
小説 
著者 初版発行 

ミュータントタートルズ Ｂ．Ｂ．ヒラー 早川書房 1990/12/10 
HARD BOYS SP 1 カタツムリはエデンの道標 青地　周 エクリプスロマンス 桜桃書房 2001/9/5 
時の剣 隻眼の狼王 赤城　毅 カッパ・ノベルズ 光文社 2004/11/25 
尼僧忍法一番首 赤松光夫 光文社時代小説文庫 光文社 2000/8/20 
女巡礼 地獄忍び 赤松光夫 光文社時代小説文庫 光文社 1996/1/20 
激闘！ 陰陽城 ワンダーBOY2 秋月こお 小学館パレット文庫 小学館 1995/8/1 
芭蕉隠密伝 執心浅からず 浅黄　斑 ハルキ文庫 角川春樹事務所 2005/1/18 
徳川三国志 風魔忍法伝 麻倉一矢 トクマ・ノベルズ 徳間書店 1992/ 
オヅヌ 麻乃いくこ 碧天舎 2004/11/20 
忍・真田幻妖伝 朝松　健 ノン・ノベルズ 祥伝社 2003/9/10 
いつでもどこでも忍2ニンジャ 1　出合ったあの娘はくの一少女 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2003/4/25 
いつでもどこでも忍2ニンジャ 2　暗殺デートは素敵にどっきゅん 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2003/5/25 
いつでもどこでも忍2ニンジャ 3　日本の夏　血桜の夏 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2003/10/25 
いつでもどこでも忍2ニンジャ 4　極悪を再び！ 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2004/3/25 
いつでもどこでも忍2ニンジャ 5　ピンクなキノコの大事件 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2004/6/25 
いつでもどこでも忍3ニンジャ 6　春日マコト抹殺指令！ 阿智太郎 電撃文庫 主婦の友社 2004/8/25 
陰からマモル！ 1 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2003/7/31 
陰からマモル！ 2 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2003/12/31 
陰からマモル！ 3 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2004/7/31 
陰からマモル！ 4 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2004/12/31 
陰からマモル！ 5 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2005/3/31 
陰からマモル！ 6 阿智太郎 MF文庫 メディアファクトリー 2005/11/30 
陰からマモル！ 7 阿智太郎 ＭＦ文庫 メディアファクトリー 2006/3/31 
陰からマモル！ 8 阿智太郎 ＭＦ文庫 メディアファクトリー 2006/8/31 
陰からマモル！ 9 阿智太郎 ＭＦ文庫 メディアファクトリー 2007/2/28 
くノ一淫闘帖　上 天正秘録編 綾守竜樹 マイクロマガジン社 2003/3/7 
くノ一淫闘帖　下 天正秘録編 綾守竜樹 マイクロマガジン社 2003/3/7 
猿飛佐助 誕生編 荒巻義雄 角川書店 1989/10/25 
猿飛佐助 1　決戦編 荒巻義雄 角川書店 1991/10/25 
猿飛佐助 2　決戦編 荒巻義雄 角川書店 1992/2/25 
猿飛佐助 1　遊行編 荒巻義雄 角川書店 1990/10/25 
猿飛佐助 2　遊行編 荒巻義雄 角川書店 1991/1/25 
猿飛佐助 3　遊行編 荒巻義雄 角川書店 1991/4/25 
猿飛佐助 3　疾風編 荒巻義雄 角川書店 1990/7/25 
信長燃ゆ 上 安部龍太郎 新潮文庫 新潮社 2004/10/1 
変 おばさん忍法帖 嵐山光三郎 光文社文庫 光文社 2004/7/20 
飛燕斬忍剣 井川香四郎 廣済堂文庫 廣済堂出版 2004/2/1 
真田幸村 池波正太郎 
真田太平記 四　甲賀問答 池波正太郎 新潮文庫 新潮社 1987/10/25 
猿飛佐助 池波正太郎 
忍びの女 上 池波正太郎 講談社文庫 講談社 1978/2/15 
忍びの女 下 池波正太郎 講談社文庫 講談社 1978/2/15 
