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概要
シャーロック・ホームズの事件簿 （光文社文庫 新訳シャーロック・ホームズ全集）/アーサー・コナン・ド
イル/日暮 雅通（文

Yahoo!ショッピング | シャーロックホームズの事件簿（テレビゲーム）の商品一覧。お買得な人気商
品をランキングやクチコミからも探せます。Tポイントも使えてお得。
シャーロック・ホームズ は、19世紀後半に活躍したイギリスの小説家・アーサー・コナン・ドイルの創作
した、シャーロック・ホームズシリーズの主人公である、架空の探偵。
Amazonでコナン・ドイル, 延原 謙のシャーロック・ホームズの事件簿 (新潮文庫)。アマゾンならポイン
ト還元本が多数。コナン・ドイル, 延原 謙作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。ま

たシャーロック・ホームズの事件簿 (新潮文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
ソーラー・ポンズの事件簿 (THE CASE BOOK OF SOLAR PONS). オーガスト・ダーレス 著 吉田
誠一 訳 戸川安宣の解説; 東京創元社創元推理文庫 '79/8/3 (原書'45～73). 「プレイド街の
シャーロック・ホームズ」ことソーラー・ポンズとリンドン・パーカー博士の冒険を１３編収めた短編集。作
品のピックアップは日本オリジナルである。「シャーロック・ホームズのライヴァルたち」の一冊（第二期）と
して刊行。 パロディと言うほどふざけておらず、かといって探偵がホームズ本人ではない（時代も少し
ずれる）のでパスティーシュとも.
4 日前 . 昨年にはエミー賞にノミネートされた13歳が、名探偵シャーロック・ホームズの妹を映画で演
じることになった。 【関連記事】『ストレンジャー・シングス』ミリー・ボビー・ブラウンのファンを公言してい
るセレブ6人. 米Deadlineが報じたところによると、この映画はナンシー・スプリンガー作のミステリー小
説「エノーラ・ホームズの事件簿」を原作とするシリーズ作品で、ミリーは主演に加えて製作を務める
契約を、制作会社のレジェンダリー・エンターテインメントと結んだとのこと。 原作小説の「エノーラ・
ホームズの事件.
シャーロック・ホームズ全集』 発行：新潮文庫原作：サー・アーサー・コナン・ドイル翻訳：延原謙. 緋
色の研究; 四つの署名; シャーロック・ホームズの冒険; シャーロック・ホームズの思い出（右写真）; バ
スカヴィル家の犬; シャーロック・ホームズの帰還; 恐怖の谷; シャーロック・ホームズ最後の挨拶;
シャーロック・ホームズの事件簿; シャーロック・ホームズの叡智. 全巻発売中です。お値段も、訳もよ
いのですが欠点が2つ。 まず10巻あること。紙数の都合で各短編集から数作品ずつあぶれまして、そ
れがまとめて「叡智」に収録され.
[ドラマ]『シャーロック・ホームズの事件簿』のレンタル・通販・在庫検索。あらすじや評価（ネタバレ
含）キャストのおすすめ情報。
6 日前 . 極秘の日英軍事協約書が密室の中で消え、事件の真相は意外な姿を見せたが… 惟
在人（タダ アリト）. 新国王エドワード七世の戴冠式を前にした一九〇二年の七月末、ホームズとワ
トソンはホームズの兄マイクロフトの仲介で外務省に呼ばれ、ランズダウン外相と林董(ただす)日本
公使から直々の依頼を受ける。依頼の案件は紛失した英国と日本との極秘の軍事協約書の捜索
だった。日英同盟を結んだ日英は、条約公文とは別に秘密軍事協約を締結し、協約書には日露
開戦時、英軍の満州派遣と日英.
端正な容貌の陰に悪魔のような狡猾さを秘めた犯罪貴族グルナー男爵と、名探偵ホームズの息詰
まる対決を描く「高名の依頼人」をはじめ、中世の伝説にまつわる怪奇な事件を解決する「サセック
スの吸血鬼」ほか「ソア・ブリッジ」「三人のガリデブ氏」等、円熟の筆致で描く１２篇を収録する最後
の短篇集。
『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）の販売
ページです。
2017年5月27日 . 思考機械の事件簿 1 (創元推理文庫 176-1 シャーロック・ホームズのライヴァル
たち) 作者: ジャック・フットレル,宇野利泰 出版社/メーカー: 東京創元社 発売日: 1977/07/15 メ
ディア: 文庫 購入: 2人 クリック: 5回 この商品を含むブログ (9件) を見る.
2013年6月26日 . 古くから文庫版を刊行している老舗。『シャーロック・ホームズの事件簿』だけは著
作権の関係で長らく刊行できなかったが、ドイルの没後60年に当たる1990年に著作権が切れ、翌
1991年にようやくシリーズ全編が刊行された。当初の訳者である阿部知二氏（1973年没）に代わ
り、『事件簿』は深町眞理子氏が訳者を務めている。 時代がかった雰囲気のある訳文がやはり魅
力。刊行時期が新しい『事件簿』を除くと字が小さいのが難点だが、2006年4月に『緋色の研究』の
新版が刊行された。他の作品について.
シャーロック・ホームズの事件簿 - コナン・ドイル／〔著〕 延原謙／訳 - 本の購入はオンライン書店ehonでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別
梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2017年6月23日 . いまAmazonのKindle本で「小説・文芸フェア」という50%OFF以上のセールをやっ
ています。（7月2日まで） その中に、創元推理文庫から出ている深町眞理子訳の【新訳版】シャー
ロック・ホームズ・シリーズがありました！ 【Kindleストア】小説・文芸フェア（深町眞理子） 全９冊が

50%OFFになってます！
1 日前 . 今なお読み継がれるシャーロック・ホームズ物語。コナン・ドイルが生み出した偉大なる名探
偵の事件簿より短編13話を厳選し、明治・大正時代の翻案・翻訳を原作の重複なく収録！ 編
者はシャーロック・ホームズ研究家の北原尚彦氏。知る人ぞ知る隠れた名訳が新たなテキストで甦
る。 著者紹介. アーサー・コナン・ドイル 1859年、スコットランド、エディンバラ生まれ。本名アーサー・
イグナチウス・コナン・ドイル。エディンバラ大学医学部卒業。学生時代から創作活動を行なってお
り、医者として開業後も執筆.
