
『映画・ドラマになった本』展示本リスト "Y･A BOOKS" Special Issue No.6

映画・ドラマのタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 資料コード
映画「１リットルの涙」2004年 １リットルの涙 木藤　亜也／著 エフエー出版     916 ｷﾄ 1108807463
映画「7月24日通りのクリスマス」2006年 ７月２４日通り 吉田　修一／〔著〕 新潮社     913.6 ﾖｼ 1108664084
映画「LOFT ロフト」2005年 黒沢清の映画術 黒沢　清／著 新潮社     778.21 ｸﾛ 1108971540
映画「SAYURI」2005年 さゆり　上 アーサー・ゴールデン／著 文芸春秋     933.7 ｺﾙ 1107778840
映画「TANNKA 短歌」2006年 トリアングル 俵　万智／著 中央公論新社     913.6 ﾀﾜ 1109035790
映画「アーサーとミニモイたち」2006年 アーサーとミニモイたち リュック・ベッソン／著 角川書店     J953 ﾍﾂ 1108365835
映画「アイアン・ジャイアント」1999年 アイアン・マン テッド＝ヒューズ　作 講談社     J933 ﾋﾕ 1107036153
映画「アウトサイダー」1983年 アウトサイダーズ Ｓ．Ｅ．ヒントン／著 あすなろ書房 ﾃｺ 933.7 ﾋﾝ 1107836980
映画「青いイルカの島」1964年 青いイルカの島 スコット・オデル／作 藤原 英

司／訳 藪内 正幸／え
理論社 B J933    ｵﾃﾞ  1104821259

映画「赤い鯨と白い蛇」2005年 赤い鯨と白い蛇 富川　元文／著 クリーク・アンド・リ
バー社

    913.6 ﾄﾐ 1109066779

映画「赤毛のアン」1986年 赤毛のアン 完訳赤毛のアンシリーズ１ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　著 講談社     J933 ﾓﾝ 1107222005
映画「アガサ・クリスティーの奥さまは名探
偵」2005年

親指のうずき アガサ・クリスティー／著 早川書房     933.7 ｸﾘ 1109080731

映画「アキハバラ@DEEP」2006年 アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良／著 文芸春秋     913.6 ｲｼ 1108651587
映画「アジアンタムブルー」2006年 アジアンタムブルー 大崎　善生／著 角川書店     913.6 ｵｵ 1108435090
映画「明日を夢見て・南部黒人一家物語」
1976年

大地に歌は消えない ウィリアム・Ｈ・アームストロン
グ　作

大日本図書 B   J933 ｱﾑ 1104814586

映画「穴／Holes」2003年 穴 ルイス・サッカー／作 講談社 ﾃｺ J933 ｻﾂ 1107816931
映画「アヒルと鴨のコインロッカー」2006年 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎／著 東京創元社     913.6 ｲｻ 1108512752
映画「アミスタッド」1996年 自由をわれらに ウォルター・ディーン・マイヤー

ズ／作
小峰書店     J253 ﾏｲ 1107608797

映画「あらしの夜に」2003年 永い夜 ミシェル・レミュー／作 講談社     726.5 ﾙﾐ 1107725443
映画「あらしのよるに」2005年 あらしのよるに きむら　ゆういち／著 小学館     913.6 ｷﾑ 1108813756
映画「アレクセイと泉」2002年 アレクセイと泉のはなし 本橋 成一／写真と文 アリス館   J369    ﾓﾄ    1108697058
映画「硫黄島からの手紙」2006年 栗林忠道硫黄島からの手紙 栗林　忠道／著 文芸春秋     289.1 ｸﾘ 1108979083
映画「硫黄島からの手紙」2006年 散るぞ悲しき 梯　久美子／著 新潮社     289.1 ｸﾘ 1108749566
映画「いたずらネコ　ラルフ」1999年 あくたれラルフ ジャック・ガントス　さく 福音館書店 B   E ｶﾞﾝ 1104923885
映画「犬がほしい」2003年 いぬがほしいよ！ ダイヤル・カー・カルサ　作 徳間書店 B   E ｶﾙ 1107142414
映画「犬神家の一族」2006年 犬神家の一族 横溝正史全集４ 横溝　正史　著 講談社 B   913.6 ﾖ6 1102664980
映画「いま、会いにゆきます」2004年 いま、会いにゆきます 市川　拓司／著 小学館     913.6 ｲﾁ 1108533510
映画「インストール」2004年 インストール 綿矢　りさ／著 河出書房新社 ﾃｺ 913.6 ﾜﾀ 1108095408
映画「ウィロビー・チェイスのおおかみ」1989 ウィロビー館のオオカミ ジョーン＝エイキン　作 講談社 Y   J933 ｴｲ 1106032187
映画「ヴェニスの商人」2004年 ヴェニスの商人 シェイクスピア全集１０ シェイクスピア／著 筑摩書房 ﾃｺ 932.5 ｼｴ 1108949020

請求記号

　　　ティーンズコーナー2007春のテーマ展示『映画・ドラマになった本』のリストです。映画・ドラマの原作や関連本を集めました。読書の楽しみを広げてください。
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映画・ドラマのタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 資料コード請求記号
映画「ウォーターシップダウンのうさぎたち」
1979年

