
日本の小説

教科書に載った小説 佐藤 雅彦／編 ポプラ社 910.2  キヨウ

熱い賭け 結城 信孝／編 早川書房  B   913.6 アツイ

あなたが名探偵 泡坂 妻夫／ほか 著 東京創元社 913.6 アナタ

あなたと、どこかへ。 吉田 修一／ほか 著 文藝春秋 913.6 アナタ

Anniversary 50 綾辻 行人／ほか 著　 光文社 913.6 アニバ

甘い記憶 井上 荒野／ほか 著　 新潮社 913.6 アマイ

Invitation 江國 香織／ほか 著 文藝春秋 913.6 インビ

utage・宴　　北の作家　書下ろしアンソロジー　Ｖｏｌ．1 朝倉 かすみ／ほか 著 柏艪舎 913.6 ウタゲ

utage・宴　　北の作家　書下ろしアンソロジー　Ｖｏｌ．2 東 直己／ほか 著 柏艪舎 913.6 ウタゲ

宇宙小説　we  are  宇宙兄弟！ we  are  宇宙兄弟／編 講談社  B   913.6 ウチユ

Over the Wind 川島 誠／ほか 著 ジャイブ 913.6 オバザ

蝦蟇倉市事件　1 伊坂 幸太郎／ほか 著 東京創元社 913.6 ガマグ

蝦蟇倉市事件　2 秋月 涼介／ほか 著 東京創元社 913.6 ガマグ

COLORS 藤田 宜永／ほか 著 ホーム社 913.6 カラズ

川に死体のある風景 歌野 晶午／ほか 著 　東京創元社 913.6 カワニ

気分は名探偵 我孫子 武丸／ほか 著 徳間書店 913.6 キブン

銀座24の物語 椎名 誠／ほか 著 文芸春秋 913.6 ギンザ

９の扉　リレー短編集 北村 薫／ほか 著 マガジンハウス 913.6 キユウ

９９のなみだ・雨 リンダブックス／編 泰文堂  B   913.6 キユウ

クリスマス・ストーリーズ 大崎 善生／ほか 著 角川書店 913.6 クリス

軍師の死にざま 末國 善己／編 作品社 913.6 グンシ

軍師の生きざま 末國 善己／編 作品社 913.6 グンシ

恋のかたち、愛のいろ 唯川 恵／ほか 著 徳間書店 913.6 コイノ

恋のかけら 唯川 恵／ほか 著 幻冬舎 913.6 コイノ

恋のトビラ 石田 衣良／ほか 著 集英社 913.6 コイノ

コイノカオリ 角田 光代／ほか 著 角川書店 913.6 コイノ

恋物語 赤江 瀑／ほか 著 朝日新聞社 913.6 コイモ

午前零時 鈴木 光司／ほか 著 新潮社 913.6 ゴゼン

こどものころにみた夢 角田 光代／ほか 著 講談社 913.6 コドモ

最後の恋 阿川 佐和子／ほか 著 新潮社  B   913.6 サイゴ

幸せな哀しみの話 山田 詠美／編 文藝春秋  B   913.6 シアワ

事件の痕跡 日本推理作家協会／編 光文社 913.6 ジケン

シティ・マラソンズ 三浦　しをん／ほか 著 文藝春秋 913.6 シテイ

忍び寄る闇の奇譚 はやみね かおる／ほか 著 講談社 913.6 シノビ

ジョイ! 嶽本 野ばら／ほか 著 講談社 913.6 ジヨイ

Sweet Blue Age 有川 浩／ほか 著 角川書店 913.6 スウイ

絶体絶命 結城 信孝／編 早川書房  B   913.6 ゼツタ

セブンミステリーズ 日本推理作家協会／編 講談社  B   913.6 セブン

戦後短篇小説選　1 岩波書店編集部／編 岩波書店 913.6 センゴ

戦後短篇小説選　2 岩波書店編集部／編 岩波書店 913.6 センゴ
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過ごしやすい季節になりましたね。読書の秋です！今回は、複数の作家の小説を、ミステリー

や恋愛などさまざまなジャンル別に、一つに集めた本を紹介します。                                                     
色々な作家の小説を読みたいという方にアンソロジーはおすすめです。                               
秋の夜長に、さまざまな小説の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか？            
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そういうものだろ、仕事っていうのは 重松 清／ほか 著 日本経済新聞出版社 913.6 ソウイ

