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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

あおげば尊し 市川準 テリー伊藤、薬師丸ひろ子 2006.1 卒業（あおげば尊し） 重松清 新潮社

博士の愛した数式 小泉堯史 寺尾聰、深津絵里 2006.1 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社

三年身籠る 唯野未歩子 中島知子、西島秀俊 2006.1 三年身籠る 唯野未歩子 マガジンハウス

ベロニカは死ぬことにした 堀江慶 真木よう子、イ・ワン 2006.2 ベロニカは死ぬことにした パウロ・コエーリョ 角川書店

燃ゆるとき 細野辰興 中井貴一、大塚寧々 2006.2
燃ゆるとき
ザ・エクセレント・カンパニー/新・燃ゆるとき

高杉良 角川書店

春の居場所 秋原正俊 堀北真希、細山田隆人 2006.2 ビューティフル・ネーム 鷺沢萠 新潮社

県庁の星 西谷弘 織田裕ニ、柴咲コウ 2006.2 県庁の星 桂望実 小学館

かもめ食堂 荻上直子 小林聡美、片桐はいり 2006.3 かもめ食堂 群ようこ 幻冬舎

ルート225 中村義洋 多部未華子、岩田力 2006.3 ルート225 藤野千夜 理論社

子ぎつねヘレン 河野圭太 大沢たかお、松雪泰子 2006.3 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実 偕成社

寝ずの番 マキノ雅彦 中井貴一、木村佳乃 2006.4 寝ずの番 中島らも 講談社

キャッチ　ア　ウェーブ 髙橋伸之 三浦春馬、加藤ローサ 2006.4 キャッチ　ア　ウェーブ 豊田和真 角川学芸出版

明日の記憶 堤幸彦 渡辺謙、樋口可南子 2006.5 明日の記憶 荻原浩 光文社

間宮兄弟 森田芳光 佐々木蔵之介、塚地武雅 2006.5 間宮兄弟 江國香織 小学館

陽気なギャングが地球を回す 前田哲 大沢たかお、鈴木京香 2006.5 陽気なギャングが地球を回す 伊坂幸太郎 祥伝社

雪に願うこと 根岸吉太郎 伊勢谷友介、佐藤浩市 2006.5 輓馬 鳴海章 文藝春秋

嫌われ松子の一生 中島哲也 中谷美紀、瑛太 2006.5 嫌われ松子の一生 山田宗樹 幻冬舎

佐賀のがばいばあちゃん 倉内均 吉行和子、浅田美代子 2006.6 佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七 徳間書店

初恋 塙幸成 宮崎あおい、小出恵介 2006.6 初恋 中原みすず リトル・モア

日本沈没 樋口真嗣 草彅剛、柴咲コウ 2006.7 日本沈没　第1部・第2部 小松左京 小学館

親指さがし 熊澤尚人 三宅健、伊藤歩 2006.8 親指さがし 山田悠介 幻冬舎
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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

アキハバラ＠ＤＥＥＰ 源孝志 成宮寛貴、山田優 2006.9 アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田衣良 文芸春秋

