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1.亜愛一郎の狼狽  泡坂 妻夫 

2.赤い密室     鮎川 哲也 

3.退職刑事     都筑 道夫 

4.幽霊列車     赤川 次郎 

5.亜愛一郎の転倒  泡坂 妻夫 

6.キリオン・スレイの生活と推理 都筑 道夫 

7.みずほ荘殺人事件 仁木 悦子 

8.血みどろ砂絵   都筑 道夫 

9.凶運の手紙    仁木 悦子 

10.空飛ぶ馬     北村  薫 

11.セント・メリーのリボン 稲見 一良 

12.雪のマズルカ   芦原すなお 

13.御手洗潔の挨拶 島田 荘司 

14.ミステリーズ完全版 山口 雅也 

15.展望塔の殺人   島田 荘司 

16.とむらい機関車  大阪 圭吉 

17.天使たちの探偵  原   尞 

18.海上タクシーガル 3 号備忘録  多島斗志之 

19.動機       横山 秀夫 

20.五つの棺     折原  一 

21.池袋ウエストゲートパーク 石田 衣良 

22.新赤毛連盟    鮎川 哲也 

23. 安吾捕物帖    坂口 安吾 

24.富豪刑事     筒井 康隆 

25.少年計数機    石田 衣良 

26.第三の時効    横山 秀夫 

27.猫とアリス    芦原すなお 

28.長安日記     陳  舜臣 

29.ヨギ・ガンジーの妖術 泡坂 妻夫 

30.死者たちの夜   結城 昌治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.キット・ピストルズの冒瀆  山口 雅也 

32.ダック・コール  稲見 一良 

33.方壺園      陳  舜臣 

34.妖婦の宿     高木 彬光 

35.満願        米澤 穂信 

36.遠きに目ありて  天藤  真 

37.幻のマドリード通信 逢坂  剛 

38.ジョーカーゲーム 柳  広司 

39.影なき女     高木 彬光 

40.ミステリ博物館  赤川 次郎 

41.ノックス・マシン 法月綸太郎 

42.芋虫       江戸川乱歩 

43.戻り川心中    連城三紀彦 

44.初陣 隠蔽捜査 3.5 今野  敏 

45.傍聞き      長岡 弘樹 

46.社会部記者    島田 一男 

47.ダブル・ジョーカー 柳  広司 

48.花の下にて春死なむ 北森  鴻 

49.犯罪講師     天藤  真 

50.ル・ジタン    斎藤  純 

51.教場       長岡 弘樹 

52.制服捜査     佐々木 譲 

53.鬼火       横溝 正史 

54.変調二人羽織   連城三紀彦 

55.三人目の幽霊   大倉 崇裕 

56.増加博士と目減卿 二階堂黎人 

57.結城昌治ショートショート集 

58.蜜月列車殺人事件 西村京太郎 

59.夜の蝉      北村  薫 

60.我らが隣人の犯罪 宮部みゆき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.真実の10メートル手前 米澤 穂信 

62.開けっぱなしの密室 岡嶋 二人 

63.万能鑑定士 Qの短編集 1 松岡 圭祐 

64.シャーロックホームズと賢者の石 五十嵐貴久 

65.殺意の風景    宮脇 俊三 

66.象と耳鳴り    恩田  陸 

67.霧舎巧傑作短編集 霧舎  巧 

68.邪馬台国はどこですか? 鯨 統一郎 

69.黒いハンカチ   小沼  丹 

70.遠い約束     光原 百合 

71.シンメトリー   誉田 哲也 

72.名探偵の掟    東野 圭吾 

73.グリーン車の子供 戸板 康二 

74.ミミズクとオリーブ 芦原すなお 

75.死神の精度    伊坂幸太郎 

76.殺人小説集    浜尾 四郎 

77.いざ言問はむ都鳥 澤木  喬 

78.暗いクラブで逢おう 小泉喜美子 

79.六つの手掛かり  乾 くるみ 

80.闇から覗く顔ドールズ 高橋 克彦 

81.謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 

82.さよならの次に来る新学期編 似鳥  鶏 

83.狩野俊介の記念日 太田 忠司 

84.神野推理氏の華麗な冒険   小林 信彦 

85.夜よりほかに聴くものなし 山田風太郎 

86.ファンレター   折原  一 

87.探偵ガリレイ   東野 圭吾 

88.カウント・プラン 黒川 博行 

89.どんどん橋、落ちた 綾辻 行人 

90.駅猫       上田  広 

91.占い師はお昼寝中 倉知  淳 

92.マダム・ロスタンの伝言 井沢 元彦 

93.せどり男爵数奇譚 梶山 季之  

94.山伏地蔵坊の放浪 有栖川有栖 

95.紅蓮の毒     日下 圭介 

96.伊集院大介の新冒険 栗本  薫 

97.パズル崩壊 1992-95 法月綸太郎 

98.アルバイト探偵  大沢 在昌 

99.新宿警察     藤原 審爾 

100.東京バンドワゴン 小路 幸也 

(101.シチュエーションパズルの攻防 竹内  真) 

(102.ヴァンショーをあなたに    近藤 史恵) 

(103.ミス・リグビーの幸福 片岡 義男) 

 

 

 

 

 『ミステリ読書案内』２００号発行記念特集 

日本ミステリ短編集ベスト 100  
 今度は『日本ミステリ短編集・ベスト 100』。100 冊に絞るのが大変だ。

「あれもこれも」と思うが 100冊には入りきらない。ごく平凡な選定のよ

うに見えるかもしれないが、私なりの好みの傾向は出ていると思う。 

「既読」の本からしか選べない…「この作家には、別の作品で良いものがあるはずだ」と思っても、読んでいない本を挙げ

るわけにはいかない。私の読んでいる本には偏りがあるし、すべての作家の主な作品に目を通すことはそもそも不可能な

こと。順位の後半はほとんど一作家一作品みたいな形になってしまった。まだまだ落ちがあるなぁ…。 

日本ミステリ短編集・やはり本格ものが上位を占める 

私の日本短編集の読書数は約１７００冊。その中から選んでみたベスト

１００。一作家は３作品に限定。アンソロジー系統の本は除いた。 

２０２１．２．３ 発行元 

第 200 号 伊藤 剛 
https://mystery-dokuan.com 


