
作者順シリーズ本一覧 PDF（by ニコイチ読書） 

（シリーズ名クリックで読む順番詳細に飛びます） 

 

N

o 
シリーズ名 作者 作者かな 

1 京都伏見は水神さまのいたはるところ 相川真 あいかわしん 

2 トップリーグシリーズ 相場英雄 あいばひでお 

3 これは経費で落ちませんシリーズ 青木祐子 あおきゆうこ 

4 裏染天馬シリーズ  青崎 有吾 あおさき ゆうご 

5 夜と会う。シリーズ 蒼月海里 あおつきかいり 

6 幽落町おばけ駄菓子屋シリーズ  蒼月海里 あおつきかいり 

7 華舞鬼町おばけ写真館シリーズ  蒼月海里 あおつきかいり 

8 浜村渚の計算ノートシリーズ  青柳 碧人 あおやぎ あいと 

9 花嫁シリーズ  赤川次郎 あかがわじろう 

10 三姉妹探偵団シリーズ  赤川次郎 あかがわじろう 

11 セーラー服と機関銃 赤川次郎 あかがわじろう 

12 幽霊シリーズ  赤川次郎 あかがわじろう 

13 三毛猫ホームズシリーズ 赤川次郎 あかがわじろう 

14 夫は泥棒、妻は刑事シリーズ 赤川次郎 あかがわじろう 

15 ふたりに続編いもうとが登場！  赤川次郎 あかがわじろう 

16 終電の神様 阿川 大樹 あがわ たいじゅ 

17 魔術士オーフェンはぐれ旅 秋田 禎信 あきた よしのぶ 

19 無茶の勘兵衛日月録シリーズ  浅黄 斑 あさぎ まだら 

18 剣客大名柳生俊平シリーズ  麻倉一矢 あさくら かずや 
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21 弥勒シリーズ  あさのあつこ あさのあつこ 

22 針と剣シリーズ あさのあつこ あさのあつこ 

20 神様の御用人シリーズ  浅葉なつ あさばなつ 

23 未解決の女警視庁文書捜査官 麻見 和史 あさみ かずし 

24 警視庁殺人分析班シリーズ  麻見 和史 あさみ かずし 

26 烏に単は似合わない八咫烏シリーズ 阿部 智里 あべ ちさと 

25 神町トリロジーシリーズ  阿部和重 あべかずしげ 

27 よろず占い処陰陽屋へようこそ  天野 頌子 あまの しょうこ 

29 粘膜シリーズ  飴村 行 あめむら こう 

30 君と時計と嘘の塔シリーズ 綾崎隼 あやさきしゅん 

31 レッドスワンシリーズ  綾崎隼 あやさきしゅん 

32 世界で一番かわいそうな私たちシリーズ 綾崎隼 あやさきしゅん 

33 花鳥風月シリーズ  綾崎隼 あやさきしゅん 

34 ノーブルチルドレンシリーズ 綾崎隼 あやさきしゅん 

35 館シリーズ  綾辻 行人 あやつじ ゆきと 

36 図書館戦争シリーズ  有川浩（ひろ） ありかわひろ 

37 塩の街・自衛隊三部作シリーズ  有川浩（ひろ） ありかわひろ 

38 倒れるときは前のめり  有川浩（ひろ） ありかわひろ 

39 国名シリーズ  有栖川有栖 ありすがわありす 

40 火村英生シリーズ  有栖川有栖 ありすがわありす 

42 撃てない警官・柴崎令司シリーズ 安東 能明 あんどう よしあき 
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43 リカシリーズ 五十嵐貴久 いがらしたかひさ 

