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GC-9136-ﾌ 愛の領分 [1] アイ ノ リョウブン 1  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾌ 愛の領分 [2] アイ ノ リョウブン 2  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾏ 愛犬・足袋 アイケン タビ 新潮カセットブック 
M-2-1

松本清張∥著 マツモト,セイチョ
ウ

新潮社 1987

2C-9136-ﾌ 愛してポンペイ狂詩曲 アイシテ ポンペイ ラプソデイ 集英社カセット 
SC024 Cobalt-
siries

藤本ひとみ∥[著] フジモト,ヒトミ 集英社 1990

2C-9146-ｾ 愛するということ アイスル ト イウ コト 文春カセットライブ
ラリー BCL-014-
01

瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

文芸春秋 1988

3C-9136-ﾀ 蒼い記憶 アオイ キオク  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第1巻 アカイ キオク ダイ1カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第2巻 アカイ キオク ダイ2カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第3巻 アカイ キオク ダイ3カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第4巻 アカイ キオク ダイ4カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第5巻 アカイ キオク ダイ5カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 緋い記憶 第6巻 アカイ キオク ダイ6カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 赤い橋の下のぬるい水 第1巻 アカイ ハシ ノ シタ ノ ヌルイ 
ミズ ダイ1カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 赤い橋の下のぬるい水 第2巻 アカイ ハシ ノ シタ ノ ヌルイ 
ミズ ダイ2カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 赤い橋の下のぬるい水 第3巻 アカイ ハシ ノ シタ ノ ヌルイ 
ミズ ダイ3カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 赤い橋の下のぬるい水 第4巻 アカイ ハシ ノ シタ ノ ヌルイ 
ミズ ダイ4カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 赤い橋の下のぬるい水 第5巻 アカイ ハシ ノ シタ ノ ヌルイ 
ミズ ダイ5カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9330-ﾓ 赤毛のアン 上巻 アカゲ ノ アン ジョウカン 新潮カセットブック 
M-7-1

モンゴメリ∥[著] モンゴメリ,ルーシ
ー・モード

新潮社 1989

2C-9330-ﾓ 赤毛のアン 中巻 アカゲ ノ アン チュウカン 新潮カセットブック 
M-7-2

モンゴメリ∥[著] モンゴメリ,ルーシ
ー・モード

新潮社 1989

2C-9330-ﾓ 赤毛のアン 下巻 アカゲ ノ アン ゲカン 新潮カセットブック 
M-7-3

モンゴメリ∥[著] モンゴメリ,ルーシ
ー・モード

新潮社 1989

GC-9136-ﾐ あかんべえ [1] アカンベエ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾐ あかんべえ [2] アカンベエ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾐ あかんべえ [3] アカンベエ 3  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｷ 秋の花 アキ ノ ハナ  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998
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3C-9136-ｲ 秋草の渡し アキクサ ノ ワタシ  伊藤桂一∥著 イトウ,ケイイチ 音訳サービス・J 1998

3C-9102-ｱ 芥川龍之介 アクタガワ リュウノスケ アポロンカセットラ
イブラリー

芥川龍之介∥[著] アクタガワ,リュウ
ノスケ

アポロン音楽工業 1979

3C-9102-ｱ 芥川龍之介 アクタガワ リュウノスケ アポロンカセットラ
イブラリー

芥川龍之介∥[著] アクタガワ,リュウ
ノスケ

アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 1 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 1

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 1 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 1

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 2 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 2

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 2 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 2

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 4 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 4

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 4 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 4

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 5 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 5

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ｱ 芥川龍之介作品集 5 アクタガワ リユウノスケ サク
ヒンシユウ 5

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

芥川龍之介∥作 アクタガワ,リュウ
ノスケ

岩波書店 1987

3C-9136-ﾅ 悪霊 アクリョウ  中上紀∥著 ナカガミ,ノリ オフィス・コア 2003

3C-9136-ｴ 悪霊の午後 1 アクリョウ ノ ゴゴ 1 NHKカセット日曜
名作座

遠藤周作∥[原作] エンドウ,シュウサ
ク

NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ｴ 悪霊の午後 2 アクリョウ ノ ゴゴ 2 NHKカセット日曜
名作座

遠藤周作∥[原作] エンドウ,シュウサ
ク

NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ｷ 朝霧 アサギリ  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾔ 葦は見ていた アシ ワ ミテイタ 新潮カセットブック 
Y-1-4

山本周五郎∥[著] ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1987

GC-3022-ﾉ アジア新しい物語 [1] アジア アタラシイ モノガタリ 
1

 野村進∥著 ノムラ,ススム 音訳サービス・J 1999

GC-3022-ﾉ アジア新しい物語 [2] アジア アタラシイ モノガタリ 
2

 野村進∥著 ノムラ,ススム 音訳サービス・J 1999

3C-3838-ﾑ アジアごはん紀行 第1巻 アジア ゴハン キコウ ダイ1カ
ン

 向山昌子∥著 ムコウヤマ,マサコ 音訳サービス・J 1995

3C-3838-ﾑ アジアごはん紀行 第2巻 アジア ゴハン キコウ ダイ2カ
ン

 向山昌子∥著 ムコウヤマ,マサコ 音訳サービス・J 1995

3C-3838-ﾑ アジアごはん紀行 第3巻 アジア ゴハン キコウ ダイ3カ
ン

 向山昌子∥著 ムコウヤマ,マサコ 音訳サービス・J 1995

3C-3838-ﾑ アジアごはん紀行 第4巻 アジア ゴハン キコウ ダイ4カ
ン

 向山昌子∥著 ムコウヤマ,マサコ 音訳サービス・J 1995

3C-3838-ﾑ アジアごはん紀行 第5巻 アジア ゴハン キコウ ダイ5カ
ン

 向山昌子∥著 ムコウヤマ,マサコ 音訳サービス・J 1995

GC-9136-ｻ 足引き寺閻魔帳 アシビキデラ エンマチョウ  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾔ あだこ アダコ 新潮カセットブック 
0134

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1995
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GC-9136-ﾓ 仇花 [1] アダバナ 1  諸田玲子∥著 モロタ,レイコ 音訳サービス・J 2004

GC-9136-ﾓ 仇花 [2] アダバナ 2  諸田玲子∥著 モロタ,レイコ 音訳サービス・J 2004

3C-3673-ｶ 新しい親子のあり方について アタラシイ オヤコ ノ アリカタ 
ニ ツイテ

新潮カセット講演 河合隼雄∥講演 カワイ,ハヤオ 新潮社 1989

2C-9136-ｱ 阿刀田高ショートミステリー アトウダ タカシ ショート ミス
テリー

Soundミステリー 阿刀田高∥原作 アトウダ,タカシ TBSブリタニカ 1988

3C-7791-ｺ 穴釣り三次 アナズリ サンジ 新潮カセットトーク 三遊亭円朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1992

3C-9136-ｲ アニマの鳥 [1] アニマ ノ トリ 1  石牟礼道子∥著 イシムレ,ミチコ オフィス・コア 2000

3C-9136-ｲ アニマの鳥 [2] アニマ ノ トリ 2  石牟礼道子∥著 イシムレ,ミチコ オフィス・コア 2000

3C-9136-ｲ アニマの鳥 [3] アニマ ノ トリ 3  石牟礼道子∥著 イシムレ,ミチコ オフィス・コア 2000

3C-9136-ｹ アブラクサスの祭 アブラクサス ノ マツリ  玄侑宗久∥著 ゲンユウ,ソウキュ
ウ

音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾃ あふれた愛 [1] アフレタ アイ 1  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾃ あふれた愛 [2] アフレタ アイ 2  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾓ 阿部一族/じいさんばあさん アベ イチゾク ジイサン バア
サン

新潮カセットブック 
M-5-4

森鴎外∥著 モリ,オウガイ 新潮社 1995

3C-5389-ｸ アポロ13号奇跡の生還 第1巻 アポロ ジュウサンゴウ キセキ 
ノ セイカン ダイ1カン

 ヘンリー・クーパー
Jr.∥[著]

クーパー,ヘンリ・
S.F.,JR.

音訳サービス・J 1996

3C-5389-ｸ アポロ13号奇跡の生還 第2巻 アポロ ジュウサンゴウ キセキ 
ノ セイカン ダイ2カン

 ヘンリー・クーパー
Jr.∥[著]

クーパー,ヘンリ・
S.F.,JR.

音訳サービス・J 1996

3C-5389-ｸ アポロ13号奇跡の生還 第3巻 アポロ ジュウサンゴウ キセキ 
ノ セイカン ダイ3カン

 ヘンリー・クーパー
Jr.∥[著]

クーパー,ヘンリ・
S.F.,JR.

音訳サービス・J 1996

3C-5389-ｸ アポロ13号奇跡の生還 第4巻 アポロ ジュウサンゴウ キセキ 
ノ セイカン ダイ4カン

 ヘンリー・クーパー
Jr.∥[著]

クーパー,ヘンリ・
S.F.,JR.

音訳サービス・J 1996

3C-5389-ｸ アポロ13号奇跡の生還 第5巻 アポロ ジュウサンゴウ キセキ 
ノ セイカン ダイ5カン

 ヘンリー・クーパー
Jr.∥[著]

クーパー,ヘンリ・
S.F.,JR.

音訳サービス・J 1996

3C-9320-ﾋ アマデウス アマデウス 新潮カセットブック 
S-9-1

ピーター・シェーフ
ァー∥原作

シエ-フア-,ピ-タ- 新潮社 1994

2C-9136-ﾔ 雨あがる アメ アガル 新潮カセットブック 
Y-1-3

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1987

3C-7678-ｵ アメリカの心の歌 第1巻 アメリカ ノ ココロ ノ ウタ ダ
イ1カン

 長田弘∥著 オサダ,ヒロシ 音訳サービス・J 1996

3C-7678-ｵ アメリカの心の歌 第2巻 アメリカ ノ ココロ ノ ウタ ダ
イ2カン

 長田弘∥著 オサダ,ヒロシ 音訳サービス・J 1996

3C-7678-ｵ アメリカの心の歌 第3巻 アメリカ ノ ココロ ノ ウタ ダ
イ3カン

 長田弘∥著 オサダ,ヒロシ 音訳サービス・J 1996

3C-7678-ｵ アメリカの心の歌 第4巻 アメリカ ノ ココロ ノ ウタ ダ
イ4カン

 長田弘∥著 オサダ,ヒロシ 音訳サービス・J 1996

2C-9320-12 アメリカの悲劇 アメリカ ノ ヒゲキ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ

T.ドライサー∥作 ドライサー,シーオ
ドア

語学春秋社 1984

3C-3195-ｹ アメリカは没落するか アメリカ ワ ボツラクスルカ Soundビジネス英
語版

ポール・ケネディ∥
著

ケネディ,ポール NHKサービスセン
ター

1988
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GC-9136-ﾐ あやし 怪 アヤシ カイ  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2000

2C-9320-2 嵐が丘 アラシガオカ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 2

E.ブロンテ∥作 ブロンテ,エミリ・
ジェーン

語学春秋社 1986

2C-9330-ﾌ 嵐ヶ丘 上巻 縮約版 アラシガオカ ジョウカン シ
ュクヤクバン

新潮カセットブック 
B-1-1

エミリー・ブロンテ
∥[著]

ブロンテ,エミリ・
ジェーン

新潮社 1988

2C-9330-ﾌ 嵐ヶ丘 下巻 縮約版 アラシガオカ ゲカン シュク
ヤクバン

新潮カセットブック 
B-1-2

エミリー・ブロンテ
∥[著]

ブロンテ,エミリ・
ジェーン

新潮社 1988

2C-9136-ﾎ 曠野 アラノ TBS文芸図書館 堀辰雄∥[著] ホリ,タツオ 世界文化社 1987

2C-9136-ｱ 或阿呆の一生 アル アホウ ノ イッショウ 新潮カセットブック 
A-1-4

芥川竜之介∥[著] アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1989

GC-9136-ﾐ R.P.G アルーピージ  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

3C-4931-ﾅ アルコール問答 アルコール モンドウ  なだいなだ∥著 ナダ,イナダ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 1 王都炎上 アルスラーン センキ 1 オウ
ト エンジョウ

カドカワカセットブ
ック KC-024

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1988

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 2 王子二人 アルスラーン センキ 2 オウ
ジ フタリ

カドカワカセットブ
ック KC-027

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1989

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 3 落日悲歌 アルスラーン センキ 3 ラク
ジツ ヒカ

