
令和元年8月1日　西図書館作成

平成元年(1989年)　　　消費税スタート、リクルート事件、ベルリンの壁崩壊

回 月 書名 著者名 出版社

1 8月 茨木のり子詩集 茨木 のり子／[著] 思潮社

2 9月 種田山頭火句集 種田 山頭火／著 若林書店

3 10月 サラダ記念日 俵 万智／著 河出書房新社

4 11月 犬塚昭夫詩集 鳥のことば 犬塚　昭夫／著 異郷社

5 12月 高浜虚子集（現代俳句文学全集第6巻） 高浜　虚子／著 角川書店

平成２年(1990年)　　　　　　大阪で「花の万博」開催、「海遊館」開業、日本人初の宇宙飛行

回 月 書名 著者名 出版社

6 1月 一握の砂 石川 啄木／作 岩波書店

7 2月 黒田三郎詩集 ひとりの女に 黒田 三郎／[著] 思潮社

8 3月 檸檬の街で 松本 恭子／著 牧羊社

9 4月 万華鏡（寺山修司短歌集） 寺山 修司／著 北星堂書店

10 5月 春と修羅 宮沢　賢治／著 ほるぷ出版

11 6月 夕暮れの階調 塚本 邦雄／著 本阿弥書店

12 7月 土屋文明歌集 土屋 文明／自選 岩波書店

13 8月 小野十三郎詩集 小野 十三郎／著 思潮社

14 9月 西東三鬼集 西東 三鬼／著 朝日新聞社

15 10月 花衣ぬぐやまつわる・・・ 田辺 聖子／著 集英社

16 11月 中原中也詩集 中原 中也／[著] 思潮社

17 12月 山川登美子 竹西 寛子／著 講談社

平成３年(1991年)　　　　バブル経済崩壊、湾岸戦争

回 月 書名 著者名 出版社

18 1月 川柳平安人物史 原 桐斎／著 白地社

19 2月 田辺聖子と読む蜻蛉日記 田辺 聖子／著 創元社

20 3月 黒い雨 井伏 鱒二／著 新潮社

21 4月 しろばんば 井上 靖／著 新潮社

22 5月 岩に立つ 三浦 綾子／[著] 講談社

23 6月 巴里に死す 芹沢 光治良／著 新潮社

24 7月 激動の中を行く 与謝野晶子／著 不二出版

25 8月 荷車の歌 山代 巴／著 径書房

26 9月 天の夕顔 中河 与一／著 新潮社

27 10月 アフリカの日々 アイザック・ディネーセン／著 晶文社

28 11月 ジョン万次郎 成田 和雄／著 河出書房新社

29 12月 地面の底がぬけたんです 藤本 とし／著 思想の科学社

みみずく読書会 30年で読んだ本 
 

               みみずく読書会は平成元年８月に活動を始め、今年30周年を迎えました。  

               これまでをふりかえり、読書会で取り上げてきた本のリストを作成しました。          

       その年の主な出来事と合わせてご紹介します。   
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平成４年(1992年)　　　　毛利衛さんスペースシャトル「エンデバー」で宇宙へ

