
作家別作品リスト：No.82
作家名：  岡本綺堂
作家名読
み：  おかもときどう

ローマ字
表記：

Okamoto, Kido

生年： 1872-10-15

没年： 1939-03-01

人物につ
いて：

 劇作家、小説家。本名は敬二、別号に狂綺堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家後家
 人、敬之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受

けて英語も能くした。東京府立一中卒業後、1890（明治 23）年に東京日日新聞に入社。以
来、中央新聞社、絵入日報社などを経て、24 年間を新聞記者として過ごす。この間、
1896（明治 29）年には処女戯曲『紫宸殿』を発表。岡鬼太郎と合作した『金鯱噂高浪（こ

 がねのしゃちうわさのたかなみ）』は、1902（明治 35）年に歌舞伎座で上演された。江戸
から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半 
ばからは、坪内逍遥ら、演劇界革新の担い手に新作をあおいだ〈新歌舞伎〉が台頭する。
二世市川左団次に書いた『維新前後』（1908  年）、『修禅寺物語』（1911年）の成功によっ
て、綺堂は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913（大正 2）年以降は作家活動に専念し、
生涯に 196  篇の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズ物を原著でまとめ
て読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916（大正 5）年からは 
『半七捕物帳』を書き始めた。

「岡本綺堂」

［公開中の作品｜作業中の作品  ］

公開中の作品
1. 池袋の怪  　（新字新仮名、作品 ID：43042  ）　
2. 異妖編  　（新字新仮名、作品 ID：45479  ）　
3. 海亀  　（新字新仮名、作品 ID：43542  ）　
4. 鴛鴦鏡  　（新字新仮名、作品 ID：43543  ）　
5. お住の霊  　（新字新仮名、作品 ID：43049  ）　
6. 影を踏まれた女  　近代異妖編（新字旧仮名、作品 ID：1308  ）　
7. 籠釣瓶  　（新字新仮名、作品 ID：476  ）　
8. 河童小僧  　（新字新仮名、作品 ID：43050  ）　
9. 鐘ヶ淵  　（新字新仮名、作品 ID：43544  ）　
10.木曽の旅人  　（新字新仮名、作品 ID：43574  ）　
11.綺堂むかし語り  　（新字新仮名、作品 ID：1306  ）　
12.魚妖  　（新字旧仮名、作品 ID：1313  ）　
13.こま犬  　（新字新仮名、作品 ID：43545  ）　
14.権三と助十  　（旧字旧仮名、作品 ID：1305  ）　
15.心中浪華の春雨  　（新字新仮名、作品 ID：479  ）　
16.西瓜  　（新字新仮名、作品 ID：43575  ）　
17.水鬼  　（新字新仮名、作品 ID：43546  ）　
18.青蛙堂鬼談  　（新字新仮名、作品 ID：1307  ）　
19.世界怪談名作集  　01 序／目次（新字新仮名、作品 ID：4090  ）　
20.世界怪談名作集  　02 貸家（新字新仮名、作品 ID：42306   →）　　　  リットンエドワード 

  ジョージアールブルワー(著者) 
21.世界怪談名作集  　03 スペードの女王（新字新仮名、作品 ID：42305   →）　　　  プーシキンア

 レクサンドルＳ(著者) 
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22.世界怪談名作集  　04 妖物（新字新仮名、作品 ID：4091   →）　　　  ビアスアンブローズ(著者) 
23.世界怪談名作集  　05 クラリモンド（新字新仮名、作品 ID：42303   →）　　　  ゴーチェテオフ
ル(著者) 

24.世界怪談名作集  　06 信号手（新字新仮名、作品 ID：42302   →）　　　  ディケンズチャールズ
(著者) 

25.世界怪談名作集  　07 ヴィール夫人の亡霊（新字新仮名、作品 ID：42304   →）　　　 デフォー 
ダニエル(著者) 

26.世界怪談名作集  　08 ラッパチーニの娘　アウペパンの作から（新字新仮名、作品 ID：4105） 
→  ホーソーンナサニエル(著者) 

