
公開年 1966 映画タイトル 氷点  監 督 山本 薩夫 出演者 若尾 文子

出版年 1978 書  名 氷点  著 者 三浦 綾子

公開年 1989 映画タイトル 桜の樹の下で 監 督 鷹森 立一 出演者 岩下 志麻

出版年 1987 書  名 桜の樹の下で 著 者 渡辺 淳一

公開年 2000 映画タイトル ヴァージン・スーサイズ 監 督 ソフィア・コッポラ 出演者 キルスティン・ダンスト

出版年 1994 書  名 ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹 著 者 ジェフリー・ユージェニデス

公開年 2000 映画タイトル ホワイトアウト 監 督 若松 節朗 出演者 織田 裕二、松嶋 菜々子

出版年 1995 書  名 ホワイトアウト 著 者 真保 裕一

公開年 2002 映画タイトル たそがれ清兵衛 監 督 山田 洋次 出演者 真田 広之、宮沢 りえ

出版年 1988 書  名 たそがれ清兵衛 著 者 藤沢 周平

公開年 2003 映画タイトル 13階段 監 督 ⾧澤 雅彦 出演者 反町 隆史

出版年 2001 書  名 13階段 著 者 高野 和明

公開年 2004 映画タイトル いま、会いにゆきます 監 督 土井 裕泰 出演者 竹内 結子、中村 獅童

出版年 2003 書  名 いま、会いにゆきます 著 者 市川 拓司

公開年 2004 映画タイトル 隠し剣 ⿁の爪 監 督 山田  洋次 出演者 永瀬 正敏、松 たか子

出版年 1981 書  名 隠し剣 孤影抄 著 者 藤沢 周平

公開年 2005 映画タイトル １リットルの涙 監 督 岡村 力 出演者 大西 麻恵

出版年 1986 書  名 １リットルの涙 著 者 木藤 亜也

公開年 2005 映画タイトル SAYURI 監 督 ロブ・マーシャル 出演者 チャン・ツィイー

出版年 1999 書  名 さゆり 上・下 著 者 アーサー・ゴールデン

公開年 2006 映画タイトル アキハバラ＠ＤＥＥＰ 監 督 源 孝志 出演者 成宮 寛貴、山田 優

出版年 2004 書  名 アキハバラ＠ＤＥＥＰ 著 者 石田 衣良

公開年 2006 映画タイトル アジアンタムブルー 監 督 藤田 明二 出演者 阿部 寛、松下 奈緒

出版年 2002 書  名 アジアンタムブルー 著 者 大崎 善生

公開年 2006 映画タイトル 犬神家の一族 監 督 市川 崑 出演者 石坂 浩二 、松嶋 菜々子

出版年 2006 書  名 犬神家の一族  横溝正史全集４ 著 者  横溝 正史

公開年 2006 映画タイトル 7月24日通りのクリスマス 監 督 村上 正典 出演者 大沢 たかお、中谷 美紀

出版年 2004 書  名 ７月２４日通り 著 者 吉田 修一

公開年 2006 映画タイトル 手紙 監 督 生野 慈朗 出演者 山田 孝之

出版年 2003 書  名 手紙 著 者 東野 圭吾

公開年 2006 映画タイトル 武士の一文 監 督 山田 洋次 出演者 木村 拓哉

出版年 1981 書  名 盲目剣谺返し（隠し剣秋風抄 収録） 著 者 藤沢 周平

公開年 2007 映画タイトル アヒルと鴨のコインロッカー 監 督 中村 義洋 出演者 濱田 岳

出版年 2003 書  名 アヒルと鴨のコインロッカー 著 者 伊坂 幸太郎

公開年 2007 映画タイトル 幸福な食卓 監 督 小松 隆志 出演者 北乃 きい

出版年 2004 書  名 幸福な食卓 著 者 瀬尾 まいこ

公開年 2007 映画タイトル  東京タワーオカンとボクと、時々、オトン 監 督 松岡 錠司 出演者 オダギリジョー

