


タイトル 著者 出版社 公開年 主演者 映画名

７つの贈り物 グラント・ニーポート メディアファクトリー 2009 ウィル・スミス、ロザリオ・ドーソン

月のしずく 浅田　次郎 文芸春秋 藤原紀香、泉谷しげる　

泪壷 渡辺　淳一 講談社 2008 小島可南子、いしだ壱成

ぐるりのこと 梨木　香歩 新潮社 木村多江、リリー・フランキー

ゲバラ日記 チェ・ゲバラ 中央公論新社 ベニケオ・デル・トロ、デミアン・ビチル チェ28歳の革命、39歳別れの手紙

チームバチスタの栄光 海堂　尊 宝島社 竹内結子、阿部寛

西の魔女が死んだ 梨木　香歩 新潮社 サチ・パーカー、高橋真悠

白の闇 ジョゼ・サラマーゴ 日本放送出版協会 ジュリアン・ムーア、伊勢谷友介 ブラインドネス

母べえ 野上　照代 中央公論新社 吉永小百合、浅野忠信

荒野へ ジョン・クラカワー 集英社 エミール・ハーシュ、マーシャ・ゲイ・ハーデン イン・トゥ・ザ・ワイルド

いつか眠りにつく前に スーザン・マイノット 河出書房新社 クレア・デインズ、ヴァネッサ・レッドグレイヴ

クライマーズ・ハイ 横山　秀夫 文芸春秋 堤真一、堺雅人

黄金の羅針盤 ヒィリップ・プルマン 新潮社 ダコタブルー・リチャーズ、二コール・キッドマン ライラの冒険

ジェイン・オースティンの読書会 カレン・ジョイ・ファウラー 白水社 キャシー・ベイカー、マリア・ベロ

青い鳥 重松　清 新潮社 阿部寛、伊藤歩

ジャージの二人 長島　有 集英社 堺雅人、鮎川誠

ホームレス中学生 田村　裕 ワニブックス 小池徹平、西野亮廣

陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 岡田准一、宮崎あおい

容疑者Xの献身 東野　圭吾 文芸春秋 福山雅治、柴崎コウ

蛇にピアス 金原　ひとみ 集英社 吉高由里子、ARATA

贖罪 イアン・マキューアン 新潮社 キーラ・ナイトレイ、ジェームズ・マカヴォイ つぐない

GOTH 乙一 角川書店 本郷奏多、高梨臨

尾崎翠集成 尾崎　翠 築摩書房 2007 石井あす香、鳥居しのぶ こほろぎ嬢

不都合な真実 アル・ゴア ランダムハウス講談社 アル・ゴア

朴　正熙、最後の一日 趙　甲済 草思社 ハン・ソッキュ、ペク・ユンシク ユゴ　大統領　有故

バート・マンロー ジョージ・ベッグ ランダムハウス講談社 アンソニー・ホプキンス、クリス・ローフォード 世界最速のインディアン

となり町戦争 三崎　亜記 集英社 原田知世、江口洋介

2 / 6 ページ 特集展示



タイトル 著者 出版社 公開年 主演者 映画名

天国は待ってくれる 岡田　恵和 幻冬舎 綾田俊樹、岡本綾

ゆれる 西川　美和 ポプラ社 オダギリジョー、香川照之

ＨＥＲＯ 福田　靖 フジテレビ出版 木村拓哉、松たか子

しゃべれどもしゃべれども 佐藤　多佳子 新潮社 国分太一、香里奈

幸せのちから クリス・ガードナー アスペクト ウィル・スミス、ジェイン・クリストファー・サイア・スミス

それでもボクはやってない 周防　正行 幻冬舎 加瀬亮、役所広司

彼女は嘘をついている 小泉　知樹 文芸春秋 それでもボクはやってない

息子よ！韓日に架ける「命の橋」 辛　潤賛 潮出版社 イ・テソン、竹中直人 あなたを忘れない

あなたを忘れない 康　熙奉 早稲田出版

マリー・アントワネット シュテファン・ツワイク 岩波書店 キルスティン・ダンスト、ジェイソン・シュワルツマン

フリーダムランド リチャード・プライス 文芸春秋 サミュエル・L・ジャクソン、ジュリアン・ムーア

バッテリー あさの　あつこ 角川書店 林　遣都、山田健太

文鳥・夢十夜 夏目　漱石 新潮社 小泉今日子、松尾スズキ ユメ十夜

刺青・秘密 谷崎　潤一郎 新潮社 川島令美、和田聰宏 刺青　堕ちた女郎蜘蛛

ブラザーズ・オブ・ザ・ヘッド B.W.オールディス 河出書房新社 ブライアン・オルディス、ブライアン・ディック