2017年10月9日 . PDF、ePub、Mobi booksjaponread.top からスマート フォンで無料の書籍の多く
のカテゴリーで無料 シャーロック・ホームズの事件簿 【新版】 シャーロック・ホームズ・シリーズ (創元
推理文庫) の本を読みます。ここを検索できます シャーロック・ホームズの事件簿 【新版】 シャーロッ
ク・ホームズ・シリーズ (創元推理文庫) 本の PDF 形式で無料の余分なお金を費やすことがなく。
無料 シャーロック・ホームズの事件簿 【新版】 シャーロック・ホームズ・シリーズ (創元推理文庫)
PDFをダウンロードするには、.
12 Jan 2014 - 18 minマザリンの宝石・上【シャーロック・ホームズの事件簿】 [歌ってみた] シャーロック
ホームズの事件簿よりマザリンの .
2016年12月31日 . というわけで、私がおすすめるシャーロック・ホームズシリーズの読む順番は.
①『シャーロック・ホームズの冒険』（短編集） ②『シャーロック・ホームズの思い出』（短編集）
③『シャーロック・ホームズの帰還』（短編集） ④『緋色の研究』（長編） ⑤『四つの署名』（長編）
⑥『バスカヴィル家の犬』（長編） ⑦『恐怖の谷』（長編） ⑧『シャーロック・ホームズの最後の挨拶』
（短編集） ⑨『シャーロック・ホームズの事件簿』（短編集） ⑩『シャーロック・ホームズの叡智』（短編
集）. という感じです。 まずは読みやすい「短編集」.
「高名の依頼人」をはじめ、「サセックスの吸血鬼」「這う男」など、おなじみベイカー街221Bを訪れる
依頼人が持ち込む難事件。あるいは、サセックスのささやかな家に隠遁したホームズを待ち受ける事
件……。1887年、『緋色の研究』で颯爽と登場し、たちまちのうちに名探偵の代名詞となるほどの
人気を博したシャーロック・ホームズは、4長編56短編で全世界のファンを魅了し、いま鮮やかに退場
する。「読者諸君、今度こそほんとうにシャーロック・ホームズともお別れだ！」深町版ホームズ全集、
ここに完結。／解説＝有栖川.
2005年2月12日 . 25, ブルース・パーティントン設計書 「シャーロック・ホームズ最後のあいさつ」より,
1989.02.04, 13，BOX · 11，全集. THE BRUCE-PARTINGTON PLANS. [スペシャル]. 26, バスカ
ビル家の犬＜前編＞, 1989.02.11, 14，BOX · 12，全集. バスカビル家の犬＜後編＞, 1989.02.18.
THE HOUND OF THE BASKERVILLES. 第４シリーズ（THE CASEBOOK OF SHERLOCK
HOLMES）. [FIFTH SERIES]. 27, レディー・フランシスの失踪 「シャーロック・ホームズの事件簿」よ
り, 1991.08.28, 15，BOX · 13，.
シャーロック・ホームズの事件簿(創元推理文庫) [文庫]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨド
バシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全
国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
【シャーロット・ホームズの怪事件簿】序章・ディオゲネスクラブにて. by みずいろめがね · cシャーロッ
ク・ホームズ · cパロディ · c冒険. ☆シャーロット・ホームズ。シャーロックの姪にして兄マイクロフトの
娘。ジェシカ・ワトソン。ジョン・ワトソン博士の姪にして兄アーロン・ワトソンの娘。ふたりはベーカー街２
２１Ｂの新しい住民になり、. 【シャーロットの怪事件簿】呪いの空家の冒険・０【クトゥルフ. 4,143文
字.
シャーロック・ホームズの事件簿」1927年. story 残るはこの一冊です。「最後の挨拶」の後、ぽつりぽ
つりと発表された短編をまとめた一冊。・・・私はあんまり好きなご本じゃないかも（汗）。 「緋色の研
究」からず～っと一気に読み進めてくると違和感があるんですよね。なんか、ホームズさんとワトソンさ
んの仲悪いし・・・（ほのぼのしてない）。ワトソンが撃たれちゃう「ガリデブが三人」とか有名だし人気あ
るんですが、それなら「最後の挨拶」の「悪魔の足」の方がいいなぁ・・・ こんなの聖典とは呼べな
いッ！と、言うシャーロキアンたち.
68.7K tweets • 5922 photos/videos • 5595 followers. Check out the latest Tweets from 北原尚

彦＠『ホームズの古典事件帖』１月中旬発売 (@naohikoKITAHARA)
長編4篇と短編56篇からなるアーサー・コナン・ドイルの推理小説『シャーロック・ホームズシリーズ』の
主人公。 名付け前の仮称は . と呼称される。 その条件はただ一つ、ホームズの実在を信じること、
それだけであり、『伝記』の記述を元に事件やホームズ・ワトスン達の実生活を推測したりしている。
.. 元々探偵としては認められていた人物ではあったが、ホームズの手柄を警察が持っていく事に不満
を抱いたワトソンが事件記録を発表していくと、広く一般に名が知られてさらに名声が高まっていっ
た。 これについては「.
