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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 悪いものが、来ませんように 芦沢　央∥著 角川書店 2013.8
一般 バック・ステージ 芦沢 央∥著 KADOKAW 2017.8
一般 今だけのあの子 芦沢  央∥著 東京創元社 2014.7
一般 火のないところに煙は 芦沢 央∥著 新潮社 2018.6
一般 いつかの人質 芦沢  央∥著 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2015.1
一般 許されようとは思いません 芦沢  央∥著 新潮社 2016.6
一般 雨利終活写真館 芦沢  央∥著 小学館 2016.1
一般 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂  幸太郎∥著 祥伝社 2015.1
一般 首折り男のための協奏曲 伊坂  幸太郎∥著 新潮社 2014.1
一般 サブマリン 伊坂  幸太郎∥著 講談社 2016.3
一般 陽気なギャングの日常と襲撃 813 伊坂／幸太郎∥著 祥伝社 2006.5
一般 終末のフール 伊坂／幸太郎∥著 集英社 2006.3
一般 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎∥著 新潮社 2007.1
一般 砂漠 伊坂／幸太郎∥著 実業之日本 2005.1
一般 火星に住むつもりかい？ 伊坂  幸太郎∥著 光文社 2015.2
一般 あるキング 伊坂　幸太郎∥著 徳間書店 2009.8
一般 ＳＯＳの猿 伊坂　幸太郎∥著 中央公論新 2009.1
一般 オーデュボンの祈り 伊坂／幸太郎∥著 新潮社 2000.1
一般 ラッシュライフ 伊坂／幸太郎∥著 新潮社 2002.7
一般 死神の浮力 伊坂　幸太郎∥著 文芸春秋 2013.7
一般 グラスホッパー 伊坂／幸太郎∥著 角川書店 2004.7
一般 重力ピエロ 伊坂／幸太郎∥著 新潮社 2003.4
一般 オー！ファーザー 伊坂　幸太郎∥著 新潮社 2010.3
一般 マリアビートル 伊坂　幸太郎∥著 角川書店 2010.9
一般 終末のフール 伊坂／幸太郎∥著 集英社 2006.3
一般 魔王 伊坂／幸太郎∥著 講談社 2005.1
一般 ガソリン生活 伊坂　幸太郎∥著 朝日新聞出 2013.3
一般 モダンタイムス 伊坂　幸太郎∥著 講談社 2008.1
一般 クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎∥文 河出書房新 2017.1
一般 それ自体が奇跡 小野寺 史宜∥著 講談社 2018.1
一般 近いはずの人 小野寺  史宜∥著 講談社 2016.2
一般 みつばの郵便屋さん 小野寺　史宜∥著 ポプラ社 2012.5
一般 ホケツ！ 小野寺  史宜∥著 祥伝社 2015.2
一般 ひりつく夜の音 小野寺  史宜∥著 新潮社 2015.9
一般 カニザノビー 小野寺　史宜∥著 ポプラ社 2009.6
一般 夜の側に立つ 小野寺 史宜∥著 新潮社 2018.8
一般 牛丼愛 小野寺  史宜∥著 実業之日本 2014.1
一般 本日も教官なり 小野寺 史宜∥著 KADOKAW 2017.9
一般 家族のシナリオ 小野寺  史宜∥著 祥伝社 2016.6
一般 その愛の程度 小野寺  史宜∥著 講談社 2015.6
一般 転がる空に雨は降らない 小野寺　史宜∥〔著〕 新潮社 2012.7
一般 太郎とさくら 小野寺  史宜∥著 ポプラ社 2017.1
一般 片見里なまぐさグッジョブ 小野寺  史宜∥著 幻冬舎 2014.9
一般 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉∥著 河出書房新 2013.4
一般 ハル ハル製作委員会∥原作 ウィットス

