
翻訳ミステリー読者賞 投票結果一覧第６回

4  10 東の果て、夜へ ビル・ビバリー   熊谷千寿 ハヤカワ・ミステリ文庫

5   9  嘘の木 フランシス・ハーディング 児玉敦子 東京創元社

6   8  その犬の歩むところ ボストン・テラン   田口俊樹 文春文庫

7   6  蝶のいた庭 ドット・ハチソン   辻早苗 創元推理文庫

7   6  フロスト始末 R・D・ウィングフィールド 芹澤恵 創元推理文庫

9   5  ハティの最期の舞台 ミンディ・メヒア   坂本あおい ハヤカワ・ミステリ文庫

9   5  ワニの町へ来たスパイ ジャナ・デリオン   島村浩子 創元推理文庫

13・67 陳浩基（著）
天野健太郎（訳） 文藝春秋

33票　
第1位

14票　
第2位

順位　得票　　 タイトル　　　　　　　　　　　　            著者　　　　　　　　　　　                 翻訳者　　　　　　      出版社

順位　得票　　 タイトル　　　　　　　　　　　　    著者　　　　　　　　　　　              翻訳者　　　　　　 出版社

約束ロバート・クレイス（著）
高橋恭美子（訳）  創元推理文庫

12票　
第3位 コードネーム・ヴェリティ

エリザベス・ウェイン（著）　吉澤康子（訳）  創元推理文庫

11  4  スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ   加賀山卓朗 早川書房

11  4  雪盲 ラグナル・ヨナソン 吉田薫 小学館文庫

11  4  渇きと偽り ジェイン・ハーパー 青木創 ハヤカワ・ミステリ

14  3  黒い睡蓮 ミシェル・ビュッシ 平岡敦 集英社文庫

14  3  少女 犯罪心理捜査官セバスチャン M・ヨート&H・ローセンフェルト ヘレンハルメ美穂 創元推理文庫

14  3  スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー 池田真紀子 文藝春秋

14  3  ニューヨーク1954 デイヴィッド・C・テイラー 鈴木恵 ハヤカワ文庫NV

14  3  ファインダーズ・キーパーズ スティーヴン・キング 白石朗 文藝春秋

14  3  湖の男 アーナルデュル・インドリダソン 柳澤由実子 東京創元社

14  3  ルート66 キャロル・オコンネル 務台夏子 創元推理文庫

14  3  聖エセルドレダ女学院の殺人 ジュリー・ベリー   神林美和 創元推理文庫

14  3  彼女たちはみな、若くして死んだ チャールズ･ボズウェル 山田順子 創元推理文庫

対象作品︓2017年1月1日～12月31日までに刊行された翻訳ミステリー  ／  投票期間︓2018年3月20日～3月31日



23 2 怒り  ジグムント・ミウォシェフスキ 田口俊樹 小学館文庫

23 2 ガイコツと探偵をする方法 レイ・ペリー   木下淳子 創元推理文庫

23 2 キリング・ゲーム ジャック・カーリイ   三角和代 文春文庫

23 2 砕かれた少女 カリン・スローター   多田桃子 マグノリアブックス

23 2 湖畔荘 ケイト・モートン   青木純子 東京創元社

23 2 殺人者の記憶法 キム・ヨンハ   吉川凪 クオン

23 2 書架の探偵 ジーン・ウルフ   酒井昭伸 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ

23 2 紳士と猟犬 M・J・カーター   高山真由美 ハヤカワ・ミステリ文庫

23 2 暗殺者の飛躍 マーク・グリーニー   伏見威蕃 ハヤカワ文庫NV

23 2 完璧な家 B・A・パリス   富永和子 ハーパーBOOKS

33 1 アメリカン・ウォー オマル・エル=アッカド 黒原敏行 新潮文庫

33 1 かくして殺人へ カーター・ディクスン 白須清美 創元推理文庫

33 1 逆向誘拐 文善    稲村文吾 文藝春秋

33 1 ゴーストマン 消滅遊戯 ロジャー・ホッブス   田口俊樹 文藝春秋

33 1 ささやかな頼み ダーシー・ベル   東野さやか ハヤカワ・ミステリ文庫

33 1 失踪者 シャルロッテ・リンク 浅井晶子 創元推理文庫

33 1 ジャック・グラス伝 宇宙的殺人者 アダム・ロバーツ   内田昌之 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ

33 1 喪失のブルース シーナ・カマル   森嶋マリ ハーパーBOOKS

33 1 ソニア・ウェイワードの帰還 マイケル・イネス   福森典子 論創社

33 1 ダーク・マター ブレイク・クラウチ   東野さやか ハヤカワ文庫NV

33 1 血のペナルティ カリン・スローター   鈴木美朋 ハーパーBOOKS

33 1 月明かりの男 ヘレン・マクロイ   駒月雅子 創元推理文庫

33 1 冷たい家 JP・ディレイニー   唐木田みゆき ハヤカワ・ミステリ

33 1 デルフィーヌの友情 デルフィーヌ・ド・ヴィガン 湯原かの子 水声社

33 1 放たれた虎 ミック・ヘロン   田村義進 ハヤカワ文庫NV

33 1 晩夏の墜落 ノア・ホーリー   川副智子 ハヤカワ・ミステリ ／文庫

33 1 フォールアウト サラ・パレツキー   山本やよい ハヤカワ・ミステリ文庫

33 1 ブラックボックス マイクル・コナリー   古沢嘉通 講談社文庫

33 1 ミレニアム5 復讐の炎を吐く女 ダヴィド・ラーゲルクランツ ヘレンハルメ美穂・久山葉子 早川書房

33 1 雪と毒杯 エリス・ピーターズ   猪俣美江子 創元推理文庫

33 1 ラブラバ〔新訳版〕 エルモア・レナード   田口俊樹 ハヤカワ・ミステリ

33 1 わたしの本当の子どもたち ジョー・ウォルトン   茂木健 創元SF文庫

33 1 悪い夢さえ見なければ ロングビーチ市警殺人課 タイラー・ディルツ   安達眞弓 創元推理文庫

33 1 海岸の女たち トーヴェ・アルステルダール 久山葉子 創元推理文庫

33 1 貴族屋敷の嘘つきなお茶会 ロビン・スティーヴンス 吉野山早苗 コージーブックス

33 1 鏡の迷宮 E・O・キロヴィッツ   越前敏弥 集英社文庫

33 1 寝た犬を起こすな イアン・ランキン   延原泰子 ハヤカワ・ミステリ

33 1 真紅のマエストラ L・S・ヒルトン   奥村章子 ハヤカワ文庫NV

33 1 肺都 アイアマンガー三部作3 エドワード・ケアリー 古屋美登里 東京創元社

33 1 蘭の館 ルシンダ・ライリー   高橋恭美子 創元推理文庫

順位　得票　　タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　著者　　　　　　　　　　　　　翻訳者　　　　　　　　　出版社

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