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち
上

リチャード・アダムズ／著 評論社 ﾃｺ 933.7 ｱﾀ 1109014271

映画「兎の眼」1979年 兎の眼 灰谷　健次郎／作 理論社 B   J913 ﾊｲ 1104819528
映画「エーミールと探偵たち」2001年 エミールと探偵たち ケストナー　作 岩波書店 Y   J943 ｹｽ 1104930280
映画「エバーラスティング　時をさまようタッ
ク」2002年

時をさまようタック ナタリー・バビット／作 評論社 ﾃｺ J933 ﾊﾞﾋﾞ 1105324392

映画「エラゴン 遺志を継ぐ者」2006年 エラゴン クリストファー・パオリーニ／著 ソニー・マガジンズ ﾃｺ J933 ﾊｵ 1108492560
映画「エルマーの冒険」1997年 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／

さく
福音館書店     J933 ｶﾞﾈ 1105584702

映画「王の男」2005年 歴史を知ればもっと面白い韓国映画 川西　玲子／著 ランダムハウス講
談社

    778.22 ｶﾜ 1109057662

映画「お引越し」1993年 お引越し ひこ・田中　作 福武書店     J913 ﾋｺ 1105344439
映画「おもしろ荘の子どもたち」1979年 おもしろ荘の子どもたち リンドグレーン／作 石井 登志

子／訳
岩波書店   J949    ﾘﾝ    1109080141

映画「親指こぞうニルス・カールソン」1990
年

親指こぞうニルス・カールソン リンドグレーン／作 大塚 勇三
／訳

岩波書店   J949    ﾘﾝ    1106548460

映画「女になる季節」1961年 すももの夏 ルーマー・ゴッデン　作 徳間書店 ﾃｺ J933 ｺﾞﾂ 1107688395
映画「お父さんのバックドロップ」2004年 お父さんのバックドロップ 中島　らも　作 学研 B   J913 ﾅｶ 1105315179
映画「顔のない天使」1993年 顔のない男 イザベル・ホランド　作 富山房 B   J933 ﾎﾗ 1106568140
映画「風の子どものように」1992年 ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング／作 偕成社     J943 ﾍﾙ 1104837295
映画「カッレくんの冒険」1996年 カッレくんの冒険 Ａ．リンドグレーン／作 岩波書店 ﾃｺ J949 ﾘﾝ 1104930997
映画「哀しみのベラドンナ」1973年 魔女上 ミシュレ　著 岩波書店 B   230.4 ﾐ 1100395391
映画「カポーティ」2005年 カポーティ ジェラルド・クラーク　著 文芸春秋     930.28 ｸﾗ 1107708120
映画「カポーティ」2006年 叶えられた祈り トルーマン・カポーティ／著 新潮社     933.7 ｶﾎ 1107895541
映画「カラフル」1999年 カラフル 森　絵都／作 理論社 ﾃｺ J913 ﾓﾘ 1107547691
映画「狩人と犬、最後の旅」2004年 最後の狩人 ニコラ・ヴァニエ／文 小峰書店 ﾃｺ E ｳｱ 1108845132
映画「川のほとりのおもしろ荘」1979年 川のほとりのおもしろ荘 リンドグレーン／作 石井 登志

子／訳
岩波書店   J949    ﾘﾝ    1109080150

映画「がんばっていきまっしょい」1997年 がんばっていきまっしょい 敷村 良子／著 マガジンハウス ﾃｺ 913.6 ｼｷ   1107055300
映画「きいてほしいの、あたしのこと　ウィ
ン・ディキシーのいた夏＜特別編＞」2004

きいてほしいの、あたしのこと ケイト・ディカミロ／作 ポプラ社     J933 ﾃｲ 1108277661

映画「黄色い老犬」1957年 黄色い老犬 Ｇｉｐｓｏｎ，Ｆｒｅｄ． 新潮社 B   933 ｷﾞ3 1102842106
映画「奇跡の旅」1993年 信じられぬ旅 S・バーンフォード／[著] 藤原

英司／訳
集英社 B 933      ﾊﾞ11 1102827709

映画「疑惑の愛情」1960年 テキサスの猟師 フレッド・ギプソン　著 新紀元社 B   933 ｷﾞ3 1102842115
映画「金色のクジラ」1996年 金色のクジラ 岸川　悦子／作 ひくまの出版     J913 ｷｼ 1105336348
映画「銀河鉄道の夜」1985年 『銀河鉄道の夜』しあわせさがし 千葉　一幹／著 みすず書房 ﾃｺ 913.6 ﾁﾊ 1108751733
映画「銀河鉄道の夜」1985年 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 岩波書店 Y   J913 ﾐﾔ 1108007817
映画「キング・コング」2005年 アンソニー・ブラウンのキング・コング アンソニー・ブラウン／作 藤本

朝巳／訳
平凡社   E         ﾌﾗ    1108819517

映画「クイール」2003年 盲導犬になったクイール 秋元　良平／作 あすなろ書房 B   369.27 ｱｷ 1106371619
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映画・ドラマのタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 資料コード請求記号
映画「空中庭園」2005年 空中庭園 角田　光代／著 文芸春秋     913.6 ｶｸ 1108508286
映画「鯨が来た時」1989年 イッカククジラがきた浜辺 マイクル・モーパーゴ／作 沢登

