
第1章　日本のミステリー小説の歴史

黎明期～戦前
No 新聞名 請求記号/所蔵者 館外貸出

1
読売新聞附録　電子資料
[複製パネル]　（ヨミダス歴史館）

-

No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

2 楊牙児奇談[複製パネル]
神田 孝平∥訳
成島　柳北∥編

中川鉄次郎 1886
国立国会図書館デジ
タルコレクション

3 校訂大岡政談 博文館編輯局∥校訂 博文館 1906 081/ﾃ2/43

4
中国古典文学大系39
『棠陰比事』

桂 万栄∥編 平凡社 1969 928/ﾁ3/39 〇

5 法庭[廷]の美人[複製パネル] 黒岩 涙香∥訳述 小説館 1889
国立国会図書館デジ
タルコレクション

6
日本ミステリーの一世紀 上
『無惨』

長谷部 史親∥編
縄田 一男∥編

広済堂出版 1995.5  913.68/ﾆﾎ/1 〇

7 日本探偵小説全集 第14篇 - 改造社 1929.10 918.6/ﾆ11/1-14

8 日本探偵小説全集 第20篇 - 改造社 1929.6 918.6/ﾆ11/1-20

9 世界大衆文学全集 第30巻 - 改造社 1929 908/ｾ12/30

10 明治大正昭和文学全集 第56巻 - 春陽堂 1931 918.6/ﾒ1/56

11
現代大衆文学全集第11巻
『半七捕物帳』

岡本 綺堂∥著 平凡社  1929 910.8/ｹﾞ4/11

12
国民之友 第4巻第37-44号合冊
『探偵ユーベル』

- 民友社 1889 S051/ｺ2

13 丌言丌語 尾崎 紅葉∥作 岩波書店 1989 913.6/ｵ16/2

14
新青年傑作選 1
『二銭銅貨』

横溝 正史∥著者代表 立風書房 1977 908.3/ｼ2/1-1 〇

15
現代推理小説大系 1
『陰獣』

江戸川 乱歩∥著 講談社 1972 913.6/ｹﾞ5/1 〇

16 江戸川乱歩全集 1～7 江戸川 乱歩∥[著] 講談社 1978
918.6/ｴ5/1-1～
1-7

〇

17 幻影城 江戸川 乱歩∥著 岩谷書店 1951 904/ｴ1/1-1

18 探偵小説四十年 江戸川 乱歩∥著 桃源社 1961 913/ｴ1/1 〇

19
新潮日本文学アルバム 41
江戸川乱歩

- 新潮社 1993.10 910.26/ｼ15/41 〇

戦中・戦後～
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

20
江戸川乱歩全集　5
『芋虫』

江戸川 乱歩∥著 講談社 1978.12 918.6/ｴ5/1-5 〇

21
時代小説・十二人のヒーロー
『人形佐七捕物帳』

縄田 一男∥編 新潮社 1990.11 913.6/ｼﾞ7/13 〇

22 横溝正史読本
横溝　正史∥〔著〕
小林　信彦∥編

角川書店 1976 910.28/ﾖ9/2 〇

23
大衆文学大系 25
『鬼火』

横溝 正史∥〔ほか〕著 講談社 1973 918.6/ﾀ14/25 〇

24
現代推理小説大系 4
『本陣殺人事件』

横溝 正史∥著 講談社 1972 913.6/ｹﾞ5/4 〇

25
横溝正史自選集 1
『蝶々殺人事件』

横溝 正史∥著 出版芸術社 2006.12 913.6/ﾖｺ/1 〇

26
横溝正史自選集 2
『獄門島』

横溝 正史∥著 出版芸術社 2007.2 913.6/ﾖｺ/2 〇

27
ミステリーの魔術師 高木彬光没
後10年特別展

青森県近代文学館∥編集 青森県近代文学館 2005.7 910.268/ﾐｽ 〇

28
現代推理小説大系 6
『刺青殺人事件』

高木 彬光∥著 講談社 1972 913.6/ｹﾞ5/6 〇

29 能面殺人事件 高木 彬光∥著 光文社 2006.2 913.6/ﾀｶ 〇

30 樹のごときもの歩く 坂口安吾　高木彬光∥著 浪速書房 1963 913.6/ｻ12/3 〇

内容
明治20年12月14日
竹の舎主人(饗庭篁村)意訳『ルーモルグの人殺し』
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No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