忍びの風 新装版　1 池波正太郎 文春文庫 文藝春秋 2003/2/10 
忍びの風 新装版　2 池波正太郎 文春文庫 文藝春秋 1979/5/25 
忍びの風 新装版　3 池波正太郎 文春文庫 文藝春秋 2003/2/10 
忍びの旗 池波正太郎 新潮文庫 新潮社 1983/9/25 
スパイ武士道 池波正太郎 集英社文庫 集英社 1977/6/30 
忍者群像 池波正太郎 文春文庫 文藝春秋 1979/11/25 
忍者丹波大介 池波正太郎 新潮文庫 新潮社 1978/4/25 
忍者丹波大介 池波正太郎 角川文庫 角川書店 2001/1/25 
火の国の城　下 池波正太郎 文春文庫 文藝春秋 2002/9/10 
夜の戦士（上）<新装版> 川中島の巻 池波正太郎 角川文庫 角川書店 2006/1/25 
夜の戦士（下）<新装版> 風雲の巻 池波正太郎 角川文庫 角川書店 2006/1/25 
邪悪のアーク 井沢元彦 カドカワノベルズ 門川春樹 1988/5/25 
芭蕉魔星陣 井沢元彦 講談社文庫 講談社 1995/7/15 
邪神復活 忍者〈レイ・ヤマト〉シリーズ1 井沢元彦 ハルキ文庫 角川春樹事務所 1997/9/18 
歴史の嘘と真実 誤解だらけの「正義」と「常識」 井沢元彦 祥伝社黄金文庫 祥伝社 1997/7/20 
アーク殲滅 忍者〈レイ・ヤマト〉シリーズ2 井沢元彦 ハルキ文庫 角川春樹事務所 1997/12/18 
悪魔転生 忍者〈レイ・ヤマト〉シリーズ2 井沢元彦 ハルキ文庫 角川春樹事務所 1997/10/18 
歴史「不思議」物語 井沢元彦 廣済堂文庫 廣済堂出版 2000/9/15 
歴史「不思議」物語 謎・闇を照射する 井沢元彦 廣済堂文庫 廣済堂出版 2001/1/15 
歴史不思議物語 日本史の闇を照射する 井沢元彦 廣済堂出版 1997/11/15 
歴史謎物語 井沢元彦 廣済堂出版 1995/3/15 
歴史の森の影法師 井沢元彦 有学書林 1996/9/9 
大番長 宿命編 伊藤アキカズ 角川文庫 角川書店 2005/5/1 
冬子の兵法 愛子の忍法 上坂冬子 佐藤愛子 文春文庫 文藝春秋 2004/9/10 
マンホールからの侵略者 嬉野秋彦 スニーカー文庫 角川文庫 2000/12/1 
伝奇城 文庫書下ろし伝奇時代小説アンソロジーえとう乱星 光文社文庫 光文社 2005/2/20 
女忍往生剣 用心棒・新免小次郎 えとう乱星 学研M文庫 学習研究社 2003/5/20 
ふたりの女神 女神降臨剣2 榎木洋子 小学館キャンパス文庫 小学館 1996/1/10 
龍神覚醒 女神降臨剣3 榎木洋子 小学館キャンパス文庫 小学館 1996/11/10 
坊ちゃん忍者幕末見聞録 奥泉　光 中央公論新社 2001/9/25 
賊禁秘誠談 太陽児・石川五右衛門 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1977/10/1 
真剣 芯陰流を創った男、上泉伊勢守信綱 海道龍一郎 実業之日本社 2003/10/25 
式神の城Ⅱ 海法紀光 アミ通文庫 エンターブレイン 2003/12/2 
ベイシティ忍法帖 風野真知雄 小学館スーパークエスト文庫 小学館 1999/1/1 
影忍・徳川御三家斬り 風野真知雄 廣済堂文庫 廣済堂 2002/10/1 
黒豹忍殺し 門田泰明 光文社文庫 光文社 1992/11/20 
黒豹忍殺し 門田泰明 講談社文庫 講談社 1993/12/15 
影の軍団 門田泰明 徳間文庫 徳間書店 1995/9/15 
影の軍団 門田泰明 光文社文庫 光文社 1988/7/20 
影の軍団 門田泰明 カッパ・ノベルズ 光文社 1985/4/25 
奪う愛 紫桜×神楽 金沢有倖 白泉社花丸文庫 白泉社 1997/9/25 
忍者なんです 加納　邑 アイス文庫 オークラ出版 2004/4/3 
草書本 猿飛佐助 神坂次郎 ケイブンシャ文庫 頸文社 1999/4/15 
今昔おかね物語 神坂次郎 新潮文庫 新潮社 1994/7/1 
魔剣士 黒鬼反魂篇 菊池秀行 新潮社 2001/3/20 
新装版　忍び歌 くノ一聞き書き 岸　宏子 エフエー出版 1995/5/25 

書籍名 出版社



著者 初版発行 書籍名 出版社 
楠木正成 北方謙三 中央公論新社 2000/6/1 
楠木正成 上 北方謙三 中公文庫 中央公論新社 2003/6/15 
楠木正成 下 北方謙三 中公文庫 中央公論新社 2003/6/15 
天下を盗んだ忍者 秀吉　1 霧島那智 スコラ 1966/7/4 
真田幸村の鬼謀 1　豊臣秀頼と徳川八大将軍 霧島那智 双葉社 1998/11/26 
