
忍者関係資料データベース（著書）

著者五十音順
書名 著者 出版社 出版年月

忍術 足立巻一 平凡社 1957年12月
忍法 足立巻一 三一書房 1964年7月
裏忍者列伝 我妻正義 笠倉出版社 2008年4月
乱太郎の忍者の世界 尼子騒兵衛 朝日新聞社 1996年4月
忍秘展 伊賀上野観光協会 伊賀上野観光協会 2007年3月

伊賀市史 伊賀市編集委員会 伊賀市 2008年

伊賀町史 伊賀町役場 伊賀町役場 1979年
新萬川集海　巻ノ一 伊賀忍者研究会 　 2012年1月
忍者の教科書　新萬川集海 伊賀忍者研究会編・山田雄司監 笠間書院 2014年2月
忍者の教科書２　新萬川集海 伊賀忍者研究会編・山田雄司監 笠間書院 2015年2月
忍術の話 　 伊賀忍道研究会 1952年7月
忍の里の記録 石川正知 翠楊社 1982年10月
万川集海　忍器篇 監修：石田善人、訳：名和弓雄 誠秀堂 1975年9月
万川集海　陰忍篇 監修：石田善人、訳：藤本正行 誠秀堂 1976年6月
万川集海　陽忍篇 監修：石田善人、訳：柚木俊一郎 誠秀堂 1981年11月
歴史の愉しみ方―忍者・合戦・幕末史に学ぶ― 磯田道史 中央公論新社 2012年10月
忍術と妖術 伊藤銀月 梁江堂 1909年8月
忍術の極意 伊藤銀月 武侠世界社 1917年5月
忍術と還金術 伊藤銀月 南光社 1922年3月
現代人の忍術 伊藤銀月 巧人社 1937年5月
忍術極意秘伝書 伊藤銀月 壮神社 1991年
忍術極意秘伝書　現代人の忍術 伊藤銀月 八幡書店 2000年1月
幕府御家人伊賀者の研究 井上直哉 井上直哉 2014年6月
芭蕉と忍術のふるさと伊賀上野 上野市 淡交新社 1966年
伊賀流忍術 上野市商工観光課 上野市観光協会 1977年7月
忍びの里と甲賀武士 鵜飼修三 甲賀新聞社 2001年
甲賀流忍術屋敷伝 エボリューション 甲賀流忍術屋敷 1993年4月
忍者のなぞ 太田明次 学習研究社 1984年11月
甲賀山伏とその一族 大伴茂 平凡社 1937年5月
忍法・超人の世界 大平陽介 池田書店 1975年10月
名古屋城忍者伝 岡本柳英 名古屋城復興協会 1980年
忍術秘伝 奥瀬平七郎 凡凡社 1959年5月
伊賀流忍術 奥瀬平七郎 伊賀越遺跡保存会 1961年
忍術処世法 奥瀬平七郎 読売新聞社 1963年1月
伊賀流上忍百地丹波守 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1963年11月
忍術　その歴史と忍者 奥瀬平七郎 人物往来社 1963年
忍術　その歴史と忍者 奥瀬平七郎 新人物往来社 1995年7月
忍術　その歴史と忍者 奥瀬平七郎 新人物往来社 2011年2月
忍法　その秘伝と実例 奥瀬平七郎 人物往来社 1964年6月
忍法　その秘伝と実例 奥瀬平七郎 新人物往来社 1995年9月
忍法皆伝 上 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1978年
忍法皆伝 下 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1979年
日本武道大系　第五巻 文：奥瀬平七郎 同朋舎出版 1982年
日本武道大系　第九巻 文：奥瀬平七郎 同朋舎出版 1982年
忍術の歴史 奥瀬平七郎 伊賀上野観光協会 1992年6月
忍者一代　武芸残酷物語 小山龍太郎 久保書店 1963年
これが忍術だ！ 小山龍太郎 久保書店 1963年7月
忍術のすべて 小山龍太郎 少年画報社 1964年
真説・日本忍者列伝 小山龍太郎 荒地出版社 1964年10月
真説・忍者と忍法 小山龍太郎 久保書店 1965年
驚異　忍者のすべて 監修：小山龍太郎 フレーベル館 1976年
伊賀流忍術隠火之巻 川上仁一 伊賀流忍者博物館 2004年4月
イラスト図解・忍者 監修：川上仁一 日東書院 2012年11月
スーパー忍者列伝 川口素生 ＰＨＰ研究所 2008年9月
「忍たま乱太郎」に学ぶ忍者の教科書 菊地馨 データハウス 1994年11月
「忍たま乱太郎」に学ぶ忍者の教科書 菊地馨 データハウス 2007年11月
正忍記　甦った忍術伝書 藤林正武　訳：木村山治郎 紀尾井書房 1988年4月
戦国忍者クール列伝 九軍師 中経出版 2010年6月
伊賀史叢書 久保文武 同朋舎 1986年12月
伊賀国無足人の研究 久保文武 同朋舎 1990年11月
煙りの末 黒井宏光 伊賀上野観光協会 1999年3月
忍者図鑑 黒井宏光 ブロンズ新社 2000年7月
忍者の大常識 監修：黒井宏光 ポプラ社 2006年4月
忍術教本　忍びの秘伝31 黒井宏光 新人物往来社 2009年4月
忍者のすべてが分かる本 監修：黒井宏光 ＰＨＰ研究所 2009年9月