回 月 書名 著者名 出版社

30 1月 霧氷の花 山代 巴／著 径書房

31 2月 洟をたらした神 吉野 せい／著 文芸春秋

32 3月 マリ共和国花嫁日記 ケイタ 慎子／著 現代史出版会

33 4月 人間の大地 犬養 道子／著 中央公論社

34 5月 沈黙の春 レイチェル・カーソン／著 新潮社

35 6月 メキシコからの手紙 黒沼 ユリ子／著 岩波書店

36 7月 殺される側の論理 本多 勝一／著 朝日新聞社

37 8月 黄昏のロンドンから 木村 治美／[著] PHP研究所

38 9月 遙かなるケンブリッジ 藤原 正彦／著 新潮社

39 10月 権力の司祭たち 早坂 茂三／著 飛鳥新社

40 11月 23分間の奇跡 ジェームズ・クラベル／著 集英社

41 12月 日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン／[著] 山本書店

平成５年(1993年)　　　　皇太子浩宮と小和田雅子さん「結婚の儀」

回 月 書名 著者名 出版社

42 1月 カラーパープル A・ウォーカー／[著] 集英社

43 2月 娘に語る祖国 つか こうへい／著 光文社

44 3月 女と刀 中村 きい子／著 思想の科学社

45 4月 菊と刀 ベネディクト／著 光文社

46 5月 ストロベリー・ロード 石川 好／著 早川書房

47 6月 現住所は空の下 高木 護／著 未来社

48 7月 嫁してインドに生きる タゴール暎子／著 筑摩書房

49 8月 地球の一角から 住井 すゑ／著 人文書院

50 9月 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 早川書房

51 10月 鍋の中 村田 喜代子／著 文芸春秋

52 11月 大いなる助走 筒井 康隆／著 文芸春秋

53 12月 沈黙 遠藤 周作／[著] 新潮社

平成６年(1994年)　　　　関西国際空港開港

回 月 書名 著者名 出版社

54 1月 日本人と中国人 陳 舜臣／著 恒文社

55 2月 ちょっとおかしいぞ、日本人 千葉 敦子／著 新潮社

56 3月 小蓮(シャオリェン)の恋人 井田 真木子／著 文芸春秋

57 4月 もうひとつの満洲 沢地 久枝／著 文芸春秋

58 5月 病院で死ぬということ 山崎 章郎／著 主婦の友社

59 6月 落照 金 達寿／著 筑摩書房

60 7月 私が帰る二つの国 ドウス 昌代／[著] 文芸春秋

61 8月 満州は知らない 吉田 知子／著 新潮社

62 9月 上海の長い夜 鄭 念／著 原書房

63 10月 ベラルーシの林檎 岸 惠子／著 朝日新聞社

64 11月 陽のかなしみ 石牟礼 道子／著 朝日新聞社

65 12月 フィリッピーナを愛した男たち 久田 恵／著 文芸春秋
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平成７年(1995年)　　　　阪神大震災、地下鉄サリン事件

回 月 書名 著者名 出版社

66 1月 ルイズ 松下 竜一／著 講談社

67 2月 ヒロシマ・ノート 大江 健三郎／著 岩波書店

68 3月 僕の昭和史 安岡 章太郎／著 講談社

69 4月 人間の海 永畑 道子／著 岩波書店

70 5月 ある晴れた日の出来事 加藤 周一／著 かもがわ出版

71 6月 朱夏 宮尾 登美子／著 集英社

72 7月 わが生涯 住井 すゑ／著 岩波書店

73 8月 マザー・グースと三匹の子豚たち 桐島 洋子／著 文芸春秋

74 9月 沼の上の家 増田 れい子／著 労働旬報社

75 10月 野火 大岡 昇平／著 金の星社

76 11月 朱い文箱から 岡部 伊都子／著 岩波書店

77 12月 女という快楽 上野 千鶴子／著 勁草書房

平成８年(1996年)　　　　O-157食中毒、アトランタオリンピック

回 月 書名 著者名 出版社

78 1月 老いの楽しみ 沢村 貞子／著 岩波書店

79 2月 大往生 永 六輔／著 岩波書店

80 3月 プリズンの満月 吉村 昭／著 新潮社

81 4月 異国の窓から 宮本 輝／著 光文社

82 5月 かがやける荒野 大城 立裕／著 新潮社

83 6月 アマゾネスのように 中島 梓／著 集英社

84 7月 ひとすじの道 丸岡 秀子／著 偕成社

85 8月 小石川の家(うち) 青木 玉／著 講談社

86 9月 終りなき祝祭 辻井 喬／著 新潮社

87 10月 奔馬河上肇の妻 草川 八重子／著 角川書店

88 11月 母 三浦 綾子／著 角川書店

89 12月 世紀末家族 永畑 道子／著 国土社

平成９年(1997年)　　　　神戸児童連続殺傷事件、ダイアナ元王妃事故死

回 月 書名 著者名 出版社

90 1月 人びとのアジア 中村 尚司／著 岩波書店

91 2月 チャイニーズ・マザー スティーブン・W・モッシャー／著 祥伝社

92 3月 バナナと日本人 鶴見 良行／著 岩波書店

93 4月 女たちがつくるアジア 松井 やより／著 岩波書店

94 5月 ボランティア 金子 郁容／著 岩波書店

95 6月 マレーシアにんげん事情 柴田 直美／著 三一書房

96 7月 ビルマからの手紙 アウンサンスーチー／著 毎日新聞社

97 8月 モンゴルに暮らす 一ノ瀬 恵／著 岩波書店

98 9月 北朝鮮脱出 姜 哲煥／著 文芸春秋

99 11月 愛し哀しき韓国よ! 荒木 和博／著 亜紀書房

100 12月 インド風まかせ 鈴木 美保子／著 連合出版
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平成10年(1998年)　　　長野冬季オリンピックジャンプ団体金メダル獲得

