
■CDブックリスト(山内図書館所蔵のもの。青葉区民読書活動推進事業の一環として独自に貸出しています）

(新潮社、ことのは出版、パンローリング）

タイトル 原作者／作者 朗読者 再生時間 チェックボックス

J001 河童 芥川龍之介 橋爪功 137分 □

J002 杜子春 芥川龍之介 加藤武 60分 □

J003 鼻／魔術 芥川龍之介 川辺久造 47分 □

J004 藪の中／好色 芥川龍之介 高橋悦史 69分 □

J005 羅生門 芥川龍之介 橋爪功 136分 □

J006 遺影 浅田次郎 小川道子 53分 □

J007 シューシャインボーイ 浅田次郎 吉浜直樹 86分 □

J008 月島慕情 浅田次郎 小川道子 80分 □

J009 鉄道員 浅田次郎 榊原忠美 75分 □

J010 雛の花 浅田次郎 小川道子 44分 □

J011 鬼平犯科帳より　本所・桜屋敷 池波正太郎 三好翼 60分 □

J012 鬼平犯科帳より　血頭の丹兵衛 池波正太郎 三好翼 51分 □

J013 鬼平犯科帳より　浅草・御厩河岸 池波正太郎 三好翼 51分 □

J014 鬼平犯科帳より　大川の隠居 池波正太郎 神谷尚武 57分 □

J015 鬼平犯科帳より　俄か雨 池波正太郎 神谷尚武 55分 □

J016 剣客商売より　芸者変転 池波正太郎 小森彰 62分 □

J017 剣客商売より　井関道場・四天王 池波正太郎 神谷尚武 75分 □

J018 剣客商売より　老虎 池波正太郎 神谷尚武 75分 □

J019 剣客商売より　悪い虫 池波正太郎 神谷尚武 47分 □

J020 剣客商売より　雷神 池波正太郎 神谷尚武 43分 □

J021 山椒魚 井伏鱒二 森繫久彌 73分 □

J022 深川恋物語　下駄屋おけい 宇江佐真理 松谷染佳 79分 □

J023 深川恋物語　さびしい水音 宇江佐真理 松谷染佳 83分 □

J024 深川恋物語　狐拳 宇江佐真理 松谷染佳 83分 □

J025 深川恋物語　余寒の雪 宇江佐真理 梶けいこ 88分 □

J026 人間椅子／押絵と旅する男 江戸川乱歩 佐野史郎 138分 □

J027 半七捕物帳　春の雪解 岡本綺堂 吉田健太郎 53分 □

J028 半七捕物帳　張子の虎 岡本綺堂 窪田涼子 59分 □

J029 半七捕物帳　半七先生 岡本綺堂 吉田健太郎 55分 □

J030 半七捕物帳　人形使い 岡本綺堂 片岡まゆみ 59分 □

J031 半七捕物帳　夜叉神堂 岡本綺堂 髙山花斗 56分 □

J032 博士の愛した数式 小川洋子 柄本明ほか 80分 □

J033 夫婦善哉 織田作之助 永井一郎 108分 □



タイトル 原作者／作者 朗読者 再生時間 チェックボックス

J034 花の顔 乙川優三郎 梶けいこ 69分 □

J035 檸檬 梶井基次郎 寺田農 76分 □

J036 雪国（上） 川端康成 加藤剛 135分 □

J037 雪国（下） 川端康成 加藤剛 141分 □

J038 銀座の職人さん（１・2） 北原亞以子 松谷染佳 355分 □

J039 深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子 大森ゆき 52分 □

J040 深川澪通り木戸番小屋　両国橋から 北原亞以子 大森ゆき 45分 □

J041 深川澪通り木戸番小屋　坂道の冬 北原亞以子 大森ゆき 55分 □

J042 深川澪通り木戸番小屋　深川しぐれ 北原亞以子 大森ゆき 44分 □

J043 深川澪通り木戸番小屋　ともだち 北原亞以子 大森ゆき 45分 □

J044 深川澪通り木戸番小屋　名人かたぎ 北原亞以子 大森ゆき 49分 □

J045 深川澪通り木戸番小屋　梅雨の晴れ間 北原亞以子 大森ゆき 47分 □

J046 深川澪通り木戸番小屋　わすれもの 北原亞以子 大森ゆき 46分 □

J047 一会の雪／水明り 佐江衆一 白坂道子 57分 □

J048 江戸職人奇譚より　解錠奇譚　錠前師・三五郎 佐江衆一 神谷尚武 117分 □

J049 江戸職人奇譚より　対の鉋　大工・常吉 佐江衆一 松谷染佳 90分 □

J050 嘘じゃとて 澤田ふじ子 福士秀樹 48分 □

