
異次元の館の殺人 芦辺 拓 光文社 913.6アシベ

死神の浮力 伊坂 幸太郎 文藝春秋 913.6イサカ

深紅の碑文　上・下 上田 早夕里 早川書房 913.6ウエダ

B（ビリヤード）ハナブサへようこそ 内山 純 東京創元社 913.6ウチヤ

幻夏 太田 愛 KADOKAWA 913.6オオタ

密室蒐集家 大山 誠一郎 原書房 913.6オオヤ

黒龍荘の惨劇 岡田 秀文 光文社 913.6オカダ

フライプレイ! 霞 流一 原書房 913.6カスミ

シャーロック・ホームズの蒐集 北原 尚彦 東京創元社 913.6キタハ

冷たい太陽 鯨 統一郎 原書房 913.6クジラ

後妻業 黒川 博行 文藝春秋 913.6クロカ

道徳の時間 呉 勝浩 講談社 913.6ゴ

アリス殺し 小林 泰三 東京創元社 913.6コバヤ

サナキの森 彩藤 アザミ 新潮社 913.6サイド

代官山コールドケース 佐々木 譲 文藝春秋 913.6ササキ

リバーサイド・チルドレン 梓崎 優 東京創元社 913.6シザキ

検察側の罪人 雫井 脩介 文藝春秋 913.6シズク

闇に香る噓 下村 敦史 講談社 913.6シモム

襲名犯 竹吉 優輔 講談社 913.6タケヨ

機龍警察未亡旅団 月村 了衛 早川書房 913.6ツキム

土漠の花 月村 了衛 幻冬舎 913.6ツキム

金色機械 恒川 光太郎 文藝春秋 913.6ツネカ

教場 長岡 弘樹 小学館 913.6ナガオ

去年の冬、きみと別れ 中村 文則 幻冬舎 913.6ナカム

テミスの剣 中山 七里 文藝春秋 913.6ナカヤ

ノックス・マシン 法月 綸太郎 角川書店 913.6ノリズ

屋上のウインドノーツ 額賀 澪 文藝春秋 913.6ヌカガ

絶叫 葉真中 顕 光文社 913.6ハマナ

ロスト・ケア 葉真中 顕 光文社 913.6ハマナ

○○○○○○○○殺人事件 早坂 吝 講談社 913.6ハヤサ

               　 携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            
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今回は、さまざまなミステリー賞の受賞作品や候補作からのご紹介です。

巧妙なトリックに騙されたり、衝撃の結末に息をのんだりと秋の夜長にミステリーの

世界に浸ってみてはいかがですか。映画化された作品もご紹介しています。

クリスマスの朝、雪の校庭に急降下した14

歳。その死は校舎に眠っていた悪意を揺り

醒ました。匿名の告発状、新たな殺人計画。

マスコミの過剰報道、連鎖する犠牲者。

死体は何を仕掛けたのか? 全3部作。

人を殺め、静かに刑期を終えた妻の

本当の動機とは-。交番勤務の警官や

在外ビジネスマンなど切実に生きる

人々が遭遇する6つの奇妙な事件を

描いた王道的ミステリの短編集。

『ソロモンの偽証 』

宮部 みゆき/著

新潮社

『満願』

米澤 穂信 /著

新潮社
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虚ろな十字架 東野 圭吾 光文社 913.6ヒガシ

祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 913.6ヒガシ

夢幻花 東野 圭吾 PHP研究所 913.6ヒガシ

ブラックライダー 東山 彰良 新潮社 913.6ヒガシ

流 東山 彰良 講談社 913.6ヒガシ

神様の裏の顔 藤崎 翔 KADOKAWA 913.6フジサ

女王はかえらない 降田 天 宝島社 913.6フルタ

さよなら神様 麻耶 雄嵩 文藝春秋 　913.6マヤ

貘の檻 道尾 秀介 新潮社 913.6ミチオ

アルモニカ・ディアボリカ 皆川 博子 早川書房 913.6ミナガ

ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 913.6ミヤベ

神の子　上・下 薬丸 岳 光文社 913.6ヤクマ

百年法　上・下 山田 宗樹 角川書店 913.6ヤマダ

怒り 吉田 修一 中央公論新社 913.6ヨシダ

満願 米澤 穂信 新潮社 913.6ヨネザ

リカーシブル 米澤 穂信 新潮社 913.6ヨネザ

小さな異邦人 連城 三紀彦 文藝春秋 913.6レンジ

女王 連城 三紀彦 講談社 913.6レンジ

地上最後の刑事 ベン　H.ウィンタース 早川書房 933ウイン

カッコウの呼び声　上・下　私立探偵コーモラン・ストライク ロバート　ガルブレイス 講談社 933ガルブ

11/22/63　上・下 スティーヴン　キング 文藝春秋 933キング

シスターズ・ブラザーズ パトリック　デウィット 東京創元社 933デウイ

終わりの感覚 ジュリアン　バーンズ 新潮社 933バンズ

黒い瞳のブロンド ベンジャミン　ブラック 早川書房 933ブラツ

ピルグリム　全3巻 テリー　ヘイズ 早川書房 Ｂ 933ヘイズ

時限紙幣　ゴーストマン ロジャー　ホッブズ 文藝春秋 933ホッブ

秘密　上・下 ケイト　モートン 東京創元社 933モトン

ジャック・リッチーのあの手この手 ジャック　リッチー 早川書房 933リツチ

誰よりも狙われた男 ジョン　ル　カレ 早川書房 933ルカレ

夜に生きる デニス　ルヘイン 早川書房 933レヘイ

北京から来た男　上・下 ヘニング　マンケル 東京創元社 949.8マンケ

ハリー・クバート事件　上・下 ジョエル　ディケール 東京創元社 953デイケ

その女アレックス ピエール　ルメートル 文藝春秋 Ｂ 953ルメト

映画化された作品

四日間の奇蹟 浅倉 卓弥 宝島社 913.6アサク

Another 綾辻 行人 角川書店 913.6アヤツ

ゴールデンスランバー 伊坂 幸太郎 新潮社 913.6イサカ

イニシエーション・ラブ 乾　 くるみ 原書房 913.6イヌイ

チーム・バチスタの栄光 海堂 尊 宝島社 913.6カイド

悪の教典　上・下 貴志 祐介 文藝春秋 913.6キシ

魍魎の匣 京極 夏彦 講談社 913.6キヨウ

笑う警官 佐々木 譲 角川春樹事務所 B 913.6ササキ

デンデラ 佐藤 友哉 新潮社 913.6サトウ

犯人に告ぐ 雫井 脩介 双葉社 913.6シズク

脳男 首藤 瓜於 講談社 913.6シユド

アマルフィ 真保 裕一 扶桑社 913.6シンポ

１３階段 高野 和明 講談社  B 913.6タカノ

マークスの山 高村 薫 早川書房 913.6タカム

容疑者Xの献身 東野 圭吾 文藝春秋 913.6ヒガシ

謎解きはディナーのあとで　1～3 東川 篤哉 小学館 913.6ヒガシ

ストロベリーナイト 誉田 哲也 光文社 913.6ホンダ

プリンセス・トヨトミ 万城目 学 文藝春秋 913.6マキメ

万能鑑定士Q 松岡 圭祐 角川書店 913.6マツオ

告白 湊　 かなえ 双葉社 913.6ミナト

ソロモンの偽証　全3巻 宮部 みゆき 新潮社 913.6ミヤベ

ジョーカー・ゲーム 柳 広司 角川書店 913.6ヤナギ

パズル 山田 悠介 角川書店 YA913.6ヤマダ

悪人 吉田 修一 朝日新聞社 913.6ヨシダ

ＹＡ…ヤングアダルト　Ｂ…文庫