シャーロック・ホームズ「知られざる事件簿」 『消えた軍事協約書』. 作者：唯 有仁. 新国王エドワー
ド２世の戴冠式を前にした一九〇二年の七月末、ホームズとワトソンはホームズの兄マイクロフトの
仲介で外務省に呼ばれ、ランズダウン外相と林董(ただす)日本公使から直々の依頼を受ける。依
頼の案件は紛失した英国と日本との極秘の軍事協約書の捜索だった。日英同盟を結んだ日英
は、条約公文とは別に秘密軍事協約を締結し、協約書には日露開戦時の英軍の満州派遣と日
英の協同作戦計画が記されていた。
Amazonでコナン・ドイル, 深町 真理子のシャーロック・ホームズの事件簿 (創元推理文庫)。アマゾ
ンならポイント還元本が多数。コナン・ドイル, 深町 真理子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お
届けも可能。またシャーロック・ホームズの事件簿 (創元推理文庫)もアマゾン配送商品なら通常配
送無料。
第一に、優れた再創造は経済的な波及効果を誘発する、という仮説である。 前述したとおり、
1974 年に「シャーロック・ホームズ氏の素敵な冒険」が世界的なベス. 9 後述するとおり、最終作の
公表は 1927 年。 10 1922 年以前に公表された作品の著作権は消滅。 11 この事実からアメリカで
のコナン・ドイルの著作権は適時に更新されていたと推測され. る。 12 「シャーロック・ホームズの事
件簿」の中で最初に公表された「マザリンの宝石 (The. Adventure of the Mazarin Stone)」は初出
が 1921 年、二番目に古い作品「ソア.
グラナダテレビ版ホームズの基礎知識. ・グラナダ版ホームズの魅力 · ・主要キャスト一覧 · ・声の出
演（ＮＨＫ版） · ・シリーズ構成 · ・各話制作年 · ・ジェレミー・ブレット20回忌に寄せて. ＤＶＤ・ビデ
オリスト一覧. ・ＤＶＤ版リスト · ・日本クラウン版ビデオリスト · ・ＶＨＳ版とＤＶＤ版の比較. 関連書
籍・サウンドトラック. ・関連書籍やサントラＣＤ · ・海外のジェレミー関連本 · ・その他のホームズ作
品. amazonビデオ配信（※一部無料）. シャーロック・ホームズの冒険 · シャーロック・ホームズの帰還
· シャーロック・ホームズの事件簿.
ホームズ不在のロンドンで、暗黒街の謎を探るため〈カラス同盟〉を結成した4人の子どもたち。独自
の調査を開始するが、その先には… 【著者紹介】. 作者：アレックス・シモンズ(Alex Simmons). ミス
テリー作家。脚本家。 現在、講演や創作のワークショップ、演劇の演出などの仕事で、活躍中。 作
者：ビル・マッケイ(Bill McKay). 編集者。作家。 得意分野はミステリーや冒険物シリーズ。 主な著
書に「ヤング・インディ・ジョーンズ」シリーズ(偕成社)など。 訳者：片岡しのぶ(かたおか しのぶ). 翻訳
家。 主な訳書に『34丁目の奇跡』.
(ネタバレなしです) 1921年から1927年にかけてと、書かれた時期にばらつきのある短編10作を集めて
1927年に発表されたシャーロック・ホームズシリーズ第5短編集で最後の短編集です。ホームズが語
り手を務めたり三人称で書かれたりと珍しいパターンに取り組んだ作品もありますが、さすがに作品の
質が低下しているのは否めません(旧作のアイデアの焼き直しもあります)。おまけに1927年と言えば
本格派推理小説黄金時代に突入していて、ミステリーの女王アガサ・クリスティーを筆頭に次々と傑
作・意欲作が生み出され.
聖典」とは、コナン・ドイルが執筆したものでありシャーロック・ホームズが登場して事件に関わる６０編
(長編４編、短編５６編)の物語の事です。 （この表の日本語で明記されている物は、すべてハヤカ
ワ・ミステリ文庫版の名称を使用しました。 本来なら新潮文庫版の名称を使うべきであると思われま
すが新潮文庫版の名称を使った事件簿は、 他のホームページにもあるのでここでは、ハヤカワ・ミス
テリ文庫版の名称を使用しました。）.
シャーロック・ホームズの事件簿 コナン・ドイル. 新潮文庫 THE CASE BOOK OF SHERLOCK
HOLMES. ホームズ物語のうち、一番最後に出版された物。残り物の寄せ集めと言った感じがしな

いでもない。作品の発表順序になっていないし、主人公もワトソンになったり、ホームズになったり、時
には第三者的に書いたりしている。この中ではソア橋がトリックが新しく、面白い。 高名の依頼人 社
交界で名が通るサー・ジェームズ・デマリの相談。オーストリアの殺人鬼にしてホームズがいつかは倒
さねばと考えているグルーナ.
1 2 3 4. まえがき. 私は、シャーロック・ホームズが、好意的な観客に甘えて何回も引退公演をした
がっている、老いた人気テノール歌手のようにならないか、心配している。こういう茶番はやめるべき
で、実在の人物であれ、架空の人物であれ、退場の時期はわきまえなければならない。人は、想像
上の人間が生きている奇妙な世界を夢想したがる。その不思議な矛盾の世界では、今も、フィール
ディングの伊達男たちがリチャードソンの美女に求愛し、スコットの主人公は胸を張って歩き、ディケン
ズのロンドンっ子は笑いを誘い、.
14 Nov 2015 - 7 min - Uploaded by 嘘・科学・会ジャーロックホームスの事件簿①『二種類の竹
内文書の謎』 http://bit.ly/1MhSBE1 http: //bit.ly .
