
特別図書展示　「忠臣蔵」関連図書一覧 展示期間　令和 4年11月22日(火)～12月21日(水)

No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

1 210.0イ 逆説の日本史　14
近世爛熟編（文治政
治と忠臣蔵の謎）

井沢　元彦 2007.07 小学館

歴史上の事実である「赤穂事件」と虚構である「忠臣蔵」とは

本来は別のものだ。にもかかわらず、歴史上の事件が虚構のタ

イトル名で呼ばれていることに、この問題のすべての根源があ

る。『週刊ポスト』連載の単行本化第14弾。

2 210.0ガ 主役たちのその後

追跡・日本史　物語
は終わっても、人間
のドラマは終わらな
い

岳　真也 2001.07 祥伝社

赤穂浪士の吉良邸討入り、この事件を知らない日本人はいない

だろう。しかし、浪士の切腹は有名だが、もう一方の主役であ

る吉良家はどうなったのか? 歴史の主役たちの知られざる一面
を掘り起こす試み。

3 210.0ソ
その時歴史が動い
た　22

2003.12 NHK取材班

「忠臣蔵、父と子の決断」「改革者か、悪徳老中か?」「ロシア

女帝が涙した帰国願い」「海を越えた愛、日本を守る」「高杉

晋作、50倍の敵を制す必勝戦略」の5話を収録。NHK番組の単

行本化。

4 210.0ド 堂々日本史　別巻 堂々忠臣蔵
NHK取材班
／編

1999.02 KTC中央出版

教科書ではわからない歴史の実像に迫った、NHKテレビ「堂々

日本史」。シリーズ別巻として、忠臣蔵にテーマを絞り、リー
ダーとなった大石内蔵助の苦悩と決断、彼を囲む家族の愛、そ

して討ち入りまでを徹底解明する。

5 210.5イ 忠臣蔵の真相 飯尾　精 1999.01 新人物往来社

大石内蔵助の実像から、浅野家、吉良家の諸事情、討ち入り前

後の四十七士の動向まで、誤伝と誇張に歪められた元禄赤穂事

件の真実を、一つ一つ明らかにした四十七話を収録。1988年刊

の新装版。

6 210.5イ 大石内蔵助の素顔 飯尾　精 1999.01 新人物往来社

主家の崩壊、城明け渡しという危機管理を見事に処理し、三百

人の藩士のリストラにもめげず、四十七士を統率して吉良邸討
ち入りを果たした大石内蔵助の素顔を、赤穂・大石神社の宮司

である著者が明らかにする。

7 210.5イ 忠臣蔵
時代を動かした男た
ち

飯尾　精 2002.10
神戸新聞総合
出版センター

赤穂義士、討入りから300年。大石内蔵助ら四十七士、浅野内

匠頭、吉良上野介、徳川綱吉…時代を前へ押し進めた「赤穂事
件」に関わった男たちの、個性あふれる人間像を描く。

8 210.0イ 忠臣蔵夜咄
池宮　彰一
郎

2002.11 角川書店

浅野内匠頭が吉良を斬りつけた本当の場所とは。吉良を悪人に

仕立てた大石の情報戦略。討ち入りの費用はどこから捻出した
のか-。「四十七人の刺客」で新たな忠臣蔵像を打ち出した著者

が、新しい視点で忠臣蔵を見なおす。

9 210.5イ 天皇の四十七士 元禄忠臣蔵の真実 泉　秀樹 1998.09 立風書房

赤穂浪士の敵討ちは国民的美談として今に伝わる。しかし、こ
の事件には大きな政治的背景があり、物語のむこうに思いもよ
らぬ人物の存在が浮かび上がってきた…。事件を考証し、新た

な四十七士の物語を提示する。

10 210.5イ 忠臣蔵百科 泉　秀樹 1998.11 講談社
いつの時代も日本人の心を熱くとらえ、映画、テレビ、舞台で

親しまれた元禄赤穂事件。未発表資料と初公開の図版、平明な

文章で事件の全体像をわかりやすく面白く描き出す。

11 210.5キ 忠臣蔵 図解雑学 菊地　明 2002.11 ナツメ社

300年という時を経てもなお、多くの人々に親しまれている忠
臣蔵。刃傷事件に至るまでの内匠頭と上野介の反目、吉良邸に

討ち入るまでの浪士たちの苦労などを史実をもとに図版を多く

使用してわかりやすく解説。

12 210.5ゲ
元禄時代がわか
る。

アエラムック　45 1998.12 朝日新聞社

武士社会に拮抗するようにたち現れた町人社会の影響で幕藩体

制が大きな転換期を迎えた元禄時代。政治、経済、町人文化、

社会、さらに「赤穂浪士」まで、元禄時代をさまざまな角度か

ら読み解く。
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特別図書展示　「忠臣蔵」関連図書一覧 展示期間　令和 4年11月22日(火)～12月21日(水)