カドカワカセットブ
ック KC-037

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1990

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 4 汗血公路 アルスラーン センキ 4 カン
ケツ コウロ

カドカワカセットブ
ック KC-058

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1990

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 5 征馬孤影 アルスラーン センキ 5 セイ
バ コエイ

カドカワカセットブ
ック KC-061

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1991

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 6 風塵乱舞 アルスラーン センキ 6 フウ
ジン ランブ

カドカワカセットブ
ック KC-068

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1991

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 7 王都奪還 アルスラーン センキ 7 オウ
ト ダツカン

カドカワカセットブ
ック KC-069

田中芳樹∥原作 タナカ,ヨシキ 角川書店 1991

2C-9136-ﾀ アルスラーン戦記 第2部 1  
仮面兵団

アルスラーン センキ ダイ2ブ 
1 カメン ヘイダン

カドカワサウンドコ
レクション KC-
070

田中芳樹∥著 タナカ,ヨシキ 角川書店 1992

2C-9136-ｱ R62号の発明 ドラマタイズ アールロクジユウニゴウ ノ ハ
ツメイ ドラマタイズ

新潮カセットブック 
A-1-1

安部公房∥著 アベ,コウボウ 新潮社 1987

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第1巻 アンシ ジョウ ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第2巻 アンシ ジョウ ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第3巻 アンシ ジョウ ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第4巻 アンシ ジョウ ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第5巻 アンシ ジョウ ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第6巻 アンシ ジョウ ダイ6カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第7巻 アンシ ジョウ ダイ7カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(上) 第8巻 アンシ ジョウ ダイ8カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

4/92 ページ



2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第1巻 アンシ チュウ ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第2巻 アンシ チュウ ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第3巻 アンシ チュウ ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第4巻 アンシ チュウ ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第5巻 アンシ チュウ ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第6巻 アンシ チュウ ダイ6カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第7巻 アンシ チュウ ダイ7カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(中) 第8巻 アンシ チュウ ダイ8カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第1巻 アンシ ゲ ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第2巻 アンシ ゲ ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第3巻 アンシ ゲ ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第4巻 アンシ ゲ ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第5巻 アンシ ゲ ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第6巻 アンシ ゲ ダイ6カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 晏子(下) 第7巻 アンシ ゲ ダイ7カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾀ アンテナ アンテナ  田口ランディ∥著 タグチ,ランディ 音訳サービス・J 2001

2C-9830-ﾄ アンナ・カレーニナ 上巻 アンナ カレーニナ ジョウカン 新潮カセットブック 
T-5-1

トルストイ∥[著] トルストイ,レフ・
ニコラエヴィチ

新潮社 1988

2C-9830-ﾄ アンナ・カレーニナ 下巻 アンナ カレーニナ ゲカン 新潮カセットブック 
T-5-2

トルストイ∥[著] トルストイ,レフ・
ニコラエヴィチ

新潮社 1988

3C-7791-ｺ 安中草三牢破り アンナカ ソウザ ロウヤブリ 新潮カセット・トー
ク

三遊亭圓朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1992

2C-9320-11 怒りの葡萄 イカリ ノ ブドウ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
11

J.スタインベック∥
作

スタインベック,ジ
ョン・アーンスト

語学春秋社 1981

GC-9136-ｸ 斑鳩宮始末記 イカルガノミヤ シマツキ  黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)1 イキテイル シンゾウ ジョウ1  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)2 イキテイル シンゾウ ジョウ2  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)3 イキテイル シンゾウ ジョウ3  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)4 イキテイル シンゾウ ジョウ4  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)5 イキテイル シンゾウ ジョウ5  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)6 イキテイル シンゾウ ジョウ6  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (上)7 イキテイル シンゾウ ジョウ7  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)1 イキテイル シンゾウ ゲ1  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)2 イキテイル シンゾウ ゲ2  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)3 イキテイル シンゾウ ゲ3  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)4 イキテイル シンゾウ ゲ4  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)5 イキテイル シンゾウ ゲ5  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)6 イキテイル シンゾウ ゲ6  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 生きている心臓 (下)7 イキテイル シンゾウ ゲ7  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

GC-4604-ﾅ 「生きもの」感覚で生きる イキモノ カンカク デ イキル  中村桂子∥著 ナカムラ,ケイコ オフィス・コア 2002

3C-5962-ﾊ イギリスはおいしい 第1巻 イギリス ワ オイシイ ダイ1カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

3C-5962-ﾊ イギリスはおいしい 第2巻 イギリス ワ オイシイ ダイ2カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

3C-5962-ﾊ イギリスはおいしい 第3巻 イギリス ワ オイシイ ダイ3カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

3C-5962-ﾊ イギリスはおいしい 第4巻 イギリス ワ オイシイ ダイ4カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ﾊ イギリスは愉快だ 第1巻 イギリス ワ ユカイダ ダイ1カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ﾊ イギリスは愉快だ 第2巻 イギリス ワ ユカイダ ダイ2カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ﾊ イギリスは愉快だ 第3巻 イギリス ワ ユカイダ ダイ3カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ﾊ イギリスは愉快だ 第4巻 イギリス ワ ユカイダ ダイ4カ
ン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ｾ 生きるということ イキル ト イウ コト 文春カセットライブ
ラリー BCL-014-
02

瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ハルミ 文芸春秋 1989

3C-9102-ｲ 石川啄木 イシカワ タクボク アポロンカセットラ
イブラリー

石川啄木∥[著] イシカワ,タクボク アポロン音楽工業 1979

3C-2360-ｺ イスラム・スペイン千一夜 第1巻 イスラム スペイン センイチヤ 
ダイ1カン

 小西章子∥著 コニシ,アキコ 音訳サービス・J 1996

3C-2360-ｺ イスラム・スペイン千一夜 第2巻 イスラム スペイン センイチヤ 
ダイ2カン

 小西章子∥著 コニシ,アキコ 音訳サービス・J 1996

3C-2360-ｺ イスラム・スペイン千一夜 第3巻 イスラム スペイン センイチヤ 
ダイ3カン

 小西章子∥著 コニシ,アキコ 音訳サービス・J 1996

3C-2360-ｺ イスラム・スペイン千一夜 第4巻 イスラム スペイン センイチヤ 
ダイ4カン

 小西章子∥著 コニシ,アキコ 音訳サービス・J 1996

3C-2360-ｺ イスラム・スペイン千一夜 第5巻 イスラム スペイン センイチヤ  小西章子∥著 コニシ,アキコ 音訳サービス・J 1996
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ダイ5カン

3C-9133-ｲ 伊勢物語 イセ モノガタリ アポロンカセットラ
イブラリー

池田彌三郎∥監修・
解説

イケダ,ヤサブロウ アポロン音楽工業 1979

3C-9133-ｲ 伊勢物語 イセ モノガタリ 新潮カセットブック 
X-1-5 日本の古典 
5

坂本和子∥朗読 サカモト,カズコ 新潮社 1990

2C-9430-ｽ いたずらの天才 イタズラ ノ テンサイ 文春カセットライブ
ラリー BCL 021 
01

アレン・スミス∥著 スミス,H.アレン 文芸春秋 1989

3C-9111-ｲ 「一握の砂」より イチアク ノ スナ 新潮カセットブック 
I-3-1

石川啄木∥[著] イシカワ,タクボク 新潮社 1988

3C-9136-ｽ 一夜の客 イチヤ ノ キャク  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾋ 一葉名作選 その1 イチヨウ メイサクセン ソノ1 新潮カセットブック 
H-4-2

樋口一葉∥著 ヒグチ,イチヨウ 新潮社 1996

GC-9136-ﾋ 一葉名作選 その2 イチヨウ メイサクセン ソノ2 新潮カセットブック 
H-4-3

樋口一葉∥著 ヒグチ,イチヨウ 新潮社 1996

GC-9136-ﾋ 一葉名作選 その3 イチヨウ メイサクセン ソノ3 新潮カセットブック 
H-4-4

樋口一葉∥著 ヒグチ,イチヨウ 新潮社 1997

2C-9136-ｱ いつか猫になる日まで  
ダイジェスト版

イツカ ネコ ニ ナル ヒ マデ 集英社カセット 
SC003

新井素子∥[著] アライ,モトコ 集英社 1987

3C-3023-ｻ 一千日の嵐 第1巻 イッセンニチ ノ アラシ ダイ1
カン

 沢地久枝∥著 サワチ,ヒサエ 音訳サービス・J 1995

3C-3023-ｻ 一千日の嵐 第3巻 イッセンニチ ノ アラシ ダイ3
カン

 沢地久枝∥著 サワチ,ヒサエ 音訳サービス・J 1995

3C-3023-ｻ 一千日の嵐 第4巻 イッセンニチ ノ アラシ ダイ4
カン

 沢地久枝∥著 サワチ,ヒサエ 音訳サービス・J 1995

3C-3023-ｻ 一千日の嵐 第5巻 イッセンニチ ノ アラシ ダイ5
カン

 沢地久枝∥著 サワチ,ヒサエ 音訳サービス・J 1995

GC-9136-ﾔ 凍てのあと イテ ノ アト 新潮カセットブック 
Y-1-7

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1995

GC-4985-ﾅ 遺伝子組み換え食品を検証する [1] 
ジャーナリストの取材ノート

イデンシ クミカエ ショクヒン 
オ ケンショウ スル 1 ジャー
ナリスト ノ シュザイ ノート

 中村靖彦∥著 ナカムラ,ヤスヒコ オフィス・コア 2000

GC-4985-ﾅ 遺伝子組み換え食品を検証する [2] 
ジャーナリストの取材ノート

イデンシ クミカエ ショクヒン 
オ ケンショウ スル 2 ジャー
ナリスト ノ シュザイ ノート

 中村靖彦∥著 ナカムラ,ヤスヒコ オフィス・コア 2000

3C-5990-ｲ 伊藤ふきげん製作所 イトウ フキゲン セイサクショ  伊藤比呂美∥著 イトウ,ヒロミ 音訳サービス・J 2001

GC-9146-ﾃ 犬大将ビッキ イヌ ダイショウ ビッキ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2001

2C-9146-ﾊ イヌづきあい ムツゴロウの動物ト
ーク

イヌズキアイ ムツゴロウ ノ 
ドウブツ トーク

文春カセットライブ
ラリー BCL 005 
02

畑正憲∥著 ハタ,マサノリ 文芸春秋 1988

2C-9136-ﾀ 犬婿入り 第1巻 イヌムコイリ ダイ1カン  多和田葉子∥著 タワダ,ヨウコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 犬婿入り 第2巻 イヌムコイリ ダイ2カン  多和田葉子∥著 タワダ,ヨウコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 犬婿入り 第3巻 イヌムコイリ ダイ3カン  多和田葉子∥著 タワダ,ヨウコ 音訳サービス・J 1992

3C-9160-ﾕ 命 イノチ  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 2000

3C-9160-ﾕ 命 イノチ  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 2000

3C-9135-ｲ 井原西鶴 上 人と生涯 イハラ サイカク ジョウ ヒト 
ト ショウガイ

アポロンカセットラ
イブラリー

井原西鶴∥[著] イハラ,サイカク アポロン音楽工業 1979
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3C-9135-ｲ 井原西鶴 下 作品の世界 イハラ サイカク ゲ サクヒン 
ノ セカイ

アポロンカセットラ
イブラリー

井原西鶴∥[著] イハラ,サイカク アポロン音楽工業 1979

GC-9146-ｵ 井伏さんの祈り、私の祈り イブセサン ノ イノリ ワタクシ 
ノ イノリ

新潮カセット講演 大江健三郎∥講演 オオエ,ケンザブロ
ウ

新潮社 1995

3C-9136-ｱ 芋粥・羅生門 イモガユ ラシヨウモン 新潮カセットブック 
A-1-1

芥川竜之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1987

GC-4028-ﾔ 癒されて生きる 女性生命科学者の
心の旅路

イヤサレテ イキル ジョセイ 
セイメイ カガクシャ ノ ココロ 
ノ タビジ

 柳沢桂子∥著 ヤナギサワ,ケイコ 音訳サービス・J 2000

3C-5474-ﾑ インターネット 第1巻 インターネット ダイ1カン  村井純∥著 ムライ,ジュン 音訳サービス・J 1996

3C-5474-ﾑ インターネット 第2巻 インターネット ダイ2カン  村井純∥著 ムライ,ジュン 音訳サービス・J 1996

3C-5474-ﾑ インターネット 第3巻 インターネット ダイ3カン  村井純∥著 ムライ,ジュン 音訳サービス・J 1996

3C-5474-ﾑ インターネット 第4巻 インターネット ダイ4カン  村井純∥著 ムライ,ジュン 音訳サービス・J 1996

GC-0073-ｲ インターネット的 インターネット テキ  糸井重里∥著 イトイ,シゲサト 音訳サービス・J 2002

2C-9160-ﾄ 院内感染 第1巻 インナイ カンセン ダイ1カン  富家恵海子∥著 トミイエ,エミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾄ 院内感染 第2巻 インナイ カンセン ダイ2カン  富家恵海子∥著 トミイエ,エミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾄ 院内感染 第3巻 インナイ カンセン ダイ3カン  富家恵海子∥著 トミイエ,エミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾄ 院内感染 第4巻 インナイ カンセン ダイ4カン  富家恵海子∥著 トミイエ,エミコ 音訳サービス・J 1993