シャーロック・ホームズの事件簿 「高名な依頼人」、「這う男」など数々の難事件を鮮やかに解決す
るホームズともついにお別れ。四十年間の「ホームズ物語が幕を閉じる、最後の短篇集。決定版
「シャーロック・ホームズ全集」の最終巻。
2017年3月30日 . コナン・ドイルによる「シャーロック・ホームズ」。☆英米の海外とかだと、普通に大
人が楽しんで愛読する本ですが、どうも日本ではホームズは「ジュヴナイル」、少年・少女向けの児
童読み物の感が拭えない…。☆小中学生の頃には児童物に翻訳されたホームズ、みんな一時
期・
著者紹介. コナン・ドイル. 1859年スコットランドのエジンバラ市に生まれる。エジンバラ大学の医科を
卒業して医院を開業。1887年最初のホームズ物語『緋色の研究』を発表。1891年医者をやめ、
ホームズ物語を次々に発表して人気作家になる。他の作品に『大ボーア戦争』『失われた世界』な
どがある。1930年没。 この著者の書籍一覧を見る.
シャーロック・ホームズの事件簿とは? 『シャーロック・ホームズの事件簿』（シャーロック・ホームズのじけ
んぼ、The Case-Book of Sherlock Holmes）は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによる
短編集。シャ.
2017年5月21日 . ホビージャパンは6月中旬、名探偵シャーロック・ホームズの世界を舞台にした対
戦型推理ゲーム『ワトソン＆ホームズ（Watson & Holmes）』日本語版を発売する。デザイン・J.T.カ
ストロ、イラスト、2～7人用、12歳以上、45～75分、6,600円。 オリジナルはルドノヴァ（スペイン）が
2015年に発売した作品。これを『T.I.M.Eストーリーズ』『アンロック！』と立て続けに高評価の謎解き
ゲームをリリースしているスペースカウボーイズ（フランス）がリメイクした。 ワトソン医師の失われた文章
が発見された。ファイルの中.
2006年1月19日 . 勝手にホームズ語り、今回はちょいと飛んで後期の短編集"事件簿"より。この作
品の特徴は、何と言ってもホームズの1人称視点で綴られている点でしょうね。 通常ホームズ作品
は、彼の友人ワトスンによる目線で物語が展開していきます。希代なる名探偵を一番近しく知る者
として、彼の活躍ぶりを世の人に伝える為筆を執っている…という設定なんですね。ホームズも基本
的にはまんざらでないらしく、この活動に割と協力的です。 ただ自分の事がネタである故に、やはり不
満も出てくるものでして…論理的.
海辺の家でミツバチの世話をしながら、穏やかな余生を送っているシャーロック・ホームズ。だがホーム
ズには、死ぬ前にどうしても解かなければならない謎があった。約30年前、取り返しのつかない失敗
を犯したホームズは引退に追い込まれる。そして今、推理のカギを握る日本への旅から帰国したホー
ムズは、探偵の才能を秘めた家政婦の息子ロジャーを助手に、最後の推理を始める！
2017年4月6日 . 創元推理文庫のシャーロック・ホームズ全集最終巻、『シャーロック・ホームズの事
件簿』をお届けします。 永遠の名探偵シャーロック・ホームズ。その晩年の事蹟を語るこの第五短編
集は、いまから27年前の1990年、ホームズの産みの親サー・アーサ.
2017年6月16日 . シャーロック・ホームズシリーズは刊行順以外にもおすすめの順番あり！ いくつも
映画化やドラマ化もされていて、アニメや漫画で名探偵コナンを見ていたら度々名前が登場します
し、老若男女問わず知名度が高い。シャーロック・ホームズと言えば名探偵の代名詞、それくらい有

名なキャラクターですよね。 めっちゃくちゃ有名だけど、そういえば本…
2010年10月17日 . Dust-jacket illustration of the first edition of The Case-Book of Sherlock
Holmes シャーロック・ホームズの事件簿 新潮文庫 旧版.jpg シャーロック・ホームズの事件簿.jpg
『シャーロック・ホームズの事件簿 (1953年) (新潮文庫) 』『シャーロック・ホームズの事件簿 新訳
シャーロック・ホームズ全集 (光文社文庫) 』 Dust-jacket illustration of the first edition of The
Case-Book of Sherlock Holmes. 1927年、コナン・ドイルが亡くなる３年前に刊行されたシャーロッ
ク・ホームズ・シリーズの最後の短編集（.
シャーロック＝ホームズ全集(13) シャーロック＝ホームズの事件簿(上)、コナン・ドイル,福島 正実：
1000万人が利用するNo.1絵本情報サイト、盗まれた黄色いダイヤを取り返す「マザリンの宝石」、
奇妙な遺産.、投稿できます。
シャーロック＝ホームズ全集(14) シャーロック＝ホームズの事件簿(下)、コナン・ドイル,矢野 浩三
郎：1000万人が利用するNo.1絵本情報サイト、若い戦友同志の物語「白面の兵士」ほか、最後
に残した言葉が事件.、投稿できます。
１３．シャーロック・ホームズの冒険（創元推理文庫）（阿部知二・訳） １４．回想のシャーロック・ホー
ムズ（創元推理文庫）（阿部知二・訳） １５．バスカヴィル家の犬（創元推理文庫）（阿部知二・
訳） １６．シャーロック・ホームズの生還（創元推理文庫）（阿部知二・訳） １７．恐怖の谷（創元推
理文庫）（阿部知二・訳） １８．シャーロック・ホームズの最後のあいさつ（創元推理文庫）（阿部知
二・訳） １９．シャーロック・ホームズの事件簿（創元推理文庫）（深町眞理子・訳） ２０．緋色の習
作（河出書房新社）（小林司＝東山あかね・訳） ２１．
英語多読・多聴教材に最適の、やさしい英語で書かれた本と朗読CDのセット IBCオーディオブック
ス「シャーロック・ホームズの事件簿 (The Case Book of Sherlock Holmes)/コナン・ドイル,松澤喜
好」出版社IBCパブリッシングの書籍紹介。9784794601070.