No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

13 210.5ゲ
元禄忠臣蔵知れば
知るほど

1998.12 実業之日本社
浅野内匠頭はなぜ松之廊下で吉良上野介の刃傷におよんだの

か。日本人の体のなかに遺伝子として組み込まれている「忠臣

蔵」から、赤穂四十七士の〈義〉にもとづく生き方を学ぶ。

14 210.5ズ 図説忠臣蔵 1998.10 河出書房新社
日本人にとって不滅のテーマである忠臣蔵は、なぜこれほど

人々の心に訴えかけてくるのか。赤穂義士事件、赤穂四十七士
列伝、文学・芸能に与えた影響などについて詳細に解説する。

15 210.5ゼ
ゼロからわかる忠
臣蔵

<忠臣蔵を知る><
忠臣蔵の舞台を歩く
><忠臣蔵を極める
>

2012.12

学研パブリッ
シング／学研
マーケティン
グ

300年を超え、いまなお語り継がれる「元禄赤穂事件」。日本

人のDNAに深く刻印されたこの歴史的事件のことを、さまざま

な角度から紹介。本所・吉良邸から泉岳寺へ至る、凱旋の道も

徹底ガイドする。

16 210.5ソ なぞ解き忠臣蔵 祖田　浩一 1998.09 東京堂出版

赤穂藩は何人ぐらいの藩士を抱えていたか？　浪士の往来は自

由にできたか？　討ち入りは事前に漏れていたか？　江戸のど
の辺に潜伏していたのか？　数々の謎を解きながら、史実とし

ての忠臣蔵に迫る。

17 210.5チ 忠臣蔵大全
歴史ものしり事典
実録

1998.12 主婦と生活社

映画に、小説に、ＴＶドラマにと、何度も採り上げられている

忠臣蔵だが、「忠義」の概念を離れてみると、思いがけず新し

いテーマが浮かび上がってくる。史実と外伝から赤穂事件の虚

実を徹底検証する。

18 210.5チ
「忠臣蔵」なるほ
ど百話

ＮＨＫ大河ドラマの
人物像がよくわか
る！

1998.12
大衆文学研究
会

作家・文芸評論家が十人十話で「忠臣蔵」を徹底解剖！　史実

と虚説が渾然一体となったおもしろさで読者を魅きつける魅力
にあふれた、１９９９年度ＮＨＫ大河ドラマ「元禄繚乱」が百

倍楽しめるガイド本。

19 210.5タ 浄瑠璃坂の討入り 忠臣蔵への道
竹田　真砂
子

1999.03 集英社

事件は、忠臣蔵の30年前、市ケ谷・浄瑠璃坂で起こった。討

入ったのは42名の浪士、討たれたのは10数名…。この事件が赤

穂浪士の吉良邸討入りに与えた影響についても含め、その全貌
を子細に論ずる。

20 210.5タ
赤穂浪士と吉良邸
討入り

人をあるく 谷口　眞子 2013.1 吉川弘文館

「忠臣蔵」として語り継がれてきた赤穂事件。吉良邸に討ち

入った四十七士と、思いがけない人生を歩むことになった、親
族や関係者のその後とは。今も残る討入りの舞台を巡り、日本

人を魅了する事件の真相に迫る。

21 210.5ツ 内蔵助、蜩の構え 津名　道代 2002.09 海鳴社
赤穂浪士討ち入りから300年。当時も賛否両論の特異なこの事

件、大石内蔵助を駆り立てたものは何か。それは日本史の底流
に渦巻く情念に深く関係しているのであった。

22 210.5ド 赤穂落城
元禄の倒産とその始
末

童門　冬二 1999.08 経済界
倒産企業の後始末整理人・大石内蔵助の生き方は、赤穂失業武

士の名を末代まで残した。大石内蔵助に学ぶ倒産（逆境）の人

間学。

23 210.5ナ 金銀忠臣蔵 仇討ちの収支決算 中江　克己 1998.12 太陽企画出版
浅野・吉良家や幕府、大名の財政状況は？　刃傷から討ち入り

までの費用、武士の給料、物価はいったいどれくらいだったの
か？　忠臣蔵の経済がわかる本。

24 210.5ナ
元禄四十七士の光
と影

最新一級資料から読
み解く三百年後の真
実

中島　康夫 1999.10 青春出版社
三百年にわたり日本人に愛され続けてきた赤穂義士たちの真実

の姿を、一級資料の中から選んだ逸話の数々で紹介。98年刊

「「忠臣蔵」の謎学」の改題改訂。
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No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

