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1
プラダを着た悪
魔

プラダを着た悪魔 = The devil wears Prada (Screenplay ;  [128] . 名作映画完全
セリフ集).

Aline Brosh McKenna
[脚本] ; 亀山太一 [ほ
か] 訳・解説 ; Walter
Klinger, スクリーンプレイ
事業部英文構成

フォーインスクリーンプ
レイ事業部 (発売)

2008.6

2
スラムドッグ$ミリ
オネア

スラムドッグ$ミリオネア = Slumdog millionaire (Screenplay ;  135 . 名作映画完全
セリフ集).

Simon Beaufoy [脚本] ;
宮本節子 [ほか] 訳・解
説 ; スクリーンプレイ事
業部英文構成

スクリーンプレイ (発売) 2009.4

3 ダイ・ハード4.0 ダイ・ハード4.0 = Die Hard 4.0 (Screenplay ;  130 . 名作映画完全セリフ集).

Mark Bomback [脚本] ;
岡崎弘信 [ほか] 訳・解
説 : スクリーンプレイ事
業部英文構成

スクリーンプレイ (発売) 2008.9

4
アバウト・ア・
ボーイ

アバウト・ア・ボーイ = About a boy (Screenplay . 名作映画完全セリフ集).

Peter Hedges, Chris
Weitz, Paul Weitz [脚本]
; Nick Hornby [原作] ;
亀山太一監修 ; 井上英
俊 [ほか] 翻訳・解説

スクリーンプレイ (発売) 2003.9

5
ナイトミュージア
ム

ナイトミュージアム = Night at the museum (Screenplay ;  129 . 名作映画完全セ
リフ集).

Robert Ben Garant,
Thomas Lennon [脚本] ;
秋好礼子 [ほか] 訳・解
説

スクリーンプレイ (発売) 2008.8

6
ドリームキャッ
チャー

ドリームキャッチャー = Dreamcatcher (Screenplay . 名作映画完全セリフ集).

William Goldman,
Lawrence Kasdan [脚本]
; Stephen King [原作] ;
高瀬文広監修 ; 中島千
春 [ほか] 翻訳

スクリーンプレイ (発売) 2003.11

「原作本」 ～映画・TVドラマ～
展示期間：2013年４月5日(金)～5月31日(金) 展示場所：1Fアメニティゾーン

誰もが知っている映画・TVドラマの原作や原案となった小説を集めました。
今年公開予定の古典文学から、ちょっと懐かしい過去の名作まで数多く取り揃えています。

映像とは違う<活字ならでは>の作品の世界をお楽しみください。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054951
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054951
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054954
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054954
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054956
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054994
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054992
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054992
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055562
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7 レ・ミゼラブル レ・ミゼラブル ; 1 (世界文学全集 ; 第3期 11-12).
ヴィクトール・ユゴー
[著] ; 井上究一郎訳

河出書房新社 1957.9

8 レ・ミゼラブル レ・ミゼラブル ; 2 (世界文学全集 ; 第3期 11-12).
ヴィクトール・ユゴー
[著] ; 井上究一郎訳

河出書房新社 1959.3

9
カラマーゾフの
兄弟

ドストエフスキー ; 6 (新潮世界文学 ; 10-15).
ドストエフスキー [著] ;
木村浩 [ほか] 訳

新潮社 1971.2

10
華麗なるギャツ
ビー

アメリカ ; 2 (集英社ギャラリー「世界の文学」 / 川村二郎 [ほか] 編 ; 16-18). 幾野宏 [ほか] 訳 集英社 1989.1

11 白夜行 白夜行 東野圭吾著 集英社 1999.8

12 ノルウェイの森 ノルウェイの森 (村上春樹全作品 : 1979～1989 / 村上春樹著 ; 6). 村上春樹著 講談社 1991.3

13
博士の愛した数
式

博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社 2003.8

14
博士の愛した数
式

博士の愛した数式 (新潮文庫 ; お-45-3). 小川洋子著 新潮社 2005.12

15
マディソン郡の
橋

マディソン郡の橋
ロバート・ジェームズ・
ウォラー著 ; 村松潔訳

文藝春秋 1993.3

16

高慢と偏見
(1940)
プライドと偏見
(2005)

高慢と偏見・説得 (ジェイン・オースティン著作集 ; 2).
ジェイン・オースティン著
; 伊吹知勢, 近藤いね子
訳

文泉堂出版 1996.9

17
鏡は横にひび割
れて

The mirror crack'd from side to side ; : pbk. -- Agatha Christie signature ed
(The Agatha Christie collection ; Marple : 9).