檸檬のころ 豊島　ミホ 幻冬舎 榮倉奈々、石田法嗣

ミス・ポター リチャード・モルトビーJr 竹書房 レニー・ゼルヴィガー、ユアンマクレガー

アイ・アム・レジェンド リチャード・マシスン 早川書房 ウィル・スミス、アリシー・ブラガ

極大射程 スティーブン・ハンター 新潮社 マーク・ウォールバーグ、マイケル・ペーシャ ザ・シューター　極大射程

眠れる美女 川端　康成 新潮社 ヴァディム・グロウナ、アンゲラ・ヴィンクラー

幸福な食卓 瀬尾　まいこ 講談社 北乃きい、勝地涼

ツォツォ アソル・フガード 青山出版社 ブレスリー・チェウェンヤガエー、テリー・フェト

LOVE or LIKE 石田　衣良 祥伝社 西山茉希、井上芳雄 ハミングライフ

アルゼンチンババア よしもと　ばなな ロッキング・オン 役所広司、掘北真希

東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 オダギリジョー、樹木希林

眉山 さだ　まさし 幻冬舎 松嶋菜々子、小山田サユリ

あかね空 山本　一力 文芸春秋 内野聖陽、中谷美紀
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愛の流刑地 渡辺　淳一 幻冬舎 豊川悦司、寺島しのぶ

その時は彼によろしく 市川　拓司 小学館 北川景子、国仲涼子

サッド・ヴァイケイション 青山　真治 新潮社 宮崎あおい、浅野忠信

Little DJ 鬼塚　忠 ポプラ社 神木隆之介、福田麻由子 Little DJ 小さな恋の物語

魂萌え！ 桐野　夏生 毎日新聞社 風吹ジュン、三田佳子

墨攻 酒見　賢一 新潮社 アンディ・ラウ、アン・ソンギ

アメリカン・ギャングスター マーク・ジェイコブスン 早川書房 デンゼル・ワシントン、ラッセル・クロウ

ミュンヘン アーロン・J．クライン 角川文庫 2006 エリック・バナ、ダニエル・クレイグ

Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 角田　光代 双葉社 広末涼子、玉山鉄二 Ｐｒｅｓｅｎｔｓ～合い鍵

卒業 重松　清 新潮社 テリー伊藤、薬師丸ひろ子 あおげば尊し

ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 リーアム・ニーソン、ウィリアム・モーズリー ナルニア国物語

かもめ食堂 群　ようこ 幻冬舎 小林聡美、もたいまさこ

ダ・ヴィンチコード ダン・ブラウン 角川書店 トム・ハンクス、オドレィ・トトゥ

夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 多部未華子、石田卓也

県庁の星 桂　望実 小学館 織田裕二、柴咲コウ

出口のない海 横山　秀夫 講談社 市川海老蔵、伊勢谷友介

横溝正史自選集 横溝　正史 出版芸術社 石坂浩二、松嶋菜々子 犬神家の一族

天使の卵 村山　由佳 集英社 市原隼人、小西真奈美

手紙 東野　圭吾 毎日新聞社 山田孝之、玉山鉄二

真犯人 風間　薫 徳間書店 宮崎あおい、小出恵介 初恋

間宮兄弟 江國　香織 小学館 佐々木蔵之介、塚地武雅

冷血 トルーマン・カポーティ 新潮社 フィリップー・シーモア・ホフマン、キャサリン・キーナー カポーティ

博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 寺尾聰、深津絵里

嫌われ松子の一生 山田　宋樹 幻冬舎 中谷美紀、瑛太

日本沈没 小松　左京 小学館 豊川悦司、柴咲コウ

どろろ 手塚　治虫 朝日新聞社 妻夫木聰、柴咲コウ

ブレイブ・ストーリー 宮部　みゆき 角川書店 松たか子、大泉洋
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イン・ザ・プール 奥田　英朗 文芸春秋 2005 田辺誠一、オダギリ・ジョー