44 星野警部シリーズ  五十嵐貴久 いがらしたかひさ 

45 下町ロケットシリーズ  池井戸潤 いけいどじゅん 

46 半沢直樹・オレバブシリーズ 池井戸潤 いけいどじゅん 

47 陽気なギャングシリーズ 伊坂幸太郎 いさかこうたろう 

48 池袋ウエストパーク(IWGP)シリーズ 石田 衣良 いしだ いら 

49 碓氷優佳シリーズ  石持浅海 いしもち あさみ 

50 マリア＆漣シリーズ 市川憂人 いちかわゆうと 

149 科学探偵・謎野真実シリーズ  

佐東みどり/石川北二 / 木滝り

ま / 田中智章 / 
いとうみどり 

53 屍人荘の殺人シリーズ  今村 昌弘 いまむら まさひろ 

51 羽州ぼろ鳶組シリーズ  今村翔吾 いまむらしょうご 

52 くらまし屋稼業シリーズ 今村翔吾 いまむらしょうご 

54 鹿の王シリーズ  上橋 菜穂子 うえはし なほこ 

55 精霊の守り人シリーズ 上橋 菜穂子 うえはし なほこ 

56 マルドゥック・スクランブル  冲方 丁 うぶかた とう 

57 庶務行員多加賀主水が許さない 江上 剛 えがみ ごう 

58 妖奇庵夜話シリーズ  榎田ユウリ えだゆうり 

59 第五の季節 N・K・ジェミソン えぬけージェミソン 

60 巡査長・真行寺弘道シリーズ  榎本 憲男 えのもと のりお 

61 MOZU(百舌)シリーズ  逢坂 剛 おうさか ごう 
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62 火付盗賊改・長谷川平蔵 逢坂 剛 おうさか ごう 

63 警視庁いきもの係 大倉 崇裕 おおくら たかひろ 

64 新宿鮫シリーズ  大沢 在昌 おおさわ ありまさ 

353 狩人シリーズの読む順番  大沢 在昌 おおさわ ありまさ 

65 
櫻子さんの足下には死体が埋まっているシ

リーズ 

太田 紫織 おおた しおり 

66 真夜中のパン屋さんシリーズ 大沼 紀子 おおぬま のりこ 

67 路地裏のほたる食堂シリーズ  大沼 紀子 おおぬま のりこ 

68 あずかりやさんシリーズ 大山淳子 おおやまじゅんこ 

69 猫弁シリーズ  大山淳子 おおやまじゅんこ 

70 いますぐやめなさいシリーズ 岡崎かつひろ おかざきかつひろ 

71 珈琲店タレーランの事件簿シリーズ 岡崎琢磨 おかざきたくま 

72 ニューヨークの魔法シリーズ 岡田 光世 おかだみつよ 

73 天冥の標シリーズ  小川 一水 おがわ いっすい 

74 ツバキ文具店シリーズ 小川糸 おがわいと 

75 イン・ザ・プール、精神科医 伊良部シリーズ 奥田英郎 おくだひでお 

76 平安あや解き草紙シリーズ  小田 菜摘 おだ なつみ 

77 十二国記シリーズ  小野 不由美 おの ふゆみ 

78 悪霊・ゴーストハントシリーズ 小野 不由美 おの ふゆみ 

79 神原恵弥シリーズ  恩田 陸 おんだ りく 

80 常野物語シリーズ  恩田 陸 おんだ りく 
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81 祝祭と予感！蜜蜂と遠雷 恩田 陸 おんだ りく 