31
新日本文学全集 21
『破戒裁判』

高木 彬光∥著 集英社 1964 918.6/ｼﾝ/21 〇

32
松本清張
昭和と生きた、最後の文豪

- 平凡社 2006.6 910.268/ﾏﾂ 〇

33
昭和文学全集 1
『或る「小倉日記」伝』

松本 清張∥著 角川書店 1961 918.6/ｼ3/2-1

34
小説新潮 第9巻 第16号
『張込み』

松本 清張∥著 新潮社 1955 S910/ｼ3

35 黒い手帖 随筆 松本 清張∥〔著〕 中央公論社 1979 914.6/ﾏ9/1 〇

36 点と線 松本 清張∥著    光文社 2005.12 913.6/ﾏﾂ 〇

37 松本清張◎黒の地図帖 - 平凡社 2010.3 910.268/ﾏﾂ 〇

38 松本清張全集 1～6 松本 清張∥著 文藝春秋 1971
918.6/ﾏ3/1-1～
1-6

〇

39
松本清張全集 13
『黒い福音』

松本 清張∥著 文藝春秋 1972.2 918.6/ﾏ3/2-13 〇

40 猫は知っていた 仁木 悦子∥著 講談社 1975 913.6/ﾆ7/11 〇

41 赤い猫 仁木 悦子∥著 立風書房 1981.6 913.6/ﾆｷ 〇

第2章　岩手のミステリー作家たち

野村 胡堂
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

42 オール読物 第1巻第1号 - 文芸春秋 1931.4 S/910/ｵ1/1-1

43 オール読物 昭和28年8月特別号 - 文芸春秋新社 1953.8 K/913/ﾉ1/81

44 面白倶楽部　昭和24年8月号 - 光文社 1949.8 K/913/ﾉ1/80

45
悪魔の顔　探偵花房一郎のノー
トより（1）

野村　胡堂∥著 愛翠書房 1949.1 K/913/ﾉ1/18

46
踊る美人像　探偵花房一郎の
ノートより（2）

野村　胡堂∥著 愛翠書房 1949.2 K/913/ﾉ1/48

47 銭形平次捕物全集　第1巻 野村　胡堂∥著 同光社磯部書房 1953.5 K/913/ﾉ1/4-1

48 長篇銭形平次捕物控 野村　胡堂∥著 春陽堂 1950.1 K/913/ﾉ1/2

49 銭形平次捕物百話　第1巻 野村　胡堂∥著 丌破書房 1945.12 K/913/ﾉ1/13-1

50 池田大助捕物日記 野村　胡堂∥著 開明社 1948.10 K/913/ﾉ1/15

51 池田大助捕物帖 野村　胡堂∥著 世界社 1949.12 K/913/ﾉ1/37

52 天才不力丹沢格之進捕物帳 野村　胡堂∥著 静思社 1947.4 K/913/ﾉ1/41

53 野村胡堂名作捕物帖 野村　胡堂∥著 矢貴書店 1950.5 K/913/ﾉ1/12-2ｲ

54 花嫁殺害　捕物小説選集 野村　胡堂∥著 新橋文庫 1948.4 K/913/ﾉ1/38

55 野村胡堂探偵小説全集
野村　胡堂∥著
末國　善己∥編

作品社 2007.4 K/913.6/ﾉﾑ 〇

中津 文彦
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

56 黄金流砂 中津　文彦∥著 講談社 1982.9 K/913/ﾅ2/1 〇

57 七人の共犯者 中津　文彦∥著
カドカワ・ノベ
ルズ

1985.6 K/913/ﾅ2/10

58
野生時代　第12巻第4号
(昭和60年4月号）

- 角川書店 1985.4 K/913/ﾅ2/11

59 小説推理　昭和62年5月号 - 双葉社 1987.5 K/913/ﾅ2/26

60 はぐれ古九谷の殺人 中津　文彦∥著 双葉社 1988.7 K/913/ﾅ2/41

61 こまち田沢湖殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2003.9 K/913.6/ﾅｶ 〇
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No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

62 翔んでもない殺人 中津　文彦∥著 角川書店 1984.9 K/913/ﾅ2/24

63 とやま地獄谷殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2005.11 K/913.6/ﾅｶ 〇

64 しなの千曲川殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2006.5 K/913.6/ﾅｶ 〇

65 さぬき金毘羅殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2006.12 K/913.6/ﾅｶ 〇

