
      ＊＊＊朗読CDリスト＊＊＊（奥沢図書館所蔵分）

文学の朗読
著 者 表 示

食味風々録 阿川弘之著、阿川佐和子朗読 白あ

杜子春 芥川竜之介著　加藤武朗読 白あ

鉄道員 浅田次郎著 白あ

羅生門 芥川竜之介著　橋爪功朗読 白あ

一握の砂 石川啄木著　山本圭朗読 白い

オルゴール 伊集院静著 白い

父と暮らせば 井上ひさし作　すまけい他出演 白い

闘牛 井上靖著　日下武史朗読 白い

不忠臣蔵 井上ひさし作　小沢昭一朗読 白い

おはん 宇野千代著、藤岡琢也朗読 白う

白い人 遠藤周作著　平幹二朗朗読 白え

永遠に残したい日本の詩歌大全集１　 金子みすゞ詩 白え

永遠に残したい日本の詩歌大全集３　 中原中也詩 白え

人間椅子／押絵と旅する男 江戸川乱歩著 白え

夫婦善哉 織田作之助著　永井一郎読 白お

伊豆の踊子 川端康成著　篠田三郎朗読 白か

檸檬 梶井基次郎著　寺田農朗読 白か

黒い裾 幸田文　著、藤村志保　朗読 白こ

小僧の神様 志賀直哉著 白し

人斬り以蔵 司馬遼太郎原作、津嘉山正種　朗読 白し

しだれ桜 瀬戸内寂聴　原作、平野啓子　語り 白せ

釈迦 瀬戸内寂聴　原作、榎本孝明　語り 白せ

枕草子 清少納言著　坂本和子朗読 白せ

走れメロス 太宰治著、草野大悟朗読 白た

ヴィヨンの妻 太宰治著　朗読：伊武雅刀 白た

シャーロック・ホームズ　〔１〕　緋色の研究 コナン・ドイル著 白と

シャーロック・ホームズ　〔２〕　四つの署名 コナン・ドイル著　 白と

シャーロック・ホームズ　〔３〕　ボヘミアの醜聞 コナン・ドイル著 白と

シャーロック・ホームズ　〔４〕　赤髪組合 コナン・ドイル著　 白と

シャーロック・ホームズ　〔５〕　唇の捩れた男 コナン・ドイル著　 白と

シャーロック・ホームズ　〔６〕　青いガーネット コナン・ドイル著 白と

シャーロック・ホームズ　〔７〕　まだらの紐 コナン・ドイル著 白と

シャーロック・ホームズ　〔８〕　バスカヴィル家の犬 コナン・ドイル著 白と

シャーロック・ホームズ　〔９〕　六つのナポレオン コナン・ドイル著　 白と

               ～耳から聞く　”ものがたり”　
　　　　　            　  音で文学にふれてみませんか～　　　さらに充実！
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著 者 表 示     タ イ ト ル  請求記号