82 ドミノに続編が登場  恩田 陸 おんだ りく 

84 チームバチスタシリーズ 海堂 尊 かいどう たける 

85 
霊媒探偵アーネストシリーズ！メディウムは

別シリーズ  

風森 章羽 かざもり しょう 

88 電影少女シリーズ  桂 正和 かつら まさかず 

87 本好きの下剋上シリーズ  香月 美夜 かづきみや 

86 メゾンドポリス  加藤 実秋 かとう みあき 

89 ブギーポップは笑わないシリーズ 上遠野 浩平 かどの こうへい 

90 王様ゲームシリーズ 金沢 伸明 かなざわ のぶあき 

91 さすらいのキャンパー探偵シリーズ 香納 諒一 かのう りょういち 

92 とある魔術の禁書目録シリーズ 鎌池 和馬 かまち かずま 

93 心霊探偵八雲シリーズ  神永 学 かみなが まなぶ 

94 怪盗山猫原作シリーズ  神永 学 かみなが まなぶ 

95 天命探偵・真田省吾シリーズ  神永 学 かみなが まなぶ 

96 確率捜査官 御子柴岳人シリーズ  神永 学 かみなが まなぶ 

97 深山の桜 神家 正成 かみや まさなり 

99 青春ブタ野郎シリーズ 鴨志田 一 かもしだ はじめ 

100 コーヒーが冷めないうちに  川口俊和 かわぐちとしかず 

101 法医昆虫学捜査官シリーズ  川瀬七緒 かわせななお 

102 ソードアートオンライン、SAO 川原礫 かわはられいき 
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103 アクセルワールド 川原礫 かわはられいき 

104 絶対ナル孤独者シリーズ 川原礫 かわはられいき 

105 吸血鬼ハンターD 菊地 秀行 きくち ひでゆき 

352 
防犯探偵・榎本シリーズの読む順番まと

め！硝子のハンマー 

貴志 祐介 きし ゆうすけ 

106 化学探偵 Mr.キュリー 喜多 喜久 きた よしひさ 

107 ようこそ実力主義の教室へシリーズ、よう実  衣笠 彰梧 きぬがさ しょうご 

108 あらしのよるにシリーズ 木村 祐一 きむら ゆういち 

109 焔魔堂沙羅の推理奇譚シリーズ  木元 哉多 きもと かなた 

112 疫病神シリーズ  黒川博行 くろかわ ひろゆき 

113 大阪府警シリーズ  黒川博行 くろかわ ひろゆき 

114 名前のない怪物 黒木京也 くろききょうや 

115 遺跡発掘師は笑わないシリーズ 桑原 水菜 くわばら みずな 

117 いなくなれ、群青階段島 河野 裕 こうの ゆたか 

118 
さよならの言い方なんて知らない。、ウォータ

ー&ビスケットのテーマ 

河野 裕 こうの ゆたか 

119 サクラダリセットシリーズ  河野 裕 こうの ゆたか 

120 つれづれ北野探偵社シリーズ  河野 裕 こうの ゆたか 

121 風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 こすぎけんじ 

123 アリス殺し・童話殺しシリーズ 小林泰三 こばやし やすみ 

124 残業税・マルザシリーズ 小前 亮 こまえ りょう 
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125 ゆきうさぎのお品書きシリーズ  小湊 悠貴 こみなと ゆうき 

126 サクリファイスシリーズ 近藤 史恵 こんどう ふみえ 

127 
マカロンはマカロン、ビストロ・パ・マルシリー

ズ  

近藤 史恵 こんどう ふみえ 

128 マリア様がみてる、マリみて 今野 緒雪 こんの おゆき 

129 警視庁強行犯係・樋口顕シリーズ  今野 敏 こんの びん 

130 隠蔽捜査シリーズ  今野 敏 こんの びん 

131 任侠シリーズ  今野 敏 こんの びん 

132 安積班シリーズ  今野 敏 こんの びん 

133 科学特捜班（ST）シリーズ 今野 敏 こんの びん 

134 スクープシリーズ 今野 敏 こんの びん 

122 タクミくんシリーズ ごとうしのぶ ごとうしのぶ 

135 お蔦さんの神楽坂日記シリーズ 西條 奈加 さいじょう なか 

136 世界の果てのランダム・ウォーカーシリーズ 西条陽 さいじょうよう 

137 居眠り磐音シリーズ 佐伯 泰英 さえき やすひで 

138 吉原裏同心抄シリーズ  佐伯 泰英 さえき やすひで 

139 坂岡真鬼役シリーズ  坂岡 真 さかおか しん 

140 和菓子のアンシリーズ  坂木 司 さかき つかさ 

141 青空の卵、引きこもり探偵シリーズ 坂木 司 さかき つかさ 

142 北海道警察・札幌大通署シリーズ  佐々木譲 ささきじょう 

143 越境捜査シリーズ  笹本 稜平 ささもと りょうへい 
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144 素行調査官シリーズ  笹本 稜平 ささもと りょうへい 

