
小説

【名作】

十二人の手紙
井上ひさし
中央公論新社／¥776
12人の手紙だけで書かれた小説。
不幸とすれ違いの中をさまよう男女
の悲哀を見事に描いた名作。

小川洋子と読む
内田百閒アンソロジー
内田百閒
筑摩書房／¥968 

「生涯、百閒以外読んではならない
状況に陥っても構わない」小川洋子
が選ぶ短編集。不思議な、時にドキ
リとする世界がここに。

新しい人よ眼ざめよ
大江健三郎
講談社／¥586 
障害を持った長男との生活と、18世
紀の英国詩人ブレイク。2つを縫い
あわせる様に紡がれた短篇集。奥
深く最後に目頭が熱くなる。

檸檬
梶井基次郎
KADOKAWA／¥440 

「何かが私を追い立てる｣―彼は黄
色い爆弾を手に店へと入る。十に満
たない頁でも魅せる世界をあなたの
目で確かめてください。

神戸・続神戸
西東三鬼
新潮社／¥473 
俳人西東三鬼が戦中を過ごした神
戸のホテル。港町に浮かびあがる蜃
気楼のような場所に、読めば誰もが
滞在出来る一冊。

陰翳礼讃・文章読本
谷崎潤一郎
新潮社／¥605
日本古来よりある、西洋とは対照的
な美意識。陰影の中にある情趣。
宵闇に一人、風を感じながら、一献
傾けてみませんか？

ノックの音が
星新一
新潮社／¥473 

「ノックの音がした」から始まる様 な々
物語。ショートショートの巨匠、星新
一のセンスあふれる15の短編集。

砂の器　上・下
松本清張
新潮社／上¥781、下¥880
差別という日本の闇。戦後、明るさ
を取り戻す社会の中で、暗い過去を
抹殺しようとする人間の業、今なお
古びない。

新編銀河鉄道の夜
宮沢賢治
新潮社／¥473 
教科書に掲載される名作を編んだ
童話集のようでいて、全編、作者の
一貫した死生観を現した、凄みのあ
る作品集です。

【現代文学】

阪急電車
有川浩
幻冬舎／¥586 
僅か8駅のローカル線で紡がれる人
間模様。一期一会でも新たな道を
拓くような電車での出会いに、感動
したり励まされたり。

死神の精度
伊坂幸太郎
文藝春秋／¥748 
死神の仕事とは、対象者の死の可
否に判断を下すこと。1週間調査、
翌日実行。死神・千葉が出会う6つ
の人生を描いた短編集。

蜜蜂と遠雷　上・下
恩田陸
幻冬舎／各¥803
ピアノコンクールに挑む、魅力的な
出場者達の葛藤と成長。「音楽」と
は？音の色、景色が鮮やかに浮か
ぶ描写に驚かされる。

あなたの人生、
片づけます
垣谷美雨
双葉社／¥713 
部屋の片づけを通して、自分の心と
向き合っていく4つのストーリー。ど
れもじんわりと効いてくる心温まる
物語です。

トヨトミの野望
梶山三郎
小学館／¥935 
発売時、名古屋界隈の書店から本
書が消えたという噂が…。「事実は
小説より奇なり」とは言うが、どこま
でがフィクションなのか？

銀河鉄道の父
門井慶喜
講談社／¥1,012 
賢治ってこんな人だったの？天才・
宮沢賢治の生涯が、父の視線を通
して描かれる。誰も見たことのない
彼の一生がこの一冊に終結。

すべて真夜中の
恋人たち
川上未映子
講談社／¥748 
大きな事件は１つも起きません。ひ
とつの恋が静かに柔らかく始まり、
痛く切なく終わる。ただそれだけ、で
も特別な物語です。

任侠書房
今野敏
中央公論新社／¥748 
組事務所が出版社の経営、そして
立て直し？阿岐本組の面々の奮闘
によって、本や雑誌は売れるのか？
大人気シリーズ第一弾！