忍者完全攻略本 黒井宏光 ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2011年1月
ビジュアル忍者図鑑１ 黒井宏光 ベースボールマガジン 2011年6月
ビジュアル忍者図鑑２ 黒井宏光 ベースボールマガジン 2011年8月
ビジュアル忍者図鑑３ 黒井宏光 ベースボールマガジン 2011年10月
正伝 忍者塾　下巻 黒井宏光 鈴木出版 2011年12月
正伝 忍者塾　上巻 黒井宏光 鈴木出版 2011年12月
忍者の大研究 監修：黒井宏光 ＰＨＰ研究所 2012年3月
忍者五道 監修：黒井宏光 　 　
ニンジャ・イノベーション ゲーリーシャピロ著・中西真雄美 アルファポリス 2013年12月
忍術気合術秘伝 健斎居士 東京催眠術学会 1916年5月
甲賀郡中惣の世界－神と城そして武士－（シリーズ近
江文化財001）

公益財団法人滋賀県文化財保
護協会

公益財団法人滋賀県文
化財保護協会

2010年8月

甲賀市史 甲賀市史編さん委員会 甲賀市 2007年
忍者検定読み本 甲賀忍術研究会 甲南町観光協会 2008年7月
忍者おもしろ百科 古賀仁 永岡書店 1980年11月
超能力現象のカラクリ 坂本種芳・坂本圭史 東京堂出版 1990年4月
甲賀郡志 滋賀県甲賀郡教育会 甲賀郡教育会 1926年
甲賀郡志 滋賀県甲賀郡教育会 弘文堂出版部 1979年
甲賀流忍術を知り、甲賀忍者から学ぶ（ふるさと鹿深
学　地域づくり講座　開催報告書）

滋賀県甲賀地域振興局 滋賀県甲賀地域振興局 2004年3月

影の戦士たち－甲賀忍者の実像に迫る－ 滋賀県立安土城考古博物館
滋賀県立安土城考古博
物館

2004年7月

爆笑忍者伝 シブサワコウ 光栄 1992年9月
戸隠の忍者 清水乕三 銀河書房 1982年8月
忍術・がいど 清水乕三 　 　
戦国忍者列伝　80人の履歴書 清水昇 河出書房新社 2008年2月

戦国忍者は歴史をどう動かしたのか？ 清水昇 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 2009年1月

江戸の隠密・御庭番 清水昇 河出書房新社 2009年9月
戦国忍者列伝　乱世を暗躍した66人 清水昇 学習研究所 2010年5月
忍者/忍法画報 少年ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ編集部 秋田書店 1977年3月
戦国史の怪しい人たち 鈴木眞哉 平凡社 2008年5月