GC-7621-ｸ ヴァイオリン・愛はひるまない プ
ラハからメキシコへ

ヴァイオリン アイ ワ ヒルマナ
イ プラハ カラ メキシコ ヘ

 黒沼ユリ子∥著 クロヌマ,ユリコ オフィス・コア 2002

2C-9136-ﾀ ヴィヨンの妻 ヴイヨン ノ ツマ 新潮カセットブック 
D-1-2

太宰治 ダザイ,オサム 新潮社 1987

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第1巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ1カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第2巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ2カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第3巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ3カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第4巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ4カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第5巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ5カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｽ ヴェネツィアの宿 第6巻 ヴェネツィア ノ ヤド ダイ6カ
ン

 須賀敦子∥著 スガ,アツコ 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ﾋ 魚の棲む城 [1] ウオ ノ スム シロ 1  平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾋ 魚の棲む城 [2] ウオ ノ スム シロ 2  平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2002

3C-9134-ｳ 宇治拾遺物語 ウジ シユウイ モノガタリ アポロンカセットラ
イブラリー

大島建彦∥監修・解
説

オオシマ,タケヒコ アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｽ 埋み火 1 ウズミビ 1 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

8/92 ページ



3C-9136-ｽ 埋み火 2 ウズミビ 2 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ｽ 埋み火 3 ウズミビ 3 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

GC-9113-ﾃ 嘘も隠しも ウソ モ カクシ モ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2002

GC-3023-ﾖ 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 ウソツキ アーニャ ノ マッカナ 
シンジツ

 米原万里∥著 ヨネハラ,マリ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ﾌ 宇宙皇子(うつのみこ) 1 はるかに
遠き都よ

ウツノミコ 1 ハルカニ トオ
キ ミヤコ ヨ

カドカワカセットブ
ック KC-001

藤川桂介∥原作 フジカワ,ケイスケ 角川書店 1988

2C-9136-ﾀ 姥勝手 第1巻 ウバ カッテ ダイ1カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 姥勝手 第2巻 ウバ カッテ ダイ2カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 姥勝手 第3巻 ウバ カッテ ダイ3カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 姥勝手 第4巻 ウバ カッテ ダイ4カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 姥勝手 第5巻 ウバ カッテ ダイ5カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1994

GC-9155-ｵ 姥ざかり花の旅笠 [1] 小田宅子の
「東路日記」

ウバザカリ ハナ ノ タビガサ 1 
オダ イエコ ノ アズマジ ニッキ

 小田宅子∥著 オダ,イエコ オフィス・コア 2002

GC-9155-ｵ 姥ざかり花の旅笠 [2] 小田宅子の
「東路日記」

ウバザカリ ハナ ノ タビガサ 2 
オダ イエコ ノ アズマジ ニッキ

 小田宅子∥著 オダ,イエコ オフィス・コア 2002

GC-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 [1] ウブメ ノ ナツ 1  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

GC-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 [2] ウブメ ノ ナツ 2  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

GC-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 [3] ウブメ ノ ナツ 3  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 第1巻 ウブメ ノ ナツ ダイ1カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 第2巻 ウブメ ノ ナツ ダイ2カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 第3巻 ウブメ ノ ナツ ダイ3カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 姑獲鳥(うぶめ)の夏 第4巻 ウブメ ノ ナツ ダイ4カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

GC-9136-ｱ 生れ出づる悩み ウマレイズル ナヤミ 新潮カセットブック 
A-4-2

有島武郎∥著 アリシマ,タケオ 新潮社 1994

2C-9136-ﾔ 裏の木戸はあいている ウラ ノ キド ワ アイテイル 新潮カセットブック 
0137

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1995

2C-9136-ﾌ 運転士 第1巻 ウンテンシ ダイ1カン  藤原智美∥著 フジワラ,トモミ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾌ 運転士 第2巻 ウンテンシ ダイ2カン  藤原智美∥著 フジワラ,トモミ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾌ 運転士 第3巻 ウンテンシ ダイ3カン  藤原智美∥著 フジワラ,トモミ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾌ 運転士 第4巻 ウンテンシ ダイ4カン  藤原智美∥著 フジワラ,トモミ 音訳サービス・J 1992
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3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (下) [1] エイエン ノ コ ゲ 1  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (下) [2] エイエン ノ コ ゲ 2  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (下) [3] エイエン ノ コ ゲ 3  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (上) [1] エイエン ノ コ ジョウ 1  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (上) [2] エイエン ノ コ ジョウ 2  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾃ 永遠の仔 (上) [3] エイエン ノ コ ジョウ 3  天童荒太∥著 テンドウ,アラタ 音訳サービス・J 1999

3C-7780-ﾖ 映画こそわが命 エイガ コソ ワガ イノチ 新潮カセット講演 淀川長治∥講演 ヨドガワ,ナガハル 新潮社 1989

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第1巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
１カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第2巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
２カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第3巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
３カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第4巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
４カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第5巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
５カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

3C-4931-ｲ エイズと生きる時代 第6巻 エイズ ト イキル ジダイ ダイ
６カン

 池田恵理子∥著 イケダ,エリコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｷ エイリアン怪猫伝 エイリアン カイビョウデン ソノラマ文庫カセッ
ト版 25

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1989

2C-9136-ｷ エイリアン秘宝街 エイリアン ヒホウガイ ソノラマ文庫カセッ
ト版 1

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1987

3C-3104-ｹ 英和対訳ケネディ大統領演説集 エイワ タイヤク ケネデイ ダイ
トウリヨウ エンゼツシユウ

南雲堂カセットテー
プ

ケネディ∥著 ケネディ,ジョン・
フィッツジェラルド

南雲堂 [1985

3C-7791-ｺ 江島屋騒動 エジマヤ ソウドウ 新潮カセット・トー
ク

三遊亭円朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1992

3C-4400-ﾌ SF天文学入門 (下) エスエフ テンモンガク ニュウ
モン ゲ

 福江純∥著 フクエ,ジュン 音訳サービス・J 1999

3C-4400-ﾌ SF天文学入門 (上) エスエフ テンモンガク ニュウ
モン ジョウ

 福江純∥著 フクエ,ジュン 音訳サービス・J 1999

3C-1241-ﾖ 江戸儒学私見 エド ジユガク シケン カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

吉川幸次郎∥述 ヨシカワ,コウジロ
ウ

岩波書店 1988

GC-9136-ｶ 江戸の検屍官闇女 [1] エド ノ ケンシカン ヤミオンナ 
1

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ｶ 江戸の検屍官闇女 [2] エド ノ ケンシカン ヤミオンナ 
2

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾀ えびす聖子(みこ) [1] エビス ミコ 1  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ オフィス・コア 2001

GC-9136-ﾀ えびす聖子(みこ) [2] エビス ミコ 2  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ オフィス・コア 2001

2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第1巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ1カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994
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2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第2巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ2カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第3巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ3カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第4巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ4カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第5巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ5カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 恵比寿屋喜兵衛手控え 第6巻 エビスヤ キヘエ テビカエ ダ
イ6カン

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ Ariel 1 エリアル １ ソノラマ文庫カセッ
ト版 3

笹本祐一∥原作・脚
本

ササモト,ユウイチ 朝日ソノラマ 1987

2C-9136-ｻ Ariel 2 幻影の侵略 エリアル 2 ゲンエイ ノ シン
リャク

ソノラマ文庫カセッ
ト版 12

笹本祐一∥原作・脚
本

ササモト,ユウイチ 朝日ソノラマ 1988

3C-3677-ｼ 老いと社会 [1] 制度・臨床への老
年学的アプローチ

オイ ト シャカイ 1 セイド リ
ンショウ エノ ロウネンガクテ
キ アプローチ

 冷水豊∥著 シミズ,ユタカ オフィス・コア 2002

3C-3677-ｼ 老いと社会 [2] 制度・臨床への老
年学的アプローチ

オイ ト シャカイ 2 セイド リ
ンショウ エノ ロウネンガクテ
キ アプローチ

 冷水豊∥著 シミズ,ユタカ オフィス・コア 2002

2C-9146-ｾ 老いて華やぐ オイテ ハナヤグ 文春カセットライブ
ラリー BCL-014-
03

瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

文芸春秋 1989

2C-9153-ﾅ 王朝女流日記 1 オウチヨウ ジヨリユウ ニツキ 
1

アポロンカセットラ
イブラリー

中村真一郎∥監修・
解説

ナカムラ,シンイチ
ロウ

アポロン音楽工業 1979

2C-9153-ﾅ 王朝女流日記 2 オウチヨウ ジヨリユウ ニツキ 
2

アポロンカセットラ
イブラリー

中村真一郎∥監修・
解説

ナカムラ,シンイチ
ロウ

アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｻ 王妃の離婚 [1] オウヒ ノ リコン 1  佐藤賢一∥著 サトウ,ケンイチ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｻ 王妃の離婚 [2] オウヒ ノ リコン 2  佐藤賢一∥著 サトウ,ケンイチ 音訳サービス・J 1999

3C-9134-ｵ 大鏡 オオカガミ アポロンカセットラ
イブラリー

松本新八郎∥監修・
解説

マツモト,シンパチ
ロウ

アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第1巻 オオカミ ブギョウ ダイ1カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第1巻 オオカミ ブギョウ ダイ1カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第2巻 オオカミ ブギョウ ダイ2カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第2巻 オオカミ ブギョウ ダイ2カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第3巻 オオカミ ブギョウ ダイ3カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第3巻 オオカミ ブギョウ ダイ3カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第4巻 オオカミ ブギョウ ダイ4カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第4巻 オオカミ ブギョウ ダイ4カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第5巻 オオカミ ブギョウ ダイ5カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第5巻 オオカミ ブギョウ ダイ5カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾀ 狼奉行 第5巻 オオカミ ブギョウ ダイ5カン  高橋義夫∥著 タカハシ,ヨシオ 音訳サービス・J 1992
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GC-9136-ﾔ 大川わたり 長編時代小説 オオカワ ワタリ  山本一力∥著 ヤマモト,イチリキ 音訳サービス・J 2002

GC-7643-ｽ オーケストラを読む本 もっと知り
たいオーケストラの話

オーケストラ オ ヨム ホン モ
ット シリタイ オーケストラ ノ 
ハナシ

 鈴木織衛∥著 スズキ,オリエ オフィス・コア 2002

GC-9136-ｽ 大風呂敷 上(1) 後藤新平の生涯 オオブロシキ ジョウ1 ゴト
ウ シンペイ ノ ショウガイ

 杉森久英∥著 スギモリ,ヒサヒデ オフィス・コア 2000

GC-9136-ｽ 大風呂敷 上(2) 後藤新平の生涯 オオブロシキ ジョウ2 ゴト
ウ シンペイ ノ ショウガイ

 杉森久英∥著 スギモリ,ヒサヒデ オフィス・コア 2000

GC-9136-ｽ 大風呂敷 下(1) 後藤新平の生涯 オオブロシキ ゲ1 ゴトウ シ
ンペイ ノ ショウガイ

 杉森久英∥著 スギモリ,ヒサヒデ オフィス・コア 2000

GC-9136-ｽ 大風呂敷 下(2) 後藤新平の生涯 オオブロシキ ゲ2 ゴトウ シ
ンペイ ノ ショウガイ

 杉森久英∥著 スギモリ,ヒサヒデ オフィス・コア 2000

3C-7960-ｵ 大山康晴全集 [別巻] 人生の譜 オオヤマ ヤスハル ゼンシュウ 
ベッカン ジンセイ ノ フ

 大山康晴∥[述] オオヤマ,ヤスハル 毎日コミュニケーシ
ョンズ

1991

3C-9115-ｻ おかあさん オカアサン アポロンカセットラ
イブラリー オーデ
ィオ詩集

サトウ・ハチロー∥
[著]

