
奥田北分館　7月展示リスト（合同展示）：名探偵とナゾとき
展示期間　令和元年7月1日（月）～7月31日（水）

番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 ロング・グッドバイ
レイモンド・チャンドラー/著 村上 春樹/
訳

早川書房 2007.3 933.7

2 シャーロック・ホームズ全集 9
アーサー・コナン・ドイル/著 小林 司/訳
東山 あかね/訳

河出書房新社 2002.1 933.6

3 警視庁文書捜査官 麻見/和史‖著 KADOKAWA 2015.1 F

4 7人の名探偵 新本格30周年記念アンソロジー
綾辻/行人‖[著] 歌野/晶午‖[著] 法月/綸
太郎‖[著]

講談社 2017.9 F

5 杉下右京のアリバイ 碇/卯人‖著 朝日新聞出版 2014.7 F

6 名探偵の証明 市川/哲也‖著 東京創元社 2013.10 F

7 風の盆幻想 内田 康夫/著 幻冬舎 2005.9 F

8 萩殺人事件 内田 康夫/著 光文社 2012.10 F

9 影絵の騎士 大沢 在昌/著 集英社 2007.6 F

10 銃とチョコレート 乙一/著 講談社 2006.5 F

11 玻璃の天 北村 薫/著 文芸春秋 2007.4 F

12 鍵のかかった部屋 貴志 祐介/著 角川書店 2011.7 F

13 リベルタスの寓話 島田 荘司/著 講談社 2007.10 F
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

14 少年探偵 小路/幸也‖著 ポプラ社 2015.1 F

15 神津恭介の予言 高木 彬光/著 出版芸術社 1994.9 F

16 名探偵登場!
筒井/康隆‖著 町田/康‖著 津村/記久子‖
著

講談社 2014.4 F

17 淀君の謎 中村雅楽推理手帖 戸板 康二/著 講談社 1983.9 F

18 消失グラデーション 長沢 樹/著 角川書店 2011.9 F

19 探偵三影潤全集 1 仁木 悦子/著 出版芸術社 2005.2 F

20 京都駅0番ホームの危険な乗客たち 西村 京太郎/著 角川書店 2010.3 F

21 キングを探せ 法月 綸太郎/著 講談社 2011.12 F

22 探偵ガリレオ 東野 圭吾/著 文芸春秋 1998.5 F

23 ベスト本格ミステリ 2018 本格ミステリ作家クラブ‖選・編 講談社 2018.6 F

24 誰か 宮部 みゆき/著 実業之日本社 2003.11 F

25 THE名探偵 ミステリーアンソロジー 山前/譲‖編 江戸川/乱歩‖[ほか著] 有楽出版社 2014.9 F
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

26 サッカク探偵団 [1] 藤江/じゅん‖作 ヨシタケ/シンスケ‖絵 KADOKAWA 2015.7 K913

27 たんたのたんてい 中川 李枝子/さく 山脇 百合子/え 学研教育出版 1975.3 K913

28 ネコのホームズ 南部 和也/作 YUJI/絵 理論社 2009.7 K913

29 ムジナ探偵局 富安 陽子/作 おかべ りか/画 童心社 1999.3 K913

30 めいたんていポアロン 名画のひみつを追え! 三田村 信行/作 大沢 幸子/絵 講談社 2011.11 K913

31 わんわん探偵団 杉山 亮/作 廣川/沙映子‖絵 偕成社 2002.7 K913

32 真夜中の電話 謎解き物語 赤川/次郎‖著 汐文社 2017.12 K913

33 明智小五郎 江戸川/乱歩‖著 汐文社 2017.2 K913

34 ぬすまれたダイヤのなぞ
ディビッド・アドラー/作 かんどり のぶお
/訳 たるいし まこ/絵

国土社 1984.8 K933

35 シャーロック・ホームズ 01 コナン・ドイル/作 岡本 正樹/絵 岩崎書店 2011.3 K933

36 オリエント急行殺人事件 改訂
アガサ・クリスティ/作 神鳥 統夫/文 照井
葉月/絵

ポプラ社 2004.9 K933

37 きえた犬のえ
マージョリー・W.シャーマット‖ぶん マーク・
シーモント‖え 光吉/夏弥‖やく

大日本図書 2014.4 K933

38 ベイカー少年探偵団 1 アンソニー・リード/著 池 央耿/訳 評論社 2007.12 K933

39 ミルトン屋敷の謎
エニード・ブライトン/作 三津村 卓/[ほ
か]訳

実業之日本社 2002.12 K933
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

40 少年弁護士セオの事件簿 1 ジョン・グリシャム/作 石崎 洋司/訳 岩崎書店 2011.9 K933

41 名探偵カマキリと5つの怪事件
ウィリアム・コツウィンクル/著 浅倉 久志
/訳

早川書房 2002.11 K933

42 ミステリーは芸術を愛する
エラリー・クイーン/[ほか]著 赤木 かん子
/編

ポプラ社 2007.3 K933

43 かさじおやぶんいっけんらくちゃく! 苅田/澄子‖作 つちだ/のぶこ‖絵 小学館 2017.5 E

44 コーギビルのゆうかい事件
ターシャ・テューダー/絵・文 食野 雅子/
訳

メディアファクトリー 2001.6 E

45 たんていネズミハーメリン ミニ・グレイ‖さく 灰島/かり‖やく フレーベル館 2014.11 E

46 としょかんたんていゆめきちくん
J-B.バロニアン/ぶん L.L.アファノ/え 佐
藤 見果夢/やく

評論社 1999.11 E

47 ネルはいぬのめいたんてい
ジュリア・ドナルドソン‖ぶん サラ・オギ
ルヴィー‖え 福本/友美子‖やく

BL出版 2018.2 E

48 ぼくとポチのたんてい手帳 きたやま ようこ/作 理論社 2001.4 E

49 ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山/円香‖作 あかね書房 2017.5 E

50 リンゴちゃんのおきにいり ベネディクト・ゲチエ/作 野崎 歓/訳 クレヨンハウス 2010.10 E
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