真田幸村の鬼謀 2　豊臣秀頼と徳川八大将軍 霧島那智 双葉社 1998/11/26 
真田幸村の鬼謀 3　豊臣秀頼と徳川八大将軍 霧島那智 双葉社 1999/2/26 
真田幸村の鬼謀 4　豊臣秀頼と徳川八大将軍 霧島那智 双葉社 1999/5/28 
真田幸村の鬼謀 5　豊臣秀頼と徳川八大将軍 霧島那智 双葉社 1999/8/27 
弧剣の幻舞 影忍笛丸 桐野國秋 学研M文庫 学習研究社 2003/8/14 
風雲縛魔伝 1 桑原水菜 コバルト文庫 集英社 1992/12/10 
影の軍団 五島　勉 双葉文庫 双葉社 1983/7/25 
土佐の龍馬を救え 忍者くノ一 ウチにおまかせ 小宮しげぞう 早稲田出版 2004/12/1 
バカが忍者（シノビ）でやってくる！ 召喚教師リアルバウトハイスクールEX 雑賀礼史 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 1999/10/25 
バカが忍者でやってくる！ 雑賀礼史 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 1999/10/25 
棋聖忍者 天野宗歩 1　富士見の王将 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1993/12/20 
棋聖忍者 天野宗歩 2　青嵐の棋客 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1993/12/20 
棋聖忍者 天野宗歩 3　風雲京洛の巷 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/3/25 
棋聖忍者 天野宗歩 4　江戸の花吹雪 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/6/25 
棋聖忍者 天野宗歩 5　幻戯の群像 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/9/25 
棋聖忍者 天野宗歩 7　忍法奥の細道 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/10/25 
棋聖忍者 天野宗歩 6　御黒書院の死闘 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/11/25 
棋聖忍者 天野宗歩 8　漂白の勝負師 斉藤　栄 集英社文庫 集英社 1994/12/20 
忍者KIDS 9　さいごの極意 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫　9 ポプラ社 2005/9/1 
伊賀忍法 早乙女貢 春陽文庫 春陽堂書店 1999/3/15 
おれは伊賀者 早乙女貢 光文社時代小説文庫 光文社 1986/7/20 
くノ一秘図 早乙女貢 時代小説文庫 富士見書房 1991/4/30 
忍法かげろう斬り 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1991/2/15 
忍法車一族 早乙女貢 春陽文庫 春陽堂書店 1976/4/25 
忍法紅絵図 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1996/4/15 
風魔忍法帖　上 風魔小太郎 早乙女貢 学研文庫 学習研究社 2003/3/18 
風魔忍法帖　下 風魔小太郎 早乙女貢 学研文庫 学習研究社 2003/3/18 
甲賀くノ一（上） 早乙女貢 時代小説文庫 富士見書房 1989/4/25 
黒虫忍法帖 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1987/7/25 
忍びの鷹 忍法かげろう斬り3 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1992/2/15 
忍法くノ一･続 早乙女貢 時代小説文庫 富士見書房 1988/12/10 
忍法関ヶ原 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1994/11/15 
忍法系図 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1994/1/15 
忍法女笛 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1994/7/15 
うつせみ忍法（上） 早乙女貢 時代小説文庫 富士見書房 1994/9/10 