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 徳間書店 吉行和子、浅田美代子

銀河ヒッチハイク・ガイド ダグラス・アダムス 河出書房新社 マーティン・フリーマン、モス・デフ

終戦のローレライ 福井　晴敏 講談社 役所広司、妻夫木聰 ローレライ

宇宙戦争 Ｈ・Ｇ・ウェルズ 東京創元社 トム・クルーズ、ダコア・ファニング

電車男 中野　独人 新潮社 中谷美紀、山田孝之

フライ，ダディ，フライ 金城　一紀 講談社 岡田准一、堤真一

変身 東野　圭吾 講談社 玉木宏、蒼井優

クロノス・ジョウンターの伝説 梶尾　真治 朝日ソノラマ 伊藤英明、ミムラ この胸いっぱいの愛を

ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日 西岸　良平 小学館 堤真一、小雪

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社 ジョニー・デップ チャーリーとチョコレート工場

クラッシュ J.G.バラード 東京創元社 2004 サンドラ・ブロック、マットディロン

ソロモン王の洞窟 ヘンリ・ライダー・ハガード 東京創元社 バトリック・スウェイジ

影なき狙撃者 リチャード・コンドン 早川書房 デンゼル・ワシントン、メリル・ストリーブ クライシス・オブ・アメリカ

アイ・ロボット アイザック・アシモフ 角川文庫 ウィルスミス、ブリジット・モイナハン

われはロボット 早川書房 アイ・ロボット

劇場 モーム 新潮社 ジュリエット・スティーヴンソン、ブルース・グリーンウッド 華麗なる恋の舞台で

東京タワー 江國　香織 新潮社 黒木瞳、岡田准一

半落ち 横山　秀夫 講談社 寺尾聰、吉岡秀隆

血と骨 梁　石日 幻冬舎 ビートたけし、鈴木京香

隠し剣　孤影抄 藤沢　周平 文芸春秋 永瀬正敏、松たか子 隠し剣　鬼の爪

赤い月 なかにし　礼 新潮社 常盤貴子、伊勢谷友介

丹下左膳 林　不忘 山手書房新社 豊川悦司、和久井映見 丹下左膳　百万両の壷

弟 石原　慎太郎 幻冬舎 長瀬友也

黄泉がえり 梶尾　真治 新潮社 2003 草彅剛、竹内結子

座頭市 子母沢　寛 中央公論新社 ビートたけし

踊る大捜査線 君塚　良一 フジテレビ出版 織田裕二、柳葉敏郎
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青の炎 貴志　祐介 角川書店 二宮和也、松浦亜弥

ジョゼと虎と魚たち 田辺　聖子 角川書店 妻夫木聰、池脇千鶴

わたしのグランパ 筒井　康隆 文芸春秋 菅原文太、石原さとみ

魔界転生 山田　風太郎 毎日新聞社 窪塚洋介、麻生久美子

赤目四十八滝心中未遂 車谷　長吉 文芸春秋 大西滝太郎、寺島しのぶ

模倣犯 宮部　みゆき 小学館 2002 山崎努、中居正広

オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 アルフレッド・モリナ、メレディス・バクスター

世界をだました男 フランク・アバネイル 新潮社 レオナルド・ディカプリオ、トム・ハンクス

ケイヴマン ジョージ・ドーズ・グリーン 早川書房 サミュエル・Ｌ・ジャクソン、コルム・フィオール

たそがれ清兵衛 藤沢　周平 新潮社 真田広之、宮沢りえ

アウト 桐野　夏生 講談社 原田美枝子、倍賞美津子

Ｇｏ 金城　一紀 講談社 2001 窪塚洋介、柴咲コウ

ブリジット・ジョーンズの日記 へレン・フィールディング ソニー・マガジンズ レニー・ゼルヴィガー、ヒュー・クラント

スーパートイズ ブライアン・オールディス 竹書房 ハーレイ・ジョエル・オスメント、ジュード・ロウ Ａ．Ｉ．

陰陽師 夢枕　獏 文芸春秋 野村萬斎、伊藤英明

大河の一滴 五木　寛之 幻冬舎 安田成美、渡部篤郎

穴 ガイ・バート アーティストハウス ソーラ・バーチ、デズモンド・ハリントン

アトランティスのこころ スティーブン・キング 新潮社 アンソニー・ホプキンス、アントンイェルチン

渚にて ネヴィル・シュート 東京創元社 2000 グレゴリー・ペック、エヴァ・ガードナー

クリムゾン・リバー ジャン＝クリストフ・グランジェ東京創元社 ジャン・レノ、ヴァンサン・カッセル

アメリカン・サイコ ブレット・イーストン・エリス 角川書店 クリスチャン・ベール 、ウィレム・デフォー

クロスファイア 宮部　みゆき 光文社 矢田亜希子、伊藤英明
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