タジオ 2013.6
一般 おしまいのデート 瀬尾　まいこ∥著 集英社 2011.1
一般 図書館の神様 瀬尾／まいこ∥著 マガジンハ

ウス 2003.1
一般 僕の明日を照らして 瀬尾　まいこ∥著 筑摩書房 2010.2
一般 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾　まいこ∥著 幻冬舎 2012.4
一般 強運の持ち主 瀬尾／まいこ∥著 文芸春秋 2006.5
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一般 温室デイズ 瀬尾　まいこ∥著 角川書店 2006.7
一般 君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ∥著 新潮社 2017.7
一般 天国はまだ遠く 瀬尾／まいこ∥〔著〕 新潮社 2004.6
一般 戸村飯店青春１００連発 瀬尾　まいこ∥作 理論社 2008.3
一般 崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人∥著 実業之日本 2017.9
一般 誰がための刃 知念　実希人∥著 講談社 2012.4
一般 黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念  実希人∥著 光文社 2015.7
一般 透明な迷宮 平野  啓一郎∥著 新潮社 2014.6
一般 空白を満たしなさい 平野　啓一郎∥著 講談社 2012.1
一般 ドーン 平野　啓一郎∥著 講談社 2009.7
一般 あなたが、いなかった、あなた 平野　啓一郎∥著 新潮社 2007.1
一般 顔のない裸体たち 平野／啓一郎∥著 新潮社 2006.3
一般 高瀬川 平野／啓一郎∥著 講談社 2003.3
一般 かたちだけの愛 平野　啓一郎∥著 中央公論新 2010.1
一般 滴り落ちる時計たちの波紋 平野／啓一郎∥著 文芸春秋 2004.6
一般 決壊 上 平野　啓一郎∥著 新潮社 2008.6
一般 決壊 下 平野　啓一郎∥著 新潮社 2008.6
一般 葬送 第２部 平野／啓一郎∥著 新潮社 2002.8
一般 分かれ道ノストラダムス 深緑  野分∥著 双葉社 2016.9
一般 オーブランの少女 深緑  野分∥著 東京創元社 2013.1
一般 仏果を得ず 三浦　しをん∥著 双葉社 2007.1
一般 月魚 三浦／しをん∥著 角川書店 2001.5
一般 むかしのはなし 三浦／しをん∥著 幻冬舎 2005.2
一般 神去なあなあ夜話 三浦　しをん∥著 徳間書店 2012.1
一般 秘密の花園 三浦／しをん∥著 マガジンハ

ウス 2002.3
一般 神去なあなあ日常 三浦　しをん∥著 徳間書店 2009.5
一般 政と源 三浦　しをん∥著 集英社 2013.8
一般 私が語りはじめた彼は 三浦／しをん∥著 新潮社 2004.5
一般 白蛇島 三浦  しをん∥著 角川書店 2001.1
一般 まほろ駅前狂騒曲 三浦  しをん∥著 文芸春秋 2013.1
一般 木暮荘物語 三浦　しをん∥著 祥伝社 2010.1
一般 まほろ駅前多田便利軒 三浦／しをん∥著 文芸春秋 2006.3
一般 天国旅行 三浦　しをん∥〔著〕 新潮社 2010.3
一般 まほろ駅前番外地 三浦　しをん∥著 文芸春秋 2009.1
一般 ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦∥著 角川書店 2010.5
一般 四畳半王国見聞録 森見　登美彦∥著 新潮社 2011.1
一般 恋文の技術 森見　登美彦∥著 ポプラ社 2009.3
一般 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦∥著 朝日新聞出 2013.5
一般 〈新釈〉走れメロス 森見　登美彦∥著 祥伝社 2007.3
一般 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦∥著 角川書店 2006.1
一般 宵山万華鏡 森見　登美彦∥著 集英社 2009.7
一般 有頂天家族 〔２〕 森見  登美彦∥著 幻冬舎 2015.2
一般 一月物語 平野／啓一郎∥著 新潮社 1999.4
一般 日蝕 平野／啓一郎∥著 新潮社 1998.1
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