忍法女笛 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1986/1/25 
忍法赤い城 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1987/3/25 
忍法雪月花 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1995/6/15 
忍法川中島 早乙女貢 時代小説文庫 富士見書房 1984/8/1 
忍法秘巻 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1993/7/15 
忍法無惨帖 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1987/1/25 
忍法無情 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1993/10/15 
忍法無情 早乙女貢 春陽文庫 春陽堂書店 1999/7/15 
忍法乱れ雲 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1986/11/25 
不知火の忍者 忍法かげろう斬り2 早乙女貢 徳間文庫 徳間書店 1991/8/15 
傀儡忍法帖 早乙女貢 双葉文庫 双葉社 1988/9/25 
風魔小太郎 風魔忍法帖（上） 早乙女貢 人物文庫 学陽書房 1999/9/20 
風魔小太郎 風魔忍法帖（下） 早乙女貢 人物文庫 学陽書房 1999/9/20 
忍者 風切一平太 1　刺客・妖霊星 榊　涼介 電撃文庫 主婦の友社 1997/2/25 
忍者 風切一平太 2　花の桔梗組 榊　涼介 電撃文庫 主婦の友社 1997/5/25 
忍者 風切一平太 3　抜け忍・沖ノ石つばめ 榊　涼介 電撃文庫 主婦の友社 1997/9/25 
忍者 風切一平太 4　小漣、都へのぼる 榊　涼介 電撃文庫 主婦の友社 1998/5/25 
天音流繚乱 くノ一は言霊で愛す さくまゆうこ コバルト文庫 集英社 2005/11/10 
猿飛佐助諸国漫遊 真田十勇士　巻の一 笹沢左保 双葉文庫 双葉社 1997/2/15 
宮本武蔵　火の巻 4 笹沢左保 文春文庫 文芸春秋 1996/11/10 
黄金の忍者 忍者暗闘録 沢田黒蔵 
黄金の忍者　2 根来忍軍の野望 沢田黒蔵 学研文庫 学習研究社 2002/7/15 
忍び鬼 天山 地獄の犬ども 沢田黒蔵 学研M文庫 学習研究社 2005/4/23 
風魔の牙 黄金の忍者 沢田黒蔵 学研M文庫 学習研究社 2003/4/16 
不問ノ速太 疾る 黄金寺轟現 沢田黒蔵 学研M文庫 学習研究社 2003/11/19 
コギャル忍者・萩王見参！ 富士魔界編 沢田直大 ソノラマ文庫 朝日ソノラマ 2002/2/28 
赤い影法師 柴田錬三郎 新潮文庫 新潮社 1963/3/20 
真田雪村 柴田錬三郎 文春文庫 文藝春秋 1975/4/25 
人間勝負（上） 柴田錬三郎 新潮文庫 新潮社 1987/4/25 
南国群狼伝 私説大岡政談 柴田錬三郎 集英社文庫 集英社 1989/3/20 
徳川三国志 柴田錬三郎 文春文庫 文藝春秋 1989/10/10 
忍者からす 柴田錬三郎 新潮文庫 新潮社 1997/12/1 
猿飛佐助 真田十勇士 柴田錬三郎 文春文庫 文藝春秋 1975/3/25 
隠密利兵衛 柴田錬三郎 新潮文庫 新潮社 1993/8/25 
もののふ 柴田錬三郎 新潮文庫 新潮社 1999/1/1 
果心居士の妖術 司馬遼太郎 新潮文庫 新潮社 1977/10/30 
風神の門 司馬遼太郎 春陽文庫 春陽堂書店 1996/3/25 
甲賀と伊賀のみち 街道をゆく　7 司馬遼太郎 朝日文庫 朝日新聞社 1979/1/20 
最後の忍者 司馬遼太郎 講談社文庫 講談社 1986/11/15 
侍はこわい 司馬遼太郎 光文社文庫 光文社 2005/1/20 
城をとる話 司馬遼太郎 光文社文庫 光文社 2002/11/20 
梟の城 司馬遼太郎 新潮文庫 新潮社 1965/4/30 
大盗禅師 司馬遼太郎 文春文庫 文藝春秋 2003/2/10 
闇を飛ぶ 忍者小説集 司馬遼太郎ほか 時代小説ベスト・セレクション　第七巻 講談社 1994/7/23 
NEO忍者伝 シークレットヴァーサス 嶋田純子 EXノベルズ エニックス 2002/8/16 
忍法からくり伝奇 志村有弘 勉誠出版 2004/1/10 
夏のチェイサ- 庄司　卓 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 1998/7/25 