25 210.5ナ

なるほど元禄忠臣
蔵完全ガイドブッ
ク

ビッグマンスペシャ
ル

1998.12 世界文化社

１２月１４日の吉良邸討入り日を前に、元禄の赤穂浪士仇討ち

事件を完全ガイド。事件の全容、四十七士の人物、年表、赤穂

城復元模型、写真紀行、読書案内、当時の世相ファイル、忠臣

蔵Ｑ＆Ａ他盛り沢山の内容。

26 210.5バ 爆笑問題の忠臣蔵 爆笑問題 2011.12 幻冬舎

時代を超えて映像化や翻案され続ける「忠臣蔵」。物語の面白

さと醍醐味のすべてが盛り込まれているとされるその秘密に、

おおひなたごう渾身の一コママンガとともに爆笑問題が挑む。
サイト『タイタンハッピー』掲載を単行本化。

27 210.5ヤ 忠臣蔵の男たち
現代語訳『赤穂義士
伝一夕話』

山崎　美成 1999.11 展望社
突如起こった組織の危機に、男たちはそれぞれどう立ち向かっ

たか。江戸在野の国学者・山崎美成が1853年に出版して評判に

なった「赤穂義士伝一夕話」を現代語訳で。

28 210.5ヤ
知識ゼロからの忠
臣蔵入門

山本　博文 2014.11 幻冬舎

ギリギリだった討ち入りの軍資金。借金してでも討ち入りを果

たす! リアル切腹から大石内蔵助の収支決算書まで、日本人な
ら誰でも知っている赤穂事件の、誰も知らなかった裏事情を漫

画や図を交えて解説する。

29 289オ 大石内蔵助 赤穂四十七士 西本　鶏介 1998.11 講談社

戦いのない華やかな元禄時代に起きた、赤穂浪士の討ち入り事

件。浪士たちを導いた大石内蔵助とはどんな人物か？　その一

生と事件の真相を描く。９２年刊「大石良雄（大石内蔵助）」

の改題。

30 289オ 大石内蔵助
コミック版日本の歴
史　43

静霞　薫／
原作
藤科　遙市
／作画

2014.1 ポプラ社

赤穂浪士を率いて主君・浅野内匠頭の無念を晴らした「忠臣

蔵」の主役・大石内蔵助の人生を、マンガでわかりやすく描
く。解説、豆知識、年表なども収録。

31 383.8ニ
忠臣蔵と江戸の食
べもの話

西　まさる 2012.11 新葉館出版

元禄赤穂事件当日の勅使饗応料理の献立、内匠頭と上野介の最

期の食事、討ち入り時の火事装束の真実、遊郭や遊女の事情

…。忠臣蔵と江戸にまつわるうんちくを、入口修三、早川由美
との鼎談を交えて紹介。

32 726.1ニ
マンガ日本の歴史
３２

忠臣蔵と生類憐み
石ノ森　章
太郎

1992.06 中央公論社

「犬公方」綱吉の、力による刷新により、屈折した戦国の遺風

「かぶき者」が一掃された元禄時代に赤穂浪士の仇討ちが起
る。一方、井原西鶴の草子、近松門左衛門が戯曲を書いた人形

浄瑠璃や歌舞伎、松尾芭蕉の俳諧など町人文化が花開く。

33 726.5ア
繪本仮名手本忠臣
蔵

安野　光雅 2010.1 朝日新聞出版

歌舞伎の定番「仮名手本忠臣蔵」。「兜改め」から「討入り」
まで、大星由良之助、塩冶判官、おかる・勘平らが織りなす31
の名場面と、建て替え前の歌舞伎座全景画をオールカラーで収

録。

34 748ハ 元禄の夢跡
歴史写真紀行　林義
勝写真集

林　義勝 1999.10 日本写真企画

赤穂、吉良町、京都、東京、諏訪など「忠臣蔵」ゆかりの地を

物語の順に訪ね、風景・文物などを鮮やかに切りとった写真

集。日本人特有の感性や美意識によって伝承されてきた元禄の

夢跡、歴史の息づかいを伝える。

35 774タ

知っておきたい日
本の古典芸能 忠臣
蔵

瀧口　雅仁 2019.10 丸善出版

日本を代表する芸能「歌舞伎」「講談」で取り上げられてきた
物語「忠臣蔵」。実際に起こった事件軸に、人々の心を巧みに

描き、長く日本人に愛されてきた名作を収録。作品・用語解説

も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

36 774.0セ 芸づくし忠臣蔵 関　容子 1999.06 文芸春秋

歌舞伎にとって重要な演目であり、役者が成長して行く過程に

も深いつながりを持つ芝居・忠臣蔵。この名作を題材に古今の

名優が明かす芸の秘密、歌舞伎の神髄、抱腹のエピソード。歌

舞伎をより面白く見るための一冊。
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No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

37 778.2ゲ 元禄繚乱　前編
NHK大河ドラマ・
ストーリー

1998.12 NHK出版

爛熟する文化の花開く元禄時代。百花繚乱のごとく咲き乱れる

人物模様を絡めて「忠臣蔵」を描く1999年のNHK大河ドラマ

「元禄繚乱」。ストーリーや配役、名場面、物語の背景などを

紹介する。

38 778.2ゲ 元禄繚乱　後編
NHK大河ドラマ・
ストーリー

1998.12 NHK出版

元禄の世を舞台に、百花繚乱のごとく咲き乱れる人物模様を絡

めて「忠臣蔵」を描く、1999年のNHK大河ドラマ「元禄繚

乱」。後編は刃傷松の廊下事件以後のストーリーや出演者のイ
ンタビュー等を紹介。

39 912イ 仮名手本忠臣蔵
ストーリーで楽しむ
日本の古典　18

石崎　洋司 2017 岩崎書店

江戸時代に起きた事件・赤穂浪士の討ち入りをもとに、時代を

室町時代に動かして歌舞伎の中で演じられた、史上最強のさむ

らい活劇「仮名手本忠臣蔵」の内容をやさしく伝える。古典の

入門書に最適。

40 912カ 仮名手本忠臣蔵
竹田　出雲
／[ほか]

2012.1 偕成社

赤穂浪士の事件を基にした芝居「仮名手本忠臣蔵」を物語の主

人公お軽がざっくばらんに語り、ネコ一座が演じます! 文楽・
歌舞伎の名作をストーリーもエピソードも、おもしろさも原作

そのままに、わかりやすく翻案して収録。

41 912カ 仮名手本忠臣蔵
橋本治・岡田嘉夫の
歌舞伎絵巻　1

橋本　治／
文　岡田
嘉夫／絵

2003.10 ポプラ社

忠臣蔵は日本でいちばん有名な物語のひとつ。しかし、その原

作である「仮名手本忠臣蔵」の内容はあまり知られていない。

橋本治と岡田嘉夫が仮名手本忠臣蔵の世界を忠実に描き出す。

歌舞伎作品を絵本に再現するシリーズ第1弾。

42 913サ 元禄の雪 白狐魔記　[6]

