
戦国時代の大阪を舞台とした作品の検証について 

 

萩原 理史 

 

【目的】 

・新型コロナ感染症の流行により、現在もまだ観光を含めた外出が制限されている。今後

も新たな感染症が流行すれば、同様の状況になりかねない。このような状況下で、「観光」

はどのような形態になるのか。外出が制限され、家で過ごす時間が長くなったことによ

り、巣ごもり需要として読書や動画鑑賞等の関心が高まっている。現地に行けないこと

から、書物や映像を通してその場所を頭の中に思い描くしかない。実は大阪は重要な歴

史的な事件が何度も起きた地であり、特に戦国時代には、「石山合戦」と「大坂の陣」と

いう時代を転換させるような事件が起きた地である。このような優良な観光コンテンツ

を活用しないのは、あまりにも勿体ない。現地に行けないという状況下で、「歴史」とい

う観点から大阪の観光を考察することを、今回の研究の目的としたい。 

【内容】 

・一般向けの歴史雑誌及びＮＨＫの歴史番組によって特集された事項を検証したが、戦

後から現在まで戦国時代はやはり人気があり、「大坂の陣」は「関ヶ原の戦い」「本能寺の

変」と併せて戦国三大事件と称することができる。一方、「石山合戦」については、現状

では知名度はやや低いが、織田信長人気に加え、宗教戦争（一揆）・鉄砲傭兵・水軍等の

要素を含んでおり、今後より関心を高めていくことになろう。現在はネットやブックオ

フ等で容易に昔の作品を入手できるため、過去の名作から現在の話題作まで読み比べる

ことができる。「大坂の陣」については、真田幸村・十勇士の活躍、後藤又兵衛等牢人達

の徳川政権への抵抗等、実に様々な面から描かれているため、多様な方法で分析が可能

であり、興味深い分析結果が導き出せるであろう。今回は主として時代の価値観の変化

がどのような影響を作品に与えているかに着目して考察してみた。まずは、女性に注目

すると、戦前の良妻賢母型が理想とされていたのが、夫婦二人三脚で夫を出世させてい

く女性、さらには自ら武器を持って戦う女性へと変化している。また、学生運動や労働運

動が盛んな頃には、反体制勢力として描かれていた忍者や牢人が、バブル経済の崩壊に

よる日本の終身雇用制の危機により、自らの技能により人生を切り開き、組織への忠誠

に重きを置かない「渡り奉公人」として描かれるようになる。さらには、反戦的で文弱と

見なされていた文化人（知識人）が、茶人であり武将としても活躍した古田織部や上田宗

箇等が注目されるようになる等、時代の価値観の変化が作品に影響を与えている。 

【結果】 

・このように「大坂の陣」という様々な面から楽しめるコンテンツを観光資源として活用

するには、歴史的事実に囚われ過ぎず、「忠臣蔵」のような伝説や創作等フィクションも

取り入れ、小説・映像・ゲーム・バーチャルリアリティ等に取り上げられることが望まし

い。一方、「石山合戦」については、これから知名度をあげて大阪の新たな観光資源とし

て大いに活用されるコンテンツになる十分な魅力を備えている。特に和田竜氏の『村上

海賊の娘』は大河ドラマ等により映像化されることを是非期待したい作品である。 

 



 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 



●石山合戦に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 織田方 織田信長 織田信長 鷲尾雨工 新潟県 新聞連載 織田信長 1936年 ～ 1939年 九州日報他
単行本 織田信長　歴史小説安土・桃山　第一～五 1937年 ～ 1940年 春秋社松柏館
単行本 織田信長　第一～六巻 浪速書房
文庫 織田信長　第一～六巻 1991年9月 ～ 1992年2月 富士見書房 時代小説文庫

● 織田方 織田信長 覇者交代 鷲尾雨工 新潟県 新聞連載 覇者交代 1939年6月 ～ 1940年4月 九州日報他
単行本 覇者交代　第一～三巻 1940年 大日本雄弁辦會講談社
文庫 続・織田信長　第一～三巻 1992年5月 ～ 1992年7月 富士見書房 時代小説文庫

● 織田方 織田信長 織田信長 坂口安吾 新潟県 雑誌掲載 織田信長 1948年8月 「作品」第1号
● 織田方 織田信長 信長 坂口安吾 新潟県 新聞連載 信長 1952年10月 ～ 1953年3月 新大阪

新聞転載 信長 1952年11月 ～ 1953年4月 北海日々新聞
単行本 信長 1953年5月 筑摩書房
文庫 信長 1974年4月 旺文社 旺文社文庫
文庫 織田信長 1987年5月 富士見書房 時代小説文庫
文庫 『信長・イノチガケ』所収 1989年10月 講談社 講談社文藝文庫
文庫 『坂口安吾全集9』所収 1991年3月 筑摩書房 ちくま文庫
単行本 信長 2006年2月 宝島社
文庫 信長 2008年6月 宝島社 宝島社文庫

● 織田方 織田信長 織田信長 山岡荘八 新潟県 単行本 織田信長　第一～八巻 1955年 ～ 1960年 大日本雄弁会講談社
文庫 織田信長　第一～五巻 1975年6月 講談社 講談社文庫
文庫 山岡荘八歴史文庫　織田信長[1]～[5] 1987年9月 ～ 1987年10月 講談社 山岡荘八歴史文庫

● 織田方 織田信長 炎の柱 大佛次郎 神奈川県 単行本 炎の柱 1962年 毎日新聞社
文庫 炎の柱　織田信長　上下 1987年9月 徳間書店 徳間文庫
文庫 織田信長　炎の柱　上下 2006年2月 学陽書房 人物文庫

● 織田方 織田信長 国盗り物語　 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 国盗り物語 1963年8月 ～ 1966年6月 サンデー毎日
単行本 国盗り物語　織田信長（前・後編） 1966年3月 ～ 1966年7月 新潮社
文庫 国盗り物語　織田信長（前・後編） 1971年12月 新潮社 新潮文庫

● 織田方 織田信長 織田信長　 南條範夫 東京都 単行本 織田信長 1969年12月 学習研究社
文庫 織田信長　上下 1991年9月 徳間書店 徳間文庫

● 織田方 織田信長 下天は夢か　 津本陽 和歌山県 新聞連載 下天は夢か 1986年12月 ～ 1989年7月 日本経済新聞
単行本 下天は夢か　一～四 1989年6月 ～ 1989年8月 日本経済新聞
文庫 下天は夢か　一～四 1992年6月 ～ 1992年7月 講談社 講談社文庫
文庫 下天は夢か　一～四 2008年10月 ～ 2008年11月 角川書店 角川文庫
文庫 下天は夢か　一～四 2014年7月 ～ 2014年10月 集英社 集英社文庫

● 織田方 織田信長 鬼と人と　信長と光秀　　 堺屋太一 大阪府 単行本 鬼と人と　信長と光秀　上下 1989年12月 ＰＨＰ研究所
文庫 鬼と人と　信長と光秀　上下 1993年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
文庫 鬼と人と　信長と光秀　上下 2019年12月 朝日新聞出版 朝日文庫

● 織田方 織田信長 決戦の時　 遠藤周作 東京都 単行本 決戦の時　（上）（下） 1991年5月 講談社
文庫 決戦の時　（上）（下） 1994年9月 講談社 講談社文庫
単行本 決戦の時　（上）（下） 2016年12月 小学館 P＋D　BOOKS

● 織田方 織田信長 夢幻の疾走者　織田信長 南條範夫 東京都 単行本 夢幻の疾走者　織田信長 1991年9月 廣済堂出版
● 織田方 織田信長 下天は夢か　信長私記 津本陽 和歌山県 単行本 下天は夢か　信長私記 1991年9月 日本経済新聞社

文庫 下天は夢か　信長私記 1994年9月 新潮社 新潮文庫
● 織田方 織田信長 創神　織田信長 津本陽 和歌山県 単行本 創神　織田信長 1992年7月 プレジデント社 『「創神」信長』の「本」

文庫 創神　織田信長 1995年11月 角川書店 角川文庫
● 織田方 織田信長 信長 秋山駿 東京都 単行本 信長 1996年3月 新潮社

文庫 信長 1999年12月 新潮社 新潮文庫
● 織田方 織田信長 信長軍記 津本陽 和歌山県 雑誌連載 信長軍記 1996年8月1日号 ～ 1996年12月7日号 ベンチャー・クラブ東洋経済新報社

単行本 旋風陣信長　変革者の戦略 1997年6月 歴思書院
文庫 旋風陣信長　変革者の戦略 2000年12月 講談社 講談社文庫

● 織田方 織田信長 覇王の夢 津本陽 和歌山県 単行本 覇王の夢 2005年8月 幻冬舎
文庫 覇王の夢 2008年8月 幻冬舎 幻冬舎文庫

● 織田方 織田信長 信長私記 花村萬月 東京都 雑誌掲載 信長私記 2009年1月号 ～ 2011年8月号 小説現在
単行本 信長私記 2012年1月 講談社

● 織田方 織田信長 信長影絵　 津本陽 和歌山県 雑誌連載 信長影絵 2010年9月号 ～ 2012年10月号 オール讀物
単行本 信長影絵 2013年1月 文藝春秋
文庫 信長影絵　上下 2015年7月 文藝春秋 文春文庫

● 織田方 織田信長 完本　信長私記 花村萬月 東京都 雑誌掲載 完本　信長私記 2009年1月号 ～ 2015年1月号



●石山合戦に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

単行本 完本　信長私記 2015年12月 講談社
文庫 信長私記 2017年10月 講談社 講談社文庫
文庫 續　信長私記 2017年11月 講談社 講談社文庫

● 織田方 織田信長 天主信長　 上田秀人 大阪府 単行本 天主信長 講談社 講談社文庫
文庫 天主信長　<表>〈裏〉 2013年8月 講談社 講談社文庫

● 織田方 織田信長 織田信長　 畑山博 東京都 単行本 織田信長　上下 1998年6月 学陽書房
● 織田方 塙直正 果報者の槍 伊東潤 神奈川県 単行本 『王になろうとした男』所収 2013年7月 文藝春秋

文庫 『王になろうとした男』所収 2016年3月 文藝春秋 文春文庫
● 織田方 塙直正 毒を食らわば 伊東潤 神奈川県 単行本 『王になろうとした男』所収 2013年7月 文藝春秋

文庫 『王になろうとした男』所収 2016年3月 文藝春秋 文春文庫
● 織田方 佐久間信栄 信栄の誤算 天野純希 愛知県 単行本 『信長嫌い』所収 2017年5月 新潮社

文庫 『信長嫌い』所収 2019年10月 新潮社 新潮文庫
● 織田方 佐久間信盛 追放 吉原実 石川県 雑誌 追放 2019年秋号 北國文華第81号北國新聞社
● 織田方→ 荒木村重 うずくまる 火坂雅志 新潟県 単行本 『壮心の夢』所収 1999年7月 徳間書店
本願寺方 文庫 『壮心の夢』所収 2003年1月 徳間書店 徳間文庫

文庫 『壮心の夢』所収 2009年2月 文藝春秋 文春文庫
● 織田方→ 荒木村重 荒木村重　惜命記 黒部亨 鳥取県 単行本 荒木村重　惜命記 1988年11月 講談社
本願寺方 文庫 荒木村重　命惜しゅうて候 1996年6月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 織田方→ 荒木村重 我やさき、人やさき 羽山信樹 東京都 雑誌掲載 我やさき、人やさき 1989年冬 新人物往来社 別冊歴史読本
本願寺方 単行本 『滅びの将」所収 1990年9月 新人物往来社

文庫 『滅びの将」所収 2000年10月 小学館 小学館文庫
● 織田方→ 荒木村重 道糞流伝　荒木村重 神坂次郎 和歌山県 単行本 『兵庫の頭の叛乱』所収 1993年7月 毎日新聞社
本願寺方 文庫 『兵庫の頭の叛乱』所収 1996年11月 新潮社 新潮文庫

● 織田方 忍者 忍者月輪 津本陽 和歌山県 単行本 忍者月輪 2014年4月 中央公論新社
文庫 忍者月輪 2016年11月 中央公論新社 中公文庫

● 本願寺方 顕如 鉄の城本願寺顕如 松村茂平 福井県 単行本 鉄の城本願寺顕如 1989年10月 叢文社
● 本願寺方 顕如 火焔浄土　顕如上人伝 津本陽 和歌山県 単行本 火焔浄土　顕如上人伝 1991年3月 角川書店

文庫 火焔浄土　顕如上人伝 1995年2月 角川書店 角川文庫
● 本願寺方 顕如 顕如上人ものがたり 千葉乗隆 徳島県 単行本 顕如上人ものがたり 1991年4月 本願寺出版社
● 本願寺方 顕如 信長が宿敵　本願寺顕如　 鈴木輝一郎 岐阜県 単行本 信長が宿敵　本願寺顕如 2005年10月 毎日新聞社

文庫 信長が宿敵　本願寺顕如 2011年2月 学陽書房 人物文庫
● 本願寺方 顕如 本願寺顕如 秋月水虎 福岡県 単行本 本願寺顕如 2012年3月 叢文社
● 本願寺方 雑賀衆 尻啖え孫市 司馬遼太郎 大阪府 雑誌連載 尻啖え孫市 1963年7月 ～ 1964年7月 週刊読売

単行本 尻啖え孫市 1964年 講談社
単行本 尻啖え孫市 1966年 講談社 講談社ロマンブックス
文庫 尻啖え孫市 1969年12月 角川書店 角川文庫
文庫 尻啖え孫市 1974年5月 講談社 講談社文庫
文庫 新装版　尻啖え孫市（上）（下） 2007年8月 講談社 講談社文庫
文庫 新装版　尻啖え孫市（上）（下） 2008年9月 角川書店 角川文庫

● 本願寺方 雑賀衆 雑賀六字の城 津本陽 和歌山県 単行本 雑賀六字の城 1984年9月 文藝春秋
文庫 雑賀六字の城 2011年7月 文藝春秋 文春文庫

● 本願寺方 雑賀衆 雑賀孫市　信長と戦った鉄砲大将 二宮隆雄 愛知県 文庫 雑賀孫市　信長と戦った鉄砲大将 1997年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 本願寺方 雑賀衆 雑賀孫一 津本陽 和歌山県 単行本 『戦国業師列伝』所収 2011/7/1 世界文化社

文庫 『戦国業師列伝』所収 2020年4月 実業之日本社 実業之日本社文庫
● 本願寺方 雑賀衆 三人孫市 谷津矢車 東京都 単行本 三人孫市 2015年11月 中央公論新社

文庫 三人孫市 2019年8月 中央公論新社 中公文庫
● 本願寺方 雑賀衆 雑賀の女鉄砲撃ち 佐藤恵秋 東京都 単行本 雑賀の女鉄砲撃ち 2017年5月 徳間書店

文庫 雑賀の女鉄砲撃ち 2018年5月 徳間書店 徳間時代小説文庫
● 本願寺方 雑賀衆 雑賀のいくさ姫 天野純希 愛知県 単行本 雑賀のいくさ姫 2018年11月 講談社

文庫 雑賀のいくさ姫 2022年1月 講談社 講談社文庫
● 本願寺方 雑賀衆 雑賀乱る　反骨の兵たち つむぎ舞 広島県 文庫 雑賀乱る　反骨の兵たち 2019年6月 文芸社
● 本願寺方 雑賀衆 雑賀の女鉄砲撃ち　鋼輪の銃 佐藤恵秋 東京都 文庫 雑賀の女鉄砲撃ち　鋼輪の銃 2019年7月 徳間書店 徳間時代小説文庫
● 傭兵 根来寺 戦国鉄砲商人伝　Gun&Christ 橋本忍 兵庫県 文庫 戦国鉄砲商人伝　Gun&Christ 1988年9月 集英社 集英社文庫
● 傭兵 根来寺 鉄砲伝来 津本陽 和歌山県 雑誌連載 鉄砲伝来 1989年1月20日号 ～ 1996年3月 週刊小説