君恵／訳
ぬぷん児童図書出
版

B J933    ﾓﾊﾟ  1104951155

映画「グスコーブドリの伝記」1994年 グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治／著〕 くもん出版 B   J913 ﾐﾔ 1106303996
映画「薬指の標本」2004年 薬指の標本 小川　洋子　著 新潮社     913.6 ｵｶﾞ 1106636680
映画「グリンチ」2000年 グリンチ ドクター・スース／さく・え アーティストハウス B   E ﾄｸ 1107997640
映画「クローディアと貴婦人」1973年 クローディアの秘密　ほんとうはひとつ

の話 カニグズバーグ作品集１
カニグズバーグ／〔著〕 岩波書店 ﾃｺ J933 ｶﾆ 1108070249

映画「汚れなき悪戯」1955年 汚れなき悪戯 Ｓ■ｎｃｈｅｚ　Ｓｉｌｖａ，Ｊｏｓ■　Ｍ
ａｒｉａ．

春秋社 B   963 ｻ 1102895487

映画「ゲド戦記」2006年 影との戦い ゲド戦記１ ル＝グウィン／〔著〕 岩波書店 ﾃｺ J933 ﾙｸ 1107828478
映画「ゲルマニウムの夜」2005年 ゲルマニウムの夜 花村　万月　著 文芸春秋     913.6 ﾊﾅ 1107579069
映画「幻想の魔術師カレル・ゼマン　クラ
バート」1977年

クラバート上 プロイスラー　作 偕成社 Y   J943 ﾌﾟﾛ 1106453741

映画「県庁の星」2006年 県庁の星 桂　望実／著 小学館     913.6 ｶﾂ 1108791292
映画「皇帝の鶯」1948年 ナイチンゲール H.C.アンデルセン／原作 赤木

かん子／文 丹地 陽子／画
フェリシモ出版   J949    ｱﾝ   1108947624

映画「幸福な食卓」2006年 幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｾｵ 1108710641
映画「ごめん」2002年 ごめん ひこ・田中　作 偕成社 ﾃｺ J913 ﾋｺ 1106941597
映画「コルドロン」1984年 タランと角の王 プリデイン物語１ ロイド・アリグザンダー　作 評論社 B   J933 ｱﾘ 1104888178
映画「西遊記」2007年 天の巻 西遊記１　斉藤洋の西遊記シ

リーズ
〔呉　承恩／作〕 理論社     J923 ｺ 1108526201

映画「サウンダー」1972年 父さんの犬サウンダー Ｗ．Ｈ．アームストロング　作 岩波書店 Y   J933 ｱﾑ 1107458027
映画「ザスーラ」2005年 ザスーラ クリス・バン・オールスバーグ／

さく
ほるぷ出版     E ｳｱ 1108401136

映画「三銃士」1993年 三銃士　上 A.デューマ／作 生島 遼一／ 岩波書店 ﾃｺ J953    ﾃﾞﾕ  1104930754
映画「山賊のむすめローニャ」1984年 山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン／

作 大塚 勇三／訳
岩波書店 Y J949    ﾘﾝ    1106547810

映画「シービスケット」2003年 シービスケット ローラ・ヒレンブランド／著 ソニー・マガジンズ     788.5 ﾋﾚ 1108646362
映画「シャーロットのおくりもの」2006年 いつだってそばに Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 クレヨンハウス     J933 ﾎﾜ 1109066830
映画「シャーロットのおくりもの」2006年 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 あすなろ書房     J933 ﾎﾜ 1107937276
映画「ジャイアント・ピーチ」1996年 おばけ桃が行く ロアルド・ダールコレク

ション１
ロアルド・ダール／著 評論社     J938 ﾀﾙ 1108811152

映画「しゃべれども　しゃべれども」2007年 しゃべれどもしゃべれども 佐藤　多佳子　著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｻﾄ 1107344483
映画「シュガー&スパイス 風味絶佳」2006 風味絶佳 山田　詠美／著 文芸春秋     913.6 ﾔﾏ 1108703235
映画「ジュマンジ」1995年 ジュマンジ クリス・バン・オールスバーグ

さく
ほるぷ出版 B   E ﾊﾞﾝ 1106343650

映画「シュレック」2001年 みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ／文と絵 セーラー出版     E ｽﾀ 1105644480
映画「白い記憶の女」1988年 ブランコの少女　上 リチャード・アダムズ　〔著〕 評論社 B   933 ｱﾀﾞ 1105162409
映画「スウィングガールズ」2004年 スウィングガールズ 矢口　史靖／著 メディアファクトリー ﾃｺ 913.6 ﾔｸ 1108900323
映画「スチュアート・リトル」1999年 スチュアートの大ぼうけん Ｅ．Ｂ．ホワイト／著 あすなろ書房     J933 ﾎﾜ 1107844800
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映画・ドラマのタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 資料コード請求記号
映画「墨攻」2006年 墨攻 酒見　賢一　著 新潮社 B   913.6 ｻｹ 1105658575
映画「世界の中心で、愛をさけぶ」2004年 韓流、純愛、初恋病。 小林　竜雄／著 中央公論新社     778.22 ｺﾊ 1108797670
映画「世界の中心で、愛をさけぶ」2004年 世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一／著 小学館     913.6 ｶﾀ 1108520763
映画「蝉しぐれ」2005年 蝉しぐれ 藤沢　周平　著 文芸春秋 B   913.6 ﾌｼﾞ 1104195728
映画「戦場のアリア」2005年 世界で一番の贈りもの マイケル・モーパーゴ／作 評論社 ﾃｺ 933.7 ﾓﾊ 1108828196
映画「それでもボクはやってない」2006年 お父さんはやってない 矢田部　孝司／著 太田出版     326.22 ﾔﾀ 1109078555
映画「それでもボクはやってない」2006年 彼女は嘘をついている 小泉　知樹／著 文芸春秋     326.22 ｺｲ 1109078564
映画「太陽」2005年 映画『太陽』オフィシャルブック アレクサンドル・ソクーロフ／ほ

