
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116175175 アガサ・クリスティを訪ねる旅 平井　杏子／著 東京：大修館書店 外国文学  

0116621798 「暁」の謎を解く 小林　賢章／著 東京：角川学芸出版 文学      

0116954421 浅見光彦の日本不思議舞台地(ミステリースポット)の旅 内田　康夫／著 東京：ベストセラーズ 文学      

0117824326 頭をつかう新習慣!ナゾときタイム　[1] 松丸　亮吾／著 東京：NHK出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117039065 頭が突然鋭くなるクイズ 知的生活追跡班／編 東京：青春出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115397929 イエスとサンタクロースの秘密 北嶋　廣敏／著 東京：太陽企画出版 宗教      

0114911910 イギリス魔界紀行 荒俣　宏／著 東京：日本放送出版協会 文学      

0117308221 一字一絵 金子　都美絵／画・文 東京：太郎次郎社エディタス 言語      

0116783085 いろは判じ絵 岩崎　均史／著 京都：青幻舎 芸術      

0116241696 ヴェネツィア・ミステリーガイド 市口　桂子／著 東京：白水社 地誌紀行 

0117543686 歌になった「にっぽん昔話・伝説」の謎 合田　道人／著 東京：幻冬舎 民俗習慣

0116708736 歌川広重冨士三十六景 歌川　広重／[画] 東京：二玄社 芸術      

0114468564 英国ミステリ道中ひざくりげ 若竹　七海／著 東京：光文社 外国文学  

0115151540 英雄不死伝説 東京：新人物往来社 歴史      

0117938787 エラリー・クイーン完全ガイド 飯城　勇三／著 東京：星海社 外国文学  

0116795444 大人に役立つ!頭のいい小学生が解いているパズル 松永　暢史／著 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116838285 大人の脳を活性化!頭のいい小学生が解いているヒラメキパズル 松永　暢史／著 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117583401 鬼とはなにか 戸矢　学／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0117927699 尾張名所図会謎解き散歩 前田　栄作／著 名古屋：風媒社 地誌紀行 

0116789504 海底の神秘と謎 東京：宝島社 歴史      

0117474437 開幕!世界あたりまえ会議 斗鬼　正一／著 東京：ワニブックス 民俗習慣

0117792796 カズレーザーが解けなかったクイズ200問 カズレーザー／著 東京：マガジンハウス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115896029 カンブリア爆発の謎 宇佐見　義之／著 東京：技術評論社 自然科学  

0118033851 金魚いろ×かたち謎解き図鑑 大森　義裕／著 京都：化学同人 産業      

0117404046 クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ コリン・スチュアート／著 東京：誠文堂新光社 青少年図書

0116499658 紅茶スパイ サラ・ローズ／著 東京：原書房 農業園芸 

特集名：長野：11･12･1月青少年向けテーマ「謎解き×いろいろ」
特集期間：2022/10/27～2023/01/26



0112805973 語源と謎解き 板坂　元／編 東京：同文書院 言語      

0116563370 古事記なるほど謎解き一〇〇話 瀧音　能之／編 東京：東京堂出版 歴史      

0116894296 古代史は知的冒険 関　裕二／著 東京：PHP研究所 歴史      

0117793794 古地図と地形図で発見!江戸・東京古道を歩く 荻窪　圭／著 東京：山川出版社 地誌紀行 

0118032176 古地図と地形図で発見!鎌倉街道伝承を歩く 荻窪　圭／著 東京：山川出版社 地誌紀行 

0117346932 この数学パズル、解けますか? アレックス・ベロス／著 東京：SBクリエイティブ 自然科学  

0117086447 これだけは見ておきたいミステリー&サスペンス映画　現代編 キネマ旬報／編 東京：キネマ旬報社 芸術      

0115980039 作家と遊ぼう!ミステリーカレッジメモリアルブック 日本推理作家協会／監修 東京：角川書店 文学      

0117395160 視覚心理学が明かす名画の秘密 三浦　佳世／著 東京：岩波書店 芸術      

0117158378 シャーロック・ホームズ大図鑑 デイヴィッド・スチュアート・デイヴ東京：三省堂 外国文学  

0117790717 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班／編 東京：青春出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116423641 少年少女昭和ミステリ美術館 森　英俊／編著 東京：平凡社 総記