単行本 鉄砲無頼記 1996年6月 実業之日本社
文庫 鉄砲無頼伝 2017年12月 実業之日本社 実業之日本社文庫



●石山合戦に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 傭兵 根来寺 戦国、根来鉄砲軍団の興亡 神坂次郎 和歌山県 単行本 『勝者こそわが主君』所収 1995年3月 新潮社
文庫 『勝者こそわが主君』所収 1998年3月 新潮社 新潮文庫

● 傭兵 根来寺 鉄砲無頼記　第２部 津本陽 和歌山県 雑誌連載 鉄砲無頼記　第２部 1996年8月 ～ 2003年6月号 週刊小説・月刊ジェイ・ノベル
単行本 続・鉄砲無頼記 2003年9月 実業之日本社
文庫 信長の傭兵 2018年2月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 本願寺方 村上水軍 秀吉と武吉 城山三郎 愛知県 新聞連載 秀吉と武吉 1985年2月 ～ 1985年8月 朝日新聞
単行本 秀吉と武吉 1986年1月 朝日新聞社
文庫 秀吉と武吉　目を上げれば海 1990年12月 新潮社 新潮文庫

● 本願寺方 村上水軍 海狼伝 白石一郎 釜山 単行本 海狼伝 1990年 文藝春秋社
文庫 海狼伝 2015年12月 文藝春秋 文春文庫

● 本願寺方 村上水軍 村上武吉　毛利を支えた水軍大将 岳真也 東京都 文庫 村上武吉　毛利を支えた水軍大将 1997年3月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 本願寺方 村上水軍 村上武吉　海上王国を築いた男 白石一郎 釜山 単行本 『海のサムライたち』所収 2003年2月 NHK出版

文庫 『海のサムライたち』所収 2004年10月 文藝春秋 文春文庫
● 本願寺方 村上水軍 村上海賊の娘　 和田竜 大阪府 雑誌連載 村上海賊の娘 2011年 ～ 2013年 週刊新潮91回

単行本 村上海賊の娘　上下巻 2013年10月 新潮社
文庫 村上海賊の娘　第一～四巻 2016年7月 ～ 2016年8月 新潮社 新潮文庫

● 織田方 九鬼水軍 九鬼水軍物語　夕映えの海 岸宏子 三重県 単行本 九鬼水軍物語　夕映えの海 1975年7月 六法出版社
● 織田方 九鬼水軍 戦鬼たちの海　織田水軍の将・九鬼嘉隆白石一郎 釜山 雑誌連載 戦鬼たちの海　織田水軍の将・九鬼嘉隆 1991年1月20日号 ～ 1991年12月29日号 サンデ-毎日

単行本 戦鬼たちの海　織田水軍の将・九鬼嘉隆 1992年3月 毎日新聞社
文庫 戦鬼たちの海　織田水軍の将・九鬼嘉隆 1995年3月 文藝春秋 文春文庫

● 織田方 九鬼水軍 九鬼嘉隆　信長・秀吉に仕えた水軍大将志津三郎 三重県 文庫 九鬼嘉隆　信長・秀吉に仕えた水軍大将 1995年8月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 織田方 九鬼水軍 覇王の海　海将九鬼嘉隆 二宮隆雄 愛知県 単行本 覇王の海　海将九鬼嘉隆 1996年6月 角川書店

文庫 覇王の海　海将九鬼嘉隆 2001年11月 角川書店 角川文庫
● 織田方 九鬼水軍 九鬼嘉隆 星亮一 宮城県 文庫 九鬼嘉隆 2002年2月 学習研究社 学研M文庫
● 織田方 九鬼水軍 九鬼嘉隆　織田水軍の総大将 白石一郎 釜山 単行本 『海のサムライたち』所収 2003年2月 NHK出版

文庫 『海のサムライたち』所収 2004年10月 文藝春秋 文春文庫
● 織田方 九鬼水軍 九鬼嘉隆 津本陽 和歌山県 単行本 『戦国業師列伝』所収 2011/7/1 世界文化社

文庫 『戦国業師列伝』所収 2020年4月 実業之日本社 実業之日本社文庫
● 織田方 九鬼水軍 水軍遥かなり　 加藤廣 東京都 新聞連載 水軍遥かなり 2012年7月 ～ 2013年9月 北海道新聞他

単行本 水軍遥かなり 2014年2月 文藝春秋
文庫 水軍遥かなり　上下 2016年8月 文藝春秋 文春文庫

● 織田方 九鬼水軍 幻の船 木下昌輝 奈良県 雑誌掲載 幻の船 2017年12月号 オール讀物
単行本 『炯眼に候』所収　「鉄船」に改題 2019年2月 文藝春秋
文庫 『炯眼に候』所収　「鉄船」に改題 2022年2月 文藝春秋 文春文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 大坂の陣 全般 大阪城 村上信 大阪府 単行本 大阪城 1896年9月12日 青木嵩山堂
（村上浪六） 全集 『浪六全集第四十一編』 1930年7月 玉井清文堂

● 大坂の陣 全般 夏の陣 直木三十五 大阪府 雑誌掲載 夏の陣 1928年2月号 文藝春秋
● 大阪の陣 全般 大阪の陣 大野靜馬 新聞連載 大阪の陣 1929年1月 ～ 1929年4月 大阪毎日新聞

単行本 大阪の陣 1929年12月 平凡社
● 大坂の陣 全般 大阪物語　浪花から大阪へ 直木三十五 大阪府 新聞連載 大阪物語 1931年 夕刊大阪

全集 『直木三十五全集第六巻』 1934年7月 改造社
全集 『直木三十五全集第六巻』復刻版 示人社

● 大坂の陣 全般 大阪夏之陣 菊池寛 香川県 雑誌掲載 大坂夏之陣 1933年8月号 オール読物
単行本 『日本合戦譚』所収 1933年9月 中央公論社
単行本 『日本合戦譚』所収 1955年 学陽書房
文庫 『日本合戦譚』所収 1987年2月 文藝春秋 文春文庫

● 大坂の陣 全般 春や昔　大阪城 尾崎士郎 愛知県 単行本 春や昔　大阪城 1950年5月 春歩堂
単行本 春や昔　大阪城 1955年 河出書房
単行本 春や昔　大阪城 1985年1月 六興出版 六興名作文庫

● 大坂の陣 全般 大坂城物語 村上元三 朝鮮半島 雑誌連載 大坂城物語 1958年6月 ～ 1960年1月 週刊朝日
単行本 大坂城物語 1966年5月 東京文藝社
単行本 大坂城物語 1985年12月 東京文藝社
文庫 大坂城物語（上）（下） 1984年4月 富士見書房 時代小説文庫

● 大坂の陣 全般 戦国一切経 村上元三 朝鮮半島 新聞連載 戦国一切経 1962年4月 ～ 1963年11月 東京新聞
文庫 戦国一切経（上）（中）（下） 1984年11月 富士見書房 時代小説文庫

● 大坂の陣 全般 大坂城炎上す 早乙女貢 中国ハルピン 単行本 大坂城炎上す　ドキュメント戦国　五巻 1970年2月 新人物往来社
単行本 落城の花 集英社
単行本 大坂城炎上 1981年3月 成美堂出版
文庫 大坂城炎上 1988年9月 角川書店 角川文庫

● 大坂の陣 全般 大坂夏の陣 八切止夫 愛知県 雑誌 戦国大坂戦争 問題小説
単行本 大坂夏の陣 1970年5月 東京文藝社

● 大坂の陣 全般 信長と秀吉と家康 池波正太郎 東京都 単行本 『信長と秀吉　関ヶ原の決戦』〈物語日本史 学習研究社
単行本 信長と秀吉と家康 1971年3月 東京文藝社
文庫 信長と秀吉と家康 1992年8月 PHP研究所 PHP文庫

● 大坂の陣 全般 開城か決戦か 永岡慶之助 群馬県 雑誌掲載 開城か決戦か 1977年10月号 歴史と人物
文庫 『豊臣家の人間模様』所収 1996年6月 文庫 中央公論社

● 大坂の陣 全般 物語●日本の名城　大坂城 江崎誠致 福岡県 単行本 物語●日本の名城　大坂城 1981年11月 成美堂出版
文庫 物語●日本の名城　大坂城 1995年12月 成美堂出版 成美文庫

● 大坂の陣 全般 城片武将かく戦えり 高野澄 群馬県 雑誌掲載 城片武将かく戦えり 1982年11月号 歴史と人物
文庫 『豊臣家の人間模様』所収 1996年6月 文庫 中央公論社

● 大坂の陣 全般 大坂城砲撃のこと 五味康祐 大阪府 文庫 『国戸団左衛門の切腹』所収 1987年8月 剄文社 ケイブンシャ文庫
文庫 『国戸団左衛門の切腹』所収 1995年7月 徳間書店 徳間文庫

● 大坂の陣 全般 大坂落城 安部龍太郎 福岡県 単行本 『血の日本史』所収 1990年12月 新潮社
文庫 『血の日本史』所収 1993年8月 新潮社 新潮文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 大坂の陣 全般 密室大坂城 安部龍太郎 福岡県 単行本 密室大坂城 1997年1月 講談社
文庫 密室大坂城 2000年6月 講談社 講談社文庫
文庫 密室大坂城 2014年5月 KADOKAWA 角川文庫

● 大坂の陣 全般 天下が揺らいだ日 南原幹雄 東京都 単行本 天下が揺らいだ日 2000/3/1 角川書店
文庫 鉄砲三国志　大坂の陣外伝 2004年11月 角川書店 角川文庫

● 大坂の陣 全般 日本史ドキュメント　大坂の陣 檜山良昭 茨城県 単行本 日本史ドキュメント　大坂の陣 2001年12月 廣済堂出版
● 大坂の陣 全般 戦旗　大坂の陣　最後の二日間 松永弘高 東京都 単行本 戦旗　大坂の陣　最後の二日間 2016年1月 朝日新聞出版
● 大坂の陣 全般 大坂の陣 岡田秀文 東京都 単行本 大坂の陣 2019年6月 双葉社
● 豊臣方 真田幸村 真田戦記（仮） 不明 単行本 真田 1888年9月 牧金之助

志村有弘訳 ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田幸村 真田の蔭武者 大佛次郎 神奈川県 雑誌掲載 真田の蔭武者 1924年10月号 ポケット 博文館
単行本 『軍師の生きざま』所収 2008年10月 作品社
文庫 『軍師の生きざま』所収 2013年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 渡辺霞亭（碧瑠璃園） 愛知県 単行本 真田幸村 1936年4月 教育図書出版社 日本英雄偉人文庫
● 豊臣方 真田幸村 雲悠々 尾崎士郎 愛知県 単行本 雲悠々 1945年11月 酣燈社



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

文庫 『篝火』所収 1990年1月 光文社 光文社時代小説文庫
● 豊臣方 真田幸村 真説真田幸村 尾崎士郎 愛知県 単行本 真説真田幸村 1952年 北辰堂
● 豊臣方 真田幸村 若草軍記 富田常雄 東京都 新聞連載 若草軍記 1955年1月 ～ 京都新聞他8紙

単行本 若草軍記 1955年 大日本雄弁会講談社
単行本 若草軍記 1964年3月 東方社
文庫 風雲真田軍記　上下 1987年5月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田軍記 井上靖 北海道 雑誌連載
海野能登守自刃・本多忠勝の女・むしろ差
物・真田影武者 1955年8月 ～ 1955年11月 小説新潮

単行本 『真田軍記』所収 1957年2月 角川書店
文庫 『真田軍記』所収 1958年11月 角川書店 角川文庫
文庫 『真田軍記』所収 1970年6月 角川書店 角川文庫クラシックス
単行本 「真田影武者」『小説集　真田幸村』所収 2015年10月 作品社 小説集

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 菊池寛 香川県 単行本 『日本合戦譚』所収 1955年 学陽書房
文庫 『日本合戦譚』所収 1987年2月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 高垣眸 広島県 単行本 真田幸村 1956年8月 偕成社 時代小説
● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 尾崎士郎 愛知県 単行本 真田幸村 1956年 鱒書房 歴史ノべルズ

文庫 真田幸村 1966年12月 春陽堂書店 春陽文庫
単行本 真田幸村 1992年 廣済堂出版
文庫 真田幸村 2015年12月 河出書房新社 河出文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 海音寺潮五郎 鹿児島県 雑誌連載 武将列伝 1959年 ～ オール讀売
単行本 『武将列伝』所収 1962年 文藝春秋新社
文庫 『武将列伝』所収 1975年 文藝春秋
文庫 『武将列伝』所収 2008年7月 文藝春秋（新装版）

● 豊臣方 真田幸村 軍師二人 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 軍師二人 1963年6月 小説新潮第17巻第6号
単行本 『花房助兵衛』所収 1963年10月 桃源社
文庫 『軍師二人』所収 1985年8月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　軍師二人』所収 2006年3月 講談社 講談社文庫
単行本 『軍師の死にざま』所収 2008年10月 作品社
文庫 『軍師の死にざま』所収 2013年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 柴田錬三郎 岡山県 単行本 真田幸村　柴錬立川文庫 1963年 文藝春秋新社
文庫 真田幸村　柴錬立川文庫（二） 1975年 文藝春秋 文春文庫
文庫 真田幸村　真田十勇士 2014年1月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田幸村 異聞真田幸村 中田耕治 東京都 単行本 異聞真田幸村 1965年2月 東都書房
単行本 異聞真田幸村 1969年4月 三一書房
文庫 異聞真田幸村 1989年3月 大陸書房 大陸文庫

● 豊臣方 真田幸村 首討とう大坂陣　真田幸村 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 首討とう大坂陣　真田幸村 1967年1月号 歴史読本 新人物往来社
単行本 『武士の紋章』所収 1990年11月 新人物往来社
文庫 『武士の紋章』所収 1994年10月 新潮社 新潮文庫
文庫 『真田太平記読本』所収 2016年1月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 佐竹伸伍 東京都 単行本 真田幸村　　　　篇 1967年 青樹社
単行本 真田幸村　怒濤篇 1967年 青樹社
単行本 真田幸村 1984年12月 青樹社
文庫 真田幸村　家康が怖れた男の生涯 1992年2月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田太平記 池波正太郎 東京都 雑誌連載 真田太平記 1974年1月4・11日合併号 ～ 1982年12月10号 週刊朝日
単行本 真田太平記　第一巻～第十六巻 1974年12月 ～ 1983年4月 朝日新聞社
単行本 真田太平記　第一巻～第十八巻 1984年11月 ～ 1985年2月 朝日新聞社 新装版
文庫 真田太平記　第一巻～第十二巻 1987年9月 ～ 1988年2月 新潮社 新潮文庫

全集
『完本　池波正太郎大成　第18～20巻　真
田太平記（一）』 1999年3月 ～ 1999年5月 講談社

● 豊臣方 真田幸村 真田残党奔る 五味康祐 大阪府 新聞連載 太陽の使者 1974年7月25日 ～ 1975年1月31日 報知新聞
文庫 真田残党奔る 1987年9月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田幸村
復刻立川文庫傑作選　知謀　真田
幸村 加藤玉秀 文庫 真田幸村 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田左衛門佐幸村 南條範夫 東京都 単行本 『武家盛衰記』所収 1978年 秋田書店
文庫 『武家盛衰記』所収 1989年10月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『武家盛衰記』所収 2010年6月 文藝春秋 文春文庫（新装版）

● 豊臣方 真田幸村 真田一族の陰謀 松永義弘 佐賀県 単行本 真田一族の陰謀 1979年8月 櫂書房



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

文庫 真田昌幸と真田幸村 2007年5月 学陽書房 人物文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田幸村の謀略（映画の活字化） 笠原和夫 東京都 単行本 真田幸村の謀略 1979年8月 経済界

文庫 真田幸村の謀略 1985年3月 富士見書房 時代小説文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田軍団はゆく 佐竹伸伍 東京都 文庫 真田軍団はゆく 1980年8月 春陽堂書店 春陽文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田三代記（現代語訳） 土橋治重 山梨県 単行本 真田三代記 1982年2月 ニュートンプレス（教育社）