27.世界怪談名作集  　09 北極星号の船長　医学生ジョン・マリスターレーの奇異なる日記よりの抜
萃（新字新仮名、作品 ID：43471   →）　　　  ドイルアーサー・コナン(著者) 

28.世界怪談名作集  　10 廃宅（新字新仮名、作品 ID：4998   →）　　　  ホフマンエルンスト・テオ
ドーア・アマーデウス(著者) 

29.世界怪談名作集  　11 聖餐祭（新字新仮名、作品 ID：43470   →）　　　  フランスアナトール(著
者) 

30.世界怪談名作集  　12 幻の人力車（新字新仮名、作品 ID：43469   →）　　　  キプリングラ
デャード(著者) 

31.世界怪談名作集  　13 上床（新字新仮名、作品 ID：43472   →）　　　  クラウフォードフランシ
ス・マリオン(著者) 

32.世界怪談名作集  　15 幽霊（新字新仮名、作品 ID：4092   →）　　　  モーパッサンギ・ド(著者) 
33.世界怪談名作集  　16 鏡中の美女（新字新仮名、作品 ID：43468   →）　　　 マクドナルド 
ジョージ(著者) 

34.世界怪談名作集  　17 幽霊の移転（新字新仮名、作品 ID：43473   →）　　　  ストックトンフラ
ンシス・リチャード(著者) 