か著
太田出版     778.23 ｿｸ 1109035010

映画「太陽の子」1980年 太陽の子 灰谷　健次郎／作 理論社 B   J913 ﾊｲ 1104819671
映画「竜の子太郎」1979年 竜の子太郎 松谷　みよ子　著 講談社     J913 ﾏﾂ 1106910296
映画「ダニー　ぼくらは世界一の名コン
ビ！」1989年

ぼくらは世界一の名コンビ！ ロアルド・ダール　作 評論社     J933 ﾀﾞﾙ 1106817175

映画「旅するジーンズと16歳の夏」2005年 トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ／作 理論社 ﾃｺ J933 ﾌﾗ 1108174708
映画「魂萌え！」2006年 魂萌え！ 桐野　夏生／著 毎日新聞社     913.6 ｷﾘ 1108695572
映画「ダンデライオン」2003年 ダンデライオン メルヴィン・バージェス／著 池

田 真紀子／訳
東京創元社 ﾃｺ 933.7   ﾊｼ   1107964003

映画「チキ・チキ・バン・バン」1968年 チキチキバンバンぼうけん　その１ イアン・フレミング　作 富山房 B   J933 ﾌﾚ 1106609904
映画「チャーリーとチョコレート工場」2005年 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール　作 評論社     J933 ﾀﾞﾙ 1105974987
映画「椿山課長の七日間」2006年 椿山課長の七日間 浅田　次郎／著 朝日新聞社     913.6 ｱｻ 1108222458
映画「転校生」1981年 おれがあいつであいつがおれで 山中　恒　作 旺文社     J913 ﾔﾏ 1104894729
映画「点子ちゃんとアントン」1999年 点子ちゃんとアントン ケストナー／作 岩波書店     J943 ｹｽ 1104939141
映画「天使のともしび」1967年 ヒューゴとジョセフィーン マリア・グリーペ　作 富山房 B   J949 ｸﾞﾘ 1106575557
映画「天使の卵」2006年 ヘヴンリー・ブルー 村山　由佳／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ﾑﾗ 1108992998
映画「天使の卵」2006年 天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳　著 集英社 ﾃｺ 913.6 ﾑﾗ 1106427483
映画「電車男」2005年 電車男 中野　独人／著 新潮社     913.6 ﾅｶ 1108618410
映画「東京大空襲ガラスのうさぎ」1980年 ガラスのうさぎ 高木　敏子／作 金の星社 Y   J913 ﾀｶ 1108725205
映画「トゥモロー・ワールド」2006年 人類の子供たち Ｐ・Ｄ・ジェイムズ　著 早川書房 B   933 ｼﾞｴ 1106364033
映画「年をとった鰐」2006年 年をとったワニの話 ショヴォー氏とル

ノー君のお話集１
レオポルド・ショヴォー／文と絵 福音館書店 B   J953 ｼﾖ 1104926582

映画「年をとった鰐」2006年 年を歴た鰐の話 レオポール・ショヴォ／原作 文芸春秋     953.7 ｼﾖ 1108511890
映画「となり町戦争」2006年 となり町戦争 三崎　亜記／著 集英社     913.6 ﾐｻ 1108724084
映画「トニー滝谷」2004年 レキシントンの幽霊 村上　春樹　著 文芸春秋     913.6 ﾑﾗ 1107132660
映画「飛ぶ教室」2002年 飛ぶ教室 ケストナー／著 光文社 ﾃｺ 943.7 ｹｽ 1109084347
映画「長くつ下のピッピ」1997年 長くつ下のピッピ リンドグレーン　作 岩波書店     J949 ﾘﾝ 1104939571
映画「夏の庭」1994年 夏の庭－Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実　作 福武書店 ﾃｺ J913 ﾕﾓ 1106285305
映画「ナルニア国物語」2005年 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店     J933 ﾙｲ 1108796815
映画「日本以外全部沈没」2006年 農協月へ行く　上 筒井　康隆／著 埼玉福祉会 L   913.6 ﾂﾂ 1107962081
映画「ネコのミヌース」2001年 ネコのミヌース アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 徳間書店     J949 ｼﾕ 1107852858
映画「ネバー・エンディング・ストーリー」
1984年

