
珠玉の連作短篇フェア
紀伊國屋書店　新宿本店

No タイトル 著者 コメント
1 霞町物語 浅田次郎 例えば、古典近代文学の作品を読むとき、これは名作なのか?とは考えないですよね。これはそういうものです。
2 末ながく、お幸せに あさのあつこ いいお話だけじゃない、あさのさんも、いいですね。
3 タイニ－・タイニ－・ハッピ－ 飛鳥井千砂 タニハピ、人生って結局これしかない。
4 もういちど生まれる 朝井リョウ 出口のないモラトリアムに溺死　しそう、だった自分…
5 風ヶ丘五十円玉祭りの謎 青崎有吾 日常の謎×青春ってもうなんだかジンジャエール
6 花嫁 青山七恵 青山さんって、さらっと狂う。いま直木も芥川もとれる唯一の作家だと思っています。
7 叫びと祈り 梓崎優 世界を旅したくなるミステリーなんて、かつてあったかしら。GO TOキャンペーンより効果あり。
8 阪急電車 有川浩 故郷に愛着はないけど阪急電車には愛着がありまして。
9 骨を彩る 彩瀬まる 初期衝動の原石が光ってる。彩瀬さんの言葉の選び方がとても好き。
10 今だけのあの子 芦沢央 イヤミスに走りすぎない程よい　現実に胸が詰まる。
11 よはひ いしいしんじ  羅紗の織物のような27篇の物語。
12 ４０ 翼ふたたび 石田衣良 石田さんの作品を手に取って来られなかった方にぜひ。
13 羊の目 伊集院静 この題材をして、筆が全く荒ぶらないところに凄みがある。
14 １ミリの後悔もない、はずがない 一木けい これがデビュー作という驚異。　期待しかない。。
15 アイネクライネナハトムジ－ク 伊坂幸太郎 何を出しても正解な作家だから、好きなのにしました。
16 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹有喜 そんなときあるよって言葉をかけたりかけられたり。役に立たない言葉ほどいとおしい。
17 いつか記憶からこぼれおちるとしても 江國香織 江國さんは卒業したつもりだったんですけど、⾧い間いろんな小説を読んで、ふと戻ってみると、まあやっぱりとんでもない人です。
18 南の島のティオ 池澤夏樹 合唱曲「ティオの夜の旅」も聴きましょう。
19 Self-Reference ENGINE 円城塔 よくわかんないけどすきってなんなんですかね?
20 虫樹音楽集 奥泉光 ジャズを聴くように、奥泉的変奏を楽しみましょう。
21 箱庭図書館 乙一 編集者乙一という側面が垣間見える稀有な作品。
22 優しい子よ 大崎善生 清濁併せ持っての人間だからこそ、こんな純真を誰もがどこかに忍ばせてるって思いたい。
23 千年樹 荻原浩 着想から物語の結びまで、完全なプロダクト。これぞ荻原品質。
24 象と耳鳴り 推理小説 恩田陸 単行本の発売は20年以上前。いまこの作品が刊行されても、猛プッシュするだろうな。
25 寡黙な死骸 みだらな弔い 小川洋子 『博士の愛した数式』ももちろん好きだけど、この世界観があるから、僕は小川さんが好きなんです。
26 東京物語 奥田英朗 いやー自分も歳とったな～って思ったときにひらいてください。
27 新しい人よ眼ざめよ 大江健三郎 大江健三郎というひとが、端的に簡潔に余すところなく描かれていて、でもこれは間違いなく　　　文学。
28 ななつのこ 加納朋子 この企画を思いついたとき、まず選んだ作品、といえばわかってくださいますか。
29 レヴォリュ－ションNo.3 金城一紀 金城さんの作品を読み返すサイクルはスラムダンクを読み返すサイクルと似ている。
30 くまちゃん 角田光代 ふられたことがないなら読まなくていいよ。
31 星へ落ちる 金原ひとみ 切ないと苦しくなるじゃないですか。その苦しさが金原さんの場合、首を絞めてくるレベル　
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32 どこから行っても遠い町 川上弘美 川上弘美×谷内六郎で、このタイトル。もうワクワクしかないと思って読むのが正解。
33 人形の部屋 門井慶喜 日常の謎が蘊蓄満載で紐解かれるのって、僕にはすごい娯楽。
34 八月の六日間 北村薫 山という存在が顕にしてくれる、僕たちの事。あなたの事。
35 真実の絆 北川歩実 すんごく入り組んでるので、傍らにメモが必要でした。でも、投げ出すことはしようと思いませんでした。
36 東京島 桐野夏生  流れ着いた孤島に女性はひとり。作者は桐野夏生。覚悟してください。
37 宇喜多の捨て嫁 木下昌輝 連作短編というのは幕間こそ生命線だと思いますがその使い方が最高水準。
38 水やりはいつも深夜だけど 窪美澄 誰かと暮らすというのはこういうこと。希望というには淡すぎる水をやること。やり続けること。
39 賢者はベンチで思索する 近藤史恵 日常を退屈だと言うのは、まだ早い。