サトウ,ハチロウ アポロン音楽工業 1979

2C-9155-ﾏ 奥の細道 上  
千住から平泉まで

オク ノ ホソミチ ジョウ セ
ンジュ カラ ヒライズミ マデ

アポロンカセットラ
イブラリー

松尾芭蕉∥[著] マツオ,バショウ アポロン音楽工業 1979

2C-9155-ﾏ 奥の細道 下  
堺田から大垣まで

オク ノ ホソミチ ゲ サカイ
ダ カラ オオガキ マデ

アポロンカセットラ
イブラリー

松尾芭蕉∥[著] マツオ,バショウ アポロン音楽工業 1979

3C-9155-ﾏ おくのほそ道 オクノホソミチ 新潮カセットブック 
X-1-3・日本の古
典 3

松尾芭蕉∥[著] マツオ,バショウ 新潮社 1989

2C-9155-ﾏ おくのほそ道 オクノホソミチ 新潮カセットブック 
X-1-3・日本の古
典 3

松尾芭蕉∥[著] マツオ,バショウ 新潮社 1989

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)1 オグライ モリ ジョウ１  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)2 オグライ モリ ジョウ2  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)3 オグライ モリ ジョウ3  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)4 オグライ モリ ジョウ4  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)5 オグライ モリ ジョウ5  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)6 オグライ モリ ジョウ6  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)7 オグライ モリ ジョウ7  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)8 オグライ モリ ジョウ8  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (上)9 オグライ モリ ジョウ9  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)1 オグライ モリ ゲ1  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)2 オグライ モリ ゲ2  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)3 オグライ モリ ゲ3  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)4 オグライ モリ ゲ4  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)5 オグライ モリ ゲ5  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)6 オグライ モリ ゲ6  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)7 オグライ モリ ゲ7  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｶ 小暗い森 (下)8 オグライ モリ ゲ8  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 1992

GC-9136-ﾃ 御書物(おしょもつ)同心日記 オショモツ ドウシン ニッキ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2000

2C-9136-ﾔ 落葉の隣り オチバ ノ トナリ 新潮カセットブック 
Y-1-1

山本周五郎∥著 ヤマモト,シユウゴ
ロウ

新潮社 1987

GC-9146-ｷ お茶をのみながら オチャ オ ノミナガラ  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ｲ 弟 第1巻 オトウト ダイ1カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第2巻 オトウト ダイ2カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第3巻 オトウト ダイ3カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第4巻 オトウト ダイ4カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第5巻 オトウト ダイ5カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第6巻 オトウト ダイ6カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第7巻 オトウト ダイ7カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｲ 弟 第8巻 オトウト ダイ8カン  石原慎太郎∥著 イシハラ,シンタロ
ウ

音訳サービス・J 1996

3C-9136-ｸ 大人のための残酷童話 オトナ ノ タメノ ザンコク ドウ
ワ

新潮カセットブック 
K-5-1

倉橋由美子∥[原作] クラハシ,ユミコ 新潮社 1988

2C-9136-ﾑ おどるでく 第1巻 オドル デク ダイ1カン  室井光広∥著 ムロイ,ミツヒロ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾑ おどるでく 第2巻 オドル デク ダイ2カン  室井光広∥著 ムロイ,ミツヒロ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾑ おどるでく 第3巻 オドル デク ダイ3カン  室井光広∥著 ムロイ,ミツヒロ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾑ おどるでく 第4巻 オドル デク ダイ4カン  室井光広∥著 ムロイ,ミツヒロ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾑ おどるでく 第5巻 オドル デク ダイ5カン  室井光広∥著 ムロイ,ミツヒロ 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ﾋ オニビシ オニビシ  久間十義∥著 ヒサマ,ジュウギ オフィス・コア 2000

2C-9136-ｲ 鬼平犯科帳「埋蔵金千両」 オニヘイ ハンカチョウ マイゾ
ウキン センリョウ

文春カセットライブ
ラリー BCL 013 
02

池波正太郎∥著 イケナミ,ショウタ
ロウ

文芸春秋 1988

GC-9146-ﾐ お針道具 記憶の断片 オハリ ドウグ キオク ノ ダン
ペン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｷ おひで [1] 慶次郎縁側日記 オヒデ 1 ケイジロウ エンガワ 
ニッキ

 北原亞以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2000
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3C-9136-ｷ おひで [2] 慶次郎縁側日記 オヒデ 2 ケイジロウ エンガワ 
ニッキ

 北原亞以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾄ オホーツク老人 1 オホーツク ロウジン 1 NHKカセット日曜
名作座

戸川幸夫∥[原作] トガワ,ユキオ NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ﾄ オホーツク老人 2 オホーツク ロウジン 2 NHKカセット日曜
名作座

戸川幸夫∥[原作] トガワ,ユキオ NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ｽ 汚名 第1巻 オメイ ダイ1カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｽ 汚名 第2巻 オメイ ダイ2カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｽ 汚名 第3巻 オメイ ダイ3カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｽ 汚名 第4巻 オメイ ダイ4カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｽ 汚名 第5巻 オメイ ダイ5カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｽ 汚名 第6巻 オメイ ダイ6カン  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1993

GC-9136-ｴ 泳ぐのに、安全でも適切でもありま
せん

オヨグ ノニ アンゼン デモ テキ
セツ デモ アリマセン

 江国香織∥著 エクニ,カオリ 音訳サービス・J 2002

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第1巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ1カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第2巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ2カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第3巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ3カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第4巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ4カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第5巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ5カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第6巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ6カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第7巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ7カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第8巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ8カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-7621-ﾜ 音楽からの贈り物 第9巻 オンガク カラ ノ オクリモノ 
ダイ9カン

 和波孝禧∥著 ワナミ,タカヨシ 音訳サービス・J 1995

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第1巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ1カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第2巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ2カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第3巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ3カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第4巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ4カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第5巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ5カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(上) 第6巻 オンナ トウゾク プーラン ジョ
ウ ダイ6カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997
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3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第1巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ1カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第2巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ2カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第3巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ3カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第4巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ4カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第5巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ5カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

3C-2892-ﾌ 女盗賊プーラン(下) 第6巻 オンナ トウゾク プーラン ゲ 
ダイ6カン

 プーラン・デヴィ∥
著

デヴィ,プーラン 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 1 オンナ ヒキャクニン 1  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 2 オンナ ヒキャクニン 2  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 3 オンナ ヒキャクニン 3  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 4 オンナ ヒキャクニン 4  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 5 オンナ ヒキャクニン 5  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

GC-9136-ﾃ おんな飛脚人 6 オンナ ヒキャクニン 6  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 1998

2C-9136-ﾊ 女文士 第1巻 オンナ ブンシ ダイ1カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第2巻 オンナ ブンシ ダイ2カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第3巻 オンナ ブンシ ダイ3カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第4巻 オンナ ブンシ ダイ4カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第5巻 オンナ ブンシ ダイ5カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第6巻 オンナ ブンシ ダイ6カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾊ 女文士 第7巻 オンナ ブンシ ダイ7カン  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1996

3C-3672-ﾏ 女たちがつくるアジア 第1巻 オンナタチ ガ ツクル アジア 
ダイ1カン

 松井やより∥著 マツイ,ヤヨリ 音訳サービス・J 1996

3C-3672-ﾏ 女たちがつくるアジア 第2巻 オンナタチ ガ ツクル アジア 
ダイ2カン

 松井やより∥著 マツイ,ヤヨリ 音訳サービス・J 1996

3C-3672-ﾏ 女たちがつくるアジア 第3巻 オンナタチ ガ ツクル アジア 
ダイ3カン

 松井やより∥著 マツイ,ヤヨリ 音訳サービス・J 1996

3C-3672-ﾏ 女たちがつくるアジア 第4巻 オンナタチ ガ ツクル アジア 
ダイ4カン

 松井やより∥著 マツイ,ヤヨリ 音訳サービス・J 1996

3C-3672-ﾏ 女たちがつくるアジア 第5巻 オンナタチ ガ ツクル アジア 
ダイ5カン

 松井やより∥著 マツイ,ヤヨリ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ｼ 女たちのジハード [1] オンナタチ ノ ジハード 1  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1998
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GC-9136-ｼ 女たちのジハード [2] オンナタチ ノ ジハード 2  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1998

2C-9138-1 怪奇探偵ショートホラー 1 カイキ タンテイ ショート ホラ
ー 1

Soundホラー 横溝正史∥[ほか]原
作

ヨコミゾ,セイシ TBSブリタニカ 1988

GC-9136-ﾂ 海峡の光 カイキョウ ノ ヒカリ  辻仁成∥著 ツジ,ヒトナリ 音訳サービス・J 1997

GC-9146-ﾊ 介護と恋愛 カイゴ ト レンアイ  遙洋子∥著 ハルカ,ヨウコ 音訳サービス・J 2002

2C-9081-ｳ 海潮音 自然の息自然の声他 カイチョウオン シゼン ノ イキ 
シゼン ノ コエ

NHKカセット「朗
読」の時間

上田敏∥[原作] ウエダ,ビン NHKサービスセン
ター

1988

GC-5962-ﾀ 回転スシ世界一周 カイテン スシ セカイ イッシュ
ウ

 玉村豊男∥著 タマムラ,トヨオ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ﾐ カイロ団長/なめとこ山の熊 カイロ ダンチヨウ ナメトコヤ
マ ノ クマ

新潮カセットブック 
M-3-2

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1987

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第1巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
1カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第2巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
2カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第3巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
3カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第4巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
4カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第5巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
5カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第6巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
6カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｷ 顔に降りかかる雨 第7巻 カオ ニ フリカカル アメ ダイ
7カン

 桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

3C-4040-ｲ 科学は今どうなっているの? [1] カガク ワ イマ ドウナッテイル
ノ 1

 池内了∥著 イケウチ,トオル オフィス・コア 2002

3C-4040-ｲ 科学は今どうなっているの? [2] カガク ワ イマ ドウナッテイル
ノ 2

 池内了∥著 イケウチ,トオル オフィス・コア 2002

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)1 カキ シュンジュウ ジョウ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)2 カキ シュンジュウ ジョウ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)3 カキ シュンジュウ ジョウ 3  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)4 カキ シュンジュウ ジョウ 4  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)5 カキ シュンジュウ ジョウ 5  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (上)6 カキ シュンジュウ ジョウ 6  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)1 カキ シュンジュウ ゲ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)2 カキ シュンジュウ ゲ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)3 カキ シュンジュウ ゲ 3  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)4 カキ シュンジュウ ゲ 4  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)5 カキ シュンジュウ ゲ 5  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 夏姫春秋 (下)6 カキ シュンジュウ ゲ 6  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 岳物語 [Prat1] 二日間のプレゼ
ント

ガク モノガタリ パート1 フ
ツカカン ノ プレゼント

集英社カセット 
SC001 文芸シリー
ズ

椎名誠∥[著]・声の
出演

シイナ,マコト 集英社 1987

2C-9146-ﾐ 学生との対話 ガクセイ トノ タイワ 新潮カセット講演 三島由紀夫∥[著] ミシマ,ユキオ 新潮社 1988

2C-9136-ﾀ 駆込み訴え・走れメロス カケコミ ウッタエ ハシレ メロ
ス

新潮カセットブック 
D-1-3

太宰治∥[著] ダザイ,オサム 新潮社 1988

2C-9136-ﾐ 火車 第1巻 カシャ ダイ1カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第2巻 カシャ ダイ2カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第3巻 カシャ ダイ3カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第4巻 カシャ ダイ4カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第5巻 カシャ ダイ5カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第6巻 カシャ ダイ6カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第7巻 カシャ ダイ7カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第8巻 カシャ ダイ8カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第9巻 カシャ ダイ9カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 火車 第10巻 カシャ ダイ10カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1993