Agatha Christie HarperCollins 2002

18
オリエント急行の
殺人

Murder on the Orient Express (The Agatha Christie collection ; 10). Agatha Christie HarperCollins Publishers 2001

19 白昼の悪魔
Evil under the sun. -- Agatha Christie signature ed (The Agatha Christie
collection . Poirot).

Agatha Christie Harper 2001

20 ゼロ時間へ Towards zero (The Agatha Christie collection). Agatha Christie HarperCollins Publishers 2002

21
パフューム : あ
る人殺しの物語

香水 : ある人殺しの物語 (文春文庫).
パトリック・ジュースキン
ト著 ; 池内紀訳

文藝春秋 2003.6

22
不思議の国のア
リス

Alice's adventures in wonderland (Oxford bookworms library / series editor,
Jennifer Bassett ; Classics ; stage 2).

Lewis Carroll ; retold by
Jennifer Bassett ;
illustrated by Nilesh
Mistry

Oxford University Press 2000

23 エデンの東 East of Eden ; : pbk (Penguin readers ; level 6).
John Steinbeck ; retold
by Mary Gladwin

Pearson Education 2001

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW10000332
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW10000332
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00034073
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009775
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20025637
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059811
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039441
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040479
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00020640
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00014820
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059699
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059699
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059714
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059726
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059726
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059760
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050211
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00033006
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00033006
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046144
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24
アンナ・カレーニ
ナ

Anna Karenina ; : pbk. -- 2nd impression (Penguin readers ; level 6).
Leo Tolstoy ; translated
by Rosemary Edmonds ;
retold by Anne Collins

Pearson Education 2001

25
コレリ大尉のマ
ンドリン

Captain Corelli's mandolin (Penguin readers ; level 6).
Louis de Bernières ;
retold by Mary Tomalin

Pearson Education 2001

26
チーム・バチスタ
の栄光

チーム・バチスタの栄光 海堂尊著 宝島社 2006.2

27 ジーン・ワルツ ジーン・ワルツ 海堂尊著 新潮社 2008.3

28 手紙 手紙 (文春文庫 ; [ひ-13-6]). 東野圭吾著 文藝春秋 2006.10

29 下町ロケット 下町ロケット 池井戸潤著 小学館 2010.11

30
ゴールデンスラ
ンバー

ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎著 新潮社 2007.11

31
アヒルと鴨のコイ
ンロッカー

アヒルと鴨のコインロッカー (ミステリ・フロンティア ; 1). 伊坂幸太郎著 東京創元社 2003.11

32
フィッシュストー
リー

フィッシュストーリー 伊坂幸太郎著 新潮社 2007.1

33 デスペレーション デスペレーション
スティーヴン・キング著 ;
山田順子訳

新潮社 1998.3

34
コールドマウンテ
ン

コールドマウンテン
チャールズ・フレイジャー
著 ; 土屋政雄訳

新潮社 2000.2

35
ゴールデンボー
イ

ゴールデンボーイ : 恐怖の四季春夏編 (新潮文庫).
スティーヴン・キング著 ;
浅倉久志訳

新潮社 1988.3

36 グリーン・マイル ふたりの少女の死 (新潮文庫 ;  キ-3-15 . グリーン・マイル ; 1).
スティーヴン・キング
[著] ; 白石朗訳

新潮社 1997.2

37 グリーン・マイル 死刑囚と鼠 (新潮文庫 ;  キ-3-16 . グリーン・マイル ; 2).
スティーヴン・キング
[著] ; 白石朗訳

新潮社 1997.3

38 グリーン・マイル コーフィの手 (新潮文庫 ;  キ-3-17 . グリーン・マイル  ; 3).
スティーヴン・キング
[著] ; 白石朗訳

新潮社 1997.3

39 グリーン・マイル ドラクロアの悲惨な死 (新潮文庫 ;  キ-3-18 . グリーン・マイル ; 4).
スティーヴン・キング
[著] ; 白石朗訳

新潮社 1997.5

40 グリーン・マイル 夜の果てへの旅 (新潮文庫 ;  キ-3-19 . グリーン・マイル ; 5).
スティーヴン・キング著 ;
白石朗訳

新潮社 1997.6

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046147
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00033278
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046436
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046444
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059579
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059854
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060357
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060356
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060364
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20021682
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20025356
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024925
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024929
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024930
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024920
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024921
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024922
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41 グリーン・マイル 闇の彼方へ (新潮文庫 ;  キ-3-20 . グリーン・マイル ; 6).
スティーブン・キング
[著] ; 白石朗訳

新潮社 1997.7

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00024923
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