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店     J943 ｴﾝ 1107658055
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映画「ハイジ」2001年 ハイジ　上 ヨハンナ・シュピリ／作 岩波書店 Y   J943 ｽﾋ 1108325070
映画「ハウルの動く城」2004年 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　作 徳間書店 ﾃｺ J933 ｼﾞﾖ 1107264444
映画「蠅の王」1990年 イギリス 集英社ギャラリー〈世界の文 集英社     908 ｼﾕ 1105502046
映画「博士の愛した数式」2005年 博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社     913.6 ｵｶ 1108488307
映画「初恋」2006年 初恋 中原　みすず／著 リトル・モア ﾃｺ 913.6 ﾅｶ 1109092302
映画「バッテリー」2007年 バッテリー あさの あつこ／作 佐藤 真紀子教育画劇 ﾃｺ J913    ｱｻ   1107978170
映画「ハットしてキャット」2003年 キャットインザハット ドクター・スース／さく・え 河出書房新社 B   E ﾄｸ 1107924877
映画「パフューム　ある人殺しの物語」2006 香水 パトリック・ジュースキント　著 文芸春秋 B   943 ｼﾞﾕ 1104676499
映画「パプリカ」2006年 パプリカ 筒井　康隆　著 中央公論社     913.6 ﾂﾂ 1106391611
映画「ハミングライフ」2006年 ＬＯＶＥ　ｏｒ　ＬＩＫＥ 石田　衣良／著 祥伝社     913.68 ｲｼ 1108959957
映画「早咲きの花」2006年 ええじゃないか１７歳のチャレンジ 宗田　理／著 角川書店 ﾃｺ 913.6 ｿｳ 1109034372
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」2000年 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 静山社 ﾃｺ J933 ﾛﾘ 1107794638
映画「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」
2007年

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団上 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 静山社 ﾃｺ J933 ﾛﾘ 1108569272

映画「ハリエットのスパイ大作戦」1996年 スパイになりたいハリエットのいじめ解
決法

ルイーズ＝フィッツヒュー　作絵 講談社     J933 ﾌｲ 1106794849

映画「春の雪」2005年 春の雪 三島　由紀夫／〔著〕 新潮社 B   913.6 ﾐ2 1102651623
映画「バロン」1989年 ほら男爵の冒険 小学館世界の名作８ 小学館 B   J908 ｼﾖ 1107525380
映画「ハワードと七人の魔法使い」1992年 七人の魔法使い ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／ 徳間書店     J933 ｼﾖ 1108440887
映画「非・バランス」2000年 非・バランス 魚住　直子　著 講談社 ﾃｺ J913 ｳｵ 1107029963
映画「ビアンカの大冒険」1977年 くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ／作 岩波書店 B   J933 ｼﾔ 1104939025
映画「ビアンカの大冒険」1977年 小さい勇士のものがたり マージェリー・シャープ　作 岩波書店 B   J933 ｼﾔ 1107060909
映画「ピーター・パン」2003年 ピーター・パン バリー　著 河出書房新社     933 ﾊﾞﾘ 1106635486
映画「ピッピの宝島」1970年 ピッピ南の島へ リンドグレーン／作 大塚 勇三

／訳
岩波書店   J949    ﾘﾝ    1104939590

映画「ピッピ船にのる」1970年 ピッピ船にのる リンドグレーン／作 大塚 勇三
／訳

岩波書店   J949    ﾘﾝ    1104939580

映画「ひとまねこざる」1982年 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ　文，絵 岩波書店     E ﾚｲ 1107457988
映画「ピノッキオ」2002年 ピノキオの冒険 カルロ・コルローディ　原作 西村書店 B   973 ｺﾙ 1106146080
映画「秘密の花園」1993年 秘密の花園　上 バーネット／作 岩波書店 Y   J933 ﾊﾈ 1108672863
映画「フィオナの海」1994年 フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ　著 集英社 ﾃｺ 933 ﾌﾗ 1107033527
映画「武士の一分」2006年 隠し剣　秋風抄 藤沢　周平　著 文芸春秋 B   913.6 ﾌｼﾞ 1104438227
映画「ふたりのロッテ」1993年 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー／作 岩波書店 Y   J943 ｹｽ 1108942010
映画「ブライアン・ジョーンズ　ストーンズか
ら消えた男」2005年

ローリング・ストーンズ フランソワ・ボン／著 現代思潮新社     764.7 ﾎﾝ 1108843183

映画「プラダを着た悪魔」2006年 プラダを着た悪魔 ローレン・ワイズバーガー／著 早川書房     933.7 ﾜｲ 1108490520
映画「ベイビー　潮風のおくりもの」2000年 潮風のおくりもの パトリシア・マクラクラン　作 偕成社 B   J933 ﾏｸ 1106806618
映画「ベイブ」1995年 Ｂａｂｅ　： ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ　ｂｙ

Ｄｉｃｋ　Ｋｉｎｇ－Ｓｍｉｔｈ　；　ｒｅｔｏｌ
ｄ　ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｅｓｃｏｔｔ．

Ｐｅａｒｓｏｎ　Ｅｄｕｃａ
ｔｉｏｎ，

ﾃｺ 933.7 K84 洋120101464
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映画「ベッドかざりとほうき」1971年 空とぶベッドと魔法のほうき メアリー・ノートン／作 猪熊 葉

