
本の夜会　テーマ「ミステリー」

テーマから連想した、推理もの・探偵もの・怪奇もの・謎解きなどの本を集めました！

●「本の夜会」で紹介された本、紹介された話を収録した本

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 松本清張全集 松本 清張∥著 文藝春秋

2 男たちのワイングラス 　 今野 敏∥著 実業之日本社

3 営繕かるかや怪異譚 　 小野 不由美∥著 KADOKAWA

4 赤い酒場 　 半村 良∥著 出版芸術社

5 怪談・骨董他 小泉八雲∥著 恒文社

6 宝島社

7 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

8 ミステリーの書き方 日本推理作家協会∥編著 幻冬舎

9 　 デボラ　ホプキンソン∥著 あすなろ書房

10 感染地図 　 スティーヴン　ジョンソン∥著 河出書房新社

11 小鳥を愛した容疑者 　 大倉 崇裕∥著 講談社

12 蜂に魅かれた容疑者 大倉 崇裕∥著 講談社

●「ミステリー」をテーマに展示中の本

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 少年少女昭和ミステリ美術館 森 英俊∥編著 平凡社

2 本格ミステリの王国 有栖川 有栖∥著 講談社

3 探偵小説の論理学 小森 健太朗∥著 南雲堂

4 宝島社

5 宝島社

6 宝島社

7 宝島社

8 宝島社

9 推理日記 佐野 洋∥著 潮出版社

令和3年11月～12月　一般展示コーナー図書リスト

918.6/ﾏ/36

F/ｺ/

F/ｵ/

F/ﾊ/

938/ﾊ/10

このミステリーがすごい!　 2021年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/21

F/ｻﾞ/21

901.3/ﾐ/

ブロード街の12日間 933.7/ﾎ/

498.6/ｼﾞ/

F/ｵ/

F/ｵ/

022.5/ｼ/

901.3/ｱ/

901.3/ｺ/

このミステリーがすごい! 2016年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/16

このミステリーがすごい! 2017年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/17

このミステリーがすごい! 2018年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/18

このミステリーがすごい! 2019年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/19

このミステリーがすごい! 2020年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 901.3/ｺ/20

