いねむりいわね えどぞうし

《双葉文庫》

シリーズ名五十音順 目録
居眠り磐音 江戸双紙
①居眠り磐音 江戸双紙 陽炎ノ辻 （かげろうのつじ）
②居眠り磐音 江戸双紙 寒雷ノ坂 （かんらいのさか）
③居眠り磐音 江戸双紙 花芒ノ海 （はなすすきのうみ）
④居眠り磐音 江戸双紙 雪華ノ里 （せっかのさと）
⑤居眠り磐音 江戸双紙 龍天ノ門 （りゅうてんのもん）
⑥居眠り磐音 江戸双紙 雨降ノ山 （あふりのやま）
⑦居眠り磐音 江戸双紙 狐火ノ杜 （きつねびのもり）
⑧居眠り磐音 江戸双紙 朔風ノ岸 （さくふうのきし）
⑨居眠り磐音 江戸双紙 遠霞ノ峠 （えんかのとうげ）
⑩居眠り磐音 江戸双紙 朝虹ノ島 （あさにじのしま）
⑪居眠り磐音 江戸双紙 無月ノ橋 （むげつのはし）
⑫居眠り磐音 江戸双紙 探梅ノ家 （たんばいのいえ）
⑬居眠り磐音 江戸双紙 残花ノ庭 （ざんかのにわ）
⑭居眠り磐音 江戸双紙 夏燕ノ道 （なつつばめのみち）
⑮居眠り磐音 江戸双紙 驟雨ノ町 （しゅううのまち）
⑯居眠り磐音 江戸双紙 螢火ノ宿 （ほたるびのしゅく）
⑰居眠り磐音 江戸双紙 紅椿ノ谷 （べにつばきのたに）
⑱居眠り磐音 江戸双紙 捨雛ノ川 （すてびなのかわ）
⑲居眠り磐音 江戸双紙 梅雨ノ蝶 （ばいうのちょう）
⑳居眠り磐音 江戸双紙 野分ノ灘 （のわきのなだ）
㉑居眠り磐音 江戸双紙 鯖雲ノ城 （さばぐものしろ）
㉒居眠り磐音 江戸双紙 荒海ノ津 （あらうみのつ）
㉓居眠り磐音 江戸双紙 万両ノ雪 （まんりょうのゆき）
㉔居眠り磐音 江戸双紙 朧夜ノ桜 （ろうやのさくら）
㉕居眠り磐音 江戸双紙 白桐ノ夢 （しろぎりのゆめ）
㉖居眠り磐音 江戸双紙 紅花ノ邨 （べにばなのむら）
㉗居眠り磐音 江戸双紙 石榴ノ蠅 （ざくろのはえ）
㉘居眠り磐音 江戸双紙 照葉ノ露 （てりはのつゆ）
㉙居眠り磐音 江戸双紙 冬桜ノ雀 （ふゆざくらのすずめ）
㉚居眠り磐音 江戸双紙 侘助ノ白 （わびすけのしろ）
㉛居眠り磐音 江戸双紙 更衣ノ鷹 （きさらぎのたか）上
㉜居眠り磐音 江戸双紙 更衣ノ鷹 （きさらぎのたか）下
㉝居眠り磐音 江戸双紙 孤愁ノ春 （こしゅうのはる）
㉞居眠り磐音 江戸双紙 尾張ノ夏 （おわりのなつ）

1
佐伯泰英事務所作成 シリーズ別作品目録 (シリーズ名 五十音順)
2014 年 5 月 29 日

㉟居眠り磐音 江戸双紙 姥捨ノ郷 （うばすてのさと）
㊱居眠り磐音 江戸双紙 紀伊ノ変 （きいのへん）
㊲居眠り磐音 江戸双紙 一矢ノ秋 （いっしのとき）
㊳居眠り磐音 江戸双紙 東雲ノ空 （しののめのそら）
㊴居眠り磐音 江戸双紙 秋思ノ人 （しゅうしのひと）
㊵居眠り磐音 江戸双紙 春霞ノ乱 （はるがすみのらん）
㊶居眠り磐音 江戸双紙 散華ノ刻 （さんげのとき）
㊷居眠り磐音 江戸双紙 木槿ノ賦 （むくげのふ）
㊸居眠り磐音 江戸双紙 徒然ノ冬 （つれづれのふゆ）
㊹居眠り磐音 江戸双紙 湯島ノ罠 （ゆしまのわな）
㊺居眠り磐音 江戸双紙 空蝉ノ念 （うつせみのねん）
)