J051 師走狐 澤田ふじ子 神谷尚武 55分 □

J052 花籠に月を入れて 澤田ふじ子 里村奈美 54分 □

J053 人間失格（上） 太宰治 仲代達矢 130分 □

J054 人間失格（下） 太宰治 仲代達矢 124分 □

J055 走れメロス 太宰治 草野大悟 74分 □

J056 富岳百景／満願 太宰治 日下武 70分 □

J057 断腸亭日乗 永井荷風 高橋昌也 142分 □

J058 濹東綺譚 永井荷風 神山繁 222分 □

J059 草枕（上） 夏目漱石 日下武 202分 □

J060 草枕（下） 夏目漱石 日下武 129分 □

J061 坊ちゃん（上） 夏目漱石 風間杜夫 138分 □

J062 坊ちゃん（下） 夏目漱石 風間杜夫 130分 □

J063 火垂るの墓 野坂昭如 橋爪功 76分 □



タイトル 原作者／作者 朗読者 再生時間 チェックボックス

J064 「はやぶさ新八御用帳」より　大田屋の三人娘 平岩弓枝 遠藤たつお 45分 □

J065 「はやぶさ新八御用帳」より　小町踊り 平岩弓枝 遠藤たつお 63分 □

J066 「御宿かわせみ」より　白萩屋敷の月 平岩弓枝 神谷尚武 59分 □

J067 「御宿かわせみ」より　マンドラゴラ奇聞 平岩弓枝 神谷尚武 51分 □

J068 「御宿かわせみ」より　お吉の茶碗 平岩弓枝 松谷有梨 45分 □

J069 「御宿かわせみ」より　宝船まつり 平岩弓枝 神谷尚武 63分 □

J070 「御宿かわせみ」より　横浜慕情 平岩弓枝 神谷尚武 51分 □

J071 「御宿かわせみ」より　明石玉のかんざし 平岩弓枝 松谷有梨 57分 □

J072 静かな木 藤沢周平 柳家小さん 73分 □

J073 泣く母 藤沢周平 中村梅雀 63分 □

J074 愛犬／足袋 松本清張 山崎努 100分 □

J075 天城越え／金環食 松本清張 原康義 120分 □

J076 或る「小倉日記」伝 松本清張 湯浅実 98分 □

J077 雁の寺 水上勉 池端慎之介 200分 □

J078 注文の多い料理店 宮澤賢治 加藤剛 41分 □

J079 なめとこ山の熊／カイロ団長 宮澤賢治 矢崎滋 59分 □

J080 父の詫び状 向田邦子 渡辺美佐子 34分 □

J081 「思い出トランプ」より　花の名前／かわうそ 向田邦子 加藤治子
奈良岡朋子

50分 □

J082 鮒／嘘つき卵 向田邦子 黒柳徹子 54分 □

J083 阿部一族／じいさんばあさん 森鴎外 若山弦蔵 122分 □

J084 高瀬船 森鴎外 井川比佐志 63分 □

J085 舞姫 森鴎外 高橋昌也 63分 □

J086 いっぽん桜 山本一力 神谷尚武 148分 □

J087 のぼりうなぎ 山本一力 神谷尚武 148分 □

J088 赤ひげ診療譚　弟１集 山本周五郎 嵐圭史 173分 □

J089 赤ひげ診療譚　弟２集 山本周五郎 嵐圭史 177分 □

J090 赤ひげ診療譚　弟３集 山本周五郎 嵐圭史 159分 □

J091 赤ひげ診療譚　弟４集 山本周五郎 嵐圭史 159分 □

J092 裏の木戸はあいている 山本周五郎 佐藤慶 67分 □



タイトル 原作者／作者 朗読者 再生時間 チェックボックス

J093 武家草鞋 山本周五郎 鈴木瑞穂 64分 □

J094 季節感のある暮らし方　幸せ感のある生き方 吉沢久子 小川道子 75分 □

F001 シャーロック・ホームズ　緋色の研究 コナン・ドイル 小川真司ほか 64分 □

F002 シャーロック・ホームズ　四つの署名 コナン・ドイル 小川真司ほか 68分 □

F003 罪と罰 ドストエフスキー 江守徹 141分 □

F004 黒猫 Ｅ．Ａ．ポー 黒木仁 40分 □

S001 おやこ寄席ライブ１ 桂文我 58分 □

S002 おやこ寄席ライブ2 桂文我 60分 □

S003 上方落語　桂文我ベスト　ライブシリーズ１ 桂文我 138分 □

S004 ライブ落語　三遊亭遊馬　其の壱 三遊亭遊馬 87分 □

S005 ライブ落語　三遊亭遊馬　其の弐 三遊亭遊馬 92分 □
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