
吉野と主な小説 

吉野（吉野町外の吉野を一部ふくむ）が登場する主な小説（戦後～今日までの間に執筆されたもの）を

ご紹介します。吉野が舞台となっているものから、作中でほんの少しだけ登場するものまで、様々です。

また、ここで挙げていない小説にも吉野が出てくるものはたくさんあります。お近くの図書館などで探さ

れる際の参考としてご利用ください。 

    

ジャンル 主なテーマ 書名 筆者 

歴史小説 

 

飛鳥以前 応神天皇 物語 応神天皇 田中 繁男 

飛鳥～奈良時

代 

古人大兄皇子 青雲の大和 上  八木荘司 

斉明天皇 

 

巫女王 斉明 小石 房子 

改新の女帝 皇極・斉明天皇私伝 田中 富雄 

壬申の乱 

 

かかみ野の土 壬申の乱 赤座 憲久 

橘三千代〈上〉 梓沢 要 

唐衣 梓沢 要 

妖の女帝 持統天皇  阿夫利 千恵 

万葉歴史物語 飛鳥の姫宮 飯塚知多夫 

鷺草 大津皇子とその姉と 池田美由喜 

奈良の残照 池谷 知子 

日本史の反逆者 私説 壬申の乱 井沢 元彦 

額田女王 井上 靖 

花の天武 上野 陵弘 

新羅花苑 壬申の乱 異聞 宇田 伸夫 

皓月 梅前 佐紀子 

名残の飛鳥 吾が妹 持統天皇の悲し

き生涯 

大森 遼 

天風の彩王 黒岩 重吾 

剣は湖都に燃ゆ―壬申の乱秘話 黒岩 重吾 

影刀 壬申の乱ロマン 黒岩 重吾 

天の川の太陽 下 黒岩 重吾 

覇王 不比等 第 2部 あすかの風 黒須 紀一郎 

赤き奔河の如く 倉橋 寛 

鉄の女帝 持統（天照らす持統） 小石 房子 

白鳳の女帝 持統天皇私伝 近藤 精一郎  

飛鳥創世記 斎藤 道一 

日輪の賦 澤田 瞳子 

能楽ものがたり 稚児桜 澤田 瞳子 



炎の女帝 持統天皇 三田 誠広 

虚空の双龍 下 篠崎 紘一 

蘇我の娘の古事記 周防 柳 

天智帝をめぐる七人 杉本 苑子 

皇子謀殺 関 裕二ほか 

壬申の乱 大友皇子の母 藻 里良子 

紫の歌 額田王 高城修三 

大友の皇子東下り 豊田 有恒 

旅する女人 永井 路子 

茜さす 永井 路子 

丹生都比売 梨木 香歩 

明日香物語 野村 貞治 

大海人皇子 壬申の乱と 浜田 けい子 

小説 壬申の乱―星空の帝王 樋口 茂子 

呪力戦記、壬申の乱 藤川 桂介 

宇宙皇子 地上編 1 藤川 桂介等  

敵見たる虎か吼ゆると 三浦 昇 

白鳳の嵐―小説 壬申の乱 町田 俊子 

大海人皇子秘話 真弓 常忠 

炎のように 鳥のように 皆川 博子 

古代からの伝言 壬申の乱 八木 荘司 

女人たちの壬申の乱 横関 朝子 

飛鳥の風 吉田 知子 

筑紫の風 憶良と旅人 吉森 康夫  

美濃路燃ゆ 小説壬申の乱 渡辺 孝  

吉野の盟約 天紙風筆 赤瀬川 隼 

大津皇子 生方 たつゑ 

小説 大津皇子 二上山と弟と 上島 秀友 

天翔る白日 小説大津皇子 黒岩 重吾 

白鳳の挽歌 天武天皇の後裔たち 夏山 重子 

朱鳥の陵 坂東 眞砂子 

大津皇子 町田 俊子 

白鳳の絶唱 大津皇子の生涯 山路 麻芸 

役行者 オヅヌ 麻乃いくこ 

役小角仙道剣 黒岩 重吾 

外伝 役行者 夜叉と行者 黒須 紀一郎 

続・役小角 神の王国 黒須 紀一郎 

役小角 異界の人々 黒須 紀一郎 



役小角、憑依す 藤川 桂介 

神変 役小角絵巻 山本 兼一 

七人の役小角 夢枕 獏ほか 

役小角異聞 また還り見む 若井 万福 

聖武天皇など キサキの大仏 奥山 景布子 

新装版 美貌の女帝 (文春文庫) 永井 路子 

道鏡 坂口 安吾 

平安時代 藤原道長 この世をば 下 永井 路子 

暁闇新皇―斎姫異聞 宮乃崎 桜子 

源義経 義経の母 安西 篤子 

天馬翔ける 源義経 下 安倍 龍太郎 

