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事件は岡山で起きている！ 

～岡山県が舞台の小説 

倉敷 

『悪霊島』  横溝正史／著  角川書店 

『<あの絵>のまえで』  原田マハ／著  幻冬舎    

『雨の倉敷殺人紀行』  志茂田景樹／著  角川書店 

『アームストロング砲』  司馬遼太郎／著  講談社  （「倉敷の若旦那」） 

『出雲伝説７ ８の殺人』  島田荘司／著  光文社 

『犬坊里美の冒険』  島田荘司／著  光文社 

『歌わない笛』  内田康夫／著  徳間書店 

『海薔薇』  小手毬るい／著  講談社 

『噂のメロディ・メイカー』  西寺郷太／著  扶桑社 

『尾道・倉敷殺人ルート』  西村京太郎／著  講談社 

『女たちの捜査本部』  日下圭介／著  徳間書店 

『からたち童話専門店』  希多美咲／著  集英社 

『吉備の鬼武者 吉備王国伝説』 汐見坂剛／著 講談社出版サービスセンター   

『倉敷殺人案内』  和久俊三／著  光文社，講談社  

『倉敷殺人事件』  内田康夫／著  光文社  

『倉敷高梁川の殺意』  梓林太郎／著  祥伝社  

『倉敷から来た女』  西村京太郎／著  講談社   

『倉敷・白壁小路殺人事件』  矢島誠／著  コスミック出版 

『倉敷・博多殺人ライン』  深谷忠記／著  中央公論社   

『倉敷美術館殺人事件』  木谷恭介／著  ワンツーマガジン社，双葉社  

『倉敷・宮島殺人回廊』  梓林太郎／著  徳間書店  

『倉敷物語 はちまん』  三城誠子／著  日本地域社会研究所 

『慶応長崎事件』  司馬遼太郎／著  講談社  （「倉敷の若旦那」） 

『酒津物語』  関谷道倫／著  新潮社図書編集室   

 

 

 

   

 

 