斉藤　洋／
作　高畠
純／画

2012.11 偕成社

江戸城に忍びこんだ白狐魔丸は、吉良に斬りつけた浅野をとっ

さに止める。しかし、事態は思わぬ方向へむかい…。白駒山の
仙人の弟子として修行したのち、人間に化けることが可能に

なった狐、白狐魔丸の人間探求の物語。

43 913.6ア いさご波 安住　洋子 2009.10 新潮社

お家断絶に見舞われ、藤野親子は江戸を目指した。艱難辛苦の

末、息子の代に前橋で仕官は叶ったが-。主君を失った赤穂浅野

家と三田九鬼家に生きた武家の哀歓と家族の情愛を描く。『小
説新潮』掲載を単行本化。

44 913.6ア 仕合証文 忠臣蔵外伝 安部　譲二 1996.03 有楽出版社

討入りの後詰めの任を負った、大野九郎兵衛親子の悲劇をはじ

め、忠臣蔵の影の犠牲者を描く異色作。武士の本懐とは？　忠
義とは？　著者の独自の鋭い眼で、華やかな討入りの陰部を浮

き彫りにする。

45 913.6イ 四十七人の刺客
池宮　彰一
郎

1992.09 新潮社
謀略につぐ謀略、士道をかけての対決、壮絶な討入忠臣蔵の世
界を、真正面から、全く新しく描く画期的作品。

46 913.6イ 四十七人目の浪士
池宮　彰一
郎

1994.07 新潮社
吉良邸討入四十七士の中でただ一人生き残った寺坂吉右衛門の

熾烈な後半生を描く。

47 913.6イ
その日の吉良上野
介

池宮　彰一
郎

1996.03 新潮社

３００年来の謎を解き明かす表題作をはじめ、忠臣蔵小説の第
一人者が描く、赤穂方・吉良方それぞれの人間模様。浅野内匠

頭刃傷の真因が、いまこそ明かされる。忠臣蔵傑作短編集五

篇。

48 913.6イ 樹の上の忠臣蔵 石黒　耀 2007.12 講談社

赤穂四十七士の吉良邸討ち入りは、幕府の策謀だった!? 逆臣と

蔑まれた48番目の浪士が、徳川幕府に蹂躙された全ての人びと

の仇を討つため立ち上がる! 誰も語らなかった「忠臣蔵」の謎

に迫るクライシスノベル。
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特別図書展示　「忠臣蔵」関連図書一覧 展示期間　令和 4年11月22日(火)～12月21日(水)

No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

49 913.6イ いとまの雪　上
新説忠臣蔵・ひとり
の家老の生涯

伊集院　静 2020.1 KADOKAWA

大坂夏の陣から70年。家老・大石良雄は、赤穂藩主・浅野内匠

頭の清らかな心に惹かれながらも、危うさを感じ取り…。日本

史上最も有名な復讐劇を独自の視点で描く。『京都新聞』ほか

掲載を加筆し単行本化。

50 913.6イ いとまの雪　下
新説忠臣蔵・ひとり
の家老の生涯

伊集院　静 2020.1 KADOKAWA

江戸城・松の廊下で刀傷沙汰を起こし、即日切腹の裁定が下さ

れた赤穂藩主・浅野内匠頭。復讐の時を待つ家老・大石良雄。

その黒幕は…。日本史上最も有名な復讐劇を独自の視点で描
く。『京都新聞』ほか掲載を加筆し単行本化。

51 913.6イ 不忠臣蔵
井上　ひさ
し

1985.12 集英社

名作復活!時は元禄15年師走。両国の吉良邸に討ち入った赤穂

浪士47人。しかし、襲撃に参加しなかった藩士たちにもドラマ

が…。厳密な考証に裏打ちされた奔放な想像力で描く傑作歴史

小説。第20回吉川英治文学賞受賞作。

52 913.6ウ 富子すきすき
宇江佐　真
理

2009.03 講談社

世間は吉良上野介をますます悪者にしていく。「富子、すきす

き」と言ってくれる優しい夫だったのに…。還暦を過ぎた富子
が「松の廊下」一件以来の日々を振り返る表題作など、一途に

想う江戸の女たちを描いた短編全6作品を収録。

53 913.6オ 人斬り忠臣蔵 押川　国秋 2002.08 幻冬舎
赤穂藩随一の剣士・中村市之助は、仇討ちを謀る大石内蔵助ら

四十七士と対峙、修羅の剣をひた走る! 四十八人目の志士を巧
みに描き、予想外の真実をあぶりだす時代小説。

54 913.6カ みちのく忠臣蔵 梶　よう子 2009.06 文藝春秋
旗本の嫡男・神木光一郎は、盛岡出身の剣豪・相馬大作と親交
を深めるうち、大藩の存亡にかかわる真実を知ることとなるが

…。主への忠義と己の信義を貫く武士の姿を描く。

55 913.6カ 大石内蔵助 忠臣蔵本伝 加野　厚志 1998 KSS出版
リストラ浪士を束ねて本懐を果たした昼行灯とは、いかなる人

物だったのか？　エロスとバイオレンスが綾なす討入りの真実
を描いた、書き下ろし本格時代劇。

56 913.6ガ 吉良の言い分　上 真説・元禄忠臣蔵 岳　真也 1998.09 KSS出版

吉良上野介は、温厚にして聡明な名君として領地の民からも慕

われていた。浅野内匠頭との争いは、柳沢吉保の陰謀による
でっちあげであって、吉良に落ち度はなかったのではないか…?

新たな視点から描く忠臣蔵。

57 913.6ガ 吉良の言い分　下 真説・元禄忠臣蔵 岳　真也 1998.09 KSS出版

大石内蔵助らによる討ち入りは、実のところ押し込み強盗と変
わらない。13歳の茶坊主を始め、多くの者が惨殺された。本当
の正義はどちらにあったのか? 長く悪役とされてきた吉良の、