日本以外全部沈没 河崎実 小橋賢児、柏原収史 2006.9 日本以外全部沈没 筒井康隆 徳間書店

シュガー＆スパイス　風味絶佳 中江功 柳楽優弥、沢尻エリカ 2006.9 風味絶佳 山田詠美 文藝春秋

出口のない海 佐々部清 市川海老蔵、伊勢谷友介 2006.9 出口のない海 横山秀夫 講談社

そうかもしれない 保坂延彦 雪村いづみ、阿藤快 2006.9 そうかもしれない 耕治人 晶文社

ベルナのしっぽ 山口晃二 白石美帆、田辺誠一 2006.9 ベルナのしっぽ 郡司ななえ 角川書店

夜のピクニック 長澤雅彦 多部未華子、石田卓也 2006.9 夜のピクニック 恩田陸 新潮社

天使の卵 冨樫森 市原隼人、小西真奈美 2006.10 天使の卵　エンジェル・エッグ 村山由佳 集英社

地下鉄（メトロ）に乗って 篠原哲雄 堤真一、岡本綾 2006.10 地下鉄に乗って 浅田次郎 徳間書店

アオグラ　ＡＯＧＲＡ 小林要 内田朝陽、橋爪遼 2006.10 四月になれば彼女は 川上健一 実業之日本社

ただ、君を愛してる 新城毅彦 玉木宏、宮崎あおい 2006.10 恋愛寫眞　もうひとつの物語 市川拓司 小学館

７月２４日通りのクリスマス 村上正典 大沢たかお、中谷美紀 2006.11 7月24日通り 吉田修一 新潮社

手紙 生野滋朗 山田孝之、玉山鉄二 2006.11 手紙 東野圭吾 毎日新聞社

椿山課長の七日間 河野圭太 西田敏行、伊東美咲 2006.11 椿山課長の七日間 浅田次郎 朝日新聞社

アジアンタムブルー 藤田明二 阿部寛、松下奈緒 2006.11 アジアンタムブルー 大崎善生 角川書店

武士の一分 山田洋次 木村拓哉、檀れい 2006.12 盲目剣谺返し（隠し剣　秋風抄） 藤沢周平 文藝春秋

犬神家の一族 市川崑 石坂浩二、松嶋菜々子 2006.12 犬神家の一族 横溝正史 角川書店ほか

早咲きの花 菅原浩志 浅丘ルリ子、北条隆博 2006.12
ええじゃないか 17歳のチャレンジ
早咲きの花-子どもたちの戦友
雲の涯 中学生の太平洋戦争

宗田理 角川書店

愛の流刑地 鶴橋康夫 寺島しのぶ、豊川悦司 2007.1 愛の流刑地 渡辺淳一 幻冬舎

子宮の記憶　 若松節朗 松雪泰子、柄本佑 2007.1 キッドナップ 藤田宜永 講談社

それでもボクはやってない 周防正行 加瀬亮、役所広司 2007.1 それでもボクはやってない 周防正行 幻冬舎
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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

どろろ 塩田明彦 妻夫木聡、柴咲コウ 2007.1 どろろ1-3 手塚治虫 秋田書店

幸福な食卓 小松隆志 北乃きい、勝地涼 2007.1 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社

