
図書記号 題　　　名 著　　者 出　版　者

1 F1 ﾅｶ 119 長岡　弘樹 文藝春秋

2 F1 ﾔﾅ ３分間劇場 やなせ　たかし サンリオ

3 F1 ﾅﾅ ７人の名探偵 綾辻　行人 講談社

4 F1 ﾌｲ Ｆｉｅｌｄ，Ｗｉｎｄ あさの　あつこ ジャイブ

5 F1 ｴｽ ＳＦ　ＪＡＣＫ 新井　素子 角川書店

6 F1 ｽﾄ Ｓｔｏｒｙ　Ｓｅｌｌｅｒ　ａｎｎｅｘ 有川　浩 新潮社

7 F1 ｱﾅ あなたと、どこかへ。 吉田　修一 文芸春秋

8 F1 ｲﾉ あなたならどうする 井上　荒野 文藝春秋

9 F1 ｱﾅ あなたに、大切な香りの記憶はありますか？ 阿川　佐和子 文芸春秋

10 F1 ﾀｷ ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子 幻冬舎

11 F1 ﾋｼ ヴィジョンズ 宮部　みゆき 講談社

12 F1 ﾏﾘ お引っ越し 真梨　幸子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

13 F1 ｲﾂ からっぽたいくつどようびはまだ
「いつもありがとう」
作文コンクール書籍制作委員会

幻冬舎メディア
コンサルティング

14 F1 ﾅｶ きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社

15 F1 ｱﾔ くちなし 彩瀬　まる 文藝春秋

16 024 04 O7 この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ ポプラ社

17 F1 ｶﾄ ごめん。 加藤　元 集英社

18 F1 ﾀｲ こんなわたしで、ごめんなさい 平　安寿子 実業之日本社

19 F1 ｻﾍ 18 ザ・ベストミステリーズ　２０１８ 日本推理作家協会 講談社

20 F1 ｲｹ シャイロックの子供たち 池井戸　潤 文藝春秋

21 F1 ｼﾖ ジョイ！ 岳本　野ばら 講談社

22 F1 ｿｳ そういうものだろ、仕事っていうのは 重松　清 日本経済新聞出版社

23 F1 ﾆﾀ そこにいるのに 似鳥　鶏 河出書房新社

24 F1 ﾋﾜ チャイムが鳴った 日和　聡子 新潮社

25 F1 ﾃﾉ てのひら猫語り あさの　あつこ 白泉社

26 F1 ｺﾝ ときどき旅に出るカフェ 近藤　史恵 双葉社

27 F1 ﾆﾔ ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩 講談社

28 F1 ﾄｳ パーフェクト・リタイヤ 藤堂　志津子 文芸春秋

29 F1 ｳﾀ ハッピーエンドにさよならを 歌野　晶午 角川書店

30 F1 ｻﾜ ひとんち 澤村　伊智 光文社
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31 F9 ﾁﾖ フィフティ・ピープル チョン　セラン 亜紀書房

32 F1 ｲﾉ ベーシックインカム 井上　真偽 集英社

33 F1 ﾎｼ ボッコちゃん 星　新一 新潮社

34 F1 ｳﾌ もらい泣き 冲方　丁 集英社

35 F1 ﾔﾏ わらの人 山本　甲士 文芸春秋

36 F1 ﾓﾘ 異国のおじさんを伴う 森　絵都 文藝春秋

37 F1 ｽﾅ 一瞬の雲の切れ間に 砂田　麻美 ポプラ社

38 F1 ｶｸ 隠す 大崎　梢 文藝春秋

39 F1 ｲﾉ 遠い遠い街角 井上　雅彦 東京創元社

40 F1 ｵｷ 押入れのちよ 荻原　浩 新潮社

41 F1 ﾐｻ 海に沈んだ町 三崎　亜記 朝日新聞出版

42 F1 ｱﾏ 甘い罠 江國　香織 文藝春秋