■シリーズガイドブック「居眠り磐音 江戸双紙」読本
(

特別書き下ろし小説・シリーズ番外編「跡継ぎ」収録

帰着準備号 橋 の 上

「著者メッセージ＆インタビュー」「磐音が歩いた『江戸』案内」「年表」

■居眠り磐音 江戸双紙
特別収録

(

)

磐音が歩いた江戸の町 （文庫サイズ箱入り）

《ハルキ文庫》

○超特大地図１枚 地図サイズ：縦７５㎝×横８０㎝
○索引小冊子
○特製しおり６枚セット

かまくらがしとりものひかえ

（いひゅもん）《ハルキ文庫》

内容物

■吉田版「居眠り磐音 」江戸地図

異風者
鎌倉河岸捕物控
①鎌倉河岸捕物控 橘花の仇 （きっかのあだ）
②鎌倉河岸捕物控 政次、奔る （せいじはしる）
③鎌倉河岸捕物控 御金座破り （ごきんざやぶり）
④鎌倉河岸捕物控 暴れ彦四郎 （あばれひこしろう）
⑤鎌倉河岸捕物控 古町殺し （こまちごろし）
⑥鎌倉河岸捕物控 引札屋おもん （ひきふだやおもん）
⑦鎌倉河岸捕物控 下駄貫の死 （げたかんのし）
⑧鎌倉河岸捕物控 銀のなえし （ぎんのなえし）
⑨鎌倉河岸捕物控 道場破り （どうじょうやぶり）
⑩鎌倉河岸捕物控 埋みの棘 （うずみのとげ）
⑪鎌倉河岸捕物控 代がわり （だいがわり）
⑫鎌倉河岸捕物控 冬の蜉蝣 （ふゆのかげろう）
⑬鎌倉河岸捕物控 独り祝言 （ひとりしゅうげん）
⑭鎌倉河岸捕物控 隠居宗五郎 （いんきょそうごろう）
⑮鎌倉河岸捕物控 夢の夢 （ゆめのゆめ）
⑯鎌倉河岸捕物控 八丁堀の火事 （はっちょうぼりのかじ）
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⑰鎌倉河岸捕物控 紫房の十手 （むらさきぶさのじって）
⑱鎌倉河岸捕物控 熱海湯けむり （あたみゆけむり）
⑲鎌倉河岸捕物控 針いっぽん （はりいっぽん）
⑳鎌倉河岸捕物控 宝引きさわぎ （ほうびきさわぎ）
㉑鎌倉河岸捕物控 春の珍事 （はるのちんじ）
㉒鎌倉河岸捕物控 よっ、十一代目！ （よっ、じゅういちだいめ）
㉓鎌倉河岸捕物控 うぶすな参り （うぶすなまいり）
㉔鎌倉河岸捕物控 後見の月 （うしろみのつき）
■シリーズガイドブック「鎌倉河岸捕物控」読本
特別書き下ろし小説・シリーズ番外編「寛政元年の水遊び」収録

(

)

街歩き読本

《講談社文庫》

《新潮文庫》

こうたいよりあいいなしゅういぶん

■シリーズ副読本 鎌倉河岸捕物控

交代寄合伊那衆異聞
①交代寄合伊那衆異聞 変化 （へんげ）
②交代寄合伊那衆異聞 雷鳴 （らいめい）
③交代寄合伊那衆異聞 風雲 （ふううん）
④交代寄合伊那衆異聞 邪宗 （じゃしゅう）
⑤交代寄合伊那衆異聞 阿片 （あへん）
⑥交代寄合伊那衆異聞 攘夷 （じょうい）
⑦交代寄合伊那衆異聞 上海 （しゃんはい）
⑧交代寄合伊那衆異聞 黙契 （もっけい）
⑨交代寄合伊那衆異聞 御暇 （おいとま）
⑩交代寄合伊那衆異聞 難航 （なんこう）
⑪交代寄合伊那衆異聞 海戦 （かいせん）
⑫交代寄合伊那衆異聞 謁見 （えっけん）
⑬交代寄合伊那衆異聞 交易 （こうえき）
⑭交代寄合伊那衆異聞 朝廷 （ちょうてい）
⑮交代寄合伊那衆異聞 混沌 （こんとん）
⑯交代寄合伊那衆異聞 断絶 （だんぜつ）
⑰交代寄合伊那衆異聞 散斬 （ざんぎり）
⑱交代寄合伊那衆異聞 再会 （さいかい）
⑲交代寄合伊那衆異聞 茶葉 （ちゃば）