145 ソロ SOLOシリーズ  笹本 稜平 ささもと りょうへい 

146 行動心理捜査官・楯岡絵麻 佐藤 青南 さとう せいなん 

147 白バイガールシリーズ 佐藤 青南 さとう せいなん 

148 魔法科高校の劣等生シリーズ  佐島 勤 さとう つとむ 

150 比嘉姉妹シリーズ、来る。 澤村 伊智 さわむら いち 

151 ロード・エルメロイ II世の事件簿 三田 誠 さんだ まこと 

158 ドラマ盤上のアルファ  塩田 武士 しおた たけし 

159 スマホを落としただけなのに 志駕 晃 しが あきら 

160 記憶屋シリーズ  織守きょうや しきもりきょうや 

161 犯人に告ぐシリーズ  雫井 脩介 しずくい しゅうすけ 

162 後宮に星は宿る！金椛国春秋シリーズ  篠原 悠希 しのはら ゆうき 

163 刑事・片倉康孝シリーズ  柴田 哲孝 しばた てつたか 

164 吉敷竹史シリーズ  島田荘司 しまだそうじ 

165 御手洗潔シリーズ  島田荘司 しまだそうじ 

166 難民調査官シリーズ  下村 敦史 しもむら あつし 

168 魔王学院の不適合者シリーズ  秋 しゅう 

169 堂シリーズの読む順番  周木 律 しゅうき りつ 

170 東京バンドワゴンシリーズ  小路 幸也 しょうじ ゆきや 

173 下鴨アンティークシリーズ 白川 紺子. しらかわ こうこ 

174 病葉流れてシリーズ 白川 道 しらかわ とおる 
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175 悪の華シリーズ、神を喰らうものたち  新堂 冬樹 しんどう ふゆき 

176 行こうシリーズ  真保裕一 しんぽ ゆういち 

177 突きの鬼一シリーズ  鈴木英治 すずき えいじ 

178 警視庁組対特捜 Kシリーズ 鈴峯 紅也 すずみね こうや 

179 警視庁浅草東署 Strioシリーズ 鈴峯 紅也 すずみね こうや 

180 ぽこ侍おかえりの神様シリーズ 鈴森丹子 すずもりあかね 

354 麦本三歩 住野 よる すみのよる 

183 チョコレート・コンフュージョン 星奏なつめ せいそうなつめ 

184 うちの執事が言うことには、願ったならば  高里 椎奈 たかさと しいな 

185 はなの味ごよみシリーズ 高田在子 たかだありこ 

186 みをつくし料理帖シリーズ 高田郁 たかだいくの 

187 あきない世傳金と銀シリーズ 高田郁 たかだいくの 

190 神の時空シリーズ  高田崇史 たかだたかし 

188 図書館の魔女シリーズ  高田 大介 たかだだいすけ 

189 QEDシリーズ  高田 大介 たかだだいすけ 

191 東北大河・陸奥三部作シリーズ、風の陣 高橋 克彦 たかはし かつひこ 

192 マークスの山・合田雄一郎シリーズ 高村薫 たかむらかおる 

193 孤高のメスシリーズ 高山 路爛 たかやま ろらん 

194 ビジネス戦略ノベルシリーズ、会計天国 竹内謙礼 たけうちけんれい 

195 おいしいベランダ。シリーズ  竹岡葉月 たけおかはづき 

196 響け！ ユーフォニアムシリーズ 武田 綾乃 たけだ あやの 
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197 武本刑事・潮崎警視シリーズ  日明 恩 たちもり めぐみ 

