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1 謎の毒親 : 相談小説 姫野カオルコ 新潮社 1F 0531316 913.6/H59 ★1

2 鏡のなかの鏡 : 迷宮 
ミヒャエル・エンデ著/丘沢静也
訳

岩波書店 文庫・新書（2F) 0303177 岩波現代文庫 ; 文芸B-31 ★1

3 和菓子のアン 坂木司 光文社 文庫・新書（2F) 0539316 光文社文庫 ; さ24-3 ★1

4 卯月の雪のレター・レター 相沢沙呼 東京創元社 文庫・新書（2F) 0534291 創元推理文庫 ; Mあ14-3 ★1

5 ななつのこ 加納朋子 東京創元社 文庫・新書（2F) 0325684 創元推理文庫 ; Mか3-1 ★1

6 向日葵ちゃん追跡する 友井羊 新潮社 文庫・新書（2F) 0534520 新潮文庫 ; と-30-1 ★1

7 介護士Ｋ 久坂部羊 KADOKAWA 1F 0539538 913.6/Ku82 ★2

8 中庭の出来事 恩田陸 新潮社 1F 0348394 913.6/O65 ★2

9 さよなら妖精 米澤穂信 東京創元社 文庫・新書（2F) 0345041 創元推理文庫 ; Mよ1-3 ★2

10 蘭の館 　(上・下)
ルシンダ・ライリー著/高橋恭
美子訳

東京創元社 文庫・新書（2F) 0538691,2 創元推理文庫 ; Mラ10-1,2 ★2

11 悲恋のシンドローム 知念実希人 新潮社 文庫・新書（2F) 0534403 新潮文庫 ; ち7-4 ★2

12 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良 文藝春秋 1F 0535317 913.6/H55 ★3

13 川に死体のある風景 e‐NOVELS編 東京創元社 1F 0346052 913.68/Ka96 ★3

14 ワルツを踊ろう 中山七里 幻冬舎 1F 0536595 913.6/N45 ★3

15 罪の声 塩田武士 講談社 1F 0534577 913.6/Sh77 ★3

16 冷血　（上・下） 高村薫 毎日新聞社 1F 0499200,1 913.6/Ta45/1,2 ★3

17 Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野晶午 KADOKAWA 1F 0534111 913.6/U96 ★3

18 静寂 : ある殺人者の記録 
トーマス・ラープ著 : 酒寄進一
訳

東京創元社 1F 0535857 943.7/R11 ★3

19 空飛ぶモルグ街の研究 本格ミステリ作家クラブ編 講談社 ブラウジング 0502698 講談社文庫 ; ほ31-11 ★3

20 玻璃の天 北村薫 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0397521 文春文庫 ; き-17-5 ★3

21 花の棺 山村美沙 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0434730 文春文庫 ; や-2-3 ★3

22 ブラウン神父の童心 
G・K・チェスタトン著/中村保男
訳

東京創元社 文庫・新書（2F) 0534384 創元推理文庫 ; Mチ3-1 ★3

23 乱鴉の島 有栖川有栖 新潮社 文庫・新書（2F) 0420334 新潮文庫 ; あ-46-5 ★3

24 血の雫 相場英雄 新潮社 1F 0539456 913.6/A22 ★4
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25 がん消滅の罠 : 完全寛解の謎 岩木一麻 宝島社 1F 0534101 913.6/I93 ★4

