
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子／著 59 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド／著

2 あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二／著 60 月の落とし子 穂波　了／著

3 あの戦争から遠く離れて 城戸　久枝／著 61 土の記　上 高村　薫／著

4 ある男 平野　啓一郎／著 62 土の記　下 高村　薫／著

5 いかれころ 三国　美千子／著 63 デス・ゾーン 河野　啓／著

6 いくさの底 古処　誠二／著 64 東京零年 赤川　次郎／著

7 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき／著 65 到達不能極 斉藤　詠一／著

8 うそつき、うそつき 清水　杜氏彦／著 66 道徳の時間 呉　勝浩／著

9 宇宙は何でできているのか 村山　斉／著 67 トリニティ 窪　美澄／著

10 永遠の森 菅　浩江／著 68 なまえのないねこ 竹下　文子／文

11 エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・C.ステッド／文 69 日本辺境論 内田　樹／著

12 おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール／さく 70 日本蒙昧前史 磯崎　憲一郎／著

13 大雪物語 藤田　宜永／著 71 日本軍兵士 吉田　裕／著

14 小倉昌男 祈りと経営 森　健／著 72 捏造の科学者 須田　桃子／著

15 女たち三百人の裏切りの書 古川　日出男／著 73 ノワールをまとう女 神護　かずみ／著

16 かあさんをまつふゆ ジャクリーン・ウッドソン／文 74 伯爵夫人 蓮實　重彦／著

17 皆勤の徒 酉島　伝法／[著] 75 走れ!!機関車 ブライアン・フロッカ／作　絵

18 怪物の木こり 倉井　眉介／著 76 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著

19 カウントダウン・メルトダウン　上 船橋　洋一／著 77 母の遺産 水村　美苗／著

20 カウントダウン・メルトダウン　下 船橋　洋一／著 78 パパはバードマン デイヴィッド・アーモンド／作

21 かか 宇佐見　りん／著 79 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか／作　絵

22 鏡の背面 篠田　節子／著 80 飛族 村田　喜代子／著

23 勝ち過ぎた監督 中村　計／著 81 平場の月 朝倉　かすみ／著

24 カブールの園 宮内　悠介／著 82 プーさんとであった日 リンジー・マティック／ぶん

25 紙の動物園 ケン・リュウ／著 83 淵の王 舞城　王太郎／著

26 神の値段 一色　さゆり／著 84 ブラック・ヴィーナス 城山　真一／著

27 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年／著 85 へいわってすてきだね 安里　有生／詩

28 歓喜の歌 菅　浩江／著 86 僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良／著

29 帰郷 浅田　次郎／著 87 焰 星野　智幸／著

30 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか 増田　俊也／著 88 魔女の宅急便 角野　栄子／作

31 吸血鬼 佐藤　亜紀／著 89 魔女の宅急便　その2 角野　栄子／作

32 QJKJQ 佐藤　究／著 90 魔女の宅急便　その3 角野　栄子／作

33 京都ぎらい 井上　章一／著 91 魔女の宅急便　その4 角野　栄子／作

34 虚人の星 島田　雅彦／著 92 魔女の宅急便　その5 角野　栄子／作

35 金閣を焼かなければならぬ 内海　健／著 93 魔女の宅急便　その6 角野　栄子／作

36 空白の五マイル 角幡　唯介／著 94 窓から見える最初のもの 村木　美涼／著

37 狂うひと 梯　久美子／著 95 満願 米澤　穂信／著

38 ゲームの王国　上 小川　哲／著 96 不見(みず)の月 菅　浩江／著

39 ゲームの王国　下 小川　哲／著 97 未闘病記 笙野　頼子／著

40 告白 旗手　啓介／著 98 無限の玄/風下の朱 古谷田　奈月／著

41 五色の虹 三浦　英之／著 99 冥途あり 長野　まゆみ／著

42 小箱 小川　洋子／著 100 名誉と恍惚 松浦　寿輝／著

43 コロンビア・ゼロ 谷　甲州／著 101 黙殺 畠山　理仁／著

44 三の隣は五号室 長嶋　有／著 102 文字渦 円城　塔／著

45 サンサン 曹　文軒／著 103 模範郷 リービ英雄／著

46 自生の夢 飛　浩隆／著 104 ユートピア 湊　かなえ／著

47 ジャスミンの残り香 田原　牧／著 105 雪の階 奥泉　光／著

48 守教　上 帚木　蓬生／著 106 ライオンとねずみ [イソップ／原作]

49 守教　下 帚木　蓬生／著 107 リリース 古谷田　奈月／著

50 しんがり 清武　英利／著 108 わたしが消える 佐野　広実／著

51 水声 川上　弘美／著 109

52 すべての見えない光 アンソニー・ドーア／著 110

53 聖なるズー 濱野　ちひろ／著 111

54 脊梁山脈 乙川　優三郎／著 112

55 ゼツメツ少年 重松　清／著 113

56 その姿の消し方 堀江　敏幸／著 114

57 その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野／著 115

58 それ以上でも、それ以下でもない 折輝　真透／著 116
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