198 警視庁異界犯罪捜査班オニマルシリーズ 田中 啓文 たなか ひろふみ 

199 薬師寺涼子の怪奇事件簿シリーズ  田中 芳樹 たなか よしき 

200 創竜伝シリーズ  田中 芳樹 たなか よしき 

201 涼宮ハルヒの憂鬱シリーズ 谷川 流 たにがわ ながる 

202 筆跡鑑定人・東雲清一郎シリーズ  谷春慶 たにはるよし 

203 異人館画廊シリーズ  谷瑞恵 たにみずえ 

205 神酒クリニックで乾杯を 知念 実希人 ちねん みきと 

206 天久鷹央の推理事件カルテシリーズ 知念 実希人 ちねん みきと 

207 おれは一万石シリーズ  千野隆司 ちの たかし 

208 天才・龍之介がゆく！シリーズ  柄刀 一 つかとう はじめ 

209 機龍警察シリーズ  月村 了衛 つきむら りょうえ 

210 介錯人シリーズ  辻堂 魁 つじどうかい 

211 宝石商リチャード氏の謎鑑定シリーズ 辻村七子 つじむらななこ 

212 ツナグシリーズ 辻村深月 つじむらみつき 

216 生活安全課 0係シリーズ  富樫 倫太郎 とがし りんたろう 

217 SROシリーズ 富樫 倫太郎 とがし りんたろう 

218 北条早雲シリーズ  富樫 倫太郎 とがし りんたろう 

220 スープ屋しずくの謎解き朝ごはんシリーズ  友井 羊 ともい ひつじ 

213 ラストラインシリーズ 堂場 瞬一 どうば しゅんいち 

214 アナザーフェイス・イクメン刑事シリーズ 堂場 瞬一 どうば しゅんいち 
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215 警視庁犯罪被害者支援課シリーズ  堂場 瞬一 どうば しゅんいち 

222 東京駅おもてうら交番・堀北恵平シリーズ 内藤了 ないとうりょう 

223 よろず建物因縁帳シリーズ  内藤了 ないとうりょう 

225 鬼人幻燈抄シリーズ  中西 モトオ なかにしもとお 

226 京都西陣なごみ植物店シリーズ 仲町 六絵 なかまち ろくえ 

227 悪魔の弁護人、御子柴礼司シリーズ 中山 七里 なかやま しちり 

228 
ピアニスト探偵岬洋介シリーズ、さよならドビ

ュッシー  

中山 七里 なかやま しちり 

229 連続殺人鬼カエル男 中山 七里 なかやま しちり 

230 闘う君の唄を⇒騒がしい楽園 中山 七里 なかやま しちり 

224 教場シリーズ  長岡 弘樹 ながおか ひろき 

231 神様のカルテシリーズ 夏川草介 なつかわそうすけ 

232 死亡フラグが立ちました！シリーズ 七尾 与史 ななお よし 

233 
ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）シリー

ズ  

七月 隆文 ななつき たかふみ 

234 宝石吐きのおんなのこ なみあと なみあと 

235 脳科学捜査官・真田夏希シリーズ  鳴神 響一 なるかみ きょういち 

236 朝草機動捜査隊シリーズ  鳴海 章 なるみ しょう 

237 僕僕先生シリーズ  仁木 英之 にき ひでゆき 

238 物語シリーズ、化物語 西尾維新 にしおいしん 

239 美少年探偵団シリーズ  西尾維新 にしおいしん 
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240 掟上今日子・忘却探偵シリーズ  西尾維新 にしおいしん 