出版年 2005 書  名  東京タワーオカンとボクと、時々、オトン 著 者 リリー・フランキー

「映画の原作本」



「映画の原作本」
公開年 2008 映画タイトル つぐない 監 督 ジョー・ライ 出演者 ジェームズ・マカヴォイ

出版年 2003 書  名 贖罪 著 者 イアン・マキューアン

公開年 2009 映画タイトル 愛を読むひと 監 督 スティーブン・ダルドリー 出演者 ケイト・ウィンスレット

出版年 2000 書  名 朗読者 著 者 ベルンハルト・シュリンク

公開年 2010 映画タイトル ノルウェイの森 監 督 トラン・アン・ユン 出演者 松山 ケンイチ

出版年 1987 書  名 ノルウェイの森 著 者 村上 春樹

公開年 2011 映画タイトル まほろ駅前多田便利軒 監 督 大森 立嗣 出演者 瑛太 、松田 龍平

出版年 2006 書  名 まほろ駅前多田便利軒 著 者 三浦 しをん

公開年 2011 映画タイトル 八日目の蝉 監 督 成島  出 出演者 井上 真央、永作 博美

出版年 2007 書  名 八日目の蝉 著 者 角田 光代

公開年 2012 映画タイトル 天地明察 監 督 滝田 洋二郎 出演者 岡田 准一

出版年 2009 書  名 天地明察 著 者 冲方 丁

公開年 2014 映画タイトル 紙の月 監 督 吉田 大八 出演者 宮沢 りえ

出版年 2012 書  名 紙の月 著 者 角田 光代

公開年 2016 映画タイトル 少女 監 督 三島 有紀子 出演者 本田 翼・山本 美月

出版年 2009 書  名 少女 著 者 湊 かなえ

公開年 2016 映画タイトル 残穢 -住んではいけない部屋- 監 督 中村 義洋 出演者 竹内 結子

出版年 2012 書  名 残穢 著 者 小野 不由美

公開年 2016 映画タイトル だれかの木琴 監 督 東 陽一 出演者 常盤 貴子

出版年 2011 書  名 だれかの木琴 著 者 井上 荒野

公開年 2017 映画タイトル 君の膵臓をたべたい 監 督 月川 翔 出演者 浜辺 美波・北村 匠海

出版年 2015 書  名 君の膵臓をたべたい 著 者 住野 よる

公開年 2017 映画タイトル 愚行録 監 督 石川 慶 出演者 妻夫木 聡

出版年 2006 書  名 愚行録 著 者 貫井 徳郎

公開年 2017 映画タイトル ナラタージュ 監 督 行定 勲 出演者 松本 潤・有村 架純

出版年 2005 書  名 ナラタージュ 著 者 島本 理生

公開年 2017 映画タイトル ラストレシピ～麒麟の舌の記憶～ 監 督 滝田 洋二郎 出演者 二宮 和也

出版年 2014 書  名 麒麟の舌を持つ男 著 者 田中 経一

公開年 2018 映画タイトル 億男 監 督 大友 啓史 出演者 佐藤 健

出版年 2014 書  名 億男 著 者 川村 元気

公開年 2018 映画タイトル 去年の冬、きみと別れ 監 督 瀧本 智行 出演者 岩田 剛典・山本 美月

出版年 2013 書  名 去年の冬、きみと別れ 著 者 中村 文則

公開年 2018 映画タイトル 検察側の罪人 監 督 原田 眞人 出演者 木村 拓哉・二宮 和也

出版年 2013 書  名 検察側の罪人 著 者 雫井 脩介

公開年 2018 映画タイトル のみとり侍 監 督 鶴橋 康夫 出演者 阿部 寛

出版年 1987 書  名 蚤とり侍 著 者 小松 重男

公開年 2018 映画タイトル 万引き家族 監 督 是枝 裕和 出演者 リリー・フランキー・安藤サクラ