0116963349 昭和天皇七つの謎 加藤　康男／著 東京：ワック 歴史      

0117137851 “食”で謎解き日本の歴史 造事務所／編 東京：実業之日本社 民俗習慣

0117454298 書道史謎解き三十話 魚住　和晃／著 東京：岩波書店 芸術      

0116583543 知れば恐ろしい日本人の風習 千葉　公慈／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0114900798 新・世界の七不思議 東京：ニュートンプレス 歴史      

0114725864 信州そば凸凹発展物語 松橋　鐵治郎／著 長野：ほおずき書籍 郷土資料  

0114728330 信州ミステリー紀行 読売新聞長野支局／編著 長野：ほおずき書籍 郷土資料  

0116605569 新説真田三代ミステリー 山田　順子／著 東京：実業之日本社 郷土資料  

0117117648 新編山のミステリー 工藤　隆雄／著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117008979 人狼作家 青崎　有吾／[ほか著] 東京：原書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117113449 数の謎解き和算塾 佐藤　健一／著 東京：研成社 自然科学  

0116536905 すうがくと友だちになる物語　2 小島　寛之／著 東京：技術評論社 青少年図書

0116856535 数学パズルチャレンジ超問120 小谷　善行／執筆 東京：ニュートンプレス 自然科学  

0116576612 数字の国のミステリー マーカス・デュ・ソートイ／[著] 東京：新潮社 自然科学  

0116273251 図説密室ミステリの迷宮 有栖川　有栖／監修 東京：洋泉社 文学      

0118000595 世界を揺るがした聖遺物 杉崎　泰一郎／著 東京：河出書房新社 宗教      

0115294902 戦車謎解き大百科 齋木　伸生／著 東京：光人社 工学      

0116854290 千年クイズ 清水　文子／著 東京：リットーミュージック 言語      

0116705229 ダ・ヴィンチ・ゴースト トビー・レスター／著 東京：筑摩書房 芸術      

0116059965 大絶滅 Douglas H.Erwin／著 東京：共立出版 自然科学  



0116083403 探偵・推理小説と法文化 駒城　鎮一／著 京都：世界思想社 社会科学  

0116599812 超古代ミステリー遺産 オフィスJ.B／編集・構成 東京：双葉社 歴史      

0117355545 鉄トレ! 屋敷　直子／著 東京：交通新聞社 産業      

0117115436 天皇陵謎解き完全ガイド 中山　良昭／監修・著 東京：廣済堂出版 歴史      

0117911321 東京の謎(ミステリー) 門井　慶喜／著 東京：文藝春秋 歴史      

0117299750 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第1巻 東京大学謎解き制作集団Anoth 東京：扶桑社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117299768 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第2巻 東京大学謎解き制作集団Anoth 東京：扶桑社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117298448 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第3巻 東京大学謎解き制作集団Anoth 東京：扶桑社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117402024 東大王・伊沢拓司の最強クイズ100 伊沢　拓司／著 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116227224 捕物帖の百年 野崎　六助／著 東京：彩流社 文学      