知られざる一面を描く。

58 913.6ガ
定本吉良の言い分
上

真説・忠臣蔵 岳　真也 2018.09
天夢人／山と
谷社

松の大廊下での刃傷沙汰は、浅野内匠頭の乱心によるものだっ

た。吉良上野介は赤穂勢にうらまれる理由などなかったのであ

る。じつはそこには柳沢吉保の陰謀があった-。仇役の吉良の側

から描いた、新たな視点の「忠臣蔵」。

59 913.6ガ
定本吉良の言い分
下

真説・忠臣蔵 岳　真也 2018.09
天夢人／山と
谷社

温厚で聡明な名君である吉良上野介は、赤穂浪士の手にかかっ
て殺されたのではない。不名誉を嫌い、周到に準備された秘策

によってみずから生命を絶った-。仇役の吉良の側から描いた、

新たな視点の「忠臣蔵」。

60 913.6カ 謎手本忠臣蔵　上 加藤　廣 2008.10 新潮社
その朝、勅使の登城はなぜ早められたのか。浅野内匠頭の「遺

恨」とは何だったのか。将軍側近・柳沢吉保は真相を探る…。

元禄赤穂事件の謎を解き明かす国民文学・忠臣蔵の決定版。
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特別図書展示　「忠臣蔵」関連図書一覧 展示期間　令和 4年11月22日(火)～12月21日(水)

No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

61 913.6カ 謎手本忠臣蔵　下 加藤　廣 2008.10 新潮社
吉良を消すのだ、赤穂の浪士たちを使ってな-。逸る家臣、沸き

立つ世論、焦る将軍、不気味な朝廷、深謀を巡らす大石内蔵助

…。熾烈極まる情報戦を、幕閣は生き延びることができるのか?

62 913.6カ 斬恨の剣 仇討ち異聞 神室　磐司 2010.03

学研パブリッ
シング／学研
マーケティン
グ

幼馴染みと共に恩師を討つ旅に出た研次郎。奇しくも巷では、

赤穂浪士による吉良邸討ち入り事件が起こり、研次郎の仇討ち

は赤穂浪士たちと奇妙に絡み合うことに…。不条理な仇討ち
に、己を問い続ける若き剣士を描く。

63 913.6キ 赤穂騒動影の軍師
木村
【シュン】
也

1996.05 叢文社

赤穂浪士の吉良邸討ち入りの陰には、多くの協力者の働きが

あった。良雄の同族、津軽藩士大石郷右衛門とその藩主、上杉

家の家臣千坂兵部、そして悪名を背負いながら討ち入りの軍資

金を作った大野九郎兵衛らの生きざまを描く。

64 913.6ク
タイムスリップ忠
臣蔵

鯨　統一郎 2009.11 講談社

22世紀、ヒトはお犬様にお仕えしていた。昔々、「生類憐みの

令」の推進派・吉良上野介が天寿を全うしたため、悪法が400
年以上続いてしまっていたのだ。人類の有志は赤穂浪士に仇を

討たせるべく、江戸時代へと向かう!

65 913.6ケ 決戦!忠臣蔵 葉室　麟 2017.03 講談社

元禄15年12月14日。粉雪舞う夜更け、47人の浪人が、ひとり

の老人の首を落とし、勝鬨を上げた。死を賭して立てる、武士

の一分-。夢枕獏、梶よう子、山本一力ら名手7人が「忠臣蔵」

を描く。「決戦!」シリーズ第6弾。

66 913.6サ 峠の群像　上 堺屋　太一 1981.11
日本放送出版
協会

綿密な取材と調査によって、日本人にとって「忠臣蔵」はどん

な意味があるのかを圧倒的なリアリティで描き出した、堺屋太
一歴史小説の代表作。

ＮＨＫ大河ドラマ原作。

67 913.6サ 峠の群像　中 堺屋　太一 1982.02
日本放送出版
協会

綿密な取材と調査によって、日本人にとって「忠臣蔵」はどん

な意味があるのかを圧倒的なリアリティで描き出した、堺屋太

一歴史小説の代表作。
ＮＨＫ大河ドラマ原作。

68 913.6サ 峠の群像　下 堺屋　太一 1982.06
日本放送出版
協会

綿密な取材と調査によって、日本人にとって「忠臣蔵」はどん

な意味があるのかを圧倒的なリアリティで描き出した、堺屋太
一歴史小説の代表作。

ＮＨＫ大河ドラマ原作。

69 913.6サ 義士切腹 忠臣蔵の姫阿久利
佐々木　裕
一

2021.04 小学館

浅野内匠頭が吉良上野介へ刃傷に及び、改易となった播磨赤穂
藩。夫・内匠頭の遺言もあって、忠死を望まない阿久利(瑤泉
院)は、浪士らを思いとどまらせるべく、将軍・綱吉の生母・桂

昌院へ御家再興の嘆願をはじめるが…。

70 913.6サ 忠臣蔵の女たち 佐竹　申伍 1981.02 光風社出版

瑤泉院をはじめとして元禄快挙の陰の世界を、その妻たち母た

ちがいかに生き、死んで行ったか、その苦衷を描く書き下ろし

作品。華々しい忠臣蔵のすべてを女の眼でみつめる「峠の群

像」女性版。

71 913.6サ 忠臣蔵悲恋記
沢田　ふじ
子

1986.12 講談社

京都留守居役小野寺十内の妻・丹は、四十七士切腹の悲報をう
け、１７歳の日からともに歌を愛し、いつくしみ合ってきた夫

の残り香を抱きしめ、ただただ後世の月を想い描いていた。

「後世の月小野寺十内の妻」―ほか珠玉の３篇を収録。

72 913.6シ 上野介の忠臣蔵 清水　義範 1999.02 文芸春秋

清水一学の中で「大石内蔵助」という名前が、次第に大きく

なっていく。どんな顔の男なのかも知らないのに、おかしな話

だ…。吉良家小姓、好漢・清水一学が恋を捨て赤穂浪士に立ち

向かう。討たれる側から見た元禄忠臣蔵。

6



特別図書展示　「忠臣蔵」関連図書一覧 展示期間　令和 4年11月22日(火)～12月21日(水)

