
朗読CDリスト

№ タイトル 著者

1 ぞうのババール フランシス・プーランク／曲

2 聖書から学ぶ人生 曽野　綾子／講演

3 ひらめきの法則 星　新一／講演

4 学生との対話 三島　由紀夫／講演

5 言葉が怖い 向田　邦子／講演

6 ＮＨＫわたしの自叙伝　１

7 ＮＨＫわたしの自叙伝　２

8 ＮＨＫわたしの自叙伝　３

9 ＮＨＫわたしの自叙伝　４

10 ＮＨＫわたしの自叙伝　５

11 ＮＨＫわたしの自叙伝　６

12 ＮＨＫわたしの自叙伝　７

13 ＮＨＫわたしの自叙伝　８

14 ＮＨＫわたしの自叙伝　９

15 ＮＨＫわたしの自叙伝　１０

16 ＮＨＫわたしの自叙伝　１１

17 ＮＨＫわたしの自叙伝　１２

18 ＮＨＫわたしの自叙伝　１３

19 ＮＨＫわたしの自叙伝　１４

20 ＮＨＫわたしの自叙伝　１５
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21 ＮＨＫわたしの自叙伝　１６

22 ＮＨＫわたしの自叙伝　１７

23 ＮＨＫわたしの自叙伝　１８

24 ＮＨＫわたしの自叙伝　１９

25 ＮＨＫわたしの自叙伝　２０

26 ＮＨＫわたしの自叙伝　２１

27 ＮＨＫわたしの自叙伝　２２

28 ＮＨＫわたしの自叙伝　２３

29 ＮＨＫわたしの自叙伝　２４

30 ＮＨＫわたしの自叙伝　２５

31 ＮＨＫわたしの自叙伝　２６

32 ＮＨＫわたしの自叙伝　２７

33 ＮＨＫわたしの自叙伝　２８

34 ＮＨＫわたしの自叙伝　２９

35 ＮＨＫわたしの自叙伝　３０

36 ＮＨＫわたしの自叙伝　３１

37 ＮＨＫわたしの自叙伝　３２

38 ＮＨＫわたしの自叙伝　３３

39 ＮＨＫわたしの自叙伝　３４

40 ＮＨＫわたしの自叙伝　３５
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41 ＮＨＫわたしの自叙伝　３６

42 ＮＨＫわたしの自叙伝　３７

43 ＮＨＫわたしの自叙伝　３８

44 ＮＨＫわたしの自叙伝　３９

45 三島由紀夫最後の言葉 三島　由紀夫／対談

46 『鱸とおこぜ』『スパニエル幻想』 阿川　弘之／著

47 芥川龍之介王朝文学選 芥川　龍之介／著

48 「玄鶴山房」「魔術」「片恋」 芥川　龍之介／著

49 杜子春 芥川　竜之介／著

50 河童 芥川　竜之介／著

51 河童 芥川　竜之介／著

52 地獄変／六の宮の姫君 芥川　龍之介／著

53 羅生門 芥川　竜之介／著

54 藪の中／好色 芥川　竜之介／著

55 鼻／魔術 芥川　竜之介／著

56 杜子春 芥川　竜之介／著

57 遺影 浅田　次郎／著

58 月島慕情 浅田　次郎／著

59 雛の花 浅田　次郎／著

60 絵のない絵本 アンデルセン／著
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61 万両 安西　篤子／著

62 本所・桜屋敷 池波　正太郎／著

63 密偵たちの宴 池波　正太郎／著

64 浅草・御厩河岸 池波　正太郎／著

65 血闘 池波　正太郎／著

66 穴 池波　正太郎／著

67 一寸の虫 池波　正太郎／著

68 女密偵女賊 池波　正太郎／著

69 お熊と茂平 池波　正太郎／著

70 麻布一本松 池波　正太郎／著

71 大川の隠居 池波　正太郎／著

72 あごひげ三十両 池波　正太郎／著

73 妙義の團右衛門 池波　正太郎／著

74 討ち入り市兵衛 池波　正太郎／著

75 お千代 池波　正太郎／著

76 白い鬼 池波　正太郎／著

77 金貸し幸右衛門 池波　正太郎／著

78 十番斬り 池波　正太郎／著

79 待ち伏せ 池波　正太郎／著

80 罪ほろぼし 池波　正太郎／著
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81 雷神 池波　正太郎／著