3C-7670-ｵ 歌集うたはいつでも カシユウ ウタ ワ イツデモ どの子ものびる家庭
教育

親子音楽の会∥編 オヤコ オンガク ノ 
カイ

あゆみ出版 1987

2C-9136-ｼ 花神 下巻 カシン ゲカン カセット名作シリー
ズ 26

司馬遼太郎∥原作 シバ,リョウタロウ デラ 1989

2C-9136-ｼ 花神 上巻 カシン ジョウカン カセット名作シリー
ズ 25

司馬遼太郎∥原作 シバ,リョウタロウ デラ 1989

GC-9136-ｵ かずら野 [1] カズラノ 1  乙川優三郎∥著 オトカワ,ユウザブ
ロウ

音訳サービス・J 2002

GC-9136-ｵ かずら野 [2] カズラノ 2  乙川優三郎∥著 オトカワ,ユウザブ
ロウ

音訳サービス・J 2002

GC-0190-ﾃ 風がページをめくると カゼ ガ ページ オ メクルト  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2001

2C-9136-ﾎ 風立ちぬ 2 カゼ タチヌ 2 NHKカセット「朗
読」の時間

堀辰雄∥著 ホリ,タツオ NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾎ 風立ちぬ 3 カゼ タチヌ 3 NHKカセット「朗
読」の時間

堀辰雄∥著 ホリ,タツオ NHKサービスセン
ター

1987

3C-3168-ｱ 「風と共に去りぬ」のアメリカ 第
1巻

カゼ ト トモニ サリヌ ノ アメ
リカ ダイ１カン

 青木富貴子∥著 アオキ,フキコ 音訳サービス・J 1996

3C-3168-ｱ 「風と共に去りぬ」のアメリカ 第 カゼ ト トモニ サリヌ ノ アメ  青木富貴子∥著 アオキ,フキコ 音訳サービス・J 1996
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2巻 リカ ダイ２カン

3C-3168-ｱ 「風と共に去りぬ」のアメリカ 第
3巻

カゼ ト トモニ サリヌ ノ アメ
リカ ダイ３カン

 青木富貴子∥著 アオキ,フキコ 音訳サービス・J 1996

3C-3168-ｱ 「風と共に去りぬ」のアメリカ 第
4巻

カゼ ト トモニ サリヌ ノ アメ
リカ ダイ４カン

 青木富貴子∥著 アオキ,フキコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 風の大陸 第2部 呪いの町 カゼ ノ タイリク ダイ2ブ ノ
ロイ ノ マチ

富士見カセットブッ
ク FC-9

竹河聖∥著 タケカワ,セイ 富士見書房 1991

2C-9136-ﾐ 風の又三郎 カゼ ノ マタサブロウ 新潮カセットブック 
M-3-5

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1989

2C-9136-ﾐ 風の又三郎 カゼ ノ マタサブロウ 新潮カセットブック 
M-3-5

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1989

GC-9136-ﾊ 風の耳朶 カゼ ノ ミミタブ  灰谷健次郎∥著 ハイタニ,ケンジロ
ウ

オフィス・コア 2002

2C-9136-ｷ 風立ちて“D” カゼタチテ デイー ソノラマ文庫カセッ
ト版 5

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1986

GC-9136-ﾅ 家族 カゾク  南木佳士∥著 ナギ,ケイシ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾕ 家族シネマ 第1巻 カゾク シネマ ダイ1カン  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾕ 家族シネマ 第2巻 カゾク シネマ ダイ2カン  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾕ 家族シネマ 第3巻 カゾク シネマ ダイ3カン  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｳ 家族ホテル [1] カゾク ホテル 1  内海隆一郎∥著 ウツミ,リユウイチ
ロウ

音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｳ 家族ホテル [2] カゾク ホテル 2  内海隆一郎∥著 ウツミ,リユウイチ
ロウ

音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾕ 肩ごしの恋人 カタゴシ ノ コイビト  唯川恵∥著 ユイカワ,ケイ 音訳サービス・J 2002

3C-7530-ｼ 語りかける花 第1巻 カタリカケル ハナ ダイ1カン  志村ふくみ∥著 シムラ,フクミ 音訳サービス・J 1994

3C-7530-ｼ 語りかける花 第2巻 カタリカケル ハナ ダイ2カン  志村ふくみ∥著 シムラ,フクミ 音訳サービス・J 1994

3C-7530-ｼ 語りかける花 第3巻 カタリカケル ハナ ダイ3カン  志村ふくみ∥著 シムラ,フクミ 音訳サービス・J 1994

3C-7530-ｼ 語りかける花 第4巻 カタリカケル ハナ ダイ4カン  志村ふくみ∥著 シムラ,フクミ 音訳サービス・J 1994

3C-7530-ｼ 語りかける花 第5巻 カタリカケル ハナ ダイ5カン  志村ふくみ∥著 シムラ,フクミ 音訳サービス・J 1994

GC-3704-ｶ 学校崩壊 ガッコウ ホウカイ  河上亮一∥著 カワカミ,リョウイ
チ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾊ 葛飾物語 1 カツシカ モノガタリ 1  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996

GC-9136-ﾊ 葛飾物語 2 カツシカ モノガタリ 2  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996

GC-9136-ﾊ 葛飾物語 3 カツシカ モノガタリ 3  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996

GC-9136-ﾊ 葛飾物語 4 カツシカ モノガタリ 4  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996

GC-9136-ﾊ 葛飾物語 5 カツシカ モノガタリ 5  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996
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GC-9136-ﾊ 葛飾物語 6 カツシカ モノガタリ 6  半村良∥著 ハンムラ,リョウ オフィス・コア 1996

3C-9136-ｱ 河童 カッパ 新潮カセットブック 
A-1-6

芥川竜之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1994

3C-9111-ｲ 悲しき玩具 カナシキ ガング 新潮カセットブック 
1-3-2

石川啄木∥[著] イシカワ,タクボク 新潮社 1991

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第1巻 ガモウテイ ジケン ダイ1カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第2巻 ガモウテイ ジケン ダイ2カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第3巻 ガモウテイ ジケン ダイ3カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第4巻 ガモウテイ ジケン ダイ4カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第5巻 ガモウテイ ジケン ダイ5カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第6巻 ガモウテイ ジケン ダイ6カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第7巻 ガモウテイ ジケン ダイ7カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第8巻 ガモウテイ ジケン ダイ8カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第9巻 ガモウテイ ジケン ダイ9カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第10巻 ガモウテイ ジケン ダイ10カ
ン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第11巻 ガモウテイ ジケン ダイ11カ
ン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第12巻 ガモウテイ ジケン ダイ12カ
ン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 蒲生邸事件 第13巻 ガモウテイ ジケン ダイ13カ
ン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾂ カラス・エロチック街道 カラス エロチツク カイドウ 新潮カセットブック 
T-1-2

筒井康隆∥著・朗読 ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1987

2C-9146-ﾅ 『硝子戸の中』より ガラスド ノ ナカ ヨリ 新潮カセットブック 
N-1-1

夏目漱石∥[著] ナツメ,ソウセキ 新潮社 1987

GC-9330-ｽ ガリバー旅行記 英文朝日の英語カ
セット

ガリバー リヨコウキ 英米名作朗読シリー
ズ 6

ジョナサン・スウィ
フト∥作

スウィフト,ジョナ
サン

英文朝日 1987

3C-9102-ｶ 川端康成 カワバタ ヤスナリ アポロンカセットラ
イブラリー

川端康成∥[著] カワバタ,ヤスナリ アポロン音楽工業 1979

3C-4945-ﾓ ガンを恐れずにすむ方法 ガン オ オソレズ ニ スム ホウ
ホウ

テープ塾カセット 森時孝∥講述 モリ,トキタカ ダン 1988

3C-4916-ｽ ガンにかからないためのライフ・ス
タイル

ガン ニ カカラナイ タメノ ライ
フ スタイル

新潮カセット講演 杉村隆∥講演 スギムラ,タカシ 新潮社 1988

2C-9136-ﾊ ガンヘッド Part1 ガン ヘツド パート1 カドカワカセットブ
ック

原田真人∥脚本 ハラダ,マサト 角川書店 1989

2C-9136-ﾊ ガンヘッド Part2 ガン ヘツド パート2 カドカワカセットブ
ック

原田真人∥脚本 ハラダ,マサト 角川書店 1989

3C-7674-ﾍ 歓喜の歌 カンキ ノ ウタ  [ベートーベン]∥
[作曲]

ベートーヴェン,ル
ートヴィヒ・ヴァン

朝日新聞社 1988
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GC-9136-ﾖ 看守眼 カンシュガン  横山秀夫∥著 ヨコヤマ,ヒデオ 音訳サービス・J 2004

3C-7684-ｶ 観世流謡曲百番集 カンゼリュウ ヨウキョク ヒャ
クバンシュウ

 キングレコード∥録
音製作

キング レコード  1985

3C-7684-ｶ 観世流謡曲百番集 カンゼリュウ ヨウキョク ヒャ
クバンシュウ

 キングレコード∥録
音製作

キング レコード  1985

2C-9136-ﾂ 歓待・最初の混線・横車の大八・超
能力

カンタイ サイシヨ ノ コンセン 
ヨコグルマ ダイハチ チヨウノ
ウリヨク

新潮カセットブック 
T-1-5

筒井康隆∥[著] ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1987

GC-9136-ﾐ 管仲 (上) カンチュウ ジョウ  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2003

GC-9136-ﾐ 管仲 (下) カンチュウ ゲ  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2003

GC-4904-ｶ がんばらない ガンバラナイ  鎌田實∥著 カマタ,ミノル オフィス・コア 2001

GC-7621-ｾ 聞いて、ヴァイオリンの詩 キイテ ヴァイオリン ノ シ  千住真理子∥著 センジュ,マリコ オフィス・コア 2002

GC-9136-ｷ 消えさりゆく物語 キエサリユク モノガタリ  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾖ 機械 キカイ 新潮カセットブック 
Y-2-1

横光利一∥[著] ヨコミツ,リイチ 新潮社 1988

2C-9136-ﾐ 菊籬(きくまがき) 第1巻 キクマガキ ダイ1カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 菊籬(きくまがき) 第2巻 キクマガキ ダイ2カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 菊籬(きくまがき) 第3巻 キクマガキ ダイ3カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 菊籬(きくまがき) 第4巻 キクマガキ ダイ4カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 菊籬(きくまがき) 第5巻 キクマガキ ダイ5カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第1巻 キケン ナ ショクタク ダイ1カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第2巻 キケン ナ ショクタク ダイ2カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第3巻 キケン ナ ショクタク ダイ3カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第4巻 キケン ナ ショクタク ダイ4カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第5巻 キケン ナ ショクタク ダイ5カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｺ 危険な食卓 第6巻 キケン ナ ショクタク ダイ6カ
ン

 小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1995

3C-9136-ｷ 傷 [1] 慶次郎縁側日記 キズ 1 ケイジロウ エンガワ 
ニッキ

 北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｷ 傷 [2] 慶次郎縁側日記 キズ 2 ケイジロウ エンガワ 
ニッキ

 北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1999

3C-9146-ﾐ 季節の森の物語 キセツ ノ モリ ノ モノガタリ  道浦母都子∥著 ミチウラ,モトコ オフィス・コア 2000

GC-9111-ｻ 北杜夫選・斎藤茂吉秀歌 キタ モリオ セン サイトウ モキ
チ シュウカ

新潮カセットブック 
S-4-1

斎藤茂吉∥[原作] サイトウ,モキチ 新潮社 1988
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3C-9102-ｷ 北原白秋 キタハラ ハクシュウ アポロンカセットラ
イブラリー

北原白秋∥[著] キタハラ,ハクシュ
ウ

アポロン音楽工業 1979

3C-9115-ｷ 北原白秋詩集 キタハラ ハクシュウ シシュウ 新潮カセットブック 
K-8-1

北原白秋∥著 キタハラ,ハクシュ
ウ

新潮社 1989

2C-9136-ｱ 吸血鬼よ故郷を見よ 吸血鬼はお年
ごろシリーズ

キュウケツキ ヨ コキョウ オ ミ
ヨ キュウケツキ ワ オトシゴ
ロ シリーズ

集英社カセット 
SC005 Cobalt-
series

赤川次郎∥[著] アカガワ,ジロウ 集英社 1988

2C-9136-ﾂ 急流・関節話法 キユウリユウ カンセツ ワホウ 新潮カセットブック 
T-1-3

筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1987

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第1巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ1
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第2巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ2
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第3巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ3
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第4巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ4
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第5巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ5
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第6巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ6
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第7巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ7
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第8巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ8
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第9巻 田中ロッキー
ドから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ9
カン タナカ ロッキード カラ 
ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第10巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
10カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第11巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
11カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第12巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
12カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第13巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
13カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第14巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
14カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第15巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
15カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第16巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
16カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第17巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
17カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第18巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
18カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第19巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
19カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第20巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
20カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第21巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
21カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994
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3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第22巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
22カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第23巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
23カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第24巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
24カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第25巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
25カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第26巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
26カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第27巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
27カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-3121-ﾀ 巨悪VS言論 第28巻 田中ロッキ
ードから自民党分裂まで