26 Nのために 湊かなえ 双葉社 1F 0528596 913.6/Mi39 ★4

27 骨を弔う 宇佐美まこと 小学館 1F 0538535 913.6/U92 ★4

28 ルパンの消息 横山秀夫 光文社 1F 0337364 913.6/Y79 ★4

29 すべてがFになる : The perfect insider 森博嗣 講談社 ブラウジング 0465192 講談社文庫 ; も28-1 ★4

30 二人のウィリング
ヘレン・マクロイ著/渕上痩平
訳

筑摩書房 文庫・新書（2F) 0534203 ちくま文庫 ; ま50-2 ★4

31 奇想博物館 日本推理作家協会編 光文社 文庫・新書（2F) 0535730 光文社文庫 ; に6-44 ★4

32 名探偵に薔薇を 城平京 東京創元社 文庫・新書（2F) 0325636 創元推理文庫 ; Mし1-1 ★4

33 慟哭 貫井徳郎 東京創元社 文庫・新書（2F) 0325665 創元推理文庫 ; Mぬ1-1 ★4

34 怪物の木こり 倉井眉介 宝島社 1F 0539837 913.6/Ku52 ★5

35 13・67 (いちさん ろくなな) 陳浩基著/天野健太郎訳 文藝春秋 1F 0536449 923.7/C33 ★5

36 乗客ナンバー23の消失 
セバスチャン・フィツェック著/
酒寄進一訳

文藝春秋 1F 0538542 943.7/F29 ★5

37 むかし僕が死んだ家 東野圭吾 講談社 ブラウジング 0362618 講談社文庫 ; ひ17-16 ★5

38 そして誰もいなくなった 
アガサ・クリスティ―著/清水俊
二訳

早川書房 ブラウジング 0447292 ハヤカワミステリ文庫 ; HM1-1 ★5

39 アニーの冷たい朝 黒川博行 東京創元社 文庫・新書（2F) 0345117 創元推理文庫 ; Mく4-8 ★5

40 犯罪心理捜査官セバスチャン　(上・下)
M・ヨート, H・ローセンフェルト
著/ヘレンハルメ美穂訳

東京創元社 文庫・新書（2F) 0536789,90 創元推理文庫 ; Mヨ1-1,2 ★5

41 模倣犯 　（1～5巻） 宮部みゆき 新潮社 文庫・新書（2F) 0341233 新潮文庫 ; み22-14～18 ★5

42 隠れた脳 : 好み、道徳、市場、集団を操る無意識の科学 
シャンカール・ヴェダンタム著/
渡会圭子訳

インターシフト 1F 0487190 145.1/V53 ノンフィクション

43 絶対に明かされない世界の未解決ファイル９９
ダニエル・スミス著/小野智子,
片山美佳子訳

日経ナショナルジオグラフィック社1F 0531598 204/Sm5 ノンフィクション

44 地図から消えた島々 : 幻の日本領と南洋探検家たち 長谷川亮一 吉川弘文館 1F 0465057 210.08/R25/322 ノンフィクション

45 日航123便墜落疑惑のはじまり : 天空の星たちへ 青山透子 河出書房新社 1F 0538304 687.7/A58 ノンフィクション

46 流出した日本美術の至宝 : なぜ国宝級の作品が海を渡ったのか 中野明 筑摩書房 1F 0539454 707.9/N39 ノンフィクション

47 「モナ・リザ」ミステリー : 名画の謎を追う 北川健次 新潮社 1F 0335925 723.37/Ki63 ノンフィクション

48 ミステリーの書き方 日本推理作家協会編著 幻冬舎 1F 0460652 901.3/Mi55 ノンフィクション
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49 松本清張◎黒の地図帖 : 昭和ミステリーの舞台を旅する 平凡社 1F 0413265 910.268/Ma81 ノンフィクション

50 三億円事件 一橋文哉 新潮社 1F 0438281 916/I13 ノンフィクション

51 謀殺、下山事件 : 日本の熱い日々 矢田喜美雄 講談社 1F 0438800 916/Y13 ノンフィクション

52 アガサ・クリスティーと14の毒薬
キャサリン・ハーカップ著/長野
きよみ訳

岩波書店 1F 0533459 930.278/H33 ノンフィクション

53 眠れない一族 : 食人の痕跡と殺人タンパクの謎 
ダニエル・T.マックス著/柴田
裕之訳

紀伊國屋書店 リハ2 0355784 493.8/Ma97 ノンフィクション

54 死に山 : 世界一不気味な遭難事故「ディアトロフ峠事件」の真相
ドニー・アイカー著/安原和見
訳

河出書房新社 リハ2 0538926 786.18/Ｅ37 ノンフィクション

55 視覚世界の謎に迫る : 脳と視覚の実験心理学 山口真美 講談社 ブラウジング 0347531 ブルーバックス ; B-1501 ノンフィクション

56 検死解剖 
トーマス野口, ジョゼフ・ディ
モーナ著/田中靖訳

講談社 ブラウジング 0301182 講談社+α文庫 ; G14-2 ノンフィクション

57 日本の黒い霧　（上・下） 松本清張 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0434574,5 文春文庫 ; ま-1-2, 3 ノンフィクション

58 謎解きアクセサリーが消えた日本史 浜本隆志 光文社 文庫・新書（2F) 0341147 光文社新書 ; 179 ノンフィクション

59 料理で読むミステリー 貝谷郁子 日本放送出版協会 文庫・新書（2F) 0327882 生活人新書 ; 055 ノンフィクション


