
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 青と赤の死 レベッカ・パウエル／著 58 ゼルプの殺人 ベルンハルト・シュリンク／著

2 赤い猫 仁木　悦子／著 59 葬偽屋は弔わない 森　晶麿／著

3 赤朽葉家の伝説 桜庭　一樹／著 60 それ以上でも、それ以下でもない 折輝　真透／著

4 悪の教典　上 貴志　祐介／著 61 竜巻ガール 垣谷　美雨／著

5 悪の教典　下 貴志　祐介／著 62 探偵は教室にいない 川澄　浩平／著

6 悪意の森　上 タナ・フレンチ／著 63 短編画廊 ローレンス・ブロック／編

7 悪意の森　下 タナ・フレンチ／著 64 沈底魚 曽根　圭介／著

8 11/22/63　上 スティーヴン・キング／著 65 月の落とし子 穂波　了／著

9 11/22/63　下 スティーヴン・キング／著 66 デッド・オア・アライヴ 薬丸　岳／著

10 偽りの春 降田　天／著 67 到達不能極 斉藤　詠一／著

11 犬の力　上 ドン・ウィンズロウ／[著] 68 土漠の花 月村　了衛／著

12 犬の力　下 ドン・ウィンズロウ／[著] 69 ドローンランド トム・ヒレンブラント／著

13 イノセント・デイズ 早見　和真／著 70 夏をなくした少年たち 生馬　直樹／著

14 インソムニア 辻　寛之／著 71 生首に聞いてみろ 法月　綸太郎／[著]

15 ヴェルサイユ宮の聖殺人 宮園　ありあ／著 72 二千七百の夏と冬　上 荻原　浩／著

16 うそつき、うそつき 清水　杜氏彦／著 73 二千七百の夏と冬　下 荻原　浩／著

17 撃てない警官 安東　能明／著 74 ノワールをまとう女 神護　かずみ／著

18 エースの遺言 久和間　拓／著 75 馬疫 茜　灯里／著

19 鬼はもとより 青山　文平／著 76 箱とキツネと、パイナップル 村木　美涼／著

20 折れた竜骨 米澤　穂信／著 77 ビター・メモリー サラ・パレツキー／著

21 風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子／著 78 百年法　上 山田　宗樹／著

22 傍聞き 長岡　弘樹／著 79 百年法　下 山田　宗樹／著

23 カディスの赤い星　上 逢坂　剛／[著] 80 Bハナブサへようこそ 内山　純／著

24 カディスの赤い星　下 逢坂　剛／[著] 81 ファイナル・カントリー ジェイムズ・クラムリー／著

25 カラスの親指 道尾　秀介／著 82 プリズン・トリック 遠藤　武文／著

26 擬傷の鳥はつかまらない 荻堂　顕／著 83 ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック／著

27 キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 84 沸点桜(ボイルドフラワー) 北原　真理／著

28 逆向誘拐 文　善／著 85 北緯43度のコールドケース 伏尾　美紀／著

29 QJKJQ 佐藤　究／著 86 星宿る虫 嶺里　俊介／著

30 巨鯨の海 伊東　潤／著 87 マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト／著

31 金色機械 恒川　光太郎／著 88 光圀伝 冲方　丁／著

32 刑事の怒り 薬丸　岳／著 89 密室蒐集家 大山　誠一郎／著

33 検事の本懐 柚月　裕子／著 90 ミレニアム　1[上] スティーグ・ラーソン／著

34 黄 雷　鈞／著 91 ミレニアム　1[下] スティーグ・ラーソン／著

35 国語教師 ユーディト・W.タシュラー／著 92 無罪 スコット・トゥロー／著

36 古書の来歴 ジェラルディン・ブルックス／著 93 木足の猿 戸南　浩平／著

37 五色の殺人者 千田　理緒／著 94 戻り川心中 連城　三紀彦／著

38 午前0時の身代金 京橋　史織／著 95 闇に香る噓 下村　敦史／著

39 五年後に 咲沢　くれは／著 96 誘拐児 翔田　寛／著

40 ゴルディオスの結び目 ベルンハルト・シュリンク／著 97 誘惑は殺意の香り ハーレイ・ジェーン・コザック／著

41 再会 横関　大／著 98 夢の破片(かけら) モーラ・ジョス／著

42 サクリファイス 近藤　史恵／著 99 ユリゴコロ 沼田　まほかる／著

43 殺戮の女神 テア・ドルン／著 100 ヨットクラブ デイヴィッド・イーリイ／著

44 サナキの森 彩藤　アザミ／著 101 楽園の世捨て人 トーマス・リュダール／著

45 さよなら神様 麻耶　雄嵩／著 102 リバーサイド・チルドレン 梓崎　優／著

46 サンセット・ヒート ジョー・R.ランズデール／著 103 龍は眠る 宮部　みゆき／著

47 三年坂 火の夢 早瀬　乱／著 104 緑衣の女 アーナルデュル・インドリダソン／著

48 ジェリーフィッシュは凍らない 市川　憂人／著 105 レプリカたちの夜 一條　次郎／著

49 時空旅行者の砂時計 方丈　貴恵／著 106 老虎残夢 桃野　雑派／著

50 しだれ桜恋心中 松浦　千恵美／著 107 ロスト・ケア 葉真中　顕／著

51 死神の精度 伊坂　幸太郎／著 108 路傍 東山　彰良／著

52 ジャッジメント 小林　由香／著 109 わたしが消える 佐野　広実／著

53 終戦のマグノリア 戸松　淳矩／著

54 十二月八日の幻影 直原　冬明／著

55 女王国の城 有栖川　有栖／著

56 ジョーカー・ゲーム 柳　広司／著

57 白い悪魔 ドメニック・スタンズベリー／著

「１０月特集　読書の秋　ミステリーはいかが？」　一覧