35.世界怪談名作集  　18 牡丹灯記（新字新仮名、作品 ID：4999   →）　　　  瞿佑(著者) 
36.玉藻の前  　（新字新仮名、作品 ID：480  ）　
37.中国怪奇小説集  　01 凡例（新字新仮名、作品 ID：33217  ）　
38.中国怪奇小説集  　02 開会の辞（新字新仮名、作品 ID：33218  ）　
39.中国怪奇小説集  　03 捜神記（六朝）（新字新仮名、作品 ID：1298  ）　
40.中国怪奇小説集  　04 捜神後記（六朝）（新字新仮名、作品 ID：2235  ）　
41.中国怪奇小説集  　05 酉陽雑爼（唐）（新字新仮名、作品 ID：1299  ）　
42.中国怪奇小説集  　06 宣室志（唐）（新字新仮名、作品 ID：1300  ）　
43.中国怪奇小説集  　07 白猿伝・其他（唐）（新字新仮名、作品 ID：1301  ）　
44.中国怪奇小説集  　08 録異記（五代）（新字新仮名、作品 ID：1302  ）　
45.中国怪奇小説集  　09 稽神録（宋）（新字新仮名、作品 ID：2236  ）　
46.中国怪奇小説集  　10 夷堅志（宋）（新字新仮名、作品 ID：2237  ）　
47.中国怪奇小説集  　11 異聞総録・其他（宋）（新字新仮名、作品 ID：2238  ）　
48.中国怪奇小説集  　12 続夷堅志・其他（金・元）（新字新仮名、作品 ID：2239  ）　
49.中国怪奇小説集  　13 輟耕録（明）（新字新仮名、作品 ID：2240  ）　
50.中国怪奇小説集  　14 剪灯新話（明）（新字新仮名、作品 ID：2241  ）　
51.中国怪奇小説集  　15 池北偶談（清）（新字新仮名、作品 ID：2242  ）　
52.中国怪奇小説集  　16 子不語（清）（新字新仮名、作品 ID：2243  ）　
53.中国怪奇小説集  　17 閲微草堂筆記（清）（新字新仮名、作品 ID：1303  ）　
54.月の夜がたり  　（新字新仮名、作品 ID：45488  ）　
55.停車場の少女  　（新字新仮名、作品 ID：45544  ）　
56.停車場の少女  ——　 「近代異妖編」（新字旧仮名、作品 ID：2591  ）　
57.鳥辺山心中  　（新字新仮名、作品 ID：481  ）　
58.白髪鬼  　（新字新仮名、作品 ID：43576  ）　
59.半七捕物帳  　01 お文の魂（旧字旧仮名、作品 ID：1005  ）　
60.半七捕物帳  　01 お文の魂（新字新仮名、作品 ID：1293  ）　
61.半七捕物帳  　02 石灯籠（新字新仮名、作品 ID：4641  ）　
62.半七捕物帳  　03 勘平の死（新字新仮名、作品 ID：983  ）　
63.半七捕物帳  　04 湯屋の二階（新字新仮名、作品 ID：1295  ）　
64.半七捕物帳  　05 お化け師匠（新字新仮名、作品 ID：1003  ）　
65.半七捕物帳  　06 半鐘の怪（新字新仮名、作品 ID：965  ）　
66.半七捕物帳  　07 奥女中（新字新仮名、作品 ID：1009  ）　
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67.半七捕物帳  　08 帯取りの池（新字新仮名、作品 ID：1004  ）　
68.半七捕物帳  　09 春の雪解（新字新仮名、作品 ID：966  ）　
69.半七捕物帳  　10 広重と河獺（新字新仮名、作品 ID：970  ）　
70.半七捕物帳  　11 朝顔屋敷（新字新仮名、作品 ID：959  ）　
71.半七捕物帳  　12 猫騒動（新字新仮名、作品 ID：1001  ）　
72.半七捕物帳  　13 弁天娘（新字新仮名、作品 ID：961  ）　
73.半七捕物帳  　14 山祝いの夜（新字新仮名、作品 ID：1023  ）　
74.半七捕物帳  　15 鷹のゆくえ（新字新仮名、作品 ID：1018  ）　
75.半七捕物帳  　16 津の国屋（新字新仮名、作品 ID：1020  ）　
76.半七捕物帳  　17 三河万歳（新字新仮名、作品 ID：997  ）　
77.半七捕物帳  　18 槍突き（新字新仮名、作品 ID：1024  ）　
78.半七捕物帳  　19 お照の父（新字新仮名、作品 ID：1014  ）　
79.半七捕物帳  　20 向島の寮（新字新仮名、作品 ID：999  ）　
80.半七捕物帳  　21 蝶合戦（新字新仮名、作品 ID：1021  ）　
81.半七捕物帳  　22 筆屋の娘（新字新仮名、作品 ID：976  ）　
82.半七捕物帳  　23 鬼娘（新字新仮名、作品 ID：1010  ）　
83.半七捕物帳  　24 小女郎狐（新字新仮名、作品 ID：991  ）　
84.半七捕物帳  　25 狐と僧（新字新仮名、作品 ID：990  ）　
85.半七捕物帳  　26 女行者（新字新仮名、作品 ID：1011  ）　
