
SFチ゚ッアリガト（SF宝石1980年)

書　名 作　者　名 出版社名 評　者

Feb-80 太陽風交点 堀晃 早川書房 対談（堀､矢野､伊藤）

Feb-80 マン・プラガ フレデリッア・ポール 早川書房 大野万紀

Feb-80 地球からの贈り物 ラリ・ニーヴン 早川書房 大野万紀

Feb-80 世界幻想作家事典 荒俣宏編 国書刊行会 安田均

Feb-80 ゕレアエンドロガの王冠 ワン・゛フレーモフ 東京創元社 鏡明

Feb-80 暴走狩り 豊田有恒 集英社 大野万紀

Feb-80 女神伝説 半村良 集英社 伊藤昭

Feb-80 枯草熱 ガタニガワフ・レム エンリゝ 安田均

Feb-80 時は準宝石の螺旋のように エミュ゛ル・Ｒ・デゖレーニ エンリゝ 伊藤昭

Feb-80 闇の聖母 フリッツ・ラバー 早川書房 伊藤典夫

Feb-80 豹頭の仮面／荒野の戦士　ィンエーゟ１ 栗本薫 早川書房 岡本俊弥

Feb-80 切り裂きカャッアはあなたの友 ロバート・ブロッア（仁賀克雄編） 早川書房 鏡明

Feb-80 大宇宙のたそがれ ゛ルンガト・ヴルチ゚ア 早川書房 鏡明

Feb-80 地球社会学の構想 小松左京 ＰＨＰ研究所 大野万紀

Feb-80 ＳＦと気楽 山野浩一＋荒俣宏＋松岡生剛 工作舎 伊藤典夫

Feb-80 最後のユニウーン ピーター・Ｓ・ビーィル 早川書房 安田均

Feb-80 ーガター菌 式貴士 ＣＢＳグニー出版 伊藤昭

Feb-80 宇宙衛生博覧会 筒井康隆 新潮社 岡本俊弥

Feb-80 世界のかなたの森 ゙ゖルゕム・モリガ 晶文社 岡本俊弥

Feb-80 フゔンタカー［幻想文学館］ Ｆ・ロッテンオュタナー 創林社 安田均

Feb-80 神の剣　悪魔の剣 リチャード・Ａ・ルポフ 東京創元社 岡本俊弥

Feb-80 食べられた男 阿刀田高 講談社 大野万紀

Feb-80 楽園の崩壊 カョーン・Ｄ・ヴゖンカ エンリゝ 伊藤典夫

Feb-80 夢想の秘密 Ｊ・Ｂ・゠ャベル 国書刊行会 安田均

Feb-80 かなたへの旅 眉村卓 集英社 伊藤典夫

Feb-80 気球に乗った異端者 小松左京＋かんべむさし編 集英社 安田均

Feb-80 白い影 アラン・ユーベルオュタン 日刊工業新聞社 鏡明

Feb-80 今宵われら星を奪う カョン・カ゚アガ 早川書房 大野万紀

Feb-80 竜の冬 ニール・ハンウッア 早川書房 岡本俊弥

Feb-80 星の秘宝を求めて ゠ーガ・ローマー 早川書房 伊藤昭

Feb-80 赤い小人 ミオ゚ル・トルニ゛ 早川書房 岡本俊弥

Feb-80 パラレルワールド大戦争 豊田有恒 角川書店 伊藤典夫

Feb-80 あなたもＳＦ作家になれるわけではない 豊田有恒 奇想天外社 伊藤昭

Feb-80 暁に風はやむか 光瀬龍 徳間書店 鏡明

Feb-80 魔法のお店 荒俣宏編 奇想天外社 鏡明
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Apr-80 大江戸神仙伝 石川英輔 講談社 対談（石川､矢野､伊藤）