241 戯言シリーズ  西尾維新 にしおいしん 

242 刀語シリーズ  西尾維新 にしおいしん 

243 十津川警部シリーズ  西村京太郎 にしむらきょうたろう 

244 面白南極料理人シリーズ  西村淳 にしむらじゅん 

245 最後の医者シリーズ  二宮 敦人 にのみや あつと 

247 ”文学少女”シリーズ  野村美月 のむらみつき 

248 法月綸太郎シリーズ  法月 綸太郎 のりづき りんたろう 

249 つくもがみシリーズ  畠中 恵 はたけなか めぐみ 

250 まんまことシリーズ 畠中 恵 はたけなか めぐみ 

251 しゃばけ若旦那シリーズ  畠中 恵 はたけなか めぐみ 

252 アイスクリン強し若様組まいるシリーズ 畠中 恵 はたけなか めぐみ 

253 ほっこりモフモフシリーズ、フォカッチャ  鳩見 すた はとみすた 

255 警視庁公安部・青山望シリーズ  浜嘉之 はまよしのぶ 

256 警視庁情報官シリーズ  浜嘉之 はまよしのぶ 

257 羽根藩シリーズ  葉室 麟 はむろ りん 

258 最高のオバハン・中島ハルコシリーズ 林真理子 はやしまりこ 

259 都会のトムソーヤ(マチトム)シリーズ  はやみねかおる はやみねかおる 

260 怪盗クイーンシリーズ はやみねかおる はやみねかおる 

261 サッカーボーイズシリーズ はらだみずき はらだみずき 

262 海が見える家、それから はらだみずき はらだみずき 
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263 私立探偵沢崎シリーズ  原遼 はらりょう 

265 新参者・加賀恭一郎シリーズ  東野圭吾 ひがしのけいご 

266 探偵ガリレオシリーズ 東野圭吾 ひがしのけいご 

267 マスカレードホテルシリーズ 東野圭吾 ひがしのけいご 

268 柚木草平シリーズ  樋口 有介 ひぐち ゆうすけ 

270 御宿かわせみシリーズ  平岩 弓枝 ひらいわ ゆみえ 

271 しねるくすり、いきるくすり 平沼 正樹 ひらぬま しげき 

272 イエロートラッシュ  平山 夢明 ひらやま ゆめあき 

273 島耕作シリーズ  弘兼 憲史 ひろかね けんし 

274 妖怪の子預かりますシリーズ 廣嶋 玲子 ひろしま れいこ 

279 最後の晩ごはんシリーズ 椹野 道流 ふしの みち 

276 今からあなたを脅迫しますシリーズ 藤石 波矢 ふじいし なみや 

277 おしい刑事シリーズ 藤崎 翔 ふじさき しょう 

278 DenFujitaのユダヤの商法シリーズ 藤田田 ふじたでん 

280 Unnamed Memoryシリーズ、アンメモ  古宮 九時 ふるみや くじ 

282 活版印刷三日月堂シリーズ  ほしおさなえ ほしおさなえ 

283 幻想シリーズ  堀川アサコ ほりかわあさこ 

284 ジウサーガシリーズ  誉田哲也 ほんだてつや 

285 姫川玲子シリーズ  誉田哲也 ほんだてつや 

286 妖の華 誉田哲也 ほんだてつや 

288 ニャン氏の事件簿シリーズ 松尾 由美 まつお ゆうみ 
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289 ハゲタカシリーズ 真山 仁 まやま じん 

291 デフ・ヴォイスシリーズ 丸山 正樹 まるやま まさき 

290 オーバーロード 丸山くがね まるやまくがね 

292 まほろ駅前シリーズ  三浦しをん みうらしをん 

293 ビブリア古書堂の事件手帖シリーズ  三上 延 みかみ えん 

294 時効警察 三木 聡 みきさとし 

295 ストライク・ザ・ブラッドシリーズ  三雲 岳斗 みくも がくと 

296 夢をかなえるゾウ、ガネーシャシリーズ 水野 敬也 みずの けいや 

298 万国菓子舗お気に召すままシリーズ 溝口智子 みぞぐち ともこ 

297 カラスの親指、カエルの小指 道尾 秀介 みちお しゅうすけ 

301 刀城言耶シリーズ  三津田 信三 みつだ しんぞう 

299 強請屋（ゆすりや）稼業シリーズ 南英夫 みなみ ひでお 

302 杉村三郎シリーズ  宮部みゆき みやべみゆき 

303 三島屋シリーズ  宮部みゆき みやべみゆき 

300 流転の海シリーズ  宮本輝 みやもとてる 

304 騎士団長殺し  村上春樹 むらかみはるき 

305 桜風堂ものがたり、星をつなぐ手  村山早紀 むらやま さき 

306 コンビニたそがれ堂シリーズ  村山早紀 むらやま さき 

307 おいしいコーヒーのいれ方シリーズ 村山由佳 むらやま ゆか 

308 れんげ荘シリーズ 群 ようこ むれ ようこ 

309 パンとスープとネコ日和シリーズ 群 ようこ むれ ようこ 
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310 都立水商!1年 A組シリーズ 室積 光 むろづみ ひかる 