ロング・ロング・アゴー
重松清
新潮社／¥693 
6つの再会の物語。後悔しても戻せ
ない時間。子どもの頃の友達を思
い出しながら読めば、誰にも1つは
似たような物語があるはず。

革命前夜
須賀しのぶ
文藝春秋／¥979 
冷戦下の東ドイツに集う音楽の天
才達。社会主義の破綻―ベルリン
の壁崩壊に至る過程が生 し々く、音
楽の美しさが一層際立つ傑作。

君の膵臓をたべたい
住野よる
双葉社／¥734 
物語の結末とタイトルコールから始
まり、あっという間に引き込まれる。
衝撃の終幕に、約束された未来な
どないと考えさせらる。

卵の緒
瀬尾まいこ
新潮社／¥506 
瀬尾まいこさんの小説はいつもほ
んのり温かい。家族という確かなよ
うで不確かな関係。その中にある希
望と優しさにほっこり。

スロウハイツの神様
上・下

辻村深月
講談社／上¥726、下¥803
小さなアパートに集まる若きクリエイ
ター達の群像劇。伏線満載の上巻
と、それが一つに収束する下巻。読
後は幸福感に包まれます。

最高のオバハン
中島ハルコの
恋愛相談室
林真理子
文藝春秋／¥660 
金持ちでドケチ、本音で生きる中島
ハルコ。なのに悩める人が絶えず
寄ってくるのはなぜ？現代に実在し
てほしい、最高のオバハン！

たゆたえども沈まず
原田マハ
幻冬舎／¥825 
正反対のようで、実は魂の双子のよ
うなゴッホとテオ。繊細過ぎる彼ら
の生きざまは言葉にできない。読み
終えたらもう一度序章を！

マチネの終わりに
平野啓一郎
文藝春秋／¥935 
ともに40代、“人生の暗い森”を前
に出会った二人。現代のあらゆる
テーマを織り込みながら紡がれる、
大人のための恋愛小説。

大雪物語
藤田宜永
講談社／¥726 
2014年、1ｍの豪雪に見舞われた
軽井沢、ここに住んだ作者が、この
日偶然に起きた出会いと人間模様
を描く吉川英治文学賞受賞作。

おばちゃんたちの
いるところ
松田青子
中央公論新社／¥704 
「ごめんくださいまし」。また幽霊の
おばちゃんが灯籠を売りつけにやっ
て来た！愉快なおばちゃんたちのク
スッと笑える怪談集。

物語のおわり
湊かなえ
朝日新聞出版／¥704 
8つの短編がバトンのように繋がる。
「イヤミスの女王」と呼ばれる作者
ですが、この作品は悩める人々に希
望をもたらします。

歌うクジラ　上・下
村上龍
講談社／各¥759
不老不死を手に入れた100年後の
日本。「理想的な管理社会」の暗部
を、現代が抱える問題を投影し強
烈に描く。

カラフル
森絵都
文藝春秋／¥682 
悩んでいたり、行き詰ってしまったり
した時に手に取ってほしい。真っ黒
に見える世界を鮮やかにするための
ヒントが見つかるはず！

有頂天家族
森見登美彦
幻冬舎／¥755 
主人公・狸の矢三郎にとって一番の
脅威は狸鍋。狸と人間そして天狗
の三つ巴、京都の街を巻き込んだ
大騒動の物語。

風味絶佳
山田詠美
文藝春秋／¥583 
もし世の中に食欲と性欲がなかっ
たら、争い事はかなり減るだろう。
でもそれらがある世界に生きててよ
かった！と感じられる一冊。

● 店頭にない商品はお取り寄せいたします。出版社における品切れ、価格改正の際はご容赦ください。
● 表示価格は税込価格です。

人生で何冊の本が読めるのか。
人生を変える本に何冊出会えるのか。
この夏、圧倒的な読書体験をしよう。 平安堂スタッフがおすすめする厳選100冊。



ミステリー

Another　上・下
綾辻行人
KADOKAWA／各¥748
伏線に次ぐ伏線に翻弄され、ゾワゾ
ワとする感覚に頁を繰る手が止まら
ない。原作の後にはコミック、アニ
メ、映画という楽しみも。