66 つがる弘前城殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2007.5 K/913.6/ﾅｶ 〇

67 あずさ松本駅殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2007.12 K/913.6/ﾅｶ 〇

68 ほくと五稜郭殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2008.5 K/913.6/ﾅｶ 〇

69 えちご恋人岬殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2008.12 K/913.6/ﾅｶ 〇

70 させぼ西海橋殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2009.5 K/913.6/ﾅｶ 〇

71 ねむろ風蓮湖殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2010.5 K/913.6/ﾅｶ 〇

72 びわこ由美浜殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2012.2 K/913.6/ﾅｶ 〇

73 亥ノ子の誘拐　塙保己一推理帖 中津　文彦∥著 光文社 2009.12 K/913.6/ﾅｶ 〇

74 枕絵の陥し穴　塙保己一推理帖 中津　文彦∥著 光文社 2010.1 K/913.6/ﾅｶ 〇

75 つるべ心中の怪　塙保己一推理帖 中津　文彦∥著 光文社 2010.10 K/913.6/ﾅｶ 〇

高橋 克彦
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

76 写楽殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1983.9 K/913/ﾀ5/1 〇

77 北斎殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1986.12 K/913/ﾀ5/6 〇

78 広重殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1989.6 K/913/ﾀ5/23 〇

79 ドールズ　闇から来た少女 高橋　克彦∥著 中央公論社 1987.5 K/913/ﾀ5/8 〇

80 ドールズ 高橋　克彦∥著 角川書店 1997.8 K/913.6/ﾀｶ 〇

81 ドールズ最終章　夜の誘い 高橋　克彦∥著 KADOKAWA 2013.12 K/913.6/ﾀｶ 〇

82 倫敦暗殺搭 高橋　克彦∥著 講談社 1985.3 K/913/ﾀ5/13

83
パンドラ・ケース
よみがえる殺人

高橋　克彦∥著 文藝春秋 1988.11 K/913/ﾀ5/18 〇

84 歌麿殺贋事件 高橋　克彦∥著 講談社 1988.4 K/913/ﾀ5/14

85
春信殺人事件
美術探偵仙堂耿介

高橋　克彦∥著 光文社 1991.3 K/913/ﾀ5/46

86 完四郎広目手控 高橋　克彦∥著 集英社 1998.8 K/913･6/ﾀｶ 〇

87 ゴッホ殺人事件　上・下 高橋　克彦∥著 講談社 2002.5 K/913.6/ﾀｶ/1～2 〇

柚月 裕子
No 新聞名 請求記号 館外貸出

88 山形新聞（原紙） -

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

89 孤狼の血 柚月　裕子∥著 KADOKAWA 2015.8 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

90 臨床真理 柚月　裕子∥著 宝島社 2009.1 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

91 最後の証人 柚月　裕子∥著 宝島社 2010.5 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

92 検事の本懐 柚月　裕子∥著 宝島社 2011.11 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

93 検事の本懐 柚月　裕子∥著 宝島社 2012.11 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

平成19年10月21日
山新文学賞入選作『待ち人』

内容
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No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

94 検事の死命 柚月　裕子∥著 宝島社 2013.9 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

北上　秋彦
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

1 種の終焉(おわり) 北上 秋彦∥著 祥伝社 1997.4 K/913.6/ｷﾀ 〇

2 種の復活 北上 秋彦∥著 祥伝社
1998.6

K/913.6/ｷﾀ 〇

3 クラッシュ・ゲーム 北上 秋彦∥著 講談社 1997.9 K/913.6/ｷﾀ 〇

4 謀略軌道 新幹線最終指令 北上 秋彦∥著 角川書店 1998.12 K/913.6/ｷﾀ 〇

5 戒厳令1999 北上 秋彦∥著 光文社 1999.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

6 火炎都市 北上 秋彦∥著 実業之日本社 2004.8 K/913.6/ｷﾀ 〇

7 鬼哭青山遙かなり 北上 秋彦∥著 日本放送出版協会 2005.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