文庫 真田三代記 1989年7月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
文庫 【新装版]真田三代記 2015年4月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 真田幸村　上下 1983年 六興出版
文庫 真田幸村　上下 1989年11月 角川書店 角川文庫
文庫 真田幸村　上下 2005年11月 学陽書房 人物文庫

● 豊臣方 真田幸村 戦国太平記　真田幸村 井口朝生 東京都 単行本 戦国太平記　真田幸村 1984年10月 光風社出版
文庫 戦国太平記　真田幸村 2015年4月 学陽書房 人物文庫

● 豊臣方 真田幸村 犬伏宿、深夜の離宴 福田善之 東京都 雑誌掲載 犬伏宿、深夜の離宴 1985年5月号 歴史と旅 秋田書店

ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 堀和久 福岡県 単行本 『軍師の時代』所収 1987年10月 日本文芸社
文庫 『戦国の軍師たち』所収 1990年10月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田幸村 旗は六文銭 滝口康彦 長崎県 単行本 『権謀の裏』所収 1988年10月 新人物往来社
文庫 『権謀の裏』所収 1992年2月 新潮社 新潮文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 真田幸村 家康と幸村 阿見宏介 東京都 単行本 家康と幸村 1990年2月 光風社出版
文庫 智将真田幸村　大坂の陣に本懐を遂ぐ 1995年4月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田忍侠記 津本陽 和歌山県 新聞連載 真田忍侠記 1994年11月 ～ 1996年9月 毎日新聞（日曜本紙）
単行本 真田忍侠記　上下 1996年11月 毎日新聞社
文庫 真田忍侠記　上下 2000年1月 講談社 講談社文庫
文庫 真田忍侠記　上下 2015年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村　物語と史蹟をたずねて 松永義弘 佐賀県 単行本 真田幸村　物語と史蹟をたずねて 成美堂出版 物語と史蹟をたずねて
文庫 真田幸村　物語と史蹟をたずねて 1995年10月 成美堂出版 成美文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村風雲録 渡辺一雄 京都府 文庫 真田幸村風雲録 1997年9月 廣済堂出版 廣済堂文庫
● 豊臣方 真田幸村 幸村 嶋津義忠 大阪府 単行本 幸村 1999年9月 PHP研究所

文庫 幸村 2015年7月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 畑山博 東京都 単行本 真田幸村 2000年2月 学陽書房
● 豊臣方 真田幸村 幻の城　慶長十九年の凶気 風野真知雄 福島県 文庫 幻の城　慶長十九年の凶気 2001年5月 祥伝社 祥伝社文庫

文庫 幻の城　大坂夏の陣異聞 2009年4月 祥伝社 祥伝社文庫（新装版）
● 豊臣方 真田幸村 真田幸村 江宮隆之 山梨県 文庫 江宮隆之 2002年9月 学習研究社 学研M文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田幸村と後藤又兵衛 夏野清三郎 文庫 『男たちの戦国　戦国武将友情始末』所収 2007年6月 ぶんか社 ぶんか社文庫
● 豊臣方 真田幸村 華、散りゆけど　真田幸村　連戦記 海道龍一朗 北海道 雑誌連載 華、散りゆけど　真田幸村　連戦記 2010年4月号 ～ 2012年4月号 青春と読書

単行本 華、散りゆけど　真田幸村　連戦記 2012年11月 集英社
文庫 華、散りゆけど　真田幸村　連戦記 2014年11月 集英社 集英社文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田疾風録　信之と幸村 嶋津義忠 大阪府 文庫 真田疾風録　信之と幸村 2010年7月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田三代 火坂雅志 新潟県 新聞連載 真田三代 信濃毎日新聞

単行本 真田三代　上下 2011年10月 NHK出版
文庫 真田三代　上下 2014年11月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田三代風雲録 中村彰彦 栃木県 単行本 真田三代風雲録 2012年12月 実業之日本社
文庫 真田三代風雲録　上した 2015年2月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 真田幸村 幸村去影 津本陽 和歌山県 単行本 幸村去影 2013年4月 徳間書店
文庫 幸村去影 2015年11月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 真田幸村 真田幸村と後藤又兵衛 高橋直樹 東京都 文庫 真田幸村と後藤又兵衛 2014年12月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 豊臣方 真田幸村 真紅の人 蒲原二郎 静岡県 単行本 真紅の人 2015年2月 KADOKAWA

文庫 真紅の人　新説・真田戦記 2016年6月 KADOKAWA 角川文庫
● 豊臣方 真田幸村 日ノ本一の兵 木下昌輝 奈良県 単行本 日ノ本一の兵 2015年5月 講談社

文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫
● 豊臣方 真田幸村 真田信繁 野中信二 兵庫県 文庫 真田信繁 2015年10月 学陽書房 人物文庫

● 豊臣方 真田幸村
真田幸村　大坂の陣秘録　日本一
の兵、最期の戦い 津本陽 和歌山県 単行本

真田幸村　大坂の陣秘録　日本一の兵、最
期の戦い 2015年11月 洋泉社

● 豊臣方 真田幸村 名将　真田幸村 童門冬二 東京都 文庫 名将　真田幸村 2015年11月 成美堂出版 成美文庫
● 豊臣方 真田大助幸綱 龍虎八天狗 吉川英治 神奈川県 雑誌連載 龍虎八天狗 1927年4月号 1931年5月号 少年世界 博文館



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

単行本 龍虎八天狗　第1巻～第4巻 1929年8月 ～ 1931年6月 博文館
文庫 龍虎八天狗　（一）（二） 1976年 講談社 吉川英治文庫145
全集 『吉川英治全集50　龍虎八天狗』 1982年8月 講談社 吉川英治全集

● 豊臣方 真田幸村家臣 槍の大蔵 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 槍の大蔵 1962年10月号 文芸朝日
雨宮大蔵 単行本 『槍の大蔵』所収 1970年12月 桃源社

文庫 『黒幕』所収 1991年6月 新潮社 新潮文庫
● 豊臣方 真田幸村家臣 角兵衛狂乱図 池波正太郎 東京都 雑誌連載 角兵衛狂乱図 1963年10月 別冊小説新潮

樋口角兵衛 文庫 『あばれ狼』所収 1989年2月 新潮社 新潮文庫
単行本 『碁盤の首』所収 1992年6月 立風書房
単行本 『小説集　真田幸村』所収 2015年10月 作品社 小説集

● 豊臣方 真田幸村家臣 戦国無頼　真田ゲリラ隊 池波正太郎 東京都 単行本 『霧に消えた影』所収 1965年9月 久保書店
奥村弥五兵衛 文庫 『霧に消えた影』所収 1992年2月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 真田十勇士 帰去来峠 白井喬二 神奈川県 新聞連載 帰去来峠 1933年 東京日日新聞・大阪毎日新聞
単行本 帰去来峠　正 1943年 淡海堂
単行本 帰去来峠　続 1943年 淡海堂
全集 『白井喬二全集8　帰去来峠』 1969年 学芸書林

● 豊臣方 真田十勇士 猿飛佐助 織田作之助 大阪府 雑誌掲載 猿飛佐助 1945年2月・3月 新潮・新文学
全集 『織田作之助　名作選集4』所収 1956年5月 現代社
文庫 猿飛佐助 1978年10月 旺文社 旺文社文庫

ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田十勇士 猿飛佐助 富田常雄 東京府 雑誌連載 猿飛佐助 1947年1月 ～ 1947年12月 りべらる 太虚堂書房
単行本 猿飛佐助 1948年 太虚堂書房

● 豊臣方 真田十勇士 続・猿飛佐助 富田常雄 東京府 雑誌連載 続・猿飛佐助 1949年4月 ～ 秋 りべらる 太虚堂書房
● 豊臣方 真田十勇士 絵本猿飛佐助 林芙美子 福岡県 新聞連載 絵本猿飛佐助 1950年6月 ～ 1950年11月 中外新聞夕刊

単行本 絵本猿飛佐助 1951年3月 新潮社
単行本 絵本猿飛佐助　上下 1955年 朋文堂
全集 『林芙美子全集』第一四巻所収 1977年4月 文泉堂
文庫 絵本猿飛佐助 1996年9月 講談社 大衆文学館

● 豊臣方 真田十勇士 真説霧隠才蔵 白井喬二 神奈川県 新聞連載 真説霧隠才蔵 1951年 京都新聞
● 豊臣方 真田十勇士 魔海風雲録 都筑道夫 東京都 単行本 魔海風雲録 1954年11月 若潮社

単行本 かがみ地獄 1968年3月 三一書房 都筑道夫異色シリーズ第一巻

新書 かがみ地獄 1970年1月 桃源社
文庫 魔海風雲録 1979年10月 中央公論社 中公文庫

● 豊臣方 真田十勇士 猿飛佐助の死 五味康祐 大阪府 単行本 『秘剣』所収 1955年7月 新潮社
文庫 『秘剣・柳生連也斎』所収 1958年8月 新潮社 新潮文庫
単行本 『小説集　真田幸村』所収 2015年10月 作品社 小説集
単行本 『時代小説の楽しみ2　闇に生きる』所収 1990年4月 新潮社
文庫 『時代小説の楽しみ2　闇に生きる』所収 1994年9月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 真田十勇士 新版猿飛佐助 富田常雄 東京都 雑誌連載 新版猿飛佐助 1956年11月 ～ 週刊東京
単行本 新版猿飛佐助　水の巻 1957年 東京文芸社
文庫 忍者　猿飛佐助　上下 1989年5月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 真田十勇士 少年猿飛佐助 檀一雄 山梨県 新聞連載 少年猿飛佐助 読売新聞
単行本 少年猿飛佐助 1957年 東京創元社

● 豊臣方 真田十勇士 真田十勇士 村上元三 朝鮮半島 単行本 真田十勇士 1959年 桃源社
単行本 真田十勇士 1989年 東京文芸社
文庫 真田十勇士 1994年7月 徳間書店 徳間文庫
文庫 真田十勇士 2010年10月 学陽書房 人物文庫

● 豊臣方 真田十勇士 忍びの者 村山知義 東京都 新聞連載 忍びの者 1960年11月 ～ 1962年5月 赤旗日曜版
新聞連載 五右衛門釜煎り 1963年1月 ～ 1964年12月 赤旗日曜版
新聞連載 真田忍者群 1964年12月 ～ 1966年11月 赤旗日曜版
雑誌連載 忍びの陣 1967年1月号 ～ 1968年4月号 文化評論
雑誌連載 忍び砦のたたかい ？
単行本 忍びの者 1962年10月 理論社 小説国民文庫
単行本 五右衛門釜煎り　続・忍びの者 1965年3月 理論社 小説国民文庫
単行本 真田忍者群　忍びの者　第3部 1967年2月 理論社 小説国民文庫
単行本 忍びの陣　忍びの者　第3部 1969年6月 理論社 小説国民文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

単行本 忍びの者　忍び砦のたたかい 1971年3月 理論社 小説国民文庫
文庫 忍びの者 1987年6月 ～ 1990年 光文社 時代小説文庫
文庫 忍びの者　1～5 2003年1月 ～ 2003年3月 岩波書店 岩波現代文庫

● 豊臣方 真田十勇士 風神の門 司馬遼太郎 大阪府 新聞連載 風神の門 1961年6月 ～ 1962年4月 東京タイムズ
単行本 風神の門　上下巻 1962年12月 新潮社
文庫 風神の門 1968年 春陽堂書店 春陽文庫
文庫 風神の門　上下巻 1969年3月 新潮社 新潮文庫
文庫 風神の門　上下巻 1987年12月 新潮社 新潮文庫（改版）
文庫 風神の門 1996年 春陽堂書店 春陽文庫（改版）
文庫 風神の門　上下巻 2005年 新潮社 新潮文庫（新版）

● 豊臣方 真田十勇士 霧隠才蔵 宮本幹也 長野県 雑誌掲載 霧隠才蔵 1962年5月号 大衆小説

ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田十勇士 大暴れ十勇士 陣出達朗 石川県 雑誌掲載 大暴れ十勇士 1962年11月号 小説倶楽部

ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田十勇士 猿飛佐助 柴田錬三郎 岡山県 単行本 猿飛佐助　柴錬立川文庫 1962年 文藝春秋新社
文庫 猿飛佐助　真田十勇士　柴錬立川文庫 1975年3月 文藝春秋 文春文庫
文庫 猿飛佐助　真田十勇士 2014年4月 文藝春秋 文春文庫

文庫
「三好清海入道」『真田忍者、参上！　隠密
伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫

● 豊臣方 真田十勇士 異聞霧隠才蔵 中田耕治 東京都 単行本 異聞霧隠才蔵 1963年12月 東都書房
単行本 異聞猿飛佐助　異聞霧隠才蔵 1968年10月 三一書房 中田耕治ハードボイルド・シリーズ

● 豊臣方 真田十勇士 真田風雲録 福田善之 東京都 単行本 『福田善之作品集　真田風雲録』所収 1963年 三一書房

単行本
謎のギャラリー　愛の部屋（「真田風雲録」
所収」） 2002年3月 新潮社

文庫 福田善之Ⅰ　真田風雲録 2008年3月 早川書房 ハヤカワ演劇文庫
● 豊臣方 真田十勇士 異聞猿飛佐助 中田耕治 東京都 単行本 異聞猿飛佐助 1963年 東都書房 東都ミステリー

単行本 異聞猿飛佐助　異聞霧隠才蔵 1968年10月 三一書房 中田耕治ハードボイルド・シリーズ

文庫 異聞猿飛佐助 1988年5月 大陸書房 大陸文庫
● 豊臣方 真田十勇士 大豪傑と小豪傑 佐野孝 雑誌掲載 大豪傑と小豪傑 1964年12月号 読切特撰集

ムック
『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 豊臣方 真田十勇士 誤説浪人 柴田錬三郎 岡山県 雑誌連載 誤説浪人 オール讀物
（霧隠才蔵） 単行本 『浪人列伝』所収 1969年12月 文藝春秋

文庫 『浪人列伝』所収 1988年9月 新潮社 新潮文庫
文庫 『浪人列伝』所収 1999年9月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 真田十勇士 刑部忍法陣 山田風太郎 兵庫県 単行本 『武蔵忍法旅』 1970年4月 文藝春秋
単行本 『小説集　真田幸村』所収 2015年10月 作品社 小説集

● 豊臣方 真田十勇士 草書本猿飛佐助 神坂次郎 和歌山県 単行本 草書本猿飛佐助 1972年 春陽堂書店
文庫 草書本猿飛佐助 1986年4月 中央公論社 中公文庫
文庫 草書本猿飛佐助 1999年4月 勁文社 ケイブンシャ文庫

● 豊臣方 真田十勇士 産霊山秘録 半村良 東京都 単行本 産霊山秘録 1973年3月 早川書房
文庫 産霊山秘録 1975年1月 早川書房 ハヤカワ文庫JA
文庫 産霊山秘録 1992年6月 祥伝社 祥伝社ノン・ポシェット
文庫 産霊山秘録 2005年11月 集英社 集英社文庫

● 豊臣方 真田十勇士
復刻立川文庫傑作選　真田三勇士
忍術名人　猿飛佐助 雪花山人 文庫

復刻立川文庫傑作選　真田三勇士　忍術
名人　猿飛佐助 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 真田十勇士
復刻立川文庫傑作選　真田三勇士
忍術名人　霧隠才蔵 雪花山人 文庫

復刻立川文庫傑作選　真田三勇士　忍術
名人　霧隠才蔵 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 真田十勇士
復刻立川文庫傑作選　真田家　豪
傑　三好清海入道 野華山人 文庫

復刻立川文庫傑作選　真田家　豪傑　三好
清海入道 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 真田十勇士 真田十勇士（人形劇の活字化） 柴田錬三郎 岡山県 単行本 真田十勇士　巻の1～5 1975年5月 ～ 1976年12月
文庫 真田十勇士（一）～（三） 2016年6月 ～ 2016年8月 集英社 集英社文庫

● 豊臣方 真田十勇士 真田十勇士 笹沢左保 東京都 雑誌連載 真田十勇士 1979年7月 ～ 1982年5月 月刊小説 桃園書房
単行本 真田十勇士　天・地・風の巻 1980年9月 ～ 1981年5月 桃園書房
文庫 真田十勇士　巻の一～五 1989年1月 ～ 1989年5月 光文社 光文社文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