43 F1 ﾌﾙ 偽りの春 降田　天 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

44 F1 ﾀﾆ 鏡のなかのアジア 谷崎　由依 集英社

45 F1 ｻｶ 駒音高く 佐川　光晴 実業之日本社

46 F1 ｻｶ 鶏小説集 坂木　司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

47 F1 ｹﾂ 決戦！新選組 葉室　麟 講談社

48 F1 ｹﾂ 結婚貧乏 平　安寿子 幻冬舎

49 F1 ﾐｼ 見知らぬ私 綾辻　行人 角川書店

50 F1 ｱｶ 現場不在証明（アリバイ） 赤川　次郎 角川書店

51 F1 ｵｶ 口笛の上手な白雪姫 小川　洋子 幻冬舎

52 F1 ｻｲ 最後の恋　ＭＥＮ’Ｓ 朝井　リョウ 新潮社

53 F1 ｱﾘ 阪急電車 有川　浩 幻冬舎

54 645 7 O0 作家と猫のものがたり ｙｏｍ　ｙｏｍ編集部 新潮社

55 9146 ｻﾂ 作家の放課後 ｙｏｍ　ｙｏｍ編集部 新潮社

56 F1 ｱﾏ 産む、産まない、産めない 甘糟　りり子 講談社

57 F1 ﾅﾅ 七つの忠臣蔵 吉川　英治 新潮社

58 F1 ﾕﾒ 七人の安倍晴明 夢枕　獏 桜桃書房

59 F1 ｽﾃ 捨てる 大崎　梢 文藝春秋

60 F1 ｲｻ 終末のフール 伊坂　幸太郎 集英社
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61 F1 ﾆﾀ 叙述トリック短編集 似鳥　鶏 講談社

62 F1 ﾑﾗ 女のいない男たち 村上　春樹 文藝春秋

63 F1 ｻﾄ 将軍の子 佐藤　巖太郎 文藝春秋

64 F1 ｼﾖ 1 小説ＢＯＣ　１（２０１６年春） 中央公論新社

65 9146 ｲｼ 小説家と過ごす日曜日 石田　衣良 文藝春秋

66 F1 ｱｻ 世にも奇妙な君物語 朝井　リョウ 講談社

67 F1 ｱｶ 赤ひげ横丁 池波　正太郎 新潮社

68 F1 ｾﾂ 絶海 恩田　陸 祥伝社

69 F1 ｾﾝ 戦国の教科書 天野　純希 講談社

70 F1 ﾋｶ 素敵な日本人 東野　圭吾 光文社

71 F1 ｽﾛ 素浪人横丁 池波　正太郎 新潮社

72 F1 ﾖﾐ 蘇える鬼平犯科帳 池波　正太郎 文藝春秋

73 F9 ｷﾑ 走れ、オヤジ殿 キム　エラン 晶文社

74 F1 ﾖｺ 第三の時効 横山　秀夫 集英社

75 F1 ﾆﾎ 短篇ベストコレクション　２０１０ 日本文藝家協会 徳間書店

76 F1 ﾀﾝ 短編工場 集英社文庫編集部 集英社

77 F9 ｳｲ 地球の中心までトンネルを掘る ケヴィン・ウィルソン 東京創元社

78 F1 ﾐﾔ 超動く家にて 宮内　悠介 東京創元社

79 F1 ｻｶ 肉小説集 坂木　司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

80 F1 ｵｵ 覆面作家 大沢　在昌 講談社

81 F9 ﾃｲ 分解する リディア・デイヴィス 作品社

82 F1 ｵｵ 忘れ物が届きます 大崎　梢 光文社

83 F1 ﾌｼ 眠れない夜のための短編集 藤木　稟 新潮社

84 F9 ｼｮ 霧に橋を架ける キジ・ジョンスン 東京創元社

85 F1 ﾒｲ 名短篇、ここにあり 北村　薫 筑摩書房

86 F1 ﾒｲ 迷－まよう－ 大沢　在昌 新潮社

87 F1 ﾖｳ 妖怪変化 あさの　あつこ 講談社

88 F1 ﾌｼ 淀川八景 藤野　恵美 文藝春秋

89 F1 ｵｷ 冷蔵庫を抱きしめて 荻原　浩 新潮社

90 F1 ﾜｸ 惑－まどう－ 大崎　梢 新潮社
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