
映画になった本（日本映画編）

制作年 映画タイトル 原作タイトル 著者 収録資料名

1933 瀧の白糸 義血侠血 泉鏡花 明治の文学　第8巻

1933 丹下左膳　第一篇 丹下左膳 林不忘 丹下左膳　1～5

1933 鼠小僧次郎吉 鼠小僧次郎吉 大仏次郎 大仏次郎時代小説全集　第12巻

1934 生きとし生けるもの 生きとし生けるもの 山本有三 昭和文学全集　54

1934 霧笛 霧笛 大仏次郎 霧笛

1935 雪之丞変化 雪之丞変化 三上於菟吉 雪之丞変化

1936 人生劇場　青春編 人生劇場　青春編 尾崎士郎 人生劇場　第1

1937 裸の町 裸の町 真船豊 現代日本文学大系　8

1938 路傍の石 路傍の石 山本有三 路傍の石

1939 残菊物語 残菊物語 松村梢風 大衆文学大系　16

1940 小島の春 小島の春 小川正子 小島の春

1948 破戒 破戒 島崎藤村 破戒

1949 青い山脈 青い山脈 石坂洋次郎 新潮日本文学　27

1950 帰郷 帰郷 大仏次郎 大仏次郎自選集　4

1951 めし めし 林芙美子 林芙美子全集　第9巻

1952 稲妻 稲妻 林芙美子 林芙美子全集　第3巻

1953 にごりえ にごりえ 樋口一葉 新編　日本女性文学全集　2

1954 二十四の瞳 二十四の瞳 壺井栄 二十四の瞳

1955 浮雲 浮雲 林芙美子 新潮日本文学　22

1956 真昼の暗黒 裁判官 正木ひろし 裁判官

1956 流れる 流れる 幸田文 流れる

1956 あなたを買います あなたを買います 小野稔 あなたを買います

1956 猫と庄造と二人のをんな 猫と庄造と二人のをんな 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎全集　第14巻

1957 雪国 雪国 川端康成 雪国

1958 楢山節考 楢山節考 深沢七郎 楢山節考

1959 鍵 鍵 谷崎潤一郎 鍵

1959 野火 野火 大岡昇平 野火・ハムレット日記

1959 人間の条件 人間の条件 五味川純平 五味川純平著作集　第1～3巻

1960 おとうと おとうと 幸田文 幸田文全集　第7巻

1960 黒い画集 黒い画集 松本清張 松本清張全集　4

1962 私は二歳 私は二歳 松田道雄 私は二歳

1962 切腹 異聞浪人記 滝口康彦 滝口康彦士道小説傑作選集　上
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1962 キューポラのある街 キューポラのある街 早船ちよ キューポラのある街

1964 砂の女 砂の女 安部公房 砂の女

1965 赤ひげ 赤ひげ 山本周五郎 山本周五郎全集　第11巻

1965 日本列島 日本列島 吉原公一郎 日本列島

1966 白い巨塔 白い巨塔 山崎豊子 山崎豊子全集　6～8

1967 上意討ち　拝領妻始末 拝領妻始末 滝口康彦 上意討ち心得

1967 あかね雲 あかね雲 水上勉 日本海辺物語　下

1967 華岡青洲の妻 華岡青洲の妻 有吉佐和子 華岡青洲の妻

1968 黒部の太陽 黒部の太陽 木本正次 黒部の太陽

1972 忍ぶ川 忍ぶ川 三浦哲郎 忍ぶ川

1972 軍旗はためく下に 軍旗はためく下に 結城昌治 軍旗はためく下に

1974 サンダカン八番娼館　望郷 サンダカン八番娼館 山崎朋子 サンダカン八番娼館

1974 砂の器 砂の器 松本清張 松本清張全集　5

1974 青春の蹉跌 青春の蹉跌 石川達三 青春の蹉跌

1975 青春の門 青春の門 五木寛之 青春の門　第1部

1975 化石 化石 井上靖 化石

1975 金環蝕 金環蝕 石川達三 金環蝕

1976 青春の殺人者 蛇淫 中上健次 蛇淫

1976 不毛地帯 不毛地帯 山崎豊子 山崎豊子全集　12～15

1976 犬神家の一族 犬神家の一族 横溝正史 横溝正史自選集　4

1977 八甲田山 八甲田山 新田次郎 戦後短篇小説再発見　17

1977 八つ墓村 八つ墓村 横溝正史 横溝正史自選集　3

1978 事件 事件 大岡昇平 大岡昇平全集　6

1979 復讐するは我にあり 復讐するは我にあり 佐木隆三 復讐するは我にあり

1981 泥の河 泥の河 宮本輝 宮本輝全短篇　上

1982 蒲田行進曲 蒲田行進曲 つかこうへい 蒲田行進曲

1983 天城越え 天城越え 松本清張 推理作家になりたくて　第5巻

1983 時をかける少女 時をかける少女 筒井康隆 筒井康隆全集　4

1984 Wの悲劇 Wの悲劇 夏樹静子 Wの悲劇

1984 麻雀放浪記 麻雀放浪記 色川武大 色川武大　阿佐田哲也全集　7、8

1985 それから それから 夏目漱石 それから

1985 恋文 恋文 連城三紀彦 恋文
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1986 海と毒薬 海と毒薬 遠藤周作 海と毒薬