キョアク タイ ゲンロン ダイ
28カン タナカ ロッキード カ
ラ ジミントウ ブンレツ マデ

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-2100-ﾌ 教科書が教えない歴史 [1] キョウカショ ガ オシエナイ レ
キシ 1

 藤岡信勝∥著 フジオカ,ノブカツ 音訳サービス・J 1997

3C-2100-ﾌ 教科書が教えない歴史 2 キョウカショ ガ オシエナイ レ
キシ 2

 藤岡信勝∥著 フジオカ,ノブカツ 音訳サービス・J 1997

3C-2100-ﾌ 教科書が教えない歴史 3 キョウカショ ガ オシエナイ レ
キシ 3

 藤岡信勝∥著 フジオカ,ノブカツ 音訳サービス・J 1997

3C-2100-ﾌ 教科書が教えない歴史 4 キョウカショ ガ オシエナイ レ
キシ 4

 藤岡信勝∥著 フジオカ,ノブカツ 音訳サービス・J 1997

GC-6453-ﾅ 狂牛病 人類への警鐘 キョウギュウビョウ ジンルイ 
エノ ケイショウ

 中村靖彦∥著 ナカムラ,ヤスヒコ オフィス・コア 2002

3C-7739-ｷ 狂言 萩大名 キョウゲン ハギダイミョウ アポロンカセットラ
イブラリー

野村万作∥監修・解
説

ノムラ,マンサク アポロン音楽工業 1979

3C-9133-ﾑ 京ことば源治物語 キヨウコトバ ゲンジ モノガタ
リ

 [紫式部]∥[著] ムラサキシキブ 大修館書店 1989

GC-9136-ﾀ 京伝怪異帖 [1] キョウデン カイイチョウ 1  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ オフィス・コア 2001

GC-9136-ﾀ 京伝怪異帖 [2] キョウデン カイイチョウ 2  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ オフィス・コア 2001

3C-2916-1 京都サウンドマップ 1  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
蹴上から 哲学の道〜銀閣寺

キヨウト サウンド マツプ 1 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ ケアゲ カラ テツガク 
ノ ミチ ギンカクジ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-3 京都サウンドマップ 3  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
一乗寺下り松から 詩仙堂〜修学院離
宮へ

キヨウト サウンド マツプ 3 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ イチジョウジ サガリマ
ツ カラ シセンドウ シュウガク
イン リキュウ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-4 京都サウンドマップ 4  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
寂光院から 三千院〜古知谷へ

キヨウト サウンド マツプ 4 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ ジャッコウイン カラ 
サンゼンイン コチタニ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-5 京都サウンドマップ 5  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
妙心寺から 竜安寺〜金閣寺へ

キヨウト サウンド マツプ 5 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ ミョウジンジ カラ リ
ュウアンジ キンカクジ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-6 京都サウンドマップ 6  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
壬生から 二条城〜京都御所へ

キヨウト サウンド マツプ 6 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ ミブ カラ ニジョウジ
ョウ キョウト ゴショ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-7 京都サウンドマップ 7  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
四条から 祇園〜三十三間堂へ

キヨウト サウンド マツプ 7 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ シジョウ カラ ギオン 
サンジュウサンゲンドウ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-8 京都サウンドマップ 8  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
嵐山から 嵯峨野〜大沢の池へ

キヨウト サウンド マツプ 8 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ アラシヤマ カラ サガ
ノ オオサワノイケ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990
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3C-2916-9 京都サウンドマップ 9  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
船岡山から 大徳寺〜光悦寺へ

キヨウト サウンド マツプ 9 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ フナオカヤマ カラ ダ
イトクジ コウエツジ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-10 京都サウンドマップ 10  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
松尾から 苔寺〜桂離宮へ

キヨウト サウンド マツプ 10 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ マツオ カラ コケデラ 
カツラリキュウ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-11 京都サウンドマップ 11  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
高瀬川沿いに 木屋町〜五条大橋へ

キヨウト サウンド マツプ 11 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ タカセガワゾイ ニ キ
ヤマチ ゴジョウオオハシ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

3C-2916-12 京都サウンドマップ 12  
カセットで歩く京都散策〜文学・歴
史などにふれながら〜  
宇治から 平等院〜万福寺へ

キヨウト サウンド マツプ 12 
カセット デ アルク キョウト サ
ンサク ブンガク レキシ ニ フレ
ナガラ ウジ カラ ビョウドウ
イン マンプクジ エ

新幹線カセットライ
ブラリー

JR東海∥企画制作 ジエイアール トウ
カイ

JR東海 1990

GC-9136-ｷ 玉蘭 [1] ギョクラン 1  桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ｷ 玉蘭 [2] ギョクラン 2  桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾏ きれぎれ キレギレ  町田康∥著 マチダ,コウ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾏ 銀河戦国群雄伝ライ 風雲児立つ ギンガ センゴク グンユウデン 
ライ フウウンジ タツ

カドカワ・カセッ
ト・ブック

真鍋譲治∥原作 マナベ,ジヨウジ 角川書店 1992

2C-9136-ﾏ 銀河戦国群雄伝ライ 2 南天の嵐 ギンガ センゴク グンユウデン 
ライ 2 ナンテン ノ アラシ

カドカワカセットブ
ック KC-080

真鍋譲治∥原作 マナベ,ジヨウジ 角川書店 1992

3C-9136-ﾐ 銀河鉄道の夜 ギンガ テツドウ ノ ヨル 新潮カセットブック 
M-3-4

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1988

3C-9126-ﾐ 近代能楽集 1 キンダイ ノウガクシュウ 1 新潮カセットブック 
M-6-2

三島由紀夫∥[著] ミシマ,ユキオ 新潮社 1991

3C-9126-ﾐ 近代能楽集 2 キンダイ ノウガクシュウ 2 新潮カセットブック 
M-6-3

三島由紀夫∥[著] ミシマ,ユキオ 新潮社 1991

GC-9136-ｵ 空中ブランコ クウチュウ ブランコ  奥田英朗∥著 オクダ,ヒデオ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ｵ 草を褥に 小説牧野富太郎 クサ オ シトネ ニ ショウセツ 
マキノ トミタロウ

 大原富枝∥著 オオハラ,トミエ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾅ 草枕 上 クサマクラ ジョウ 新潮カセットブック 
N-1-5

夏目漱石∥著 ナツメ,ソウセキ 新潮社 1995

GC-9136-ﾅ 草枕 下 クサマクラ ゲ 新潮カセットブック 
N-1-6

夏目漱石∥著 ナツメ,ソウセキ 新潮社 1995

2C-9136-ﾅ 草枕 下 クサマクラ ゲ 新潮カセットブック 
N-1-6

夏目漱石∥著 ナツメ,ソウセキ 新潮社 1995

GC-9136-ﾐ グスコーブドリの伝記 グスコーブドリ ノ デンキ 新潮カセットブック 
M-3-8

宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1997

2C-9136-ｺ くだんのはは クダン ノ ハハ 新潮カセットブック 
K-1-1

小松左京∥[著] コマツ,サキョウ 新潮社 1987

3C-9136-ﾏ 屈辱ポンチ クツジョク ポンチ  町田康∥著 マチダ,コウ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾎ 熊の敷石 クマ ノ シキイシ  堀江敏幸∥著 ホリエ,トシユキ 音訳サービス・J 2001

3C-7685-ﾀ 一谷▼軍記 熊谷陣屋の段 クマガエ ジンヤ ノ ダン 日本芸能セミナー 
文楽の音楽 第三部

竹本津大夫∥浄瑠璃 タケモト,ツダユウ 白水社 [1986

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第1巻 クラ ジョウ ダイ1カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第2巻 クラ ジョウ ダイ2カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994
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2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第3巻 クラ ジョウ ダイ3カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第4巻 クラ ジョウ ダイ4カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第5巻 クラ ジョウ ダイ5カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第6巻 クラ ジョウ ダイ6カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (上)第7巻 クラ ジョウ ダイ7カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第1巻 クラ ゲ ダイ1カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第2巻 クラ ゲ ダイ2カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第3巻 クラ ゲ ダイ3カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第4巻 クラ ゲ ダイ4カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第5巻 クラ ゲ ダイ5カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第6巻 クラ ゲ ダイ6カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 蔵 (下)第7巻 クラ ゲ ダイ7カン  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1994

GC-7604-ﾐ クラシック心の旅 クラシック ココロ ノ タビ  宮本英世∥著 ミヤモト,ヒデヨ オフィス・コア 2000

3C-1468-ﾀ クラシックでおちこみ解消 症状
別・自分でできる音楽療法

クラシック デ オチコミ カイシ
ョウ

Soundクリニック 田中多聞∥構成・監
修

タナカ,タモン TBSブリタニカ 1988

2C-9320-15 クリスマス・キャロル 幸福な王子 
15

クリスマス キヤロル コウフク 
ナ オウジ 15

シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
15

C.ディッケンズ∥作 ディケンズ,チャー
ルズ

語学春秋社 1984

2C-9430-ｸ グリムメルヒェン 1 グリム メルヒェン 1 カセットブック グリム兄弟∥[原作] グリム,ヤーコプ ぎょうせい 1988

2C-9430-ｸ グリムメルヒェン 2 グリム メルヒェン 2 カセットブック グリム兄弟∥[原作] グリム,ヤーコプ ぎょうせい 1988

2C-9430-ｸ グリムメルヒェン 3 グリム メルヒェン 3 カセットブック グリム兄弟∥[原作] グリム,ヤーコプ ぎょうせい 1988

2C-9430-ｸ グリムメルヒェン 4 グリム メルヒェン 4 カセットブック グリム兄弟∥[原作] グリム,ヤーコプ ぎょうせい 1988

2C-9430-ｸ グリムメルヒェン 5 グリム メルヒェン 5 カセットブック グリム兄弟∥[原作] グリム,ヤーコプ ぎょうせい 1988

3C-9136-ﾐ クレオパトラ (上)[1] クレオパトラ ジョウ 1  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ﾐ クレオパトラ (上)[2] クレオパトラ ジョウ 2  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ﾐ クレオパトラ (下)[1] クレオパトラ ゲ 1  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ﾐ クレオパトラ (下)[2] クレオパトラ ゲ 2  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1997

2C-9320-4 黒猫 落し穴と振子 クロネコ オトシアナ ト フリコ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 4

E.A.ポォ∥作 ポー,エドガー・ア
ラン

語学春秋社 1983

2C-9136-ﾖ 黒船 第1巻 クロフネ ダイ1カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ﾖ 黒船 第2巻 クロフネ ダイ2カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第3巻 クロフネ ダイ3カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第4巻 クロフネ ダイ4カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第5巻 クロフネ ダイ5カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第6巻 クロフネ ダイ6カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第7巻 クロフネ ダイ7カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾖ 黒船 第8巻 クロフネ ダイ8カン  吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 音訳サービス・J 1992

GC-9146-ｶ 経験・言葉・虚構/地球を歩く ケイケン コトバ キョコウ 新潮カセット講演 開高健∥講演 カイコウ,タケシ 新潮社 1990

GC-6940-ｵ ケータイ学入門 [1] メディア・コ
ミュニケーションから読み解く現代
社会

ケータイガク ニュウモン 1 メ
ディア コミュニケーション カ
ラ ヨミトク ゲンダイ シャカイ

 岡田朋之∥著 オカダ,トモユキ オフィス・コア 2003

GC-6940-ｵ ケータイ学入門 [2] メディア・コ
ミュニケーションから読み解く現代
社会

ケータイガク ニュウモン 2 メ
ディア コミュニケーション カ
ラ ヨミトク ゲンダイ シャカイ

 岡田朋之∥著 オカダ,トモユキ オフィス・コア 2003

GC-9136-ｱ 戯作三昧 ゲサク ザンマイ 新潮カセットブック 
A-1-8

芥川龍之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1996

GC-9136-ﾉ 結婚詐欺師 [1] ケッコン サギシ 1  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾉ 結婚詐欺師 [2] ケッコン サギシ 2  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1997

