
第5回翻訳ミステリー読者賞 投票結果

第1位 22票 その雪と血を ジョー・ネスボ
鈴木恵 早川書房

2位 11票 マプチェの女 カリル・フェレ
加藤かおり、川口明百美 早川書房

3位 9票 ザ・カルテル ドン・ウィンズロウ
峯村利哉 角川書店

3位 9票 黄昏の彼女たち サラ・ウォーターズ
中村有希 東京創元社

順位 得票 タイトル 著者 翻訳者 出版社

5 6 生か、死か マイケル・ロボサム 越前敏弥 早川書房

6 5 ジョイ・ランド スティーヴン・キング 土屋晃 文藝春秋

7 4 ミルク殺人と憂鬱な夏 フォルカー・クルプフル、ミハイル・コブル 岡本朋子 早川書房

7 4 ささやかで大きな嘘 リアーン・モリアーティ 和爾桃子 東京創元社

7 4 埋葬された夏 キャシー・アンズワース 三角和代 東京創元社

7 4 ささやく真実 ヘレン・マクロイ 駒月雅子 東京創元社

7 4 パンドラの少女 M・R・ケアリー 茂木健 東京創元社

7 4 ミスター・メルセデス スティーヴン・キング 白石朗 文藝春秋

7 4 虚構の男 L・P・デイヴィス 矢口誠 国書刊行会

13 3 ウィンター家の少女 キャロル・オコンネル 務台夏子 東京創元社

13 3 傷だらけのカミーユ ピエール・ルメートル 橘明美 文藝春秋

13 3 夏に凍える舟 ヨハン・テオリン 三角和代 早川書房

13 3 無実 ジョン・コラピント 横山啓明 早川書房

13 3 過ぎ去りし世界 デニス・ルヘイン 加賀山卓朗 早川書房

13 3 熊と踊れ アンデシュ・ルースルンド、ステファン・トゥンベリ ヘレンハルメ美穂、羽根由 早川書房

13 3 ルーフォック・オルメスの冒険 カミ 高野優 東京創元社

13 3 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー 池田真紀子 文藝春秋

21 2 拾った女 チャールズ・ウィルフォード 浜野アキオ 扶桑社

21 2 YOU キャロライン・ケプネス 白石朗 講談社

21 2 白夜の爺スナイパー デレク・B・ミラー 加藤洋子 集英社

21 2 ぼくは漫画大王 胡傑 稲村文吾 文藝春秋

21 2 オーディンの末裔 ハラルト・ギルバース 酒寄進一 集英社

21 2 死んだライオン ミック・ヘロン 田村義進 早川書房

21 2 パードレはそこにいる サンドローネ・ダツィエーリ 清水由貴子 早川書房

21 2 アメリカーナ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ くぼたのぞみ 河出書房新社

21 2 マトリョーシカと消えた死体 ケイト・アトキンソン 青木純子 東京創元社

21 2 終わりなき道 ジョン・ハート 東野さやか 早川書房

21 2 テロ フェルディナント・フォン・シーラッハ 酒寄進一 東京創元社

21 2 宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス 浅倉久志、酒井伸一 国書刊行会

21 2 転落の街 マイクル・コナリー 古沢嘉通 講談社

21 2 彼女が家に帰るまで ローリー・ロイ 田口俊樹、不二淑子 集英社



順位 得票 タイトル 著者 翻訳者 出版社

35 1 探偵は孤高の道を サラ・グラン 高山祥子 東京創元社

35 1 ネロ・ウルフの事件簿 アーチ・グッドウィン少佐編 レックス・スタウト ⿁頭玲子 論創社

35 1 刑事ファビアン・リスク 顔のない男 ステファン・アーンヘム 堤朝子 ハーパー・コリンズ・ジャパン

35 1 死の鳥 ハーラン・エリスン 伊藤典夫 早川書房

35 1 死者は語らずとも フィリップ・カー 柳沢伸洋 PHP研究所

35 1 貴婦人として死す カーター・ディクスン 高沢治 東京創元社

35 1 バッド・カントリー C・B・マッケンジー 熊谷千寿 早川書房

35 1 浴室には誰もいない コリン・ワトスン 直良和美 東京創元社

35 1 霜の降りる前に ヘニング・マンケル 柳沢由実子 東京創元社

35 1 狼の領域 C・J・ボックス 野口百合子 講談社

35 1 少年探偵ブルーノ 猫は殺人事件がお好き サム・ガッソン 加藤洋子 ハーパー・コリンズ・ジャパン

35 1 ドローンランド トム・ヒレンブランド 赤坂桃子 河出書房新社

35 1 視える女 ベリンダ・バウアー 満園真木 小学館

35 1 ラスト・ウェイ・アウト フェデリコ・アシャット 村岡直子 早川書房

35 1 幽霊はお見通し エミリー・ブライトウェル 田辺千幸 東京創元社

35 1 アメリカン・ブラッド ベン・サンダース 黒原敏行 早川書房

35 1 晴れた日の森に死す カーリン・フォッスム 成川裕子 東京創元社

35 1 愚者たちの棺 コリン・ワトスン 直良和美 東京創元社

35 1 飛行士たちの話 ロアルド・ダール 田口俊樹 早川書房

35 1 負け犬たち ジョニー・ショー 野村恵美子 オークラ出版

35 1 棺の女 リサ・ガードナー 満園真木 小学館

35 1 深夜プラス１ ギャビン・ライアル 鈴木恵 早川書房

35 1 刑事マルティン・ベック 煙に消えた男 マイ・シューヴァル、ペール・ヴァールー 柳沢由実子 角川書店

35 1 人形 モー・ヘイダー 北野寿美枝 早川書房

35 1 邂逅 シドニー州都警察殺人捜査課 キャンディス・フォックス 冨田ひろみ 東京創元社

35 1 その先は想像しろ エルヴェ・コメール 田中未来 集英社

35 1 骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー 金原瑞人、西本かおる 竹書房

35 1 オスロ警察殺人捜査課特別班 アイム・トラベリング・アローン サムエル・ビョルク 中谷由紀子 ディスカヴァー２１

35 1 死体は笑みを招く ネレ・ノイハウス 酒寄進一 東京創元社

35 1 象牙色の嘲笑 ロス・マクドナルド 小鷹信光、松下祥子 早川書房

35 1 目隠し⿁の嘘 フェイ・ケラーマン 高橋恭美子 ハーパー・コリンズ・ジャパン

35 1 二十億の針 ハル・クレメント 鍛冶靖子 東京創元社

35 1 緑のカプセルの謎 ジョン・ディクスン・カー 三角和代 東京創元社

35 1 スピニー通りの秘密の絵 ローラ・マークス・フィッツジェラルド 千葉茂樹 あすなろ書房

35 1 150歳の依頼人 E・J・コッパーマン 藤井美佐子 東京創元社

35 1 ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ 中山エツコ 文藝春秋

対象 2016年1月1日～12月31日に刊行された翻訳ミステリー
投票総数 178 総作品数 71

結果は以上の通りとなりました。ご投票いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

主催／全国翻訳ミステリー読書会連合 後援／翻訳ミステリー大賞シンジケート