シャーロック・ホームズ　〔１０〕　恐怖の谷 コナン・ドイル著 白と

罪と罰 ドストエフスキー著 江守徹朗読 白と

草枕（上下） 夏目漱石　原作、日下武史　朗読 白な

断腸亭日乗 永井荷風　原作、高橋昌也　朗読 白な

坊っちゃん　上下巻 夏目漱石著、風間杜夫朗読 白な

夢十夜 夏目漱石著　鈴木瑞穂朗読 白な

強力伝、八甲田山 新田次郎著 白に

日本むかしばなし集（日本むかしばなし集）坪田譲治著　壇ふみ朗読 白に

君死にたまふことなかれ 栗原小巻朗読 白に

火垂るの墓 野坂昭如著　橋爪功朗読 白の

博士の愛した数式－ラジオドラマＣＤ－ 小川洋子原作　柄本明〔ほか〕出演 白は

名作を聴く～樋口一葉（心の本棚　美しい日本語） 樋口一葉著　幸田弘子朗読 白ひ

楢山節考 深沢七郎著　小沢昭一朗読 白ふ

赤い夕日    ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

祝い人助八 ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

神隠し        ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

静かな木    ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

たそがれ清兵衛ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

逃走          ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

泣く母        ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

虹の空      ー 山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

約束          ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

夜の道       ー山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」 藤沢周平著 白ふ

最後の一葉 Ｏ．ヘンリ著　藤田弓子朗読 白ヘ

風立ちぬ 堀辰雄著 白ほ

黒猫 エドガー・アラン・ポー著 白ほ

天城越え／金環食 松本清張　原作、原康義　朗読 白ま

或る「小倉日記」伝 松本清張　朗読：湯浅　実 白ま

二階／張込み 松本清張　原作、有川博　朗読 白ま

銀河鉄道の夜 宮沢賢治著、岸田今日子朗読 白み

忍ぶ川 三浦哲郎著 白み

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治著、松橋登朗読 白み

泥の河 宮本輝著 白み

なめとこ山の熊／カイロ団長 宮沢賢治著、矢崎滋朗読 白み

真夏の死 三島由紀夫　原作、蟹江敬三　朗読 白み

愛と死 武者小路実篤著 白む

だらだら坂・大根の月 向田邦子著，話　渡辺美佐子他朗読 白む

花の名前・かわうそ 向田邦子著，話　加藤治子他朗読 白む

鮒・嘘つき卵 向田邦子著　黒柳徹子朗読 白む



著 者 表 示     タ イ ト ル  請求記号

葦は見ていた 山本周五郎著　江守徹朗読 白や

凍てのあと 山本周五郎著　有川博朗読 白や

裏の木戸はあいている 山本周五郎著　佐藤慶朗読 白や

しぶちん 山崎豊子　原作、橋爪功　朗読 白や

将監さまの細みち 山本周五郎著　長山藍子朗読 白や

船場狂い 山崎豊子著 白や

おとえほん－日本・世界昔話－ 秀島史香語り　守時タツミ音楽 赤童

おとえほん－日本昔話－２ 南果歩語り　守時タツミ音楽 赤童

おとえほん－日本昔話－３ 南果歩語り　守時タツミ音楽 赤童

声ものがたり　ピノッキオの冒険　 赤童

声ものがたり　フランダースの犬　 赤童

～講演、演芸などのCDもあります～

講演
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号

足で考え、耳で書く／雨の日には釣竿を磨きながら 開高健講演  白あ

学生との対話 三島由紀夫講演  白か
聴く歴史　１　若くして英傑を育てた吉田松陰の稀有な資質 童門　冬二  白き

聴く歴史　２　松下村塾が生んだ天才改革者高杉晋作 童門　冬二  白き
聴く歴史　３　内村鑑三が世界に紹介した『代表的日本人』 童門　冬二  白き

聴く歴史　４　薩長を結びつけた男　坂本龍馬 西木　正明  白き

聴く歴史　５　 西郷と海舟だからできた江戸無血開城 半藤　一利  白き

聴く歴史　６　西郷隆盛伝説 佐高　信  白き

聴く歴史　７　最後の士　土方歳三　箱館に死す 黒鉄　ヒロシ  白き

聴く歴史　８　大政奉還を決断した徳川慶喜の真意 田中　彰  白き

聴く歴史　９　大久保利通の国家構想と非業の死 佐々木　克  白き
聴く歴史　１０　三菱は竜馬がつくったか？坂本龍馬と岩崎弥太郎 加来　耕三  白き

経験・言葉・虚構／地球を歩く 開高健講演  白け

言葉が怖い 向田邦子講演  白こ

司馬遼太郎が語る　第1集　建築に観る日本文化 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第2集　歴史小説家の視点 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第3集　草原からのメッセージ 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第4集　文章日本語の成立 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第5集　日本人と合理主義 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第6集　私ども人類 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第7集　キリスト教文化と日本 司馬遼太郎  白し

司馬遼太郎が語る　第8集　医学が変えた近代日本 司馬遼太郎  白し

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「中国近代史を読む」 浅田　次郎  白ふ



著 者 表 示     タ イ ト ル  請求記号

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「雲丹海鞘海鼠問題」 椎名　誠  白ふ

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「文化の源流シルクロード」 陳　舜臣  白ふ

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「からごころは嘘をつく」 丸谷　才一  白ふ

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「いま女はさまざまに生きる」 宮尾　登美子  白ふ

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「アジアの女・アジアの声」 山崎　朋子  白ふ

文藝春秋　文化講演会Ⅳ「大地の子と私」 山崎　豊子  白ふ

演芸ほか
著 者 表 示

あれから４０年！爆笑！！傑作集！！！－永久保存盤－ 綾小路きみまろ口演  白あ

ＣＤ版小沢昭一的新宿末廣亭ごきげん三夜 小沢昭一出演  白お

ＣＤ版小沢昭一的新宿末廣亭たっぷり四夜 小沢昭一出演  白お

決定盤講談名演集 六代目宝井馬琴〔ほか〕口演  白こ

講談十八番　ニ代　神田　山陽 神田　山陽  白こ
「土曜ワイドラジオ東京　永六輔その新世界」笑う門には福来る篇 永　六輔、はぶ三太郎、外山恵理など  白と

松之丞講談－シブラク名演集－ 神田松之丞口演  白ま

寄席囃子集 海老一染太郎・染之助社中演奏  白よ

男はつらいよ、寅さん名場面集サウンド寅ック盤１～３ 山田洋次原作 渥美清ほか出演  赤映

　 ぜひご利用ください。
＊貸出中や他館所蔵のCDは、予約することができます。

     タ イ ト ル  請求記号


