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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 代理人(エージェント) 本城 雅人∥著 実業之日本社 2017.11
一般 破滅の王 上田 早夕里∥著 双葉社 2017.11
一般 サファイア 湊　かなえ∥〔著〕 角川春樹事務所 2012.4
一般 シューメーカーの足音 本城　雅人∥著 幻冬舎 2011.1
一般 よるのふくらみ 窪  美澄∥〔著〕 新潮社 2014.2
一般 ジーノ 本城　雅人∥著 朝日新聞出版 2013.1
一般 青が破れる 町屋  良平∥著 河出書房新社 2016.11
一般 あなたの呼吸が止まるまで 島本　理生∥著 新潮社 2007.8
一般 クラウドクラスターを愛する方法 窪　美澄∥著 朝日新聞出版 2012.1
一般 豆の上で眠る 湊  かなえ∥〔著〕 新潮社 2014.3
一般 宇喜多の捨て嫁 木下  昌輝∥著 文芸春秋 2014.1
一般 大きな熊が来る前に、おやすみ。 島本　理生∥著 新潮社 2007.3
一般 朝顔の日 高橋  弘希∥著 新潮社 2015.7
一般 アニバーサリー 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2013.3
一般 希望の獅子 本城　雅人∥著 講談社 2012.9
一般 七緒のために 島本　理生∥著 講談社 2012.1
一般 薫香のカナピウム 上田  早夕里∥著 文芸春秋 2015.2
一般 ノーバディノウズ 本城　雅人∥著 文芸春秋 2009.8
一般 夏の裁断 島本  理生∥著 文芸春秋 2015.8
一般 物語のおわり 湊  かなえ∥著 朝日新聞出版 2014.1
一般 嗤うエース 本城　雅人∥著 幻冬舎 2010.8
一般 老人賭博 松尾　スズキ∥著 文芸春秋 2010.1
一般 サイレントステップ 本城  雅人∥著 新潮社 2014.7
一般 ブラック・アゲート 上田　早夕里∥著 光文社 2012.2
一般 シルエット 島本／理生∥著 講談社 2001.1
一般 星の民のクリスマス 古谷田  奈月∥著 新潮社 2013.11
一般 指の骨 高橋  弘希∥著 新潮社 2015.1
一般 ギリギリデイズ 松尾／スズキ∥著 文芸春秋 2005.7
一般 花の鎖 湊　かなえ∥著 文芸春秋 2011.3
一般 往復書簡 湊　かなえ∥著 幻冬舎 2010.9
一般 クローバー 島本　理生∥著 角川書店 2007.11
一般 ショコラティエの勲章 上田　早夕里∥著 東京創元社 2008.3
一般 生まれる森 島本／理生∥著 講談社 2004.1
一般 ユートピア 湊  かなえ∥著 集英社 2015.11
一般 華竜の宮 上田　早夕里∥著 早川書房 2010.1
一般 夜行観覧車 湊　かなえ∥著 双葉社 2010.6
一般 トリダシ 本城  雅人∥著 文芸春秋 2015.7
一般 サファイア 湊　かなえ∥〔著〕 角川春樹事務所 2012.4
一般 告白 湊　かなえ∥著 双葉社 2008.8
一般 ＬＩＦＥ 本城  雅人∥著 双葉社 2015.4
一般 アンダスタンド・メイビー 上 島本　理生∥著 中央公論新社 2010.12
一般 アンダスタンド・メイビー 下 島本　理生∥著 中央公論新社 2010.12
一般 白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ∥著 集英社 2012.7
一般 ＣＨＩＣＡライフ 島本　理生∥著 講談社 2008.6
一般 往復書簡 湊　かなえ∥著 幻冬舎 2010.9
一般 深紅の碑文 下 上田  早夕里∥著 早川書房 2013.12
一般 リバース 湊  かなえ∥著 講談社 2015.5
一般 誉れ高き勇敢なブルーよ 本城  雅人∥著 東京創元社 2014.1
一般 ボールパークの魔法 本城　雅人∥著 東京創元社 2012.1
一般 スイミングスクール 高橋  弘希∥著 新潮社 2017.1
一般 深紅の碑文 上 上田  早夕里∥著 早川書房 2013.12
一般 オールマイティ 本城　雅人∥著 文芸春秋 2011.3
一般 セント・イージス号の武勲 上田  早夕里∥著 講談社 2015.9
一般 白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ∥著 集英社 2012.7
一般 去り際のアーチ 本城  雅人∥著 徳間書店 2013.12
一般 晴天の迷いクジラ 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2012.2
一般 境遇 湊　かなえ∥著 双葉社 2011.1
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一般 よだかの片想い 島本　理生∥著 集英社 2013.4
一般 君が降る日 島本　理生∥著 幻冬舎 2009.3
一般 ミッドナイト・ジャーナル 本城  雅人∥著 講談社 2016.2
一般 Ｂ級恋愛グルメのすすめ 島本　理生∥著 角川書店 2013.1
一般 夢みる葦笛 上田  早夕里∥著 光文社 2016.9
一般 マルセイユ・ルーレット 本城  雅人∥著 双葉社 2016.5
一般 波打ち際の蛍 島本　理生∥著 角川書店 2008.7
一般 リトル・バイ・リトル 島本／理生∥著 講談社 2003.1
一般 スカウト・デイズ 本城　雅人∥著 ＰＨＰ研究所 2010.7
一般 キレイ 松尾  スズキ∥著 白水社 2014.12
一般 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊  かなえ∥著 光文社 2016.5
一般 火星ダーク・バラード 上田／早夕里∥〔著〕 角川春樹事務所 2003.12
一般 英雄の条件 本城  雅人∥著 新潮社 2016.7
一般 匿名者のためのスピカ 島本  理生∥著 祥伝社 2015.7
一般 ふがいない僕は空を見た 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2010.7
一般 Ｒｅｄ 島本  理生∥著 中央公論新社 2014.9
一般 リバース 湊  かなえ∥著 講談社 2015.5
一般 戦国２４時 木下  昌輝∥著 光文社 2016.9
一般 宇喜多の楽土 木下 昌輝∥著 文藝春秋 2018.4
一般 一千一秒の日々 島本／理生∥著 マガジンハウス 2005.6
一般 日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋 弘希∥著 講談社 2017.8
一般 すみなれたからだで 窪  美澄∥著 河出書房新社 2016.1
一般 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄∥著 集英社 2017.3
一般 高校入試 湊　かなえ∥著 角川書店 2013.6
一般 監督の問題 本城 雅人∥著 講談社 2017.7
一般 中年入門 松尾　スズキ∥著 朝日新聞出版 2008.8
一般 兵 木下 昌輝∥著 講談社 2018.2
一般 少女 湊　かなえ∥著 早川書房 2009.1
一般 Ｗ 本城　雅人∥著 徳間書店 2010.9
一般 シルエット 島本／理生∥〔著〕 講談社 2004.11
一般 一千一秒の日々 島本　理生∥〔著〕 角川書店 2009.2
雑誌 群像 講談社
雑誌 文学界 文芸春秋
雑誌 文学界 文芸春秋
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