文庫 真田十勇士　巻の1～5 1997年2月 ～ 1997年5月 双葉社 双葉文庫
● 豊臣方 真田十勇士 忍びの者をくどく法 田辺聖子 大阪府 雑誌連載 忍びの者をくどく法 1979年8月号 小説現代

単行本 『宮本武蔵をくどく法』所収 1985年1月 講談社
文庫 『宮本武蔵をくどく法』所収 1988年4月 講談社 講談社文庫
全集 『田辺聖子珠玉短篇集　六』所収 1993年8月 角川書店
文庫 『真田忍者、参上！隠密伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫

● 豊臣方 真田十勇士 猿飛佐助漫遊記 木屋進 千葉県 文庫 猿飛佐助漫遊記 1985年10月 春陽堂書店 春陽文庫
● 豊臣方 真田十勇士 忍者霧隠才蔵 木屋進 千葉県 文庫 忍者霧隠才蔵 1990年7月 春陽堂書店 春陽文庫
● 豊臣方 真田十勇士 神変卍飛脚 宮崎惇 長野県 文庫 『日本妖忍列伝』所収 1992年3月 大陸書房 大陸文庫

文庫 『真田忍者、参上！隠密伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫
● 豊臣方 真田十勇士 霧隠才蔵 火坂雅志 新潟県 文庫 霧隠才蔵 1997年1月 祥伝社 祥伝社文庫

文庫 霧隠才蔵　紅の真田幸村陣 1997年7月 祥伝社 祥伝社文庫
文庫 霧隠才蔵　血闘根来忍び衆 1998年1月 祥伝社 祥伝社文庫
文庫 霧隠才蔵　上下 2009年3月 KADOKAWA 角川文庫

● 豊臣方 真田十勇士 おれは清海入道 東郷隆 神奈川県 雑誌 おれは清海入道 1996年12月号 ～ 2000年2月号 小説すばる
単行本 おれは清海入道 2000年4月 集英社
文庫 おれは清海入道　集結！真田十勇士 2003年7月 集英社 集英社文庫

● 豊臣方 真田十勇士 霧隠才蔵の秘密 嵐山光三郎 静岡県 文庫 『士魂の光芒　時代小説最前線』 1997年8月 新潮社 新潮文庫
文庫 『真田忍者、参上！隠密伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫

● 豊臣方 真田十勇士 真田十勇士　猿飛佐助 後藤竜二 北海道 単行本 真田十勇士　猿飛佐助 1998年1月 講談社 痛快　世界の冒険文学
● 豊臣方 真田十勇士 魔風海峡 荒山徹 富山県 新書 魔風海峡 2000年12月 祥伝社 ノン・ノベル

文庫 魔風海峡　上下 2004年9月 祥伝社 祥伝社文庫
● 豊臣方 真田十勇士 異形の者 柳蒼二郎 千葉県 単行本 異形の者 2001年12月 学習研究社

文庫 異形の者　甲賀忍・佐助異聞 2005年1月 学習研究社 学研M文庫
● 豊臣方 真田十勇士 真説　猿飛佐助 亀井宏 東京都 単行本 真説　猿飛佐助 2002年2月 講談社

文庫 奔る猿飛佐助　風雲真田城 2006年9月 廣済堂 廣済堂文庫
文庫 佐助と幸村 2016年6月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 真田十勇士 いだてん百里 山田風太郎 兵庫県 文庫
『山田風太郎妖異小説コレクション　白波五
人帖・いだてん百里』所収 2004年4月 徳間書店 徳間文庫

文庫 『真田忍者、参上！隠密伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫
● 豊臣方 真田十勇士 決定版・真田十勇士　霧隠才蔵 宮里洸 東京都 文庫 決定版・真田十勇士　霧隠才蔵 2005年12月 集英社 集英社文庫
● 豊臣方 真田十勇士 佐助を討て 犬飼六岐 大阪府　 雑誌連載 佐助を討て 2010年7・12月、2011年4・6・9月、2012年1・4月号 オール讀物

単行本 佐助を討て 2012年6月 文藝春秋
文庫 佐助を討て　真田残党秘録 2015年9月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 真田十勇士 真田十忍抄 菊地秀行 千葉県 単行本 真田十忍抄 2013年11月 実業之日本社
文庫 真田十忍抄 2015年8月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 真田十勇士 真田義勇伝　二人の六郎記 近衛龍春 埼玉県 文庫 真田義勇伝　二人の六郎記 2015年11月 光文社 光文社時代小説文庫
● 豊臣方 真田十勇士 黄金の犬　真田十勇士 犬飼六岐 大阪府 単行本 黄金の犬　真田十勇士 2016年3月 角川春樹事務所
● 豊臣方 真田十勇士 真田十勇士（映画の活字化） 松尾清貴 福岡県 文庫 真田十勇士 2016年7月 小学館 小学館文庫
● 豊臣方 真田十勇士 十津川に死す 獅子宮敏彦 奈良県 文庫 『豊臣探偵奇譚』所収 2021年5月 早川書房 ハヤカワ時代ミステリ文庫

● 豊臣方 豊臣秀頼 生きてゐる秀頼 大佛次郎 神奈川県 雑誌連載 生きてゐる秀頼 1937年1月 ～ 1937年5月 週刊朝日
● 豊臣方 豊臣秀頼 月の人 大佛次郎 神奈川県 新聞連載 月の人 1963年6月 ～ 1964年4月 読売新聞夕刊

（月から来た男） 単行本 月の人 1964年10月 新潮社
文庫 月の人　豊臣秀頼　上下 1988年11月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 豊臣秀頼 豊臣家の人々 司馬遼太郎 大阪府 雑誌連載 豊臣家の人々 1966年9月号 ～ 1967年7月号 中央公論
単行本 豊臣家の人々 1967年12月 中央公論社
文庫 豊臣家の人々 1971年5月 角川書店 角川文庫
文庫 豊臣家の人々 1973年6月 中央公論社 中公文庫
文庫 豊臣家の人々 1993年6月 中央公論社 中公文庫（改版）
文庫 豊臣家の人々 2008年2月 角川書店 角川文庫（新装版）

● 豊臣方 豊臣秀頼 城のなかの人 星新一 東京都 単行本 『城のなかの人』所収 1976年
文庫 『城のなかの人』所収 1977年5月 角川書店 角川文庫

● 豊臣方 豊臣秀頼 黄金児 冲方丁 岐阜県 単行本 『決戦！大坂城』所収 2015年5月 講談社
文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫
単行本 『戦の国』所収 2017年10月 講談社
文庫 『戦の国』所収 2020年8月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 豊臣秀頼 お拾い様 木下昌輝 奈良県 雑誌掲載 お拾い様 2016年1月号 小説宝石



●大坂の陣に関する歴史小説
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単行本 『戦国24時　さいごの刻』所収 2016年9月 光文社
文庫 『戦国十二刻　終わりのとき』所収 2019年7月 光文社 光文社文庫

● 豊臣方 豊臣国松 竹中半兵衛 柴田錬三郎 岡山県 『柳生但馬守』所収 1965年7月 文藝春秋新社 ポケット文春
文庫 『柳生但馬守』所収 1986年4月 勁文社 ケイブンシャ文庫
文庫 『柳生但馬守』所収 1988年9月 富士見書房 時代小説文庫
文庫 『柳生但馬守』所収 1992年8月 文藝春秋 文春文庫（柴錬立川文庫）

単行本 『軍師の死にざま』所収 2008年10月 作品社
文庫 『軍師の死にざま』所収 2013年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫
単行本 『小説集竹中半兵衛』所収 2014年3月 作品社

● 豊臣方 豊臣国松 わかぎみ 永井路子 東京都 雑誌掲載 わかぎみ 1977年7月号 小説宝石
文庫 『わかぎみ』所収 1989年9月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 後藤又兵衛 緑園生（渡辺霞亭） 愛知県 単行本 後藤又兵衛 1908年12月 隆文堂
● 豊臣方 後藤又兵衛 後藤隠岐 緑園（渡辺霞亭） 愛知県 単行本 後藤隠岐　武士道小説叢書 1910年1月 隆文堂
● 豊臣方 後藤又兵衛 後藤又兵衛 渡辺霞亭（碧瑠璃園） 愛知県 単行本 後藤又兵衛 1936年4月 教育図書出版社 日本英雄偉人文庫
● 豊臣方 後藤又兵衛 乞食大将 大佛次郎 神奈川県 新聞連載 乞食大将 1944年10月 ～ 1945年3月6日中断 朝日新聞

雑誌連載 乞食大将 1945年12月号 ～ 1946年3月号 新太陽　モダン日本
単行本 乞食大将 1947年6月 苦楽社
単行本 乞食大将 1951年 文藝春秋
文庫 乞食大将 1952年 角川書店 角川文庫
文庫 乞食大将　後藤又兵衛 1987年10月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 売ろう物語 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 売ろう物語 1961年7月 小説新潮第15巻第7号
単行本 『おお、大砲』所収 1961年10月 中央公論社
文庫 『人斬り以蔵』所収 1969年12月 文庫 新潮社
文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1974年1月 中央公論新社 中公文庫
文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1993年3月 中央公論新社 中公文庫（改版）
単行本 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1990年12月 新潮社
文庫 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1995年3月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 乞食浪人 柴田錬三郎 岡山県 雑誌連載 乞食浪人 オール讀物
単行本 『浪人列伝』所収 1969年12月 文藝春秋
文庫 『浪人列伝』所収 1988年9月 新潮社 新潮文庫
文庫 『浪人列伝』所収 1999年9月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方
後藤又兵衛

復刻立川文庫傑作選　豪傑　後藤
又兵衛 雪花山人 文庫 復刻立川文庫傑作選　豪傑　後藤又兵衛 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 武辺の旗 白石一郎 釜山 単行本 『弓は袋へ』所収 1988年6月 新人物往来社
文庫 『弓は袋へ』所収 1991年7月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 一本槍疾風録 麻倉一矢 兵庫県 文庫 一本槍疾風録 1994年6月 祥伝社 ノン・ポシェット
文庫 後藤又兵衛 2013年5月 学陽書房 人物文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 勇将・後藤又兵衛 黒部了 鳥取県 単行本 勇将・後藤又兵衛 1997年3月 ＰＨＰ研究所

文庫
後藤又兵衛　大坂の陣に散った戦国きって
の勇将 2000年7月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 後藤又兵衛 風野真知雄 福島県 文庫 後藤又兵衛 2002年2月 学習研究社 学研Ｍ文庫
文庫 後藤又兵衛 2014年1月 学習研究社 学研Ｍ文庫（新装版）
文庫 後藤又兵衛 2016年5月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 後藤又兵衛 国枝史郎 長野県 単行本 『成田不動縁起』所収
単行本 『軍師の生きざま』所収 2008年10月 作品社
文庫 『軍師の生きざま』所収 2013年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 後藤又兵衛 生きる故　「大坂の陣」異聞 矢野隆 福岡県 単行本 生きる故　「大坂の陣」異聞 2016年10月 ＰＨＰ研究所
● 豊臣方 明石掃部 片腕浪人 柴田錬三郎 岡山県 雑誌連載 片腕浪人 オール讀物

単行本 『浪人列伝』所収 1969年12月 文藝春秋
文庫 『浪人列伝』所収 1988年9月 新潮社 新潮文庫
文庫 『浪人列伝』所収 1999年9月 講談社 講談社文庫
文庫 『軍師は死なず』所収 2014年2月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 明石掃部 明石掃部 森本繁 愛媛県 文庫 明石掃部 2006年12月 学習研究社 学研M文庫
● 豊臣方 明石掃部 明石掃部 山元泰生 朝鮮京城　 文庫 明石掃部 2010年7月 学陽書房 人物文庫
● 豊臣方 明石掃部 ジュアニー　消えたキリシタン武将 神本康彦 単行本 ジュアニー　消えたキリシタン武将 2012年5月 文芸社

文庫 大坂の陣　キリシタン武将明石全登の戦い 2017年12月 文芸社 文芸社文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
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● 豊臣方 明石掃部
大坂城の十字架　最後の義将　明
石掃部 鈴木英治 静岡県 文庫 大坂城の十字架　最後の義将　明石掃部 2016年11月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

● 豊臣方 毛利勝永 紅炎 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 紅炎 1964年10月号 小説新潮 新潮社
単行本 『黒幕』所収 1973年1月 東京文芸社
文庫 『黒幕』所収 1991年6月 新潮社 新潮文庫
文庫 『軍師は死なず』所収 2014年2月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 毛利勝永 獅子は死せず 中路啓太 東京都 単行本 獅子は死せず 2011年11月 講談社
文庫 獅子は死せず（上）（下） 2015年11月 中央公論新社 中公文庫

● 豊臣方 毛利勝永 大坂将星伝 仁木英之 大阪府 単行本 大坂将星伝　上中下 2013年1月 ～ 2013年3月 星海社
文庫 真田を云て、毛利を云わず（上）（下） 2016年6月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 長宗我部盛親 戦雲の夢 司馬遼太郎 大阪府 雑誌連載 戦雲の夢 1960年8月号 ～ 1961年12月号 講談倶楽部
単行本 戦雲の夢 1961年8月 講談社
単行本 戦雲の夢 1965年 講談社 ロマン・ブックス
新書 戦雲の夢 1967年 光文社 カッパ・ノべルズ
文庫 戦雲の夢 1984年11月 講談社 講談社文庫
文庫 新装版　戦雲の夢 2006年5月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 長宗我部盛親 どもり浪人 柴田錬三郎 岡山県 雑誌連載 どもり浪人 オール讀物
（時雨宮左門） 単行本 『浪人列伝』所収 1969年12月 文藝春秋

文庫 『浪人列伝』所収 1988年9月 新潮社 新潮文庫
文庫 『浪人列伝』所収 1999年9月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 長宗我部盛親 長宗我部宮内少輔盛親 南條範夫 東京都 単行本 『武家盛衰記』所収 1978年 秋田書店
文庫 『武家盛衰記』所収 1989年10月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『武家盛衰記』所収 2010年6月 文藝春秋 文春文庫（新装版）

● 豊臣方 長宗我部盛親 長宗我部盛親 東秀紀 和歌山県 単行本 『優しい侍』所収 1999年8月
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方
長宗我部盛親

長宗我部盛親　大坂の陣に散った
悲運の名将 二宮隆雄 愛知県 文庫

長宗我部盛親　大坂の陣に散った悲運の
名将 2007年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 長宗我部盛親 長宗我部三代記　四国制覇の夢 羽生道英 大阪府 文庫 長宗我部三代記　四国制覇の夢 2008年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 豊臣方 長宗我部盛親 南海の翼　長宗我部元親正伝 天野純市 愛知県 単行本 南海の翼　長宗我部元親正伝 2010年11月 集英社

文庫 南海の翼　長宗我部元親正伝 2013年11月 集英社 集英社文庫
● 豊臣方 長宗我部盛親 長宗我部　最後の戦い 近衛龍春 埼玉県 文庫 長宗我部　最後の戦い（上）（下） 2015年3月 講談社 講談社文庫
● 豊臣方 長宗我部盛親 翻弄　盛親と秀忠 上田秀人 大阪府 単行本 翻弄　盛親と秀忠 2017年9月 中央公論新社

文庫 翻弄　盛親と秀忠 2020年11月 中央公論新社 中公文庫
● 豊臣方 長宗我部康豊 信九郎物語 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 信九郎物語 1962年5月 小説新潮

文庫 『おれは権現』所収 1982/12/8 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　おれは権現』所収 2005年4月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 片桐且元 桐一葉 坪内逍遥 岐阜県 雑誌連載 桐一葉 1894年11月 ～ 1895年9月 早稲田文學
単行本 桐一葉 1896年2月 春陽堂
全集 『逍遥選集』第1巻所収 1926年 春陽堂
文庫 『桐一葉　沓手鳥孤城落月』所収 1941年9月 岩波書店 岩波文庫
全集 『逍遥選集（復刻版）』第1巻所収 1977年5月 第一書房

