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N923-19-5 枕中記 李娃伝 鶯鶯伝他 黒田真美子 [訳] 著 明治書院 2006.6

DV-3370 黒衣の刺客 ホウ・シャオシェン監督
松竹 (発売・販
売)

[2016]

N289.3-539
サルバドールの朝 : 鉄環処刑されたアナキス
ト青年の物語

フランセスク・エスクリ
バーノ著

現代企画室 2007.10

DV-2133 サルバドールの朝
マヌエル・ウエルガ監
督

CKエンタテイン
メント (発売)

[2008]

N933.9-153 路上 ジャック・ケルアック著 河出書房新社 1977.10

N933.9-794 オン・ザ・ロード : スクロール版 ジャック・ケルアック著 河出書房新社 2010.6

N908-27-1-1 オン・ザ・ロード ケルアック著 河出書房新社 2007.11

DV-2890 オン・ザ・ロード
ウォルター・サレス監
督

ブロードメディア・
スタジオ (発売)

[2014]

N933.9-855 千年の祈り イーユン・リー著 新潮社 2007.7

DV-2368 千年の祈り ウェイン・ワン監督
ミッドシップ(MIDSHIP)
(発売・販売)

[2010.5]

N933.7-402 サラの鍵 タチアナ・ド・ロネ著 新潮社 2010.5

DV-2569 サラの鍵
ジル・パケ=ブレネール
監督・脚本

ギャガ (発売) [2012]

N933.7-450 真珠の耳飾りの少女
トレイシー・シュヴァリエ
[著]

白水社 2004.4

DV-2623 真珠の耳飾りの少女
ピーター・ウェーバー監
督

メディアファクト
リー (発売・販
売)

2005

N330.4-103-1
ヤバい経済学 : 悪ガキ教授が世の裏側を探
検する

スティーヴン・D・レヴィット, ス
ティーヴン・J・ダブナー [著]

東洋経済新報
社

2007.5

DV-3033 ヤバい経済学
スティーヴン・D・レヴィット, ス
ティーヴン・J・ダブナー 原作

KADOKAWA
(発売・販売)

2011

新潮文庫 ホテル・ニューハンプシャー
ジョン・アーヴィング
[著]

新潮社 1989.10

新潮文庫 ホテル・ニューハンプシャー
ジョン・アーヴィング
[著]

新潮社 1989.10

DV-3025 ホテルニューハンプシャー
トニー・リチャードソン監
督・脚本

角川書店 (発
売・販売)

[2013]

N933.9-920 ウォールフラワー
スティーブン・チョボス
キー著

集英社 2013.11

DV-2919 ウォールフラワー
スティーブン・チョボス
キー監督・脚本・原作

ギャガ (発売) c2014

N933.9-967 世界にひとつのプレイブック マシュー・クイック著 集英社 2013.1

DV-2816 世界にひとつのプレイブック
デイヴィッド・O・ラッセ
ル監督・脚本

ギャガ (発売) [2013]

新潮文庫 長距離走者の孤独 シリトー [著] 新潮社 1992.6

DV-2684 長距離ランナーの孤独
トニー・リチャードソン製
作・監督

マンゴスティン
(発売)

[2013]
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N933.9-845-1 ヘルプ : 心がつなぐストーリー キャスリン・ストケット著 集英社 2012.2

N933.9-845-2 ヘルプ : 心がつなぐストーリー キャスリン・ストケット著 集英社 2012.2

DV-2584 ヘルプ : 心がつなぐストーリー
テイト・テイラー監督・
脚本

ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・

[2012]

N953-188-1 赤と黒 : 十九世紀年代記 スタンダール著 光文社 2007.9

N953-188-2 赤と黒 : 十九世紀年代記 スタンダール著 光文社 2007.12

DV-2221 赤と黒
ジャン=ダニエル・ヴェ
ラーゲ監督・脚色

アイ・ヴィ・シー
(発売)

[2008]

新潮文庫 最初の人間 カミュ [著] 新潮社 2012.11

DV-2851 最初の人間
ジャンニ・アメリオ監
督・脚本

紀伊國屋書店
(販売)

[2013]

新潮文庫 朗読者
ベルンハルト・シュリン
ク [著]

新潮社 2003.6

DV-3042 愛を読むひと
スティーヴン・ダルド
リー監督

ショウゲート (発
売)

[2010]

新潮文庫 贖罪
イアン・マキューアン
[著]

新潮社 2008.3

新潮文庫 贖罪
イアン・マキューアン
[著]

新潮社 2008.3

DV-2063 つぐない ジョー・ライト監督
ユニバーサル・
ピクチャーズ・

[2008]

N933.7-322 ぼくと1ルピーの神様 ヴィカス・スワラップ著
ランダムハウス講
談社

2006.9

DV-2038 スラムドッグ$ミリオネア ダニー・ボイル監督
メディアファクト
リー (発売)

c2008

N936-44 からのゆりかご : 大英帝国の迷い子たち
マーガレット・ハンフリー
ズ著

日本図書刊行会 1997.6

DV-2688 オレンジと太陽 ジム・ローチ監督
角川書店 (発
売・販売)

2013
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