
日本ＳＦ大賞・特別賞　受賞作

屍者の帝国 　伊藤 計劃∥著 　河出書房新社

ハーモニー 　伊藤 計劃∥著 　早川書房

マルドゥック・スクランブル　1～3 　冲方 丁∥著 　早川書房

新世界より  上・下 　貴志 祐介∥著 　講談社

豹頭の仮面　 グイン・サーガ　1 　栗本　薫／著 　早川書房

象られた力 　飛 浩隆∥著 　早川書房

アラビアの夜の種族 　古川 日出男∥著 　角川書店

傀儡后 　牧野 修∥著 　早川書房

蒲生邸事件 　宮部 みゆき∥著 　毎日新聞社

ペンギン・ハイウェイ 　森見 登美彦∥著 　角川書店

上弦の月を喰べる獅子 　夢枕 獏∥著 　早川書房

短篇・中篇・アンソロジー

SF JACK 　新井 素子∥ほか著 　角川書店

Boy's Surface 　円城 塔∥著 　早川書房

老ヴォールの惑星 　小川 一水∥著 　早川書房

メモリー・ラボへようこそ 　梶尾 真治∥著 　平凡社

アンブロークンアロー 　神林 長平∥著 　早川書房

小指の先の天使 　神林 長平∥著 　早川書房

小説探偵(ノベル・アイ)GEDO 　桐生 祐狩∥著 　早川書房

海を見る人 　小林 泰三∥著 　早川書房

あしたのロボット 　瀬名 秀明∥著 　文芸春秋

第九の日 　瀬名 秀明∥著 　光文社

希望 　瀬名 秀明∥著 　早川書房

細菌人間 　筒井 康隆∥著 　出版芸術社

音楽の在りて 　萩尾 望都∥著 　イースト・プレス

ほしのはじまり 　星 新一∥著 　角川書店

ゆったりと空想の世界へ

針 　浅暮 三文∥著 　早川書房

錆びたブルー 　浅暮 三文∥著 　角川春樹事務所

図書館戦争 　有川 浩∥著 　メディアワークス

冬至草 　石黒 達昌∥著 　早川書房

虐殺器官 　伊藤 計劃∥著 　早川書房

The Indifference Engine 　伊藤 計劃∥著 　早川書房
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 読書の秋です！今回は、日本ＳＦ大賞を受賞した作家の小説を中心に、                

ＳＦの世界を楽しんでいただこうと思います。  子どもの頃、わくわくドキドキしながら                                  
読んでいたＳＦ。大人になったら、あまり読まなくなってしまったという方も、秋の夜長

ＳＦ （Ｓｃｉｅｎｃｅ・Ｆｉｃｔｉｏｎ）小説の世界を味わってみませんか？             
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ゼウスの檻 　上田 早夕里∥著 　角川春樹事務所

ブラック・アゲート 　上田 早夕里∥著 　光文社

火星ダーク・バラード 　上田 早夕里∥著 　角川春樹事務所

Self‐Reference ENGINE 　円城 塔∥著 　早川書房

風の邦、星の渚 　小川 一水∥著 　角川春樹事務所

天涯の砦 　小川 一水∥著 　早川書房

ロミオとロミオは永遠に 　恩田 陸∥著 　早川書房

壱里島奇譚 　梶尾 真治∥著 　祥伝社

アラミタマ奇譚 　梶尾 真治∥著 　祥伝社

ぼくらは都市を愛していた 　神林 長平∥著 　朝日新聞出版

空獏 　北野 勇作∥著 　早川書房

どーなつ 　北野 勇作∥著 　早川書房

サイロンの光と影 　栗本 薫∥著 　早川書房

日本沈没　第2部 　小松 左京∥著 　小学館

さよならジュピター　上・下 　小松 左京∥著 　徳間書店

フィニイ128のひみつ 　紺野 あきちか∥著 　早川書房

妻の帝国 　佐藤 哲也∥著 　早川書房

サマータイムトラベラー　1・2 　新城 カズマ∥著 　早川書房

デカルトの密室 　瀬名 秀明∥著 　新潮社

大空のドロテ 1・2・3 　瀬名 秀明∥著 　双葉社

アイオーン 　高野 史緒∥著 　早川書房

忘却の船に流れは光 　田中 啓文∥著 　早川書房

ラギッド・ガール 　飛 浩隆∥著 　早川書房

グラン・ヴァカンス 　飛 浩隆∥著 　早川書房

太陽の簒奪者 　野尻 抱介∥著 　早川書房

あなたのための物語 　長谷 敏司∥著 　早川書房

ウロボロスの波動 　林 譲治∥著 　早川書房

進化の設計者 　林 譲治∥著 　早川書房

ストリンガーの沈黙 　林 譲治∥著 　早川書房

ファントマは哭く 　林 譲治∥著 　早川書房

ゴーディーサンディー 　照下 土竜∥著 　徳間書店

ノルンの永い夢 　平谷 美樹∥著 　早川書房

戦国自衛隊1549 　半村 良∥原作 　角川書店

ハイドゥナン　上・下 　藤崎 慎吾∥著 　早川書房

星の綿毛 　藤田 雅矢∥著 　早川書房

リライト 　法条 遙∥著 　早川書房

楽園の知恵 　牧野 修∥著 　早川書房

ダイナミックフィギュア　上・下 　三島 浩司∥著 　早川書房

百億の昼と千億の夜 　光瀬　龍∥著 　早川書房

ヨハネスブルグの天使たち 　宮内 悠介∥著 　早川書房

龍は眠る 　宮部 みゆき∥著 　新潮社

クロスファイア　上・下 　宮部 みゆき∥著 　光文社

Delivery 　八杉 将司∥著 　早川書房

イリュミナシオン 　山田 正紀∥著 　早川書房

イノセンス 　山田 正紀∥著 　徳間書店

まだ見ぬ冬の悲しみも 　山本 弘∥著 　早川書房
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