● 豊臣方 片桐且元 沓手鳥孤城落月 坪内逍遥 岐阜県 雑誌連載 沓手鳥孤城落月 1897年9月 新小説
単行本 『菊と桐』所収 1898年1月 春陽堂
全集 『逍遥選集』第1巻所収 1926年 春陽堂
文庫 『桐一葉　沓手鳥孤城落月』所収 1941年9月 岩波書店 岩波文庫
全集 『逍遥選集（復刻版）』第1巻所収 1977年5月 第一書房

● 豊臣方 片桐且元 抜け穴 井沢元彦 愛知県 単行本 『暗鬼　秀吉と家康の推理と苦悩』所収 1987年4月 光風社出版
文庫 『暗鬼』所収 1989年12月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 片桐且元 片桐采女 五味康祐 大阪府 文庫 『国戸団左衛門の切腹』所収 1987年8月 剄文社 ケイブンシャ文庫
文庫 『国戸団左衛門の切腹』所収 1995年7月 徳間書店 徳間文庫

● 豊臣方 片桐且元 片桐東市正且元 徳永真一郎 香川県 単行本 『賤ヶ岳七本槍』所収 1989年3月 毎日新聞社
文庫 『賤ヶ岳七本槍』所収 1992年6月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 片桐且元 片桐且元 鈴木輝一郎 岐阜県 雑誌連載 片桐且元 1998年冬号3号 ～ 1999年冬号7号 文芸ポスト 小学館
単行本 片桐且元 2000年10月 小学館
文庫 片桐且元 2004年11月 小学館 小学館文庫
文庫 対決！！片桐且元　家康　真説大坂の陣 2014年7月 竹書房 竹書房文庫

● 豊臣方 片桐且元 落城　片桐東市正且元 嶋津義忠 大阪府 文庫 『賤ヶ岳七本槍』所収 2011年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
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● 豊臣方 片桐且元 死地奔槍 矢野隆 福岡県 文庫 『戦国秘史』所収 2016年7月 KADOKAWA 角川文庫
● 豊臣方 大野治長 大野治長 植村清二 大阪府 文庫 『歴史と文芸の間』所収
● 豊臣方 大野治長 大野修理の娘 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月

文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 大野治長 炎の中の葬送　大坂落城 神坂次郎 和歌山県 単行本 『戦国を駆ける』所収 1988年7月 中央公論社
文庫 『戦国を駆ける』所収 1993年10月 中央公論社 中公文庫

● 豊臣方 木村重成 木村長門守 緑園生（渡辺霞亭） 愛知県 単行本 木村長門守 1908年9月 金尾文淵堂
● 豊臣方 木村重成 偉人の幼年時代第一編　木村長門 碧瑠璃園（渡辺霞亭） 愛知県 単行本 偉人の幼年時代第一編 1922年5月 霞亭会出版部・大鎧閣
● 豊臣方 木村重成 木村長門守 渡辺霞亭（碧瑠璃園） 愛知県 単行本 木村長門守 1936年4月 教育図書出版社 日本英雄偉人文庫
● 豊臣方 木村重成 若江堤の霧 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 若江堤の霧 1962年10月 文藝春秋

文庫 『おれは権現』所収 1982/12/8 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　おれは権現』所収 2005年4月 講談社 講談社文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 薄田兼相 岩見重太郎の系図 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 岩見重太郎の系図 1961年11月 オール讀売第16巻第11号
（岩見重太郎） 単行本 『おお、大砲』所収 1961年10月 中央公論社

文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1974年1月 中央公論社 中公文庫
文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1993年3月 中央公論新社 中公文庫（改版）

● 豊臣方 薄田兼相 一夜官女 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 一夜官女 1962年2月 講談倶楽部第14巻第2号
（岩見重太郎） 単行本 『一夜官女』所収 1962年3月 東方社

文庫 『一夜官女』所収 1984年1月 中央公論社 中公文庫

文庫
『戦国の女たち　司馬遼太郎・傑作短篇選』
所収 2006年3月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

文庫 『軍師二人』所収 1985年8月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　軍師二人』所収 2006年3月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方
薄田兼相

復刻立川文庫傑作選　武士道精華
岩見重太郎 加藤玉秀 文庫

復刻立川文庫傑作選　武士道精華　岩見
重太郎 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 豊臣方 薄田兼相 豪傑　岩見重太郎 稲田和浩 東京都 文庫 豪傑　岩見重太郎 2020年6月 祥伝社 祥伝社文庫
● 豊臣方 薄田兼相 土竜の剣 仁木英之 大阪府 単行本 『我、過てり』所収 2020年12月 角川春樹事務所
● 豊臣方 塙団右衛門 塙団右衛門 宮崎三昧 東京都 単行本 塙団右衛門 1893年7月 春陽堂
● 豊臣方 塙団右衛門 塙団右衛門 尾崎士郎 愛知県 単行本 塙団右衛門 1956年 東方社
● 豊臣方 塙団右衛門 言い触らし団右衛門 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 言い触らし団右衛門 1961年7月 オール讀売第16巻第7号

単行本 『おお、大砲』所収 1961年10月 中央公論社
文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1974年1月 中央公論社 中公文庫
文庫 『言い触らし団右衛門』所収 1993年3月 中央公論新社 中公文庫（改版）
文庫 『人斬り以蔵』所収 1969年12月 文庫 新潮社

● 豊臣方 塙団右衛門 剛勇　塙団右衛門 佐竹伸伍 東京都 単行本 剛勇　塙団右衛門 1989年 光風社出版
文庫 塙団右衛門 1994年10月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 織田有楽斎 織田有楽斎 堀和久 福岡県 単行本 織田有楽斎 1992年4月 講談社
文庫 織田有楽斎 1997年9月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 織田有楽斎 有楽斎の城 天野純希 愛知県 単行本 『決戦！関ヶ原』所収 2014年11月 講談社
文庫 『決戦！関ヶ原』所収 2017年7月 講談社 講談社文庫
文庫 『有楽斎の戦』所収 2020年3月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 織田有楽斎 源五郎の道 天野純希 愛知県 単行本 『有楽斎の戦』所収 2017年8月 講談社
文庫 『有楽斎の戦』所収 2020年3月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 織田有楽斎 有楽斎の戦 天野純希 愛知県 単行本 『有楽斎の戦』所収 2017年8月 講談社
文庫 『有楽斎の戦』所収 2020年3月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方
織田有楽斎

利休を超える戦国の茶人　織田有
楽斎 岳真也 東京都 雑誌連載 利休を超える戦国の茶人　織田有楽斎 2020年1月号～7月号 大法輪

単行本 利休を超える戦国の茶人　織田有楽斎 2020年10月 大法輪閣
● 豊臣方 南部十左衛門 南部十左衛門 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 『戦国兄弟』所収 1975年 講談社

文庫 『海音寺潮五郎短篇総集1』所収 1978年4月 講談社 講談社文庫
文庫 『剣と笛　歴史小説傑作集』所収 2002年1月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 内藤正盛 孫よ、悪人になれ 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
（佐野道可） 文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社
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（毛利家家臣）
単行本

『滝口康彦士道小説傑作選集　下　坂崎乱
心』所収 1991年1月 立風書房

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 和久宗是 老将 火坂雅志 新潟県 単行本 『壮心の夢』所収 1999年7月 徳間書店
文庫 『壮心の夢』所収 2003年1月 徳間書店 徳間文庫
文庫 『壮心の夢』所収 2009年2月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 仙石久秀 小猿主水 東郷隆 神奈川県 雑誌掲載 小猿主水 2005年12月号 オール讀物
単行本 『本朝甲冑奇談』所収 2012年7月 文藝春秋
文庫 『本朝甲冑奇談』所収 2015年1月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 福島正成 男が立たぬ 伊東潤 神奈川県 単行本 男が立たぬ 2015年5月 講談社
（正則弟） 文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 御宿勘兵衛 くせものの譜 蓑輪諒 栃木県 単行本 くせものの譜 2016年1月 学研プラス
文庫 くせものの譜 2019年5月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 速水守久 大忠の男 伊東潤 神奈川県 雑誌掲載 大忠の男 2018年12月号 小説　野性時代
単行本 『家康謀殺』所収 2019年6月 KADOKAWA

● 豊臣方 忍者 疾風！真田隊の奇襲 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 疾風！真田隊の奇襲 1964年10月号 歴史読本

単行本
『霧に消えた影』所収　戦国無頼-真田ゲリ
ラ隊 1965年9月 久保書店

文庫
『霧に消えた影』池波正太郎傑作歴史短編
集　所収 1992年2月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 豊臣方 忍者 やぶれ弥五兵衛 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 やぶれ弥五兵衛 1965年2月号 オール讀物
単行本 『忍者群像』所収 1967年8月 東都書房
文庫 『忍者群像』所収 1979年11月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『忍者群像』（新装版）所収 2009年11月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 豊臣方 忍者 鬼火 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 鬼火 1965年5月 増刊推理ストーリー
単行本 『忍者群像』所収 1967年8月 東都書房
文庫 『忍者群像』所収 1979年11月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『忍者群像』（新装版）所収 2009年11月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 忍者 風魔鬼太郎　柴錬立川文庫 柴田錬三郎 岡山県 単行本 風魔鬼太郎 1965年 文藝春秋新社 ポケット文春
文庫 風魔鬼太郎 1980年 春陽堂 春陽堂文庫
文庫 風魔鬼太郎　柴錬立川文庫 1983年11月 富士見書房 時代小説文庫

● 豊臣方 忍者 脱走 南條範夫 東京都 雑誌連載 脱走 1979年8月号 小説現代
文庫 『脱走』所収 1986年1月 旺文社 旺文社文庫

● 豊臣方 忍者 情炎くノ一殺法 南原幹雄 東京都 新聞連載 情炎くノ一殺法 1988年9月 ～ 1989年4月 東京スポーツ
文庫 情炎くノ一殺法 1990年7月 角川書店 角川文庫
文庫 情炎くノ一殺法 2003年3月 学習研究社 学研M文庫

● 豊臣方 忍者 切左衛門の訴状 戸部新十郎 石川県 文庫 『伊賀者始末』所収 1988年11月 徳間書店 徳間文庫
文庫 『伊賀者始末』所収 2002年7月 廣済堂出版 廣済堂文庫

● 豊臣方 忍者 釣りの独楽 戸部新十郎 石川県 文庫 『伊賀者始末』所収 1988年11月 徳間書店 徳間文庫
文庫 『伊賀者始末』所収 2002年7月 廣済堂出版 廣済堂文庫

● 豊臣方 忍者 遊行 戸部新十郎 石川県 文庫 『伊賀者始末』所収 1988年11月 徳間書店 徳間文庫
文庫 『伊賀者始末』所収 2002年7月 廣済堂出版 廣済堂文庫

● 豊臣方 忍者 情炎くノ一系図 南原幹雄 東京都 新聞連載 情炎くノ一系図
単行本 情炎くノ一系図 1998年2月 青樹社
文庫 情炎くノ一系図 1990年6月 角川書店 角川文庫
文庫 情炎くノ一系図 2002年9月 学習研究社 学研M文庫

● 豊臣方 忍者 とっぴんぱらりんの風太郎 万城目学 大阪府 雑誌連載 とっぴんぱらりんの風太郎 2011年6月23日号 ～ 2013年5月30日号 週刊文春 文藝春秋
単行本 とっぴんぱらりんの風太郎 2013/9/1 文藝春秋
文庫 とっぴんぱらりんの風太郎　上下 2016年9月 文藝春秋 文春文庫

● 豊臣方 その他 けろりの道頓 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 けろりの道頓 1960年6月号 別冊文藝春秋第72号
単行本 『最後の伊賀者』所収 1960年11月 文藝春秋新社
文庫 『おれは権現』所収 1982年12月 講談社 講談社文庫
文庫 『最後の伊賀者』所収 1986年11月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　おれは権現』所収 2005年4月 講談社 講談社文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
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● 豊臣方 その他 白い密使 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 白い密使 1960年11月号 少年倶楽部
単行本 『運の矢』所収 1978年11月 立風書房
文庫 『あばれ狼』所収 1989年2月 新潮社 新潮文庫

● 豊臣方 その他 越後の刀 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 越後の刀 1962年3月 別冊文藝春秋第79号
単行本 『真説宮本武蔵』所収 1968年 講談社 ロマン・ブックス
文庫 『真説宮本武蔵』所収 1983年7月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　真説宮本武蔵』所収 2006年4月 講談社 講談社文庫

● 豊臣方 その他 道頓堀初夜　雲と水と 長谷川幸延 大阪府 新聞連載 雲と水と 日本経済新聞
単行本 道頓堀初夜 1971年6月 東京文藝社

● 豊臣方 その他 太閤の城　結城虎之介・残月剣 安部龍太郎 福岡県 単行本 太閤の城　結城虎之介・残月剣 1994年12月 ＰＨＰ研究所
文庫 太閤の城　結城虎之介・残月剣 1996年11月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

● 豊臣方 その他 銀の猫 杉本苑子 東京都 単行本 『銀の猫』所収 1995年5月 読売新聞社
文庫 『銀の猫』所収 1998年9月 中央公論社 中公文庫

● 豊臣方 その他 家康と権之丞 火坂雅志 新潟県 単行本 家康と権之丞 2003年3月 朝日新聞社
文庫 家康と権之丞 2006年10月 文藝春秋 文春文庫

● 徳川方 徳川家康 徳川家康 山岡荘八 新潟県 新聞連載 徳川家康 1950年3月 ～ 1967年4月 北海道新聞他
文庫 徳川家康　全２６巻 講談社 講談社文庫
文庫 徳川家康　全２６巻 1987年10月 ～ 1988年4月 講談社 山岡荘八歴史文庫

● 徳川方 徳川家康 徳川家康 松本清張 福岡県 徳川家康 1955年
文庫 徳川家康 1964年1月 角川書店 角川文庫

● 徳川方 徳川家康 願人坊主家康 南條範夫 東京都 単行本 願人坊主家康 1958年
● 徳川方 徳川家康 三百年のベール 南條範夫 東京都 単行本 三百年のベール 1998年4月 批評社

文庫 三百年のベール 2002年2月 学習研究社 学研M文庫
● 徳川方 徳川家康 徳川家康 南條範夫 東京都 文庫 徳川家康 1995年 徳間書店 徳間文庫
● 徳川方 徳川家康 覇王の家 司馬遼太郎 大阪府 雑誌連載 覇王の家 1970年1月 ～ 1971年9月 小説新潮

単行本 覇王の家　上下 1973年10月 新潮社
文庫 覇王の家 1997年 新潮社
単行本 覇王の家　上下 2002年2月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 徳川家康 徳川家康　物語と史蹟をたずねて 神坂次郎 和歌山県 単行本 徳川家康　物語と史蹟をたずねて 1976年2月 成美堂出版
文庫 物語と史蹟をたずねて　徳川家康 1994年12月 成美堂出版 成美文庫

● 徳川方 徳川家康 信長と秀吉と家康 池波正太郎 東京都 単行本 信長と秀吉と家康 1983年2月 東京文藝社
文庫 信長と秀吉と家康 1992年8月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

● 徳川方 徳川家康 影武者徳川家康 隆慶一郎 東京都 新聞連載 影武者徳川家康 1986年1月 ～ 1988年11月 静岡新聞
単行本 影武者徳川家康　上下巻 1989年6月 新潮社
文庫 影武者徳川家康　上中下巻 1993年8月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 徳川家康 道鏡・家康 坂口安吾 新潟県 文庫 道鏡・家康 1987年9月 富士見書房 時代小説文庫
● 徳川方 徳川家康 乾坤の夢 津本陽 和歌山県 単行本 乾坤の夢　上中下 1997年1月 ～ 1997年2月 文藝春秋

文庫 乾坤の夢　上中下 1999年12月 文藝春秋 文春文庫
文庫 乾坤の夢　上中下 2009年9月 ～ 2009年11月 徳間書店 徳間文庫

● 徳川方 徳川家康 徳川家康　トクチョンカガン 荒山徹 富山県 単行本 徳川家康　トクチョンカガン（上）（下） 2009年9月 実業之日本社
文庫 徳川家康　トクチョンカガン 2012年10月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 徳川方 徳川家康 家康謀殺 伊東潤 神奈川県 雑誌掲載 家康謀殺 2015年12月号 小説　野性時代
単行本 『家康謀殺』所収 2019年6月 角川書店
文庫 『家康謀殺』所収 2022年2月 KADOKAWA 角川文庫

