くまもと文学・歴史館 令和元年度企画展 「梶尾真治の世界」 会期：令和元年（2019年）7月18日～9月5日

梶尾真治 全著作リスト

タイトル

刊年
'79

'81

『地球はプレイン･ヨーグルト』

＃パイロット ＃金星 ＃ドタバタ ＃宇宙船トラブル ＃コメディ ＃ブラックユーモア

美亜へ贈る真珠

＃美人 ＃リリカル ＃時間 ＃ロマンス ＃哀切 ＃商業誌デビュー作 ＃発表と同時に古典

清太郎出初式

＃明治時代 ＃熊本市 ＃侵略 ＃壊滅 ＃時代幻想 ＃親子 ＃家族
＃Ｈ･Ｇ･ウェルズ『宇宙戦争』

時空連続下半身

＃加塩氏 ＃ドタバタ ＃時空 ＃下ネタ ＃ブラックユーモア

誌帆が去る夏

＃リリカル ＃ロマンス ＃願望 ＃父と娘

さびしい奇術師

＃奇術 ＃舞台 ＃リリカル ＃超能力 ＃哀愁

地球はプレイン･ヨーグルト

＃料理人 ＃ブラックユーモア ＃異星人 ＃コンタクト
＃食べ物 ＃交渉 ＃星雲賞（日本短編部門）

『時空祝祭日』

'01

■短編集 （早川書房、ハヤカワ文庫）
＃金髪の少女 ＃アメリカ ＃ファンタジー ＃異形

ふうてん効果（たぶん）最後の応用例

＃加塩氏 ＃熊本 ＃ドタバタ ＃超能力

静止人口六億人

＃未来 ＃ドタバタ ＃人口問題 ＃ブラックユーモア

プロキオン第五惑星･蜃気楼

＃軍人 ＃司令官 ＃遠い惑星 ＃リリカル ＃異星人 ＃宇宙戦 ＃つながり

エミトンへ魚釣り

＃老人 ＃リリカル ＃ロボット ＃哀愁 ＃ノスタルジー

インフェルノンのつくりかた

＃製薬会社 ＃医師 ＃ブラックユーモア ＃グロテスク

カクテルパーティ効果

＃美人 ＃ドタバタ ＃コメディ ＃超人 ＃哀愁

三つの願い

＃樹海 ＃ブラックユーモア ＃悪魔

御町内の皆様！

＃ブラック ＃規則 ＃別離 ＃哀愁

梨湖という虚像

＃リリカル ＃ロマンス ＃美人 ＃親友 ＃三角関係 ＃せつない

百光年ハネムーン

＃老人 ＃リリカル ＃ロマンチック ＃夫婦 ＃宇宙旅行

◆ エマノンシリーズ

'92

＃キーワード
■短編集 （早川書房）

フランケンシュタインの方程式

ローラ･スコイネルの怪物
―Ｂ級怪物映画ファンたちへ

'83

（#キーワードつき）

『おもいでエマノン』

＃記憶 ＃旅 ＃出会いと別れ ＃生命 ＃人類 ＃地球 ＃進化 ＃風変わりな美少女 ＃emanon
■連作短編集 （徳間書店、徳間文庫…７話） （徳間デュアル文庫、徳間文庫（新装版）…８話）

