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 「私の娘はこのクラスの生徒に殺されました」
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何事にも、隠れた物語があるものです。そう、古書とて例外ではあ
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気を纏う

と洞察力を持つ

す。シリーズもので、７冊＋その後を描いた１冊の計８巻が出版され

ています。映画の予習・復習に手に取ってみてはいかがですか？
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りません。祖母の遺品の文庫本、せどり屋が愛する本など、独特の空

ものが多くあります。そんな本の隠れた秘密を圧倒的な知識

古書堂店主・栞子さんが解き明かす一話完結の小説で

す。シリーズもので、７冊＋その後を描いた１冊の計８巻が出版され

ています。映画の予習・復習に手に取ってみてはいかがですか？

【映画情報】

〈出演〉黒木華

かなえ／著 

「私の娘はこのクラスの生徒に殺されました」 担任教師の告白から

この物語は始まります。語り口が次々と変わっていくなかで次第に全

体像が見えてきて、衝撃的なラストへと続いていきます。著者のデビ

賞を受賞したことでも有名

い人にも、

【映画情報】 2010

〈出演〉松たか子 岡田将生

森見 登美彦／著

京都の町を舞台に、純な「黒髪の乙女」に密かに想いを寄せる「先

輩」と、彼らを取り巻く愉快な人びとの恋愛ファンタジーです。コミ

カルな掛け合いと混在する非現実が楽しく、春夏秋冬で四章に分かれ

画は不思議なストーリーと人目を惹

【映画情報】2017

〈声の出演〉星野源 花澤香菜

酔う」というのは、肝臓で分解しきれず血液に含まれたアルコ

蜘蛛はコーヒーのカフェイ

また、人間だけではな

自然のチカラ～昆虫や野生動物、植物の不思議 

はコーヒーを飲むと酔っぱらう 

 三上 

何事にも、隠れた物語があるものです。そう、古書とて例外ではあ

りません。祖母の遺品の文庫本、せどり屋が愛する本など、独特の空

ものが多くあります。そんな本の隠れた秘密を圧倒的な知識

古書堂店主・栞子さんが解き明かす一話完結の小説で

す。シリーズもので、７冊＋その後を描いた１冊の計８巻が出版され

ています。映画の予習・復習に手に取ってみてはいかがですか？

【映画情報】 2018

〈出演〉黒木華 野村周平

 

担任教師の告白から

この物語は始まります。語り口が次々と変わっていくなかで次第に全

体像が見えてきて、衝撃的なラストへと続いていきます。著者のデビ

賞を受賞したことでも有名

、ぜひ手にとっ

2010 年 6 月公開

 岡田将生 

登美彦／著

京都の町を舞台に、純な「黒髪の乙女」に密かに想いを寄せる「先

輩」と、彼らを取り巻く愉快な人びとの恋愛ファンタジーです。コミ

カルな掛け合いと混在する非現実が楽しく、春夏秋冬で四章に分かれ

画は不思議なストーリーと人目を惹

2017 年 4 月公開

花澤香菜 

 延／著

何事にも、隠れた物語があるものです。そう、古書とて例外ではあ

りません。祖母の遺品の文庫本、せどり屋が愛する本など、独特の空

ものが多くあります。そんな本の隠れた秘密を圧倒的な知識

古書堂店主・栞子さんが解き明かす一話完結の小説で

す。シリーズもので、７冊＋その後を描いた１冊の計８巻が出版され

ています。映画の予習・復習に手に取ってみてはいかがですか？

2018 年 11 月公開

野村周平 

   

担任教師の告白から

この物語は始まります。語り口が次々と変わっていくなかで次第に全

体像が見えてきて、衝撃的なラストへと続いていきます。著者のデビ

賞を受賞したことでも有名

ぜひ手にとっ

月公開 

 ほか  

登美彦／著 

京都の町を舞台に、純な「黒髪の乙女」に密かに想いを寄せる「先

輩」と、彼らを取り巻く愉快な人びとの恋愛ファンタジーです。コミ

カルな掛け合いと混在する非現実が楽しく、春夏秋冬で四章に分かれ

画は不思議なストーリーと人目を惹

月公開 

 ほか  

延／著 

何事にも、隠れた物語があるものです。そう、古書とて例外ではあ

りません。祖母の遺品の文庫本、せどり屋が愛する本など、独特の空

ものが多くあります。そんな本の隠れた秘密を圧倒的な知識

古書堂店主・栞子さんが解き明かす一話完結の小説で

す。シリーズもので、７冊＋その後を描いた１冊の計８巻が出版され

ています。映画の予習・復習に手に取ってみてはいかがですか？ 

月公開  

 ほか  