王冠のダイヤモンドが盗まれ、首相みずからがホームズのもとを訪ねる「マザリンの宝石」、赤ん坊の
血を吸う(？)母親を相手にする「サセックスの吸血鬼」、若い女性に恋をした老教授の不思議な行
動に端を発する「這う男」など12編。発表はみなドイル晩年のものだが、「ライオンのたてがみ」以
外、事件はすべてホームズの引退前(1903年以前)に起きている。
ボードゲームとゲームブックの中間的な異色作。セットには大きなロンドン地図、住所録、事件の日
付ごとの「タイムズ」紙、それに聞き込みの結果を記載した本が付属します。 あなたは、まず事件の
「導入部」を読み、それから当該.
最近はアニメ「名探偵コナン」のほうが知られているかも知れませんが…。作品を挙げておきますか
ら、一度読んでみてはいかがでしょうか。「赤毛組合」や「まだらの紐」など短編集「シャーロック・ホー
ムズの冒険」に含まれる作品から読み始めると、比較的読み切りやすいと思います。A.M.. 長編 緋
色の研究 四つの署名 バスカヴィル家の犬 恐怖の谷短編集 シャーロック・ホームズの冒険 シャー
ロック・ホームズの回想 シャーロック・ホームズの帰還 シャーロック・ホームズ最後の挨拶 シャーロック・
ホームズの事件簿.
2016年4月12日 . コナン・ドイルの事件簿：シャーロック・ホームズ誕生秘史
―”MurderRooms:MysteriesoftheRealSherlockHolmes”(2000～2001)この作品はシャーロック・
ホームズ誕生の背景とそのモデルになった実在のベル博士とコナン・ドイルの物語です。大分前に興
味を持って何気なく見たドラマで感想を書き残して置いたのですがなかなかアップする事が出来ず時
期を逸して居りました。そんな時、AXNミステリーで再度放映の予定があるとの事で、あ、そうそう・・・
思い出したのでこの機会に載せて置こうと思います.
シャーロック・ホームズ〈名探偵の事件簿〉. 発売日：2015年10月19日. \1,944 (本体価格1,800円
+税144円). ポイント： 90 Pt. 関連カテゴリ：: DVD > ボックスDVD. コナン・ドイル原作ミステリーの傑
作. ベイカー街221Bの名探偵 その名はシャーロック・ホームズ. 〈収録作品〉. 1 バスカヴィル家の犬
(80分 モノクロ 1939年). 2 シャーロック・ホームズの冒険(82分 モノクロ 1939年). 3 シャーロック・ホー
ムズと恐怖の声(65分 モノクロ 1942年). 4 シークレット・ウェポン(68分 モノクロ 1942年). 5 ワシントン
のシャーロック・.
2013年2月1日 . シャーロック・ホームズの事件簿 新訳シャーロック・ホームズ全集 (光文社文庫).

「某有名作品のネタ再利用だが、笑える内容である分元の作品よりも好き。なんといっても「ガリデ
ブ」っていいじゃん」（@from41tohomania すいません杉江です）. 私のお気に入り作品がランクインし
てびっくり。ガリデブですよ、ガリデブ。マスグレイヴは暗号の謎解きのところが楽しいですよね。 それで
は、ランクイン作品の発表です。 ９位 10票. The Man with the Twisted Lip/唇の曲がった男（冒
険）. シャーロック・ホームズの.
内容説明・目次. 内容説明. 稀代の名探偵ホームズの、目となり、耳となり、暗黒街の情報集めを
してきた「ベーカー街不正規隊」。ある夜、メンバーの一人であるティムが殺され、リーダーのウィギンズ
は、仲間たちから制裁を受け、追放されてしまう。一方、ティムの弟ドゥーリーは、兄の死に不審なも
のを感じ、一人かぎまわるうちに、とんでもない場面に遭遇して…。「シャーロック・ホームズ」シリーズ
の『緋色の研究』と『四つの署名』に登場する少年ウィギンズが、新組織「カラス同盟」を率いて、謎
に迫る。 「BOOKデータベース」.
2004年9月、NHK衛星放送で、イギリスの国営放送BBCが2000年から2001年にかけて製作したド
ラマ，Murder Rooms 邦題「コナン・ドイルの事件簿」が放映されました。ホームズ好きとしては見逃
せないこのドラマについて、少し語ろうと思います。 ドラマの概要 エディンバラの医学生アーサー・コナ
ン・ドイルは、医学部の名物教授ベル博士と出会う。鋭い観察眼と推理力で犯罪捜査に挑むベル
教授と共に、ドイルは大学を卒業した後も数々の事件にかかわって行くというストーリー。 ジョウゼフ・
ベル教授は実在の.
Amazonでコナン・ドイルのシャーロック・ホームズの事件簿 The Case Book of Sherlock Holmes (ラ
ダーシリーズ Level 3)。アマゾンならポイント還元本が多数。コナン・ドイル作品ほか、お急ぎ便対象
商品は当日お届けも可能。またシャーロック・ホームズの事件簿 The Case Book of Sherlock
Holmes (ラダーシリーズ Level 3)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年2月12日 . シャーロック・ホームズの冒険. ４．シャーロック・ホームズの回想. ５．バスカヴィルの
犬. ６．シャーロック・ホームズの生還. ７．恐怖の谷. ８．シャーロック・ホームズ最後の挨拶. ９．
シャーロック・ホームズの事件簿. 一番最初っぽいやつがラストなので、シャーロックに憧れて本屋を冒
険中の子供がうっかり買ってしまわないか心配ですね。 ちなみに中学時代の私は『シャーロック・ホー
ムズの冒険』（新潮文庫だったかな）を最初に買いましたが、母親に一巻じゃないことを指摘され、腹
いせに『不思議の国の.
シャーロック・ホームズの事件簿』（シャーロック・ホームズのじけんぼ、The Case-Book of Sherlock
Holmes）は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによる短編集。シャーロック・ホームズシリー
ズの一つで、五つの短編集のうち最後に発行された作品である。1927年の発行で、イギリスの『スト
ランド・マガジン』1921年10月号から1927年4月号にかけて発表された12の短編を収録している。 イ
ギリスでの初版はジョン・マレイ社から1927年6月16日に、アメリカでの初版はジョージ・H・ドーラン社
から同日に出版された.
