳／著 新潮社 9291/C10/32006年 ダ・ヴィンチ・コード　 ダ・ヴィンチ・コード　（上下） ダン・ブラウン／著 角川書店 9330/B169/2-1～22006年 カポーティ 叶えられた祈り トルーマン・カポーティ／著 新潮社 9330/C17/62006年 ブラック・ダリア ブラック・ダリア ジェイムズ・エルロイ／著 文藝春秋 9330/E11/2006年 愛しのアクアマリン 恋におちた人魚 アリス・ホフマン／著 アーティストハウス 9330/H50/6



上映年 映画のタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 請求記号2006年 トゥモロー・ワールド 人類の子供たち Ｐ・Ｄ・ジェイムズ／著 早川書房 9330/Ｊ6/42006年 パフューム　ある人殺しの物語 香水 パトリック・ジュースキント／著 文芸春秋 9430/Ｓ19/22006年 アーサーとミニモイたち アーサーとミニモイたち リュック・ベッソン／著 角川書店 9530/B50/2006年 年を歴た鰐の話 年を歴た鰐（わに）の話 レオポール・ショヴォ／原作 文藝春秋 9530/Ｓ31/22006年 家の鍵 家の鍵 ジュゼッペ・ポンティッジャ／著 集英社 9730/P6/2006年 ミュンヘン 標的は１１人 ジョージ・ジョナス／著 新潮社 B1/J508/12006年 プラダを着た悪魔 プラダを着た悪魔　(上下） ローレン・ワイズバーガー／著 現代思潮新社 Ｂ11/Ｗ520/1-1～22006年 武士の一分 隠し剣　秋風抄（しょうふうしょう） 藤沢　周平／著 文藝春秋 Ｂ2/Ｆ1/72006年 シャーロットのおくりもの シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 講談社インターナショナル Ｂ6/Ｗ505/12007年 恋空 恋空　（上下） 美嘉／著 スターツ出版 9136/M411/1-1～22007年 しゃべれどもしゃべれども しゃべれども　しゃべれども 佐藤　多佳子／著 新潮社 9136/Ｓ189/32007年 ミッドナイトイーグル ミッドナイトイーグル 高嶋哲夫／著 文藝春秋 9136/Ｔ314/42007年 アレックス・ライダー ストームブレイカー アンソニー・ホロヴィッツ／著 集英社 9330/H136/1-12007年 アイ・アム・レジェンド アイ・アム・レジェンド リチャード・マシスン／著 早川書房 B11/M505/52007年 インベージョン 盗まれた街 ジャック・フィニイ／著 早川書房 B9/F501/522007年 トランスフォーマー トランスフォーマー アラン・ディーン・フォスター／著 早川書房 B9/F508/2-22008年 まぼろしの邪馬台国 まぼろしの邪馬台国 宮崎　康平／著 講談社 2102/M1/1-22008年 陰日向に咲く 陰日向（かげひなた）に咲く 劇団ひとり／著 幻冬舎 9136/G33/2008年 容疑者Ｘの献身 容疑者Ｘの献身（けんしん） 東野　圭吾／著 文藝春秋 9136/H84/392008年 Ｋ－２０　怪人二十面相・伝 怪人二十面相・伝 北村想／著 新潮社 9136/K191/2008年 神様のパズル 神様のパズル 機本　伸司／著 角川春樹事務所 9136/K513/2008年 チーム・バチスタの栄光 チーム・バチスタの栄光 海堂　尊／著 宝島社 9136/Ｋ568/2008年 おくりびと おくりびと 百瀬しのぶ／著 小学館 9136/M430/2008年 劒岳・点の記 劒岳（つるぎだけ）・点の記 新田　次郎／著 文藝春秋 9136/N34/392008年2009年 空の境界　 空（から）の境界　（上下） 奈須　きのこ／著 講談社 9136/N354/1-1～22008年 Ｇｏｔｈ Ｇｏｔｈ（ゴス）　～リストカット事件 乙一／著 角川書店 9136/O219/2008年 あの空をおぼえてる あの空をおぼえてる ジャネット・リー・ケアリー／著 ポプラ社 9330/C151/2008年 黄金の羅針盤 黄金の羅針盤 フィリップ・プルマン／著 新潮社 9330/P69/22008年 イントゥ・ザ・ワイルド 荒野へ ジョン・クラカワー／著 集英社 9360/K25/2008年 レボリューショナリー・ロード レボリューショナリー・ロード リチャード・イエーツ／著 早川書房 B11/Y502/12008年 アドリブ・ナイト 素晴らしい一日 平安寿子／著 文藝春秋 B2/T56/12008年 チェ28歳の革命 革命戦争回顧録 チェ・ゲバラ／著 中央公論新社 Ｂ3/Ｇ510/22009年 斜陽 斜陽 太宰　治／著 ゴマブックス 9136/D2/272009年 さまよう刃 さまよう刃 東野　圭吾／著 朝日新聞社 9136/H84/362009年 真夏のオリオン 雷撃深度一九・五 池上　司／著 新潮社 9136/I170/2009年 重力ピエロ 重力ピエロ 伊坂　幸太郎／著 新潮社 9136/I216/32009年 ジェネラル・ルージュの凱旋 ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂　尊／著 宝島社 9136/Ｋ568/42009年 風が強く吹いている 風が強く吹いている 三浦　しをん／著 新潮社 9136/Ｍ341/52009年 ハゲタカ ハゲタカ　（上下） 真山　仁／著 ダイヤモンド社 9136/M395/4-1～22009年 沈まぬ太陽 沈まぬ太陽  （全５巻） 山崎  豊子／著 新潮社 9136/Y20/9-1～52009年 ブレーキ ブレーキ 山田　悠介／著 角川書店 9136/Y230/52009年 火天の城 火天の城 山本　兼一／著 文藝春秋 9136/Ｙ235/



上映年 映画のタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 請求記号2009年 Ａｔｏｍ 小説アトム大使 手塚治虫／原作 角川グループパブリッシング 9138/T10/2009年 余命１ケ月の花嫁 余命１ケ月の花嫁 ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」／編 マガジンハウス 9160/T146/2009年 天使と悪魔 天使と悪魔　（上下） ダン・ブラウン／著 角川書店 9330/B169/1-1～22009年 スラムドッグ＄ミリオネア ぼくと１ルピーの神様 ヴィカス・スワラップ／著 ランダムハウス講談社 9330/S180/2009年 Ａｔｏｍ Ａｔｏｍ（アトム） 手塚　治虫／原作 角川書店 9330/W133/2009年 マーリー マーリー ジョン・グローガン／著 早川書房 9360/G31/2009年 愛を読むひと 朗読者（ろうどくしゃ） ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 9430/S26/2009年 南極料理人 面白（おもしろ）南極料理人 西村淳／著 新潮社 B1/N66/12009年 トランスフォーマーリベンジ トランスフォーマーリベンジ アラン・ディーン・フォスター／著 早川書房 B9/F508/51-32009年 レイン・フォール／雨の牙 レイン・フォール／雨の牙（きば） バリー・アイスラー／著 早川書房 B10/E506/12009年 私の中のあなた 私（わたし）の中のあなた　（上下） ジョディ・ピコー／著 早川書房 B11/Ｐ517/1～22010年 サヨナライツカ サヨナライツカ 辻　仁成／著 世界文化社 9136/T167/21
■貸出中の本は予約することができます。