82 波紋 池波　正太郎／著

83 新妻 池波　正太郎／著

84 小さな茄子二つ 池波　正太郎／著

85 天魔 池波　正太郎／著

86 勝負 池波　正太郎／著

87 辻斬り 池波　正太郎／著

88 道場破り 池波　正太郎／著

89 闇は知っている 池波　正太郎／著

90 本所・桜屋敷 池波　正太郎

91 鈍牛 池波　正太郎

92 明神の次郎吉 池波　正太郎

93 剣客 池波　正太郎

94 兇賊 池波　正太郎

95 泥鰌の和助始末 池波　正太郎

96 血頭の丹兵衛 池波　正太郎

97 あきれた奴 池波　正太郎

98 猫じゃらしの女 池波　正太郎

99 白と黒 池波　正太郎

100 はさみ撃ち 池波　正太郎
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101 隠居金七百両 池波　正太郎

102 雨乞い庄右衛門 池波　正太郎

103 おしゃべり源八 池波　正太郎

104 搔掘のおけい 池波　正太郎

105 浅草・御厩河岸 池波　正太郎

106 あきらめきれずに 池波　正太郎

107 礼金二百両 池波　正太郎

108 盗賊婚礼 池波　正太郎

109 のっそり医者 池波　正太郎

110 一握の砂 石川　啄木／著

111 雨あがり 伊集院　静／著

112 冬のはなびら 伊集院　静／著

113 春泥 伊集院　静／著

114 高野聖 泉　鏡花／著

115 高野聖 泉　鏡花／著

116 義血侠血 泉　鏡花／著

117 さらばモスクワ愚連隊 五木　寛之／著

118 野菊の墓 伊藤　左千夫／著

119 闘牛 井上　靖／著

120 父と暮せば 井上　ひさし／著
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121 不忠臣蔵 井上　ひさし／著

122 山椒魚 井伏　鱒二／著，朗読

123 山椒魚／屋根の上のサワン他２編 井伏　鱒二／著

124 がたくり橋は渡らない 宇江佐　真理／著

125 下駄屋おけい 宇江佐　真理／著

126 下駄屋おけい 宇江佐　真理／著

127 おはん 宇野　千代／著

128 人間椅子／押絵と旅する男 江戸川　乱歩／著

129 「鏡地獄」「押絵と旅する男」 江戸川　乱歩／著

130 白い人 遠藤　周作／著

131 新しき俘虜と古き俘虜 大岡　昇平／著

132 老妓抄 岡本　かの子／著

133 『家霊』『川』 岡本　かの子／著

134 博士の愛した数式 小川　洋子／原作

135 深呼吸の必要 長田　弘／著

136 夫婦善哉 織田　作之助／著

137 パニック 開高　健／著

138 檸檬 梶井　基次郎／著

139 雪国　上 川端　康成／著

140 雪国　下 川端　康成／著
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141 伊豆の踊子 川端　康成／著，朗読

142 藤十郎の恋／恩讐の彼方に 菊池　寛／著

143 薄明るい場所／星のない街路 北　杜夫／著

144 北原白秋詩集 北原　白秋／著

145 恋風 北原　亜以子／著

146 武蔵野 国木田　独歩／著

147 五重塔 幸田　露伴／著

148 五重塔 幸田　露伴／著

149 黒い裾 幸田　文／著

150 方丈記 鴨　長明／著

151 手袋を買いに 新美　南吉／著

152 ごんぎつね 新美　南吉／著

153 高瀬舟 森　鴎外／著

154 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

155 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

156 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

157 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

158 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

159 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

160 半七捕物帳 岡本　綺堂／著
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161 蜘蛛の糸 芥川　龍之介／著

