
書名

1 明け方の若者たち / カツセマサヒコ著. -- 幻冬舎, 2020.

2 あなたの愛人の名前は / 島本理生著. -- 集英社, 2018.

3 アンダードッグス = Underdogs / 長浦京著. -- KADOKAWA, 2020.

4 Another : 2001 / 綾辻行人著. -- KADOKAWA, 2020.

5 医学のたまご / 海堂尊作. -- 理論社, 2008. -- (Mystery Ya!).

6 いとしい / 川上弘美〔著〕. -- 幻冬舎, 2000. -- (幻冬舎文庫).

7 イノセント / 島本理生著. -- 集英社, 2016.

8 いまさら翼といわれても / 米澤穂信 [著]. -- KADOKAWA, 2019. -- (角川文庫 ; 21626, [よ23-6]).

9 居酒屋「一服亭」の四季 / 東川篤哉著. -- 講談社, 2021.

10 犬も食わない / 尾崎世界観, 千早茜著. -- 新潮社, 2018.

11 invert (インヴァート) : 城塚翡翠倒叙集 / 相沢沙呼著. -- 講談社, 2021.

12 おまえなんかに会いたくない / 乾ルカ著. -- 中央公論新社, 2021.

13 革命前夜 / 須賀しのぶ著. -- 文藝春秋, 2018. -- (文春文庫 ; [す-23-1]).

14 硝子の塔の殺人 / 知念実希人著. -- 実業之日本社, 2021.

15 カンガルー・ノート / 安部公房著. -- 改版. -- 新潮社, 2015. -- (新潮文庫 ; あ-4-24).

16 神さまを待っている / 畑野智美著. -- 文藝春秋, 2018.

17 神様のボート / 江國香織//著. -- 新潮社, 2002. -- (新潮文庫 ;え-10-9).

18 きまぐれな夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2017. -- (マカン・マラン ; みたび).

19 今日のハチミツ、あしたの私 / 寺地はるな [著]. -- 角川春樹事務所, 2017.

20 愚者のエンドロール / 米澤穂信 [著]. -- 角川書店, 2002. -- (角川文庫 ; 12557).

21 クドリャフカの順番 / 米澤穂信 [著]. -- 角川書店, 2008. -- (角川文庫 ; 15152).

22 クララ殺し / 小林泰三著. -- 東京創元社, 2016. -- (創元クライム・クラブ).

23 拳闘士の休息 / T・ジョーンズ著 ; 岸本佐知子訳. -- 河出書房新社, 2009. -- (河出文庫).

24 子どもたちは夜と遊ぶ / 辻村深月 [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2008. -- (講談社文庫 ; [つ-28-3], [つ-28-4]).

25 子どもたちは夜と遊ぶ / 辻村深月 [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2008. -- (講談社文庫 ; [つ-28-3], [つ-28-4]).

26 さよならの夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2018. -- (マカン・マラン ; おしまい).

27 三千円の使いかた / 原田ひ香著. -- 中央公論新社, 2018.

28 残像に口紅を / 筒井康隆著. -- 中央公論社, 1995. -- (中公文庫).

29 死物語 / 西尾維新著 ; 下. -- 講談社, 2021. -- (講談社Box).

30 死物語 / 西尾維新著 ; 上. -- 講談社, 2021. -- (講談社BOX).

31 修羅の家 / 我孫子武丸著. -- 講談社, 2020.

32 女王さまの夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2016. -- (マカン・マラン ; ふたたび).

33 傷痕 / 桜庭一樹著. -- 文藝春秋, 2019. -- (文春文庫 ; [さ-50-10]).

34 小説8050 / 林真理子著. -- 新潮社, 2021.

35 ジェリーフィッシュは凍らない / 市川憂人著. -- 東京創元社, 2019. -- (創元推理文庫 ; Mい11-1).

36 しろいろの街の、その骨の体温の / 村田沙耶香著. -- 朝日新聞出版, 2015. -- (朝日文庫).

37 スウィングしなけりゃ意味がない / 佐藤亜紀著. -- KADOKAWA, 2017.

38 世界の終わりとヒマワリとゼファー / 青海野灰著, 2021. -- (Parade Books).

39 正欲 / 朝井リョウ著. -- 新潮社, 2021.

40 絶歌 : 神戸連続児童殺傷事件 / 元少年A著. -- 太田出版, 2015.
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41 その扉をたたく音 / 瀬尾まいこ著. -- 集英社, 2021.

42 冷たい校舎の時は止まる / 辻村深月 [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2007. -- (講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]).

43 冷たい校舎の時は止まる / 辻村深月 [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2007. -- (講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]).

44 ティンカー・ベル殺し / 小林泰三著. -- 東京創元社, 2020. -- (創元クライム・クラブ).

45 Day to day (デイ・トゥ・デイ) / 講談社編. -- 講談社, 2021.

46 ドロシイ殺し / 小林泰三著. -- 東京創元社, 2018. -- (創元クライム・クラブ).

47 透明な螺旋 / 東野圭吾著. -- 文藝春秋, 2021.

48 透明人間は密室に潜む / 阿津川辰海著. -- 光文社, 2020.

49 ナ・バ・テア / 森博嗣著. -- 中央公論新社, 2004.

50 二十三時の夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2015. -- (マカン・マラン).

51 西の魔女が死んだ / 梨木香歩//著. -- 新潮社, 2001. -- (新潮文庫 ;な-37-2).

52 氷菓 / 米澤穂信 [著]. -- 角川書店, 2001. -- (角川文庫 ; 12196).

53 ふたりの距離の概算 / 米澤穂信 [著]. -- 角川書店, 2012. -- (角川文庫 ; 17446).

54
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 = Black showman and the murder in an obscure town /

東野圭吾著. -- 光文社, 2020.

55 ブルーローズは眠らない / 市川憂人著. -- 東京創元社, 2020. -- (創元推理文庫 ; Mい11-2).

56 ふるさと銀河線 : 軌道春秋 / 高田郁著. -- 双葉社, 2013. -- (双葉文庫 ; た-39-01).

57 ボクたちはみんな大人になれなかった / 燃え殻著. -- 新潮社, 2017.

58 法廷遊戯 / 五十嵐律人著. -- 講談社, 2020.

59 星を掬う / 町田そのこ著. -- 中央公論新社, 2021.

60 マダラ : 死を呼ぶ悪魔のアプリ / 喜多喜久著. -- 集英社, 2018. -- (集英社文庫 ; [き20-3]).

61 夜行秘密 / カツセマサヒコ著 = Secret de nuit. -- 双葉社, 2021.

62 夜が明ける / 西加奈子著. -- 新潮社, 2021.

63 余命3000文字 / 村崎羯諦著. -- 小学館, 2020. -- (小学館文庫 ; [む4-1]).

64
6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む / ジャン=ポール・ディディエローラン著 ; 夏目大訳.

-- ハーパーコリンズ・ジャパン, 2019. -- (ハーパーbooks ; [NV・テ3・1]).

65 わたしたちは銀のフォークと薬を手にして / 島本理生著. -- 幻冬舎, 2017.