回 月 書名 著者名 出版社

101 2月 中国ひとり旅 武田 亨／著 連合出版

102 3月 『大地の子』と私 山崎 豊子／著 文芸春秋

103 4月 大阪学 大谷 晃一／著 経営書院

104 5月 にんげん蚤の市 高峰 秀子／著 文芸春秋

105 6月 焼身 高木 俊朗／[著] 角川書店

106 7月 ヴェネツィアの宿 須賀 敦子／著 文芸春秋

107 8月 戒老録 曽野 綾子／著 祥伝社

108 9月 花衣ぬぐやまつわる…… 田辺 聖子／著 集英社

109 10月 もの食う人びと 辺見 庸／著 共同通信社

110 11月 妻への詫び状 三浦 朱門／著 光文社

111 12月 冬物語 南木 佳士／著 文芸春秋

平成11年(1999年)　　　ユーロがEUの正式通貨に、東海村臨界事故

回 月 書名 著者名 出版社

112 1月 地獄は一定すみかぞかし 石和 鷹／著 新潮社

113 2月 鉄道員(ぽっぽや) 浅田 次郎／著 集英社

114 3月 少年H 妹尾 河童／著 講談社

115 4月 時雨の記 中里 恒子／著 文芸春秋

116 5月 ライン 村上 竜／著 幻冬舎

117 6月 イギリス田園の小さな物語 ロザムンド・ピルチャー／著 PHP研究所

118 7月 本所しぐれ町物語 藤沢 周平／著 新潮社

119 8月 樅ノ木は残った 山本 周五郎／著 新潮社

120 9月 出家とその弟子 倉田 百三／作 岩波書店

121 10月 青が散る 宮本 輝／著 文芸春秋

122 11月 光 日野 啓三／著 文藝春秋

123 12月 妻を帽子とまちがえた男 オリバー・サックス／著 晶文社

平成12年(2000年)　　　沖縄サミット開催

回 月 書名 著者名 出版社

124 1月 宇宙からの帰還 立花 隆／著 中央公論社

125 2月 火夜 増田 みず子／著 新潮社

126 3月 黄落 佐江 衆一／著 新潮社

127 4月 この人の閾 保坂 和志／著 新潮社

128 5月 沖縄は訴える 大田 昌秀／著 かもがわ出版

129 6月 吉田ルイ子のアメリカ 吉田 ルイ子／[著] 講談社

130 7月 わたしは英語が大好きだった 宮本 美智子／著 文芸春秋

131 8月 「No」と言える日本 盛田 昭夫／著 光文社

132 9月 八月の光 フォークナー／[著] 新潮社

133 10月 怒りのぶどう ジョン・スタインベック／著 岩波書店

134 11月 アメリカよ!あめりかよ! 落合 信彦／著 集英社

135 12月 アメリカ素描 司馬 遼太郎／著 読売新聞社
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平成13年(2001年)　　　9.11アメリカ同時発生テロ、USJオープン