40 負け逃げ こざわたまこ 地方も都会も空の高さは同じだったんだなっていまなら思える(地方出身者)
41 サマ－タイム 佐藤多佳子 夏って、春とも秋とも冬とも違う、全力で喪失する季節なんだろうな。
42 夜の光 坂木司 暑い夏の日、この作品を読んで、夜さんぽしたことを思い出します。
43 道徳という名の少年 桜庭一樹 野田仁美さんの絵と桜庭さんの筆の双方から漏れる吐息、息遣い。
44 星々たち 桜木紫乃 フィクションで運命を書くのが　　桜木紫乃という作家です。
45 一千一秒の日々 島本理生 なんだろうな、何回読んでも好きだ。これが好きと思えなくなったら、僕は僕を嫌いになる。
46 小説秒速5センチメ－トル 新海誠 小説であっても、山崎まさよしが自動脳内再生。
47 かたみ歌 朱川湊人 懐かしいの語源には手放したくないという意味もあって、そういう物語が詰まっています。
48 その日のまえに 重松清 誰もが残酷に過ぎていく時間の中で生きている。
49 ショ－トカット 柴崎友香 距離というものに敏感ないまこそ、読んで間違いのない1冊でしょう。
50 一瞬の雲の切れ間に 砂田麻美 たとえ取り返しのつかない過去を背負うことになっても、結果的に正しかった選択だけが自分自身を肯定する訳ではない。
51 強運の持ち主 瀬尾まいこ 仮に強運を手にしたとして、人生のどこからやり直すの?
52 死んでいない者 滝口悠生 死者の最後の役目は生きていく人の手を携えることなのだろう。
53 四人組がいた。 高村薫  これを寓話として読み解くと、ちゃんと高村さんの声が聞こえる。
54 あとかた 千早茜 あとかただらけのからだ。あとかただらけのこころ。それでもいまが嘘ということにはならない。
55 とにかくうちに帰ります 津村記久子 多くの人が人生の最も⾧い時間を費やす労働という観点は　確かに人間という存在を暴く　　　最も優れたフィルターなのかもしれない。
56 ツナグ 辻村深月 物語そのものはファンタジーに溢れているものの、好きな人の手を握ったときのような微熱を残してくれるのが辻村さん。
57 檸檬のころ 豊島ミホ  これはもう説明不要なんじゃないのかな。「傑作青春小説」という形容のハードルをとんでもなく上げてしまった作品です。
58 死と砂時計 鳥飼否宇 世界各国から集められた死刑囚が監獄の中で死んだその謎を解き明かすって、設定のコンボが強すぎる!
59 自生の夢 飛浩隆 人生を終えるまでに、飛さんの作品を余すところなく理解して、面白いって言いたい。すごいことはわかってるんだから。
60 レモンタルト ⾧野まゆみ ⾧野まゆみの「レモンタルト」のような作品、というのはこの世に存在しません。
61 家守綺譚 梨木香歩 梨木香歩さんは遠い未来、岩波の緑に入ってて欲しいなあ。
62 ⾧いお別れ 中島京子 記憶より確かなもの。それがなかったら、僕らの生は　あまりにかなしい。
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63 世界の果て 中村文則 僕のヌードです、と言ったら気持ち悪いでしょうが、中村さんには自分のどす黒い、下劣でいやらしい感情を丸裸にされています。何度も。
64 星に願いを、月に祈りを 中村航 感動が詰まった小箱だと思って、かばんにしのばせておくと良いでしょう。
65 きみはいい子 中脇初枝 あんまりいい子じゃなかったけど、いい子だねって言って欲しかった。その魔法のような言葉をいまでも思い出す。
66 傍聞き ⾧岡弘樹 すべてのピースが脳内で音を　立てて連結していった快感は今もって忘れ難い。
67 ヒポクラテスの誓い 中山七里 中山さんの作品をこぞって映像化する気持ちはよくわかる。それでも本の方がおもしろいのですよ。ふっふっふっ
68 七つの海を照らす星 七河迦南  連作短編という構造、様式美としての観点から評価すれば、最高峰の作品と言えるでしょう。
69 窓の魚 西加奈子 西さんの作品の中でもっとも　　異質でありながら、文学的な練度は極めて高くて、とても好き。
70 きのうの神さま 西川美和 何を伏せて、何を言葉として残したか。西川さんの作品はそこを読み解くのが楽しい。　
71 自白 刑事・土門功太朗 乃南アサ 詰まるところ僕が求めるのはトリックでも大どんでん返しでもなくて、ギリギリの人間ドラマとその時代の熱なのだと、気付かせてくれる作品。
72 みんなの秘密 林真理子 背徳を描いてこその小説、というのもまたひとつの真理ではないでしょうか。
73 九つの、物語 橋本紡 また書いて欲しいし、そのやさしい物語にたくさんの人が触れてくれることを願って。
74 独立記念日 原田マハ 様々な年代の女性たちの葛藤を描いた物語です。男性も読むべきものであろうことは間違いありません。
75 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 東野圭吾が泣かせにくると、さすがの威力!