No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

73 913.6ス 美男忠臣蔵
鈴木　輝一
郎

1997.11 講談社

元禄の世、松の廊下の刃傷沙汰から始まった事件は、やがて幕

閣を危機に陥れる仇討へと発展していく。処罰か、忠孝を讃え

るか、綱吉・柳沢吉保・大石父子・堀部安兵衛らのもう一つの

戦いを描く、新視点の忠臣蔵。

74 913.6タ 白春
竹田　真砂
子

2002.12 集英社

忠義を貫き、切腹するのが武士の一分なら、遺された者の一分

とは…。江戸城中での刃傷事件! ただちに赤穂に向かう京留守

居役・小野寺十内と妻女・丹。吉良邸討入りから三百年、二人
の日々を通して描く忠臣蔵。書き下ろし。

75 913.6タ
堀部安兵衛の忠臣
蔵

立石　優 1998.11 学陽書房

主君のうらみは必ずや晴らす。上方と江戸に別れくすぶる浪士

たちを、江戸のリーダーとしてまとめていった安兵衛の一途な

義心が、ついに慎重派・内蔵助を立ち上がらせた。歴史の奥へ

分け入る長編小説。

76 913.6タ
チュウは忠臣蔵の
チュウ

田中　啓文 2008.09 文藝春秋

討ち入りはほんとうに義挙だったのか? そこには封印された奇

想天外な陰謀が存在した! 四十七士に吉良上野介、水戸黄門ま
で加わっての元禄バトルロワイヤル。斬新な視点で忠臣蔵を読

み替えた物語。

77 913.6ツ つか版・忠臣蔵
つか　こう
へい

1982.11 角川書店

赤穂浪士47人が後世、〈忠臣四十七士〉と評価されたのは、宝
井其角の尽力あってこそであった。その其角を支えていたの

は、近松門左衛門への烈しいライバル意識と、「泣き女」志乃

への抑えきれない恋情であった。へっぴり腰の浪人どもを、み

ごと腹かっさばかせた男・其角を通して描く、これぞ「忠臣蔵
の真相」！

78 913.6ド 真説・赤穂事件 童門　冬二 1998.11
日本放送出版
協会

ワイロ政治が横行した元禄期。平時は浅野に疎んじられた武官

の大石内蔵助が、内匠頭切腹により時代の必然から前代未聞の
軍事行動に踏み切った。吉良・上杉側の視点も援用しつつ「忠

臣蔵」の全体像を描く。

79 913.6ド 身代わり忠臣蔵 土橋　章宏 2018.02 幻冬舎

江戸城松の廊下で、浅野内匠頭に斬りつけられた吉良上野介。

吉良は額と背中を斬られただけで一命を取り留めたはずだっ

た。しかし…。替え玉人生の極楽と地獄を描いた<異聞>忠臣
蔵。『小説幻冬』連載を単行本化。

80 913.6ナ 元禄繚乱　上 中島　丈博 1998.12
日本放送出版
協会

町人文化が華開いた元禄時代は将軍綱吉の専制のもと、賄賂政

治が横行していた。そして起こった赤穂事件－。事件前史、将
軍から町人まで百花繚乱の人間模様を通し、殿中刃傷の原因を

掘り起こす。９９年ＮＨＫ大河ドラマ小説。

81 913.6ナ 元禄繚乱　中 中島　丈博 1999.04
日本放送出版
協会

「武士の忠義」の時代は過ぎていた。内匠頭殿中刃傷から城明
け渡しへ、赤穂は風雲急を告げる。苦悩する大石内蔵助。柳沢
吉保の見果てぬ野望。戦慄する吉良上野介。将軍綱吉の落胤を

巡るもうひとつの仇討ちは成就するのか…。

82 913.6ナ 元禄繚乱　下 中島　丈博 1999.09
日本放送出版
協会

お家再興の道は断たれ、大石内蔵助はついに立ち上がった。公

儀への異議申し立てを掲げて、四十七士が江戸を駆ける。将軍

綱吉から紀伊国屋文左衛門まで。元禄のすべての人々を巻き込

んだ運命１２月１４日…。

83 913.6ナ とがなくて死す 忠臣蔵秘伝
中野　圭一
郎

2002.12
有楽出版社／
実業之日本社

松の廊下の刃傷は仕組まれていた-。これまでの伝説をくつがえ

し、徳川幕府と赤穂藩の対決を雄大に描く、新しい忠臣蔵小説
の誕生。

84 913.6ナ 和算忠臣蔵 鳴海　風 2001.12 小学館

暦作りを巡る秘法・利権に対立する朝廷と幕閣。両者の綱引き

の手駒として利用された吉良、浅野。権力者の思惑に引き裂か

れる和算への情熱、武士の意地、恋の行方-。華麗な元禄を駆け

抜ける青春像。

7
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No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