26　ｙｅａｒｓ　ｄｉａｒｙ　あなたを忘れない 花堂純次 イ・テソン、マーキー 2007.1 あなたを忘れない 康煕奉 早稲田出版

魂萌え！ 阪本順治 風吹ジュン、三田佳子 2007.1 魂萌え！ 桐野夏生 毎日新聞社

ユメ十夜 市川崑ほか 戸田恵梨香、小泉今日子 2007.1 夢十夜 夏目漱石 新潮社ほか

天国は待ってくれる 土岐善将 井ノ原快彦、岡本綾 2007.2 天国は待ってくれる 岡田惠和 幻冬舎

となり町戦争 渡辺謙作 江口洋介、原田知世 2007.2 となり町戦争 三崎亜記 集英社

蒼き狼　地果て海尽きるまで 澤井信一郎 反町隆史、菊川怜 2007.3 地果て海尽きるまで　小説チンギス汗 森村誠一 角川春樹事務所

バッテリー 滝田洋二郎 林遺都、山田健太 2007.3 バッテリー あさのあつこ 教育画劇

アンフェア　the　movie 小林義則 篠原涼子、椎名桔平 2007.3 推理小説 秦建日子 河出書房新社

棚の隅 門井肇 大杉漣、内田量子 2007.3 棚の隅 連城三紀彦 コスミック出版

アルゼンチンババア 長尾直樹 役所広司、堀北真希 2007.3 アルゼンチンババア よしもとばなな ロッキング・オン

あかね空 浜本正機 内野聖陽、中谷美紀 2007.3 あかね空 山本一力 文芸春秋

檸檬のころ 岩田ユキ 榮倉奈々、谷村美月 2007.3 檸檬のころ 豊島ミホ 幻冬舎

大帝の剣 堤幸彦 阿部寛、長谷川京子 2007.4 大帝の剣 夢枕獏 角川書店

東京タワー　オカンとボクと、時々、ｵﾄﾝ 松岡錠司 オダギリジョー、樹木希林 2007.4 東京タワー　オカンとボクと、時々、ｵﾄﾝ リリー・フランキー 扶桑社

ゲゲゲの鬼太郎 本木克英 ウエンツ瑛士、井上真央 2007.4 ゲゲゲの鬼太郎 水木しげる 筑摩書房ほか

あしたの私のつくり方 市川準 成海璃子、前田敦子 2007.4 あしたの私のつくり方 真戸香 講談社

眉山　BIZAN 犬童一心 松嶋菜々子、大沢たかお 2007.5 眉山 さだまさし 幻冬舎

しゃべれども　しゃべれども 平山秀幸 国分太一、香里奈 2007.5 しゃべれども　しゃべれども 佐藤多佳子 新潮社

そのときは彼によろしく 平川雄一朗 長澤まさみ、山田孝之 2007.6 そのときは彼によろしく 市川拓司 小学館

IT バブルと寝た女たち 佐藤太 三津谷葉子、金子昇 2007.6 バブルと寝た女たち 家田荘子 講談社
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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

ＬＡＳＴ　ＬＯＶＥ〈ラスト　ラブ〉 藤田明二 田村正和、伊東美咲 2007.6 ＬＡＳＴ　ＬＯＶＥ Ｙｏｓｈｉ 講談社

きみにしか聞こえない 荻島達也 成海璃子、小出恵介 2007.6 きみにしか聞こえない 乙一 角川書店

憑神（つきがみ） 降旗康男 妻夫木聡、西田敏行 2007.6 憑神 浅田次郎 新潮社

アヒルと鴨のコインロッカー 中村義洋 濱田岳、瑛太 2007.6 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂幸太郎 東京創元社

サイドカーに犬 根岸吉太郎 竹内結子、古田新太 2007.6 猛スピードで母は 長嶋有 文芸春秋

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ 吉田大八 佐藤江梨子、佐津川愛美 2007.6 腑抜けども、悲しみの愛を見せろ 本谷有希子 講談社

西遊記 澤田鎌作 香取慎吾、深津絵里 2007.7 西遊記 呉承恩 岩波書店

天然コケッコー 山下敦弘 夏帆、岡田将生 2007.7 天然コケッコー くらもちふさこ 集英社

Life　天国で君に逢えたら 新城毅彦 大沢たかお、伊東美咲 2007.8
天国で君に逢えたら
ガンに生かされて

飯島夏樹 新潮社

ワルボロ 隅田靖 松田翔太、新垣結衣 2007.9 ワルボロ ゲッツ板谷 幻冬舎

Sad　Vacation＜サッド　ヴァケイション＞青山真治 浅野忠信、石田えり 2007.9 サッド・ヴァケイション 青山真治 新潮社

包帯クラブ 堤幸彦 柳楽優弥、石原さとみ 2007.9 包帯クラブ 天童荒太 筑摩書房ほか

M 廣木隆一 美元、高良健吾 2007.9 M 馳星周 文芸春秋

クローズド・ノート 行定勲 沢尻エリカ、伊勢谷友介 2007.9 クローズド・ノート 雫井脩介 角川書店

Mayu ココロの星 松浦雅子 平山あや、塩谷瞬 2007.9 おっぱいの詩 大原まゆ 講談社

サウスバウンド 森田芳光 豊川悦司、天海祐希 2007.10 サウスバウンド 奥田英朗 角川書店

クワイエットルームにようこそ 松尾スズキ 内田有紀、宮藤官九郎 2007.10 クワイエットルームにようこそ 松尾スズキ 文芸春秋

ヒートアイランド 片山修 城田優、木村了 2007.10 ヒートアイランド 垣根涼介 文芸春秋

逃亡くそたわけ　21才の夏 本橋圭太 美波、吉沢悠 2007.10 逃亡くそたわけ 絲山秋子 講談社

象の背中 井坂聡 役所広司、今井美樹 2007.10 象の背中 秋元康 産経新聞出版

犯人に告ぐ 瀧本智行 豊川悦司、石橋凌 2007.10 犯人に告ぐ 雫井脩介 双葉社
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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