忍法鍵屋の辻 新宮正春 集英社文庫 集英社 1989/12/15 
陰の絵図　上 新宮正春 集英社 1990/3/25 
特命転攻生 〈人別帳〉は燃えているか？ 新城カズマ ファミ通文庫 エンターブレイン 2001/11/1



著者 初版発行 書籍名 出版社 
忍び殺法 陣出達朗 春陽文庫 春陽堂書店 1984/8/1 
猿飛佐助 杉浦　茂 
猿飛佐助 雪花山人 角川文庫 角川書店 2003/2/25 
歴史・時代小説ベスト113 大衆文学研究会 中公文庫 中央公論新社 2001/1/10 
忍術考 高木　護 未来社 1984/8/15 
御隠居忍法 高橋義夫 
御隠居忍法 鬼切丸 高橋義夫 
御隠居忍法 唐船番 高橋義夫 実業之日本社 2002/6/25 
不老術 御隠居忍法 高橋義夫 中公文庫 中央公論新社 2001/10/15 
真田隠密帖１ 薩摩妖忍剣 竹中　亮 学研M文庫 学習研究社 2002/2/22
　 服部半三保長 竹内勇太郎 光風社出版 1989/6/20 
甘水岩 多田容子 PHP研究所 2003/11/28 
役 小角 冥府魔道 谷 恒生 徳間ノベルズ 徳間書店 2001/10/31 
とびだせ！にんじゃ虫 谷本雄治 文渓堂 1993/9/20 
魔城降臨天草忍び変 千寿貴子 サムライスピリッツ・オリジナルノヴェルムービック 1998/6/10 
忍者太閤秀吉 司　悠司 C★NOVELS 中央公論社 1996/8/15 
人形遊戯 軋み歯車忍法帳 月野影也 メガビーナスノベルズ コアマガジン 1997/6/10 
忍者 伊賀丸の生き方 壷田正一 新風舎 2006/1/25 
真田忍侠記 上 津本　陽 講談社文庫 講談社 2000/1/15 
真田忍侠記 下 津本　陽 講談社文庫 講談社 2000/1/15 
真田忍侠記 下 津本　陽 毎日新聞社 1996/11/10 
柳生兵庫助 （一） 津本　陽 文春文庫 文藝春秋 1991/11/10 
柳生兵庫助 （二） 津本　陽 文春文庫 文藝春秋 1991/11/10 
柳生兵庫助 津本　陽 文春文庫 文藝春秋 
柳生兵庫助 （四） 津本　陽 文春文庫 文藝春秋 1991/12/10 
仙人入門 程　聖龍 知識の森文庫 光文社 2005/9/15 
まほろばの城 典厩五郎 新人物往来社 1994/7/30 
徳川三代の情報戦略 童門冬二 人物文庫 学陽書房 2005/10/20 
探偵は語る 東郷克利 すばる舎 1998/1/22 
伊賀組同心 戸部新十郎 徳間文庫 徳間書店 1989/2/15 
忍法水滸伝 上　妖説五三ノ桐 戸部新十郎 ＮＯＮ・ＮＯＶＥＬ 祥伝社 2000/7/20 
忍法水滸伝 下　魔境大乱 戸部新十郎 ＮＯＮ・ＮＯＶＥＬ 祥伝社 2000/9/10 
小六伝 中年から人生を開いた男の物語 戸部新十郎 PHP研究所 1987/8/26 
忍法新撰組 長編痛快時代小説 戸部新十郎 光文社文庫 光文社 2004/7/20 
蜂須賀小六 一　草賊の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1987/4/20 
蜂須賀小六 二　卍旗の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1987/5/20 
蜂須賀小六伝 戸部新十郎 PHP文庫 PHP研究所 1992/1/20 
伊賀者始末 戸部新十郎 徳間文庫 徳間書店 1988/11/15 
伊賀者始末 戸部新十郎 特選時代小説 廣済堂出版 2002/8/1 
野望の峠 戸部新十郎 徳間文庫 徳間書店 2004/5/15 
服部半蔵（一） 花の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1987/10/20 
服部半蔵（二） 草の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1987/12/20 
服部半蔵（三） 石の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/2/20 
服部半蔵（四） 木の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/4/20 
服部半蔵（五） 風の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/6/20 
服部半蔵（六） 波の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/8/20 