おもいでエマノン

＃船旅 ＃フーテン娘…？ ＃リリカル ＃刹那 ＃永遠の中に綴られた一瞬の恋 ＃伝説のはじまり

さかしまエングラム

＃病院 ＃輸血 ＃変異 ＃少年

ゆきずりアムネジア

＃阿蘇 ＃失った記憶 ＃老人 ＃娘

とまどいマクトゥーヴ

＃超能力 ＃進化 ＃運命

うらぎりガリオン

＃親子 ＃アリゾナ ＃生体コンピュータ

たそがれコンタクト

＃空港 ＃超能力 ＃情報 ＃後悔

しおかぜエボリューション

＃アナウンサー ＃天草 ＃ニュース ＃テレビ

あしびきデイドリーム（※2000年発表）

＃真実 ＃だれもしらない ＃星雲賞（日本短篇部門）

『さすらいエマノン』

■連作短編集 （徳間書店、徳間デュアル文庫、徳間文庫）

さすらいビヒモス

＃復讐 ＃超常能力 ＃象 ＃救済

まじろぎクリィチャー

＃研究者 ＃アメリカ ＃化学兵器 ＃汚染

あやかしホルネリア

＃養殖漁業 ＃海辺の町 ＃赤潮 ＃異形

まほろばジュルパリ

＃アマゾンの奥地 ＃乱開発 ＃超常能力 ＃精霊

いくたびザナハラード

＃同級生 ＃思い出 ＃梶尾真治 ＃超能力 ＃人類の未来

『かりそめエマノン』

■中編 （徳間デュアル文庫、※徳間文庫）

※「まろうどエマノン」に収録

＃双子の兄 ＃横嶋市 ＃生き別れ ＃超能力 ＃絆
'02

『まろうどエマノン』

■中編 （徳間デュアル文庫、徳間文庫）

'11

『ゆきずりエマノン』

■連作中編 （徳間書店、徳間文庫）

＃小学生 ＃九州 ＃夏休み ＃母と子 ＃ひと夏の…

'13

おもかげレガシー

＃リリカル ＃他人の記憶 ＃特殊能力

ぬばたまガーディアン

＃精神生命体 ＃戦い

いにしえウィアム

＃失業 ＃韓国 ＃過去 ＃ロマンス

あさやけエクソダス

＃教員 ＃天草 ＃異形 ＃墓 ＃切ない

『うたかたエマノン』

■長編 （徳間書店、徳間文庫）
＃マルティニーク島 ＃カリブ海 ＃少年 ＃冒険 ＃ポール・ゴーギャン ＃ラフカディオ・ハーン
＃失われた記憶 ＃異形 ＃19世紀

'17

'84

『たゆたいエマノン』

■短編集 （徳間書店、徳間文庫）

たゆたいライトニング

＃ヒカリ ＃世界各地 ＃めぐり会い ＃一生 ＃父親

ともなりブリザード

＃北海道 ＃ロマンス ＃初恋 ＃僻地医療

ひとひらスヴニール

＃ヒカリ ＃九州？ ＃次世代 ＃過去と未来

さよならモイーズ

＃研究者 ＃アフリカ ＃霊長類 ＃紛争 ＃悲哀

けやけしドリームタイム

＃高校生 ＃ヒカリ ＃夢 ＃伴侶

『綺型虚空館』
もう一人のチャーリィ･ゴードン

■短編集 （早川書房） ⇒『宇宙船〈仰天〉号の冒険』（ハヤカワ文庫）
＃リリカル ＃ダニエル･キイス『アルジャーノンに花束を』 ＃人体実験 ＃息子 ＃せつない

チーズ･オムレット虜囚

＃男性 ＃コメディ ＃愛憎 ＃夫婦 ＃食べ物

ムーンライト･ラブコール

＃祖母と孫娘 ＃ロマンス ＃プロポーズ

愛の鼓動

＃患者 ＃幻想 ＃ロマンス ＃手術 ＃少女

ランシブル･ホールの伝説

＃宇宙 ＃リリカル ＃コメディ要素 ＃再会 ＃愛の形

サンタクロース症候群

＃シュール ＃クリスマス ＃病気 ＃悲劇 ＃皮肉

ちゃんこ寿司の恐慌

＃寿司屋 ＃サスペンス ＃食べ物 ＃大将 ＃恐怖

仰天号の冒険
（宇宙船〈仰天〉号の冒険）

＃宇宙戦艦のクルー ＃惑星 ＃ファンタジー ＃異星人 ＃宇宙怪獣 ＃戦い

奔馬性熱暴走

＃マッドサイエンティスト ＃架空の日本 ＃ドタバタ

金木犀の午後

＃リリカル ＃人生 ＃時の流れ ＃ノスタルジー

ヴェールマンの末裔たち

＃同級生たち ＃美人 ＃ファンタジー ＃マッドサイエンティスト ＃怪獣 ＃時間 ＃友情
＃ひたむき
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'85

