
『2016年に映像化された作品』 展示リスト 開架･企画展示Ｃ（2階）

№ 資料ＩＤ

1    
残穢
　小野不由美著. -- 新潮社, 2012.

G 9.2||04707||331961 000331961X 映画化

2    
スティーブ・ジョブズ ; 第１巻.
　ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳 -- 講談社, 2011.

G 5.7||01520||321181 0003211819 映画化

3    
スティーブ・ジョブズ ; 第２巻.
　ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳 -- 講談社, 2011.

G 5.7||01520||321229 0003212297 映画化

4    
64 = ロクヨン
　横山秀夫著. -- 文藝春秋, 2012.

G 9.2||04632||329358 0003293580 映画化

5    
世界から猫が消えたなら
　川村元気著. -- マガジンハウス, 2012.

G 9.2||04677||330593 0003305937 映画化

6    
ふしぎの国のアリス
　ルイス・キャロル作 ; 生野幸吉訳 ; ジョン・テニエル画. -- 福音館書店, 1971. --
　(福音館古典童話シリーズ ; 4)

G 9.4||05512||328126 0003281264 映画化

7    
怒り ; 上.
　吉田修一 [著] -- 中央公論新社, 2014.

G 9.2||04916||338134 000338134X 映画化

8    
怒り ; 下.
　吉田修一 [著] -- 中央公論新社, 2014.

G 9.2||04916||338135 0003381358 映画化

9    
何者
　朝井リョウ著. -- 新潮社, 2012.

G 9.2||04667||330222 0003302229 映画化

10   
永い言い訳
　西川美和著. -- 文藝春秋, 2015.

G 9.2||05061||343118 0003431185 映画化

11   
Inferno : a novel.
　Dan Brown. -- 1st ed. -- Doubleday, 2013.

[洋]　G 9.3||08920||334990 000334990X 映画化

12   
怪盗ジバコ ; ぼくのおじさん
　北杜夫著. -- 新潮社, 1976. -- (北杜夫全集 ; 9)

G 9.2||02049||117277 0011172770 映画化

13   
聖の青春
　大崎善生 [著]. -- 講談社, 2002. -- (講談社文庫 ; [お-89-1]).

G 2.6||01441||324295 0003242951 映画化

14   
ぼくは明日、昨日のきみとデートする
　七月隆文著. -- 宝島社, 2014. -- (宝島社文庫 ; [Cな-10-1]).

G 9.2||05050||343021 0003430219 映画化

15   
海賊とよばれた男 ; 上.
　百田尚樹著. -- 講談社, 2012.

G 9.2||04686||330614 0003306143 映画化

16   
海賊とよばれた男 ; 下.
　百田尚樹著. -- 講談社, 2012.

G 9.2||04686||330615 0003306151 映画化

　　書　誌　情　報 請求番号 備　 考

1/3



『2016年に映像化された作品』 展示リスト 開架･企画展示Ｃ（2階）

№ 資料ＩＤ　　書　誌　情　報 請求番号 備　 考

17   
君の膵臓をたべたい
　住野よる著. -- 双葉社, 2015.

G 9.2||05052||343014 0003430146 映画化予定

18   
ユリゴコロ
　沼田まほかる著. -- 双葉社, 2011.

G 9.2||04533||325842 0003258424 映画化予定

19   
ナミヤ雑貨店の奇蹟
　東野圭吾著. -- 角川書店, 2012.

G 9.2||04460||324547 0003245470 映画化予定

20   
坊っちゃん
　夏目漱石作. -- 改版. -- 岩波書店, 1989. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-010-3).

GB 12.1||00086||151994 0011519940 単発ドラマ

21   
さよならドビュッシー
　中山七里著. -- 宝島社, 2011. -- (宝島社文庫 ; [Cな-6-1]).

G 9.2||04400||323614 0003236145 単発ドラマ

22   
スクラップ・アンド・ビルド
　羽田圭介著. -- 文藝春秋, 2015.

G 9.2||05036||342306 0003423069 単発ドラマ

23   
火花
　又吉直樹著. -- 文藝春秋, 2015.

G 9.2||04920||339149 0003391493 ネットドラマ

24   
漱石の思ひ出
　夏目鏡子述 ; 松岡讓筆録. -- 改造社, 1928.

S 9.2||00310||014183 0010141839 連続ドラマ

25   
わたしを離さないで
　カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳. -- 早川書房, 2006.

G 9.4||05045||315571 0003155714 連続ドラマ

26   
トットひとり
　黒柳徹子著. -- 新潮社, 2015.

G 9.2||04928||339877 0003398773 連続ドラマ

27   
沈まぬ太陽 ; 1 : アフリカ篇.
　山崎豊子著. -- 新潮社, 2005. -- (山崎豊子全集 ; 21).

G 9.2||03848||323841 0003238415 連続ドラマ

28   
沈まぬ太陽 ; 2 : 御巣鷹山篇
　山崎豊子著. -- 新潮社, 2005. -- (山崎豊子全集 ; 22).

G 9.2||03848||323842 0003238423 連続ドラマ

29   
沈まぬ太陽 ; 3 : 会長室篇.
　山崎豊子著. -- 新潮社, 2005. -- (山崎豊子全集 ; 23).

G 9.2||03848||323843 0003238431 連続ドラマ

30   
朝が来る
　辻村深月著. -- 文藝春秋, 2015.

G 9.2||05059||343116 0003431169 連続ドラマ

31   
時をかける少女 ; 緑魔の町
　筒井康隆著. -- 新潮社, 1983. -- (筒井康隆全集 ; 第4巻).

G 9.2||02877||223292 0002232928 連続ドラマ

32   
精霊の守り人
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2006. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04823||335779 0003357791 連続ドラマ
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33   
神 (かみ) の守り人 (もりびと) ; 上: 来訪編.
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04826||335802 000335802X 連続ドラマ

34   
神 (かみ) の守り人 (もりびと) ; 下: 帰還編.
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04826||335803 0003358038 連続ドラマ

35   
蒼路 (そうろ) の旅人 (たびびと)
　上橋菜穂子作 ; 佐竹美保絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04829||335783 000335783X 連続ドラマ

36   
天 (てん) と地 (ち) の守り人 (もりびと) ; 第1部
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04827||335784 0003357848 連続ドラマ

37   
天 (てん) と地 (ち) の守り人 (もりびと) ; 第2部.
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04827||335785 0003357856 連続ドラマ

38   
天 (てん) と地 (ち) の守り人 (もりびと) ; 第3部.
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2008. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04827||335786 0003357864 連続ドラマ

39   
闇の守り人
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2006. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04824||335780 0003357805 連続ドラマ

40   
虚空 (こくう) の旅人 (たびびと)
　上橋菜穂子作 ; 佐竹美保絵. -- 偕成社, 2007. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04828||335782 0003357821 連続ドラマ

41   
夢 (ゆめ) の守り人 (もりびと)
　上橋菜穂子作 ; 二木真希子絵. -- 偕成社, 2007. -- (軽装版偕成社ポッシュ).

G 9.2||04825||335781 0003357813 連続ドラマ

42   
舟を編む
　三浦しをん著. -- 光文社, 2011.

G 9.2||04412||333037 0003330370 アニメ化
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