出版年 2018 書  名 万引き家族 著 者 是枝 裕和



「映画の原作本」
公開年 2020 映画タイトル 朝が来る 監 督 河瀬 直美 出演者 井浦 新

出版年 2015 書  名 朝が来る 著 者 辻村 深月

公開年 2020 映画タイトル おらおらでひとりいぐも 監 督 沖田 修一 出演者 田中 裕子・蒼井 優

出版年 2017 書  名 おらおらでひとりいぐも 著 者 若竹 千佐子

公開年 2020 映画タイトル 仮面病棟 監 督 木村 ひさし 出演者 坂口 健太郎・永野 芽郁

出版年 2014 書  名 仮面病棟 著 者 知念 実希人

公開年 2020 映画タイトル 恐い間取り 監 督 中田 秀夫 出演者 亀梨 和也

出版年 2018 書  名 恐い間取り 著 者 松原 タニシ

公開年 2020 映画タイトル さくら 監 督 矢崎 仁司 出演者 北村 匠海・小松 菜奈

出版年 2005 書  名 さくら 著 者 西 加奈子

公開年 2020 映画タイトル ステップ 監 督 飯塚 健 出演者 山田 孝之

出版年 2009 書  名 ステップ 著 者 重松 清

公開年 2020 映画タイトル 望み 監 督 堤 幸彦 出演者 堤 真一・石田 ゆり子

出版年 2016 書  名 望み 著 者 雫井 脩介

公開年 2020 映画タイトル ぼくは猟師になった 監 督 川原 愛子 出演者 松 信也

出版年 2008 書  名 ぼくは猟師になった 著 者 千松 信也

公開年 2020 映画タイトル 星の子 監 督 大森 立嗣 出演者 芦田 愛菜・岡田 将生

出版年 2017 書  名 星の子 著 者 今村 夏子

公開年 2020 映画タイトル ホテルローヤル 監 督 武 正晴 出演者 松山 ケンイチ

出版年 2013 書  名 ホテルローヤル 著 者 桜木 紫乃

公開年 2020 映画タイトル 護られなかった者たちへ 監 督 瀬々敬久 出演者 佐藤 健・阿部 寛

出版年 2018 書  名 護られなかった者たちへ 著 者 中山七里

公開年 2020 映画タイトル みをつくし料理帖  監 督 角川 春樹 出演者 松本 穂香

出版年 2009 書  名 みをつくし料理帖 八朔の雪 著 者 高田 郁

公開年 2020 映画タイトル 461個のおべんとう 監 督 兼重 淳 出演者 井ノ原 快彦

出版年 2014 書  名 461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 著 者 渡辺 俊美

公開年 2020 映画タイトル 私をくいとめて 監 督 大九 明子 出演者 のん・林 遣都

出版年 2017 書  名 私をくいとめて 著 者 綿矢 りさ

公開年 2021 映画タイトル あのこは貴族 監 督 岨手 由貴子 出演者 門脇 麦

出版年 2016 書  名 あのこは貴族 著 者 山内 マリコ

公開年 2021 映画タイトル 太陽は動かない 監 督 羽住 英一郎 出演者 藤原 竜也・竹内 涼真

出版年 2012 書  名 太陽は動かない 著 者 吉田 修一

公開年 2021 映画タイトル 騙し絵の牙 監 督 吉田 大八 出演者 大泉 洋・松岡 茉優

出版年 2017 書  名 騙し絵の牙 著 者 塩田 武士

公開年 2021 映画タイトル 峠 最後のサムライ 監 督 小泉 堯史 出演者 役所 広司・松 たか子

出版年 1993 書  名 峠  著 者 司馬 遼太郎

公開年 2021 映画タイトル ファーストラヴ 監 督 堤 幸彦 出演者 北川 景子・中村 倫也

出版年 2018 書  名 ファーストラヴ 著 者 島本 理生