GC-9146-ｺ けったいなアメリカ人 ケッタイナ アメリカジン  米谷ふみ子∥著 コメタニ,フミコ オフィス・コア 2001

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第1巻 ケンサツ ソウサ ダイ1カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第2巻 ケンサツ ソウサ ダイ2カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第3巻 ケンサツ ソウサ ダイ3カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第4巻 ケンサツ ソウサ ダイ4カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第5巻 ケンサツ ソウサ ダイ5カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第6巻 ケンサツ ソウサ ダイ6カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ﾅ 検察捜査 第7巻 ケンサツ ソウサ ダイ7カン  中嶋博行∥著 ナカジマ,ヒロユキ 音訳サービス・J 1994

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第1巻  
『源氏物語』の時代/桐壺の巻

ゲンジ オ カタル ダイ1カン 
ゲンジ モノガタリ ノ ジダイ キ
リツボ ノ マキ

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第2巻  
「葵の巻」前編/「葵の巻」後編

ゲンジ オ カタル ダイ2カン 
アオイ ノ マキ ゼンペン アオイ 
ノ マキ コウヘン

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第3巻  
「賢木の巻」前編/「賢木の巻」後編

ゲンジ オ カタル ダイ3カン 
サカキ ノ マキ ゼンペン サカキ 
ノ マキ

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第4巻  ゲンジ オ カタル ダイ4カン  村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988
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賢木・花散里・須磨の巻/須磨・明石
の巻

サカキ ハナチルサト スマ ノ マ
キ スマ アカシ ノ マキ

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第5巻  
明石の巻/澪標の巻・蓬生の巻

ゲンジ オ カタル ダイ5カン 
アカシ ノ マキ ミオツクシ ノ 
マキ ヨモギウ ノ マキ

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第6巻  
「関屋・絵合の巻」前編/「関屋・絵
合の巻」後編

ゲンジ オ カタル ダイ6カン 
セキヤ エアワセ ノ マキ ゼンペ
ン セキヤ エアワセ ノ マキ コ
ウヘン 

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第7巻  
薄雲の巻/槿の巻

ゲンジ オ カタル ダイ7カン 
ウスグモ ノ マキ ムクゲ ノ マ
キ

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第8巻  
「少女の巻」前編/「少女の巻」後編

ゲンジ オ カタル ダイ8カン 
ショウジョ ノ マキ ゼンペン シ
ョウジョ ノ マキ コウヘン

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第9巻  
「玉鬘の巻」前編/玉鬘・初音の巻

ゲンジ オ カタル ダイ9カン 
タマカズラ ノ マキ ゼンペン タ
マカズラ ハツネ ノ マキ

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏を語る 第10巻  
『源氏物語』と私 前編/『源氏物
語』と私 後編

ゲンジ オ カタル ダイ10カン 
ゲンジ モノガタリ ト ワタクシ 
ゼンペン ゲンジ モノガタリ ト 
ワタクシ コウヘン

 村山リウ∥吹きこみ ムラヤマ,リュウ 創元社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏物語 1 作品の世界 ゲンジ モノガタリ 1 サクヒ
ン ノ セカイ

アポロンカセットラ
イブラリー

紫式部∥[著] ムラサキシキブ アポロン音楽工業  

3C-9133-ﾑ 源氏物語 2 光源氏をめぐる女性
たち

ゲンジ モノガタリ 2 ヒカル
ゲンジ オ メグル ジョセイタチ

アポロンカセットラ
イブラリー

紫式部∥[著] ムラサキシキブ アポロン音楽工業 1979

3C-9133-ﾑ 源氏物語 3 紫式部とその時代 ゲンジ モノガタリ 3 ムラサ
キシキブ ト ソノ ジダイ

アポロンカセットラ
イブラリー

紫式部∥[著] ムラサキシキブ アポロン音楽工業 1979

GC-9133-ﾑ 源氏物語 桐壺〜夕顔 ゲンジ モノガタリ キリツボ 
カラ ユウガオ

新潮カセットブック 
X-1-8・日本の古
典 8

紫式部∥[著] ムラサキシキブ 新潮社 1991

GC-9133-ﾑ 源氏物語 葵〜花散里 ゲンジ モノガタリ アオイ カ
ラ ハナチルサト

新潮カセットブック 
X-1-10・日本の古
典 10

紫式部∥[著] ムラサキシキブ 新潮社 1992

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻1[1] ゲンジ モノガタリ カン1 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻1[2] ゲンジ モノガタリ カン1 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻2[1] ゲンジ モノガタリ カン2 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

3C-9133-ﾑ 源氏物語 巻2[2] ゲンジ モノガタリ カン2 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻3[1] ゲンジ モノガタリ カン3 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻3[2] ゲンジ モノガタリ カン3 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻3[3] ゲンジ モノガタリ カン3 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2002

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻4[1] ゲンジ モノガタリ カン4 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻4[2] ゲンジ モノガタリ カン4 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻5[1] ゲンジ モノガタリ カン5 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻5[2] ゲンジ モノガタリ カン5 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻5[3] ゲンジ モノガタリ カン5 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻6[1] ゲンジ モノガタリ カン6 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻6[2] ゲンジ モノガタリ カン6 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003
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GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻6[3] ゲンジ モノガタリ カン6 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻7[1] ゲンジ モノガタリ カン7 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻7[2] ゲンジ モノガタリ カン7 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻7[3] ゲンジ モノガタリ カン7 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻8[1] ゲンジ モノガタリ カン8 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻8[2] ゲンジ モノガタリ カン8 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻8[3] ゲンジ モノガタリ カン8 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻9[1] ゲンジ モノガタリ カン9 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻9[2] ゲンジ モノガタリ カン9 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2003

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻10[1] ゲンジ モノガタリ カン10 1  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2004

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻10[2] ゲンジ モノガタリ カン10 2  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2004

GC-9133-ﾑ 源氏物語 巻10[3] ゲンジ モノガタリ カン10 3  紫式部∥[著] ムラサキシキブ 音訳サービス・J 2004

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第1巻 ゲンジ モノガタリ ダイ1カン 中公カセットライブ
ラリ

[紫式部]∥[著] ムラサキシキブ 中央公論社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第2巻 ゲンジ モノガタリ ダイ2カン 中公カセットライブ
ラリー

[紫式部]∥[著] ムラサキシキブ 中央公論社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第3巻 ゲンジ モノガタリ ダイ3カン 中公カセットライブ
ラリー

[紫式部]∥[著] ムラサキシキブ 中央公論社 1988

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第4巻(カセット) ゲンジ モノガタリ ダイ4カン 中公カセットライブ
ラリー

[紫式部]∥[著] ムラサキシキブ 中央公論社 1989

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第5巻 ゲンジ モノガタリ ダイ5カン 中公カセットライブ
ラリー

[紫式部∥原著] ムラサキシキブ 中央公論社 1989

3C-9133-ﾑ 源氏物語 第6巻 ゲンジ モノガタリ ダイ6カン 中公カセットライブ
ラリー

[紫式部]∥[原著] ムラサキシキブ 中央公論社 1989

GC-9133-ﾑ 源氏物語 若紫〜花宴 ゲンジ モノガタリ ワカムラサ
キ カラ ハナノエン

新潮カセットブック 
X-1-9・日本の古
典 9

紫式部∥[著] ムラサキシキブ 新潮社 1992

2C-9136-ﾕ 幻獣少年キマイラ [1] ゲンジュウ ショウネン キマイ
ラ 1

ソノラマ文庫カセッ
ト版 20 キマイラ吼
シリーズ

夢枕獏∥原作 ユメマクラ,バク 朝日ソノラマ 1988

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第1巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ1
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第2巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ2
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第3巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ3
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第4巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ4
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第5巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ5
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995
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2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第6巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ6
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 幻色江戸ごよみ 第7巻 ゲンショク エドゴヨミ ダイ7
カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

3C-3303-ｹ 現代を読む経済用語集 ゲンダイ オ ヨム ケイザイ ヨウ
ゴシュウ

   ごま書房 1987

2C-9138-1 現代作家ミステリー劇場 1 ゲンダイ サッカ ミステリー ゲ
キジョウ 1

TBSブリタニカ
soundミステリー

森村誠一∥[ほか]原
作

モリムラ,セイイチ TBSブリタニカ 1989

2C-9138-2 現代作家ミステリー劇場 2 ゲンダイ サッカ ミステリー ゲ
キジョウ 2

TBSブリタニカ
soundミステリー

笹沢左保∥[ほか]原
作

ササザワ,サホ TBSブリタニカ 1989

GC-9136-ﾋ 源太郎の初恋 御宿かわせみ ゲンタロウ ノ ハツコイ オン
ヤド カワセミ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1997

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第1巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ1
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第2巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ2
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第3巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ3
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第4巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ4
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第5巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ5
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

3C-5435-ﾅ 原発事故を問う 第6巻 ゲンパツ ジコ オ トウ ダイ6
カン

 七沢潔∥著 ナナサワ,キヨシ 音訳サービス・J 1996

2C-9170-ｼ 小朝の「ジョークは世界を救う」 
〈男と女〉編

コアサ ノ ジョーク ワ セカイ 
オ スクウ オトコ ト オンナ ヘ
ン

新潮カセットトーク 春風亭小朝∥語り シュンプウテイ,コ
アサ

新潮社 1988

2C-9170-ｼ 小朝の「ジョークは世界を救う」 
part 2

コアサ ノ ジョーク ワ セカイ 
オ スクウ パート2

新潮カセット・トー
ク

春風亭小朝∥語り シュンプウテイ,コ
アサ

新潮社 1990

2C-9136-ｺ 恋 第1巻 コイ ダイ1カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第2巻 コイ ダイ2カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第3巻 コイ ダイ3カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第4巻 コイ ダイ4カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第5巻 コイ ダイ5カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第6巻 コイ ダイ6カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第7巻 コイ ダイ7カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第8巻 コイ ダイ8カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第9巻 コイ ダイ9カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｺ 恋 第10巻 コイ ダイ10カン  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1996

3C-2810-ﾓ 恋は決断力 明治生まれの13人の女
たち

コイ ワ ケツダンリョク メイ
ジ ウマレ ノ ジュウサンニン ノ 
オンナ タチ

 森まゆみ∥著 モリ,マユミ オフィス・コア 2000
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2C-9136-ｷ 恋忘れ草 第1巻 コイ ワスレ グサ ダイ1カン  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｷ 恋忘れ草 第2巻 コイ ワスレ グサ ダイ2カン  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｷ 恋忘れ草 第3巻 コイ ワスレ グサ ダイ3カン  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｷ 恋忘れ草 第4巻 コイ ワスレ グサ ダイ4カン  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1993

3C-9160-ｽ 紅衣少女 12億分の1の出会い 中
国国画会の巨匠、顧生岳教授を求め
て

コウイ ショウジョ ジュウニオ
クブンノイチ ノ デアイ

 菅野芳亘∥著 スガノ,ヨシノブ 音訳サービス・J 2002

3C-2810-ﾅ 講演歴史をさわがせた女たち コウエン レキシ オ サワガセタ 
オンナタチ

文春カセットライブ
ラリー

永井路子∥著 ナガイ,ミチコ 文芸春秋 1988

3C-1241-ｲ 「孔子」を語る コウシ オ カタル 新潮カセット講演 井上靖∥講演 イノウエ,ヤスシ 新潮社 1990

GC-9136-ｱ 好色・藪の中 コウシヨク ヤブ ノ ナカ 新潮カセットブック 
A-1-2

芥川竜之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1987

3C-9136-ｷ 巷説百物語 [正][1] コウセツ ヒャクモノガタリ セ
イ 1

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｷ 巷説百物語 [正][2] コウセツ ヒャクモノガタリ セ
イ 2

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｷ 巷説百物語 続[1] コウセツ ヒャクモノガタリ ゾ
ク1

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｷ 巷説百物語 続[2] コウセツ ヒャクモノガタリ ゾ
ク2

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｷ 巷説百物語 続[3] コウセツ ヒャクモノガタリ ゾ
ク3

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2002

GC-9430-ｲ 皇妃エリザベート [1] コウヒ エリザベート 1  マリールイーゼ・フ
ォン・インゲンハイ
ム∥[著]

インゲンハイム,マ
リールイーゼ・フォ
ン

音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｲ 高野聖 コウヤ ヒジリ 新潮カセットブック 泉鏡花∥作 イズミ,キョウカ 新潮社 1993

2C-9136-ｻ 黄落 第1巻 コウラク ダイ1カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第2巻 コウラク ダイ2カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第3巻 コウラク ダイ3カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第4巻 コウラク ダイ4カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第5巻 コウラク ダイ5カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第6巻 コウラク ダイ6カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｻ 黄落 第7巻 コウラク ダイ7カン  佐江衆一∥著 サエ,シュウイチ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ｱ コーヒー党奇談 コーヒートウ キダン  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ オフィス・コア 2002

