
作者 書名 作者 書名 作者 書名

上半期 上半期 胡桃沢耕史 黒パン俘虜記

笠原淳 杢二の世界 高橋治 秘伝

高樹のぶ子 光抱く友よ 神吉拓郎 私生活

連城三紀彦 恋文

難波利三 てんのじ村

下半期 木崎さと子 青桐 下半期

上半期 上半期 山口洋子 演歌の虫・老梅

林真理子 最終便に間に合えば・京都まで

森田誠吾 魚河岸ものがたり

上半期 上半期 皆川博子 恋紅

逢坂剛 カディスの赤い星

常盤新平 遠いアメリカ

山田詠美 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー

白石一郎 海狼伝

池澤夏樹 スティル・ライフ

三浦清宏 長男の出家

景山民夫 遠い海から来たCOO

西木正明 凍れる瞳・端島の女

南木佳士 ダイヤモンドダスト 杉本章子 東京新大橋雨中図

李良枝 由煕 藤堂志津子 熟れてゆく夏

笹倉明 遠い国からの殺人者

ねじめ正一 高円寺純情商店街

大岡玲 表層生活 原尞 私が殺した少女

瀧澤美恵子 ネコババのいる町で 星川清司 小伝抄

上半期 辻原登 村の名前 上半期 泡坂妻夫 蔭桔梗

下半期 小川洋子 妊娠カレンダー 下半期 古川薫 漂泊者のアリア

辺見庸 自動起床装置 芦原すなお 青春デンデケデケデケ

荻野アンナ 背負い水 宮城谷昌光 夏姫春秋

高橋克彦 緋い記憶

高橋義夫 狼奉行

上半期 藤原智美 運転士 上半期 伊集院静 受け月

下半期 多和田葉子 犬婿入り 下半期 出久根達郎 佃島ふたり書房

高村薫 マークスの山

北原亞以子 恋忘れ草

大沢在昌 新宿鮫　無間人形

佐藤雅美 恵比寿屋喜兵衛手控え

室井光広 おどるでく 海老沢泰久 帰郷

笙野頼子 タイムスリップ・コンビナート 中村彰彦 二つの山河

下半期 下半期

上半期 保坂和志 この人の閾 上半期 赤瀬川隼 白球残映

小池真理子 恋

藤原伊織 テロリストのパラソル

上半期 川上弘美 蛇を踏む 上半期 乃南アサ 凍える牙

辻仁成 海峡の光

柳美里 家族シネマ

篠田節子 女たちのジハード

浅田次郎 鉄道員

下半期 下半期

花村萬月 ゲルマニウムの夜

藤沢周 ブエノスアイレス午前零時

下半期 平野啓一郎 日蝕 下半期 宮部みゆき 理由

佐藤賢一 王妃の離婚

桐野夏生 柔らかな頬

玄月 蔭の棲みか

藤野千夜 夏の約束

町田康 きれぎれ 金城一紀 GO

松浦寿輝 花腐し 船戸与一 虹の谷の五月

青来有一 聖水 重松清 ビタミンF

堀江敏幸 熊の敷石 山本文緒 プラナリア

上半期 玄侑宗久 中陰の花 上半期 藤田宜永 愛の領分

山本一力 あかね空

唯川恵 肩ごしの恋人

上半期 吉田修一 パーク・ライフ 上半期 乙川優三郎 生きる

下半期 大道珠貴 しょっぱいドライブ 下半期

石田衣良 4TEEN　フォーティーン

村山由佳 星々の舟

金原ひとみ 蛇にピアス 江國香織 号泣する準備はできていた

綿矢りさ 蹴りたい背中 京極夏彦 後巷説百物語

奥田英朗 空中ブランコ

熊谷達也 邂逅の森

下半期 阿部和重 グランド･フィナーレ 下半期 角田光代 対岸の彼女

上半期 中村文則 土の中の子供 上半期 朱川湊人 花まんま

下半期 絲山秋子 沖で待つ 下半期 東野圭吾 容疑者Ｘの献身

三浦しをん まほろ駅前多田便利軒

森絵都 風に舞いあがるビニールシート

下半期 青山七恵 ひとり日和 下半期

上半期 諏訪哲史 アサッテの人 上半期 松井今朝子 吉原手引草

下半期 川上未映子 乳と卵 下半期 桜庭一樹 私の男

上半期 楊逸 時が滲む朝 上半期 井上荒野 切羽へ

天童荒太 悼む人

山本兼一 利休にたずねよ

上半期 磯崎憲一郎 終の住処 上半期 北村薫 鷺と雪

白石一文 ほかならぬ人へ

佐々木譲 廃墟に乞う

上半期 赤染晶子 乙女の密告 上半期 中島京子 小さいおうち

朝吹真理子 きことわ 木内昇 漂砂のうたう

西村賢太 苦役列車 道尾秀介 月と蟹

上半期 上半期 池井戸潤 下町ロケット

円城塔 道化師の蝶

田中慎弥 共喰い

上半期 鹿島田真希 冥土めぐり 上半期 辻村深月 鍵のない夢を見る

