
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 愛しくてさよなら 内館　牧子／著 59 戦神 赤神　諒／[著]

2 言わなかった言わなかった 内館　牧子／[著] 60 駅物語 朱野　帰子／著

3 女盛りは心配盛り 内館　牧子／[著] 61 オケ老人! 荒木　源／著

4 見なかった見なかった 内館　牧子／[著] 62 烏に単は似合わない 阿部　智里／著

5 私のしあわせ人生 宇野　千代／著 63 境内ではお静かに 天祢　涼／著

6 私何だか死なないような気がするんですよ 宇野　千代／著 64 三匹のおっさん　[1] 有川　浩／著

7 ひとりを愛し続ける本 遠藤　周作／[著] 65 罪の余白 芦沢　央／著

8 ぷかぷか天国 小川　糸／[著] 66 阪急電車 有川　浩／著

9 失敗という人生はない 曽野　綾子／著 67 もののふの国 天野　純希／著

10 水曜日のひとりごと 平岩　弓枝／著 68 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎／著

11 かわいい夫 山崎　ナオコーラ／著 69 イニシエーション・ラブ 乾　くるみ／著

12 東京奇譚集 村上　春樹／著 70 いまのあなたへ 淺川　継太／著

13 ダブル・ファンタジー 村山　由佳／著 71 フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著

14 ＴＵＧＵＭＩ　つぐみ 吉本　ばなな／著者 72 遺譜　上 内田　康夫／著

15 サワコの朝 阿川　佐和子／著 73 遺譜　下 内田　康夫／著

16 倒れるときは前のめり 有川　浩／著 74 天地明察 冲方　丁／著

17 いろいろあった人へ 伊集院　静／著 75 海の見える理髪店 荻原　浩／著

18 大人の流儀 伊集院　静／著 76 オリンピックの身代金 奥田　英朗／著

19 孤独の力 五木　寛之／著 77 チーム・バチスタの栄光 海堂　尊／著

20 雑談藝 いとう　せいこう／著 78 ピンクとグレー 加藤　シゲアキ／著

21 死という最後の未来 石原　慎太郎／著 79 鍵のかかった部屋 貴志　祐介／著

22 漂流者の生きかた 五木　寛之／著 80 死ねばいいのに 京極　夏彦／著

23 毎日が一日だ いしい　しんじ／著 81 哄(わら)う合戦屋 北沢　秋／著

24 60歳、生きかた下手でもいいじゃない 今井　美沙子／著 82 解夏 さだ　まさし／著

25 人生は還暦から! 小山内　美江子／著 83 五年後に 咲沢　くれは／著

26 「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野　栄子／著 84 精霊流し さだ　まさし／著

27 木皿食堂　[1] 木皿　泉／著 85 せき越えぬ 西條　奈加／著

28 ひとり上手 岸本　葉子／著 86 ホテルローヤル 桜木　紫乃／著

29 タマネギのひみつ。 黒柳　徹子／著 87 峠うどん物語　上 重松　清／著

30 トットひとり 黒柳　徹子／著 88 峠うどん物語　下 重松　清／著

31 感傷的な午後の珈琲 小池　真理子／著 89 爛 瀬戸内　寂聴／著

32 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子／著 90 ジェノサイド 高野　和明／著

33 さくらえび さくら　ももこ／絵と文 91 サヨナライツカ 辻　仁成／著

34 ズルい言葉 酒井　順子／[著] 92 風の如く　高杉晋作篇 富樫　倫太郎／著

35 のほほん絵日記 さくら　ももこ／絵と文 93 くちびるに歌を 中田　永一／著

36 ヨーコさんの“言葉” 佐野　洋子／文 94 静おばあちゃんにおまかせ 中山　七里／著

37 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 95 小さいおうち 中島　京子／著

38 夫の後始末 曽野　綾子／著 96 微笑む人 貫井　徳郎／著

39 自分の始末 曽野　綾子／著 97 総理の夫 原田　マハ／著

40 曽野綾子の人生相談 曽野　綾子／著 98 ある男 平野　啓一郎／著

41 老境の美徳 曽野　綾子／著 99 キャバレー ビートたけし／著

42 六十歳からの人生 曽野　綾子／著 100 戦場のコックたち 深緑　野分／著

43 童話作家のおかしな毎日 富安　陽子／作 101 ケモノの城 誉田　哲也／著

44 この素晴らしき世界!? 中野　翠／著 102 清須会議 三谷　幸喜／著

45 下衆の極み 林　真理子／著 103 誰かが足りない 宮下　奈都／著

46 美女ステイホーム 林　真理子／著 104 花宵道中 宮木　あや子／著

47 ベスト・エッセイ　2019 日本文藝家協会／編 105 まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん／著

48 今日もていねいに。 松浦　弥太郎／著 106 ドスコイ警備保障 室積　光／著

49 猫とあほんだら 町田　康／著 107 有頂天家族　[1] 森見　登美彦／著

50 村上T 村上　春樹／著 108 女王の百年密室 森　博嗣／著

51 村上春樹雑文集 村上　春樹／著 109 嫌われ松子の一生 山田　宗樹／著

52 美女と竹林 森見　登美彦／著 110 ジョーカー・ゲーム 柳　広司／著

53 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 111 風味絶佳 山田　詠美／著

54 Q人生って? よしもと　ばなな／著 112 合理的にあり得ない 柚月　裕子／著

55 さっぱりと欲ばらず 吉沢　久子／著 113 満願 米澤　穂信／著

56 一路　上 浅田　次郎／著 114 愛ふたたび 渡辺　淳一／著

57 一路　下 浅田　次郎／著 115 のぼうの城 和田　竜／著

58 青に捧げる悪夢 恩田　陸／著
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