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有栖川　有栖／著 乱鴉の島　Ｎｅｖｅｒｍｏｒｅ 新潮社 2006 913.6 アリス

有栖川　有栖／著 女王国の城　（創元クライム・クラブ） 東京創元社 2007 913.6 アリス

伊坂　幸太郎／著 魔王 講談社 2005 913.6 イサカ

伊坂　幸太郎／著 死神の精度 文芸春秋 2005 913.6 イサカ

伊坂　幸太郎／著 ゴールデンスランバー　Ａ　ＭＥＭＯＲＹ 新潮社 2007 913.6 イサカ

石持　浅海／著 扉は閉ざされたまま　（ノン・ノベル） 祥伝社 2005 913.6 イシモ

伊園　旬／著 ブレイクスルー・トライアル 宝島社 2007 913.6 イゾノ

歌野　晶午／著 密室殺人ゲーム２．０　（講談社ノベルス） 講談社 2009 913.6 ウタノ

奥田　英明／著 オリンピックの身代金 角川書店 2008 913.6 オクダ

奥田　英明／著 無理 文芸春秋 2009 913.6 オクダ

乙一／著 銃とチョコレート 講談社 2006 913.6 オツイ

海堂　尊／著 チーム・バチスタの栄光 宝島社 2006 913.6 カイド

霞　流一／著 夕陽はかえる　（ハヤカワ・ミステリワールド） 早川書房 2007 913.6 カスミ

桂　修司／著 呪眼連鎖 宝島社 2008 913.6 カツラ

加藤　廣／著 信長の棺 日本経済新聞社 2005 913.6 カトウ

貴志　祐介／著 新世界より　上 　・　下 講談社 2008 913.6 キシ

北国　浩二／著 リバース 原書房 2009 913.6 キタク

北村　薫／著 ニッポン硬貨の謎　エラリー・クイーン最後の事件 東京創元社 2005 913.6 キタム

北村　薫／著 鷺と雪 文芸春秋 2009 913.6 キタム

京極　夏彦／著 邪魅の雫　特装版（講談社ノベルス） 講談社 2006 913.6 キヨウ

桐野　夏生／著 グロテスク 文芸春秋 2003 913.6 キリノ

近藤　史恵／著 サクリファイス 新潮社 2007 913.6 コンド

今野　敏／著 果断（隠蔽捜査） 新潮社 2007 913.6 コンノ

桜庭　一樹／著 赤朽葉家の伝説 東京創元社 2006 913.6 サクラ

佐々木　譲／著 制服捜査 新潮社 2006 913.6 ササキ

佐々木　譲／著 笑う警官　（ハルキ文庫） 角川春樹事務所 2007 913.6 ササキ

佐々木　譲／著 警官の血　上巻　・　下巻 新潮社 2007 B 913.6 ササキ

佐々木　譲／著 暴雪圏 新潮社 2009 913.6 ササキ

篠田　節子／著 仮想儀礼　Ｔｈｅ　ＳｅｉｓｅｎＳｈｉｎｐｏＫａｉ　Ｃａｓｅ　上・下 新潮社 2008 913.6 シノダ

島田　荘司／著 摩天楼の怪人 東京創元社 2005 913.6 シマダ

高山　聖史／著 当確への布石 宝島社 2007 B 913.6 タカヤ

拓未　司／著 禁断のパンダ 宝島社 2008 913.6 タクミ

多島　斗志之／著 黒百合 東京創元社 2008 913.6 タジマ

柄刀　一／著 密室キングダム 光文社 2007 913.6 ツカト

塔山　郁／著 毒殺魔の教室 宝島社 2009 913.6 トウヤ

中村　啓／著 霊眼 宝島社 2009 913.6 ナカム

西沢　保彦／著 身代わり 幻冬舎 2009 913.6 ニシザ

法月　倫太郎／著 怪盗グリフィン、絶体絶命 講談社 2006ＹＡ 913.6 ノリズ

B …文庫
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＊＊インターネットから本の予約ができます！＊＊

請求記号請求記号請求記号請求記号

今回は「このミステリーがすごい」（宝島社）の入賞作品や「週間文春 傑作ミステリーベス
ト１０」などから過去５年間に出版された小説をご紹介します。

＊＊ここで紹介している本は、すべてかもめ図書館で所蔵している本です。＊＊
＊＊貸出中のときは予約することもできます。＊＊
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原　　／著 愚か者死すべし 早川書房 2004 913.6 ハラ