朝井リョウ 何者

安部龍太郎 等伯
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女性の品格

夢をかなえるゾウ

１Ｑ８４　BOOK１・２

五体不満足

だから、あなたも生きぬいて

チーズはどこへ消えた？

生き方上手

ソフィーの世界

脳内革命（１・２）

もし高校野球の女子マネージャーが

ドラッカーの「マネジメント」を読んだら

バカの壁

世界の中心で、愛をさけぶ

頭がいい人、悪い人の話し方

国家の品格

失楽園（上・下）

大河の一滴

もものかんづめ

さるのこしかけ

マディソン郡の橋

大往生

サラダ記念日

ノルウェイの森（上・下）

TUGUMI

愛される理由

気くばりのすすめ

愛のごとく（上・下）

女の器量はことばしだい

化身（上・下）

東川篤哉

阿川佐和子 聞く力

謎解きはディナーのあとで　１

坂東眞理子

水野敬也

村上春樹

岩崎夏海

養老孟司

片山恭一

樋口裕一

藤原正彦

乙武洋匡

大平光代

スペンサー・

ジョンソン

日野原重明

J・ゴルデル

春山茂雄

渡辺淳一

五木寛之

さくらももこ

さくらももこ

R・J・ウォラー

永六輔

俵万智

村上春樹

吉本ばなな

二谷友里恵

鈴木健二

渡辺淳一

広瀬久美子

渡辺淳一

下半期 黒田夏子 abさんご 下半期

下半期 下半期 葉室麟 蜩ノ記

下半期 （受賞作なし） 下半期

下半期 下半期

下半期 津村記久子 ポトスライムの舟 下半期

上半期 伊藤たかみ 八月の路上に捨てる 上半期

下半期 下半期

上半期 モブ・ノリオ 介護入門 上半期

上半期 吉村萬壱 ハリガネムシ 上半期

下半期 長嶋有 猛スピードで母は 下半期

上半期

下半期

上半期

下半期

上半期 （受賞作なし） 上半期

下半期 下半期

上半期 上半期 車谷長吉 赤目四十八瀧心中未遂

上半期 目取真俊 水滴 上半期

下半期 下半期 坂東眞砂子 山妣

上半期 上半期

下半期 又吉栄喜 豚の報い 下半期

下半期 奥泉光 石の来歴 下半期

上半期 吉目木晴彦 寂寥郊野 上半期

下半期 松村栄子 至高聖所アバトーン 下半期

下半期

上半期

下半期

上半期 上半期

下半期 下半期

上半期 （受賞作なし）

上半期 新井満 尋ね人の時間 上半期

鍋の中 上半期

下半期 阿部牧郎

下半期米谷ふみ子 過越しの祭

下半期 （受賞作なし） 下半期

下半期

上半期 上半期（受賞作なし）

2009200920092009年年年年

2010201020102010年年年年

2011201120112011年年年年

2012201220122012年年年年

2005200520052005年年年年

2006200620062006年年年年

2007200720072007年年年年

2008200820082008年年年年

2001200120012001年年年年

2002200220022002年年年年

2003200320032003年年年年

2004200420042004年年年年

1997199719971997年年年年

1998199819981998年年年年

1999199919991999年年年年

2000200020002000年年年年

（受賞作なし）

1983198319831983年年年年

1984198419841984年年年年

1985198519851985年年年年

1986198619861986年年年年

1987198719871987年年年年

1988198819881988年年年年

1989198919891989年年年年

1990199019901990年年年年

1991199119911991年年年年

（受賞作なし）

（受賞作なし）

（受賞作なし）

それぞれの終楽章

なかにし礼 長崎ぶらぶら節
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