● 徳川方 徳川家康 徳川家康 岳真也 東京都 文庫 徳川家康 2016年12月 ＰＨＰ研究所 PHP文庫
● 徳川方 徳川家康 家康の遠き道 岩井三四二 岐阜県 単行本 徳川家康 2017年5月 光文社

文庫 徳川家康 2020年8月 光文社 光文社文庫
● 徳川方 徳川家康 家康 安部龍太郎 福岡県 文庫 家康　六巻 2020年7月 ～ 幻冬舎 幻冬舎文庫
● 徳川方 徳川秀忠 徳川秀忠 戸部新十郎 石川県 単行本 徳川秀忠　全３巻 1991年 ～ 1992年 徳間書店

文庫 徳川秀忠　全２巻 2010年8月 徳間書店 徳間文庫
● 徳川方 徳川秀忠 徳川秀忠 百瀬明治 長野県 単行本 徳川秀忠 1995年 経営書院

文庫 徳川秀忠 1999年10月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 徳川方 徳川秀忠 徳川秀忠と豊臣秀頼　大坂の陣 松平アキラ 千葉県 単行本 『小説徳川秀忠と豊臣秀頼』所収 2019年6月 幻冬舎
● 徳川方 松平忠直 忠直卿行状記 菊池寛 香川県 雑誌掲載 忠直卿行状記 1918年9月号 中央公論

単行本 『心の王国』所収 1919年1月 新潮社
単行本 忠直卿行状記 1925年 春陽堂
文庫 『恩讐の彼方に・忠直卿行状記　他八編』 1952年5月 岩波書店 岩波文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
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文庫 『藤十郎の恋・忠直卿行状記』所収 2000年3月 小学館 小学館文庫（新撰クラシックス）

● 徳川方 松平忠直 忠直卿行状記 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 忠直卿行状記 1976年2月 講談社
文庫 海音寺潮五郎短篇総集七忠直卿行状記 2017年3月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 松平忠直 かなしい暴君　越前宰相忠直 神坂次郎 和歌山県 単行本 『おかしな大名たち』所収 1990年6月 中央公論社
文庫 『おかしな大名たち』所収 1995年11月 中央公論社 中公文庫

● 徳川方 松平忠直 忠直卿御座船 安部龍太郎 福岡県 単行本 『難風』所収 1998年6月 講談社
文庫 『忠直卿御座船』所収 2001年8月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 松平忠直 忠直の檻 天野純希 愛知県 単行本 『決戦！大坂城』所収 2015年5月 講談社
文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 西尾仁左衛門 闇の中の声 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 闇の中の声 1961年11月 サンデー毎日特別号
（松平忠直家臣） 単行本 『忍者群像』所収 1967年8月 東都書房

文庫 『忍者群像』所収 1979年11月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『忍者群像』（新装版）所収 2009年11月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『真田忍者、参上！隠密伝奇傑作集』所収 2015年11月 河出書房新社 河出文庫

● 徳川方 松平忠輝 二すじの道 松本清張 福岡県 雑誌掲載 二すじの道 1954年秋の増刊号 キング
文庫 『五十四万石の嘘』所収 1980/6/1 中央公論社 中公文庫
文庫 『武士くずれ』所収 2009年9月 中央公論新社 中公文庫

● 徳川方 松平忠輝 面貌 松本清張 福岡県 文庫 『西郷札　傑作短編集（三）』所収 1965年11月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 松平忠輝 捨て童子・松平忠輝 隆慶一郎 東京都 新聞連載 捨て童子・松平忠輝 1987年5月 ～ 1988年11月 新潟日報・河北新報・東愛知新聞・北海タイムス・しんあいち・下野新聞・日刊福井・北国新聞・四国新聞・日本海新聞・上毛新聞・信濃毎日新聞・関西新聞・大分合同新聞・岐阜新聞・紀伊民報・鹿児島新報

単行本 捨て童子・松平忠輝　（上）（中）（下） 1989年11月 ～ 1990年1月 講談社
文庫 捨て童子・松平忠輝　（上）（中）（下） 1992年11月 ～ 1993年1月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 松平忠輝
松平忠輝　幕府に反抗しつづけた
「家康の息子」 中島道子 福井県 文庫

松平忠輝　幕府に反抗しつづけた「家康の
息子」 2002年10月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 本多忠朝 燃えなかった蝋燭 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社

単行本
『滝口康彦士道小説傑作選集　下　坂崎乱
心』所収 1991年1月 立風書房

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 本多正信 家康の謀臣　本多正信・正純 徳永真一郎 香川県 単行本 『家康・十六武将』所収 1983年2月 毎日新聞社
文庫 『家康・十六武将』所収 1987年12月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 本多正信 本多正信 堀和久 福岡県 単行本 『軍師の時代』所収 1987年10月 日本文芸社
文庫 『戦国の軍師たち』所収 1990年10月 文藝春秋 文春文庫

● 徳川方 本多正信 本多正信　家康に天下をとらせた 中村整史朗 埼玉県 文庫 本多正信　家康に天下をとらせた男 1995年10月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 徳川方 本多正純 戦国権謀 松本清張 福岡県 新書 『戦国権謀』所収 1953年 文藝春秋新社

新書 『戦国権謀』所収 1956年 河出書房 河出新書
単行本 『軍師の死にざま』所収 2008年10月 作品社
文庫 『軍師の死にざま』所収 2013年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 徳川方 本多正純 家康の謀臣　本多正信・正純 徳永真一郎 香川県 単行本 『家康・十六武将』所収 1983年2月 毎日新聞社
文庫 『家康・十六武将』所収 1987年12月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 板倉勝重 名判官・京都所司代　板倉勝重 徳永真一郎 香川県 単行本 『家康・十六武将』所収 1983年2月 毎日新聞社
文庫 『家康・十六武将』所収 1987年12月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 板倉勝重 国松斬られ 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 牧野忠成 常在戦場 火坂雅志 新潟県 雑誌掲載 常在戦場 2012年12月号 オール讀物
単行本 『常在戦場』所収 2013年3月 文藝春秋
文庫 『常在戦場』所収 2015年5月 文藝春秋 文春文庫

● 徳川方 水野勝成 かぶき大名 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 『かぶき大名』所収 1972年 講談社
文庫 『かぶき大名』所収 1976年3月 講談社 講談社文庫
文庫 『海音寺潮五郎短編総集六　立花宗茂他』 1979年4月 講談社 講談社文庫
文庫 『かぶき大名』（歴史小説傑作集２）所収 2003年2月 文藝春秋 文春文庫

● 徳川方 水野勝成 血槍三代 早乙女貢 中国ハルピン 単行本 血槍三代　青春編 1974年3月 毎日新聞社
単行本 血槍三代　愛欲編 1974年5月 毎日新聞社
単行本 血槍三代　風雲編 1974年7月 毎日新聞社
文庫 血槍三代　青春編 1980年1月 集英社 集英社文庫
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文庫 血槍三代　愛欲編 1980年2月 集英社 集英社文庫
文庫 血槍三代　風雲編 1980年3月 集英社 集英社文庫

● 徳川方 水野勝成 戦国武将　水野勝成 森本繁 愛媛県 単行本 戦国武将　水野勝成 1978年 佐々木出版
● 徳川方 水野勝成 人斬り水野 火坂雅志 新潟県 単行本 『桂篭とその他短篇』所収 1989年11月 講談社

文庫 『桂籠』所収 2002年3月 講談社 講談社文庫
文庫 『羊羹合戦』 2008年10月 小学館 小学館文庫

● 徳川方 水野勝成 駆けろ、鬼日向　水野勝成 黒川十蔵 単行本 駆けろ、鬼日向　水野勝成 2011年11月 叢文社
● 徳川方 水野勝成 天を裂く　水野勝成放浪記 大塚卓嗣 東京都 単行本 天を裂く　水野勝成放浪記 2013年7月 学研パブリッシング

文庫 天衝　水野勝成伝 2017年4月 光文社 光文社時代小説文庫
● 徳川方 水野勝成 五霊戦鬼 乾緑郎 東京都 単行本 五霊戦鬼 2015年5月 講談社

文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫
● 徳川方 水野勝成 放浪武者　水野勝成 森本繁 愛媛県 単行本 放浪武者　水野勝成 2015年11月 洋泉社
● 徳川方 水野勝成 藤十郎駆ける！一　さらば刈谷城 早見俊 岐阜県 文庫 藤十郎駆ける　さらば刈谷城 2016年8月 徳間書店 徳間時代小説文庫
● 徳川方 水野勝成 鬼日向　水野勝成 藤井登美子 広島県 新聞連載 鬼日向　水野勝成 2021年1月 ～ 中国新聞
● 徳川方 大久保彦忠教 大久保彦左衛門 大佛次郎 神奈川県 単行本 大久保彦左衛門 1951年11月 講談社

文庫 大久保彦左衛門　上下 1988年2月 徳間書店 徳間文庫
● 徳川方 大久保彦忠教 彦左衛門外記 山本周五郎 雑誌連載 御意見番に候 1959年6月 1960年8月 労働文化

単行本 彦左衛門外記 1960年10月 講談社
文庫 彦左衛門外記 2004年 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 大久保彦忠教 大久保彦左衛門 村上元三 朝鮮半島 単行本 大久保彦左衛門 1961年 中央公論社
文庫 大久保彦左衛門　上下 1976年6月 中央公論社 中公文庫

● 徳川方
大久保彦忠教

復刻立川文庫傑作選　頓智奇談
大久保彦左衛門 雪花山人 文庫

復刻立川文庫傑作選　頓智奇談　大久保
彦左衛門 1974年9月 講談社 復刻立川文庫

● 徳川方 大久保彦忠教 大久保彦左衛門筆記 神坂次郎 和歌山県 単行本 『江戸を駆ける』所収 1986年10月 中央公論社
文庫 『江戸を駆ける』所収 1994年10月 中央公論社 中公文庫

● 徳川方 大久保彦忠教 大久保彦左衛門 土師清二 文庫 大久保彦左衛門 1988年9月 春陽堂 春陽文庫
● 徳川方 大久保彦忠教 老虫は消えず　小説大久保彦左衛 童門冬二 東京都 単行本 老虫は消えず　小説大久保彦左衛門 1994年10月 集英社

文庫 小説大久保彦左衛門 1997年12月 集英社 集英社文庫

●
徳川方

大久保彦忠教
彦左、まかり通る　小説・大久保彦
左衛門

大栗丹後
文庫

彦左、まかり通る　小説・大久保彦左衛門 1986年8月 春陽堂 春陽文庫

●
徳川方

大久保彦忠教
天下のご意見番　小説大久保彦左
衛門

大栗丹後
文庫

天下のご意見番　小説大久保彦左衛門 1993年1月 中日出版社

● 徳川方 大久保彦忠教 新三河物語 宮城谷昌光 愛知県 単行本 新三河物語　上巻 2008年8月 新潮社
単行本 新三河物語　中巻 2008年9月 新潮社
単行本 新三河物語　下巻 2008年10月 新潮社
文庫 新三河物語　上巻 2011年4月 新潮社 新潮文庫
文庫 新三河物語　中巻 2011年4月 新潮社 新潮文庫
文庫 新三河物語　下巻 2011年4月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 大久保彦忠教 大久保彦左衛門　不遇の時こそ 津本陽 和歌山県 単行本 大久保彦左衛門　不遇の時こそ 2004年3月 光文社
● 徳川方 大久保彦忠教 大久保武蔵鐙 夕陽亭馬齢編 文庫 大久保武蔵鐙 2018/2/1 夕陽亭文庫
● 徳川方 柳生但馬守 柳生但馬守 柴田錬三郎 岡山県 文庫 柳生但馬守 1965年7月 文藝春秋新社 ポケット文春

文庫 柳生但馬守 1986年4月 勁文社 ケイブンシャ文庫
文庫 柳生但馬守 1988年9月 富士見書房 時代小説文庫
文庫 柳生但馬守 1992年8月 文藝春秋 文春文庫（柴錬立川文庫）

単行本
「曾呂利新左衛門」　『小説集　真田幸村』
所収 2015年10月 作品社 小説集

● 徳川方 山口直之 黒幕 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 黒幕 1965年12月号 小説新潮 新潮社
単行本 『黒幕』所収 1973年1月 東京文芸社
文庫 『黒幕』所収 1991年6月 新潮社 新潮文庫
全集 『池波正太郎短編小説全集下巻』 1983年3月 立風書房

● 徳川方 滝川三九郎 武士の紋章 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 武士の紋章 1967年6月号 歴史読本 新人物往来社
（幸村義弟） 単行本 『武士の紋章』所収 1990年11月 新人物往来社

文庫 『武士の紋章』所収 1994年10月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 鈴木右近忠重 男の城 池波正太郎 東京都 雑誌連載 男の城 1968年11月 別冊サンデ-毎日

（真田信之家臣） 文庫 『あばれ狼』所収 1989年2月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 金地院崇伝 黒衣の宰相 火坂雅志 新潟県 単行本 黒衣の宰相 2001年10月 幻冬舎

文庫 黒衣の宰相 2004年8月 文藝春秋 文春文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 徳川方 天海 明智光秀 早乙女貢 中国ハルピン 単行本 明智光秀 1961年 東方社
（明智光秀説） 単行本 明智光秀 1978年3月 成美堂出版

単行本 明智光秀 1980年4月 廣済堂出版
文庫 明智光秀 1991年8月 文藝春秋 文春文庫
単行本 明智光秀 1992年4月 廣済堂出版
文庫 明智光秀 1996年1月 成美堂出版 成美文庫
文庫 明智光秀 2018年11月 文藝春秋 文春文庫（新装版）

● 徳川方 天海 謀殺　天海僧正が明智光秀か 八切止夫 愛知県 単行本 謀殺　天海僧正が明智光秀か 1976年9月 日本シェル出版
● 徳川方 藤堂高虎 藤堂和泉守高虎 南條範夫 東京都 単行本 『武家盛衰記』所収 1978年 秋田書店

文庫 『武家盛衰記』所収 1989年10月 文藝春秋 文春文庫
文庫 『武家盛衰記』所収 2010年6月 文藝春秋 文春文庫（新装版）

● 徳川方 藤堂高虎 晩年の家康の腹心　藤堂高虎 徳永真一郎 香川県 単行本 『家康・十六武将』所収 1983年2月 毎日新聞社
文庫 『家康・十六武将』所収 1987年12月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
文庫 藤堂高虎 1990年10月 ＰＨＰ研究所 PHP文庫

● 徳川方 藤堂高虎 藤堂高虎 村上元三 朝鮮半島 文庫 藤堂高虎 1992年10月 徳間書店 徳間文庫
● 徳川方 藤堂高虎 虎の城 火坂雅志 新潟県 単行本 虎の城（上）（下） 2004年9月 祥伝社

文庫 虎の城（上）（下） 2007年9月 祥伝社 祥伝社文庫
● 徳川方 藤堂高虎 勝者こそわが主君 神坂次郎 和歌山県 単行本 『勝者こそわが主君』所収 1995年3月 新潮社

文庫 『勝者こそわが主君』所収 1998年3月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 藤堂高虎 藤堂高虎 羽生道英 大阪府 文庫 藤堂高虎 2005年5月 ＰＨＰ研究所 PHP文庫
● 徳川方 藤堂高虎 下天を謀る 安部龍太郎 福岡県 新聞連載 下天を謀る 2008年 中日新聞他３紙

単行本 下天を謀る（上）（下） 2009年11月 新潮社
文庫 下天を謀る（上）（下） 2013年5月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 藤堂高虎 藤堂高虎 津本陽 和歌山県 単行本 『戦国業師列伝』所収 2011年7月 世界文化社
文庫 『戦国業師列伝』所収 2020年4月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 徳川方 渡辺勘兵衛了 侍大将の胸毛 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 侍大将の胸毛 1962年12月 別冊文藝春秋第78号
（藤堂高虎家臣） 単行本 『一夜官女』所収 1962年3月 東方社