（#キーワードつき）

『躁宇宙･箱宇宙』

＃キーワード
■短編集 （徳間書店）

玲子の箱宇宙

＃新婚 ＃幻想 ＃夫婦 ＃宇宙 ＃カタストロフィ

即席ゴルフ上達法／ハードウェア編

＃セールスマン ＃美人 ＃ゴルフ場 ＃ドタバタ

夢の閃光･刹那の夏

＃惑星 ＃リリカル ＃親友 ＃約束 ＃脱出 ＃三角関係

鏡の国の胎児

＃美人 ＃ホラー ＃現実と非現実

一九六七空間

＃加塩氏 ＃過去 ＃幻想 ＃時間 ＃結婚 ＃学生時代 ＃ノスタルジー

ファース･オブ･フローズン･ピクルス

＃辺境の惑星 ＃ロマンス ＃家族 ＃ほっこり

多重人格創世記

＃商社マン ＃ドタバタ ＃会社 ＃上司

包茎牧場の決闘

＃遠い惑星 ＃ドタバタ ＃下ネタ ＃下ネタ ＃下ネタ

◆ヌークリアスファミリィシリーズ

＃スペースアドベンチャー ＃ドタバタ ＃宇宙を駆ける詐欺師一家 ＃登場人物の名前に注目！

'85

『占星王をぶっとばせ！』

■長編 （シャピオ、新潮文庫）

'87

『占星王はくじけない！』

■長編 （新潮文庫）

'86

『未踏惑星キー・ラーゴ』

■長編 （新潮文庫、ハヤカワ文庫）
＃惑星鑑定士 ＃遠い宇宙 ＃星間移民 ＃冒険 ＃異星生物 ＃ほのぼの ＃タマゴ熊
＃表紙：手塚治虫 ＃熊日文学賞

'86

『ゑゐり庵綺譚』

■連作短編集 (徳間書店、徳間文庫、扶桑社文庫)
＃料理人 ＃遠い宇宙 ＃ファンタジー ＃ホラー ＃ミステリー ＃ブラックユーモア ＃リリカル
＃蕎麦が食べたくなる

'88

『チョコレート･パフェ浄土』

■短編集 （早川文庫）

〝希望基地〟にて―

＃金星 ＃ファンタジー ＃惑星開発 ＃英雄譚 ＃皮肉

煉獄夜想曲

＃東京 ＃ホラー ＃部屋 ＃帰郷 ＃憧れのスター

挑戦！究極企業体

＃最終戦争後の世界 ＃過酷な就職試験

クワバラ商事の陰謀

＃工作員 ＃世界平和

チョコレート･パフェ浄土

＃悲喜劇 ＃食べ物 ＃甘い ＃甘い ＃甘い ＃怖い

夢の神々結社

＃日本 ＃アフリカ ＃成長 ＃心の絆 ＃ノスタルジー

吉田屋前のバス停にて

＃老夫婦 ＃ファンタジー ＃息子 ＃せつない

ホクロ

＃帰還 ＃地球 ＃ショートショート ＃宇宙生物 ＃占い

魔窟萬寿荘

＃アパート ＃老朽化 ＃ドタバタ ＃異形 ＃グロテスク

〝ヒト〟はかつて尼那を……

＃異星人 ＃子ども ＃人類滅亡後 ＃侵略者 ＃ロマンス ＃三角関係 ＃再生

'89

『ギャルファイターの冒険 ―Dr.ファナティックの陰謀― 』

'89

『有機戦士バイオム』

■児童書 （小峰書店）
＃13歳のアキちゃん ＃異世界 ＃テレビ ＃戦士 ＃冒険 ＃ある朝目覚めると…
■ショートショート集 （ハヤカワ文庫）
＃ドタバタ ＃ブラック ＃グロテスク ＃ユーモア ＃皮肉 ＃ほのぼの ＃ナンセンス ＃おバカ
＃シュール

'90

『ヤミナベ･ポリスのミイラ男』

■連作短編集 （早川書房、光文社文庫）

『サラマンダー殲滅』

■長編

＃アルバイト ＃美人科学者 ＃遠い宇宙 ＃ドタバタ ＃コメディ ＃スーパーヒーロー ＃冒険
'90

(朝日ソノラマ、ソノラマノベルズ、ソノラマ文庫、ソノラマ文庫ＮＥＸＴ、光文社文庫、徳間文庫)