回 月 書名 著者名 出版社

136 1月 けったいなアメリカ人 米谷 ふみ子／著 集英社

137 2月 アメリカの家族 岡田 光世／著 岩波書店

138 3月 日米安保解消への道 都留 重人／著 岩波書店

139 4月 電脳暮し 水上 勉／著 哲学書房

140 5月 宮沢賢治殺人事件 吉田 司／著 太田出版

141 6月 回想の太宰治 津島 美知子／著 人文書院

142 7月 イスラームの日常世界 片倉 もとこ／著 岩波書店

143 8月 カミーユ・クローデル 湯原 かの子／著 朝日新聞社

144 9月 津軽世去れ節 長部 日出雄／著 文芸春秋

145 10月 千曲川（１） 小宮山 量平／作 理論社

146 11月 千曲川（２） 小宮山 量平／作 理論社

147 12月 千曲川（３） 小宮山 量平／作 理論社

平成14年(2002年)　　　日韓ワールドカップ開催、北朝鮮拉致被害者5人帰国

回 月 書名 著者名 出版社

148 1月 夢顔さんによろしく 西木 正明／著 文芸春秋

149 2月 まぼろしのトマシーナ ポール・ギャリコ／著 大和書房

150 3月 アフガニスタンの診療所から 中村 哲／著 筑摩書房

151 4月 父と暮せば 井上 ひさし／著 新潮社

152 5月 「無言館」ものがたり 窪島 誠一郎／著 講談社

153 6月 百歳人加藤シヅエ生きる 加藤 シヅエ／著 日本放送出版協会

154 7月 其の逝く処を知らず 西木 正明／著 集英社

155 8月 流れる星は生きている 藤原 てい／著 偕成社

156 9月 天皇の逝く国で ノーマ・フィールド／[著] みすず書房

157 10月 新宿中村屋相馬黒光 宇佐美 承／著 集英社

158 11月 ちょっとピンぼけ ロバート・キャパ／著 ダヴィッド社

159 12月 おかしな男渥美清 小林 信彦／著 新潮社

平成15年(2003年) 　   イラク戦争

回 月 書名 著者名 出版社

160 1月 眼の探索 辺見 庸／著 朝日新聞社

161 2月 白き瓶 藤沢 周平／著 文芸春秋

162 3月 理想の国語教科書 斎藤 孝／著 文芸春秋

163 4月 雲南の妻 村田 喜代子／著 講談社

164 5月 明暗 夏目 漱石／著 新潮社

165 6月 「自分の木」の下で 大江 健三郎／著 朝日新聞社

166 7月 長い旅の記録 寺島 儀蔵／著 日本経済新聞社

167 8月 生きる 乙川 優三郎／著 文芸春秋

168 9月 忘れられた日本人 宮本 常一／著 岩波書店

169 10月 朗読者 ベルンハルト・シュリンク／[著] 新潮社

170 11月 噓つきアーニャの真っ赤な真実 米原 万里／著 角川書店

171 12月 妻の部屋 古山 高麗雄／著 文芸春秋
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平成16年(2004年)   　 イラクに自衛隊派遣、新潟中越地震