8 現場痕 北上 秋彦∥著 実業之日本社 2015.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

斎藤　純
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

9 モナリザの微笑(ほほえみ) 斎藤 純∥著 新潮社 2000.3 K/913.6/ｻｲ 〇

10 テニス、そして殺人者のタンゴ 斎藤 純∥著 講談社 1988.6 K/913/ｻ7/2 〇

11 百万ドルの幻聴(メロディ) 斎藤 純∥著 新潮社 1993.12 K/913/ｻ7/6 〇

12 ル・ジタン 斎藤 純∥著 双葉社 1994.7 K/913/ｻ7/7 〇

13 恋太郎、危機一発 斎藤 純∥著 スコラ 1994.11 K/913/ｻ7/8

14 ダガー 虚幻の刃 斎藤 純∥著 実業之日本社 1997.9 K/913.6/ｻｲ 〇

15 銀輪の覇者 斎藤 純∥著 早川書房 2004.6 K/913.6/ｻｲ 〇

平谷　美樹
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

16 エンデュミオンエンデュミオン 平谷 美樹∥著 角川春樹事務所 2000.6 K/913.6/ﾋﾗ 〇

17 エリ・エリ 平谷 美樹∥著 角川春樹事務所 2000.12 K/913.6/ﾋﾗ 〇

18 採薬使佐平次 平谷 美樹∥著 角川書店 2013.2 K/913.6/ﾋﾗ 〇

19 将軍の象 採薬使佐平次 平谷 美樹∥著 角川書店 2013.9 K/913.6/ﾋﾗ 〇

20 吉祥の誘惑 採薬使佐平次 平谷 美樹∥著 KADOKAWA 2013.11 K/913.6/ﾋﾗ 〇

21
小(リトル)倫敦の幽霊 居留地同
心・凌之介秘帖

平谷 美樹∥著 講談社 2014.3 K/913.6/ﾋﾗ 〇

22 蘭学探偵岩永淳庵 海坊主と河童 平谷 美樹∥著 実業之日本社 2014.8 K/913.6/ﾋﾗ 〇

23 蘭学探偵岩永淳庵 幽霊と若侍 平谷 美樹∥著 実業之日本社 2015.6 K/913.6/ﾋﾗ/2 〇

24 ユーディットⅩⅢ 平谷 美樹∥著 東京創元社 2012.5 K/913.6/ﾋﾗ 〇

大村　友貴美
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

25 首挽村の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2007.6 K/913.6/ｵｵ 〇

26 死墓島の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2008.8 K/913.6/ｵｵ 〇

27 霧の塔の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2009.9 K/913.6/ｵｵ 〇
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No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

28
前世探偵カフェ・フロリアンの
華麗な推理

大村 友貴美∥著 角川書店 2012.12 K/913.6/ｵｵ 〇

29 存在しなかった男 大村 友貴美∥著 角川書店 2013.9 K/913.6/ｵｵ 〇

30
犯罪に向かない男 警視庁捜査一
誯田楽心太の事件簿

大村 友貴美∥著 角川書店 2013.1 K/913.6/ｵｵ 〇

31
奇妙な遺産 村主准教授のミステ
リアスな講座

大村 友貴美∥著 光文社 2014.9 K/913.6/ｵｵ 〇

沢木　冬吾
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

32 愛こそすべて、と愚か者は言った 沢木 冬吾∥著 新潮社 1999.1 K/913.6/ｻﾜ 〇

33 償いの椅子 沢木 冬吾∥著 角川書店 2003.4 K/913.6/ｻﾜ 〇

34
天国の扉 ノッキング・オン・
ヘヴンズ・ドア

沢木 冬吾∥著 角川書店 2006.1 K/913.6/ｻﾜ 〇

35 ライオンの冬 沢木 冬吾∥著 角川書店 2008.3 K/913.6/ｻﾜ 〇

36 握りしめた欠片 沢木 冬吾∥著 角川書店 2009.9 K/913.6/ｻﾜ 〇

37 約束の森 沢木 冬吾∥著 角川書店 2012.2 K/913.6/ｻﾜ 〇

沢村　鐡
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

38
フェイスレス 警視庁墨田署刑事
誯特命担当・一柳美結

沢村 鐵∥著 中央公論新社 2013.6 K/913.6/ｻﾜ 〇

39 スカイハイ 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2013.9 K/913.6/ｻﾜ 〇

40 ネメシス 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2014.2 K/913.6/ｻﾜ 〇

41 シュラ 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2014.7 K/913.6/ｻﾜ 〇

42
クラン 警視庁捜査一誯・晴山旭
の密命 1

沢村 鐵∥著 中央公論新社 2015.7 K/913.6/ｻﾜ/1 〇

北山　猛邦
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

43 『クロック城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2002.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

44 『アリス・ミラー城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2003.5 K/913.6/ｷﾀ 〇