162 半七捕物帳 岡本　綺堂／著

163 奥の細道 松尾　芭蕉／著

164 鉄道員 浅田　次郎／著

165 蟹工船 小林　多喜二／著

166 斎藤茂吉秀歌 斎藤　茂吉／著

167 昇天の刺青（ほりもの） 佐江　衆一／著

168 笑い凧 佐江　衆一／著

169 白痴／堕落論／続堕落論 坂口　安吾／著

170 ぼくの愛読詩集 さだ　まさし／編，朗読

171 佐藤春夫詩集 佐藤　春夫／著

172 嘘じゃとて 沢田　ふじ子／著

173 師走狐 沢田　ふじ子／著

174 花籠に月を入れて 沢田　ふじ子／著

175 小僧の神様 志賀　直哉／著，朗読

176 小僧の神様 志賀　直哉／著，朗読

177 和解 志賀　直哉／著

178 人斬り以蔵 司馬　遼太郎／著

179 御家人斬九郎 柴田　錬三郎／著

180 島崎藤村詩集 島崎　藤村／著
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181 児童文学名作選　１　２ 佐藤　遊歩／解説，〔ほか〕朗読

182 児童文学名作選　３　４ 石原　みほ子／〔ほか〕朗読

183 児童文学名作選　５　６ 小田島　恭子／〔ほか〕朗読

184 お話とあそぼう 末吉　正子／著，朗読

185 あの世からの訴状 杉本　苑子／著

186 泣かぬ半七 杉本　苑子／著

187 冬の蝉 杉本　苑子／著

188 宝島 ロバート・ルイス・スティーブンソン／原作

189 釈迦 瀬戸内　寂聴／著

190 しだれ桜 瀬戸内　寂聴／著

191 源氏物語の魅力 瀬戸内　寂聴／講演

192 ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス／原作

193 孤独でも生きられる。 曽野　綾子／著

194 大正十二年関東大震災 鈴木　三重吉／〔ほか〕著

195 薪能 立原　正秋／著

196 「刺青」「秘密」 谷崎　潤一郎／著

197 吉野葛 谷崎　潤一郎／著

198 春琴抄 谷崎　潤一郎／著

199 刺青／秘密 谷崎　潤一郎／著

200 蒲団 田山　花袋／著
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201 人間失格　上 太宰　治／著

202 人間失格　下 太宰　治／著

203 富岳百景／満願 太宰　治／著

204 ヴィヨンの妻 太宰　治／著

205 走れメロス 太宰　治／著

206 走れメロス 太宰　治／著

207 思い出 太宰　治／著

208 唐詩を読む　〔１〕

209 罪と罰 ドストエフスキー／著

210 中原中也詩集 中原　中也／著

211 山月記 中島　敦／著

212 山月記 中島　敦／著

213 李陵 中島　敦／著

214 断腸亭日乗 永井　荷風／著

215 濹東綺譚 永井　荷風／著

216 ふらんす物語〈抄〉 永井　荷風／著

217 坊っちゃん　上巻 夏目　漱石／著

218 坊っちゃん　上巻 夏目　漱石／著

219 草枕　上 夏目　漱石／著

220 坊っちゃん　下巻 夏目　漱石／著
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221 坊っちゃん　下巻 夏目　漱石／著