＃テロ ＃星間戦争 ＃犠牲 ＃戦闘 ＃復讐 ＃家族愛 ＃戦い続ける理由 ＃因果の綾 ＃修行 ＃憎悪
＃美人 ＃思い出 ＃飛びナメ ＃日本ＳＦ大賞
'91

『恐竜ラウレンティスの幻視』

■短編集 （早川書房）

地球屋十七代目天翔けノア

'93

＃居酒屋 ＃美人 ＃遠い惑星 ＃リリカル ＃地球 ＃異星人

恐竜ラウレンティスの幻視

＃恐竜 ＃白亜紀 ＃ファンタジー ＃ｉｆ ＃歴史 ＃進化 ＃シニカル ＃星雲賞（日本短編部門）

発電の日

＃家族ドタバタ ＃エネルギー ＃ダイエット

あぶきっちん

＃臨床検査技師 ＃グロテスク ＃食べ物 ＃ゲテモノ

無実の報酬

＃ドタバタ ＃男女平等 ＃出産

紙風船

＃男性 ＃病院 ＃リリカル ＃夢 ＃異形 ＃生と死

芦屋家の崩壊

＃男性 ＃リリカル ＃記憶 ＃ノスタルジー

時尼に関する覚え書

＃画家 ＃リリカル ＃過去 ＃未来 ＃ロマンス ＃切ない ＃∞

『泣き婆伝説』

■短編集 （早川書房）

干し若

＃ホラー ＃コメディ ＃吸血鬼伝説

アニヴァーサリィ

＃老夫婦 ＃ロマンチック ＃クリスマス ＃奇跡

神はいかに、人を愛したか

＃リリカル ＃惑星改造 ＃開拓 ＃神の領域

メモリアル･スター

＃リリカル ＃友情 ＃ロマンス ＃三角関係 ＃宇宙生物

〝セチ〟に向かない職業

＃暗殺者 ＃地球 ＃異星人 ＃不死 ＃ブラック

闘う！ 阿部家

'93

＃家族 ＃横嶋市 ＃ドタバタ ＃引っ越し ＃いわくつき

リモコン･ウォーズ

＃ドタバタ ＃夫婦喧嘩

泣き婆伝説

＃加塩貧二 ＃熊本 ＃選挙戦 ＃パロディ ＃参院選

『ドグマ・マ＝グロ』

■長編 （ソノラマノベルズ、新潮文庫）
＃新米看護師（美人） ＃ホラー ＃スプラッター ＃夢野久作 ＃江戸川乱歩 ＃深夜の古い総合病院
＃謎の培養体 ＃怪奇 ＃触手 ＃異形

'93

『笑うバルセロナ』

■長編 （文芸春秋）
＃インディ・ジョーンズ ＃原案：ジョージ・ルーカス ＃テレビシリーズの日本独自ノベライズ
＃冒険 ＃それでもやっぱりカジシン節！

'94

『ジェノサイダー

滅びの戦士たち』■長編

（ソノラマ文庫）
＃少年 ＃美少女 ＃アクションファンタジー ＃危機 ＃宇宙 ＃火星 ＃原発 ＃異形 ＃戦い

'94

『スカーレット･スターの耀奈』
スカーレット･スターの耀奈

■連作短編集 （アスペクト、新潮文庫）

それぞれの惑星を舞台にした、それぞれの恋の物語

＃地球からの留学生 ＃異星人 ＃特殊能力

ドリーム･スターの亜眠

＃惑星鑑定士 ＃美少女 ＃夢と現実

ホーンテッド･スターの玲乃

＃資源調査員 ＃遠い惑星 ＃再会 ＃切ない

キュービック･スターの麻綾

＃青年 ＃美人 ＃遠い惑星 ＃結婚 ＃試練
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＃キーワード