東川　篤哉／著 ここに死体を捨てないでください 光文社 2009 913.6 ヒガシ

東野　圭吾／著 赤い指 講談社 2006 913.6 ヒガシ

東野　圭吾／著 容疑者Ｘの献身 文芸春秋 2005 913.6 ヒガシ

東野　圭吾／著 聖女の救済 文芸春秋 2008 913.6 ヒガシ

平山　夢明／著 独白するユニバーサル横メルカトル　平山夢明短編集 光文社 2006 913.6 ヒラヤ

広川　純／著 一応の推定 文芸春秋 2006 913.6 ヒロカ

深町　秋生／著 果てしなき渇き 宝島社 2005 913.6 フカマ

福井　晴敏／著 Ｏｐ．ローズダスト　上・下 文芸春秋 2006 913.6 フクイ

藤原　伊織／著 シリウスの道 文芸春秋 2005 913.6 フジワ

古川　日出男／著 ベルカ、吠えないのか？ 文芸春秋 2005 913.6 フルカ

舞城　王太郎／著
ディスコ探偵水曜日　上　・下

新潮社 2008 913.6 マイジ

牧　薩次／著 完全恋愛 マガジンハウス 2008 913.6 マキ

道尾　秀介／著 シャドウ　Who’s　the　Shadow？ 東京創元社 2006 913.6 ミチオ

道尾　秀介／著 ラットマン 光文社 2008 913.6 ミチオ

道尾　秀介／著 カラスの親指 講談社 2008 913.6 ミチオ

道尾　秀介／著 竜神の雨 新潮社 2009 913.6 ミチオ

三津田　信三／著 首無の如き祟るもの　（ミステリー・リーグ） 原書房 2007 913.6 ミツダ

三津田　信三／著 山魔（やまんま）の如き嗤うもの　（ミステリー・リーグ） 原書房 2008 913.6 ミツダ

三原　百合／著 最後の願い 光文社 2005 913.6 ミツハ

宮部　みゆき／著 名もなき毒 幻冬舎 2006 913.6 ミヤベ

宮部　みゆき／著 楽園　上・下 文芸春秋 2007 913.6 ミヤベ

森川　楓子／著 林檎と蛇のゲーム 宝島社 2008 913.6 モリカ

薬丸　岳／著 天使のナイフ 講談社 2005 913.6 ヤクマ

柳　広司／著 ジョーカー・ゲーム 角川書店 2008 913.6 ヤナギ

柳　広司／著 ダブル・ジョーカー 角川書店 2009 913.6 ヤナギ

山下　貴光／著 屋上ミサイル 宝島社 2009 913.6 ヤマシ

横山　秀夫／著 震度０ 朝日新聞社 2005 913.6 ヨコヤ

柚月　裕子／著 臨床心理 宝島社 2009 913.6 ユズキ

米沢　穂信／著 犬はどこだ　（ミステリ・フロンティア） 東京創元社 2005 913.6 ヨネザ

米沢　穂信／著 インシテミル 文迎春秋 2007 913.6 ヨネザ

米沢　穂信／著 追想五断章 集英社 2009 913.6 ヨネザ

米沢　穂信／著 秋期限定栗きんとん事件　上・下　（創元推理文庫） 東京創元社 2009 913.6 ヨネザ

カズオ・イシグロ／著 わたしを離さないで 早川書房 2006 B 933 イシグ

スタンリイ・エリン／著 最後の一壜　スタンリイ・エリン短篇集　 早川書房 2005 933 エリン

マイクル・コナリー／著 暗く聖なる夜　上・下　（講談社文庫） 講談社 2005 B 933 コナリ

トム・ロブ・スミス／著 チャイルド４４　上・下（新潮文庫） 新潮社 2008 B 933 スミス

ジェフリー・ディーヴァー／著 獣たちの庭園　（文春文庫） 文芸春秋 2005 933 デイバ

ジェフリー・ディーヴァー／著 １２番目のカード　（リンカーン・ライムシリーズ　６） 文芸春秋 2006 B 933 デイバ

ジェフリー・ディーヴァー／著 ウォッチメイカー　（リンカーン・ライムシリーズ　７） 文芸春秋 2007 933 デイバ

ロバート・トゥーイ／著 物しか書けなかった物書き　（ＫＡＷＡＤＥ　ＭＹＳＴＥＲＹ） 河出書房新社 2007 933 トウイ

ローリー・リン・ドラモン／著 あなたに不利な証拠として 早川書房 2006 933 ドラモ

Ｔ．ジェファーソン・パーカー／著 カリフォルニア・ガール　（Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ） 早川書房 2005 933 パカ

アダム・ファウアー／著 数学的にありえない　上・下 文芸春秋 2006 B 933 フアウ

スティーヴ・ホッケンスミ／著 荒野のホームズ　（ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ）早川書房 2008 933 ホツケ

ジャック・リッチー／著 クライム・マシン　（晶文社ミステリ） 晶文社 2005 933 リツチ

デニス・ルヘイン／著 運命の日　上・下　（Ｈａｙａｋａｗａ　Ｎｏｖｅｌｓ） 早川書房 2008 933 ルヘイ

ポール・アルテ／著 狂人の部屋　（ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ　ツイスト博士シリーズ） 早川書房 2007 B 953 アルテ

カルロス・ルイス・サフォ／著 風の影　上・下（集英社文庫） 集英社 2006 963 サフオ

B …文庫


