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日本のミステリー小説

medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼／著 講談社 2019.9 F00-95/ﾒﾃ19/ 0015041809

透明人間は密室に潜む 阿津川 辰海／著 光文社 2020.4 F01-304/ﾄｳ20/ 0015269806

十角館の殺人 綾辻 行人／著 講談社 2017.9 F02-14/ｼﾕ17/1 0014203988

屍人荘の殺人 今村 昌弘／著 東京創元社 2017.10 F08-109/ｼｼ17/ 0014127526

アリバイ崩し承ります 大山 誠一郎／著 実業之日本社 2018.9 F12-149/ｱﾘ18/ 0014517924

涙香迷宮 竹本 健治／著 講談社 2016.3 F46-21/ﾙｲ16/ 0013429576

たかが殺人じゃないか　昭和24年の推理小説 辻 真先／著 東京創元社 2020.5 F53-45/ﾀｶ20/ 0015323991

それまでの明日 原 尞／著 早川書房 2018.3 F68-15/ｿﾚ18/ 0014348767

王とサーカス 米澤 穂信／著 東京創元社 2015.7 F94-7/ｵｳ15/ 0013113279

海外のミステリー小説

13・67
陳 浩基／著、天
野 健太郎／訳

文藝春秋 2017.9 923.7/ﾁﾝ17/ 0014109664

おしゃべり時計の秘密
フランク・グルー
バー／著、白須
清美／訳

論創社 2019.5 933.7/ｸﾙ19/ 0014941108

ストーンサークルの殺人
M.W.クレイヴン／
著　東野 さやか
／訳

早川書房 2020.9 B933.7/ｸﾚ20/ 0015583750

そしてミランダを殺す
ピーター・スワン
ソン／著、務台
夏子／訳

東京創元社 2018.2 B933.7/ｽﾜ18/ 0014370555

そして医師も死す
D.M.ディヴァイン
／著、山田 蘭／
訳

東京創元社 2015.1 B933.7/ﾃｲ15/ 0012964383

ささやく真実
ヘレン・マクロイ
／著、駒月 雅子
／訳

東京創元社 2016.8 B933.7/ﾏｸ19/ 0015020191

その裁きは死
アンソニー・ホロ
ヴィッツ／著、山
田 蘭／訳

東京創元社 2020.9 B933.7/ﾎﾛ20/ 0015546534

過ぎ去りし世界
デニス・ルヘイン
／著、加賀山 卓
朗／訳

早川書房 2016.4 933.7/ﾚﾍ16/ 0013469218

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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ミステリー好きのためのブックガイド

このミステリーがすごい!　2021年版　2020年のミステ
リー&エンターテインメントベスト20

『このミステリー
がすごい!』編集
部／編

宝島社 2020.12 901.3/ﾍﾂ92/2021 0015549074

本格ミステリ戯作三昧　贋作と評論で描く本格ミステ
リ十五の魅力

飯城 勇三／著 南雲堂 2017.12 902.3/ｲｲ18/ 0014275804

本格力　本棚探偵のミステリ・ブックガイド
喜国 雅彦、国樹
由香／著

講談社 2016.11 902.3/ｷｸ16/ 0013714506

書評七福神が選ぶ、絶対読み逃せない翻訳ミステリ
ベスト　2011-2020

書評七福神／編
著、川出 正樹／
著

書肆侃侃房 2021.5 902.3/ｼﾖ21/2011 0015772940

本格ミステリ・ベスト10　2021
探偵小説研究会
／編著

原書房 2020.12
910.264/ﾀﾝ04/
2021

0015678766

乱歩賞特集 講談社 2019.9 910.264/ﾗﾝ19/ 0015045388

ザ・ベストミステリーズ　2020　推理小説年鑑
日本推理作家協
会／編、矢樹 純
／[ほか著]

講談社 2020.10 913.6/58/2020 0015370349

ミステリー作家や作品について知る

真夜中のミステリー読本
藤原 宰太郎、藤
原 遊子／著

論創社 2019.12 901.3/ﾌｼ20/ 0015116700

ミステリ国の人々 有栖川 有栖／著
日本経済新聞
出版社

2017.5 902.3/ｱﾘ17/ 0014003859

ホームズと推理小説の時代 中尾 真理／著 筑摩書房 2018.3 B902.3/ﾄｲ18/ 0014375745

日本探偵小説を知る　一五〇年の愉楽
押野 武志、谷口
基／編著

北海道大学出
版会

2018.3 910.26/ｵｼ18/ 0014352488

トラベル・ミステリー聖地巡礼 佳多山 大地／著 双葉社 2019.9 B910.26/ｶﾀ19/ 0014643423

本格ミステリの本流　本格ミステリ大賞20年を読み
解く

南雲堂／編、浅
木原 忍／著

南雲堂 2020.12 910.264/ﾅﾝ20/ 0015673981

探偵小説の黄金時代　現代探偵小説を生んだ作家
たちの秘密

マーティン・エド
ワーズ／著、森
英俊／訳

国書刊行会 2018.10 930.27/ｴﾄ18/ 0014728802

北米探偵小説論21 野崎 六助／[著] インスクリプト 2020.6 930.29/ﾉｻ20/ 0015230659

ミステリー小説を書いてみる

ミステリーの書き方　シナリオから小説まで、いきな
りコツがつかめる17のレッスン

柏田 道夫／著 言視舎 2021.2 901.27/ｶｼ21/ 0015746605

書きたい人のためのミステリ入門 新井 久幸／著 新潮社 2020.12 901.307/ｱﾗ21/ 0015702061

何がなんでもミステリー作家になりたい! 鈴木 輝一郎／著 河出書房新社 2019.1 901.307/ｽｽ19/ 0014831978

物語を書く人のための推敲入門
ラリー・ブルック
ス、大久保 ゆう
／訳

フィルムアート
社

2019.10 901.307/ﾌﾙ19/ 0015061542

マナーはいらない　小説の書きかた講座 三浦 しをん／著 集英社 2020.11 901.307/ﾐｳ20/ 0015645799

書く人はここで躓く!　作家が明かす小説の「作り方」 宮原 昭夫／著 河出書房新社 2016.12 901.307/ﾐﾔ17/ 0013764279

創作講座 料理を作るように小説を書こう 山本 弘／著 東京創元社 2021.4 901.307/ﾔﾏ21/ 0015791916

ミステリー小説を書くコツと裏ワザ 若桜木 虔／著 青春出版社 2016.6 901.307/ﾜｶ16/ 0013508122
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