しん・ふるぎやそうべえ

⑳交代寄合伊那衆異聞 開港 （かいこう）

･

新 古着屋総兵衛

① 血に非ず （ちにあらず）
② 百年の呪い （ひゃくねんののろい）
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③ 日光代参 （にっこうだいさん）
④ 南へ舵を （みなみへかじを）
⑤ ○に十の字 （まるにじゅうのじ）
⑥ 転び者 （ころびもん）
⑦ 二都騒乱 （にとそうらん）

《光文社文庫》

《ハルキ文庫》

《新潮文庫》

ながさきえしとおりしんじろう

ふるぎやそうべえかげしまつ

⑧ 安南から刺客 （あんなんからしかく）

古着屋総兵衛影始末
①死闘 （しとう）
②異心 （いしん）
③抹殺 （まっさつ）
④停止 （ちょうじ）
⑤熱風 （ねっぷう）
⑥朱印 （しゅいん）
⑦雄飛 （ゆうひ）
⑧知略 （ちりゃく）
⑨難破 （なんぱ）
⑩交趾 （こうち）
⑪帰還 （きかん）

長崎絵師通吏辰次郎
①長崎絵師通吏辰次郎 悲愁の剣 （ひしゅうのけん）

なつめえいじろうしまつたび

②長崎絵師通吏辰次郎 白虎の剣 （びゃっこのけん）

夏目影二郎始末旅

①夏目影二郎始末旅 八州狩り （はっしゅうがり）
②夏目影二郎始末旅 代官狩り （だいかんがり）
③夏目影二郎始末旅 破牢狩り （はろうがり）
④夏目影二郎始末旅 妖怪狩り （ようかいがり）
⑤夏目影二郎始末旅 百鬼狩り （ひゃっきがり）
⑥夏目影二郎始末旅 下忍狩り （げにんがり）
⑦夏目影二郎始末旅 五家狩り （ごけがり）
⑧夏目影二郎始末旅 鉄砲狩り （てっぽうがり）
⑨夏目影二郎始末旅 奸臣狩り （かんしんがり）
⑩夏目影二郎始末旅 役者狩り （やくしゃがり）
⑪夏目影二郎始末旅 秋帆狩り （しゅうはんがり）
⑫夏目影二郎始末旅 鵺女狩り （ぬえめがり）
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⑬夏目影二郎始末旅 忠治狩り （ちゅうじがり）

)

《祥伝社文庫》

(

ひけん

特別書き下ろし小説・シリーズ番外編「位の桃井に鬼が棲む」収録

■シリーズガイドブック 夏目影二郎「狩り」読本

⑭夏目影二郎始末旅 奨金狩り （しょうきんがり）

秘剣
①秘剣雪割り 悪松・棄郷編 （ひけんゆきわり わるまつききょうへん）
②秘剣瀑流返し 悪松・対決「鎌鼬」 （ひけんばくりゅうがえし わるまつたいけつかまいたち）
③秘剣乱舞 悪松・百人斬り （ひけんらんぶ わるまつひゃくにんぎり）
④秘剣孤座 （ひけんこざ）
⑤秘剣流亡 （ひけんりゅうぼう）