76 雪沼とその周辺 堀江敏幸 呼吸を整えて、静かな部屋で、ただ物語の中に沈み込む。　　僕はいま雪沼にいる―
77 Moment 本多孝好  死の直前、私は何を思うのだろう。風のようにあなたの頬にふれてみたい。
78 おばちゃんたちのいるところ 松田青子 小さく綺麗にまとまりそうな話がどんどん混沌としていく。あれー?と思って読んでいる自分がまた痛快。
79 悟浄出立 万城目学 集団を形成すると誰もが自分の役回りを演じるものですが…　　気を抜くな!いまスポットが当たっているのはきみだ!!
80 ⾧い⾧い殺人 宮部みゆき コミカルにしてシリアス、ミステリアス!そんな組み合わせで小説書ける作家、この人以外いないでしょう。
81 夢見通りの人々 宮本輝 人間というのは残念ながら、そんなにわかりやすいものでも、収まりの良いものでもないんです。だからおもしろいのでしょう。
82 光媒の花 道尾秀介 こんな傑作書いてしまって、道尾さんこの後どうするんですか!と書店員として本当に心配になった作品。
83 むかしのはなし 三浦しをん 昔話に込められた意図というのは、いつの時代の誰にとっても当てはまるということですね。
84 望郷 湊かなえ 作品の過激さや愛憎の部分　ばかりを取り上げられがちですが、丹念としか言いようのないドラマがあってのものです。
85 ヨハネスブルグの天使たち 宮内悠介 伊藤計劃の喪失をずっと引きずっていた僕をある意味救ってくれた作品です。
86 たった、それだけ 宮下奈都 『羊と鋼の森』は確かにいいです。でも、こちらが僕にとってのベストだと声を大にして言いたい。
87 玉磨き 三崎亜記 決して染まらない「三崎亜記」というジャンルの小説だけがくれる読み心地。
88 星々の舟 村山由佳 生きるとは抗えない波が止めどなく押し寄せる大海に小舟を出しているようなものなのです。
89 クラスメイツ〈前期〉 森絵都 特別だと思ったあの子の特別は別にいて、その子の特別が君だったりする。こともある。
90 クラスメイツ〈後期〉 森絵都 森絵都さんは読者全員の先生なのだと思う。
91 宵山万華鏡 森見登美彦 京都×あやかし×青春という　エレメントは森見登美彦の文章という媒介がなければ、融合しない。
92 ラビット病 山田詠美  装うということをしない山田さんの作品は、山田詠美にしか書けない。
93 プラナリ 山本文緒 寄り添うことって実はそんななま易しいことではないですが、山本さんの作品にはそういう覚悟のようなものを感じます。
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94 フリン 椰月美智子 タイトルの語感が現代にそぐわないのは間違いないのですが…それが理由で埋もれるのはもったいないです。
95 あまからカルテット 柚木麻子 読んで、お腹を空かせて、食卓の話題にのぼって笑顔になる。小説の立派な効能です。
96 初恋温泉 吉田修一 タイトルはちょっと甘い恋模様を期待させますが、ドライな目線の人間観察に湯冷めなどなさいませぬよう。
97 第三の時効 横山秀夫 横山秀夫が読者の信頼と共に絶対的なチャンプとして君臨し続ける理由を余すところなく詰め込んだ作品。
98 人ノ町 詠坂雄二 ときに挿し込まれる文明論のような示唆によって、物語をより理解したいと思って、ついつい夜を明かしてしまうのが難点です
99 憤死 綿矢りさ このテーマでチープなホラーやミステリーに陥らないのはさすが。ところで、世にも奇妙な物語って昔の方が怖かったですよね?
100 深泥丘奇談 綾辻行人 恐怖は解体された時点である程度腑に落ちしてしまうもの。だからこの作品はたちが悪いんです!
101 厭な小説 京極夏彦  人という存在を冷静且つ精緻に描写したら、こういう作品になりました、というのが実は著者の思いなのかもしれない。人は厭なものです。
102 幻坂 有栖川有栖 さすが、有栖川有栖という引き出しの多さ。
103 はむ・はたる 連作時代小説 西條奈加  人情系の時代ものもちゃんとおもしろい!と喧伝してまわりたい。それがはむ・はたる。
104 七つの会議 池井戸潤 舞台や登場人物は異なっても、カッと胸を熱くさせてくれる、という点で裏切られたことはありません。
105 化石少女 麻耶雄嵩 麻耶さんのベストかというと、そんなことはない　笑　でも、それは他の水準が高過ぎるからというだけの話。
106 永遠の森 博物館惑星 菅浩江 著者の美に対する価値観がひたすら眩い作品集。まるで宝石のショーケースを眺めているかのよう。
107 妙なる技の乙女たち 小川一水 カウンターカルチャーとしてのSFではなく、メインカルチャーとしてのSF、王道としてのSF作品。
108 アイの物語 山本弘 SF的お仕事小説。求人広告で目にする日もそう遠くないのかもしれません。
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