文庫 『一夜官女』所収 1984年1月 中央公論新社 中公文庫

文庫
『戦国の女たち　司馬遼太郎・傑作短篇選』
所収 2006年3月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

文庫 『軍師二人』所収 1985年8月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　軍師二人』所収 2006年3月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 渡辺勘兵衛了 勘兵衛奉公記 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 勘兵衛奉公記 1964年4月号 小説新潮 新潮社
（藤堂高虎家臣） 単行本 『錯乱・賊将』所収 1979年4月 東京文芸社

文庫 『黒幕』所収 1991年6月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 渡辺勘兵衛了 戦国幻想曲 池波正太郎 東京都 単行本 戦国幻想曲 1970年2月 毎日新聞社

（藤堂高虎家臣） 文庫 戦国幻想曲 1974年1月 角川書店 角川文庫
単行本 戦国幻想曲 1985年5月 東京文芸社
文庫 戦国幻想曲 2000年9月 新潮社 新潮文庫
文庫 戦国幻想曲 2006/3/25 角川書店 角川文庫

● 徳川方 渡辺勘兵衛了 恥も外聞もなく売名す 中路啓太 東京都 単行本 恥も外聞もなく売名す 2013年6月 新潮社
（藤堂高虎家臣） 文庫 三日月の花　渡り奉公人　渡辺勘兵衛 2016年10月 中央公論新社 中公文庫

● 徳川方 菅平右衛門道長 天神の裔 火坂雅志 新潟県 単行本 『壮心の夢』所収 1999年7月 徳間書店
（藤堂高虎家臣） 文庫 『壮心の夢』所収 2003年1月 徳間書店 徳間文庫

文庫 『壮心の夢』所収 2009年2月 文藝春秋 文春文庫
● 徳川方 坂崎出羽守直正 坂崎出羽守 山本有三 東京都 雑誌掲載 坂崎出羽守 1921年9月号 新小説 新潮社

単行本 『坂崎出羽守』（現代脚本叢書第五編）所収 1921年10月 新潮社

全集
『山本有三全集　第1巻　生命の冠・坂崎出
羽守（戯曲1）』所収 1977年2月 新潮社 山本有三全集

● 徳川方 坂崎出羽守直正 大坂の陣異聞 遠藤周作 東京都 雑誌掲載 大坂の陣異聞 1970年1月 小説現代
文庫 『ユーモア小説集Ⅱ』所収 1974年7月 講談社 遠藤周作文庫

● 徳川方 坂崎出羽守直正 坂崎出羽守 海音寺潮五郎 鹿児島県 文庫
『海音寺潮五郎短編総集（七）忠直卿行状
記』所収 1979年7月 講談社 講談社文庫

単行本 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1990年12月 新潮社
文庫 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1995年3月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 坂崎出羽守直正 坂崎乱心 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

単行本
『滝口康彦士道小説傑作選集　下　坂崎乱
心』所収 1991年1月 立風書房

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 福島正則 転変 松本清張 福岡県 雑誌掲載 転変 1954年5月号 小説公園

単行本
『松本清張小説コレクション35　短篇集Ⅳ』
所収 1996年2月 中央公論社

文庫 『武士くずれ』所収 2009年9月 中央公論新社 中公文庫
● 徳川方 福島正則 霧の女 池波正太郎 東京都 雑誌掲載 霧の女 1964年秋季号 別冊小説新潮 新潮社

単行本 『鬼火』所収 1968年4月 青樹社
文庫 『忍者群像』所収 1979年 文藝春秋 文春文庫
文庫 『黒幕』所収 1991年6月 新潮社 新潮文庫
単行本 『時代小説の楽しみ2　闇に生きる』所収 1990年4月 新潮社
文庫 『時代小説の楽しみ2　闇に生きる』所収 1994年9月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 福島正則 弓は袋へ 白石一郎 釜山 単行本 『弓は袋へ』所収 1988年6月 新人物往来社
文庫 『弓は袋へ』所収 1991年7月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 福島正則 福島左衛門大夫正則 徳永真一郎 香川県 単行本 『賤ヶ岳七本槍』所収 1989年3月 毎日新聞社
文庫 『賤ヶ岳七本槍』所収 1992年6月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 福島正則 闘将　福島正則 高橋和島 樺太（サハリン） 単行本 闘将　福島正則 1996年3月 ＰＨＰ研究所
文庫 福島正則　秀吉天下取りの一番槍 2000年5月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫

● 徳川方 福島正則 神君家康の密書 加藤廣 東京都 単行本 『神君家康の密書』所収 2011年8月 新潮社
文庫 『神君家康の密書』所収 2013年10月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 小幡勘兵衛 城塞 司馬遼太郎 大阪府 雑誌連載 城塞 1969年7月12日号 ～ 1971年10月23日号 週刊新潮
単行本 城塞　上中下巻 1971年12月 ～ 1972年2月 新潮社
文庫 城塞　上中下巻 1976年12月 新潮社 新潮文庫
文庫 城塞　上中下巻 2002年4月 新潮社 新潮文庫（新装版）

● 徳川方 古田織部 古田家滅亡 岡本綺堂 東京都 雑誌掲載 古田家滅亡 1924年10月号 新小説
文庫 『西郷星（傑作奇譚集）』所収 2017年6月 光文社 光文社時代小説文庫

● 徳川方 古田織部 割って、城を 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 割って、城を 1963年3月 別冊文藝春秋第83号
単行本 『花房助兵衛』所収 1963年10月 桃源社
文庫 『人斬り以蔵』所収 1969年12月 文庫 新潮社
文庫 『軍師二人』所収 1985年8月 講談社 講談社文庫
文庫 『新装版　軍師二人』所収 2006年3月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 古田織部 幻にて候　古田織部 黒部亨 鳥取県 単行本 幻にて候　古田織部 1990年8月 講談社
● 徳川方 古田織部 茶筅の旗 藤原緋沙子 高知県 単行本 茶筅の旗 2017年9月 新潮社

文庫 茶筅の旗 2021年6月 新潮社 新潮文庫
● 徳川方 古田織部 風炉のままに　数奇大名古田織部 高橋和島 樺太（サハリン） 単行本 風炉のままに 1990年8月 木耳社

文庫 『古田織部　戦国数奇大名の生涯』所収 2018年2月 光文社 光文社文庫
● 徳川方 古田織部 ひつみて候 伊東潤 神奈川県 雑誌連載 ひつみて候 2014年8月号 文藝春秋 オール読物

単行本 『天下人の茶』所収 2015年12月 文藝春秋
文庫 『天下人の茶』所収 2018年12月 文藝春秋 文春文庫

● 徳川方 古田織部 豪姫（たんぽぽの歌） 富士正晴 徳島県 雑誌連載 たんぽぽの歌 1960年 淡交社 淡交
単行本 たんぽぽの歌 1961年11月 河出書房新社
単行本 豪姫 1979年11月 六興出版
文庫 豪姫 1991年4月 新潮社 新潮文庫

● 徳川方 上田宗箇 風流武辺 津本陽 和歌山県 単行本 風流武辺 1999年6月 朝日新聞社
文庫 風流武辺 2002年2月 朝日新聞社 朝日文庫

● 徳川方 伊達政宗 伊達政宗 鷲尾雨工 新潟県 単行本 伊達政宗 1939年12月 講談社
● 徳川方 伊達政宗 小さな独裁者 石坂洋二郎 青森県 単行本 小さな独裁者 1941年 改造社
● 徳川方 伊達政宗 伊達政宗 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 伊達政宗 1964年 朝日新聞社

文庫 伊達政宗 2006年12月 学陽書房 人物文庫
● 徳川方 伊達政宗 伊達政宗 山岡荘八 新潟県 単行本 伊達政宗　全６巻 1983年 毎日新聞社

文庫 伊達政宗　全８巻 1986年8月 ～ 1986年9月 講談社 山岡荘八歴史文庫
文庫 伊達政宗　全８巻 1986年 光文社 光文社時代小説文庫

● 徳川方 伊達政宗 独眼竜伊達政宗 西野辰吉 北海道 文庫 独眼竜伊達政宗 1986年10月 富士見書房 時代小説文庫
● 徳川方 片倉小十郎重綱 片倉小十郎 堀和久 福岡県 単行本 『軍師の時代』所収 1987年10月 日本文芸社

（伊達家家臣） 文庫 『戦国の軍師たち』所収 1990年10月 文藝春秋 文春文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 徳川方 神保長三郎 粟田口の狂女 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 徳川方 上杉景勝 上杉景勝 星亮一 宮城県 文庫 上杉景勝 2003年1月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 女性 淀殿 大坂城（戯曲） 岡本綺堂 東京都 雑誌掲載 大坂城 1921年10月 演藝画報

単行本 『岡本綺堂戯曲選集1』 1959年11月 青蛙房
● 女性 淀殿 盲目物語 谷崎潤一郎 東京都 雑誌掲載 盲目物語 1931年9月号 中央公論

単行本 盲目物語 1932年2月 中央公論社
文庫 『吉野葛・盲目物語』所収 1951年8月 新潮社 新潮文庫

● 女性 淀殿 新淀君 林芙美子 福岡県 単行本 新淀君 1950年 読売新聞社
全集 『林芙美子全集』第一四巻所収 1977年4月 文泉堂

● 女性 淀殿 淀どの日記 井上靖 北海道 雑誌連載 淀どの日記 1955年8月 ～ 1960年3月 別冊文藝春秋
単行本 淀どの日記 1961年10月 文藝春秋新社
文庫 淀どの日記 1964年5月 角川書店 角川文庫

● 女性 淀殿 狂恋大坂城 南條範夫 東京都 雑誌連載 狂恋大坂城 1958年1月号 ～ 1958年6月号 日本
単行本 わが恋せし淀君 1958年6月 講談社
新書 わが恋せし淀君 1972年2月 光文社 カッパノべルズ
文庫 わが恋せし淀君 1978年5月 角川書店 角川文庫
文庫 わが恋せし淀君 1989年4月 富士見書房 時代小説文庫
文庫 わが恋せし淀君 1996年5月 講談社 大衆文学館

● 女性 淀殿 淀殿・その子 司馬遼太郎 大阪府 淀殿・その子 1967年5月号 ～ 1967年7月号 中央公論 第八十二年第六～八号

単行本 『豊臣家の人々』所収 1967年12月 中央公論社
文庫 『豊臣家の人々』所収 1971年5月 角川書店 角川文庫
文庫 『豊臣家の人々』所収 1973年6月 中央公論社 中公文庫

● 女性 淀殿 風に吹かれる裸木 中山義秀 福島県 単行本 風に吹かれる裸木 1969年 雪華社
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 女性 淀殿 しあわせを求めて　浅井茶々・淀ど 山本藤枝 和歌山県 単行本 ？『日本の女性史3　武家を動かす女性』所 1974年11月 集英社
文庫 『日本の女性史2　戦乱の嵐に生きる』所収 1982年5月 集英社 集英社文庫

● 女性 淀殿 淀君 徳永真一郎 香川県 単行本 淀君 1980年5月 光風社出版
文庫 淀君 1994年8月 光文社 光文社時代小説文庫

● 女性 淀殿 淀どの哀楽 安西篤子 兵庫県 雑誌連載 淀どの哀楽 1981年5月 ～ 1984年4月 秋田書店 歴史と旅
単行本 淀どの哀楽（上）（下） 1984年5月 秋田書店
文庫 淀どの哀楽（上）（下） 1987年12月 講談社 講談社文庫

● 女性 淀殿 淀どの覚書 澤田ふじ子 愛知県 単行本 淀どの覚書 1983年2月 講談社
文庫 淀どの覚書 1987年3月 徳間書店 徳間文庫
文庫 淀どの覚書 2001年7月 剄文社 ケイブンシャ文庫
文庫 淀どの覚書 2006年2月 光文社 光文社時代小説文庫

● 女性 淀殿 女 遠藤周作 東京都 新聞連載 女 1994年1月 ～ 1994年10月 朝日新聞
単行本 女 1995年5月 講談社
文庫 女　上下 1997年11月 文藝春秋 文春文庫

● 女性 淀殿 淀殿　物語と史蹟をたずねて 安西篤子 兵庫県 単行本 淀殿　物語と史蹟をたずねて 1971年 成美堂出版 物語と史蹟をたずねて
文庫 淀殿　物語と史蹟をたずねて 1995年4月 成美堂出版 成美文庫

● 女性 淀殿 淀君 早乙女貢 中国ハルビン 単行本 淀君 1995年10月 講談社
文庫 淀君 1999年12月 講談社 講談社文庫

● 女性 淀殿 茶々と信長 秋山香乃 福岡県 単行本 茶々と信長 2005年3月 文芸社
茶々と秀吉 秋山香乃 単行本 茶々と秀吉 2006年6月 文芸社
茶々と家康 秋山香乃 単行本 茶々と家康 2007年4月 文芸社

文庫 火の姫　茶々と信長 2011年2月 文芸社 文芸社文庫
文庫 火の姫　茶々と秀吉 2011年4月 文芸社 文芸社文庫
文庫 火の姫　茶々と家康 2011年6月 文芸社 文芸社文庫

● 女性 淀殿 鳳凰記 葉室麟 福岡県 単行本 鳳凰記 2015年5月 講談社
文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫

● 女性 淀殿 淀殿 来水明子 東京都 叢書
『人物日本の女性史第4巻　戦国乱世に生
きる』所収

● 女性 千姫 千姫 村上元三 朝鮮半島 雑誌連載 千姫 1951年5月 ～ 1953年7月 主婦之友
単行本 千姫 1953年 主婦之友社



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

文庫 千姫 1987年4月 徳間書店 徳間文庫
● 女性 千姫 千姫 海音寺潮五郎 鹿児島県 単行本 『実説武侠伝』所収 1962年7月 新潮社

文庫 『実説武侠伝』所収 1992年4月 文藝春秋 文春文庫
● 女性 千姫 千姫春秋記 円地文子 東京都 雑誌連載 千姫春秋記 1964年1月 ～ 1965年6月 小説現代

単行本 千姫春秋記
文庫 千姫春秋記 1969年9月 角川書店 角川文庫

● 女性 千姫 花咲く千姫 南條範夫 東京都 単行本 花咲く千姫 1972年 日本文華社 文華新書
文庫 花開く千姫 1986年8月 旺文社 旺文社文庫

● 女性 千姫 千姫微笑 安西篤子 兵庫県 新聞連載 千姫微笑 1976年11月 ～ 1977年10月 神戸新聞・中国新聞等
文庫 千姫微笑 1983年7月 講談社 講談社文庫

● 女性 千姫 千姫の大坂城脱出 永井路子 東京都 雑誌掲載 千姫の大坂城脱出 1982年11月号 歴史と人物
文庫 『豊臣家の人間模様』所収 1996年6月 文庫 中央公論社

● 女性 千姫 千姫絵姿 澤田ふじ子 愛知県 雑誌連載 千姫絵姿 1985年4月号 ～ 1987年4月号 歴史と旅 秋田書店
単行本 千姫絵姿 1987年6月 秋田書店
文庫 千姫絵姿 1990年9月 新潮社 新潮文庫

● 女性 千姫 千姫狂乱 早乙女貢 中国ハルビン 新聞連載 千姫狂乱 1985年6月 ～ 1986年1月 東京スポーツ新聞
単行本 千姫狂乱 2000年9月 祥伝社

● 女性 千姫 千姫様 平岩弓枝 東京都 雑誌連載 千姫様 1989年8月号 ～ 1990年6月号 野生時代 角川書店
単行本 千姫様 1990年9月 角川書店
文庫 千姫様 1992年12月 角川書店 角川文庫

● 女性 千姫 千姫　物語と史蹟をたずねて 松本幸子 和歌山県 単行本 千姫　物語と史蹟をたずねて 1982/4/1 成美堂出版
文庫 千姫　物語と史蹟をたずねて 1996年4月 成美堂出版 成美文庫