回 月 書名 著者名 出版社

172 1月 祖国とは国語 藤原 正彦／著 講談社

173 2月 犬婿入り 多和田 葉子／著 講談社

174 3月 旅をする木 星野 道夫／著 文芸春秋

175 4月 夏の流れ 丸山 健二／[著] 講談社

176 5月 或る「小倉日記」伝 松本 清張／[著] 角川書店

177 6月 妻よ! 河野 義行／著 潮出版社

178 7月 沈まぬ太陽１，２ 山崎 豊子／著 新潮社

179 8月 夏の凍土 玉置 幸孝／著 鳥語社

180 9月 天狗争乱 吉村 昭／著 朝日新聞社

181 10月 智恵子飛ぶ 津村 節子／著 講談社

182 11月 口きかん 矢崎 泰久／著 飛鳥新社

183 12月 老いのエチュード 森村 誠一／[著] 角川春樹事務所

平成17年(2005年) 　　 JR福知山線脱線事故

回 月 書名 著者名 出版社

184 1月 可愛い女・犬を連れた奥さん チェーホフ／作 岩波書店

185 2月 木 幸田 文／著 新潮社

186 3月 星の王子さま サン=テグジュペリ／[著] 新潮社

187 4月 無償の八月 玉置 幸孝／著 鳥語社

188 5月 蟹の横歩き ギュンター・グラス／著 集英社

189 6月 静かな大地 池沢 夏樹／著 朝日新聞社

190 7月 1945年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン／著 柏書房

191 8月 おじいちゃん戦争のことを教えて 中条 高徳／著 小学館

192 9月 楢山節考 深沢 七郎／著 新潮社

193 10月 停電の夜に ジュンパ・ラヒリ／著 新潮社

194 11月 イタリアからの手紙 塩野 七生／著 新潮社

195 12月 にごりえ・たけくらべ 樋口 一葉／著 新潮社

平成18年(2006年)   　　 フィギュアスケートの荒川静香がトリノ五輪で金メダル

回 月 書名 著者名 出版社

196 1月 死亡推定時刻 朔 立木／著 光文社

197 2月 ナイフ 重松 清／著 新潮社

198 3月 落日燃ゆ 城山 三郎／[著] 新潮社

199 4月 漂流物 車谷 長吉／著 新潮社

200 5月 おごそかな渇き 山本 周五郎／著 新潮社

201 6月 不滅 ミラン・クンデラ／著 集英社

202 7月 ひかりごけ 武田 泰淳／著 新潮社

203 8月 廃用身 久坂部 羊／著 幻冬舎

204 9月 アンネ・フランクの記憶 小川 洋子／[著] 角川書店

205 10月 言葉が輝くとき 辻 邦生／著 文芸春秋

206 11月 輝ける闇 開高 健／著 新潮社

207 12月 センセイの鞄 川上 弘美／著 平凡社
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平成19年(2007年)   　 年金記録問題が明らかに

回 月 書名 著者名 出版社

208 1月 雨のち雨? 岩阪 恵子／著 新潮社

209 2月 みちづれ 三浦 哲郎／著 新潮社

210 3月 破戒 島崎 藤村／作 岩波書店

211 4月 悪童日記 アゴタ・クリストフ／著 早川書房

212 5月 天の瞳 灰谷 健次郎／著 新潮社

213 6月 食肉の帝王 溝口 敦／著 講談社

214 7月 大人のための残酷童話 倉橋 由美子／著 新潮社

215 8月 月と六ペンス モーム／著 光文社

216 9月 贅沢貧乏 森 茉莉／著 新潮社

217 10月 楽しみの日々 大庭 みな子／著 講談社

218 11月 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 佑学社

219 12月 日本の米 富山 和子／著 中央公論社

平成20年(2008年)  　　リーマンショックに端を発した世界同時株安発生

回 月 書名 著者名 出版社

220 1月 官僚たちの志と死 佐高 信／著 講談社

221 2月 在日 姜 尚中／著 講談社

222 3月 『地獄変』・『藪の中』 芥川 竜之介／作 岩波書店

223 4月 少年動物誌 河合 雅雄／[著] 福音館書店

224 5月 暗潮 小田 実／著 河出書房新社

225 6月 博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社

226 7月 『闘牛』・『比良のシャクナゲ』 井上 靖／[著] 新潮社

227 8月 ハシッシ・ギャング 小川 国夫／著 文芸春秋

228 9月 生きるこだま 岡部 伊都子／著 岩波書店

229 10月 風味絶佳 山田 詠美／著 文藝春秋

230 11月 みんな家族 清水 義範／著 文芸春秋

231 12月 地の影 金 石範／著 集英社

平成21年(2009年)　    新型インフルエンザが世界各地で流行

回 月 書名 著者名 出版社

232 1月 イワン・デニーソヴィチの一日
アレクサンドル・イサエヴィチ・ソ
ルジェニーツィン／[著]

新潮社

233 2月 心にナイフをしのばせて 奥野 修司／著 文藝春秋

234 3月 クライマーズ・ハイ 横山 秀夫／著 文芸春秋

235 4月 縁起のいい客 吉村 昭／著 文芸春秋

236 5月 チベットを馬で行く 渡辺 一枝／著 文芸春秋

237 6月 金閣寺 三島 由紀夫／著 新潮社

238 7月 斜陽 太宰 治／著 新潮社

239 8月 昭和史 １９２６－１９４５ 半藤 一利／著 平凡社

240 9月 明日の記憶 荻原 浩／著 光文社

241 10月 高瀬舟 森 鷗外／著 筑摩書房

242 11月 悪人 吉田 修一／著 朝日新聞社

243 12月 星々の舟 村山 由佳／著 文芸春秋
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平成22年(2010年)    　小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還