椿三十郎 森田芳光 織田裕二、豊川悦司 2007.12 日日平安 山本周五郎 新潮社

魍魎の匣 原田眞人 堤真一、黒木瞳 2007.12 魍魎の匣 京極夏彦 講談社

グミ・チョコレート・パイン
ケラリーノ・サンドロ
ヴィッチ

石田卓也、黒川芽以 2007.12 グミ・チョコレート・パイン 大槻ケンヂ 角川書店

ちーちゃんは悠久の向こう 兼重淳 林遣都、仲里依紗 2008.1 ちーちゃんは悠久の向こう 日日日 新風舎

人のセックスを笑うな 井口奈己 永作博美、松山ケンイチ 2008.1 人のセックスを笑うな 山崎ナオコーラ 河出書房新社

母べえ 山田洋次　 吉永小百合、浅野忠信 2008.1 母べえ 野上照代 中央公論新社

陰日向に咲く 平川雄一朗 岡田准一、宮崎あおい 2008.1 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎

リアル鬼ごっこ 柴田一成 石田卓也、谷村美月 2008.2 リアル鬼ごっこ 山田悠介 文芸社

KIDS 荻島達也 玉木宏、小池徹平 2008.2 きみにしか聞こえない(傷) 乙一 角川書店

チーム・バチスタの栄光 中村義洋 竹内結子、阿部寛 2008.2 チーム・バチスタの栄光 海堂尊 宝島社

明日への遺言 小泉堯史 藤田まこと、富司純子 2008.3 ながい旅 大岡昇平 新潮社

犬と私の１０の約束 本木克英 田中麗奈、豊川悦司 2008.3 犬と私の１０の約束 川口晴 文藝春秋

あの空をおぼえてる 冨樫森 竹野内豊、水野美紀 2008.4 あの空をおぼえてる
ジャネット・リー・ケ
アリー ポプラ社

ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 塚本連平 市原隼人、佐々木蔵之介 2008.4 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ママチャリ 髙陵社書店

隠し砦の三悪人 樋口真嗣 松本潤、長澤まさみ 2008.5 「全集黒沢明　第4巻」に収録 黒沢明 岩波書店

丘を越えて 高橋伴明 西田敏行、池脇千鶴 2008.5 こころの王国 猪瀬直樹 文藝春秋

山桜 篠原哲雄 田中麗奈、東山紀之 2008.5 山桜 藤沢周平

髪がかり 河﨑実 夏木マリ、野波麻帆 2008.5 わらの人 山本甲士 文藝春秋

神様のパズル 三池崇史 市原隼人、谷村美月 2008.6 神様のパズル 機本伸司 角川春樹事務所

ＤＩＶＥ！！ 熊澤尚人 林遣都、池松壮亮 2008.6 ＤＩＶＥ！！ 森絵都 講談社

西の魔女が死んだ 長崎俊一 サチ・パーカー、高橋真悠 2008.6 西の魔女が死んだ 梨木香歩 小学館
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映画タイトル 監督 出演者 公開年月 原作 著者 出版社

クライマーズ・ハイ 原田眞人 堤真一、堺雅人 2008.7 クライマーズ・ハイ 横山秀夫 文藝春秋

きみの友だち 廣木隆一 石橋杏奈、北浦愛 2008.7 きみの友だち 重松清 新潮社

闇の子供たち 阪本順治 江口洋介、宮﨑あおい 2008.8 闇の子供たち 梁石日 解放出版

ひゃくはち 森義隆 斎藤嘉樹、中村蒼 2008.8 ひゃくはち 早見和真 集英社

死にぞこないの青 安達正軌 須賀健太、谷村美月 2008.8 死にぞこないの青 乙一 幻冬舎

グーグーだって猫である 犬童一心 小泉今日子、上野樹里 2008.9 グーグーだって猫である 大島弓子 角川書店

おくりびと 滝田洋二郎 本木雅弘、山﨑努 2008.9 納棺夫日記 青木新門 桂書房/文藝春秋

フライング☆ラビッツ 瀬々敬久 石原さとみ、真木よう子 2008.9 翔べ！ラビッツ 深田祐介 文藝春秋

蛇にピアス 蜷川幸雄 吉高由里子、高良健吾 2008.9 蛇にピアス 金原ひとみ 集英社

容疑者Ｘの献身 西谷弘 福山雅治、柴咲コウ 2008.10 容疑者Ｘの献身 東野圭吾 文藝春秋

三本木農業高校、馬術部 佐々部清 長渕文音、奥村知史 2008.10 私、コスモの目になる！ 橘内美佳 主婦と生活社

真木栗ノ穴 深川栄洋 西島秀俊、栗田麗 2008.10 穴 山本亜紀子 四谷ラウンド

ICHI 曽利文彦 綾瀬はるか、大沢たかお 2008.10 座頭市物語 子母沢寛 中央公論社

ホームレス中学生 古厩智之 小池徹平、西野亮廣 2008.10 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス

