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書名・著者名等 配置場所 請求記号

緋色の習作 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね訳. -- 河出書房新
社, 1997.9. -- (シャーロック・ホームズ全集 1).

3F開架新体系 933.6//D89//4865

四つのサイン / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね訳. -- 河出書房
新社, 1998.6. -- (シャーロック・ホームズ全集 2).

3F開架新体系 933.6//D89//4866

シャーロック・ホームズの冒険 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね
訳. -- 河出書房新社, 1998.2. -- (シャーロック・ホームズ全集 3).

3F開架新体系 933.6//D89//4867

シャーロック・ホームズの思い出 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あか
ね訳. -- 河出書房新社, 1999.2. -- (シャーロック・ホームズ全集 4).

3F開架新体系 933.6//D89//4868

バスカヴィル家の犬 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね訳. -- 河
出書房新社, 2002.5. -- (シャーロック・ホームズ全集 5).

3F開架新体系 933.6//D89//4869

シャーロック・ホームズの帰還 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね
訳. -- 河出書房新社, 1999.9. -- (シャーロック・ホームズ全集 6).

3F開架新体系 933.6//D89//4870

恐怖の谷 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あかね訳. -- 河出書房新
社, 2001.6. -- (シャーロック・ホームズ全集 7).

3F開架新体系 933.6//D89//4871

シャーロック・ホームズ最後の挨拶 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あ
かね訳. -- 河出書房新社, 2000.6. -- (シャーロック・ホームズ全集 8).

3F開架新体系 933.6//D89//4872

シャーロック・ホームズの事件簿 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 小林司, 東山あか
ね訳. -- 河出書房新社, 2002.1. -- (シャーロック・ホームズ全集 9).

3F開架新体系 933.6//D89//4873

詳注版シャーロック・ホームズ全集  1 / コナン・ドイル著 ; ベアリング‐グールド解説
と注 ; 小池滋監訳.  筑摩書房, 1997.4-1998.7. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 933.6//D89//9068

詳注版シャーロック・ホームズ全集 2 / コナン・ドイル著 ; ベアリング‐グールド解説
と注 ; 小池滋監訳.  筑摩書房, 1997.4-1998.7. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 933.6//D89//9069

詳注版シャーロック・ホームズ全集 3 / コナン・ドイル著 ; ベアリング‐グールド解説
と注 ; 小池滋監訳.  筑摩書房, 1997.4-1998.7. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 933.6//D89//9070

詳注版シャーロック・ホームズ全集 4 / コナン・ドイル著 ; ベアリング‐グールド解説
と注 ; 小池滋監訳.  筑摩書房, 1997.4-1998.7. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 933.6//D89//9073

詳注版シャーロック・ホームズ全集 5 / コナン・ドイル著 ; ベアリング‐グールド解説
と注 ; 小池滋監訳.  筑摩書房, 1997.4-1998.7. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 933.6//D89//9064

シャーロック・ホームズの世界 : 世界で最も偉大な探偵の背後にある事実とフィク
ション / マーティン・ファイドー文 ; 北原尚彦訳. -- 求竜堂, 2000.5.

3F開架新体系 933.6//F24//3760

シャーロック・ホームズ鑑賞学入門 / 木村申二著. -- 丸善, 1992.4. -- (丸善ライブ
ラリー ; 047).

4F新書版 930.268//KI39//9847

アガサ・クリスティ / モニカ・グリペンベルク著 ; 岩坂彰訳. -- 講談社, 1997.2. --
(講談社選書メチエ ; 97).

3F開架新体系 930.278//G86//5256

アルセ-ヌ・リュパン : 怪盗紳士の肖像 / ジャン=クロ-ド・ラミ著 ; 大友徳明訳. -- 東
京創元社, 1986.2.

3F開架N N953//L7//1

ミステリーの毒を科学する : 毒とは何かを知るために / 山崎昶著. -- 講談社,
1992.5. -- (ブルーバックス ; B-919).

4F新書版 491.59//Y48//5599

ミステリ文学 / アンドレ・ヴァノンシニ著 ; 太田浩一訳. -- 白水社, 2012.1. -- (文
庫クセジュ ; 965).

4F新書版 902.3//V34//9954

ヨーロッパの「名探偵」
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ロマン・ノワール : フランスのハードボイルド / シュヴェイアウゼール著 ; 平岡敦訳.
-- 白水社, 1991.9. -- (文庫クセジュ ; 721).