痣
伊岡瞬
徳間書店／¥781 
妻を惨殺された刑事。退職する直
前、妻と同じ傷を刻まれた遺体が発
見される。犯人は死んだはず―現場
に戻った彼の決意の結末は。

ジェリーフィッシュは
凍らない
市川憂人
東京創元社／¥858 
アガサ・クリスティー『そして誰もい
なくなった』の21世紀版という書評
に惹かれ手に取る。聞きしに勝る本
格ミステリです。

屍人荘の殺人
今村昌弘
東京創元社／¥814 
「ありきたりな館ものか」と思うこと
なかれ。思いがけない犠牲者、とん
でもな仕掛け、どんでん返しがいっ
ぱい！

モンローが死んだ日
小池真理子
新潮社／¥979 
軽井沢を舞台に、精神科医と主人
公とのロマンスが始まる。ある日突
然、彼が失踪！主人公の謎を解決す
る行動力と心理描写が見事。

アリス殺し
小林泰三
東京創元社／¥814 
最重要容疑者はアリス！？夢と現実
がリンクした連続殺人事件の真相
とは？邪悪でグロテスクな不思議の
国へようこそ。

青空の卵
坂木司
東京創元社／¥817 
引きこもりの友人・鳥井と主人公の
僕が、身近に起きた小さな謎を解い
ていく。美しく温かい物語が好きな
人にオススメ。

明日香さんの霊異記
高樹のぶ子
潮出版社／¥1,045 
奈良を舞台に、地名オタクの主人
公が霊的な存在を通し、古代と現
代を繋ぎ謎を解く…。その鍵となる
のが、なんと『日本霊異記』!?

13階段
高野和明
文藝春秋／¥792 
無実の死刑囚を救うため、刑務官と
前科者がバディを組み階段の謎に
挑む。次々明かされる事実にページ
をめくる手が止められない。

仮面病棟
知念実希人
実業之日本社／¥652 
現役医師が描く、病院を舞台にした
医療サスペンス。この事件を起こし
た真相は…。最後まで一気に読んで
しまう一冊です。

七瀬ふたたび
筒井康隆
新潮社／¥605 
小松左京、星新一と共に「日本ＳＦ
御三家」と称された著者の名著。
ひっそりと生きることすら許されな
い超能力者たちの悲劇！

メデューサの首
微生物研究室
特任教授坂口信
内藤了
幻冬舎／¥715 
新型ウイルスが謎の組織の手に。
坂口教授は感染を止める事ができ
るのか。新型ウイルス禍の現在の状
況とシンクロする作品！

教場・教場2
長岡弘樹
小学館／①¥693、②¥682
教場。ここは警察学校。主人公「風
間公親」は容赦なく退学を迫る鬼
教官。常に厳しくも生徒たちを見つ
める目は、ただの鬼ではない。

素敵な日本人
東野圭吾
光文社／¥770 
推理あり、SFあり、人情ありと盛沢
山な短編集はハズレなし！ちょっと
一話のつもりでもついつい読み進
んでしまうことでしょう。

向日葵の咲かない夏
道尾秀介
新潮社／¥781 
読み終えても続く、もやっと、ゾワッ
としたかんじ。つまりどういうこと？と
アナタもきっと振り出しに戻らずに
はいられない。

BUTTER
柚木麻子
新潮社／¥990 
なぜ男達は若くも美しくもない女に
金も命も奪われたのか？容疑者を
取材する主人公と一緒に翻弄させ
られます。女性必読の一冊！

孤狼の血
柚月裕子
KADOKAWA／¥836 
ヤクザ、刑事、癒着、仁義、正義と
悪、使い古されたキーワードだが、そ
れがいい。正統派ハードボイルド。

御子柴くんの
甘味と捜査
若竹七海
中央公論新社／¥704 
長野県警刑事の御子柴君は事件
の片手間、上司や同僚にご当地ス
イーツを調達する日々。もちろん捜
査も手を抜きません！