ハンサム★スーツ 英勉 谷原章介、塚地武雅 2008.10 ハンサム★スーツ 鈴木おさむ 集英社

ブタがいた教室 前田哲 妻夫木聡、甘利はるな 2008.11 豚のPちゃんと３２人の小学生 命の授業900日 黒田恭史 ミネルヴァ書房

まぼろしの邪馬台国 堤幸彦 吉永小百合、竹中直人 2008.11 まぼろしの邪馬台国 宮崎康平 講談社

その日のまえに 大林宣彦 南原清隆、永作博美 2008.11 その日のまえに 重松清 文藝春秋

天国はまだ遠く 長澤雅彦 加藤ローサ、徳井義実 2008.11 天国はまだ遠く 瀬尾まいこ 新潮社

ラブファイト 成島出 林遣都、北乃きい 2008.11 聖母少女 まきのえり KSS出版

私は貝になりたい 福澤克雄 中居正宏、仲間由紀恵 2008.11 私は貝になりたい 加藤哲太郎 春秋社

青い鳥 中西健二 阿部寛、本郷奏多 2008.11 青い鳥 重松清 新潮社
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K-２０　怪人二十面相・伝 佐藤嗣麻子 金城武、松たか子 2008.12 怪人二十面相・伝 北村想 出版芸術社

GOTH　リストカット事件 高橋玄 本郷奏多、高梨臨 2008.12 GOTH 乙一 角川書店

悪夢探偵２ 塚本晋也 松田龍平、三浦由衣 2008.12 悪夢探偵２ 塚本晋也 角川書店

旭山動物園物語　ペンギンが空をとぶ マキノ雅彦 西田敏行、中村靖日 2009.2 ＜旭山動物園＞革命 小菅正夫 角川書店

ハルフウェイ 北川悦吏子 北乃きい、岡田将生 2009.2 ハルフウェイ 北川悦吏子 幻冬舎

カフーを待ちわびて 中井庸友 玉山鉄二、マイコ 2009.2 カフーを待ちわびて 原田マハ 宝島社

罪とか罰とか
ケラリーノ・サンドロ
ヴィッチ

成海璃子、永山絢斗 2009.2 罪とか罰とか 丹沢まなぶ 小学館

ジェネラル・ルージュの凱旋 中村義洋 竹内結子、阿部寛 2009.3 ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂尊 宝島社

ドロップ 品川ヒロシ 成宮寛貴、水嶋ヒロ 2009.3 ドロップ 品川ヒロシ リトルモア

フィッシュストーリー 中村義洋 伊藤淳史、高良健吾 2009.3 フィッシュストーリー 伊坂幸太郎 新潮社

鴨川ホルモー 本木克英 山田孝之、栗山千明 20094 鴨川ホルモー 万城目学 産業編集センター

レイン・フォール/雨の牙 マックス・マニックス 椎名桔平、長谷川京子 2009.4 レイン・フォール/雨の牙 バリー・アイスラー 早川書房

重力ピエロ 森淳一 加瀬亮、岡田将生 2009.5 重力ピエロ 伊坂幸太郎 新潮社

ハゲタカ 大友啓史 大森南朋、栗山千明 2009.6 ハゲタカ 真山仁 講談社

斜陽 秋原正俊 佐藤江梨子、温水洋一 2009.6 斜陽 太宰治 新潮社　ほか

真夏のオリオン 篠原哲雄 玉木宏、北川景子 2009.6 雷撃深度一九・五 池上司 文藝春秋

劒岳・点の記 木村大作 浅野忠信、香川照之 2009.6 劒岳・点の記 新田次郎 文藝春秋

アマルフィ　女神の報酬 西谷弘 織田裕二、天海祐希 2009.7 アマルフィ 真保裕一 扶桑社

南極料理人 沖田修一 堺雅人、生瀬勝久 2009.8 面白南極料理人 西村淳 春風社

火天の城 田中光敏 西田敏行、大竹しのぶ 2009.9 火天の城 山本兼一 文藝春秋

TAJOMARU 中野裕之 小栗旬、柴本幸 2009.9 藪の中 芥川龍之介 講談社　ほか
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ヴィヨンの妻～桜桃とタンポポ～ 根岸吉太郎 松たか子、浅野忠信 2009.10 ヴィヨンの妻 太宰治 文藝春秋　ほか