代表作時代小説　　平成２４年度 日本文藝家協会／編 光文社 913.6 ダイヒ

代表作時代小説　　平成２３年度 日本文藝家協会／編 光文社 913.6 ダイヒ

代表作時代小説　　平成２２年度 日本文藝家協会／編 光文社 913.6 ダイヒ

代表作時代小説　　平成２１年度 日本文藝家協会／編 光文社 913.6 ダイヒ

代表作時代小説　　平成２０年度 日本文藝家協会／編 光文社 913.6 ダイヒ

旅を数えて 川本 晶子／ほか 著 光文社 913.6 タビオ

短篇集 柴田 元幸／編 　ヴィレッジブックス 913.6 タンペ

チーズと塩と豆と 角田 光代／ほか 著 ホーム社 913.6 チズト

てのひら怪談 加門 七海／編 ポプラ社 913.6 テノヒ

29歳 山崎 ナオコーラ／ほか 著 日本経済新聞出版社 913.6 ニジユ

猫路地 東 雅夫／編 日本出版社 913.6 ネコロ

Happy Box 伊坂 幸太郎／ほか 著 　PHP研究所 913.6 ハツピ

東と西　１ いしい しんじ／ほか 著 小学館 913.6 ヒガシ

東と西　２ いしい しんじ／ほか 著 小学館 913.6 ヒガシ

白熱 結城 信孝／編 早川書房 913.6 ハクネ

人はお金をつかわずにはいられない 久間 十義／ほか 著 日本経済新聞出版社 913.6 ヒトワ

ヴィンテージ・シックス 石田 衣良／ほか 著 講談社 913.6 ビンテ

ヴィンテージ・セブン 伊集院 静／ほか 著 講談社 913.6 ビンテ

Field,Wind あさの あつこ／ほか 著 ジャイブ 913.6 フイル

不可能犯罪コレクション 二階堂 黎人／ほか 著 原書房 913.6 フカノ

不思議の足跡 日本推理作家協会／編 光文社 913.6 フシギ

吹雪の山荘 笠井 潔／ほか 著 　東京創元社 913.6 フブキ

文学　　２０１２ 日本文藝家協会／編 講談社 913.6 ブンガ

文学　　２０１１ 日本文藝家協会／編 講談社 913.6 ブンガ

文学　　２０１０ 日本文藝家協会／編 講談社 913.6 ブンガ

文学　　２００９ 日本文藝家協会／編 講談社 913.6 ブンガ

文学　　２００８ 日本文藝家協会／編 講談社 913.6 ブンガ

文芸あねもね 彩瀬　まる／ほか 著　　 新潮社  B   913.6 ブンゲ

放課後探偵団 相沢 沙呼／ほか 著 　東京創元社  B   913.6 ホウカ

ぼくの歌が君に届きますように 天野 純希／ほか 著 　ポプラ社 913.6 ボクノ

本からはじまる物語 阿刀田 高／ほか 著 　メディアパル 913.6 ホンカ

本当のうそ 石田 衣良／ほか 著 講談社 913.6 ホント

ミステリ愛。免許皆伝! 平山 夢明／ほか 著 講談社 913.6 ミステ

ミステリ魂。校歌斉唱! 三雲 岳斗／ほか 著 講談社 913.6 ミステ

ミステリ★オールスターズ 本格ミステリ作家クラブ／編 角川書店 913.6 ミステ

密室晩餐会 二階堂 黎人／編 原書房 913.6 ミツシ

密室と奇蹟 芦辺 拓／ほか 著 東京創元社 913.6 ミツシ

湯河原文学賞アンソロジー 荻野 修司／ほか 著 祥伝社 913.6 ユガワ

妖怪変化 あさの あつこ／ほか 著 講談社 913.6 ヨウカ

LOVE or LIKE 石田 衣良／ほか 著 祥伝社 913.6 ラブオ

Re-born   はじまりの一歩 伊坂 幸太郎／ほか 著 実業之日本社 913.6 リボン

海外の小説

51番目の密室 早川書房編集部／編 　　早川書房 908.3 ゴジユ

時間はだれも待ってくれない 高野 史緒／編 　東京創元社 908.3 ジカン

現代韓国短篇選　上・下 三枝 寿勝／ほか 訳 岩波書店 929.1 ゲンダ

いずれは死ぬ身 柴田 元幸／編訳 河出書房新社 933 イズレ

火星ノンストップ 山本 弘／編 早川書房 933 カセイ

シャーロック・ホームズの大冒険　上・下 マイク・アシュレイ／編 原書房 933 シヤロ

バースデイ・ストーリーズ 村上 春樹／編訳 中央公論新社 933 バスデ

ベータ2のバラッド サミュエル・R・ディレイニー／ほか 著 国書刊行会 933 ベタツ

変愛小説集 岸本 佐知子／編訳 講談社 933 ヘンア

ポーに捧げる20の物語 スチュアート・M.カミンスキー／編 早川書房 933 ボニサ

ミステリアス・ショーケース デイヴィッド・ゴードン／ほか 著 早川書房 933 ミステ

月光浴　　ハイチ短編集 フランケチエンヌ／ほか 著 国書刊行会 953 ゲツコ
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