45 『ギロチン城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2005.2 K/913.6/ｷﾀ 〇

46 『瑠璃城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2008.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

47 少年検閲官 北山 猛邦∥著 東京創元社 2007.1 K/913.6/ｷﾀ 〇

48 踊るジョーカー 北山 猛邦∥著 東京創元社 2008.11 K/913.6/ｷﾀ 〇

49 密室から黒猫を取り出す方法 北山 猛邦∥著 東京創元社 2009.8 K/913.6/ｷﾀ 〇

50 私たちが星座を盗んだ理由 北山 猛邦∥著 講談社 2011.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

51 猫柳十一弦の後悔 丌可能犯罪定数 北山 猛邦∥著 講談社 2011.12 K/913.6/ｷﾀ 〇

52 猫柳十一弦の失敗 探偵助手五箇条 北山 猛邦∥著 講談社 2013.1 K/913.6/ｷﾀ 〇

53 人魚姫 探偵グリムの手稿 北山 猛邦∥著 徳間書店 2016.1 K/913.6/ｷﾀ

54 人外境ロマンス 北山 猛邦∥著 角川書店 2013.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

55 オルゴーリェンヌ 北山 猛邦∥著 東京創元社 2014.11 K/913.6/ｷﾀ 〇

彩藤　アザミ
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

56 サナキの森 彩藤 アザミ∥著 新潮社 2015.1 K/913.6/ｻｲ 〇

57 樹液少女 彩藤 アザミ∥著 新潮社 2016.1 K/913.6/ｻｲ
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ミステリー小説の歴史に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 物語日本推理小説史 郷原 宏∥著 講談社 2010.11  910.26/ｺﾞｳ 〇