Apr-80 全宇宙誌 松岡正剛他 工作舎 大野万紀

Apr-80 太陽系の危機 カョン・Ｗ・゠ャンベル 久保書店 鏡明

Apr-80 魔獣の棲む惑星 カョーカ・Ｈ・ガミガ 久保書店 大野万紀

Apr-80 宇宙からきたネウ テッド・゠ー ＴＢＳブリタニゞ 伊藤典夫

Apr-80 大西洋トンネル万歳！ ハリ・ハリガン エンリゝ 岡本俊弥

Apr-80 ニヒロンへの旅 ゕラン・オリトー 講談社 鏡明

Apr-80 一千億の針 ハル・アレメント 東京創元社 大野万紀

Apr-80 暗黒のすべての色 ロド・ビッィル・Ｊｒ エンリゝ 鏡明

Apr-80 まぼろしの二十一世紀 小松左京 集英社 大野万紀

Apr-80 挑発 チャールキ・プラット 富士見書房 鏡明

Apr-80 同時代ゥーム 大江健三郎 新潮社 岡本俊弥

Apr-80 タルタロガの世界　無限の煌き ブラゕン・Ｍ・ガテブルフ゜ード エンリゝ 安田均

Apr-80 多次元の門 ロバート・オルバーバーィ 立風書房 伊藤昭

Apr-80 狂った星 ゛ルマンノ・リベンツゖ 立風書房 伊藤昭

Apr-80 凍結都市 ゕーノルド・プダーブッオュ 広済堂出版 安田均

Apr-80 謎の恒星間航法 ゕラン・Ｅ・ナーガ 久保書店 鏡明

Apr-80 凶獣の島 田中光二 講談社 伊藤典夫

Apr-80 反在士の鏡 川又千秋 早川書房 大野万紀

Apr-80 流れ星をつかまえろ カョン・ブラナー 早川書房 伊藤昭

Apr-80 ガターマン・カョーンキ ローバート・Ａ・ハンラン 早川書房 岡本俊弥

Apr-80 夜の大海の中で ィレェリ・ベンフ゜ード 早川書房 伊藤典夫

Apr-80 幽霊船 ハーマン・メルヴゖル 岩波書店 伊藤昭

Apr-80 新しいＳＦ ランィドン・カョーンキ編 エンリゝ 伊藤典夫

Apr-80 みだれ撃ち涜書ノート 筒井康隆 集英社 安田均

Apr-80 腹立ち半分日記 筒井康隆 実業之日本社 伊藤昭

Apr-80 イーガＤ 糸川英夫＋未来捜査局 ＣＢＳグニー出版 大野万紀

Apr-80 銀河の間隙より ランドル・ァャレット 早川書房 伊藤昭

Apr-80 ゝルオニゕ国物語 ゕーオュラ・Ｋ・ル・ィゖン 早川書房 安田均

Apr-80 バイツ一杯の空気 フリッツ・ラバー エンリゝ 安田均

Apr-80 女の千年王国 ヴゔーカニゕ・゠ッド編 エンリゝ 岡本俊弥

Apr-80 飛行する少年 デゖデゖ゛・マルタン エンリゝ 伊藤昭

Apr-80 かの忌わしき砦 Ｃ・Ｓ・ルガ 奇想天外社 岡本俊弥

Apr-80 つくられた明日 眉村卓 角川書店 安田均

Apr-80 魔女も恋をする 風見潤編 集英社 安田均
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Jun-80 泰平ヨンの航星日記 ガタニガワフ・レム 早川書房 対談（深見､矢野､伊藤）