4F新書版 950.27//SC8//0687

ミステリーの人間学 : 英国古典探偵小説を読む / 廣野由美子著. -- 岩波書店,
2009.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1187).

4F新書版 930.26//H71//8771

海外ミステリ歳時記 / 長谷部史親著. -- 講談社, 1994.7. -- (講談社現代新書 ;
1211).

4F新書版 901.3//H35//9171

推理小説の源流 : ガボリオからルブランへ / 小倉孝誠著. -- 淡交社, 2002.3. 7F新体系 950.26//O26//2665

欧米推理小説翻訳史 / 長谷部史親著. -- 本の雑誌社, 1992.5. -- (活字倶楽部). 3F開架新体系 910.26//H35//9311

薔薇荘にて / A・E・W・メイスン著 ; 富塚由美訳. -- 国書刊行会, 1995.5. -- (世界
探偵小説全集 ; 1).

3F開架新体系 933.7//SE22//1266

第二の銃声 / アントニイ・バークリー著 ; 西崎憲訳. -- 国書刊行会, 1994.11. --
(世界探偵小説全集 ; 2).

3F開架新体系 933.7//SE22//1268

Xに対する逮捕状 / フィリップ・マクドナルド著 ; 好野理恵訳. -- 国書刊行会,
1994.12. -- (世界探偵小説全集 ; 3).

3F開架新体系 933.7//SE22//1269

愛は血を流して横たわる / エドマンド・クリスピン著 ; 滝口達也訳. -- 国書刊行会,
1995.4. -- (世界探偵小説全集 ; 5).

3F開架新体系 933.7//SE22//1270

英国風の殺人 / シリル・ヘアー著 ; 佐藤弓生訳. -- 国書刊行会, 1995.1. -- (世
界探偵小説全集 ; 6).

3F開架新体系 933.7//SE22//1271

見えない凶器 / ジョン・ロード著 ; 駒月雅子訳. -- 国書刊行会, 1996.6. -- (世界
探偵小説全集 ; 7).

3F開架新体系 933.7//SE22//4445

ロープとリングの事件 / レオ・ブルース著 ; 小林晋訳. -- 国書刊行会, 1995.3. --
(世界探偵小説全集 ; 8).

3F開架新体系 933.7//SE22//1272

クロフツ ; フリーマン / 大久保康雄訳. -- 中央公論社, 1969.8. -- (世界推理名作
全集 ; 3).

B3生活科学 908.3//S3/C1//3

クリスティ- ; カ- / 河野一郎, 中村能三訳. -- 中央公論社, 1960. -- (世界推理名
作全集 ; 6).

B3生活科学 908.3//S3/C1//6

ベントリー ; シムノン / 大久保康雄[ほか]訳. -- 中央公論社, 1960. -- (世界推理
名作全集 ; 5).

B3生活科学 908.3//S3/C1//5

医学探偵ジョン・スノウ : コレラとブロード・ストリートの井戸の謎 / サンドラ・ヘンペル
著 ; 杉森裕樹, 大神英一, 山口勝正訳. -- 日本評論社, 2009.7.

3F開架新体系 498.6//H52//1632

     最新     最新     最新     最新ののののEUEUEUEU情報情報情報情報をををを知知知知るにはるにはるにはるには............

     新しい情報はＷｅｂで提供されています。おすすめのページは次のとおりです。

　    ・駐日欧州連合代表部の公式ページ　http://www.deljpn.ec.europa.eu/

　　    　ＥＵの最新情報を日本語で読むことができます。リンク集も充実しています。 

      ・「EU MAG」　　 　http://eumag.jp/

    　　　駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジンです。最新情報や特集があります。

    　・ヨーロッパサーバー　http://europa.eu/index_en.htm

    　　　欧州連合の公式ページ（英語版）。ＥＵ各国語のページもあります。

      ・外務省のＥＵ情報ページ　　http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html

    　　　外務省ＨＰの各国･地域情報ページにＥＵの項目があります。ＥＵ情勢には最新の情報があります。

　    　　ＥＵの基本情報も確認できます。 

      ・日本貿易振興機構(JETRO) のＥＵ情報ページ　　http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/

　    　　ＥＵとの貿易に関する情報提供を含めビジネス面での情報が充実しています。
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