
書名 著者名・他

1 もういちど生まれる  朝井リョウ [著]. -- 幻冬舎, 2014. -- (幻冬舎文庫 ; あ-49-1).

2 どうしても生きてる  朝井リョウ著. -- 幻冬舎, 2019.

3 ぼくらに嘘がひとつだけ  綾崎隼著. -- 文藝春秋, 2022.

4 ひとりぼっちじゃない  伊藤ちひろ[著]. -- KADOKAWA, 2022. -- (角川文庫 ; 23361, [い117-1]).

5 レプリカたちの夜  一條次郎著. -- 新潮社, 2018. -- (新潮文庫 ; 11005, い-133-1).

6 動物たちのまーまー  一條次郎著. -- 新潮社, 2020. -- (新潮文庫 ; 11267, い-133-2).

7 たそがれビール  小川糸 [著]. -- 幻冬舎, 2015. -- (幻冬舎文庫 ; お-34-9).

8 はじめてのお使い  荻原規子 [著]. -- 角川書店, 2011. -- (角川文庫 ; 16873, お65-1 . RDG : レッドデータガール ; [1]).

9 アンと愛情  坂木司著. -- 光文社, 2020.

10 掬えば手には  瀬尾まいこ著. -- 講談社, 2022.

11 図書館の魔女 　第1巻  高田大介 [著] ; 第1巻 - 第4巻. -- 講談社, 2016. -- (講談社文庫 ; [た127-1]-[た127-4]).

12 図書館の魔女 　第2巻  高田大介 [著] ; 第1巻 - 第4巻. -- 講談社, 2016. -- (講談社文庫 ; [た127-1]-[た127-4]).

13 図書館の魔女 　第3巻  高田大介 [著] ; 第1巻 - 第4巻. -- 講談社, 2016. -- (講談社文庫 ; [た127-1]-[た127-4]).

14 図書館の魔女 　第4巻  高田大介 [著] ; 第1巻 - 第4巻. -- 講談社, 2016. -- (講談社文庫 ; [た127-1]-[た127-4]).

15 汝、星のごとく  凪良ゆう著. -- 講談社, 2022.

16 老人ホテル  原田ひ香著. -- 光文社, 2022.

17 ダイナー  平山夢明 [著]. -- ポプラ社, 2012. -- (ポプラ文庫 ; [ひ2-1]).

18 最後のトリック  深水黎一郎著. -- 河出書房新社, 2014. -- (河出文庫).

19 三体X (エックス) : 観想之宙  宝樹著 ; 大森望, 光吉さくら, ワンチャイ訳. -- 早川書房, 2022.

20 ねらわれた星  星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2001. -- (星新一ショートショートセレクション ; 1).

21 ねむりウサギ  星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2002. -- (星新一ショートショートセレクション ; 3).

22 奇妙な旅行  星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2002. -- (星新一ショートショートセレクション ; 4).

23 ボタン星からの贈り物  星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2004. -- (星新一ショートショートセレクション ; 14).

24 そして、だれも…  星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2006. -- (星新一ちょっと長めのショートショート ; 7).

25 阿修羅ガール  舞城王太郎著. -- 新潮社, 2005. -- (新潮文庫 ; ま-29-1).

26 その本は  又吉直樹, ヨシタケシンスケ著. -- ポプラ社, 2022.

27 海辺のカフカ　下  村上春樹著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2005. -- (新潮文庫 ; む-5-24, む-5-25, 7639, 7640).

28 海辺のカフカ　上  村上春樹著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2005. -- (新潮文庫 ; む-5-24, む-5-25, 7639, 7640).

29 生のみ生のままで    上  綿矢りさ著 ; 上, 下. -- 集英社, 2019.

30 生のみ生のままで　下  綿矢りさ著 ; 上, 下. -- 集英社, 2019.

31 嫌いなら呼ぶなよ  綿矢りさ著. -- 河出書房新社, 2022.

32 オーラの発表会  綿矢りさ著. -- 集英社, 2021.

33 青い脂  ウラジーミル・ソローキン著 ; 望月哲男, 松下隆志訳. -- 河出書房新社, 2016. -- (河出文庫 ; [ソ2-1]).

34 Xの悲劇  エラリー・クイーン [著] ; 越前敏弥訳. -- 角川書店, 2009. -- (角川文庫 ; ク19-1 ; 15530).

35 Yの悲劇  エラリー・クイーン [著] ; 越前敏弥訳. -- 角川書店, 2010. -- (角川文庫 ; 16459).

36 熊を放つ  上  ジョン・アーヴィング著 ; 村上春樹訳 ; 上, 下. -- 中央公論新社, 2008. -- (村上春樹翻訳ライブラリー ; [i-1]-[i-2]).

37 熊を放つ  下  ジョン・アーヴィング著 ; 村上春樹訳 ; 上, 下. -- 中央公論新社, 2008. -- (村上春樹翻訳ライブラリー ; [i-1]-[i-2]).
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