子／訳
岩波書店 Y J933    ﾉﾄ    1107925506

映画「ベルナのしっぽ」2005年 ベルナのしっぽ 郡司　ななえ　著 イースト・プレス     916 ｸﾞﾝ 1107014183
映画「亡国のイージス」2005年 亡国のイージス 福井　晴敏／著 講談社     913.6 ﾌｸ 1107848461
映画「ポーラー・エクスプレス」2004年 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と あすなろ書房     E ｳｱ 1108425011
映画「星の牧場」1987年 星の牧場 庄野　英二／作 理論社 B   J913 ｼﾖ 1104819573
映画「ポピーとディンガン」2005年 ポビーとディンガン ベン・ライス／著 アーティストハウス ﾃｺ J933 ﾗｲ 1108093486
映画「ボロワーズ　床下の小さな住人たち」
1997年

床下の小人たち 岩波世界児童文学集
８

岩波書店 Y   J933 ﾉﾄ 1106344658

映画「マイ・フレンド・メモリー」1998年 フリーク・ザ・マイティ ロッドマン・フィルブリック　作 講談社 ﾃｺ J933 ﾌｲ 1106830936
映画「マイ・リトル・ガーデン」1997年 壁のむこうの街 ウリ・オルレブ　作 偕成社 ﾃｺ J929 ｵﾙ 1106211562
映画「魔女の宅急便」1989年 魔女の宅急便 角野　栄子　作 福音館書店     J913 ｶﾄﾞ 1104926377
映画「マチルダ」1996年 マチルダは小さな大天才 ロアルド・

ダールコレクション１６
ロアルド・ダール／著 評論社     J938 ﾀﾙ 1108779903

映画「真昼の花」2005年 地上八階の海 角田　光代／著 新潮社     913.6 ｶｸ 1107893770
映画「みえない雲」2006年 みえない雲 グードルン・パウゼヴァング／ 小学館     943.7 ﾊｳ 1109075259
映画「ミオ」1987年 ミオよわたしのミオ アストリッド・リンドグレーン／

作 大塚 勇三／訳
岩波書店 Y J949    ﾘﾝ    1107965619

映画「ミスティック・リバー」2003年 ミスティック・リバー デニス・ルヘイン／著 早川書房     933.7 ﾚﾍ 1108099292
映画「ミラクルバナナ」2005年 バナナ・ペーパー 森島　紘史／著 鹿島出版会     625.81 ﾓﾘ 1108749261
映画「ミラクルバナナ」2005年 ミラクルバナナ ジョルジュ・キャストラ／作 学研 B   E ｷﾔ 1108035731
映画「名犬ラッシー」2005年 名犬ラッシー エリク＝ナイト　作 偕成社 Y   J933 ﾅｲ 1106181051
映画「地下鉄（メトロ）に乗って」2006年 地下鉄（メトロ）に乗って 浅田　次郎　著 徳間書店     913.6 ｱｻ 1106481577
映画「メリー・ポピンズ」1964年 メアリ・ポピンズ トラバース　著 河出書房新社 B   933 ﾄﾗ 1106243270
映画「モスキート・コースト」1986年 モスキート・コースト ポール・セロー　著 文芸春秋 B   933 ｾ5 1101248499
映画「モモ」1986年 モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 B   J943 ｴﾝ 1104939259
映画「やかまし村の春・夏・秋・冬」1984年 やかまし村の春・夏・秋・冬 リンドグレーン／作 大塚 勇三

／訳
岩波書店   J949    ﾘﾝ    1106548504

映画「妖怪大戦争」2005年 妖怪大戦争 荒俣 宏／著 角川書店 ﾃｺ 913.6   ｱﾗ   1109084848
映画「四日間の奇蹟」2005年 四日間の奇蹟 浅倉　卓弥／著 宝島社     913.6 ｱｻ 1109026559
映画「夜のピクニック」2006年 夜のピクニック 恩田　陸／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｵﾝ 1108669643
映画「ラスムスくんの幸せをさがして」1980 さすらいの孤児ラスムス リンドグレーン　作 岩波書店     J949 ﾘﾝ 1106548569
映画「ラブ・スクール」2003年 いつまでもベストフレンド サラ・デッセン／作 徳間書店 ﾃｺ J933 ﾃﾂ 1108479676
映画「ラブ・スクール」2003年 夏の終わりに サラ・デッセン／作 徳間書店 ﾃｺ J933 ﾃﾂ 1107867814
映画「リトル・ダンサー」2000年 リトル・ダンサー メルヴィン・バージェス／著 愛育社 ﾃｺ 933.7 ﾊｼ 1109043353
映画「リトル・プリンス」1981年 小公子 バーネット　著 河出書房新社     933 ﾊﾞﾈ 1106285870
映画「リトル・プリンセス」1995年 小公女 バーネット　著 河出書房新社     933 ﾊﾞﾈ 1106285904
映画「リンダリンダリンダ」2005年 リンダリンダリンダ 向井　康介／脚本 竹書房 ﾃｺ 913.6 ﾑｶ 1108920513
映画「ルイーズに訪れた恋は…」2004年 ルイーズに訪れた恋は ヘレン・シュルマン／著 メディアファクトリー     933.7 ｼﾕ 1108977857
映画「レディ・ジョーカー」2004年 レディ・ジョーカー上 高村　薫　著 毎日新聞社     913.6 ﾀｶ 1107415576
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映画「レモニー・スニケットの世にも不幸せ
な物語」2004年