世界の名探偵、シャーロック・ホームズ。 その魅力を味わい尽くすためには、原作を読むのが最高の
方法です。 しかし、残念ながら実際に原文を読むためにはかなりの英語読解力が必要です。 この
サイトでは、マウスを置くと訳が浮かぶマウスオーバー方式と、英文和文対訳方式の両方で日本語
のガイド利用できますので、ストーリーを見失うことなく、原作を読み進める事が出来るようになってい
ます。 長編4、短編56の全60作品、約65万語を原文で読み切れば、リーディングのスキルは確実に
アップします。さぁ、チャレンジし.
妻がわが子である赤ん坊の首に噛みつき血を吸っている―怪奇なる名作“サセックスの吸… Ponta
ポイント使えます！ | シャーロック・ホームズの事件簿 シャーロック・ホームズ全集 9 河出文庫 | アー
サー・コナン・ドイル | 発売国:日本 | 書籍 | 9784309466194 | ローチケHMV 支払い方法､配送方
法もいろいろ選べ､非常に便利です！
このページ内の商品のみが対象です。 ※中古/新品在庫が両方ある場合は、中古を優先します。
中古. シャーロック・ホームズの事件簿(新潮文庫) · シャーロック・ホームズの事件簿(新潮文庫)(文
庫). (文庫)アーサー・コナン・ドイル,延原謙. 定価, ￥680（税込）. 中古価格, ￥298（税込）定価
より ￥382 おトク！ 発売年月日, 2010/07/01. 中古をカートにいれる · ブックマークに追加する. 中
古. シャーロック・ホームズの事件簿 新訳シャーロック・ホームズ全集(光文社文庫) · シャーロック・

ホームズの事件簿 新訳シャーロック・.
飽きられないようにホームズに書かせてみたんだとか、サービスだとか、試みだとかいろいろ考察されて
いるようですがそんなことはどうでもいい。とにかくありがとうドイルさん！とにかく読み手には最高のサー
ビスです。当時のファンたちはどのように受け止めたことだろうか。きっと、「うおおおお！！ちょっ！！読
んだか今回のォオオ！ホームズが書いてるんだぞ！うおおお！！燃！え！る！！」「ギャアアアアああ
マジか！！」って言ってたに違いないよ。知ってて読んでてもそう思うもんね。存在を知ってたけどそう
思うもんね。
Amazonでアーサー・コナン・ドイル, 日暮 雅通のシャーロック・ホームズの事件簿 新訳シャーロック・
ホームズ全集 (光文社文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。アーサー・コナン・ドイル, 日暮
雅通作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またシャーロック・ホームズの事件簿 新
訳シャーロック・ホームズ全集 (光文社文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
暴漢、シャーロック・ホームズ氏を襲撃す」 不死身のホームズがグルーナー男爵の魔の手に落ちた！
商品詳細. JAN：4906585798690 発売元：キープ株式会社商品コンディション：新品出店販売：
ネット通販「音カラ館」. 商品説明. ホームズは、さる高名な人物からヴァイオレット・メルヴィル嬢とグ
ルーナー男爵との結婚を制止するように依頼される。グルーナー男爵は一見、虫も殺さないような紳
士だが実は残忍な性格で、次々と女性に手を掛け、破滅させ財産を横領する悪魔のような男。
ホームズはグルーナー邸に赴き、男爵.
コナン・ドイル Doyle,sir Arthur Conan. （1859-1930）アイルランド人の役人の子として、スコットラン
ドのエディンバラに生れる。エディンバラ大学の医学部を卒業し、ロンドンで開業するが、家計の足し
にするために文筆に手を染める。『緋色の研究』（1887）を皮切りに次々と発表された私立探偵
シャーロック・ホームズと友人ワトスン博士を主人公とする一連の作品は世界的大人気を博し、
「シャーロッキアン」と呼ばれる熱狂的ファンが今なお跡を絶たない。
高名な初老の教授が、年の離れた若い女性と恋に落ちた。それからというもの、教授が奇妙な行動
をとるようになる。真夜中に家の周りを這い回り、壁のツタをよじ登るのだ。教授に何が起こったのか。
名探偵ホームズの推理が冴える『這う男』のほか、『高名な依頼人』『白面の兵士』『ショスコム荘』
の4篇を収録。晩年のコナン・ドイルが残した、シャーロック・ホームズ・シリーズの最後を飾る傑作選。
Mr.ホームズ 名探偵最後の事件の作品情報。上映スケジュール、映画レビュー、予告動画。「ロー
ド・オブ・ザ・リング」「X-MEN」シリーズのイアン・マッケランが、引退した老齢の名探偵シャーロック・
ホーム.
シャーロック・ホームズの事件簿/アーサー・コナン・ドイル/日暮雅通」の通販ならLOHACO（ロハ
コ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの
生活家電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で
基本配送料無料です。
指揮, ：樋本英一. 演出, ：岩田達宗. 芸術監督, ：五十嵐喜芳. 原作, ：アーサー・コナン・ドイル.
台本, ：まえだ純. 作曲, ：原嘉壽子. 装置, ：島川とおる. 衣裳, ：前田文子. 照明, ：成瀬一裕.
舞台監督, ：佐藤公紀. 合唱, ：新国立小劇場合唱団. 管弦楽, ：新国立小劇場オペラ・アンサン
ブル. ＜キャスト＞. 2002年 4月, 25日（木）, 26日（金）, 27日（土）, 28日（日）. コラム教授, 柴山
昌宣,,. 多田康芳,,. アンナ, 佐々木典子,,. 山本真由美,,. ホームズ, 鹿又透,,. 宮本益光,,. 警部,
宮崎義昭,,.