1986 火宅の人 火宅の人 檀一雄 火宅の人

1987 別れぬ理由 別れぬ理由 渡辺淳一 渡辺淳一全集　第21巻

1988 異人たちとの夏 異人たちとの夏 山田太一 異人たちとの夏

1989 黒い雨 黒い雨 井伏鱒二 井伏鱒二自選集　第6巻

1989 利休 秀吉と利休 野上彌生子 野上弥生子全集　第13巻

1990 死の棘 死の棘 島尾敏雄 島尾敏雄全集　第8巻

1990 つぐみ TUGUMI 吉本ばなな つぐみ(TUGUMI)

1990 少年時代 長い道 柏原兵三 長い道

1991 息子 倉庫作業員 椎名誠 ハマボウフウの花や風

1992 青春デンデケデケデケ 青春デンデケデケデケ 芦原すなお 青春デンデケデケデケ

1994 居酒屋ゆうれい 居酒屋ゆうれい 山本昌代 居酒屋ゆうれい

1994 四十七人の刺客 四十七人の刺客 池宮彰一郎 四十七人の刺客

1994 棒の哀しみ 棒の哀しみ 北方謙三 棒の哀しみ

1995
緊急呼出し　エマージェン
シーコール

緊急呼出し 太田靖之 緊急呼出し

1995 写楽 写楽 皆川博子 写楽

1995 蔵 蔵 宮尾登美子 蔵　上・下

1996 岸和田少年愚連隊 岸和田少年愚連隊 中場利一 岸和田少年愚連隊

1997 うなぎ 闇にひらめく 吉村昭 海馬

1998 愛を乞うひと 愛を乞うひと 下田治美 愛を乞うひと

1998 カンゾー先生 肝臓先生 坂口安吾 坂口安吾全集　08

1999 金融腐食列島　〔呪縛〕 呪縛 高杉良 呪縛　上・中・下

1999 鉄道員（ぽっぽや） 鉄道員 浅田次郎 鉄道員

1999 雨あがる おごそかな渇き 山本周五郎 山本周五郎全集　第16巻

2001 GO Go 金城一紀 Go

2002 たそがれ清兵衛 たそがれ清兵衛 藤沢周平 藤沢周平全集　第16巻

2002 OUT OUT 桐野夏生 アウト

2002 阿弥陀堂だより 阿弥陀堂だより 南木佳士 阿弥陀堂だより

2003 ヴァイブレータ ヴァイブレータ 赤坂真理 ヴァイブレータ

2003 赤目四十八瀧心中未遂 赤目四十八瀧心中未遂 車谷長吉 赤目四十八瀧心中未遂

2004 クイール 盲導犬クイールの一生 秋元良平、石黒謙吾 盲導犬クイールの一生

2004 血と骨 血と骨 梁石日 血と骨
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2004 父と暮せば 父と暮せば 井上ひさし 父と暮せば

2005 蝉しぐれ 蟬しぐれ 藤沢周平 藤沢周平全集　第20巻

2005 阿修羅城の瞳 阿修羅城の瞳 中島かずき 阿修羅城の瞳

2005 雪に願うこと 輓馬 鳴海章 輓馬

2006 嫌われ松子の一生 嫌われ松子の一生 山田宗樹 嫌われ松子の一生

2006 武士の一分 盲目剣谺返し 藤沢周平 隠し剣　秋風抄

2007 クローズド・ノート クローズド・ノーロ 雫井脩介 クローズド・ノート

2007 サイドカーに犬 サイドカーに犬 長嶋有 猛スピードで母は

2008 クライマーズ・ハイ クライマーズ・ハイ 横山秀夫 クライマーズ・ハイ

2009 剱岳　点の記 劔岳　点の記 新田次郎 劔岳　点の記

2009 沈まぬ太陽 沈まぬ太陽 山崎豊子 沈まぬ太陽　1～5

2010 悪人 悪人 吉田修一 悪人

2010 告白 告白 湊かなえ 告白

2010 ゴールデンスランバー ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎 ゴールデンスランバー

2011 八日目の蟬 八日目の蟬 角田光代 八日目の蟬

2011 まほろ駅前多田便利軒 まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん まほろ駅前多田便利軒

2011 マイ・バック・ページ マイ・バック・ページ 川本三郎 マイ・バック・ページ

2011 東京公園 東京公園 小路幸也 東京公園
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