さまよう刃 益子昌一 寺尾聰、竹野内豊 2009.10 さまよう刃 東野圭吾 朝日新聞社

パンドラの匣 冨永昌敬 染谷将太、川上未映子 2009.10 パンドラの匣 太宰治 新潮社　ほか

沈まぬ太陽 若松節朗 渡辺謙、三浦友和 2009.10 沈まぬ太陽 山崎豊子 新潮社

風が強く吹いている 大森寿美男 小出恵介、林遣都 2009.10 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社

ゼロの焦点 犬童一心 広末涼子、中谷美紀 2009.11 ゼロの焦点 松本清張 光文社　ほか

笑う警官 角川春樹 大森南朋、松雪泰子 2009.11 笑う警官 佐々木譲 角川春樹事務所

ブラック会社に勤めてるんだが、もう
俺は限界かもしれない

佐藤祐市 小池徹平、マイコ 2009.11
ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限
界かもしれない

黒井勇人 新潮社

つむじ風食堂の夜 篠原哲雄 八嶋智人、月船さらら 2009.11 つむじ風食堂の夜 吉田篤弘 筑摩書房

銀色の雨 鈴井貴之 賀来賢人、前田亜季 2009.11 銀色の雨「月のしずく」に収録 浅田次郎 文藝春秋

真幸くあらば 御徒町凧 久保田将至、尾野真千子 2010.1 真幸くあらば 小嵐九八郎 講談社

すべては海になる 山田あかね 佐藤江梨子、柳楽優弥 2010.1 すべては海になる 山田あかね 小学館

手のひらの幸せ 加藤雄大 浅利陽介、河合龍之介 2010.1 この手のひらほどの倖せ 布施明 文藝春秋

BADAGE バンデイジ 小林武史 北乃きい、赤西仁 2010.1 グッドドリームズ 菅知香 角川書店

ゴールデンスランバー 中村義洋 堺雅人、竹内結子 2010.1 ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎 新潮社

かずら 塚本連平 三村マサカズ、大竹一樹 2010.1 カツラーの秘密 小林信也 草思社

食堂かたつむり 富永まい 柴咲コウ、余貴美子 2010.2 食堂かたつむり 小川糸 ポプラ社

人間失格 荒戸源次郎 生田斗真、伊勢谷友介 2010.2 人間失格 太宰治 新潮社　ほか

パレード 行定勲 藤原竜也、香里奈 2010.2 パレード 吉田修一 幻冬舎

花のあと 中西健二 北川景子、甲本雅裕 2010.3 花のあと 藤沢周平 文藝春秋

スイートリトルライズ 矢崎仁司 中谷美紀、大森南朋 2010.3 スイートリトルライズ 江國香織 幻冬舎
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誰かが私にキスをした ハンス・カノーザ 堀北真希、松山ケンイチ 2010.3 失くした記憶の物語 ガブリエル・セヴィン 理論社

誘拐ラプソディー 榊英雄 高橋克典、林遼威 2010.4 誘拐ラプソディー 荻原浩 双葉社

武士道シックスティーン 古厩智之 成海璃子、北乃きい 2010.4 武士道シックスティーン 誉田哲也 文藝春秋

てぃだかんかん～海とサンゴと小さ
な奇跡～

李闘士男 岡村隆史、松雪泰子 2010.4 てぃだかんかん～海とサンゴと小さな奇跡～ 金城浩二 小学館

ボックス！ 李闘士男 市原隼人、高良健吾 2010.5 ボックス！ 百田尚樹 太田出版

春との旅 小林政広 仲代達矢、徳永えり 2010.5 春との旅 小林政広 毎日新聞社
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