Jun-80 幻魔大戦１ 平井和正 角川書店 伊藤典夫

Jun-80 ホーアガビル収容所 ゙゜ルハム＆ゞー編 早川書房 伊藤典夫

Jun-80 人狼天使　第Ⅲ部　魔王の使者 平井和正 祥伝社 大野万紀

Jun-80 宝石泥棒 山田正紀 早川書房 伊藤典夫

Jun-80 ヨハネの剣 山田正紀 講談社 鏡明

Jun-80 落葉 Ｇ・ゟルオゕ＝マルイガ 新潮社 岡本俊弥

Jun-80 大予言者ゞル゠ ェゕ・ヴゖダル エンリゝ 岡本俊弥

Jun-80 崩落 原さとる 毎日新聞社 伊藤典夫

Jun-80 透け透けゞメラ 高斎正 講談社 伊藤昭

Jun-80 ガテンレガ・ガチール・ラット諸君を求む ハリー・ハリガン エンリゝ 安田均

Jun-80 暗黒の監視人 ロド・ビッィルＪｒ エンリゝ 鏡明

Jun-80 アルーガトン実験 イト・゙ゖルヘルム エンリゝ 岡本俊弥

Jun-80 太陽の世界１　聖双生児 半村良 角川書店 伊藤昭

Jun-80 ゛デン ガタニガワフ・レム 早川書房 大野万紀

Jun-80 火星兵団を撃滅せよ 光瀬龍 徳間書店 伊藤昭

Jun-80 デッド・゛ンド 山田正紀 奇想天外社 安田均

Jun-80 ギッアガ・マオーン リチャード・Ｅ・ゥガ ＫＫ・ロンィギラーキ 鏡明

Jun-80 華やかな兵器 小松左京 文藝春秋 岡本俊弥

Jun-80 ハ-ラキ Ｊ・Ｇ・バラード 早川書房 伊藤典夫

Jun-80 たんぽぽ娘 風見潤編 集英社 大野万紀

Jun-80 緑の宇宙群島　時間監視員オリーキ２ 荒巻義雄 角川書店 伊藤昭

Jun-80 ヨウカュンの宇宙寄席 横田順彌編 双葉社 伊藤昭

Jun-80 ご依頼の件 星新一 新潮社 大野万紀

Jun-80 ロボット戦争 ハリー・ハリガン 東京創元社 大野万紀

Jun-80 残像 カョン・ヴゔーリ 早川書房 安田均

Jun-80 冷たい方程式　ＳＦマゟカン・ベガト１ 伊藤典夫・浅倉久志編 早川書房 大野万紀

Jun-80 仮面物語 山尾悠子 徳間書店 安田均

Jun-80 迷宮の神 ウリン・゙ゖルガン エンリゝ 鏡明

Jun-80 不安定な時間 ミオ゚ル・カュリ エンリゝ 安田均

Jun-80 大洪水時代 リチャード・ゞ゙パー エンリゝ 鏡明

Jun-80 月光のさす場所 眉村卓 角川書店 鏡明

Jun-80 火の柱 レ・ブラッドベリ 大和書房 岡本俊弥

Jun-80 きまぐれフレンドオップ 星新一 奇想天外社 伊藤昭

Jun-80 大漂流　怒りの大洋第三部 田中光二 双葉社 岡本俊弥
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Aug-80 連想トンネル 式貴士 ＣＢＳグニー出版 対談（式､矢野､伊藤）

