
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

ハッピーバースデー 青木 和雄／作 金の星社 2005.4 8132860814 913.6 アオ

三毛猫ホームズの好敵手(ライバル) 赤川 次郎／著 光文社 1996.4 8130502486 913.6 アカ

旅猫リポート 有川 浩／著 講談社 2017.2 8135107213 913.6 アリ

図書館戦争 有川 浩／著 メディアワークス 2006.3 8133143702 913.6 アリ

図書館危機 有川 浩／著 メディアワークス 2007.3 8133334858 913.6 アリ

図書館革命 有川 浩／著 メディアワークス 2007.11 8133489664 913.6 アリ

重力ピエロ 伊坂 幸太郎／著 新潮社 2003.4 8132419692 913.6 イサ

陽気なギャングの日常と襲撃 伊坂 幸太郎／著 祥伝社 2006.5 8133167787 913.6 イサ

グラスホッパー 伊坂 幸太郎／著 角川書店 2004.7 8132676107 913.6 イサ

フィッシュストーリー 伊坂 幸太郎／著 新潮社 2007.1 8133328289 913.6 イサ

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂 幸太郎／著 東京創元社 2006.12 8133306817 913.6 イサ

屍人荘の殺人 今村 昌弘／著 東京創元社 2019.9 8135110139 913.6 イマ

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎 夏海／著 ダイヤモンド社 2009.12 8141378964 913.6 イワ

博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 2003.8 8140871760 913.6 オガ

食堂かたつむり 小川 糸／著 ポプラ社 2008.1 8133725879 913.6 オガ

明日の記憶 荻原 浩／著 光文社 2004.1 8132723127 913.6 オギ

六番目の小夜子 恩田 陸／著 新潮社 2001.2 8131835568 913.6 オン

ブラックペアン1988 海堂 尊／著 講談社 2007.9 8133463452 913.6 カイ

クロノス・ジョウンターの伝説 梶尾 真治／著 朝日ソノラマ 1994.12 8121359433 913.6 カジ

世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一／著 小学館 2001.4 8132486194 913.6 カタ

青の炎 貴志 祐介／著 角川書店 1999.1 8131505016 913.6 キシ

硝子のハンマー 貴志 祐介／著 角川書店 2004.4 8132605929 913.6 キシ

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋／著 講談社 2016.6 8134673641 913.6 サイ