901.3/ｻ/



No. 書名 著者名 出版者 分類

10 本格ミステリ鑑賞術 福井 健太∥著 東京創元社

11 論理仕掛けの奇談 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

12 少年少女のためのミステリー超入門 芦辺 拓∥著 岩崎書店

13 ミステリ国の人々 有栖川 有栖∥著 日本経済新聞出版社

14 本格ミステリ戯作三昧 飯城 勇三∥著 南雲堂

15 マジカル・ヒストリー・ツアー 門井 慶喜∥著 幻戯書房

16 本格力 喜国 雅彦∥著 講談社

17 ミステリ十二か月 北村 薫∥著 中央公論新社

18 文藝春秋∥編 文藝春秋

19 ニアミステリのすすめ 探偵小説研究会∥編著 原書房

20 盤面の敵はどこへ行ったか 法月 綸太郎∥著 講談社

21 ハヤカワ・ミステリ総解説目録 早川書房編集部∥編 早川書房

22 快楽としてのミステリー 丸谷 才一∥著 筑摩書房

23 ミステリマガジン編集部∥編 早川書房

24 綾辻行人と有栖川有栖のミステリ・ジョッキー 綾辻 行人∥編著 講談社

25 綾辻行人と有栖川有栖のミステリ・ジョッキー 綾辻 行人∥編著 講談社

26 怪奇文学大山脈 荒俣 宏∥編纂 東京創元社

27 怪奇文学大山脈 荒俣 宏∥編纂 東京創元社

28 怪奇文学大山脈 荒俣 宏∥編纂 東京創元社

29 短編ミステリの二百年 東京創元社

30 短編ミステリの二百年 東京創元社

31 短編ミステリの二百年 東京創元社

32 短編ミステリの二百年 東京創元社

33 海外篇 杉江 松恋∥編 早川書房

34 国内篇 日下 三蔵∥編 早川書房

35 シークレット 綾辻 行人∥著 光文社

36 江戸川乱歩とその時代 武光 誠∥文

37 怪人江戸川乱歩のコレクション 平井 憲太郎∥著 新潮社

901.3/ﾌ/

902.3/ｱ/

902.3/ｱ/
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902.3/ｲ/

902.3/ｶ/

902.3/ｷ/

902.3/ｷ/

東西ミステリーベスト100 902.3/ﾄ/

902.3/ﾆ/

902.3/ﾉ/

1953年-2003年 902.3/ﾊ/03

902.3/ﾏ/

ミステリが読みたい! 2010年版 902.3/ﾐ/10

908.3/ｱ/1

908.3/ｱ/2

908.3/ｶ/1

908.3/ｶ/2

908.3/ｶ/3

モーム∥[ほか]著 908.3/ﾀ/1

チャンドラー∥[ほか]著 908.3/ﾀ/2

マクロイ∥[ほか]著 908.3/ﾀ/3

リッチー∥[ほか]著 908.3/ﾀ/4

ミステリマガジン700 908.3/ﾐ/

ミステリマガジン700 908.3/ﾐ/

910.2/ｱ/

PHP研究所 910.2/ｴ/

910.2/ｴ/



No. 書名 著者名 出版者 分類

38 乱歩謎解きクロニクル 中 相作∥著 言視舎

39 乱歩と清張 郷原 宏∥著 双葉社

40 江戸川乱歩と横溝正史 中川 右介∥著 集英社

41 変格探偵小説入門 谷口 基∥著 岩波書店

42 東野圭吾全小説ガイドブック 洋泉社

43 ミステリーで読む戦後史 古橋 信孝∥著 平凡社

44 松本清張◎黒の地図帖 平凡社

45 松本清張 平凡社

46 松本清張地図帖 帝国書院編集部∥著 帝国書院

47 湊かなえ読本 洋泉社

48 私がデビューしたころ 東京創元社編集部∥編 東京創元社

49 アガサ・クリスティー完全攻略 霜月 蒼∥著 講談社

50 アガサ・クリスティー百科事典 数藤 康雄∥編 早川書房

51 アガサ・クリスティを訪ねる旅 平井 杏子∥著 大修館書店

52 愛しのアガサ・クリスティー ヒラリー　マカスキル∥著 清流出版

53 シャーロック・ホームズ大図鑑 デイヴィッド　スチュアート　デイヴィーズ∥ほか著 三省堂

54 裏読みシャーロック・ホームズ ドイルの暗号 小林 司∥著 原書房

55 ホームズおもしろ事典 平賀 三郎∥編著 青弓社

56 ホームズなんでも事典 平賀 三郎∥編著 青弓社

57 コナン・ドイル伝 ダニエルスタシャワー∥著 東洋書林

58 ホームズまるわかり事典 平賀 三郎∥編著 青弓社

59 エドガー賞全集 早川書房

60 ミステリアス・ショーケース 早川書房

61 クジャクを愛した容疑者 大倉 崇裕∥著 講談社

62 驚愕遊園地 日本推理作家協会∥編 光文社

63 気分は名探偵 我孫子 武丸∥著 徳間書店

64 金田一耕助に捧ぐ九つの狂想曲 角川書店

65 奇想博物館 日本推理作家協会∥編 光文社
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1990～2007 ローレンス　ブロック∥[ほか]著 933.7/ｴ/1990

デイヴィッド　ゴードン∥[ほか]著 933.7/ﾐ/
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赤川 次郎∥[ほか]著 F/ｷ/

F/ｷ/



No. 書名 著者名 出版者 分類

66 安生 正∥著 宝島社

67 降車編 宝島社

68 乗車編 宝島社

69 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

70 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

71 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

72 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

73 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会∥編 講談社

74 日本推理作家協会∥編 光文社

75 講談社

76 　 光文社

77 　 光文社

78 宝石ザミステリー [1] 　 光文社

79 宝石ザミステリー 　 光文社

80 宝石ザミステリー 　 光文社

81 宝石ザミステリー 　 光文社

82 宝石ザミステリー 　 光文社

83 松本清張ジャンル別作品集 松本 清張∥著 双葉社

84 松本清張ジャンル別作品集 松本 清張∥著 双葉社

85 松本清張ジャンル別作品集 松本 清張∥著 双葉社

86 密室晩餐会 二階堂 黎人∥編 原書房

87 宮辻薬東宮 宮部 みゆき∥著 講談社

88 ミステリ★オールスターズ 本格ミステリ作家クラブ∥編 角川書店

89 モダニズム・ミステリ傑作選 長山 靖生∥編 河出書房新社

このミステリーがすごい!四つの謎 F/ｺ/

5分で読める!ひと駅ストーリー 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 F/ｺﾞ/ｺｳｼｬﾍﾝ

5分で読める!ひと駅ストーリー 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 F/ｺﾞ/ｼﾞｮｳｼｬﾍﾝ
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沈黙の狂詩曲(ラプソディ) F/ﾁ/

7人の名探偵 綾辻 行人∥[著] F/ﾅ/

宝石ザミステリーBlue F/ﾎ/

宝石ザミステリーRed F/ﾎ/
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