
～ちょっと不思議な事件から難事件まで～

☆推理・ミステリー小説☆　展示リスト

書名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 降矢木すぴかと魔の洋館事件 講談社

2 月蝕姫のキス 　理論社

3 放課後の名探偵 　東京創元社

4 真行寺美琴のぬいぐるみ事件簿 　ポプラ社

5 華麗なる絵魂術師の面倒事

6 華麗なる絵魂術師の面倒事　その２

7 　理論社

8 捜し物屋まやま 　集英社

9 片想い探偵追掛日菜子 　幻冬舎

10 英国紅茶預言師 小学館

11 英国紅茶預言師 古城の悪魔 小学館

12 放課後はミステリーとともに 　実業之日本社

13 青春探偵ハルヤ 　東京創元社

14 猫入りチョコレート事件 　ポプラ社

15 老子収集狂事件 　ポプラ社

16 　ディスカヴァー・トゥエンティワン

17 　ポプラ社

18 　ポプラ社

19 福まねき寺にいらっしゃい 　ポプラ社

20 漱石先生の事件簿 　理論社

21 港町ヨコハマ異人館の秘密 　あすなろ書房

22 眼鏡屋は消えた 　東京創元社

23 天才ジョニーの秘密 　評論社

24 死の影の谷間 　評論社

25 闇のダイヤモンド 　評論社

26 魔女の愛した子 　理論社

27 とざされた時間のかなた 　評論社

28 深く、暗く、冷たい場所 　評論社

29 ラスト★ショット 　評論社

30 スピニー通りの秘密の絵 　あすなろ書房

31 ウルフ谷の兄弟 　評論社

32 暗闇のファントム 　静山社

33 マデックの罠 　評論社

34 沈黙の殺人者 　評論社

35 危険ないとこ 　評論社

36 沈黙を破る者 　河出書房新社

37 サンタクロース殺人事件 　晶文社

38 天国でまた会おう　上 　早川書房

39 天国でまた会おう　下 　早川書房

40 ベラスケスの十字の謎 　徳間書店

　芦辺 拓/著 Y  F   /ｱ        

　芦辺 拓/著 Y  F　 /ｱ

　市川 哲也/著 Y  F 　/ｲ       

　飯田 雪子/著 Y  F   /ｲ       

　尾嵜 橘音/著 　KADOKAWA Y　F   /ｵ 

　尾嵜 橘音/著 　KADOKAWA Y  F   /ｵ /2       

ABCDEFG殺人事件 　鯨 統一郎/著 Y  F   /ｸ     

　木原 音瀬/著 Y  F   /ｺ        

　辻堂 ゆめ/著 Y  F   /ﾂ      

七海 花音/著 Y  F   /ﾅ /1

七海 花音/著 Y  F   /ﾅ /2

　東川 篤哉/著 Y  F　 /ﾋ     

　福田 栄一/著 Y  F   /ﾌ     

　藤野 恵美/著 Y  F   /ﾌ      

　藤野 恵美/著 Y  F   /ﾌ   

メンヘラ刑事(でか) 　本田 晴巳/著 Y  F　 /ﾎ         

招運来福!まねき猫事件ノート 　水生 大海/著 Y  F 　/ﾐ           

千福万来!まねき猫事件ノート 　水生 大海/著 Y　F 　/ﾐ   

　緑川 聖司/著 Y　F   /ﾐ     

　柳 広司/著 Y  F   /ﾔ

　山崎 洋子/著 Y　F   /ﾔ  

　山田 彩人/著 Y  F   /ﾔ     

　エレナー  アップデール/著 Y  933.7  /ｱ        

　ロバート　C.オブライエン/著 Y  933.7  /ｵ

　キャロライン　B.クーニー/著 Y  933.7  /ｸ   

　マイケル　グルーバー/著 Y  933.7  /ｸﾞ         

　ロイス　ダンカン/著 Y  933.7  /ﾀﾞ      

　メアリー　D.ハーン/著 Y  933.7  /ﾊ      

　ジョン　ファインスタイン/著 Y　933.7  /ﾌ     

　L.M.フィッツジェラルド/著 Y  933.7  /ﾌ 

　デーナ　ブルッキンズ/著 Y  933.7  /ﾌﾞ       

　イアン　ベック/著 Y  933.7  /ﾍﾞ     

　ロブ　ホワイト/著 Y　933.7  /ﾎ        

　ダンディ　デイリー　マコール/著 Y  933.7  /ﾏ     

　ナンシー　ワーリン/著 Y  933.7  /ﾜ