服部半蔵（七） 雲の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/10/20 
服部半蔵（十） 空の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1989/4/20 
服部半蔵（八） 月の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1988/12/20 
服部半蔵（九） 炎の章 戸部新十郎 光文社時代小説文庫 光文社 1989/2/20 
日本史「謎の人物」の意外な正体 中江克己 PHP文庫 PHP研究所 1999/11/15 
女忍者・五星の光芒 中笈木六 フランス書院 2000/2/10 
参上！ズッコケ忍者軍団 那須正幹 ズッコケ文庫･Z-28 ポプラ社 1999/4/1 
Harlem BeatⅡ 並木　敏 マガジンノベルス 講談社 1998/9/24 
闇に生きる 縄田一男 新潮文庫 新潮社 1994/9/1 
日本忍者列伝 時代小説を読む 縄田一男 大陸文庫 大陸書房 1992/2/20 
王城の忍者 南原幹雄 新潮社 2005/10/25 
天皇家の忍者 南原幹雄 新潮文庫 新潮社 2001/11/1 
幕府隠密帳 南原幹雄 新潮文庫 新潮社 1995/7/1 
暗殺剣　上　陰謀 南原幹雄 徳間文庫 徳間書店 2001/7/15 
暗殺剣　下　決戦 南原幹雄 徳間文庫 徳間書店 2001/7/15 
情炎くノ一系図 南原幹雄 学研M文庫 学習研究社 2002/9/24 
情炎くノ一系図 南原幹雄 角川文庫 角川書店 1990/6/25 
情炎くノ一系図 南原幹雄 青樹社文庫 青樹社 1998/2/20 
徳川忍法系図 南原幹雄 大洋時代文庫 大洋図書 2005/4/21 
徳川忍法系図 南原幹雄 徳間文庫 徳間書店 1994/3/15 
徳川忍法系図 南原幹雄 徳間書店 1990/10/31 
情炎くノ一殺法 南原幹雄 角川文庫 角川書店 1990/7/25 
情炎くノ一殺法 南原幹雄 青樹社文庫 青樹社 1998/4/20 
隠密太平記 南原幹雄 角川文庫 角川書店 2001/11/25 
血戦 遺恨・鍵屋ノ辻 西村　望 徳間文庫 徳間書店 2000/9/15 
藤堂高虎 秀吉と家康が惚れ込んだ男 羽生道英 PHP文庫 PHP研究所 2005/5/23 
獄神忍風 3　湖底の黄金 長谷川　卓 C★NOVELS 中央公論新社 2004/6/25 
乱破GOGOGO!02 僕と彼女と彼女の忍法帖 八街 歩 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 2004/11/25 
乱破GOGOGO!02 いま、忍びにゆきます 八街 歩 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 2005/5/25 
上野不忍無縁坂 無用庵日乗 花家圭太郎 双葉文庫 双葉社 2005/9/20 
悦楽忍者大奥狩り 「鮎掛けの辰」艶始末 原田真介 廣済堂文庫 廣済堂 2003/8/1 
大奥・殺しの徒花 読売屋吉三の闇裁き 原田真介 廣済堂文庫 廣済堂 2005/4/1 
姦計 楠流忍者闇始末 原田真介 学研文庫 学習研究社 2005/10/17 
脱藩忍者女殺し 「鮎掛けの辰」艶始末 原田真介 廣済堂文庫 廣済堂 2002/8/1 
はぐれ忍者 女体遍路 「鮎掛けの辰」艶始末 原田真介 廣済堂文庫 廣済堂 2004/2/1 
復讐忍者閨さぐり 「鮎掛けの辰」艶始末 原田真介 特選時代小説 廣済堂出版 2004/8/1 
密通 楠流忍者闇始末 原田真介 学研文庫 学習研究社 2004/11/19 
伊賀の影法師 火坂雅志 廣済堂文庫 廣済堂 
霧隠才蔵 火坂雅志 ノン・ポシェット 祥伝社 1997/1/20 
霧隠才蔵 紅の真田幸村陣 火坂雅志 ノン・ポシェット 祥伝社 1997/7/20 
霧隠才蔵 血闘　根来忍び衆 火坂雅志 ノン・ポシェット 祥伝社 1998/1/20 
徳川外法忍風録 火坂雅志 ケイブンシャ文庫 頸文社 2001/4/15 
柳生烈堂 対決 服部半蔵 火坂雅志 時代小説 祥伝社 1996/7/20 
神君狩り 悪党伝説3 火坂雅志 双葉ノベルズ 双葉社 1993/7/15



著者 初版発行 書籍名 出版社 
まぼろしの忍者 広瀬寿子 Y.A.Books 小峰書店 2002/11/18 
最後の忍者 藤田西湖 新風社 2004/11/5 
学園忍法帖 藤原征矢 ソノラマ文庫 朝日ソノラマ 1993/6/30 
蟲忍 古橋秀之 徳間デュアル文庫 徳間書店 2004/3/31 