311 京都寺町三条のホームズ  望月麻衣 もちづきまい 

312 わが家は祇園の拝み屋さんシリーズ 望月麻衣 もちづきまい 

313 黒猫シリーズ、付き人  森 晶麿 もり あきまろ 

314 SMシリーズ 森博嗣 もりひろし 

315 wシリーズ、wwシリーズ  森博嗣 もりひろし 

316 ペンギンハイウェイ 森見 登美彦 もりみ とみひこ 

317 
四畳半神話大系、四畳半タイムマシンブル

ース 

森見 登美彦 もりみ とみひこ 

318 刑事・夏目信人シリーズ  薬丸 岳 やくまる がく 

319 ぶたぶたシリーズ  矢崎 存美 やざき ありみ 

320 ＡＣＴ警視庁特別潜入捜査班シリーズ 矢月 秀作 やづき しゅうさく 

321 警視庁暗殺部 D1シリーズ  矢月 秀作 やづき しゅうさく 

322 食堂のおばちゃんシリーズ  山口 恵以子 やまぐち えいこ 

323 探偵日暮旅人シリーズ  山口幸三郎 やまぐちこうさぶろう 

324 損料屋喜八郎始末控えシリーズ 山本 一力 やまもと いちりき 

325 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう  山本巧次 やまもと こうじ 

326 浅草鬼嫁日記あやかし夫婦シリーズ 友麻碧 ゆうまみどり 

327 
Bの戦場、さいたま新都心ブライダル課シリ

ーズ 

ゆきた志旗 ゆきた しき 

328 彩雲国物語シリーズ  雪乃 紗衣 ゆきの さい 
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329 佐方貞人シリーズ  柚月 裕子 ゆづき ゆうこ 

330 孤狼の血シリーズ  柚月 裕子 ゆづき ゆうこ 

332 陰陽師シリーズ  夢枕 獏 ゆめまくら ばく 

333 ルパンの娘シリーズ、Lの一族 横関 大 よこぜき だい 

334 Ｄ県警シリーズ  横山秀夫 よこやまひでお 

335 賢者の孫シリーズ  吉岡剛 よしおか つよし 

336 マリー・アントワネットの日記  吉川 トリコ よしかわ トリコ 

337 原麻希(ハラマキ)シリーズ 吉川英梨 よしかわえり 

338 変若水・向井俊介シリーズ  吉田 恭教 よしだ やすのり 

339 槇野・東條シリーズ  吉田 恭教 よしだ やすのり 

340 紅雲町珈琲屋こよみ・お草さんシリーズ 吉永 南央 よしなが なお 

341 氷菓・古典部シリーズ  米澤 穂信 よねざわ ほのぶ 

342 小市民シリーズ、春期限定いちごタルト事件  米澤 穂信 よねざわ ほのぶ 

345 三体・地球往事三部作シリーズ  劉慈欣 りゅう じきん 

348 葉村晶シリーズ、不幸探偵 若竹 七海 わかたけ ななみ 

349 オッドアイシリーズ  渡辺 裕之 わたなべ ひろゆき 

350 冷たい狂犬シリーズ  渡辺 裕之 わたなべ ひろゆき 

351 傭兵代理店・藤堂浩志シリーズ  渡辺 裕之 わたなべ ひろゆき 

28 猫と竜シリーズ アマラ アマラ 

41 メインテーマは殺人シリーズ アンソニー・ホロヴィッツ 
アンソニー・ホロヴィ

ッツ 
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344 フロスト警部シリーズ R.D.ウィングフィールド 
アールディーウィング