バジリスク　忍術と忍者の謎 せがわまさき 講談社 2004年8月

忍術魔法秘伝 高田俊一郎 神田武芸研究所 1917年9月
武道の謎を科学する 高橋華王 砂書房 1999年10月
財団法人ミズノスポーツ振興会２００７年度研究助成
金研究成果報告書　叡智の身体技法―忍術における
身体のヴィジョンを探る―

瀧元誠樹研究代表 2008年3月

日本史の影でうごいた男たち 武山憲明 ぶんか社 2007年5月
考証忍者物語 田村栄太郎 雄山閣出版 1988年8月

日本武道全集　第四巻
東京教育大学体育史研究室・日
本古武道振興会

人物往来社 1966年

忍者 戸部新十郎 大陸書房 1978年8月
忍者の履歴書 戸部新十郎 朝日新聞社 1989年4月
虚像の英雄　忍者と盗賊 戸部新十郎 日本書籍 1978年10月
忍者と盗賊　 日本史・陰の人物誌 戸部新十郎 河出書房新社 1986年11月
忍者と盗賊 戸部新十郎 広済堂出版 1998年5月
忍者　戦国影の軍団 戸部新十郎 ＰＨＰ研究所 1995年10月
忍者の謎　戦国影の軍団の真実 戸部新十郎 ＰＨＰ研究所 2000年1月
忍者と忍術 戸部新十郎 毎日新聞社 1996年4月
忍者と忍術 戸部新十郎 中央公論社 2001年5月
忍者と忍術 戸部新十郎 中央公論社 2004年1月
忍術・気合術・読心術極意秘伝 富久谷秋 福山堂書店 1925年7月
甲賀武士と甲賀・知多大野の佐治一族 長坂益雄 ブイツーソリューション 2005年4月

忍術秘伝の書 中島篤巳 角川書店 1994年2月

忍術伝書　正忍記 中島篤巳 新人物往来社 1996年8月
忍術秘伝の書 中島篤巳 角川学芸出版 2008年12月
あなたも忍者になれる 名和弓雄 圭文館 1966年8月
忍びの武器 名和弓雄 人物往来社 1967年
必勝の兵法忍術の研究 名和弓雄 日貿出版社 1972年11月
忍術・手品のひみつ 監修：名和弓雄 学習研究所 1981年
忍術・手品のひみつ 監修：名和弓雄 学習研究所 1992年5月

服部半蔵と影の一族 橋場日月 学習研究社 2006年10月

忍秘伝 服部半蔵正成 沖森書店 1971年1月
戦国忍法図鑑 初見良昭 新人物往来社 1978年4月
いま忍者 初見良昭 潮文社 1981年1月
いま忍者 初見良昭 潮文社 2001年2月
戸隠流忍法　体術 初見良昭 新人物往来社 1983年4月
君にもなれる忍者 初見良昭 曙出版 1984年1月



秘伝　戸隠流忍法 初見良昭 土屋書店 1985年2月
秘伝　戸隠流忍法 初見良昭 土屋書店 1991年6月
秘伝　戸隠流忍法 初見良昭 土屋書店 2005年7月
秘伝忍者サブミッション 初見良昭 勁文社 1991年12月
忍法大全 初見良昭 講談社 2013年4月
なるほど忍者大図鑑 ヒサクニヒコ 国土社 2009年6月
江戸城御庭番 深井雅海 中央公論社 1992年4月
甲賀流忍術 福山松翠 人類科学研究所 1953年11月
〈甲賀忍者〉の実像 藤田和敏 吉川弘文館 2011年12月
所謂心霊現象の原理及方法 藤田西湖 修霊鍛身会 1921年2月
法術行り方絵解 藤田勇 修霊鍛身会 1928年10月
法術行り方絵解 藤田勇 壮神社 1994年10月
忍術秘録 藤田西胡 千代田書院 1936年8月
忍術秘録 藤田西胡 壮神社 1991年3月
忍術秘録 藤田西湖 壮神社 2004年1月
忍術とは 藤田西湖 東京講演会出版部 1938年7月
忍術からスパイ戦へ 藤田西胡 東水社 1942年9月
神道夢想流杖術図解 藤田西胡 日本武術研究所 1953年
神道夢想流杖術図解 藤田西胡 名著刊行会 1986年
忍術宝典：甲賀流忍術１４世藤田西湖先生指導 藤田西胡 大日本雄弁会講談社 1955年