魔の飛竜軍団　プリンセス・ロード 星野ぴあす ナポレオン文庫 フランス書院 1993/11/30 
幻想水滸伝 短編集2 堀　慎二郎 電撃文庫 メディアワークス 2001/6/15 
神洲天魔鏡 神の洲　天と魔を喚ぶ銅の鏡 舞阪　洸 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 2003/6/25 
瑠璃丸伝 当世しのび草紙　1 松枝蔵人 電撃文庫 主婦の友社 1993/6/10 
瑠璃丸伝 当世しのび草紙　2 松枝蔵人 電撃文庫 主婦の友社 1993/10/15 
瑠璃丸伝 当世しのび草紙　3 松枝蔵人 電撃文庫 主婦の友社 1994/2/25 
瑠璃丸伝 当世しのび草紙　4 松枝蔵人 電撃文庫 主婦の友社 1994/6/25 
瑠璃丸伝 当世しのび草紙　5 松枝蔵人 電撃文庫 主婦の友社 1995/11/25 
霧隠れ雲隠れ スーパー忍者小説　真田十勇士 三田誠広 廣済堂出版 1993/11/15 
戦国忍者残酷帖 峰　隆一郎 廣済堂文庫 廣済堂出版 1998/1/1 
戦国忍者残酷帖 峰　隆一郎 双葉文庫 双葉社 2004/3/20 
家康の隠密 戦国群盗伝　二 宮城賢秀 廣済堂文庫 廣済堂出版 2004/6/1 
奥州必殺闇街道 多羅尾佐介甲賀隠密帳 宮城賢秀 角川春樹事務所 2005/9/18 
甲州街道密殺剣 多羅尾佐介甲賀隠密帳 宮城賢秀 時代小説文庫 角川春樹事務所 2005/8/18 
逆賊の群れ 多羅尾佐介甲賀隠密帳 宮城賢秀 時代小説文庫 角川春樹事務所 2005/2/18 
三大将軍の密命 多羅尾佐介甲賀隠密帳 宮城賢秀 ケイブンシャ文庫 頸文社 2000/8/15 
大目付一件帳 宮城賢秀 時代小説文庫 角川春樹事務所 2002/9/18 
密命斬殺剣 多羅尾佐介甲賀隠密帳 宮城賢秀 時代小説文庫 角川春樹事務所 2005/3/18 
忍びの女 宮城賢秀 徳間文庫 徳間書店 2004/9/15 
新若さま御用帳 琉球示現流秘蝶剣 宮城賢秀 春陽文庫 春陽堂書店 1994/10/10 
柳生隠密帳 甲賀流八双くずし 宮城賢秀 コスミック時代文庫 コスミック出版 2005/1/25 
不肖・宮嶋＆忍者・大倉一撮入魂！ 宮嶋茂樹 文藝春秋 2002/4/25 
真田十勇士 村上元三 人物文庫 学陽書房 2005/2/20 
からす天狗 下 村上元三 徳間文庫 徳間書店 1992/1/15 
忍びの者 1　序の巻 村山知義 岩波現代文庫 岩波書店 2003/1/16 
忍びの者 2　五右衛門釜煎り 村山知義 岩波現代文庫 岩波書店 2003/1/16 
忍びの者 3　真田忍者群 村山知義 岩波現代文庫 岩波書店 2003/1/16 
忍びの者 4　忍びの陣 村山知義 岩波現代文庫 岩波書店 2003/2/14 
忍びの者 5　忍び砦のたたかい 村山知義 岩波現代文庫 岩波書店 1990/5/10 
「烈火の炎」の秘密 炎える忍者研究会 データハウス 1997/9/10 
とうはんは忍者 八束澄子 スピカの創作文学 教育画劇 1991/11/20 
大江戸忍秘帖 八剣浩太郎 青樹社文庫 青樹社 1999/7/20 
異形の者 甲賀忍・佐助異聞 柳蒼二郎 学研文庫 学習研究社 2005/1/21 
元禄 魔伝 狗五芒 柳蒼二郎 トクマノベルズ 徳間書店 2004/6/30 
忍者探偵とインド大魔術団 山村正夫 ノン・ポシェット 祥伝社 1992/6/1 
小京都伊賀上野殺人事件 山村美紗 ノン・ポシェット 祥伝社 1996/2/20 
忍術らくだい生 吉田足日 理論社名作の愛蔵版 理論社 1998/1/1 
伊賀・甲賀 忍者の里殺人事件 赤かぶ検事シリーズ 和久峻三 光文社文庫 光文社 1993/6/20 
忍法剣士伝 山田風太郎 角川文庫 角川書店 1986/7/10 
魔界転生 上 山田風太郎 講談社ノベルズ･スペシャル 講談社 1994/5/15 
魔界転生 下 山田風太郎 講談社ノベルズ･スペシャル 講談社 1994/5/15 
伊賀忍法帖 山田風太郎 講談社ノベルズ･スペシャル 講談社 1994/3/15 
甲賀忍法帖 山田風太郎忍法帖1 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1998/12/15 
忍法忠臣蔵 山田風太郎忍法帖2 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1998/12/15 
伊賀忍法帖 山田風太郎忍法帖3 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/1/15 