海外文学

幽霊たち
ポール・オースター
新潮社／¥473 
何もおこらない日常がどうしようもな
く不安になる。不思議な世界にアイ
デンティティが揺らぐ。家に籠りが
ちな今こそ読むべき！

絶望名人カフカの
人生論
フランツ・カフカ
新潮社／¥605 
文豪カフカの自虐や愚痴を集めた
一冊。ネガティヴな言葉ばかりなの
に面白くて、何故かポジティヴな気
持ちになります！

不思議の国のアリス
ルイス・キャロル
KADOKAWA／¥484 
これが本当に本当のアリス。不条理
と理不尽だらけ、毒まみれ。混沌と
憂鬱を感じつつも詩のライムに引き
込まれる、不思議な世界。

隔離の島
ル・クレジオ
筑摩書房／¥1,650 
不法に乗り込んできた二人の男が、
船上で疫病を発症。偶然生まれた
小社会と、島という隔離された状況
をノーベル賞作家が描く。

邂逅
ミラン・クンデラ
河出書房新社／¥1,540 
『存在の耐えられない軽さ』で知ら
れるクンデラが小説、絵画、映画、
音楽を語る。作品への敬意と信頼
を強く感じる評論集。

オン・ザ・ロード
ジャック・ケルアック
河出書房新社／¥1,045 
アメリカ大陸を東から西へ、北から
南への放浪旅。1960年代の青春
がここにある。

悲しみよこんにちは
フランソワーズ・サガン
新潮社／¥539 
少女特有の無邪気な残酷さ、衝動
的な熱、無関心。18歳のサガンが
瑞 し々い感性で書き上げた、少女
小説の名作。

月は無慈悲な
夜の女王
ロバート・Ａ・ハインライン
早川書房／¥1,320 
さあ、地球相手に革命だ！立ち向か
う月世界側は宇宙船ゼロ、ミサイル
ゼロ。頼みの綱は自意識をもつコン
ピュータのマイクのみ…。

贖罪
イアン・マキューアン
新潮社／¥924 
罪と赦し。虚偽と真実。記憶と忘
却。冷徹な視点、確かな描写力、
美しく洗練された表現が際立つ名
品。

インスマスの影
H・P・ラヴクラフト
新潮社／¥825 
あのクトゥルー神話が手軽な文庫
サイズに。小説家南條竹則が選び
抜いた七篇の傑作小説で混沌の
世界に触れてみては如何だろうか。

時代・歴史・
戦記

銀の猫
朝井まかて
文藝春秋／¥792 
現代と変わらない江戸の介護事
情。老いや生死、家族…、考えさせ
られることも多いが、読後はしみじ
みと心温まる。

信長嫌い
天野純希
新潮社／¥649 
信長によって人生を狂わされた男た
ち。己の二流さを思い知らされなが
らも、運命を受け入れた彼らのラス
トは清 し々い。

花戦さ
鬼塚忠
KADOKAWA／¥660 
約400年もの間、京都の華道家元
池坊に眠っていた戦国時代の秘
話。池坊専好が秀吉に仕掛けた
「利休の仇討ち」とは!?

嗤う伊右衛門
京極夏彦
KADOKAWA／¥704 
『四谷怪談』のお岩さんが恐ろしく
も美しい悲恋となって現代に蘇る。
人の心に潜むおぞましさが最後まで
貴方の背筋を凍らせる。

お勝手のあん
柴田よしき
角川春樹事務所／¥748 
推理小説家柴田よしきが書く初の
時代物は、次 と々出てくる料理が美
味しそうで、涎がでちゃう!?お腹がぐ
う～の一冊です。

国盗り物語　①
司馬遼太郎
新潮社／¥880 
道三・信長・そして光秀…天下統一
を志し戦国の世を駆け巡る三者を、
著者独特の視点から描く。「国盗
り」の妙、ご堪能あれ！

