


請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

      /ﾅｺ 002977721 トリガール! 中村 航∥著 2012.8 角川マガジンズ

      /ﾎﾃ 003468563 プラージュ 誉田 哲也∥著 2015.9 幻冬舎

      /ﾏﾕ 003267068 貴族探偵対女探偵 麻耶 雄嵩∥著 2013.10 集英社

      /ﾕｱ 003257221 伊藤くんA to E 柚木 麻子∥著 2013.9 幻冬舎

      /ﾕｹ 002659284 セシルのもくろみ 唯川 恵∥著 2010.2 光文社

      /ﾜﾘ 002422489 忍びの国 和田 竜∥著 2008.5 新潮社

B　　/ｷﾁ 003319140 博多豚骨ラーメンズ[1] 木崎 ちあき∥[著] 2014.2 KADOKAWA

B　　/ﾄﾐ 003467002 小説心が叫びたがってるんだ。超平和バスターズ∥原作 2015.9 小学館

B    /ﾓｴ 002138408 ダイブ!!　（上） 森 絵都∥[著] 2006.6 角川書店

B    /ﾜﾘ 002976593 勝手にふるえてろ 綿矢 りさ∥著 2012.8 文藝春秋

E　　/ﾙｴ 001792746 美女と野獣 ローズマリー　ハリス∥さいわ 1984.10 ほるぷ出版

T    /ｼﾘ 001988800 ナラタージュ 島本 理生∥著 2005.2 角川書店

TB  /ｲｼ 003417318 異世界食堂[1] 犬塚 惇平∥[著] 2015.3 主婦の友社

M    /ｱﾋ 002985741 ジョジョの奇妙な冒険[18] 荒木 飛呂彦∥著 2004.2 集英社

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

      /ｻﾂ 000759914 青空の卵 坂木 司∥著 2002.5 東京創元社

      /ﾋﾄ 002753911 謎解きはディナーのあとで[1] 東川 篤哉∥著 2010.9 小学館

      /ﾐｱ 003317154 校閲ガール 宮木 あや子∥著 2014.3 KADOKAWA

 726/ﾐｼ 002401390 ゲゲゲの女房 武良 布枝∥著 2008.3 実業之日本社

 779/ﾀﾀ 002416601 赤めだか 立川 談春∥著 2008.4 扶桑社

M    /ﾀｹ 001628779 妖怪人間ベム 田中 憲∥著 2002.5 講談社

M    /ﾆﾄ 001614532 のだめカンタービレ[1] 二ノ宮 知子∥著 2002.1 講談社

M    /ﾌｼ 002928052 中年サラリーマン佐江内氏 藤子　F　不二雄∥[作] 2012.2 小学館

M    /ﾓﾏ 001589523 ROOKIES[1] 森田 まさのり∥著 1998.6 集英社

2017年9月企画展示「本から飛び出した主人公たち」

「映像化不可能と言われたあの作品がついに実写化！」「累計○万部のあの作品がテレビアニメ化！」
あなたは、映像を先に観る派ですか？作品を読んでから観る派ですか？それとも、作品のイメージを壊したくない
から映像化なんて許せない！派ですか？（笑）
「セカチュー」こと「世界の中心で愛をさけぶ」の例のように、日の目を見なかった原作が注目されるきっかけになった
りすることがあったりすると、「映像」のインパクトってすごいんだなあ、と思いますよね。
今回は、そんな映像化された作品たちを集めてみました。ふだんは読まないようなジャンルの本を手に取っていただ
くきっかけになれれば幸いです。

2017年 話題の映像化作品

テレビドラマ化された作品



請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

      /ｷﾕ 002712404 悪の教典 （上） 貴志 祐介∥著 2010.7 文藝春秋

      /ﾋｹ 003451908 天空の蜂 東野 圭吾∥著 2015.6 講談社

      /ﾐｼ 002848584 舟を編む 三浦 しをん∥著 2011.9 光文社

      /ﾐｼ 003137619 のぞきめ 三津田 信三∥著 2012.11 角川書店

      /ﾐｼ 002205478 風が強く吹いている 三浦 しをん∥著 2006.9 新潮社

      /ﾓﾄ 002267161 夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦∥著 2006.11 角川書店

B    /ｱｼ 003503810 セーラー服と機関銃[3] 赤川 次郎∥[著] 2016.1 KADOKAWA

B    /ｵｼ 003356874 野火 大岡 昇平∥著 2014.7 新潮社

B    /ｵﾌ 003455264 残穢 小野 不由美∥著 2015.8 新潮社

B    /ｶｹ 003372735 世界から猫が消えたなら 川村　元気／著 2014.9 小学館

B    /ｻﾋ 003539872 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋∥[著] 2016.6 講談社

B    /ﾄｱ 003427591 超高速!参勤交代 土橋 章宏∥[著] 2015.4 講談社

B    /ﾉｱ 001521027 アメリカひじき・火垂るの墓 野坂 昭如∥著 2003.7 新潮社

B    /ﾋﾅ 002585897 永遠の0 百田 尚樹∥[著] 2009.7 講談社

　281/ｲﾐ 003130023 無私の日本人 磯田 道史∥著 2012.10 文藝春秋

M    /ｵﾀ 003295170 バクマン。[1] 大場 つぐみ∥原作 2009.1 集英社

映画化された作品