県南 

『楽園のカンヴァス』原田マハ／著 新潮社 

『殺意の迷路』  小林久三／著  桃園書房 （「倉敷発夜行殺人列車」） 

『殺人者が日本海を行く』  辻真先／著  徳間書店 

『砂漠の燈台』  今田東／著  幻冬舎メディアコンサルティング    

『サンカクカンケイ』  小手毬るい／著  世界文化社  

『山陽路殺人事件』 山村美紗／著  講談社  

『ＪＲ瀬戸大橋線の危機』  種村直樹／著  徳間書店 

『小説ひるね姫』  神山健治／著  角川書店  

『瀬戸大橋殺人海峡』  木谷恭介／著  桃園書房   

『瀬戸大橋マリンライナー殺人旅行』  斎藤栄／著  徳間書店  

『瀬戸大橋幽霊事件』  風見潤／著  講談社  

『鉄のあけぼの』  黒木亮／著  毎日新聞社 

『華流れゆきて』  倉坂葉子／著  新風社 （高梁川近くの村） 

『文藝モンスター』 二宮 敦人／著 河出書房新社 

『ホリー・ガーデン』  江国香織／著  新潮社  

『本陣殺人事件』  横溝正史／著  角川書店   

『ポンチョに夜明けの風はらませて』  早見和真／著  祥伝社  

『まいごなぼくらの旅ごはん』  マサト真希／著  KADOKAWA  

『冥土の土産屋「まほろば堂」』光明寺祭人／著 マイクロマガジン社  

『森本警部と二本の傘』  ティモシー・ヘミオン／著   

『わしの眼は十年先が見える』  城山三郎／著  飛鳥新社，新潮社 

『楽園のカンヴァス』  原田マハ／著  新潮社 

『竜王伝説殺人事件』  石井敏弘／著  光文社  

倉敷 

県北 



県北 

『秋津温泉』  藤原審爾／著  集英社  （奥津温泉） 

『L 特急やくも殺人事件』  西村京太郎／著  実業之日本社 

『オカリナの詩』  里村遼／著  吉備人出版 

『木島日記乞丐相』  大塚英志／著  角川書店  （津山三十人殺し） 

『小説 山田方谷の夢』  野島透／著  明徳出版社 

『水車館の殺人』  綾辻行人／著  講談社  （岡山県北部山間の地）  

『タチコギ』  三羽省吾／著  幻冬舎 

『人形村の殺人』  篠田秀幸／著  角川春樹事務所  （津山三十人殺し） 

『バッテリー』  あさのあつこ／著 教育画劇，角川書店  新田市（美作市） 

『美作路誘拐殺人事件』  福田洋／著  学研  

『美作の風』  今井絵美子／著 角川書店  （山中一揆） 

『美作ノ国吉井川』  棟田博／著  講談社 

『名君の門 戦国武将 森忠政』  皆木和義／著  角川学芸出版  

県南 

『アキコひとり往く』  倉坂葉子／著  文芸社 

『揚羽の蝶』  佐藤雅美／著  講談社  （岡山藩参勤交代） 

『あやかし動物病院の診察カルテ』  一文字鈴／著  マイナビ出版 

『遺跡発掘師は笑わない 11 巻 鬼ケ島の証明』  桑原水菜／著（香川・岡山） 

『宇喜多秀家 備前物語』  津本陽／著  文芸春秋 

『宇喜多秀家の松』  縞田七重／著  論創社 

『ST 桃太郎伝説殺人事件』 今野敏／著 講談社             

『おおづちメモリアル』  榊原隆介／著  作品社 

『丘の雑草たち』  森下陽／著  福武書店   

『岡山女』  岩井志麻子／著  角川書店    

『岡山・瀬戸内殺人行』  斎藤栄／著  文藝春秋 

『岡山チボリ公園』  青峰大幹／著  日本図書刊行会 

『岡山桃太郎伝説殺人事件』  大谷羊太郎／著  有楽出版社 

『女たちの備前岡山城』  松本幸子／著  山陽新聞社 

『還らざる道』  内田康夫／著  祥伝社 

『茅原の瓜』  栗谷川虹／著  作品社  （関藤藤陰・笠岡生まれ、福山藩） 

『吉備古代の呪い』  西村京太郎／著  中央公論新社 

『QED 鬼の城伝説』  高田崇史／著  講談社 

『夾竹桃のおののき』 倉坂葉子／著  文芸社 

『幻影城の殺人』  篠田秀幸／著  角川春樹事務所  （岡山県の孤島） 

『祝祭の町』  磨家信一／著  吉備人出版  （西大寺） 

『少女は踊る暗い腹の中踊る』  岡崎隼人／著  講談社  

『白い花の咲く頃』  戍木丞／著  文芸社  （栄西、鶴姫、宇喜多、鳥人） 

『新備州戦国記』  難波聖爾／著  島影社 

『素足の季節』  小手毬るい／著  角川書店 

『瀬戸の潮鳴り』 小説・明石海人  松田範祐／著  文芸社 （長嶋愛生園） 

『背番号１３青春録』  野田明宏／著  吉備人出版  （岡山東商業） 

『戦国の宇喜多一族』  高山友禅／著  山陽新聞社 

『でえれえ、やっちもねえ』  岩井志麻子／著  KADOKAWA  

『でーれーガールズ』  原田マハ／著  祥伝社 

『桃源郷ラビリンス』  岡山ヒロミ／著  小学館 

『トッピング』  川上健一／著  集英社  （奉還町商店街） 

『備前国物語』  村上輝行／著  吉備人出版  

『梟の系譜』  上田秀人／著  講談社 

『ぼっけえ、きょうてえ』  岩井志麻子／著  角川書店 

『炎の如く 備前贋銀事件始末』  酒井篤彦／著  河出書房新社 

『まだ、いま回復期なのに』  早瀬馨／著  作品社 

『水のごとく 備中松山藩水谷家物語』  酒井篤彦／著  新人物往来社 

『民心黙し難し 小説閑谷学校』  久井勲／著  作品社  

『桃太郎伝説殺人事件』  荻原秀夫  春陽堂書店 

『森本警部と有名な備前焼作家』  ティモシー・ヘミオン／著 

『妖精物語』  遥伸也／著  彩図社 

『夜啼きの森』  岩井志麻子／著  角川書店 