新選組血風録
司馬遼太郎
KADOKAWA／¥968 
「誠」の文字の下に集まった男たち
それぞれの人生を、司馬観が浮き彫
りにする。『燃えよ剣』と共に読むべ
き一冊。

燃えよ剣　上・下
司馬遼太郎
新潮社／各¥869
刊行から56年！喧嘩屋で格好つけ、
でも情に厚くて良い男の土方さん
像はこの作品で刷りこまれました。
負けていく様も格好良い！

明治・妖モダン
畠中恵
朝日新聞出版／¥638 
江戸から明治になり生活様式が変
化しても、事件の裏には妖怪の影!?
謎に迫る2人の巡査が辿り着くのは
人の世か妖の世か。

孤篷のひと
葉室麟
KADOKAWA／¥792 
京都などを観光すると遠州作とい
われる庭が多 あ々る。戦国乱世を生
き抜き、家光の代まで活躍した茶
人、小堀遠州の生涯。

橋ものがたり
藤沢周平
新潮社／¥693 
橋は境界。どれほどの出会いと別
れを見てきたのだろうか…。市井に
生きる人々の悲喜を描いた傑作十
篇。

逆軍の旗
藤沢周平
文藝春秋／¥693 

「ありもしないことを書き綴っていると、
たまに本当にあったことを書きたくな
る」という藤沢周平が描く明智光秀。

教養・
ノンフィク

ション

葬送の仕事師たち
井上理津子
新潮社／¥605 
死に触れることは生き方を考えるこ
と。タブーとされる世界がいかに尊
く大切か。旅立ちの手助けを生業と
する人々 の真実に迫る。

東大物理学者が教える
「考える力」の鍛え方

上田正仁
PHP研究所／¥704 
将来何が起こるか分からない！自ら
考え動く力は訓練で鍛えられる。東
大教授がステップを追って解説。

魂でもいいから、
そばにいて
奥野修司
新潮社／¥649 
「愛する人がいない世界は想像を
絶する地獄です」―3·11の災害を生
き残った人 と々彼らを優しく見守る
霊たち。

宮沢賢治の真実
今野勉
新潮社／¥880 
従来のイメージとは異なり、自らをけ
だものと呼んだ彼の本心はどこにあ
るのか？ドキュメンタリーの手法で
真実に迫る。

日本語びいき
清水由美
中央公論新社／¥770 

毎日使っている日本語ですが「なる
ほど！」がいっぱい。読了後はきっと
誰でも、日本語がもっともっと楽し
く、使いたくなるはず。

日本の聖域 
シークレット
「選択」編集部 編
新潮社／¥649 
無関心にならず、様 な々事に興味を
持って疑問を感じる事。そして何より
も自分の頭で考える事。その大切さ
を改めて感じた一冊。

したたかな植物たち 
春夏篇
多田多恵子
筑摩書房／¥1,012 
外来種が増えたタンポポ、在来種
はなぜ減った？読めば納得。受け身
などではない身近な植物のしたた
かな戦略を独自の視点で紹介。

失敗の本質
戸部良一 ほか
中央公論新社／¥838 
日本人の負の側面が全て出てしまっ
たあの戦争を科学的に考察。ダメな
組織とは何かがよくわかります。「入
門」編もおすすめ。

新怖い絵
中野京子
KADOKAWA／¥858 
川面に浮かぶ「オフィーリア」。ドレ
スが水を含み今川底に沈んでいく。
無垢な表情に怖さを感じる。絵の中
の恐怖に興味津々。

アフガニスタンの
診療所から
中村哲
筑摩書房／¥814 
揺るぎない信念と情熱、そして実行
力。その点だけでも、哀悼の意を込
めて自戒したい。帯の「名著復刊」
に偽りなし。

大本営発表という虚構
保阪正康
筑摩書房／¥858 
最悪の「フェイク・ニュース」としての
大戦中の大本営発表。隠蔽や改ざ
んといった教訓とすべき歴史は、未
だ終わってはいない。

日報隠蔽
布施祐仁／三浦英之
集英社／¥792 
撤収したい防衛省、継続したい財
務省、新たな任務を自衛隊に実行さ
せたい官邸。誰が何のためにという
疑問しか浮かばない。