86.半七捕物帳  　27 化け銀杏（新字新仮名、作品 ID：960  ）　
87.半七捕物帳  　28 雪達磨（新字新仮名、作品 ID：1026  ）　
88.半七捕物帳  　29 熊の死骸（新字新仮名、作品 ID：992  ）　
89.半七捕物帳  　30 あま酒売（新字新仮名、作品 ID：1042  ）　
90.半七捕物帳  　31 張子の虎（新字新仮名、作品 ID：1056  ）　
91.半七捕物帳  　32 海坊主（新字新仮名、作品 ID：1112  ）　
92.半七捕物帳  　33 旅絵師（新字新仮名、作品 ID：1105  ）　
93.半七捕物帳  　34 雷獣と蛇（新字新仮名、作品 ID：1089  ）　
94.半七捕物帳  　35 半七先生（新字新仮名、作品 ID：1118  ）　
95.半七捕物帳  　36 冬の金魚（新字新仮名、作品 ID：1297  ）　
96.半七捕物帳  　37 松茸（新字新仮名、作品 ID：2416  ）　
97.半七捕物帳  　38 人形使い（新字新仮名、作品 ID：1082  ）　
98.半七捕物帳  　39 少年少女の死（新字新仮名、作品 ID：1099  ）　
99.半七捕物帳  　40 異人の首（新字新仮名、作品 ID：1065  ）　
100.半七捕物帳  　41 一つ目小僧（新字新仮名、作品 ID：1062  ）　
101.半七捕物帳  　42 仮面（新字新仮名、作品 ID：996  ）　
102.半七捕物帳  　43 柳原堤の女（新字新仮名、作品 ID：482  ）　
103.半七捕物帳  　44 むらさき鯉（新字新仮名、作品 ID：1000  ）　
104.半七捕物帳  　45 三つの声（新字新仮名、作品 ID：998  ）　
105.半七捕物帳  　46 十五夜御用心（新字新仮名、作品 ID：958  ）　
106.半七捕物帳  　47 金の蝋燭（新字新仮名、作品 ID：988  ）　
107.半七捕物帳  　48 ズウフラ怪談（新字新仮名、作品 ID：1028  ）　
108.半七捕物帳  　49 大阪屋花鳥（新字新仮名、作品 ID：1013  ）　
109.半七捕物帳  　50 正雪の絵馬（新字新仮名、作品 ID：1017  ）　
110.半七捕物帳  　51 大森の鶏（新字新仮名、作品 ID：1012  ）　
111.半七捕物帳  　52 妖狐伝（新字新仮名、作品 ID：483  ）　
112.半七捕物帳  　53 新カチカチ山（新字新仮名、作品 ID：979  ）　
113.半七捕物帳  　54 唐人飴（新字新仮名、作品 ID：1019  ）　
114.半七捕物帳  　55 かむろ蛇（新字新仮名、作品 ID：981  ）　
115.半七捕物帳  　56 河豚太鼓（新字新仮名、作品 ID：977  ）　
116.半七捕物帳  　57 幽霊の観世物（新字新仮名、作品 ID：1027  ）　
117.半七捕物帳  　58 菊人形の昔（新字新仮名、作品 ID：987  ）　
118.半七捕物帳  　59 蟹のお角（新字新仮名、作品 ID：982  ）　
119.半七捕物帳  　60 青山の仇討（新字新仮名、作品 ID：475  ）　
120.半七捕物帳  　61 吉良の脇指（新字新仮名、作品 ID：989  ）　
121.半七捕物帳  　62 歩兵の髪切り（新字新仮名、作品 ID：972  ）　
122.半七捕物帳  　63 川越次郎兵衛（新字新仮名、作品 ID：985  ）　
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123.半七捕物帳  　64 廻り灯籠（新字新仮名、作品 ID：994  ）　
124.半七捕物帳  　65 夜叉神堂（新字新仮名、作品 ID：1025  ）　
125.半七捕物帳  　66 地蔵は踊る（新字新仮名、作品 ID：1296  ）　
126.半七捕物帳  　67 薄雲の碁盤（新字新仮名、作品 ID：1022  ）　
127.半七捕物帳  　68 二人女房（新字新仮名、作品 ID：1294  ）　
128.半七捕物帳  　69 白蝶怪（新字新仮名、作品 ID：964  ）　
129.番町皿屋敷  　（新字旧仮名、作品 ID：1309  ）　
130.百物語  　（新字新仮名、作品 ID：43577  ）　
131.三浦老人昔話  　（新字新仮名、作品 ID：1304  ）　
132.箕輪心中  　（新字新仮名、作品 ID：477  ）　
133.ゆず湯  　（新字新仮名、作品 ID：484  ）　
134.指輪一つ  　（新字新仮名、作品 ID：43547  ）　
135.妖婆  　（新字新仮名、作品 ID：43578  ）　
136.寄席と芝居と  　（新字新仮名、作品 ID：42351  ）　
137.離魂病  　（新字新仮名、作品 ID：43548  ）　
138.両国の秋  　（新字新仮名、作品 ID：478  ）　