● 女性 千姫 千姫　おんなの城 植松三十里 静岡県 文庫 千姫　おんなの城 2011年7月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫
● 女性 千姫 姫君の賦　千姫流流 玉岡かおる 兵庫県 単行本 姫君の賦　千姫流流 2018年12月 ＰＨＰ研究所

文庫 姫君の賦　千姫流流 2021年5月 文庫 ＰＨＰ研究所
● 女性 お江 徳川秀忠の妻 吉屋信子 新潟県 雑誌連載 徳川秀忠の妻 1969年1月3日号 ～ 1969年2月7日号　 週刊読売

単行本 徳川秀忠の妻 1969年6月 読売新聞社
文庫 徳川秀忠の妻 2010年10月 河出書房新社 河出文庫

● 女性 お江 乱紋 永井路子 東京都 文庫 乱紋　上下 1979年8月 文藝春秋 文春文庫
単行本 乱紋　上下 1981年12月 ～ 1982年3月 文藝春秋
全集 乱紋 1996/1/10 中央公論社 永井路子歴史小説全集第16巻

文庫 乱紋　上下　新装版 2010年8月 文藝春秋 文春文庫
● 女性 お江 お江さま屏風 永井路子 東京都 単行本 『一豊の妻』所収 読売新聞社

文庫 『一豊の妻』所収 1984年4月 文藝春秋 文春文庫
単行本 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1990年12月 新潮社
文庫 『時代小説の楽しみ8　戦国英雄伝』所収 1995年3月 新潮社 新潮文庫

● 女性 お江 美女いくさ 諸田玲子 静岡県 単行本 美女いくさ 2008年9月 中央公論新社
文庫 美女いくさ 2010年9月 中央公論新社 中公文庫

● 女性 お江 徳川秀忠と妻お江 立石優 中国大連 文庫 徳川秀忠と妻お江 2011年1月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文庫
● 女性 お江 戦国の世を生きた七人の女性 由良弥生 東京都 文庫 戦国の世を生きた七人の女性 2011年4月 文芸社 文芸社文庫
● 女性 北政所 幻妖桐の葉おとし 山田風太郎 兵庫県 単行本 『首（幻妖桐の葉おとし）』所収 1958年 東都書房

文庫 『不知火軍記』所収 1991年1月 集英社 集英社文庫
文庫 『幻妖桐の葉おとし』所収 1997年7月 角川春樹事務所 ハルキ文庫
単行本 『幻妖桐の葉おとし』所収 2015年12月 小学校 P＋D　BOOKS

● 女性 北政所 北ノ政所 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 北ノ政所 1966年12月号 中央公論 第八十一年第十二号
単行本 『豊臣家の人々』所収 1967年12月 中央公論社
文庫 『豊臣家の人々』所収 1971年5月 角川書店 角川文庫
文庫 『豊臣家の人々』所収 1973年6月 中央公論社 中公文庫

文庫
『戦国の女たち　司馬遼太郎・傑作短篇選』
所収 2006年3月 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ文芸文庫

● 女性 北政所 北政所ねね　物語と史蹟をたずね 土橋治重 山梨県 単行本 北政所ねね　物語と史蹟をたずねて 1980/9/1 成美堂出版
文庫 北政所ねね　物語と史蹟をたずねて 1995年12月 成美堂出版 物語と史蹟をたずねて

● 女性 北政所 ひとよがたり 井沢元彦 愛知県 単行本 『暗鬼　秀吉と家康の推理と苦悩』所収 1987年4月 光風社出版
文庫 『暗鬼』所収 1989年12月 新潮社 新潮文庫

● 女性 北政所 北政所 岸宏子 三重県 単行本 北政所 1981年 中日新聞
● 女性 北政所 ゆめの又ゆめ 白石一郎 釜山 単行本 『弓は袋へ』所収 1988年6月 新人物往来社

文庫 『弓は袋へ』所収 1991年7月 新潮社 新潮文庫



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

● 女性 北政所 おんな太閤記 松永義弘 佐賀県 文庫 おんな太閤記　上下 1989年12月 富士見書房 時代小説文庫
● 女性 北政所 高台院おね 阿井景子 長崎県 文庫 高台院おね 2006年2月 光文社 光文社文庫
● 女性 天秀尼 天秀尼　豊臣秀頼の娘 敦賀信弥 富山県 単行本 天秀尼　豊臣秀頼の娘 2017年3月 ミヤオビパブリッシング
● 女性 豊臣秀頼娘 浪華疾風伝　あかね 築山桂 京都府 文庫 浪華疾風伝　あかね　壱　天下人の血 2010年1月 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル

文庫 浪華疾風伝　あかね　弐　夢のあと 2010年3月 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル
● 女性 真田幸村妻 真田幸村の妻 阿井景子 長崎県 文庫 真田幸村の妻 2001年10月 光文社 光文社時代小説文庫

文庫 真田幸村の妻 2016年4月 講談社 講談社文庫
● 女性 真田幸村娘 真田幸村の姫 鷲尾雨工 新潟県 雑誌掲載 真田幸村の姫 1969年11月号 別冊サンデー毎日・読物専科

（加藤忠将妻）
ムック

『KAWADE夢ムック　文藝別冊　真田幸村と
十勇士』所収 2015年11月 河出書房新社

● 女性 その他 おあんとおきく 田辺聖子 大阪府 叢書
『人物日本の女性史第4巻　戦国乱世に生
きる』所収 1977年6月 集英社

文庫 『炎の女たち　わたしの日本女性史』所収 1984年4月 集英社 集英社文庫
● 女性 その他 嫌じゃの於六どの 杉本苑子 東京都 雑誌掲載 嫌じゃの於六どの 1980年9月号 オール讀物

単行本 『太閤さまの虎』所収 1989年5月 読売新聞社
文庫 『太閤さまの虎』所収 1995年6月 中央公論社 中公文庫

● 女性 その他 将軍家康の女影武者 近衛龍春 埼玉県 単行本 将軍家康の女影武者 2019年6月 新潮社
文庫 家康の女軍師 2022年1月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 その他 高嶺の花 井上靖 北海道 雑誌連載？ 高嶺の花
単行本 『真田軍記』所収 1957年2月 角川書店
文庫 『真田軍記』所収 1958年11月 角川書店 角川文庫
文庫 『真田軍記』所収 1970年6月 角川書店 角川文庫クラシックス

● 大坂の陣 その他 十万両を食う 富樫倫太郎 北海道 単行本 十万両を食う 2015年5月 講談社
文庫 『決戦！大坂城』所収 2017年11月 講談社 講談社文庫

● 大坂の陣 その他 城の怪 司馬遼太郎 大阪府 雑誌掲載 城の怪 1969年4月 小説新潮
文庫 『馬上少年過ぐ』所収 1978年11月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 残党 まぼろし城 高垣眸 広島県 単行本 まぼろし城 1937年1月 講談社
単行本 まぼろし城 1985年1月 国書刊行会 熱血少年文学館

● 大坂の陣 残党 妖説五三ノ桐 戸部新十郎 石川県 雑誌連載 妖説五三ノ桐 1960年 傑作倶楽部 双葉社
文庫 忍法五三ノ桐 1971年 春陽堂 春陽堂文庫
文庫 妖説五三ノ桐 1986年 旺文社 旺文社文庫
文庫 妖説五三ノ桐 1988年12月 富士見書房 時代小説文庫
新書 忍法水滸伝　上　妖説五三桐 2000年7月 祥伝社 ノン・ノベル

● 大坂の陣 残党 赤い影法師 柴田錬三郎 岡山県 雑誌連載 赤い影法師 1960年 週刊文春
単行本 赤い影法師 1960年9月 文藝春秋新社
文庫 赤い影法師 1963年3月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 残党 南国群狼伝 柴田錬三郎 岡山県 単行本 南国群狼伝 1961年3月 文藝春秋新社
文庫 南国群狼伝 1983年3月 春陽堂 春陽堂文庫
文庫 南国群狼伝 勁文社 ケイブンシャ文庫
文庫 南国群狼伝 1989年3月 富士見書房 時代小説文庫
文庫 『南国群狼伝・私説大岡政談』所収 1989年3月 集英社 集英社文庫
文庫 南国群狼伝　続・赤い影法師 1996年1月 新潮社 新潮文庫
文庫 南国群狼伝 2009年1月 ランダムハウス講談社時代小説文庫

● 大坂の陣 残党 くノ一忍法帖 山田風太郎 兵庫県 単行本 くノ一忍法帖 1961年7月 講談社
全集 『山田風太郎忍法全集4』　くノ一忍法帖 1963年12月 講談社
単行本 くノ一忍法帖 1967年5月 講談社 ロマン・ブックス
全集 『現代長編文学全集36』所収 1969年10月 講談社
全集 『山田風太郎全集5』　所収 1972年3月 講談社
文庫 くノ一忍法帖 1973年11月 角川書店 角川文庫
文庫 くノ一忍法帖 1993年9月 富士見書房 時代小説文庫

『山田風太郎傑作忍法帖12』　くノ一忍法帖 1994年8月 講談社 講談社ノべルズ・スペシャル

文庫 山田風太郎忍法帖⑤　くノ一忍法帖 1999年3月 講談社 講談社文庫
文庫 くノ一忍法帖 2003年2月 角川書店 角川文庫
文庫 山田風太郎ベストコレクション　くノ一忍法 2012年9月 KADOKAWA 角川文庫

● 大坂の陣 残党 運命峠 柴田練三郎 岡山県 文庫 運命峠　前編 1965年4月 新潮社 新潮文庫
文庫 運命峠　後編 1965年5月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 残党 海の琴 早乙女貢 中国ハルビン 新聞連載 海の琴 1971年10月 ～ 1972年12月 徳島新聞他



●大坂の陣に関する歴史小説
分類1 分類2 タイトル名 作者名 出身県 媒体 作品名 出版年月 出版社

文庫 海の琴 1973年11月 講談社
文庫 海の琴（上）（下） 1981年10月 集英社 集英社文庫

● 大坂の陣 残党 花のようなる秀頼さまを 滝口康彦 長崎県 単行本 『粟田口の狂女』所収 1986年3月
文庫 『粟田口の狂女』所収 1989年11月 講談社

文庫
『粟田口の狂女　レジェンド歴史時代小説』
所収 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 大坂の陣 残党 豊臣家の黄金　真田六文党戦記 麻倉一矢 兵庫県 文庫 豊臣家の黄金　真田六文党戦記 1990年2月 祥伝社 祥伝社ノン・ポシェット
● 大坂の陣 残党 西海水滸伝　柳生十兵衛秘帖 戸部新十郎 石川県 雑誌連載 西海水滸伝　柳生十兵衛秘帖 1995年8月号 ～ 1997年1月号 歴史と旅

単行本 西海水滸伝　柳生十兵衛秘帖 1997年4月 PHP研究所
新書 忍法水滸伝　下　魔境大乱 2000年9月 祥伝社 ノン・ノベル

● 大坂の陣 残党 影法師夢幻 米村圭伍 神奈川県 単行本 影法師夢幻 2001年12月 集英社
文庫 真田手毬唄 2008年1月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 残党 秀頼走路 松本清張 福岡県 文庫 『佐渡流人行　傑作短編集4』所収 2004年2月 新潮社 新潮文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 大坂の陣 残党 落ちた花は西へ奔れ 岡田秀文 東京都 単行本 落ちた花は西へ奔れ 2004年4月 光文社
文庫 秀頼、西へ 2007年3月 光文社 光文社時代小説文庫

● 大坂の陣 残党 真田幸村の遺言 鳥羽亮 埼玉県 単行本 奇謀　真田幸村の遺言 2006年11月 祥伝社
単行本 覇の刺客　真田幸村の遺言 2007年12月 祥伝社
文庫 真田幸村の遺言（上）　奇謀 2011年9月 祥伝社 祥伝社文庫
文庫 真田幸村の遺言（下）　覇の刺客 2011年9月 祥伝社 祥伝社文庫

● 大坂の陣 残党 秘録　島原の乱 加藤廣 東京都 雑誌連載 秘録　島原の乱 2017年8月号 ～ 2018年4月号 小説新潮 新潮社
単行本 秘録　島原の乱 2018年7月 新潮社
文庫 秘録　島原の乱 2021年2月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 大阪の穴 小松左京 大阪府 雑誌掲載 大阪城ぬけ穴考 1964年1月号 『歴史読本』 人物往来社
文庫 『猫の首』所収　大阪の穴 1978年3月 集英社 集英社文庫
文庫 有栖川有栖編『大阪ラビリンス』所収 2014年8月 新潮社 新潮文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 ぬけ穴考 小松左京 大阪府 単行本 『最後の隠密』所収 1971年6月 立風書房
文庫 『最後の隠密』所収 1974年10月 角川書店 角川文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 大坂夢の陣 小松左京 大阪府 雑誌掲載 大坂夢の陣 1982年2月号 オール読物
文庫 『大坂夢の陣』所収 1983年10月 徳間書店 徳間文庫
文庫 『決戦！大坂の陣』所収 2014年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 逆撃　大坂冬の陣 柘植久慶 愛知県 単行本 逆撃　大坂冬の陣 1994年2月 中央公論社
文庫 逆撃　大坂冬の陣 1997年12月 中央公論社 中公文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 逆撃　大坂夏の陣 柘植久慶 愛知県 単行本 逆撃　大坂夏の陣 1994年4月 中央公論社
文庫 逆撃　大坂夏の陣 1997年12月 中央公論社 中公文庫

● 大坂の陣
SF・架空小説

異戦大坂の陣 中里融司 東京都 新書
異戦大坂の陣〈一〉～〈四〉　表裏比興の総
大将 2006年11月 ～ 2007年8月 学研プラス 歴史群像新書

文庫 異戦大坂の陣【一】～【四】　真田昌幸の知 2020年3月 ～ 2020年9月 コスミック出版 コスミック時代文庫
● 大坂の陣 SF・架空小説 異戦国志4　大坂落城 中路さとる 北海道 新書 異戦国志4　大坂落城 1995年2月 学研プラス 歴史群像新書

文庫 異戦国志4　大坂落城 2000年11月 学習研究社 学研M文庫
● 大坂の陣 SF・架空小説 異戦国志外伝　新真田十勇士 中路さとる 北海道 新書 異戦国志外伝1～5　新真田十勇士 1998年12月 ～ 2000年6月 学研プラス 歴史群像新書

文庫 異戦国志外伝1～5　新真田十勇士 2001年9月 ～ 2002年4月 学習研究社 学研M文庫
● 大坂の陣 SF・架空小説 戦国BASARA　３　真田幸村の章 野崎雅人　 兵庫県 単行本 戦国BASARA　３　真田幸村の章 2012年3月 講談社

文庫
戦国BASARA　３　真田幸村の章・猿飛佐
助の章 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 大坂の陣 SF・架空小説 戦国BASARA　３　猿飛佐助の章 佐々原史緒　 東京都 単行本 戦国BASARA　３　猿飛佐助の章 2013年12月 講談社

文庫
戦国BASARA　３　真田幸村の章・猿飛佐
助の章 2016年5月 講談社 講談社文庫

● 大坂の陣 現代小説 立て真田十勇士 宗田理 東京都 文庫 立て真田十勇士 1992年7月 角川書店 角川文庫
● 大坂の陣 現代小説 行け真田十勇士 宗田理 東京都 文庫 行け真田十勇士 1993年 角川書店 角川文庫
● 大坂の陣 現代小説 プリンセス・トヨトミ 万城目学 大阪府 単行本 プリンセス・トヨトミ 2009年3月 文藝春秋社

文庫 プリンセス・トヨトミ 2011年4月 文藝春秋 文春文庫

● 大坂の陣
現代小説

大阪城殺人紀行　歴女学者探偵の
事件簿 鯨統一郎 文庫 大阪城殺人紀行　歴女学者探偵の事件簿 2015年6月 実業之日本社 実業之日本社文庫

● 大坂の陣 現代小説 百花繚乱　サムライガールズ すずきあきら 北海道 文庫（ライトノベル） 百花繚乱　サムライガールズ　全17巻 2009年3月 ～ 2014年1月 ホビージャパン HJ文庫