2 明治の探偵小説 伊藤 秀雄∥著 晶文社 1986.10  910.26/ｲ17/1 〇

3 ミステリー最高傑作はこれだ! ミステリー研究21∥編 青春出版社 2004.7  902.3/ﾐｽ 〇

4 日本探偵小説論 野崎 六助∥著 水声社 2010.10  910.263/ﾉｻﾞ 〇

5 江戸川乱歩 評論と研究 中島　河太郎∥編 講談社 1980.6  910.28/ｴ3/1 〇

6
江戸川乱歩 誮もが憧れた少年探
偵団

- 河出書房新社 2003.3  910.268/ｴﾄﾞ 〇

7 乱歩 上・下
[江戸川 乱歩∥著] 新
保 博久∥編 山前 譲∥
編

講談社 1994.9  918.6/ｴ5/3-1～3-2 〇

8
推理小説を科学する ポーから松
本清張まで

畔上　道雄∥著 講談社 1983.4  Y/081/ﾌﾞ1/532 〇

9 横溝正史時代小説コレクション 横溝 正史∥著 出版芸術社 2004.6  913.6/ﾖｺ ○

10 横溝正史自伝的随筆集
横溝 正史∥著
新保 博久∥編

角川書店 2002.5  910.268/ﾖｺ 〇

11 横溝正史自選集 3～5 横溝 正史∥著 出版芸術社 2007  913.6/ﾖｺ/3～5 〇

12 神津恭介への挑戦 高木 彬光∥著 出版芸術社 1991.7  913.6/ﾀｶ 〇

13 長篇探偵小説全集 8 高木 彬光∥著 春陽堂書店 1956.6  913.6/ﾁ6/8 ○

14 仁木悦子 仁木 悦子∥著 幻影城 1977.10  913.6/ﾆｷ 〇

15 赤い猫 仁木　悦子∥著 立風書房 1984.11  913.6/ﾆ7/10ｲ 〇

16 仁木悦子長編推理小説全集 5 仁木 悦子∥[著] 立風書房 1979  913.6/ﾆｷ/5 〇

17 松本清張の世界 文芸春秋∥編 文芸春秋 2003.3  910.268/ﾏﾂ 〇

18 松本清張の残像 藤井 康栄∥著 文芸春秋 2002.12  910.268/ﾏﾂ 〇

19 清張ミステリーと昭和三十年代 藤井 淑禎∥著 文芸春秋 1999.3  910.268/ﾏﾂ 〇

20 松本清張全集 1～6 松本 清張∥著 文藝春秋 1971.4  918.6/ﾏ3/2-1～2-6 〇

21 松本清張全集 35 松本 清張∥著 文藝春秋 1972.7  918.6/ﾏ3/2-35 〇

22 西郷札 松本 清張∥著 光文社 2002.8  913.6/ﾏﾂ 〇

23 張込み 松本 清張∥著 光文社 2002.9  913.8/ﾏﾂ 〇

24 共犯者 松本 清張∥著 光文社 2003.5  913.9/ﾏﾂ 〇

岩手のミステリー作家の作品
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

25 七人の花嫁　銭形平次傑作選① 野村　胡堂∥著 潮出版社 1992.12 K/913.6/ﾉﾑ 〇

26 橋の上の女　銭形平次傑作選② 野村　胡堂∥著 潮出版社 1992.12 K/913.6/ﾉﾑ 〇

27 銭形平次捕物控傑作選1～3 野村　胡堂∥著 文藝春秋 2014 K/913.6/ﾉﾑ 〇

28 銭形平次捕物控 鬼の面 野村　胡堂∥著 毎日新聞社 1999.3 K/913.6/ﾉﾑ 〇

29 銭形平次捕物控　猿回し 野村　胡堂∥著 毎日新聞社 1999.6 K/913.6/ﾉﾑ 〇

30 銭形平次　時代小説英雄列伝
野村　胡堂∥著
縄田　一男∥編

中央公論新社 2002.10 K/913.6/ﾉﾑ 〇

31
奇譚銭形平次
「銭形平次捕物控」傑作選

野村　胡堂∥著
末國　善己∥編

PHP研究所 2008.10 K/913.6/ﾉﾑ 〇

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

32 野村胡堂探偵小説全集
野村　胡堂∥著
末國　善己∥編

作品社 2007.4 K/913.6/ﾉﾑ 〇

33 黄金流砂 中津　文彦∥著 講談社 1982.9 K/913.6/ﾅｶ 〇

34 乗り合わせた客 中津　文彦∥著 徳間書店 1990.7 K/913.6/ﾅｶ 〇

35 お由良殺人事件 中津　文彦∥著 実業之日本社 1985.3 K/913.6/ﾅｶ 〇

36 西郷隆盛殺人事件 中津　文彦∥著 祥伝社 1990.11 K/913.6/ﾅｶ 〇

37 謙信暗殺 中津　文彦∥著 光文社 1999.12 K/913.6/ﾅｶ 〇

38 闇の弁慶 花の下にて春死なむ 中津　文彦∥著 祥伝社 1994.10 K/913.6/ﾅｶ 〇

39 殺意の指揮者(コンダクター) 中津　文彦∥著 勁文社 1993.9 K/913.6/ﾅｶ 〇

40 こまち田沢湖殺人事件 中津　文彦∥著 光文社
2005.8

K/913.6/ﾅｶ 〇

41 びわこ由美浜殺人事件 中津　文彦∥著 光文社 2012.2 K/913.6/ﾅｶ 〇

42 写楽殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1983.9 K/913/ﾀ5/1ｳ 〇

43 北斎殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1986.12 K/913/ﾀ5/6ｲ 〇

44 広重殺人事件 高橋　克彦∥著 講談社 1989.6 K/913.6/ﾀｶ 〇

45 ドールズ 高橋　克彦∥著 角川書店 1997.8 K/913.6/ﾀｶ 〇

46 闇から覗く顔　ドールズ 高橋　克彦∥著 角川書店 1998.2 K/913.6/ﾀｶ 〇

47 闇から招く声　ドールズ 高橋　克彦∥著 角川書店 2004.2 K/913.6/ﾀｶ 〇

48 月下天使　ドールズ 高橋　克彦∥著 角川書店 2011.9 K/913.6/ﾀｶ 〇

49 ドールズ最終章 夜の誘い 高橋　克彦∥著 KADOKAWA 2013.12 K/913.6/ﾀｶ 〇

50 倫敦暗殺塔 高橋　克彦∥著 祥伝社 2006.12 K/913.6/ﾀｶ 〇

51 歌麿殺贋事件 高橋　克彦∥著 講談社 1991.3 K/913.6/ﾀｶ 〇

52 春信殺人事件 高橋　克彦∥著 角川書店 2002.5 K/913.7/ﾀｶ 〇

53 ゴッホ殺人事件 上・下 高橋　克彦∥著 講談社 2005.4 K/913.7/ﾀｶ/1～2 〇

54 臨床真理 柚月 裕子∥著 宝島社 2009.1 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

55 最後の証人 柚月 裕子∥著 宝島社 2011.6 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