2016年11月21日 . 『IQ246～華麗なる事件簿～』のマリアＴの正体がそのまま過ぎて大混乱！皆さ
んの予想そのままやはり○○さんでした。しかしその裏でシャーロック・ホームズとの関連が多すぎる点も
話題になっています。 役名がシャーロックホームズを文字っている？マリアＴのメールの送信場所はロ
ンドンの○○！などちょっと面白い真実を公開！
ワトソンが遺した１３の未発表のホームズの事件簿. ワトソン医師の失われた文章が発見された！
ファイルの中には、これまでに日の目を見ることのなかった13のシャーロック・ホームズの事件が、その忠
実な相棒の手により丁寧に報告されている。 この事件の謎を解くのは君だ！ 手がかりを追い、かの
名探偵が集めた証言をまとめあげ、事件の全容を解明するのだ……それも、誰よりも早く！ この
ゲームは、２～７人のプレイヤーがヴィクトリア時代の探偵を目指す人物となり、名探偵シャーロック・

ホームズの下で、ジョン・H・.
シャーロック・ホームズの事件簿 (新潮文庫)の感想・レビュー一覧です。
シャーロック・ホームズ関連年表です。 事件の日付は、『詳注版 シャーロック・ホームズ全集』ちくま
文庫によりました。 収録書名のうち、短編集については「シャーロック・ホームズの冒険」を「冒険」
に、「シャーロック・ホームズの思い出」を「思い出」に、「シャーロック・ホームズの帰還」を「帰還」に、
「最後の挨拶」を「挨拶」に、「シャーロック・ホームズの事件簿」を「事件簿」にそれぞれ省略してあり
ます。」.
内容紹介. 新しい感覚で読める名探偵ホームズ！ 謎ときミステリー シャーロック・ホームズ サイズ：
四六判 288ページ／ISBNコード：9784791624324 今回の主役はめいたんていホームズ！！ ホーム
ズがどんな性格で、どのような仲間と推理し犯人を捕まえたのか、ホームズの生きた時代がリアルにわ
かる！ 紙面サンプル（クリックすると拡大されます。） 目次. 事件簿１ 宝石の謎を追え！ 青いガー
ネット事件簿２ 危険な秘密をあばけ！ 三人のガリデブ事件簿３ 残された手紙の謎とは！？ ライ
ゲイトの大地主事件簿４ 秘密.
Amazonでアーサー・コナン・ドイル, 深町 眞理子のシャーロック・ホームズの事件簿【新版】 (創元推
理文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。アーサー・コナン・ドイル, 深町 眞理子作品ほか、お
急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またシャーロック・ホームズの事件簿【新版】 (創元推理文
庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
海外ドラマ「コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ誕生秘史」公式サイト。作品情報、キャ
スト情報、動画、スケジュール、番組視聴方法など。
但し、「シャーロック・ホームズの冒険」には殺人事件の話もあります。子供向けの本では"The RedHeaded League"単独のものもありますので、お子さんにはそちらの方が良いかもしれません。 ユー
ザーID：6203105684. エノーラ・ホームズの事件簿. クリセンセマム. 2014年3月22日 14:43. シャーロッ
ク・ホームズの年の離れた妹が主人公という設定の、アメリカの児童作家ナンシー・スプリンガーの作
品です。 日本語訳は女の子向けライトノベルレーベル「小学館ルルル文庫」から出版されているの
で、.
2014年6月28日 . しかし、使用料が支払われた一方でクリンガー氏は「ホームズ作品はパブリックドメ
インに属するものである」とする主張を持ち続けていました。 日本におけるドイル氏の著作権は1991
年に消滅してパブリックドメインに移行しているため、現在では誰でも自由に作品を使用することがで
きますが、アメリカでは少々事情が異なります。ドイル氏の後年に出版された短編集「シャーロック・
ホームズの事件簿」に含まれる作品のうち、1923年以降に出版された10作品については最長で
2022年まで著作権が残って.
質屋探偵ヘイガー・スタンリーの事件簿 (シャーロック・ホームズの姉妹たち) on Amazon.com.

*FREE* shipping on qualifying offers.
シャーロック・ホームズの事件簿』（シャーロック・ホームズのじけんぼ、The Case-Book of Sherlock
Holmes）は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによる短編集。シャーロック・ホームズシリー
ズの一つで、五つの短編集のうち最後に発行された作品である。1927年の発行で、イギリスの『スト
ランド・マガジン』1921年10月号から1927年4月号にかけて発表された12の短編を収録している。 イ
ギリスでの初版はジョン・マレイ社から1927年6月16日に、アメリカでの初版はジョージ・H・ドーラン社
から同日に出版された.
DVD,コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ誕生秘史 Vol.3 発売日：2005/10/28,定価：
3888,死者の声.
「高名の依頼人」や「サセックスの吸血鬼」―おなじみベイカー街２２１Ｂを訪れる依頼… Pontaポイ
ント使えます！ | シャーロック・ホームズ全集 シャーロック・ホームズの事件簿 創元推理文庫 | アー
サー・コナン・ドイル | 発売国:日本 | 書籍 | 9784488101244 | ローチケHMV 支払い方法､配送方
法もいろいろ選べ､非常に便利です！
些細な事件に潜む不思議な出来事を緻密な観察と推理で痛快解決。中には謎を残したりスッキ
リしない事件があったのもよかった。 このレビューは参考になりましたか？ はい0いいえ0. シャーロック・
ホームズの冒険. Posted by ブクログ 2012年06月30日. 角川版の新訳。 私が初めて読んだホーム

ズはこれと同じ「シャーロック・ホームズの冒険」だった。ただし、ホームズの最初の短編集であるこのな
かから数編選り抜かれた小学生向けの易しい訳のものだった。しかも読んだのは小学校のころじゃな
くて多分中学のときだ。
2015年4月17日 . ① 緋色の研究【長編】 ② シャーロック・ホームズの冒険【短編】 ③ 恐怖の谷
【長編】 ④ 四つの署名【長編】 ⑤ バスカヴィル家の犬【長編】 ⑥ シャーロック・ホームズの回想【短
編】 ⑦ シャーロック・ホームズの帰還【短編】 ⑧ シャーロック・ホームズの事件簿【短編】 ⑨ シャー
ロック・ホームズ最後の挨拶【短編】. お気に入り詳細を見る. ▽時系列ごとの各あらすじ. ①緋色の
研究【長編-2部構成】. Amazon 緋色の習作 (シャーロック・ホームズ全集). お気に入り詳細を見
る. 「第一部 ジョン・H・ワトスン博士の回想.