◆クロノス・ジョウンターの伝説
'94

■連作短・中編集

『クロノス・ジョウンターの伝説』
吹原和彦の軌跡

『クロノス・ジョウンターの伝説』
『きみがいた時間 ぼくのいく時間』
『クロノス・ジョウンターの伝説
∞インフィニティ』
栗塚哲矢の軌跡

（ソノラマ文庫）

全４話（１話書き下ろし）

■短編選集（朝日ソノラマ） クロノス・ジョウンターの物語１遍を書き下ろし
＃傷心 ＃もう一度会いたい ＃時間はらせん
（ソノラマノベルズ）

全６話（'06年版から〈外伝〉を除き、新たに２話を追加）

＃母子 ＃確執 ＃実験台 ＃真実

野方耕市の軌跡

＃開発者 ＃老後 ＃科幻博物館 ＃シャープペンシル ＃とうとう過去へ

'15

『クロノス・ジョウンターの伝説』

（徳間書店）

'95

『百光年ハネムーン』

■短編選集 （出版芸術社）

（既出）
初
'96

全３話（１話書き下ろし）

＃後悔 ＃やりなおしたい ＃学生時代 ＃失敗

きみがいた時間 ぼくのいく時間
'08

（ソノラマ文庫ＮＥＸＴ、朝日ソノラマ（新編））
＃小児病棟 ＃初恋 ＃たんぽぽ娘

〈外伝〉朋恵の夢想時間
'06

タイムトラベル・ロマンス

＃建築 ＃ゴミ収集所の出会い ＃クリスマスイブ ＃スケッチブック ＃あいつ意外といいやつ

『クロノス・ジョウンターの伝説』
鈴谷樹里の軌跡

'03

大切なもののために、それでも過去へ向かう…

（朝日ソノラマ）全２話
＃恋 ＃約束 ＃その瞬間まで過去に興味などなかった

布川輝良の軌跡
'99

（#キーワードつき）

全７話（上の６話に〈外伝〉を追加）

美亜へ贈る真珠◇もう一人のチャーリィ･ゴードン◇玲子の箱宇宙◇ファース･オブ･フローズン･ピクルス◇夢の閃光･刹那の夏◇ムーンライト･ラブコール◇
一九六七空間◇梨湖という虚像◇おもいでエマノン◇ヴェールマンの末裔たち◇百光年ハネムーン
トラルファマドールを遠く離れて

『ＯＫＡＧＥ』

＃老人 ＃惑星 ＃ファンタジー ＃異星人 ＃地球 ＃転送 ＃現実
■長編 （早川書房、ハヤカワ文庫、新潮文庫）
＃熊本 ＃ホラー ＃見えない友達 ＃天変地異 ＃終末 ＃子ども ＃失踪 ＃異形 ＃恐怖 ＃パニック
＃阿蘇 ＃あやつられた死体に追われる

'97

『ちほう・の・じだい』

■短編集 （早川書房）

ちほう・の・じだい

＃ミステリー ＃精神退行 ＃文明崩壊 ＃夫婦

ブンガク・クエスト

＃シンジ ＃ゲーム実況 ＃ドタバタ ＃テレビゲーム ＃ＲＰＧ

絶唱の瞬間

＃カラオケボックス ＃ブラックコメディ ＃グロテスク ＃世にも奇妙な物語'96

Ｍ･Ｗ･Ｌ（仮）へようこそ

＃天才料理人 ＃フィリピン ＃恐竜 ＃テーマパーク

木曜日の放課後戦士

＃小学生 ＃ガチャポン ＃アクション ＃子ども時代

時の果の色彩

＃リリカル ＃時間 ＃過去 ＃ロマンス ＃切ない

トラルファマドールを遠く離れて

（既出）

アンナプルナ平原壊滅戦

＃タナカヨシキ ＃クンロン市 ＃田中芳樹『七都市物語』

〝偶然〟養殖業

＃大企業 ＃偶然と作為

怒りの搾麵

＃男性 ＃ドタバタ ＃下ネタ ＃悲喜劇 ＃制御不能

金角のひさご

＃ドタバタ ＃冷蔵庫 ＃異世界 ＃戦い

'97

『カジシンの躁宇宙

オンリー･イエスタデイ1982～1996』（平凡社）

'00

『カジシンの躁宇宙＋馬刺し編』（熊本日日新聞社）

'00

『黄泉がえり』

＃エッセイ集 ＃熊本日日新聞連載 ＃15年間の連載 ＃爆笑

＃エッセイ＆ショートショート ＃コラム集成 ＃前作にもれたご当地ネタ満載

■長編 （新潮社、新潮文庫）
＃熊本 ＃再会 ＃別離 ＃群像劇 ＃死んだ人が帰ってくる ＃怪奇現象 ＃絆 ＃地球外生命
＃地震 ＃エネルギー ＃じきに訪れるその日