56 検事の本懐 柚月 裕子∥著 宝島社 2012.11 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

57 検事の死命 柚月 裕子∥著 宝島社 2014.10 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

58 蟻の菜園 アントガーデン 柚月 裕子∥著 宝島社 2015.8 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

59 朽ちないサクラ 柚月 裕子∥著 徳間書店 2015.2 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

60 ウツボカズラの甘い息 柚月 裕子∥著 幻冬舎 2015.5 K/913.6/ﾕｽﾞ 〇

61 種の終焉(おわり) 北上 秋彦∥著 祥伝社 1997.4 K/913.6/ｷﾀ 〇

62 種の復活 北上 秋彦∥著 祥伝社 1998.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

63 種の起源 北上 秋彦∥著 祥伝社 1999.12 K/913.6/ｷﾀ 〇

64 謀略軌道 新幹線最終指令 北上 秋彦∥著 角川書店 1998.12 K/913.6/ｷﾀ 〇

65 鬼哭青山遙かなり 北上 秋彦∥著
日本放送出版協
会

2005.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

66 クラッシュ・ゲーム 北上 秋彦∥著 講談社 1997.9 K/913.6/ｷﾀ 〇
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

67 戒厳令1999 北上 秋彦∥著 光文社 1999.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

68 現場痕 北上 秋彦∥著 実業之日本社 2015.6 K/913.6/ｷﾀ 〇

69 ル・ジタン 斎藤 純∥著 双葉社 1994.7 K/913.6/ｻｲ 〇

70 ダガー 虚幻の刃 斎藤 純∥著 実業之日本社 1997.9 K/913.6/ｻｲ 〇

71 モナリザの微笑(ほほえみ) 斎藤 純∥著 光文社 2005.7 K/913.6/ｻｲ 〇

72 恋太郎、危機一発 斎藤 純∥著 徳間書店 1999.11 K/913.6/ｻｲ 〇

73 百万ドルの幻聴(メロディ) 斎藤 純∥著 新潮社 2000.9 K/913.6/ｻｲ 〇

74 ユーディットⅩⅢ 平谷 美樹∥著 東京創元社 2012.5 K/913.6/ﾋﾗ 〇

75 採薬使佐平次 [1]～[3] 平谷 美樹∥著 KADOKAWA 2015～2016 K/913.6/ﾋﾗ/1～3 〇

76 小(リトル)倫敦の幽霊 平谷 美樹∥著 講談社 2014.3 K/913.6/ﾋﾗ 〇

77 蘭学探偵岩永淳庵 [1]～[2] 平谷 美樹∥著 実業之日本社 2014～2015 K/913.6/ﾋﾗ/[1]～2 〇

78 首挽村の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2007.6 K/913.6/ｵｵ 〇

79 死墓島の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2008.8 K/913.6/ｵｵ 〇

80 霧の塔の殺人 大村 友貴美∥著 角川書店 2009.9 K/913.6/ｵｵ 〇

81
前世探偵カフェ・フロリアンの
華麗な推理

大村 友貴美∥著 角川書店 2012.12 K/913.6/ｵｵ 〇

82
犯罪に向かない男 警視庁捜査一
誯田楽心太の事件簿

大村 友貴美∥著 角川書店 2013.1 K/913.6/ｵｵ 〇

83 償いの椅子 沢木 冬吾∥著 角川書店 2003.4 K/913.6/ｻﾜ 〇

84
天国の扉 ノッキング・オン・
ヘヴンズ・ドア

沢木 冬吾∥著 角川書店 2006.1 K/913.6/ｻﾜ 〇

85 愛こそすべて、と愚か者は言った 沢木 冬吾∥著 角川書店 2007.7 K/913.6/ｻﾜ 〇

86 ライオンの冬 沢木 冬吾∥著 角川書店 2011.2 K/913.6/ｻﾜ 〇

87 握りしめた欠片 沢木 冬吾∥著 角川書店 2012.1 K/913.6/ｻﾜ 〇

88 約束の森 沢木 冬吾∥著 KADOKAWA 2014.7 K/913.6/ｻﾜ 〇

89 フェイスレス 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2013.6 K/913.6/ｻﾜ 〇

90 スカイハイ 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2013.9 K/913.6/ｻﾜ 〇