222 草枕　下 夏目　漱石／著

223 足の裏 夏樹　静子／著

224 五千万円すった男 夏樹　静子／著

225 死ぬより辛い 夏樹　静子／著

226 夢十夜 夏目　漱石／著

227 夢十夜 夏目　漱石／著

228 硝子戸の中 夏目　漱石／著

229 強力伝／八甲田山 新田　次郎／著

230 火垂るの墓 野坂　昭如／著

231 湯飲み茶碗・姉と妹 乃南　アサ／著

232 あなたの匂い 乃南　アサ／著

233 越前海岸・青年のお礼 乃南　アサ／著

234 微笑む女／最後の嘘 乃南　アサ／著

235 萩原朔太郎詩集 萩原　朔太郎／著

236 放浪記 林　芙美子／著

237 オズの魔法使い ライマン・フランク・バウム／原作

238 一葉日記 樋口　一葉／著

239 にごりえ／たけくらべ 樋口　一葉／著

240 江戸の精霊流し 平岩　弓枝／著
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241 目籠ことはじめ 平岩　弓枝／著

242 佐助の牡丹 平岩　弓枝／著

243 芋嵐の吹く頃 平岩　弓枝／著

244 初春弁才船 平岩　弓枝／著

245 十三歳の仲人 平岩　弓枝／著

246 北前船から来た男 平岩　弓枝／著

247 小判商人 平岩　弓枝／著

248 白萩屋敷の月 平岩　弓枝／著

249 紅葉散る 平岩　弓枝／著

250 長助の女房 平岩　弓枝／著

251 水売り文三 平岩　弓枝／著

252 神明ノ原の血闘 平岩　弓枝／著

253 大力お石 平岩　弓枝／著

254 楢山節考 深沢　七郎／著

255 報復 藤沢　周平／著

256 驟り雨 藤沢　周平／著

257 驟り雨／朝焼け 藤沢　周平／著

258 泣かない女／雪明かり 藤沢　周平／著

259 神隠し 藤沢　周平／著

260 たそがれ清兵衛 藤沢　周平／著
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261 祝い人（ほいと）助八 藤沢　周平／著

262 逃走 藤沢　周平／著

263 約束 藤沢　周平／著

264 最後の一葉 Ｏ．ヘンリ／著

265 風立ちぬ 堀　辰雄／著

266 天城越え／金環食 松本　清張／著

267 二階／張込み 松本　清張／著

268 左の腕／いびき 松本　清張／著

269 巻頭句の女 松本　清張／著

270 愛犬／足袋 松本　清張／著，講演

271 家紋 松本　清張／著

272 西郷札 松本　清張／著

273 三熊野詣 三島　由紀夫／著

274 真夏の死 三島　由紀夫／著

275 雁の寺 水上　勉／著

276 注文の多い料理店 宮沢　賢治／著

277 グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治／著

278 風の又三郎 宮沢　賢治／著

279 セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治／著

280 宮沢賢治詩集 宮沢　賢治／著
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281 なめとこ山の熊／カイロ団長 宮沢　賢治／著