　メヒティルト　ボルマン/著 Y  943.7  /ﾎﾞ      

　ピエール　ヴェリー/著 Y  953.7  /ﾍﾞ       

　ピエール　ルメートル/著 Y  953.7  /ﾙ /1

　ピエール　ルメートル/著 Y　953.7  /ﾙ /2  

　エリアセル　カンシーノ/著 Y  963　 /ｶ



☆このミステリーがすごい！大賞作品☆

書名 　著者名 　出版者 　請求記号

41 四日間の奇蹟 　宝島社

42 神の値段 　宝島社

43 特命指揮官　警視庁捜査二課・郷間綾香 　宝島社

44 ブラック・ヴィーナス 　宝島社

45 禁断のパンダ 　宝島社

46 トギオ 　宝島社

47 さよならドビュッシー 　宝島社

48 女王はかえらない 　宝島社

49 屋上ミサイル 　宝島社

　浅倉　卓弥/著 Y  F  /ｱ        

　一色 さゆり/著 F  /ｲ        

　梶永　正史/著 F  /ｶ        

　城山 真一/著 F  /ｼ  

　拓未 司/著 F  /ﾀ       

　太朗 想史郎/著 F  /ﾀ       

　中山 七里/著 Y  F  /ﾅ       

　降田　天/著 Y  F  /ﾌ

　山下 貴光/著 F  /ﾔ 

☆推理・ミステリー小説シリーズ作品☆

書名 　著者名 　出版者 　請求記号 シリーズ名

50 　講談社 三姉妹探偵団

51 　理論社

52 　角川書店 櫻子さんの足下には死体が埋まっている

53 　角川書店 心霊探偵八雲

54 　角川書店

55 犯罪心理分析班・八木小春

56 　集英社 東京バンドワゴン

57

58 　集英社 異人館画廊

59 　集英社 宝石商リチャード氏の謎鑑定

60 女学生探偵シリーズ

61 　小学館 謎解きはディナーのあとで

62 　角川書店

63 　アスキー・メディアワークス ビブリア古書堂の事件手帖

64 　講談社 名探偵三途川理

65 　アスキー・メディアワークス 探偵★日暮旅人シリーズ

66 　岩崎書店 少年弁護士セオの事件簿

67 　評論社 ベイカー少年探偵団

三姉妹探偵団　　　             　 計25冊 　赤川 次郎/著 Y  F   /ｱ        

オチケン!                               計3冊 　大倉 崇裕/著 Y  F  /ｵ      オチケン!

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 計15冊 　太田 紫織/著 Y  F  /ｵ/1

心霊探偵八雲　                 　　計18冊 　神永 学/著 Y　F  /ｶ /1

GOSICK-ゴシック-　　　　　　　　 　計17冊 　桜庭 一樹/著 Y  F　/ｻ     GOSICK-ゴシック-

オイディプスの檻　　　　　　　　　　　計3冊 　佐藤 青南/著 　KADOKAWA B  F  /ｻ

東京バンドワゴン　　　　　　　　　 　計14冊 　小路 幸也/著 F　 /ｼ        

ぼくら!花中探偵クラブ　　　　　　　　計6冊 　田島 みるく/著 　PHP研究所 Y  F  /ﾀ     ぼくら!花中探偵クラブ

異人館画廊　　　　　　　　　　 　　 計5冊 　谷 瑞恵/著 Y  F  /ﾀ /1  

宝石商リチャード氏の謎鑑定 　　 計9冊 　辻村 七子/著 Y  F  /ﾂ /1  

女学生探偵と偏屈作家　　　　　 計4冊 　てにをは/著 　KADOKAWA Y  F  /ﾃ      

謎解きはディナーのあとで　　　　　 計3冊 　東川 篤哉/著 Y  F  /ﾋ        

万能鑑定士Qの推理劇　　　　　  計4冊 　松岡 圭祐/著 Y　F  /ﾏ /1 万能鑑定士Qの推理劇

ビブリア古書堂の事件手帖　　　   計8冊 　三上 延/著 Y　F  /ミ/1

スノーホワイト　　　　　　　　　　　 　計5冊 　森川 智喜/著 Y  F　/ﾓ      

探偵★日暮旅人の探し物　　   　計10冊 　山口 幸三郎/著 Y  F　/ﾔ     

少年弁護士セオの事件簿　　　　 計6冊 　ジョン　グリシャム/著 Y  933.7  /ｸﾞ /1

ベイカー少年探偵団　　　　　　　　計6冊 　アンソニー  リード/著 Y  933.7  /ﾘ/1