条件に一致する情報は見つかりませんでした。 「コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ誕生
秘史 #1 [字]」は放送が終了しました。 関連放送. コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ
誕生秘史に関連する放送が4件あります。 コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ誕生秘史
#2 [字]. CS316 AXNミステリー 01/18(木) 20:00～ · コナン・ドイルの事件簿 シャーロック・ホームズ
誕生秘史 3 【字】. CS316 AXNミステリー 01/25(木) 20:00～ · コナン・ドイルの事件簿 シャーロッ
ク・ホームズ 誕生秘史 4 【字】.
シャーロック・ホームズの冒険」 （1892年） （東京創元社）. 物語はそのほとんどが、ワトスン博士が
ホームズの活躍を伝記として記したものをワトスン博士が自ら語って聞かせるという形式をとっていま
すが、このような形式も後世の多くの作家が手本としています。 ホームズは暇な時はパイプを吹かし
たり化学実験に没頭したりしていますが、一度事件の依頼を受けると、その独特の鋭い観察眼・洞
察力とエネルギッシュな行動力で、鮮やかに事件を解決して見せます。 冷静沈着ですが、血も涙も
ない推理マシーンではなく、〈.
コナン･ドイルの事件簿 DVD-BOX シャーロック･ホームズ誕生秘史、イアン・リチャードソン、DVD－
タワーレコード.
シャーロック・ホームズの事件簿 「高名の依頼人」や「サセックスの吸血鬼」――おなじみベイカー街
221Bを訪れる依頼人が持ち込む難事件の数々。『緋色の研究』で颯爽と登場し、たちまち名探偵
の代名詞となったシャーロック・ホームズは、4長編56短編で全世界のファンを魅了し、いま鮮やかに
退場する。
2015年10月12日 . ジェシカおばさんの事件簿』パイロット版「シャーロック・ホームズ殺人事件」. 原
題：The Murder of Sherlock Holms AXNミステリーで日本未放送の新シーズンも始まるということ
で、おめでとうございます。 □ ジェシカおばさんの事件簿（AXNミステリー公式サイト）.
2017年8月17日 . シャーロック・ホームズの冒険 ２～５．以下を好きな順番で シャーロック・ホームズ
の思い出 緋色の研究 四つの署名 バスカヴィル家の犬 ６．シャーロック・ホームズの帰還 ７～１０．
以下を好きな順番で 恐怖の谷 シャーロック・ホームズ最後の挨拶 シャーロック・ホームズの事件簿
シャーロック・ホームズの叡智 シャーロック・ホームズのシリーズ作を全て読む、という意気込みある方
は、原作発表順をおすすめしますが、「何となく読んでみたい」「BCC制作の現代版ＳＨＥＲＬＯＣＫ
が面白かったから原作が気に.
青空文庫の1万を越える作品群がブラウザで簡単、快適に読める、青空文庫の専用図書館です。
シャーロックホームズ・残された書物をもとにドラマ放送されたミステリー作家コナン・ドイルの事件.
デジタル大辞泉プラス - シャーロック・ホームズの事件簿の用語解説 - 英国の作家コナン・ドイルの
推理短編集(1927)。原題《The Case-book of Sherlock Holmes》。
2017年7月6日 . イギリス人作家アーサー・コナン・ドイルが生み出した『シャーロック・ホームズ』シリー
ズは世界中で親しまれているミステリー小説です。今回はシャーロック・ホームズシリーズ最高の事
件・ストーリー10選を紹介します。
2016年10月30日 . 『IQ246』は、＜法門寺 沙羅駆（ほうもんじ しゃらく）／織田裕二＝シャーロッ
ク・ホームズ＞や、＜和藤 奏子（わとう そうこ）／土屋太鳳＝ワトソン＞など、キャラクターの名前か
らして明らかに『シャーロック・ホームズ』シリーズのパロディだ。名作や人気作のパロディ／パスティー
シュ作品の中にも、ベネディクト・カンバーバッジが主演する英国のドラマ『SHERLOCK／シャーロッ

ク』など優れた作品は存在するが、このドラマに関しては、それでもどこかで見たような設定、場面が
多く、まるで既存作品のパッチ.
シリーズ ： シャーロック・ホームズの姉妹たちで検索した結果、2件見つかりました。1件目から2件目
までを表示しています。 質屋探偵ヘイガー・スタンリーの事件簿 駆け出し探偵フランシス・ベアード
の冒険 シャーロック・ホームズの姉妹たち シャー.
2015年5月15日 . 元祖・名探偵といえば、シャーロック・ホームズ！ 天才的な観察眼と、するどい推
理力をもつホームズが、相棒のワトソン博士とともに、警察でも解けない数々の難事件を解決す
る！ ハラハラドキドキの展開と、あっとおどろく結末に、誕生から１世紀以上もたついまでも、世界中
で「シャーロキアン」と呼ばれるファンを生み出しています。 青い鳥文庫では、ホームズの活躍する事
件、全60話をすべて収録！ きみも、名探偵のあざやかな名推理によいしれよう！

