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四日間の奇蹟 浅倉卓弥／著 宝島社 9136/A164/

午前零時のサンドリヨン 相沢沙呼／著 東京創元社 9136/A223/

生存者ゼロ 安生正／著 宝島社 9136/A265

三毛猫ホームズの推理 赤川次郎／著 光文社 9136/A33/133

死者の学園祭 赤川次郎／作 角川書店 9136/A33/150

恐怖の緑魔帝王　みんなの少年探偵団 芦原すなお／著 ポプラ社 9136/A60/9

水車館の殺人 綾辻行人／〔著〕 講談社 9136/A78/12

びっくり館の殺人 綾辻行人／著 講談社 9136/A78/9

果てしなき渇き 深町秋生／著 宝島社 9136/F111/

全員少年探偵団　みんなの少年探偵団 藤谷治／著 ポプラ社 9136/F114/9

女王はかえらない 降田天／著 宝島社 9136/F147/

道徳の時間 呉勝浩／著 講談社 9136/G36/

退出ゲーム 初野晴／〔著〕 角川書店 9136/H242/6

奇譚ルーム はやみね かおる／著 朝日新聞出版 9136/H254/12

探偵少女アリサの事件簿 東川篤哉／著 幻冬舎 9136/H269/14

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉／著 小学館 9136/H269/2

警視庁情報官 濱嘉之／〔著〕 講談社 9136/H299/2

弁護士探偵物語 法坂一広／著 宝島社 9136/H339

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/H84/118

容疑者Ｘの献身 東野圭吾／著 文藝春秋 9136/H84/39

鳥人計画 東野圭吾／〔著〕 角川書店 9136/H84/56

レイクサイド 東野圭吾／著 実業之日本社 9136/H84/58

魔球 東野圭吾／〔著〕 講談社 9136/H84/87

名探偵の証明 市川哲也／著 東京創元社 9136/I329/

神の値段 一色さゆり／著 宝島社 9136/I348/

ジェリーフィッシュは凍らない 市川 憂人／著 東京創元社 9136/I352/

がん消滅の罠 岩木 一麻／著 宝島社 9136/I354/

チーム・バチスタの栄光 海堂尊／著 宝島社 9136/K568/

小暮写眞館 宮部みゆき／著 講談社 9136/M158/66

刑事の子 宮部みゆき／著 光文社 9136/M158/74

ソロモンの偽証 第１部～第３部 宮部みゆき／著 新潮社
9136/M158/76-1
        ～76-2

カラスの親指 道尾秀介／〔著〕 講談社 9136/M385/17

告白 湊かなえ／著 双葉社 9136/M424/

夜行観覧車 湊かなえ／著 双葉社 9136/M424/6

みんなの少年探偵団
万城目学／著，湊かなえ／
著，小路幸也／著，向井湘
吾／著，藤谷治／著

ポプラ社 9136/M556/1-1

みんなの少年探偵団　2
有栖川 有栖／著，歌野 晶
午／著，大崎 梢／著，坂
木 司／著，平山 夢明／著

ポプラ社 9136/M556/1-2
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密閉教室 法月綸太郎／著 講談社 9136/N223/3

教団Ｘ 中村文則／著 集英社 9136/N297/9

さよならドビュッシー 中山七里／著 宝島社 9136/N359

夜のピクニック 恩田陸／著 新潮社 9136/O162/23

珈琲店タレーランの事件簿また会えたな
ら、あなたの淹れた珈琲を

岡崎琢磨／著 宝島社 9136/O303/1-1

少年探偵 小路幸也／著 ポプラ社 9136/S413/34

QJKJQ 佐藤 究／著 講談社 9136/S606/

到達不能極 斉藤 詠一／著 講談社 9136/S628/

禁断のパンダ 拓未司／著 宝島社 9136/T414/

鍵のない夢を見る 辻村深月／著 文藝春秋 9136/T419/7

トギオ 太朗想史郎／著 宝島社 9136/T425/

スクランブル 若竹七海／著 集英社 9136/W21/8

パーフェクト・プラン 柳原慧／著 宝島社 9136/Y234/

レイトン教授とさまよえる城 柳原慧／著 小学館 9136/Y234/4-1

折れた竜骨 米澤穂信／著 東京創元社 9136/Y244/7

氷菓 米澤穂信／〔著〕 角川書店 9136/Y244/8-1

神の子　上、下 薬丸岳／著 光文社
9136/Y245/5-1
　　　　～5-2

屋上ミサイル 山下貴光／著 宝島社 9136/Y268

警視庁捜査二課 萩生田勝／著 講談社 9160/H119/

ヤング・シャーロック・ホームズ ｖｏ
ｌ．１

アンドリュー・レーン／
著

静山社 9330/L132/1-1

怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン／作 理論社 9530/L9/5

ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎／著 新潮社 B1/I64/6

向日葵の咲かない夏 道尾秀介／著 新潮社 B1/M33/1

火車 宮部みゆき／著 新潮社 B1/M62/8-2

Ｘの悲劇 クィーン／〔著〕 新潮社 B1/Q501/1-2

アクロイド殺し
アガサ・クリスティー／
著

早川書房 B10/C503/87-3

あなたに似た人 １、２ ロアルド・ダール／著 早川書房
B10/D501/9-1
       ～9-2

幻の女
ウイリアム・アイリッ
シュ／著

早川書房 B10/I501/1-2

Ａ型の女
マイクル・Ｚ．リューイ
ン／著

早川書房 B10/L503/1

イニシエーション・ラブ 乾くるみ／著 文藝春秋 B2/I62/1
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