'03

『ゴールデン・エイジ

'03

『タイムトラベル･ロマンス

'03

〈梶尾真治短篇傑作選
（既出）
初

'03

'03

'03

ロマンチック篇〉『美亜へ贈る真珠』

江里の〝時〟の時

■短編選集（傑作選）

＃対談 ＃映画評 ＃話題作 ＃シネマトーク

＃名作SF案内 ＃カジシンワールドをもっと知るために
（早川文庫）

＃美人 ＃ファンタジー ＃ロマンス ＃タイムパラドックス

ノスタルジー篇〉『もう一人のチャーリイ･ゴードン』

■短編選集（傑作選） （早川文庫）

もう一人のチャーリィ･ゴードン◇芦屋家の崩壊◇地球屋十七代目天翔けノア◇夢の神々結社◇清太郎出初式◇百光年ハネムーン
■短編集 （新潮文庫）

黄泉びと知らず

＃黄泉がえり番外編 ＃熊本城 ＃桜 ＃しんみり ＃なにがなんでも熊本へ ＃星雲賞（日本短編部門）

六番目の貴公子

＃カジのもとのシンひと ＃かぐや姫 ＃竹取物語 ＃求婚 ＃月 ＃いまは昔…

奇跡の乗客たち

＃バス ＃乗客 ＃山間部 ＃ブラックユーモア ＃事故 ＃医者 ＃料理人

魅の谷

＃悪友 ＃美人 ＃遠い惑星 ＃コメディ ＃異星生物

小壺ちゃん

＃家族 ＃ブラックユーモア ＃ロボット ＃下ネタ

見知らぬ義父

＃ユーモア ＃義父 ＃老後 ＃人生 ＃発散

接続された女

＃異星人 ＃地球 ＃ファンタジー ＃残留思念

赤い花を飼う人

＃ホラー ＃異形 ＃都市伝説

〈梶尾真治短篇傑作選
初

'04

時空をかける恋-物語への招待』（平凡社）＃エッセイ集

『黄泉びと知らず』

（既出）

園村 昌弘×梶尾真治

美亜へ贈る真珠◇誌帆が去る夏◇梨湖という虚像◇玲子の箱宇宙◇〝ヒト〟はかつて尼那を……◇時尼に関する覚え書

〈梶尾真治短篇傑作選
（既出）

映画それぞれの黄金時代 』（博文舎）

ドタバタ篇〉『フランケンシュタインの方程式』

■短編選集（傑作選） （早川文庫）

フランケンシュタインの方程式◇干し若◇宇宙船〈仰天〉号の冒険◇泣き婆伝説◇地球はプレイン･ヨーグルト
ノストラダムス病原体

『インナーネットの香保里』

＃博士 ＃横嶋市 ＃ドタバタ ＃宇宙微生物 ＃病原菌
■長編 （講談社 青い鳥文庫ｆシリーズ）
＃ティーン向け ＃中学生 ＃家出 ＃横浜 ＃熊本 ＃超能力を使う青年 ＃逃走劇 ＃青春 ＃白鳥山

'04

『未来（あした）のおもいで 』

■長編 （光文社文庫）
＃加塩氏 ＃熊本 ＃白鳥山 ＃ロマンス ＃時間 ＃地震 ＃イラストレーター ＃愛 ＃切ない

'05

『波に座る男たち』

■長編 （講談社、講談社文庫）
＃料理人 ＃海の上 ＃すこし熊本 ＃ヤクザ ＃アクション ＃エンターテインメント ＃捕鯨 ＃任侠
＃環境保護 ＃ドタバタ ＃冒険

'05

『精霊探偵』

■長編 （新潮社、大活字文庫、新潮文庫）
＃熊本 ＃背後霊 ＃異形 ＃特殊能力 ＃探偵 ＃子ども ＃ミステリ― ＃守護霊 ＃オカルト ＃黒猫

3

くまもと文学・歴史館 令和元年度企画展 「梶尾真治の世界」 会期：令和元年（2019年）7月18日～9月5日

梶尾真治 全著作リスト

タイトル

刊年
'05

4

（#キーワードつき）
＃キーワード

『この胸いっぱいの愛を』

■長編 （小学館文庫）
梶尾真治『クロノス・ジョウンターの伝説』（原作）
↓
映画「この胸いっぱいの愛を」（原作とけっこう違う）
↓
ノベライズ「この胸いっぱいの愛を」←これ！