最悪のはじまり 世にも不幸なできごと１ レモニー・スニケット／著 草思社 ﾃｺ J933 ｽﾆ 1108006945

映画「ローズ・イン・タイドランド」2005年 タイドランド ミッチ・カリン／著 角川書店 ﾃｺ 933.7 ｶﾘ 1108949629
映画「ロード・オブ・ザ・リング」2001年 ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作 岩波書店 ﾃｺ J933 ﾄﾙ 1105343960
映画「ロード・オブ・ザ・リング」2001年 第一部　旅の仲間 指輪物語１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／〔著〕 評論社     933 ﾄﾙ 1106034520
映画「ローレライ」2005年 終戦のローレライ　上 福井　晴敏／著 講談社     913.6 ﾌｸ 1108257444
映画「ロッタちゃん　はじめてのおつかい」
1993年

ちいさいロッタちゃん アストリッド＝リンドグレーン／
さく

偕成社     J949 ﾘﾝ 1108453366

映画「ロビン・フッド」1991年 ロビン・フッド物語 ローズマリ・サトクリフ／著 原書房 ﾃｺ J933 ｻﾄ 1108541674
映画「若草物語　ジョー先生と子供たち」
1998年

プラムフィールドの青春 オルコット　作 講談社 Y   J933 ｵﾙ 1107541259

映画「若草物語」1994年 若草物語 高田　賢一／編著 ミネルヴァ書房     933.6 ﾀｶ 1108919915
映画「嗤う伊右衛門」2003年 嗤う伊右衛門 京極　夏彦　著 中央公論社     913.6 ｷﾖ 1107284509
テレビアニメ「あらいぐまラスカル」1977年 はるかなるわがラスカル スターリング・ノース／著 亀山

竜樹／訳
小学館 ﾃｺ 933      ﾉｽ   1106614468

テレビアニメ「タンタンの冒険」1990年 タンタンソビエトへ エルジェ／作 福音館書店     E ｴﾙ 1108776142
テレビ映画「キャロラインは誰？」1990年 なぞの娘キャロライン　８００番への旅

カニグズバーグ作品集５
カニグズバーグ／〔著〕 岩波書店 ﾃｺ J933 ｶﾆ 1108126326

テレビ映画「潮風のサラ」1991年 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作 福武書店     J933 ﾏｸ 1104889344
テレビ映画「潮風のサラ」1991年 草原のサラ パトリシア・マクラクラン／作 徳間書店     J933 ﾏｸ 1106941800
ドラマ「悪魔が来りて笛を吹く」2007年 悪魔が来りて笛を吹く 横溝正史全集７ 横溝　正史　著 講談社 B   913.6 ﾖ6 1102674010
ドラマ「介護エトワール」2006年 介護と恋愛 遥　洋子／著 筑摩書房     916 ﾊﾙ 1109030490
ドラマ「家族善哉」2006年 家族善哉 島村　洋子／著 講談社     913.6 ｼﾏ 1108270099
ドラマ「華麗なる一族」2007年 山崎豊子全集10 山崎 豊子／著 新潮社   913.6   ﾔﾏ   1108594220
ドラマ「木更津キャッツアイ」2002年 木更津キャッツアイ 宮藤　官九郎／著 角川書店     912.7 ｸﾄ 1109074538
ドラマ「君が光をくれた」2006年 ドッグ・シェルター 今西　乃子／著 金の星社     J327 ｲﾏ 1108255000
ドラマ「嫌われ松子の一生」2006年 ゴールデンタイム 山田　宗樹／著 幻冬舎     913.6 ﾔﾏ 1108914679
ドラマ「嫌われ松子の一生」2006年 嫌われ松子の一生 山田　宗樹／著 幻冬舎     913.6 ﾔﾏ 1108299239
ドラマ「黒革の手帳」2004年 黒革の手帖　隠花の飾り 松本清張全

集４２
松本　清張　著 文芸春秋 B   918.6 ﾏ6 1102787990

ドラマ「けものみち」2005年 けものみち 松本清張全集１５ 松本　清張　〔著〕 文芸春秋 B   918.6 ﾏ6 1102787720
ドラマ「功名が辻」2006年 功名が辻　上 司馬　遼太郎　著 文芸春秋 B   913.6 ｼﾊﾞ 1104989635
ドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」2007年 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店 ﾃｺ 779.14 ｼﾏ 1108741906
ドラマ「仕掛人　藤枝梅安」2006年 江戸切絵図にひろがる剣客商売　仕掛

人・藤枝梅安
鶴松　房治／解説 人文社     910.26 ｲｹ 1108518353

ドラマ「仕掛人　藤枝梅安」2006年 梅安冬時雨 池波　正太郎　著 講談社 B   913.6 ｲｹ 1105476330
ドラマ「自転車少年記」2006年 自転車少年記 竹内　真／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾀｹ 1108647074
ドラマ「下北サンデーズ」2006年 下北サンデーズ 石田　衣良／著 幻冬舎     913.6 ｲｼ 1108970506
ドラマ「十八の夏」2006年 十八の夏 光原　百合／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ﾐﾂ 1108306825
ドラマ「純情きらり」2006年 火の山上 津島　佑子　著 講談社     913.6 ﾂｼ 1107525021
ドラマ「人生はフルコース」2006年 人生はフルコース 佐藤　陽　著 東京書籍     289.1 ﾑﾗ 1107162032
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映画・ドラマのタイトル 書名（関連本含む） 著者名 出版社 資料コード請求記号
ドラマ「新桃太郎侍」2006年 山手樹一郎 国民の文学１６ 河出書房 B   913.68 ｺｸ 1108086768
ドラマ「砂の器」2004年 砂の器 松本清張全集５ 松本　清張　〔著〕 文芸春秋 B   918.6 ﾏ6 1102787621
ドラマ「ダンドリ。-Dance☆Ｄｒｉｌｌ-」2006年 ダンス・ラブ★グランプリ 長谷川　晶一／著 主婦の友社 ﾃｺ 781.4 ﾊｾ 1108896258
ドラマ「ちいさこべ」2006年 ちいさこべ・山月記 少年少女日本文学