どろんろん 藤田西湖 日本週報社 1958年

最後の忍者　どろんろん 藤田西湖 新風舎 2004年11月
図解手裏剣術 藤田西湖 井上図書 1964年
図解手裏剣術 藤田西湖 名著刊行会 1986年
図解捕縄術 藤田西湖 井上図書 1965年
図解捕縄術 藤田西湖 名著刊行会 1986年
甲賀流忍者一代記 藤田西湖 東都書房 1968年
甲賀流忍者一代記 藤田西湖 壮神社 2001年12月
極意拳法当身殺活法明解 藤田西湖 名著刊行会 1986年
拳法極意當身殺活法明解 藤田西湖 名著刊行会 1993年9月
忍術とは 藤田西湖 東京講演会出版部 1938年7月
江戸時代の設計者－異能の武将・藤堂高虎－ 藤田達生 講談社 2006年3月
萬川集海 藤林保義 誠秀堂 1975年
忍者トリック作戦 藤本正行 学習研究社 1975年
これが忍術だ 藤本正行 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1978年11月
伊賀流甲賀流忍術の極意 武道研究所 国民書院 1934年
忍術気合術秘伝 武揚軒建斎 東京催眠術学会 1917年8月
忍者/忍法画報 冒険王編集部 秋田書店 1964年
水口町志 水口町志編纂委員会 水口町志編纂委員会 1959年
秘録戦国忍者伝 宮崎惇 桃園書房 1974年5月
レインジャー忍法 宮崎惇 広済堂出版 1979年8月
松尾芭蕉は忍者か 森崎益夫 ＭＢＣ２１ 1999年4月
現代文　藤正武・正忍記 訳編：森銑三 日新書院 1944年4月
宮本武蔵の生涯 森銑三 三樹書房 1989年1月
忍術虎の巻 森破凡 芳文堂 1917年9月
境界争いと戦国諜報戦 盛本昌広 洋泉社 2014年3月
忍者の系譜 杜山悠 創元社 1972年7月
忍術論考 八切止夫 日本シェル出版 1981年
概説　忍者・忍術 山北篤 新紀元社 2004年12月
忍者の生活 山口正之 雄山閣 1963年2月
忍者の生活 山口正之 雄山閣 1965年1月
忍者の生活 山口正之 雄山閣 1969年12月
忍者の生活 山口正之 雄山閣 1981年
忍者の生活 山口正之 雄山閣 1996年2月
忍びと忍術 山口正之 雄山閣 2003年7月
悪党・忍者・猿楽 山本律郎 新人物往来社 1993年5月
甲賀の歳月 柚木踏草 誠秀堂 1987年3月
古文書で読み解く忠臣蔵 吉田豊・佐藤孔亮 柏書房 2001年12月
忍者文芸研究読本 吉丸雄哉・山田雄司・尾西康充 笠間書院 2014年4月
忍者・忍術・忍器大全 歴史群像編集部 学習研究所 2009年4月
忍術極意秘伝書　全 　 日本佛教新聞社 1955年
忍者・忍法大百科 　 勁文社 1983年10月
忍者・忍法大百科 　 ケイブンシャ 1990年12月
忍者・忍法大百科２ 　 勁文社 1987年6月
忍者と剣豪への旅　関西エリア・ガイド 　 ユニプラン 2007年4月
戦国忍者最強列伝 　 オークラ出版 2008年11月
甲賀流忍術屋敷正伝 　 甲賀流忍術屋敷 　