回 月 書名 著者名 出版社

244 1月 事件 大岡 昇平／著 東京創元社

245 2月 国銅 帚木 蓬生／著 新潮社

246 3月 約束の冬 宮本 輝／著 文藝春秋

247 4月 無名 沢木 耕太郎／著 幻冬舎

248 5月 赤毛のアン L.M.モンゴメリ／作 講談社

249 6月 蟹工船・党生活者 小林 多喜二／著 新潮社

250 7月 1984年 ジョージ・オーウェル／著 早川書房

251 8月 祭りの場・ギヤマンビードロ 林 京子／[著] 講談社

252 9月 天の夕顔 中河 与一／著 角川書店

253 10月 モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店

254 11月 30年の物語 岸 惠子／著 講談社

255 12月 グランド・フィナーレ 阿部 和重／著 講談社

平成23年(2011)  　　 　東日本大震災発生

回 月 書名 著者名 出版社

256 1月 百日紅の咲かない夏 三浦 哲郎／著 新潮社

257 2月 東京セブンローズ 井上 ひさし／著 文芸春秋

258 3月 カイマナヒラの家 池沢 夏樹／著 ホーム社

259 4月 群蝶の空 三咲 光郎／著 文芸春秋

260 5月 利休にたずねよ 山本 兼一／著 PHP研究所

261 6月 陰日向に咲く 劇団ひとり／著 幻冬舎

262 7月 介護入門 モブ・ノリオ／著 文芸春秋

263 8月 金子みすゞ詩集（いろいろの本） 金子 みすゞ／詩 春陽堂書店

264 9月 悼む人 天童 荒太／著 文藝春秋

265 10月 サウスバウンド 奥田 英朗／著 角川書店

266 11月 おひとりさまの老後 上野 千鶴子／著 法研

267 12月 永遠の出口 森 絵都／著 集英社

平成24年(2012年)　　   東京スカイツリ―開業

回 月 書名 著者名 出版社

268 1月 さくら 西 加奈子／著 小学館

269 2月 食堂かたつむり 小川 糸／著 ポプラ社

270 3月 消えさりゆく物語 北 杜夫／著 新潮社

271 4月 終わらざる夏 浅田 次郎／著 集英社

272 5月 半島へ、ふたたび 蓮池 薫／著 新潮社

273 6月 進化しすぎた脳 池谷 裕二／著 朝日出版社

274 7月 指揮官たちの特攻 城山 三郎／著 新潮社

275 8月 ナニカアル 桐野 夏生／著 新潮社

276 9月 うからはらから 阿川 佐和子／著 新潮社

277 10月 アラスカ物語 新田 次郎／著 新潮社

278 11月 親鸞 五木 寛之／著 講談社

279 12月 たんぽぽのお酒 レイ・ブラッドベリ／著 晶文社
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平成25年(2013年)　     富士山が世界文化遺産に登録