館１７
講談社 Y   J918 ｼﾖ 1104941239

ドラマ「忠臣蔵　瑤泉院の陰謀」2007年 瑤泉院 湯川　裕光　著 新潮社     913.6 ﾕｶ 1107608456
ドラマ「月のしずく」2006年 月のしずく 浅田　次郎　著 文芸春秋     913.6 ｱｻ 1107381048
ドラマ「ディロン」2006年 ディロン 井上　こみち／原作 教育画劇     E ｲﾉ 1108911695
ドラマ「てるてるあした」2006年 てるてるあした 加納　朋子／著 幻冬舎 ﾃｺ 913.6 ｶﾉ 1108896472
ドラマ「天使の梯子」2006年 天使の梯子 村山　由佳／著 集英社     913.6 ﾑﾗ 1108632563
ドラマ「電車男」2005年 電車男 中野　独人／著 新潮社     913.6 ﾅｶ 1108618410
ドラマ「東京タワー」2007年 東京タワー リリー・フランキー／著 扶桑社     913.6 ﾘﾘ 1108762835
ドラマ「波の塔」2006年 波の塔 松本清張全集１８ 松本　清張　〔著〕 文芸春秋 B   918.6 ﾏ6 1102787757
ドラマ「野ブタ。をプロデュース」2005年 野ブタ。をプロデュース 白岩 玄／著 河出書房新社 ﾃｺ 913.6   ｼﾗ   1108608218
ドラマ「信長の棺」2006年 信長の棺 加藤　広／著 日本経済新聞社     913.6 ｶﾄ 1108766629
ドラマ「拝啓、父上様」2007年 拝啓、父上様 倉本　聡／著 理論社     912.7 ｸﾗ 1109087803
ドラマ「林家三平ものがたり」2006年 笑伝　林家三平 神津　友好　著 文芸春秋 B   779.1 ﾊ3 1101306037
ドラマ「遙かなる約束」2006年 クラウディア奇蹟の愛 村尾　靖子／著 海拓舎     289.1 ﾊﾁ 1109053378
ドラマ「白夜行」2006年 白夜行 東野　圭吾／著 集英社     913.6 ﾋｶ 1107839050
ドラマ「氷点」2006年 氷点〔正〕 三浦　綾子／著 朝日新聞社 B   913.6 ﾐｳ 1104588805
ドラマ「フェニックスと魔法のじゅうたん」
1997年

火の鳥と魔法のじゅうたん E.ネズビット／作 猪熊 葉子／
訳

岩波書店 Y J933    ﾈｽﾞ  1104930594

ドラマ「富豪刑事」2005年 富豪刑事　関節話法 筒井康隆全集２０ 筒井　康隆　著 新潮社 B   918.6 ﾂ10 1102760566
ドラマ「不信のとき」2006年 不信のとき 有吉　佐和子　〔著〕 新潮社 B   913.6 ｱﾘ 1104592595
ドラマ「ぼくだけの☆アイドル」2007年 ぼくだけの☆アイドル 新堂　冬樹／著 光文社 ﾃｺ 913.6 ｼﾝ 1108988690
ドラマ「僕たちの戦争」2006年 僕たちの戦争 荻原　浩／著 双葉社     913.6 ｵｷ 1108618297
ドラマ「堀部安兵衛」2007年 幕末遊撃隊　忍者丹波大介　堀部安兵

衛 完本池波正太郎大成２
池波　正太郎／著 講談社     918.68 ｲｹ 1107757160

ドラマ「向井千秋」2007年 君について行こう 向井　万起男　著 講談社     916 ﾑｶ 1106881908
ドラマ「向井千秋」2007年 女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男　著 講談社     916 ﾑｶ 1107577144
ドラマ「柳生十兵衛七番勝負」2007年 代表作時代小説平成１５年度 日本文藝家協会／編 光風社出版     913.68 ﾆﾎ 1108346286
ドラマ「瑠璃の島」2005年 子乞い 森口　豁　著 マルジュ社 B   916 ﾓﾘ 1104513260
ドラマ「ロケットボーイズ」2006年 ２００５年のロケットボーイズ 五十嵐　貴久／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ｲｶ 1109062850
ドラマ「わるいやつら」2007年 わるいやつら 松本清張全集１４ 松本　清張　〔著〕 文芸春秋 B   918.6 ﾏ6 1102787710

※参考文献・サイト
 ・「＜資料＞映画になった子どもの本（児童文学）洋画・邦画リスト」（『子どもの本棚』453号、2006.7、P28-31）

・やまねこ翻訳クラブ　資料室　映画になった児童文学　http://www.yamaneko.org/bookdb/gen/eiga/index.htm
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