平家 下  池宮 彰一郎 

GEN 『源氏物語』 井沢 元彦  

花の義経 大塚 雅春 

華焔 倉木 由布 

白狐魔記 源平の風 斉藤 洋 

義経と郷姫―悲恋柚香菊 河越御前物語 篠 綾子 

静 幻夢義経記 武上 純希 

史伝 源義経 岳 真也 

武蔵坊弁慶９ 静の巻 富田 常雄 

源義経 長部 日出雄 

源義経６ 吉野入り 村上 元三 

義経 宮尾 登美子 

源義経（生きよ義経） 三好 京三 

孤独の生涯 邑井 操  

新・平家物語 12巻 吉川 英二 

九郎判官 領家 髙子 

西行 西行花伝 辻 邦生 

西行 月に恋する 三田 誠広 

阿修羅の西行 三田 誠広 

その他 晴明。（２） 鬼哭 前篇 加門 七海  

なんて素敵にジャパネスク 氷室 冴子  

行風の陰陽師 ねむり姫 三田 村信 

陰陽師 飛天ノ巻 夢枕 獏  

鎌倉末～南北

朝時代 

   義貞の旗 安部 龍太郎 

室町繚乱 義満と世阿弥と吉野の姫君 阿部 暁子 

キミノ名ヲ。 ３ 梅谷 百  

武王の門 上 北方 謙三 



破軍の星 北方 謙三 

吉野の嵐・動乱の炎 佐藤 和彦 

風の群像 小説足利尊氏 下 杉本 苑子 

吉野太平記〈上〉 武内 涼 

髑髏皇帝 田中 文雄 

小説北畠親房―南北朝の梟 童門 冬二 

西吉野朝太平記 童門 冬二 

ばさらの群れ 童門 冬二 

北畠親房 永峯 清成 

室町小説集 花田 清輝 

佐々木道誉 南北朝の争乱を操ったバサ

ラ大名 

羽生 道英 

花がたみ 藤井 登美子 

妖桜記〈上〉 皆川 博子 

足利尊氏 村上 元三 

吉野朝太平記〈第 1巻〉 鷲尾 雨工 

安土桃山～江

戸時代 

豊臣秀吉 徳川家康(15) 難波の夢の巻 山岡 荘八 

伊達政宗２ 山岡 荘八 

竹中半兵衛と黒田官兵衛 秀吉に天下

を取らせた二人の軍師 

島津 義忠 

柳生石舟斎宗厳 戦国を戦い抜いた柳

生新陰流の祖 

中島 道子 

天誅組 天誅組始末記 小中 陽太郎 

天誅組 大岡 昇平 

十津川草莽記 吉見 良三 

その他 梟の城 司馬 遼太郎 

花僧 池坊専応の生涯 澤田 ふじ子 

風の武士 (下)  司馬 遼太郎 

吉野桜鬼剣 走れ、半兵衛〈三〉 森 詠 

暁天の志 風の市兵衛（弐） 辻堂 魁 

偽りの刑場―首打人左源太事件帖 多岐川 恭 

現代小説 伝統芸能  カブキブ３ 榎田 ユウリ 

渦 妹背山婦女庭訓 魂結び 大島 真寿美 

ストーリーで楽しむ文楽・歌舞伎物語 

(3) 義経千本桜 

越水 利江子 

ギケイキ２ 奈落への飛翔 町田 康 

近代～現代  紀ノ川 有吉 佐和子 

夢違 恩田 陸 



応戦Ⅰ たった一人の勲章 門田 泰明 

竜門の手まり唄 神林 規子 

吉野物語 北泉 優子 

忍ぶ橋 吉野の女の物語 北泉 優子 

新黙示録 銅鐸の秘曲 志茂田 景樹 

忍者物語 東郷 隆  

吉野 中谷 孝雄 

鳶―続吉野川 枡谷 優 

吾輩も猫である 森本 哲郎 

抱き桜 山本 音也 

吉野杉 芳野 孝夫 

うたかた 渡辺 淳一 

ミステリー  吉野山・常念岳殺人回廊 梓 林太郎 

奈良吉野山 万葉の殺人 石川 真介 

天河伝説殺人事件 内田 康夫 

義経伝説幽霊事件―京都探偵局 風見 潤ほか 

吉野十津川殺人事件 木谷 恭介 

西行伝説殺人事件 木谷 恭介 

吉野隠国殺人事件 草野 唯雄 

カンナ 吉野の暗闘 高田 崇史 

南朝迷宮 高橋 克彦 

「吉野の花」殺人事件―四季の殺人 吉村 達也 

吉野山千本桜殺人事件 和久 峻三 

神々の乱心 松本 清張 

ファンタジー  RDG 荻原 規子 

地球樹の女神６ 平井 和正 

狼よ、故郷を見よ 平井 和正 

真幻魔大戦 (3) 平井 和正 

 

            