坂の上の雲 1 司馬 遼太郎／著 文芸春秋 1999.1 8133242120 913.6 シバ/1

坂の上の雲 1 司馬 遼太郎／著 文芸春秋 1999.1 8141581370 913.6 シバ/1

ナラタージュ 島本 理生／著 角川書店 2005.2 8132831590 913.6 シマ

ビルマの竪琴 竹山 道雄／著 新潮社 1973.1 8141198714 913.6 タケ

人間失格 太宰 治／著 集英社 1990.11 8133590348 913.6 ダザ

火宅の人 上 檀 一雄／著 新潮社 1982 8140894370 913.6 ダン

くちびるに歌を 中田 永一／著 小学館 2011.11 8134912689 913.6 ナカ

虞美人草 夏目 漱石／作 岩波書店 1990.4 8133165610 913.6 ナツ

それから 夏目 漱石/著 新潮社 1968.1 8140761220 913.6 ナツ

こころ 夏目漱石/作 岩波書店 1978 8141006520 913.6 ナツ

神様のカルテ 夏川 草介／著 小学館 2009.9 8134039772 913.6 ﾅﾂ/1

流星の絆 東野 圭吾／著 講談社 2008.3 8133571816 913.6 ヒガ

探偵ガリレオ 東野 圭吾／著 文芸春秋 1998.5 8131077878 913.6 ヒガ

永遠の0 百田 尚樹／著 太田出版 2006.8 8133304554 913.6 ヒヤ

永遠の0 百田 尚樹／著 講談社 2009.7 8141503481 913.6 ヒヤ

海賊とよばれた男 上 百田 尚樹／著 講談社 2012.7 8134340081 913.6 ヒヤ/1

海賊とよばれた男 下 百田 尚樹／著 講談社 2012.7 8134452640 913.6 ヒヤ/2

ある男 平野 啓一郎／著 文藝春秋 2018.9 8135053990 913.6 ヒラ

火花 又吉 直樹／著 文藝春秋 2015.3 8134563354 913.6 ﾏﾀ

おくりびと 滝田 洋二郎／監督 小学館 2008.7 8133688701 913.6 モモ

リアル鬼ごっこ 山田 悠介／著 文芸社 2001.12 8132303122 913.6 ヤマ

山崎豊子全作品 4 山崎 豊子／著 新潮社 1985.11 8110274418 913.6 ヤマ/4

山崎豊子全作品 8 上 山崎 豊子／著 新潮社 1986.2 8110274445 913.6 ヤマ/8.1

クライマーズ・ハイ 横山 秀夫／著 文芸春秋 2003.8 8112050067 913.6 ヨコ

クリスマス・キャロル ディケンズ／著 光文社 2006.11 8133666366 933.6 デ

ナイルに死す アガサ・クリスティー／著 早川書房 2020.9 8135232893 933.7 ｸ

ピーター・パンの冒険 ジェームズ・M.バリー／著 新潮社 2017.12 8134874630 933.7 バ

ものすごくうるさくて、ありえないほど近い ジョナサン・サフラン・フォア／著 NHK出版 2011.7 8135162224 933.7 ﾌ

ダ・ヴィンチ・コード 上 ダン・ブラウン／著 角川書店 2004.5 8132634635 933.7 ブ

レ・ミゼラブル 1 ユーゴー／作 岩波書店 1987.4 8132582163 953 ユ/1
オペラ座の怪人 ガストン・ルルー/著 三輪秀彦/訳 東京創元社 1995 8135227383 953.7 ﾙ

＊ティーンズコーナーテーマ展示＊　映像化された作品たち

映画やドラマの原作本を集めました。ラストが違ったり、文字で読むと映像化されなかった行間が描かれていたり…。
同じ作品でも、きっと違った発見があります！

請求記号
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何者 朝井 リョウ／著 新潮社 2012.11 8134316273 G936 ア/A
チア男子!! 朝井 リョウ／著 集英社 2013.2 8134742640 G936 ア/A
桐島、部活やめるってよ 朝井 リョウ／著 集英社 2012.4 8134707347 G936 ア/B
花咲舞が黙ってない 池井戸 潤／著 中央公論新社 2017.9 8134043309 G936 イ/A
空飛ぶタイヤ 池井戸 潤／著 実業之日本社 2016.1 8134707660 G936 イ/A
トリガール! 中村 航／作 KADOKAWA 2017.8 8134842459 G936 ナカ/A
さよならドビュッシー 中山 七里／著 宝島社 2010.1 8134699380 G936 ﾅｶ/B
BanG Dream!バンドリ 中村 航／著 KADOKAWA 2016.8 8134722020 G936 ﾅｶ/B
デビクロくんの恋と魔法 中村 航／著 小学館 2013.12 8134743675 G936 ﾅｶ/D
氷菓 米澤 穂信／著 角川書店 2001.11 8134700720 G936 ヨ/A
千本松原 岸 武雄／著 あかね書房 1979 8131171646 J913 キ
西の魔女が死んだ 梨木 香歩／著 小学館 1996.4 8122032788 J913 ナ
そして五人がいなくなる はやみねかおる/作 村田四郎/絵 講談社 1994.2 8134056147 J913 ハ
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 岩波書店 2000.12 8122121627 J913 ミ
小説となりのトトロ 宮崎駿/原作・絵 久保つぎこ/文 徳間書店 1988 8140508788 J913 ミ
緋色の研究 コナン・ドイル／作 偕成社 1998.4 8131055478 J933 ド
指輪物語 1 J・R・R・トールキン／著 評論社 1992.5 8320124062 J933 ト/1
ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング／作 静山社 1999.12 8131534340 J933 ロ
ロアルド・ダールコレクション 2 ロアルド・ダール／著 評論社 2005.4 8133354814 J938 ダ/2