㉓仇敵

㉒再生

㉑相剋

⑳宣告

⑲意地

⑱遺髪

⑰初心

⑯烏鷺

⑮無刀

⑭遠謀

⑬追善

⑫乱雲

⑪残夢

⑩遺恨

⑨極意

⑧悲恋

⑦初陣

⑥兇刃

⑤火頭

④刺客

③密命

②密命

①密命

密命・潰し合い中山道 （せっぱ つぶしあいなかせんどう）

密命・決戦前夜 （きゅうてき けっせんぜんや）

密命・恐山地吹雪 （さいせい おそれざんじふぶき）

密命・陸奥巴波 （そうこく みちのくともえなみ）

密命・雪中行 （せんこく せっちゅうこう）

密命・具足武者の怪 （いじ ぐそくむしゃのかい）

密命・加賀の変 （いはつ かがのへん）

密命・闇参籠 （しょしん やみさんろう）

密命・飛鳥山黒白 （うろ あすかやまこくびゃく）

密命・父子鷹 （むとう おやこだか）

密命・血の絆 （えんぼう ちのきずな）

密命・死の舞 （ついぜん しのまい）

密命・傀儡剣合わせ鏡 （らんうん くぐつけんあわせかがみ）

密命・熊野秘法剣 （ざんむ くまのひほうけん）

密命・影ノ剣 （いこん かげのけん）

密命・御庭番斬殺 （ごくい おにわばんざんさつ）

密命・尾張柳生剣 （ひれん おわりやぎゅうけん）

密命・霜夜炎返し （ういじん そうやほむらがえし）

密命・一期一殺 （きょうじん いちごいっさつ）

密命・紅蓮剣 （かとう ぐれんけん）

密命・斬月剣 （しかく ざんげつけん）

残月無想斬り （ざんげつむそうぎり）

弦月三十二人斬り （げんげつさんじゅうににんぎり）

見参！寒月霞斬り （けんざん かんげつかすみぎり）

《祥伝社文庫》

㉔切羽

密命・上覧剣術大試合 （はしゃ じょうらんけんじゅつおおじあい）

みつめい

㉕覇者

密命・終の一刀 （ばんせつ ついのいっとう）

密命

㉖晩節
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■シリーズガイドブック 「密命」読本
(

《幻冬舎時代小説文庫》

)

よいどれことうじとめがき

特別書き下ろし小説・シリーズ番外編「虚けの龍」収録

酔いどれ小籐次留書
①酔いどれ小籐次留書 御鑓拝借 （おやりはいしゃく）
②酔いどれ小籐次留書 意地に候 （いじにそうろう）
③酔いどれ小籐次留書 寄残花恋 （のこりはなよするこい）
④酔いどれ小籐次留書 一首千両 （ひとくびせんりょう）
⑤酔いどれ小籐次留書 孫六兼元 （まごろくかねもと）
⑥酔いどれ小籐次留書 騒乱前夜 （そうらんぜんや）
⑦酔いどれ小籐次留書 子育て侍 （こそだてざむらい）
⑧酔いどれ小籐次留書 竜笛嫋々 （りゅうてきじょうじょう）
⑨酔いどれ小籐次留書 春雷道中 （しゅんらいどうちゅう）
⑩酔いどれ小籐次留書 薫風鯉幟 （くんぷうこいのぼり）
⑪酔いどれ小籐次留書 偽小籐次 （にせことうじ）
⑫酔いどれ小籐次留書 杜若艶姿 （とじゃくあですがた）
⑬酔いどれ小籐次留書 野分一過 （のわきいっか）
⑭酔いどれ小籐次留書 冬日淡々 （ふゆびたんたん）
⑮酔いどれ小籐次留書 新春歌会 （しんしゅんうたかい）
⑯酔いどれ小籐次留書 旧主再会 （きゅうしゅさいかい）
⑰酔いどれ小籐次留書 祝言日和 （しゅうげんびより）
⑱酔いどれ小籐次留書 政宗遺訓 （まさむねいくん）
⑲酔いどれ小籐次留書 状箱騒動 （じょうばこそうどう）
■酔いどれ小籐次留書 青雲編 品川の騒ぎ （しながわのさわぎ）

よしわらうらどうしん

《光文社文庫》

特別付録「酔いどれ小籐次留書」ガイドブック収録

吉原裏同心

(

①吉原裏同心 流離 （りゅうり）
②吉原裏同心 足抜 （あしぬき）

)

③吉原裏同心 見番 （けんばん）
④吉原裏同心 清搔 （すががき）
⑤吉原裏同心 初花 （はつはな）
⑥吉原裏同心 遣手 （やりて）
⑦吉原裏同心 枕絵 （まくらえ）
⑧吉原裏同心 炎上 （えんじょう）
⑨吉原裏同心 仮宅 （かりたく）
⑩吉原裏同心 沽券 （こけん）
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⑪吉原裏同心 異館 （いかん）
⑫吉原裏同心 再建 （さいけん）
⑬吉原裏同心 布石 （ふせき）
⑭吉原裏同心 決着 （けっちゃく）
⑮吉原裏同心 愛憎 （あいぞう）
⑯吉原裏同心 仇討 （あだうち）
⑰吉原裏同心 夜桜 （よざくら）
⑱吉原裏同心 無宿 （むしゅく）
⑲吉原裏同心 未決 （みけつ）
⑳吉原裏同心 髪結 （かみゆい）
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