'06

『時の〝風〟に吹かれて』
時の〝風〟に吹かれて
時縛の人
柴山博士臨界超過！
月下の決闘
弁天銀座の惨劇
鉄腕アトム メルモ因子の巻
その路地へ曲がって
ミカ
わが愛しの口裂け女
再会
声に出して読みたい事件

'06

『つばき、時跳び』

■短編集 （光文社、光文社文庫）
＃美人 ＃リリカル ＃タイムトラベル ＃時間 ＃歴史改変 ＃火事
＃マッドサイエンティスト ＃タイムトラベル ＃エネルギー ＃トラブル
＃ドタバタ ＃マッドサイエンティスト ＃改造 ＃夫婦
＃美人 ＃ドタバタ ＃ロマンス ＃バレエ ＃戦い
＃ドタバタ ＃夫婦 ＃女性 ＃特殊能力
＃鉄腕アトム ＃お茶の水博士 ＃オマージュ ＃手塚治虫
＃リリカル ＃幻想 ＃母 ＃異世界 ＃熊本？
＃美少女 ＃リリカル ＃猫 ＃家族 ＃愛情 ＃ブラック ＃♥♥♥
＃ホラーファンタジー ＃両親 ＃夫婦 ＃都市伝説
＃同窓生 ＃村 ＃廃校 ＃タイムカプセル ＃秘密の友達
＃美少女 ＃ドタバタ ＃コメディ ＃早口言葉
■長編 (平凡社、平凡社ライブラリー、徳間文庫)
＃熊本 ＃古屋敷 ＃百椿庵 ＃肥後椿 ＃花岡山 ＃歴史小説家 ＃横井小楠 ＃松本喜三郎 ＃ロマンス
＃リリカル ＃マイ･フェア･レディ ＃いきなり団子の起源

'07

『悲しき人形つかい』

■長編 （光文社、光文社文庫）
＃マッドサイエンティスト ＃横嶋市 ＃ドタバタ ＃ヤクザ ＃抗争 ＃組長 ＃シニカル ＃脳波
＃ブラックコメディ ＃死体

'07

『ムーンライト･ラブコール』
（既出）

■短編選集（傑作選） （光文社文庫）

ムーンライト･ラブコール◇アニヴァーサリィ◇ヴェールマンの末裔たち◇夢の閃光･刹那の夏◇ファース･オブ･フローズン･ピクルス◇メモリアル･スター◇
ローラ･スコイネルの怪物―Ｂ級怪物映画ファンたちへ◇一九六七空間

'07

『あねのねちゃん』

■長編 （新潮社、新潮文庫）

'08

『アイスマン。ゆれる』

■長編 （光文社、光文社文庫）

＃美人ＯＬ ＃横嶋市 ＃ホラーファンタジー ＃子ども ＃自分だけの友達 ＃もう一人の自分

＃月下氷人 ＃美人の友人 ＃熊本 ＃ロマンス ＃まじない ＃親と子 ＃友情 ＃代償 ＃特殊能力
＃ほろ苦い
'08

『穂足のチカラ』

■長編 （新潮社、新潮文庫）
＃家族 ＃熊本 ＃ファンタジー ＃子ども ＃不思議 ＃再生 ＃ハートウォーミング
＃実はシニカル？ ＃奇跡

'10

『メモリー･ラボへようこそ』
メモリー･ラボへようこそ
おもいでが融ける前に

'10

『ボクハ･ココニ･イマス

'10

『壱里島奇譚』

消失刑』

■連作中編集 （平凡社）

「おもいで」を提供する〝記憶移植研究所〟…

＃熊本 ＃ファンタジー ＃おもいで ＃仕事人間 ＃定年
＃人生 ＃家族 ＃記憶
＃美しい母 ＃熊本 ＃ファンタジー ＃まだ見ぬ父 ＃記憶 ＃おもいで
■長編 （光文社）
＃受刑者 ＃熊本 ＃ファンタジー ＃怖い ＃見えない ＃孤独 ＃サバイバル ＃切ない ＃服役中
■長編 （祥伝社、祥伝社文庫）
＃天草 ＃離島 ＃ファンタジー ＃田舎暮らし ＃美人 ＃異形 ＃ほんわか ＃ハートウォーミング
＃素朴 ＃交流 ＃パワースポット