作業中の作品
→  作業中　作家別作品一覧：岡本綺堂 

1. 麻畑の一夜　（新字新仮名、作品 ID：45478  ）　
2. 穴　（新字新仮名、作品 ID：45500  ）　
3. 異妖新篇　（旧字旧仮名、作品 ID：1311  ）　
4. 有喜世新聞の話　（新字新仮名、作品 ID：45501  ）　
5. 牛　（新字新仮名、作品 ID：45484  ）　
6. 鰻に呪われた男　（新字新仮名、作品 ID：45480  ）　
7. 恨みの蠑螺　（新字新仮名、作品 ID：45502  ）　
8. 尾上伊太八　（新字新仮名、作品 ID：1310  ）　
9. 怪獣　（新字新仮名、作品 ID：45481  ）　
10.歌舞伎概説　（旧字旧仮名、作品 ID：33196  ）　
11.兜　（新字新仮名、作品 ID：45482  ）　
12.火薬庫　（新字新仮名、作品 ID：45503  ）　
13.経帷子の秘密　（新字新仮名、作品 ID：45483  ）　
14.魚妖　（新字新仮名、作品 ID：45496  ）　
15.蜘蛛の夢　（新字新仮名、作品 ID：45504  ）　
16.栗の花　（新字新仮名、作品 ID：43090  ）　
17.くろん坊　（新字新仮名、作品 ID：45485  ）　
18.鯉　（新字新仮名、作品 ID：45486  ）　
19.慈悲心鳥　（新字新仮名、作品 ID：45506  ）　
20.修禅寺物語　（旧字旧仮名、作品 ID：45457  ）　
21.修禅寺物語　（新字新仮名、作品 ID：1312  ）　
22.女侠伝　（新字新仮名、作品 ID：45507  ）　
23.真鬼偽鬼　（新字新仮名、作品 ID：45505  ）　
24.世界怪談名作集　01 序／原著者小伝（旧字旧仮名、作品 ID：42796  ）　
25.世界怪談名作集　02 貸家（旧字旧仮名、作品 ID：42797  →）　   リットンエドワードジョージ 

 アールブルワー(著者) 
26.世界怪談名作集　02 貸家（新字新仮名、作品 ID：33219  ）　
27.世界怪談名作集　04 妖物（旧字旧仮名、作品 ID：42798  →）　  ビアスアンブローズ(著者) 
28.世界怪談名作集　05 クラリモンド（旧字旧仮名、作品 ID：42799  →）　  ゴーチェテオフル(著
者) 

29.世界怪談名作集　06 信号手（旧字旧仮名、作品 ID：42800  →）　  ディケンズチャールズ(著者) 
30.世界怪談名作集　08 ラツパツチーニの娘（旧字旧仮名、作品 ID：42801  →）　  ホーソーンナサ
ニエル(著者) 

31.世界怪談名作集　12 幻の人力車（旧字旧仮名、作品 ID：42802  →）　  キプリングラデャード
(著者) 
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32.世界怪談名作集　14 ラザルス（旧字旧仮名、作品 ID：42803  →）　  アンドレーエフレオニー
ド・ニコラーエヴィチ(著者) 

33.世界怪談名作集　14 ラザルス（新字新仮名、作品 ID：4407  →）　  アンドレーエフレオニー
ド・ニコラーエヴィチ(著者) 

34.世界怪談名作集　16 鏡中の美女（旧字旧仮名、作品 ID：42804  →）　  マクドナルドジョージ
(著者) 

35.世界怪談名作集　18 牡丹燈記（旧字旧仮名、作品 ID：42805  →）　  瞿佑(著者) 
36.探偵夜話　（新字旧仮名、作品 ID：33197  ）　
37.近松半二の死　（旧字旧仮名、作品 ID：43106  ）　
38.虎　（新字新仮名、作品 ID：45489  ）　
39.廿九日の牡丹餅　（新字新仮名、作品 ID：45508  ）　
40.鼠　（新字新仮名、作品 ID：45490  ）　
41.放し鰻　（新字新仮名、作品 ID：45509  ）　
42.馬妖記　（新字新仮名、作品 ID：45510  ）　
43.半七捕物帳　02 石灯籠（旧字旧仮名、作品 ID：1292  ）　
44.番町皿屋敷　（新字新仮名、作品 ID：45617  ）　
45.深見夫人の死　（新字新仮名、作品 ID：45491  ）　
46.平造とお鶴　（新字新仮名、作品 ID：45511  ）　
47.マレー俳優の死　（新字新仮名、作品 ID：45495  ）　
48.雪女　（新字新仮名、作品 ID：45492  ）　
49.夢のお七　（新字新仮名、作品 ID：45493  ）　
50.ランス紀行　（新字新仮名、作品 ID：43091  ）　
51.倫敦の一夜　（新字新仮名、作品 ID：43092  ）　
52.鷲　（新字新仮名、作品 ID：45494  ）　

関連サイト
サイト名： 綺堂事物
URL： http://kaiki.at.infoseek.co.jp/
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