91 ネメシス 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2014.2 K/913.6/ｻﾜ 〇

92 シュラ 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2014.7 K/913.6/ｻﾜ 〇

93 クラン 1～3 沢村 鐵∥著 中央公論新社 2015～2016 K/913.6/ｻﾜ 〇

94 『クロック城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2002.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

95 『ギロチン城』殺人事件 北山 猛邦∥著 講談社 2005.2 K/913.6/ｷﾀ 〇

96 私たちが星座を盗んだ理由 北山 猛邦∥著 講談社 2011.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

97 猫柳十一弦の後悔 北山 猛邦∥著 講談社 2011.12 K/913.6/ｷﾀ 〇

98 猫柳十一弦の失敗 北山 猛邦∥著 講談社 2013.1 K/913.6/ｷﾀ 〇

99 少年検閲官 北山 猛邦∥著 東京創元社 2007.1 K/913.6/ｷﾀ 〇

100 オルゴーリェンヌ 北山 猛邦∥著 東京創元社 2014.11 K/913.6/ｷﾀ 〇

101 人外境ロマンス 北山 猛邦∥著 KADOKAWA 2013.6 K/913.6/ｷﾀ 〇
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

102 先生、大事なものが盗まれました 北山 猛邦∥著 講談社 2016.4 K/913.6/ｷﾀ 〇

103 つめたい転校生 北山 猛邦∥著 KADOKAWA 2016.3 K/913.6/ｷﾀ 〇

104 サナキの森 彩藤 アザミ∥著 新潮社 2015.1 K/913.6/ｻｲ 〇

岩手が舞台のミステリー作品
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

105 追尾 相場　英雄∥著 小学館 2010.4 K/913.6/ｱｲ 〇

106 北上川殺人夜曲 梓　林太郎∥著 祥伝社 1990.10 K/913.6/ｱｽﾞ 〇

107 イーハトーブの幽霊 内田　康夫∥著 光文社 2004.7 k/913.6/ｳﾁ 〇

108 遠野殺人事件 内田　康夫∥著 光文社 2014.5 k/913.6/ｳﾁ 〇

109 遭難渓流 太田　蘭三∥著 光文社 2012.11 K/913.6/ｵｵ 〇

110 遠野・八幡平殺意の鉱脈 金久保　茂樹∥著 小学館 2009.6 K/913.6/ｶﾅ 〇

111 岩手水沢火防祭り殺人事件 木谷　恭介∥著 ナショナル出版 2009.12 k/913.6/ｺﾀ 〇

112 北の旅殺意の雫石 津村　秀介∥著 ワンツーマガジン社 2006.2 K/913.6/ﾂﾑ 〇

113 遠野陶芸の里殺人事件 中津　文彦∥著
天山出版/発行
大陸書房/発売

1991.6 K/913.6/ﾅｶ 〇

114 北の殺人怨歌 中津　文彦∥著 光文社 1991.3 K/913.6/ﾅｶ 〇

115
伊達騒動殺人事件　奥州八百年
黄金伝説

中津　文彦∥著 講談社 1984.11 K/913.6/ﾅｶ 〇

116 奥州平泉黄金伝説の殺人 中津　文彦∥著 祥伝社 1999.6 K/913.6/ﾅｶ 〇

117 遠野伝説殺人事件 西村　京太郎∥著 文藝春秋 2009.12 K/913.6/ﾆｼ 〇

118 陸中海岸殺意の旅 西村　京太郎∥著 角川書店 1999.4 K/913.6/ﾆｼ 〇

119 北リアス線の天使 西村　京太郎∥著 光文社 2006.12 K/913.6/ﾆｼ 〇

120 北への逃亡者 西村　京太郎∥著 中央公論新社 2006.5 K/913.6/ﾆｼ 〇

121 十津川警部三陸鉄道北の愛傷歌 西村　京太郎∥著 集英社 2014.3 K/913.6/ﾆｼ 〇

122 銀河鉄道殺人事件 森村　誠一∥著 実業之日本社 2005.1 K/913.6/ﾓﾘ 〇

123 平泉義経伝説殺人事件 矢島　誠∥著 実業之日本社 2005.1 K/913.6/ﾔｼﾞ 〇

124 金田一温泉殺人事件 吉村　達也∥著 講談社 2000.3 K/913.6/ﾖｼ 〇

125
みちのく殺人街道　女優は死の
香り

若桜木　虔∥著 実業之日本社 2006.4 K/913.6/ﾜｶ 〇
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