＃忍術つかい
◆しりとり佐助（児童書）
'10 『１ にんじゅつつかいになりたい』（そうえん社）
'11

『２ 幽丹斎せんせいのでし』（そうえん社）

'11

『クロノスの少女たち』
彩芽を救え！
水紀がジャンプ！

'12

『ダブルトーン』

＃師匠 ＃弟子 ＃修行 ＃しりとり ＃ことば遊び ＃はじめての読書のおともに

■連作中編集 （朝日新聞出版）

ティーン向けタイムトラベルファンタジー

＃中学生 ＃横嶋市 ＃ファンタジー ＃時間 ＃事故
＃中学生 ＃過去 ＃時間 ＃アラビアンナイト
■長編 （平凡社、徳間文庫）
＃同じ名前 ＃運命 ＃ミステリー ＃サスペンス ＃熊本 ＃記憶と人生の交錯 ＃ＮＨＫドラマ
＃ＢＳプレミアム

'12

『アラミタマ奇譚』

■長編 （祥伝社、祥伝社文庫）
＃美人 ＃阿蘇 ＃パワースポット ＃天変地異 ＃異形 ＃伝説 ＃飛行機事故 ＃生存者 ＃謎
＃ホラー

『妖怪スタジアム』

■児童書 （岩崎書店）

「

'13

＃小学生 ＃妖怪 ＃異形 ＃冒険 ＃異次元 ＃バトル
'15

『怨讐星域』

■長編 （ＰＨＰ研究所、ＰＨＰ文芸文庫）

、

『猫の惑星』

＃群像劇 ＃天変地異 ＃地球の危機 ＃置き去り ＃憤怒 ＃復讐 ＃惑星間移民 ＃開拓 ＃文明再興
＃サバイバル ＃人類の選択 ＃ＳＦ大河 ＃星雲賞（日本長編部門）

（

'15

■長編 （ハヤカワ文庫）

、

１ ノアズ･アーク
２ ニューエデン
３ 約束の地

『杏奈は春待岬に』

ー ー

＃ティーン向け ＃少年 ＃猫 ＃超能力 ＃秘密組織
＃戦い ＃冒険 ＃近未来
'16

■長編 （新潮社、新潮文庫）

'17

『デイ･トリッパー』

■長編 （キノブックス）

'19

『黄泉がえりagain』

■長編 （新潮文庫）

＃ロマンス ＃タイムパラドックス ＃最愛の人 ＃願い ＃葛藤 ＃心 ＃もういちど会いたい

。

■長編 （新潮文庫）
＃ドタバタ ＃涼しい目の新入社員(どうやら美人) ＃目鼻立ちのはっきりした従姉妹(おそらく美人)
＃球磨焼酎 ＃えーくらい(※熊本弁) ＃秘密 ＃宿命 ＃レイ･ハリーハウゼン
令和２年（2020年）４月20日更新

、

＃平成 年熊本地震 ＃復活 ＃復興 ＃地元愛 ＃群像劇 ＃元気 ＃ユーモア ＃怪現象
＃「あの人」が帰ってくる

『彼女は弊社の泥酔ヒロイン』

）
」

＃少年 ＃美少女 ＃天草 ＃ロマンス ＃時間軸 ＃囚われ ＃洋館 ＃人生 ＃春休み ＃一途な愛
＃桜

'20

※
ケ梶
ロ尾
タ真
ン治
様全
i 著
d 作
r リ
i ス
s ト
様＃
しキ
ろ
様ワ
にド
ごつ
協き
力
いの
た作
だ成
きに
まあ
した
たっ
て
は