忍法八犬伝 山田風太郎忍法帖4 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/2/15 
くノ一忍法帖 山田風太郎忍法帖5 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/3/15 
魔界転生 山田風太郎忍法帖6 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/4/15 

山田風太郎忍法帖７ 山田風太郎 講談社文庫 講談社 
江戸忍法帖 山田風太郎忍法帖8 山田風太郎 講談社文庫 講談社 
柳生忍法帖　上 山田風太郎忍法帖9 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/6/15 
柳生忍法帖　下 山田風太郎忍法帖10 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/6/15 
風来忍法帖 山田風太郎忍法帖11 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/7/15 
かげろう忍法帖 山田風太郎忍法帖12 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/8/15 
野ざらし忍法帖 山田風太郎忍法帖13 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1999/9/15 
忍法関ヶ原 山田風太郎忍法帖14 山田風太郎 講談社文庫 講談社 
魔界転生 上 山田風太郎 毎日新聞社 1992/11/25 
魔界転生 下 山田風太郎 毎日新聞社 1992/12/10 
柳生忍法帖 上 山田風太郎 毎日新聞社 1992/10/25 
姦の忍法帖 忍法帖短篇全集 5 山田風太郎 ちくま文庫 筑摩書房 2004/8/10 
忍者 枯葉塔九郎 山田風太郎 文庫コレクション 講談社 1997/6/20 
外道忍法帖 山田風太郎 講談社文庫 講談社 
剣鬼喇嘛仏 忍法帖短篇全集 12 山田風太郎 ちくま文庫 筑摩書房 2005/3/10 
自来也忍法帖 山田風太郎 文春ネスコ 2003/2/27 
信玄忍法帖 忍法帖シリーズ　一 山田風太郎 河出文庫 河出書房新社 2005/2/10 
外道忍法帖 忍法帖シリーズ　二 山田風太郎 河出文庫 河出書房新社 2005/4/10 
忍者六道銭 忍法帖短篇全集 10 山田風太郎 ちくま文庫 筑摩書房 2005/1/10 
忍者月影抄 山田風太郎傑作忍法帖 山田風太郎 講談社文庫 講談社 1994/5/15 
忍法破倭兵状 忍法帖短篇全集 3 山田風太郎 ちくま文庫 筑摩書房 2004/6/9 
飛騨忍法帖 山田風太郎 文春ネスコ 2003/4/28 
魔天忍法帖 山田風太郎 徳間文庫 徳間書店 2002/11/15 
忍者探偵　秘湯へ行く 山村正夫 ノン・ポシェット 祥伝社 1987/7/20 
信長と伊勢･伊賀 三重戦国物語 横山高治 創元社 1992/4/20 
藤堂高虎 横山高治 創元社 1987/12/20 
「ファイブスター物語」の秘密2 ラルフ・ヴァーノンⅡ データハウス 1998/5/1 
日本史はなしの玉手箱 歴史探検隊 文春文庫 文藝春秋 
くノ一元禄帖 六道　慧 徳間文庫 徳間書店 2002/9/15 
ひよりみ法師 十手小町事件帳 六道　慧 光文社文庫 光文社 2004/2/20 
はごろも天女 くノ一元禄帖 六道　慧 徳間文庫 徳間書店 2003/7/15 
ご主人様は危険がいっぱい 若月京子 f-ラピス文庫 フランス書院 2005/11/10 
恋の道は危険がいっぱい 若月京子 f-ラピス文庫 フランス書院 2003/2/10 
禁中忍者伝承 渡辺勝利 東京経済 2000/9/21 

女たちの江戸開城 植松三十里 双葉社 2006/9/20 
忍びの女 関ヶ原合戦 宮城賢秀 徳間文庫 徳間書店 2006/3/15 
少年×忍者 恋はトライアングル 岡野麻里安 コバルト文庫 集英社 2006/6/10



著者 初版発行 書籍名 出版社 
恋の封印破れたり 大槻はぢめ 白泉社花丸文庫 白泉社 2006/6/25 

菊池たけし 
Ｆ．Ｅ．Ａ．Ｒ． 

竹千代を盗め 岩井三四二 講談社 2006/3/13 
魔岩伝説 荒山徹 祥伝社文庫 祥伝社 2006/4/20 
少年×忍者 その恋、プライスレス 岡野麻里安 コバルト文庫 集英社 2006/10/10 

2006/6/25 ノエルと翡翠の刻印 アリアンロッド・リプレイ・ルージュ② 富士見ドラゴンブック 富士見書房