85 913.6ナ 元禄太平記　前編 南条　範夫 1975
日本放送出版
協会

元禄、五代将軍綱吉の治世、その寵を一身に集め出世の階段を
駆けのぼった人物がいた。その名を柳沢保明。その頃、恒例の

勅使参向で保明は勅使御馳走役に浅野内匠頭長矩を任じた。高

家筆頭吉良上野介、保明、長矩と運命の糸は交わり、浅野家の

悲劇は始まる。

86 913.6ナ 元禄太平記　後編 南条　範夫 1975
日本放送出版
協会

元禄、五代将軍綱吉の治世、その寵を一身に集め出世の階段を

駆けのぼった人物がいた。その名を柳沢保明。その頃、恒例の

勅使参向で保明は勅使御馳走役に浅野内匠頭長矩を任じた。高
家筆頭吉良上野介、保明、長矩と運命の糸は交わり、浅野家の

悲劇は始まる。

87 913.6二 元禄十五年の亡霊 西村　望 1994.12 徳間書店
大石内蔵助を中心とする赤穂の浪士たち、忠臣の美名に死ぬも

の、逆臣の汚名に生きたもの…。爛熟の江戸に表裏をわけた男

と女の情念を濃密に描く意欲作。

88 913.6ニ
義士の群れ　巻の
１

忠臣蔵銘々伝 西村　望 1995.01 広済堂出版

風のように火のように水のように、それぞれの人生に自ら幕を

ひいていった男たち、不破数右衛門、神崎与五郎、矢頭右衛門
七、堀部弥兵衛ら８人の忠臣蔵の義士を描いた、入魂の時代巨

篇。

89 913.6ノ 元禄五芒星 野口　武彦 2019.03 講談社

元禄から宝永は経済バブルの崩壊と災害が表裏の時代だった。

漠然とした不安と鬱屈が世を覆うとき、人々はいかに生きた

か。「チカラ伝説」「算法忠臣蔵」など、人生の様々な姿が浮

かび上がる魔術的な時空間を描く全5篇を収録。

90 913.6ノ なにわ忠臣蔵伝説 乗峯　栄一 1998.09 朝日新聞社

「忠臣蔵」一筋を頑なに貫く大阪の講釈師・天神斎一門の怪し

げな芸人たちが、己の人生を赤穂浪士に仮託する、ギャグあ
り、ペーソスありの爆笑エンタテインメント。第９回朝日新人

文学賞受賞作。

91 913.6ハ 女たちの忠臣蔵 東芝日曜劇場名作集
橋田　寿賀
子

1993.1
ラインブック
ス

「東芝日曜劇場」の脚本作品を小説化。元禄１５年、吉良邸に

討ち入り亡君の恨みを果たした赤穂浪士。その陰には、彼らを

支えるために青春を捧げ、己を捨て、愛する人を見送らねばな
らなかった、女たちの涙があった。

92 913.6ハ 花や散るらん 葉室　麟 2009.11 文藝春秋

京で暮らしていた雨宮蔵人と咲弥は、幕府と朝廷の暗闘に関与

し、やがて赤穂・浅野家の仇討ちに呑み込まれる。2人の運命
は如何に…。雅と武、西の朝廷と東の幕府の戦いを描く、新し

い忠臣蔵物語。

93 913.6ハ がえん忠臣蔵 羽山　信樹 1996.04 講談社

赤穂浪人４６人切腹の当日、新六は間新六から「たでん坊の
新」に立ち戻り死んでいった。大石内蔵助はついにこの男の断
念を知ることはなかった…。破格の侍の愛と心奥を鮮やかに描

く。

94 913.6ヒ 忠臣蔵心中 火坂　雅志 1999.03 講談社
かの近松門左衛門と堀部安兵衛は実の兄弟! たぐい稀れな発想

から近松、安兵衛、大石内蔵助、さらに釣りの殿様津軽采女ら

を描き、元禄の世の人間ドラマをみつめた長篇小説。

95 913.6フ
新・忠臣蔵　第１
巻

舟橋　聖一 1998.03 文芸春秋

忠臣蔵のスタンダードとして親しまれてきた舟橋聖一による
「新・忠臣蔵」。第１巻は将軍綱吉の就任から浅野内匠頭刃

傷・切腹、赤穂大評定までを描く。９９年ＮＨＫ大河ドラマ原

作。毎日新聞社　昭和３２〜３６年刊の再刊。

96 913.7フ
新・忠臣蔵　第２
巻

舟橋　聖一 1998.03 文芸春秋

無事に城明け渡しを成し遂げた内蔵助に、血気の浪士たちは一

日も早い復讐を迫る。しかし考えた内蔵助は…。９９年ＮＨＫ

大河ドラマ原作に選ばれた舟橋聖一による決定版・忠臣蔵。毎

日新聞社　昭和３２〜３６年刊の再刊。
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No. 分類 書名 副題／叢書名 著者 出版年 出版社 内容