回 月 書名 著者名 出版社

280 1月 論語とソロバン 童門 冬二／著 祥伝社

281 2月 神も仏もありませぬ 佐野 洋子／著 筑摩書房

282 3月 奇跡のリンゴ 石川 拓治／著 幻冬舎

283 4月 遊動亭円木 辻原 登／著 文芸春秋

284 5月 注文の多い料理店 宮沢 賢治／作 集英社

285 6月 ある小さなスズメの記録 クレア・キップス／著 文藝春秋

286 7月 小さいおうち 中島 京子／著 文藝春秋

287 8月 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤 陽子／著 朝日出版社

288 9月 アルケミスト パウロ・コエーリョ／[著] 角川書店

289 10月 いねむり先生 伊集院 静／著 集英社

290 11月 清貧の思想 中野 孝次／著 草思社

291 12月 鼻 ニコライ・ゴーゴリ／著 未知谷

平成26年(2014年) 　   日本一高いビルあべのハルカス完成

回 月 書名 著者名 出版社

292 1月 かえっていく場所 椎名 誠／著 集英社

293 2月 ポトスライムの舟 津村 記久子／著 講談社

294 3月 神様のカルテ 夏川 草介／著 小学館

295 4月 原発のウソ 小出 裕章／著 扶桑社

296 5月 穴 ルイス・サッカー／作 講談社

297 6月 小暮写眞館 宮部 みゆき／著 講談社

298 7月 阪急電車 有川 浩／著 幻冬舎

299 8月 ナージャ希望の村 本橋 成一／文 写真 学研

300 9月 太陽の子 灰谷健次郎／著 理論社

301 10月 かもめ食堂 群 ようこ／著 幻冬舎

302 11月 下流社会 三浦 展／著 光文社

303 12月 つるかめ助産院 小川 糸／著 集英社

平成27年(2015年)　　   マンションの杭打ちデータ改ざん問題発覚

回 月 書名 著者名 出版社

304 1月 下町ロケット 池井戸 潤／著 小学館

305 2月 竹林はるか遠く
ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ／著
&監訳

ハート出版

306 3月 東京プリズン 赤坂 真理／著 河出書房新社

307 4月 永遠の0 百田 尚樹／著 太田出版

308 5月 悩む力 姜 尚中／著 集英社

309 6月 悪医 久坂部 羊／著 朝日新聞出版

310 7月 訣別 竹山 修身／著 KADOKAWA

311 8月 ルポ貧困大国アメリカ 堤 未果／著 岩波書店

312 9月 まんまこと 畠中 恵／著 文藝春秋

313 10月 望郷 新田 次郎／著 文芸春秋

314 11月 老年の流儀 三浦 朱門／著 海竜社

315 12月 この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上 白石 一文／著 講談社
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平成28年(2016年)   　　 熊本地震発生

回 月 書名 著者名 出版社

316 1月 この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　下 白石 一文／著 講談社

317 2月 楽園のカンヴァス 原田 マハ／[著] 新潮社

318 3月 科学と宗教と死 加賀 乙彦／著 集英社

319 4月 本のお口よごしですが 出久根 達郎／著 講談社

320 5月 いのちの姿 宮本 輝／著 集英社

321 6月 風の男白洲次郎 青柳 恵介／著 新潮社

322 7月 高く手を振る日 黒井 千次／著 新潮社

323 8月 ガラスのうさぎ 高木 敏子／作 金の星社

324 9月 空也上人がいた 山田 太一／著 朝日新聞出版

325 10月 下流の宴 林 真理子／著 毎日新聞社

326 11月 余寒の雪 宇江佐 真理／著 実業之日本社

327 12月 一週間 井上 ひさし／著 新潮社

平成29年(2017年)　　   藤井聡太棋士が歴代最多連勝記録を更新（29連勝）

回 月 書名 著者名 出版社

328 1月 六千人の命のビザ 杉原 幸子／著 大正出版

329 2月 浜人(はんもうど)の森2011 及川 和男／作 本の泉社

330 3月 銀漢の賦 葉室 麟／著 文藝春秋

331 4月 ソルハ 帚木 蓬生／著 あかね書房

332 5月 検事の死命 柚月 裕子／著 宝島社

333 6月 土漠の花 月村 了衛／著 幻冬舎

334 7月 乳と卵 川上未映子／著 文芸春秋

335 8月 花埋み 渡辺 淳一／著 集英社

336 9月 県庁の星 桂 望実／著 小学館

337 10月 星々の舟 村山 由佳／著 文芸春秋

338 11月 西の魔女が死んだ 梨木 香歩／著 小学館

339 12月 氷の華 天野 節子／著 ルネッサンスブックス

平成30年(2018年) 　　  大阪北部地震発生

回 月 書名 著者名 出版社

340 1月 阿蘭陀西鶴 朝井 まかて／著 講談社

341 2月 穴 小山田 浩子／著 新潮社

342 3月 母の遺産 水村 美苗／著 中央公論新社

343 4月 櫛挽道守 木内 昇／著 集英社

344 5月 老兵の消燈ラッパ 佐藤 愛子／著 文藝春秋

345 6月 獅子吼 浅田 次郎／著 文藝春秋

346 7月 仁淀川 宮尾 登美子／著 新潮社

347 8月 告訴せず（松本清張全集） 松本 清張／著 文藝春秋

348 9月 教誨師 堀川 惠子／著 講談社

349 10月 あきらめない 村木 厚子／著 日経BP社

350 11月 鬼神の如く 葉室 麟／著 新潮社

351 12月 ストロベリーライフ 荻原 浩／著 毎日新聞出版
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平成31（令和元）年(2019年)   新元号「令和」へ、百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産登録決定

回 月 書名 著者名 出版社

352 1月 銀二貫 高田 郁／[著] 幻冬舎

353 2月 極北クレイマー 海堂 尊／著 朝日新聞出版

354 3月 中村屋のボース 中島 岳志／著 白水社

355 4月 「下り坂」繁盛記 嵐山 光三郎／著 新講社

356 5月 路(ルウ) 吉田 修一／著 文藝春秋

357 6月 リバース 湊 かなえ／著 講談社

358 8月 天に遊ぶ 吉村 昭／著 新潮社

※平成27（2015）年までのその年の主な出来事は中央図書館作成の「100年のベストセラー図書リスト」をもとに作成

しています。

堺市立西図書館　　電話： 072-271-2032
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