0117609727 謎解きアヴェロンの野生児 鈴木　光太郎／著 東京：新曜社 教育      

0115142176 謎解き音響学 山下　充康／著 東京：丸善 自然科学  

0117600155 謎解き御朱印めぐり 菊池　洋明／著 東京：笠倉出版社 宗教      

0117441238 謎解き聖書物語 長谷川　修一／著 東京：筑摩書房 青少年図書

0117844076 謎解き鳥獣戯画 芸術新潮編集部／編 東京：新潮社 芸術      

0116975962 謎解き・津波と波浪の物理 保坂　直紀／著 東京：講談社 自然科学  

0116831314 謎解き父さん 伴田　良輔／著 東京：朝日出版社 自然科学  

0117713412 謎解き日本列島 宇田川　勝司／著 東京：ベレ出版 地誌紀行 

0117021097 謎解き!橋の維持・補修 日経コンストラクション／編 [東京]：日経BP社 工学      

0116898990 謎とき『ハックルベリー・フィンの冒険』 竹内　康浩／著 東京：新潮社 外国文学  

0116936121 謎解きヒエロニムス・ボス 小池　寿子／著 東京：新潮社 芸術      

0112496518 謎解き北斎川柳 宿六　心配／著 東京：河出書房新社 郷土資料  

0116300849 謎山トキオの謎解き分析 丸山　健夫／著 東京：日科技連出版社 総記

0116142282 奈良・古代史ミステリー紀行 関　裕二／著 東京：PHP研究所 地誌紀行 

0117355651 21世紀本格ミステリ映像大全 千街　晶之／編著 東京：原書房 芸術      

0117438325 日本の子守唄 西舘　好子／著 東京：游学社 民俗習慣

0116144965 日本の神仏 川副　秀樹／著 東京：彩流社 民俗習慣

0115513905 日本史瓦版 鈴木　亨／編著 東京：三修社 歴史      

0116561671 日本人はなぜそうしてしまうのか 新谷　尚紀／著 東京：青春出版社 民俗習慣

0116448200 バイオリンの謎 高橋　博志／著 東京：ヤマハミュージックメデ芸術      

0114359748 バチカン・ミステリー ジョン・コーンウェル／著 東京：徳間書店 宗教      

0117301853 ヒトは何故それを食べるのか 佐竹　元吉／著 東京：中央法規出版 民俗習慣



0114869506 フィレンツェ・ミステリーガイド 市口　桂子／著 東京：白水社 地誌紀行 

0116221714 仏像ミステリー 正木　晃／著 東京：講談社 宗教      

0117970301 平安文学の謎解き 後藤　祥子／著 東京：風間書房 文学      

0116102278 マザーグースのミステリー 藤野　紀男／著 京都：ミネルヴァ書房 外国文学  

0116231192 マジカル・ミステリアス・マッシュルーム・ツアー 飯沢　耕太郎／著 東京：東京キララ社 産業      

0116532680 麻酔をめぐるミステリー 廣田　弘毅／著 京都：化学同人 医学      

0117948083 松丸家の育て方 松丸　悟／著 志木：repicbook 歴史      

0115144545 マヤ/アステカ 土方　美雄／著 東京：新紀元社 歴史      

0116436338 ミステリで読む現代日本 野崎　六助／著 東京：青弓社 文学      

0112706965 ミステリアス・ケルト ジョン・シャーキー／著 東京：平凡社 宗教      

0114587116 ミステリー最高傑作はこれだ! ミステリー研究21／編 東京：青春出版社 文学      

0117839092 ミステリーの書き方 柏田　道夫／著 東京：言視舎 文学      

0116915984 昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役なのか 大塚　ひかり／著 東京：草思社 民俗習慣

0118002377 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば／著 東京：新日本出版社 青少年図書

0117180166 「山の不思議」発見! 小泉　武栄／著 東京：山と溪谷社 自然科学  

0115769119 山口県の不思議事典 古川　薫／編 東京：新人物往来社 地誌紀行 

0115177651 ユダの謎キリストの謎 三田　誠広／著 東京：祥伝社 宗教      

0116948902 妖術師・秘術師・錬金術師の博物館 グリヨ・ド・ジヴリ／著 東京：法政大学出版局 哲学心理 

0117348979 乱歩謎解きクロニクル 中　相作／著 東京：言視舎 文学      

0116917287 乱歩ワールド大全 野村　宏平／著 東京：洋泉社 文学      