フランス人は10着しか
服を持たない
ジェニファー・Ｌ・スコット
大和書房／¥715 
衝動買いやドカ食い…、今までの行
動が見直せる一冊。考え方一つで
今の生活がガラッと変わるかも。ま
ずは本を手に取ってみて。

ぼくは数式で宇宙の
美しさを伝えたい
クリスティン・バーネット
KADOKAWA／¥1,078 
息子は重度の自閉症。でも親のアイ
デアに溢れた行動は常識を覆し、今
や将来のノーベル賞候補！一歩踏
み出す勇気をもらえます。

ホワット・イフ？
Q1・Q2
ランドール・マンロー
早川書房／各¥726
ありえないけど、実際どうなる？そん
な質問の数々に、元NASAのコミッ
ク作家がユーモアをまじえ、真面目
に全力で解答！

ソロモンの指環
コンラート・ローレンツ
早川書房／¥814 
動物との会話、誰でも一度は夢見
たことではないでしょうか？鳥や動
物の生態をユーモアたっぷりに描
く。ノーベル賞学者の名作！

エッセイ

おいしいおしゃべり
阿川佐和子
幻冬舎／¥586 
ワシントンDCで出会ったママのアッ
プルパイ、ハズレ無しの台湾料理。
佐和子さんの思い出の味を気軽に
お楽しみください。

むかしの味
池波正太郎
新潮社／¥605 
ポークカツレツ･チキンライス･クリー
ムソーダ…。最近あまり見かけない
メニュー。著者は何を思い何を食べ
たのか。

青春を山に賭けて
植村直己
文藝春秋／¥693 
本当の孤独とは何だろう。単独で冒
険を続けた植村さんの最後も…。世
紀の冒険家植村直己青春時代の
登山と冒険が詰まった一冊。

ダメ犬グー11年
＋108日の物語
ごとうやすゆき
幻冬舎／¥628 
愛犬グーとの出会いから別れまで
が描かれた感動的なエッセイ。犬を
飼っていてもいなくても、本書で心
温まることでしょう。

酒の渚
さだまさし
幻冬舎／¥605 
寄せては返す酒の渚。名酒と名酒
場、人との出会いが「さだまさし作
品」を作り上げてきた。名曲誕生の
エピソード満載のエッセイ。

変なおじさん 完全版
志村けん
新潮社／¥737 
皆が愛した変なおじさんの自伝的

エッセイ。爆笑の裏側の優しさ、切
なさ、素顔。これからの「シムラ」を
本当に見たかった！

新・魔法のコンパス
西野亮廣
KADOKAWA／¥726 
今の時代に夢を持って生き抜くため
の手法がわかりやすくまとめられて
いる。夢を追い続けている人、人生
に悩んでいる人にオススメ！

週末、森で
益田ミリ
幻冬舎／¥545 
仲良し3人組の1人、早川さんが田
舎暮らしを始めた。週末ごと森へ遊
びに来る2人に言い放つ一言一言
が心に染み込む。

眠る盃 新装版
向田邦子
講談社／¥748 
ユーモアとほんの少しの淋しさが交
差する大人のエッセイ。向田邦子は
色褪せない。話題の『字のないはが
き』も収録。

ヒキコモリ漂流記 
完全版
山田ルイ53世
KADOKAWA／¥748 
「俺の人生余ってるな」。彼はひき
こもっている間、ずっとそう感じてい
た。ともすれば重くなりがちなエピ
ソードを軽快に語る。

悲しみの秘義
若松英輔
文藝春秋／¥803 
美しくも抑えた言葉の数々。そこに
著者自身に大きな喪失がある事が
見えてくる。これからも繰り返し手に
取るであろう一冊。

置かれた場所で
咲きなさい
渡辺和子
幻冬舎／¥550 
敢えて読む必要はありません。持っ
ているだけで癒され安心します。な
ので持ち運びに便利な文庫版をお
勧めします。