フィールド 

98 エリカ＆パトリックの事件簿  カミラ・レックバリ カミラ・レックバリ 

83 おやすみ、ロジャーシリーズ カール=ヨハン・エリーン 
カール=ヨハン・エリ

ーン 

111 ランド・オブ・ストーリーズ クリス・コルファー クリス・コルファー 

116 英国パラソル奇譚アレクシア女史  ゲイル・キャリガー ゲイル・キャリガー 

152 パードレはそこにいるシリーズ サンドローネ・ダツィエーリ 
サンドローネ・ダツィ

エーリ 

167 魔法製作所シリーズ  シャンナ・スウェンドソン 
シャンナ・スウェンド

ソン 

171 
ショーニン・マグワイア 3賞受賞シリーズ三

部作 

ショーニン・マグワイア 
ショーニン・マグワイ

ア 

157 リンカーン・ライムシリーズ ジェフェリー・ディーヴァー 
ジェフェリー・ディーヴ

ァー 

154 ハリーポッターシリーズ J・K・ローリング ジェーケーローリング 

155 聖なる予言 ジェームズ・レッドフィールド 
ジェームズ・レッドフィ

ールド 

156 シグマフォースシリーズ ジェームズ・ロリンズ ジェームズ・ロリンズ 

172 ハリー・ホーレ刑事シリーズ ジョー・ネスポ ジョー・ネスポ 

110 ブラウン神父シリーズ G・K・チェスタトン ジーケーチェスタトン 

153 オリンポスの咎人シリーズ ジーナ・ショウォルター 
ジーナ・ショウォルタ

ー 

181 ミレニアムシリーズ  スティーグ・ラーソン スティーグ・ラーソン 
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182 チーズはどこへ消えた スペンサー・ジョンソン 
スペンサー・ジョンソ

ン 

204 ラングドンシリーズ  ダンブラウン ダンブラウン 

221 おしりたんていシリーズ トロル トロル 

219 ムーミンシリーズ トーベ・ヤンソン トーベ・ヤンソン 

246 オリヴァー&ピアシリーズ ネレ・ノイハウス ネレ・ノイハウス 

254 検屍官シリーズ  パトリシア・コーンウェル 
パトリシア・コーンウ

ェル 

269 ドリトル先生シリーズ  ヒュー・ロフティング ヒュー・ロフティング 

264 カミーユ警部シリーズ ピエール・ルメートル ピエール・ルメートル 

281 
ジーヴズの事件簿シリーズ（ジーブス、ジー

ブズ、ジーヴス） 

P・G・ウッドハウス ピージーウッドハウス 

275 移動都市モータルエンジンシリーズ  フィリップ・リーヴ フィリップ・リーヴ 

287 暗殺者グレイマンシリーズ マーク・グリーニー マーク・グリーニー 

331 特捜部 Qシリーズ  ユッシ・エーズラ・オールスン 
ユッシ・エーズラ・オ

ールスン 

343 探偵デンスンシリーズ リチャード・ホイト リチャード・ホイト 

346 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 
ルーシー・モード・モ

ンゴメリ 

347 私立探偵フィリップ・マーロウ レイモンド・チャンドラー 
レイモンド・チャンドラ

ー 

 

https://nicoichi-read.com/tize-zokuhen/
https://nicoichi-read.com/rangdon-jyunban/
https://nicoichi-read.com/oshiri-tantei/
https://nicoichi-read.com/mumin/
https://nicoichi-read.com/post-1418/
https://nicoichi-read.com/kenshikan-series/
https://nicoichi-read.com/techer-doritol-series/
https://nicoichi-read.com/kamiyukeibu/
https://nicoichi-read.com/woodhouse/
https://nicoichi-read.com/woodhouse/
https://nicoichi-read.com/motalengine-series/
https://nicoichi-read.com/grayman/
https://nicoichi-read.com/tokusoubuq/
https://nicoichi-read.com/densun-series/
https://nicoichi-read.com/akagenoan/
https://nicoichi-read.com/siritutantei-filip/