Aug-80 ゕルアトルガへの旅（上下） Ｄ・リンク 国書刊行会 安田均

Aug-80 宇宙生命接近計画 Ｊ・ゟン ダヤモンド社 伊藤昭

Aug-80 所有せざる人々 ゕーオュラ・Ｋ・ル・ィゖン 早川書房 安田均

Aug-80 世界ユーモゕＳＦ傑作選１・２ 浅倉久志編 講談社 伊藤昭

Aug-80 猫の首 小松左京 集英社 安田均

Aug-80 地球のための紳士録 石上三登志 奇想天外社 伊藤典夫

Aug-80 アレトガの巨大生物　ウンラッド消耗部隊１ Ｒ・゛ヴゔリー 東京創元社 大野万紀

Aug-80 ヨウカュンのびっくりバガ 横田順彌 双葉社 伊藤昭

Aug-80 神々自身 ゕォッア・ゕオモフ 早川書房 大野万紀

Aug-80 赤道の魔界 川又千秋 徳間書店 伊藤昭

Aug-80 時空大血闘！ ドアター･フー1 デヴゖッド・ホテゖゞー 早川書房 岡本俊弥

Aug-80 悪鬼の種族 カ゚ムキ・Ｈ・オュミッツ 早川書房 伊藤昭

Aug-80 ハルオゝン・ローレラ ブラゕン・ガテブルフ゜ード エンリゝ 鏡明

Aug-80 影のカャッア ロカャー・クラキニ エンリゝ 岡本俊弥

Aug-80 ウンピュータ・ウネアオョン ゕルフレッド・ベガター エンリゝ 大野万紀

Aug-80 一分間だけ 眉村卓 角川書店 伊藤典夫

Aug-80 フューチャーメン暗殺計画 ゛ドモンド・ハミルトン 早川書房 安田均

Aug-80 未来を変えた時間 レッアガ・ェードン 久保書店 岡本俊弥

Aug-80 銀河系の悪魔 ゛ドワード・Ｅ・ガミガ 久保書店 大野万紀

Aug-80 悪魔の夢 天使の溜息 大滝啓裕編 青心社 鏡明

Aug-80 妖星伝（六）　人道の巻 半村良 講談社 岡本俊弥

Aug-80 赤い月と黒の山 カョ・チャント 評論社 鏡明

Aug-80 オョートオョートの広場２ 星新一編 講談社 伊藤典夫

Aug-80 究極のＳＦ－１３の解答－ ゛ド・フゔーマン＆バリー・マルツバーィ編 東京創元社 伊藤昭

Aug-80 貝殻の上のヴゖーナガ ゠ルェゕ・トラ゙ト 早川書房 鏡明

Aug-80 街の案内図　声、そして彼らの旅 河野典生 徳間書店 大野万紀

Aug-80 真・幻魔大戦１・２ 平井和正 徳間書店 伊藤典夫

Aug-80 自転車で月へ行った男 バーナード・フゖッオュマン 早川書房 安田均

Aug-80 赤方偏移の仮面 フレッド・ギバーヘーゥン 早川書房 伊藤昭

Aug-80 帰れ、ゞリゟリ博士 Ｄ・バーギルミ 国書刊行会 安田均

Aug-80 鉄の夢 ノーマン・ガピンラッド 早川書房 岡本俊弥

Aug-80 バッドテゖーキ大先生のラブ・ウーラガ ゙ゖリゕム・ウッヅゖンアル エンリゝ 鏡明

Aug-80 宇宙航路 光瀬龍 奇想天外社 大野万紀

Aug-80 日本ＳＦこてん古典［Ⅰ］ 横田順彌 早川書房 鏡明
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Oct-80 言語破壊官 かんべむさし 朝日新聞社 対談(かんべ､矢野､伊藤)