97 913.8フ
新・忠臣蔵　第３
巻

舟橋　聖一 1998.03 文芸春秋

同志との会合を重ねる内蔵助は、いよいよ江戸へ向かう。一方

江戸では、吉良邸襲撃に向け、浪士たちが着々と準備を進めて

いた…。９９年ＮＨＫ大河ドラマ原作。毎日新聞社　昭和３２

〜３６年刊の再刊。

98 913.9フ
新・忠臣蔵　第４
巻

舟橋　聖一 1998.03 文芸春秋
機は熟した。討入り決行、その後の浪士たちの運命。元禄時代

が鮮やかに蘇る、舟橋聖一版忠臣蔵の完結編。９９年ＮＨＫ大
河ドラマ原作。毎日新聞社　昭和３２〜３６年刊の再刊。

99 913.6ム 大野郡右衛門 「赤穂浪士」外伝 宗方　翔 2001.12 作品社

一夜にして路頭に迷う五万三千石の藩士と家族たち。忠孝の狭

間で腹を切る萱野三平、遊女との心中に走る橋本平左衛門。堀

部安兵衛の親友にして夜逃げ家老=大野九郎兵衛の息子が見た

「浪士」たちの真実。

100 913.6モ 真説忠臣蔵 森村　誠一 1983.04 新潮社

『悪道』へと連なる森村時代小説の出発点！将軍綱吉の面に取

り憑いた赤穂浪士の怨念、一晩留守にした吉良家の用心棒、大
石に控え組とさせられた忠臣。著者が時代小説へと踏み出す契

機となった忠臣蔵異聞。

101 913.6モ 忠臣蔵　上 森村　誠一 1986.10 朝日新聞社

許せ。それは内匠頭が告げた訣別の呟きであった。殿中松の廊

下、内匠頭は愛しい者や愛する古里すべてを備前長船一尺七寸

の業物にかけて捨て去った。「上野介、待て！」―構想十余

年、著者の忠臣蔵は絢爛たる人間蔵ドラマとして描かれた。

102 913.6モ 忠臣蔵　下 森村　誠一 1986.10 朝日新聞社

「我ら亡君のお怨みを散ぜんために推参仕った」屋内斬り込み

隊はすでに庭の雪を蹴たてて走り出している。十二月十四日寅
の上刻、まさに血戦の火蓋は切られようとしていた―五代将軍

派対六代将軍派。二大権力闘争の視座から著した国民ロマン。

103 913.6モ 吉良忠臣蔵　上 森村　誠一 1988.11 角川書店

刃傷沙汰のはるか前、事件を導く罠は静かに張り巡らされてい

た−。将軍綱吉の側用人・柳沢吉保、上杉家の江戸家老・色部

又四郎、赤穂藩浅野家の家老・内蔵助。権謀術数が渦巻く、忠
臣蔵の真実とは？ 書き下ろし短編も収録。

104 913.6モ 吉良忠臣蔵　下 森村　誠一 1988.11 角川書店

浅野と吉良の闘いの先に幕府まで狙う大石の下に集まった亡國

の忠臣たちは、吉良邸への討ち入りに向け“武士”の道を邁進
する。一方、悪名高まる吉良家には、主君を護るために命をか

けた家臣団がいた…。書き下ろし短編も収録。

105 913.6モ 犬吉 諸田　玲子 2003.03 文芸春秋
元禄15年12月15日、赤穂浪士が討入りを果たした朝、中野の

御囲いで数万頭の犬と暮らす犬吉は一人の侍と出会う。狂気の
一夜に運命の恋を描く長篇。

106 913.6モ 四十八人目の忠臣 諸田　玲子 2011.10 毎日新聞社

愛する磯貝十郎左衛門と浪士たちのため、討ち入りを陰から助

け、その後、浪士の遺族の赦免、赤穂浅野家再興のため将軍家

に近づいた実在の女性を主人公に描く、新・忠臣蔵。『毎日新

聞』連載を単行本化。

107 914マ
世紀末そして忠臣
蔵

丸谷才一対談集 丸谷　才一 1987.09 立風書房
「忠臣蔵と日本人」「忠臣蔵とは何か」など、なぜ「忠臣蔵」

がこうも日本人の心を打つのかに迫る対談集。

108 915.6ミ
平成お徒歩(かち)日
記

Miyuki Miyabe
Early Collection

宮部　みゆ
き

2008.05 新潮社

あるときは赤穂浪士のたどった道、またあるときは箱根越え。

暑さにも寒さにも締め切りにも負けず、宮部みゆきはひたすら

歩く-。「真夏の忠臣蔵」「関所破りで七曲り」など、面白くて

ためになるエッセイを収録。
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109 918.6イ
完本池波正太郎大
成　１０

おれの足音　幻の城
その男

池波　正太
郎

1999.12 講談社

池波正太郎、中期の代表作3大時代長編！驚愕、喝采！赤穂義

士の討入りまでの大石内蔵助を取巻く人間模様。関東有数の要

害・沼田城の主、万鬼斎の凄絶の運命。直参剣士・杉虎之助の

幕末波瀾の生涯。昭和46年から47年刊行の3大長編を収録。

110 918.6ヨ 吉川英治全集　13
内容:新編忠臣蔵 き
つね雨

吉川　英治 1982.04 講談社

血をみてはならぬ殿中で、浅野内匠頭が吉良上野介めがけて腰

の小刀を一閃したとき、赤穂藩5万3千石は音もなく崩れた。太

守は即日切腹、城は明け渡し。300の藩士とその家族の驚愕と

困惑。それは突如として襲う直下型の激震にも似ていたが、強
烈な余震はまた世人を驚倒させずにはおかなかった。47士の吉

良邸討入りである。

　かつて年末の日本の風物詩の一つに、「忠臣蔵」の上演、上映がありました。
　少し前までは日本人の誰もが知っていた「忠臣蔵」や赤穂浪士ですが、残念ながら最
近の若い方には認知度が低いようです。

　江戸時代には人形浄瑠璃や歌舞伎でおなじみだった「忠臣蔵」は、歴史上では元禄赤
穂事件と呼ばれます。
　赤穂藩主・浅野長矩（あさのながのり）が江戸城松の廊下において、遺恨のため吉良
義央（きらよしひさ）に斬りかかった刃傷事件に始まり、浅野長矩の即日切腹、赤穂藩
お取り潰し。片や吉良にはお咎（とが）めなし。赤穂藩筆頭家老・大石内蔵助（おおい
しくらのすけ）によるお家再興運動とその挫折。そして赤穂47士による吉良邸討ち入
りへと続くおよそ1年9ヵ月にわたる出来事でした。

　このたびの図書展示は、赤穂浪士の吉良邸討入り（1702年12月14日）から320年
が経ち、改めて忠臣蔵の魅力を堪能してもらいたく稚内市立図書館に所蔵している関連
図書111冊（うち児童書6冊）を集めたものです。

　忠臣蔵には、畳替え、烏帽子大紋、垣見五郎兵衛、南部坂の別れなど、ニヤリとする
エピソードや心に染み入るエピソードが満載です。日本人ならば、何度も心を打たれる
でしょう。
　わからない方は入門編を手に取っていただき、わかるわかると同感される方は、本を
通じて語り合い楽しんでいただけたら幸いです。
　

貸出中の図書は予約することができ

ます。

ご希望の方は、カウンターのスタッ

フに声をかけてください。
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