282 風の又三郎 宮沢　賢治／著

283 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／著

284 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／著

285 泥の河 宮本　輝／著

286 宮部みゆき傑作選 宮部　みゆき／作

287 父の詫び状 向田　邦子／著

288 鮒／嘘つき卵 向田　邦子／著

289 花の名前 向田　邦子／著

290 だらだら坂 向田　邦子／著

291 父の詫び状 向田　邦子／著

292 愛と死 武者小路　実篤／著

293 源氏物語　第１集 〔紫式部／著〕

294 源氏物語　第２集 〔紫式部／著〕

295 源氏物語　第３集 〔紫式部／著〕

296 源氏物語　第４集 〔紫式部／著〕

297 源氏物語　第５集 〔紫式部／著〕

298 源氏物語　第６集 〔紫式部／著〕

299 源氏物語　第７集 〔紫式部／著〕

300 室生犀星詩集 室生　犀星／著



朗読CDリスト

№ タイトル 著者

301 阿部一族／じいさんばあさん 森　鴎外／著

302 舞姫 森　鴎外／著

303 高瀬舟 森　鴎外／著

304 高瀬舟 森　鴎外／著

305 赤ひげ診療譚　第１集 山本　周五郎／著

306 赤ひげ診療譚　第２集 山本　周五郎／著

307 赤ひげ診療譚　第３集 山本　周五郎／著

308 赤ひげ診療譚　第４集 山本　周五郎／著

309 節分かれ 山本　一力／著

310 いっぽん桜 山本　一力／著

311 蒼龍 山本　一力／著

312 のぼりうなぎ 山本　一力／著

313 裏の木戸はあいている 山本　周五郎／著

314 武家草鞋 山本　周五郎／著

315 凍てのあと 山本　周五郎／著

316 将監さまの細みち 山本　周五郎／著

317 しぶちん 山崎　豊子／著

318 船場狂い 山崎　豊子／著

319 ちゃん 山本　周五郎／著

320 葦は見ていた 山本　周五郎／著



朗読CDリスト

№ タイトル 著者

321 雨あがる 山本　周五郎／著

322 雨あがる 山本　周五郎／著

323 みだれ髪 与謝野　晶子／著

324 宮本武蔵 吉川　英治／原作

325 驟雨 吉行　淳之介／著

326 名作を聴く～近代小説集　１ 五大　路子／〔ほか〕朗読

327 名作を聴く～近代小説集　２ 紺野　美沙子／〔ほか〕朗読

328 心にしみいる名俳句２００選 原　康義／〔ほか〕朗読

329 心にひびく日本語の手紙 平　淑恵／朗読

330 心にのこる日本の名作童話 神保　共子／朗読

331 吟じたい漢詩８０選 寺田　農／朗読

332 名作を聴く～国木田独歩 国木田　独歩／著

333 聴いて味わう日本の三大古典 幸田　弘子／朗読

334 覚えておきたい短歌１５０選 大滝　寛／〔ほか〕朗読

335 名作を聴く～有島武郎 有島　武郎／著

336 暗誦したい万葉の歌 藤村　志保／朗読

337 愛誦したい日本の名詩 西沢　利明／〔ほか〕朗読

338 名作を聴く～川端康成 川端　康成／原作

339 名作を聴く～国木田独歩 国木田　独歩／著

340 名作を聴く～芥川龍之介 芥川　龍之介／原作



朗読CDリスト

№ タイトル 著者

341 名作を聴く～志賀直哉 志賀　直哉／著

342 名作を聴く～太宰治 太宰　治／原作

343 名作を聴く～樋口一葉 樋口　一葉／著

344 名作を聴く～森鴎外 森　鴎外／著

345 無常の歌人西行 西行／著

346 白洲正子の世界 白洲　正子／著

347 放浪の俳人山頭火 山頭火／著

348 名訳で味わう世界の名詩 白坂　道子／朗読

349 里の自由人良寛 良寛／著

350 名作を聴く～川端康成 川端　康成／原作

351 名作を聴く～志賀直哉 志賀　直哉／著

352 名作を聴く～太宰治 太宰　治／原作

353 濃紫筑波颪 直木　三十五／原作

354 なんの花か薫る 山本　周五郎／原作

355 妹の縁談 山本　周五郎／原作

356 討入 直木　三十五／原作

357 狂女の話 山本　周五郎／原作

358 駈け込み訴え 山本　周五郎／原作

359 徒労に賭ける 山本　周五郎／原作

360 氷の下の芽 山本　周五郎／原作



朗読CDリスト

№ タイトル 著者

361 稲葉山桜吹雪 直木　三十五／原作

362 秋篠助太刀 直木　三十五／原作

363 食味風々録 阿川　弘之／著

364 論語を読む 〔孔子／著〕

365 学問のすゝめ 山谷　初男／朗読

366 語りつぎたい日本の昔話 五大　路子／朗読

367 武士道 新渡戸　稲造／著

368 児童文学名作集 上川　隆也／朗読

369 こどもと聴く名作童話 喜多嶋　洋子／朗読