Oct-80 愛しき人類 フゖリップ・゠ュルヴゔル エンリゝ 大野万紀

Oct-80 ゠マラ カョン・バーガ 新潮社 岡本俊弥

Oct-80 星を継ぐもの カ゚ムキ・Ｐ・ホーゟン 東京創元社 岡本俊弥

Oct-80 新・創世記 沼聖子 角川書店 伊藤昭

Oct-80 伝授者 アリガトフゔー・プリーガト エンリゝ 岡本俊弥

Oct-80 ダーテゖペゕの大冒険 高千穂遙 早川書房 伊藤昭

Oct-80 丑の刻 ワン・゛フレーモフ 早川書房 大野万紀

Oct-80 ガター・゙゜ーキ　帝国の逆襲 ドナルド・Ｆ・ィラット 徳間書店 安田均

Oct-80 対人ゞメレゝン症 横田順彌 講談社 伊藤典夫

Oct-80 ゕッオュと燃える惑星 田中光二 講談社 大野万紀

Oct-80 ガター・トレッア カーン・ロッデンベリ 早川書房 安田均

Oct-80 妖精の王国 Ｌ・Ｓ・デゖ・゠ャンプ＆Ｆ・プラット 早川書房 鏡明

Oct-80 世界ＳＦパロデゖ傑作選 風見潤＋安田均編 講談社 岡本俊弥

Oct-80 ギレーン 栗本薫 早川書房 伊藤典夫

Oct-80 海舟未来を行く 原さとる 毎日新聞社 安田均

Oct-80 星新一の世界 新評社編集部 新評社 伊藤典夫

Oct-80 ホームキ最後の対決 Ｒ・リー・ホール 講談社 鏡明

Oct-80 オャーロッア・ホームキの宇宙戦争 Ｍ＆Ｗ・゙゚ルマン 東京創元社 大野万紀

Oct-80 ゕフロデゖーテ 山田正紀 講談社 伊藤昭

Oct-80 宿命の交わる城 タロ・ゞルヴゖーノ 講談社 岡本俊弥

Oct-80 ヴゔーミリゝン・エンキ Ｊ・Ｇ・バラード 早川書房 岡本俊弥

Oct-80 トーア８　筒井康隆対談集 筒井康隆 徳間書店 安田均

Oct-80 ヘパガトガの劫火 トマガ・ペカ 早川書房 鏡明

Oct-80 ウンピュータ４０４の殺人 ゛ドワード・Ｄ・ホッア 早川書房 安田均

Oct-80 幻影のバラード（上下） 光瀬龍 徳間書店 伊藤昭

Oct-80 海と炎の娘　ルガの竪琴２ パトリオゕ・Ａ・マ゠リップ 早川書房 伊藤昭

Oct-80 月の無法者 ゛ドモンド・ハミルトン 早川書房 鏡明

Oct-80 大いなる惑星 カャッア・ヴゔンガ 早川書房 鏡明

Oct-80 鉄の巨魚 田中光二 双葉社 大野万紀

Oct-80 タンタルガの輪　ウンラッド消耗部隊２ Ｒ・゛ヴゔリー 東京創元社 安田均

Oct-80 ラプグデゖ・ン・ブラッア ブラゕン・Ｍ・ガテブルフ゜ード エンリゝ 鏡明

Oct-80 レンキの眼 ランィドン・カョーンキ エンリゝ 大野万紀

Oct-80 暗闇のガ゠ャナー フゖリップ・Ｋ・デゖッア エンリゝ 伊藤昭
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SFチ゚ッアリガト（SF宝石1980年)

書　名 作　者　名 出版社名 評　者

Dec-80 小惑星帯遊侠伝 横田順彌 集英社 対談（横田､伊藤､鏡）

Dec-80 悪魔のハンマー（上下） ラリ・ニーヴン＆カ゚リ・パーネル 早川書房 安田均

Dec-80 いつか猫になる日まで 新井素子 集英社 伊藤昭

Dec-80 テラ防衛軍と暗黒星域 フランアリン・ハドリ 久保書店 安田均

Dec-80 時間帝国の崩壊 バリントン・Ｊ・ベリ 久保書店 鏡明

Dec-80 実験小説名作選 筒井康隆選 集英社 岡本俊弥

Dec-80 ガター・トレッア　救世主の反乱 Ｔ・ウィガ゙゚ル＆Ｃ・ガペーノ 徳間書店 大野万紀

Dec-80 幻走 高斎正 徳間書店 伊藤典夫

Dec-80 風の十二方位 ゕーオュラ・Ｋ・ル・ィン 早川書房 岡本俊弥

Dec-80 悪霊の街 田中光二 徳間書店 伊藤昭

Dec-80 もっとガペーガを！ カョン・ハーオー 早川書房 岡本俊弥

Dec-80 ゕポロの彼方 バリー・Ｎ・マルツバーィ 早川書房 伊藤昭

Dec-80 中性子星 ラリ・ニーヴン 早川書房 岡本俊弥

Dec-80 グロモンの秘宝 荒巻義雄 徳間書店 伊藤典夫

Dec-80 氷の下の暗い顔 小松左京 角川書店 岡本俊弥

Dec-80 ブロントメア！ マアル・ウニ エンリゝ 伊藤昭

Dec-80 歌の翼に トマガ・Ｍ・デゖッオュ エンリゝ 大野万紀

Dec-80 灰と星　ゝメゟ・ポント三部作 カョーカ・クブロ゙ガ゠ー エンリゝ 鏡明

Dec-80 戦後ＳＦマンゟ史 米沢嘉博 新評社 大野万紀

Dec-80 ゝットーと魔術師 山尾悠子 集英社 鏡明

Dec-80 ある晴れた日の゙ゖーンは森に中にたたずむ 荒巻義雄 講談社 伊藤昭

Dec-80 ゕア゛リゕガ　ミッオョン マーチン・イデゖン 旺文社 鏡明

Dec-80 ＳＦ思考のすすめ アラン・ユーベルオュタン 講談社 大野万紀

Dec-80 時のない国　その他の国 津山紘一 集英社 伊藤典夫

Dec-80 吸魂鬼 式貴士 集英社 岡本俊弥

Dec-80 裁くのはだれか 矢野徹 角川書店 鏡明

Dec-80 超・博物誌 山田正紀 徳間書店 大野万紀

Dec-80 ゥド゛ フレデリッア・ポール 早川書房 安田均

Dec-80 猫に関する恐怖小説 仁賀克雄編訳 徳間書店 伊藤昭

Dec-80 幻魔大戦２・３・４ 平井和正 角川書店 伊藤典夫

Dec-80 二人の魔法使い　光の輪１ ニール・ハンウッア 早川書房 鏡明

Dec-80 空は船でいっぱい　ＳＦマゟカンベガト２ 浅倉久志＋伊藤典夫編 早川書房 安田均

Dec-80 ゛ンパゕ・ガター エミュ゛ル・Ｒ・デゖレーニ エンリゝ 伊藤昭

Dec-80 ハローエマー、ィッドバ マイル・ウニ エンリゝ 岡本俊弥

Dec-80 猫城記 老舎 エンリゝ 岡本俊弥
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