2C-9136-ｱ 氷のように冷たい女 「過去を運ぶ
足」より

コオリ ノ ヨウニ ツメタイ オン
ナ カコ オ ハコブ アシ ヨリ

文春カセットライブ
ラリー BCL 020 
01

阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ 文芸春秋 1989

3C-9136-ｵ 氷舞 [1] 新宿鮫 コオリマイ 1 シンジュク ザメ  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1998
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3C-9136-ｵ 氷舞 [2] 新宿鮫 コオリマイ 2 シンジュク ザメ  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾕ ゴールドラッシュ [1] ゴールド ラッシュ 1  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾕ ゴールドラッシュ [2] ゴールド ラッシュ 2  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾕ ゴールドラッシュ 第1巻 ゴールド ラッシュ ダイ1カン  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 1999

GC-3782-ｻ 五感の音楽 音のない音楽への扉 ゴカン ノ オンガク オト ノ ナ
イ オンガク エノ トビラ

 佐藤慶子∥著 サトウ,ケイコ オフィス・コア 2002

3C-9111-ｺ 古今和歌集 コキン ワカシュウ アポロンカセットラ
イブラリー

秋山虔∥解説 アキヤマ,ケン アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ﾜ 極道戦士、翔ぶ! ゴクドウ センシ トブ ソノラマ文庫カセッ
ト版 6 クレージ
ー・リー

渡辺由自∥原作 ワタナベ,ユウジ 朝日ソノラマ 1988

GC-9146-ｵ 午後の居場所で コゴ ノ イバショ デ  落合恵子∥著 オチアイ,ケイコ オフィス・コア 2001

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第1巻 コゴエル キバ ダイ1カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第2巻 コゴエル キバ ダイ2カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第3巻 コゴエル キバ ダイ3カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第4巻 コゴエル キバ ダイ4カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第5巻 コゴエル キバ ダイ5カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第6巻 コゴエル キバ ダイ6カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第7巻 コゴエル キバ ダイ7カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第8巻 コゴエル キバ ダイ8カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾉ 凍える牙 第9巻 コゴエル キバ ダイ9カン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1996

GC-3692-ｼ ここまできた障害者の恋愛と性 ココマデ キタ ショウガイシャ 
ノ レンアイ ト セイ

 障害者の生と性の研
究会∥編

ショウガイシャ ノ 
セイ ト セイ ノ ケ
ンキュウカイ

オフィス・コア 2002

3C-4937-ｱ こころの傷を読み解くための800冊
の本 [1] 総解説 

ココロ ノ キズ オ ヨミトク タ
メノ ハッピャクサツ ノ ホン 1 
ソウカイセツ

 赤木かん子∥著 アカギ,カンコ オフィス・コア 2002

3C-4937-ｱ こころの傷を読み解くための800冊
の本 [2] 

ココロ ノ キズ オ ヨミトク タ
メノ ハッピャクサツ ノ ホン 2 
ソウカイセツ

 赤木かん子∥著 アカギ,カンコ オフィス・コア 2002

3C-9146-ｵ 心のパン屋さん ことばの教育に生
きる

ココロ ノ パンヤサン コトバ 
ノ キョウイク ニ イキル

 大村はま∥著 オオムラ,ハマ 音訳サービス・J 1999

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 1 ココンテイ シンシヨウ 1 ちくまカセット寄席 
1

古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1991

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 2 ココンテイ シンシヨウ 2 ちくまカセット寄席 
2

古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1991

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 2 ココンテイ シンシヨウ 2 ちくまカセット寄席 
2

古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1991

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 3 ココンテイ シンシヨウ 3 ちくまカセット寄席 
3

古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1991

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 4 ココンテイ シンシヨウ 4 ちくまカセット寄席 古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ 筑摩書房 1991

30/92 ページ



4 ョウ

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 5 ココンテイ シンシヨウ 5 ちくまカセット寄席 古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1992

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 6 ココンテイ シンシヨウ 6 ちくまカセット寄席 古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1993

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 7 ココンテイ シンシヨウ 7 ちくまカセット寄席 
7

古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1993

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 8 ココンテイ シンシヨウ 8 ちくまカセット寄席 古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1993

3C-7791-ｺ 古今亭志ん生 9 ココンテイ シンシヨウ 9 ちくまカセット寄席 古今亭志ん生∥著 ココンテイ,シンシ
ョウ

筑摩書房 1993

3C-9132-ｺ 古事記 コジキ アポロンカセットラ
イブラリー

高崎正秀∥朗読 タカサキ,マサヒデ アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｽ 孤愁の岸 1 コシユウ ノ キシ 1 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ｽ 孤愁の岸 2 コシユウ ノ キシ 2 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ｽ 孤愁の岸 3 コシユウ ノ キシ 3 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ｽ 孤愁の岸 4 コシユウ ノ キシ 4 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ｽ 孤愁の岸 5 コシユウ ノ キシ 5 NHKカセット日曜
名作座

杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ NHKサービスセン
ター

1987

GC-9136-ﾐ 狐宿の人(下) [1] コシュク ノ ヒト ゲ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 狐宿の人(下) [2] コシュク ノ ヒト ゲ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 狐宿の人(上) [1] コシュク ノ ヒト ジョウ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 狐宿の人(上) [2] コシュク ノ ヒト ジョウ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9115-ｶ 個人のたたかい 金子光晴の詩と真
実

コジン ノ タタカイ カネコ ミ
ツハル ノ シ ト シンツ

 茨木のり子∥著 イバラギ,ノリコ オフィス・コア 2000

GC-9136-ｼ 小僧の神様・城の崎にて コゾウ ノ カミサマ キノサキ ニ
テ

新潮カセットブック 
S-2-1

志賀直哉∥[著] シガ,ナオヤ 新潮社 1988

3C-2103-ｲ 古代日本と朝鮮 コダイ ニホン ト チヨウセン カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

井上光貞∥述 イノウエ,ミツサダ 岩波書店 1988

3C-9156-ﾐ 古代史紀行 [1] コダイシ キコウ 1  宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-9156-ﾐ 古代史紀行 [2] コダイシ キコウ 2  宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-4680-ｵ 孤島の生物たち 第1巻 コトウ ノ セイブツタチ ダイ1
カン

 小野幹雄∥著 オノ,ミキオ 音訳サービス・J 1995

3C-4680-ｵ 孤島の生物たち 第2巻 コトウ ノ セイブツタチ ダイ2
カン

 小野幹雄∥著 オノ,ミキオ 音訳サービス・J 1995

3C-4680-ｵ 孤島の生物たち 第3巻 コトウ ノ セイブツタチ ダイ3
カン

 小野幹雄∥著 オノ,ミキオ 音訳サービス・J 1995

3C-4680-ｵ 孤島の生物たち 第4巻 コトウ ノ セイブツタチ ダイ4
カン

 小野幹雄∥著 オノ,ミキオ 音訳サービス・J 1995

3C-4680-ｵ 孤島の生物たち 第5巻 コトウ ノ セイブツタチ ダイ5  小野幹雄∥著 オノ,ミキオ 音訳サービス・J 1995
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カン

2C-9146-ﾑ 言葉が怖い コトバ ガ コワイ 新潮カセット講演 向田邦子∥講演 ムコウダ,クニコ 新潮社 1991

2C-9146-ﾑ 言葉が怖い コトバ ガ コワイ 新潮カセット講演 向田邦子∥講演 ムコウダ,クニコ 新潮社 1991

3C-9360-ｽ 子どもを殺す子どもたち [1] コドモ オ コロス コドモタチ 1  デービッド・ジェー
ムズ・スミス∥著

スミス,デービッ
ド・ジェームズ

音訳サービス・J 1998

3C-9360-ｽ 子どもを殺す子どもたち [2] コドモ オ コロス コドモタチ 2  デービッド・ジェー
ムズ・スミス∥著

スミス,デービッ
ド・ジェームズ

音訳サービス・J 1998

3C-5990-ｲ コドモより親が大事 第1巻 コドモ ヨリ オヤ ガ ダイジ ダ
イ１カン

 伊藤比呂美∥文・イ
ラス

イトウ,ヒロミ 音訳サービス・J 1997

3C-5990-ｲ コドモより親が大事 第2巻 コドモ ヨリ オヤ ガ ダイジ ダ
イ２カン

 伊藤比呂美∥文・イ
ラス

イトウ,ヒロミ 音訳サービス・J 1997

3C-5990-ｲ コドモより親が大事 第3巻 コドモ ヨリ オヤ ガ ダイジ ダ
イ３カン

 伊藤比呂美∥文・イ
ラス

イトウ,ヒロミ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (上)第1巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ジョウ ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (上)第2巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ジョウ ダイ2カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (上)第3巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ジョウ ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (上)第4巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ジョウ ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (上)第5巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ジョウ ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (下)第3巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ゲ ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾋ 五人女捕物くらべ (下)第4巻 ゴニン オンナ トリモノ クラベ 
ゲ ダイ4カン 

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾎ この人の閾 第1巻 コノ ヒト ノ イキ ダイ1カン  保坂和志∥著 ホサカ,カズシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾎ この人の閾 第2巻 コノ ヒト ノ イキ ダイ2カン  保坂和志∥著 ホサカ,カズシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾎ この人の閾 第3巻 コノ ヒト ノ イキ ダイ3カン  保坂和志∥著 ホサカ,カズシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾎ この人の閾 第4巻 コノ ヒト ノ イキ ダイ4カン  保坂和志∥著 ホサカ,カズシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾎ この人の閾 第5巻 コノ ヒト ノ イキ ダイ5カン  保坂和志∥著 ホサカ,カズシ 音訳サービス・J 1995

3C-3040-ﾅ このごろ思うこと 日本人の「大
国」意識について

コノゴロ オモウ コト ニホン
ジン ノ タイコク イシキ ニ ツ
イテ

カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

中野好夫∥述 ナカノ,ヨシオ 岩波書店 1988

2C-9146-ｺ 小林秀雄講演 [1] 文学の雑感〈講
義・質疑応答〉

コバヤシ ヒデオ コウエン 1 
ブンガク ノ ザツカン

新潮カセット文庫 小林秀雄∥著 コバヤシ,ヒデオ 新潮社 1987

2C-9146-ｺ 小林秀雄講演 [2] 信ずることと考
えること〈講義・質疑応答〉

コバヤシ ヒデオ コウエン 2 
シンズルコト ト カンガエルコ
ト

新潮カセット文庫 小林秀雄∥著 コバヤシ,ヒデオ 新潮社 1987

2C-9146-ｺ 小林秀雄講演 [3] 本居宣長〈講
義・質疑応答〉

コバヤシ ヒデオ コウエン 3 
モトオリ ノリナガ

新潮カセット文庫 小林秀雄∥著 コバヤシ,ヒデオ 新潮社 1987

2C-9146-ｺ 小林秀雄講演 別巻 現代思想につ
いて〈講義・質疑応答〉

コバヤシ ヒデオ コウエン 別
巻

新潮カセット文庫 小林秀雄∥著 コバヤシ,ヒデオ 新潮社 1987

2C-9146-ｺ 小林秀雄講演 別巻 随想二題-本居
宣長をめぐって

コバヤシ ヒデオ コウエン 別
巻 ズイソウ ニダイ モトオリ 

新潮カセット 小林秀雄∥講演 コバヤシ,ヒデオ 新潮社 1990
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ノリナガ オ メグッテ

GC-9146-ﾀ 小町中町浮世をゆく コマチ チュウマチ ウキヨ オ ユ
ク

 田辺聖子∥著 タナベ,セイコ オフィス・コア 2000

3C-3168-ﾉ コリアン世界の旅 [1] コリアン セカイ ノ タビ 1  野村進∥著 ノムラ,ススム 音訳サービス・J 1997

3C-3168-ﾉ コリアン世界の旅 [2] コリアン セカイ ノ タビ 2  野村進∥著 ノムラ,ススム 音訳サービス・J 1997

3C-7791-1 これが志ん生だ! 第1巻 茶汲み・
芸談

コレ ガ シンショウ ダ ダイ1
カン チャクミ ゲイダン

 古今亭志ん生∥[述] ココンテイ,シンシ
ョウ

三一書房 1994

3C-7791-2 これが志ん生だ! 第2巻 疝気の
虫・芸談

コレ ガ シンショウ ダ ダイ2
カン センキ ノ ムシ ゲイダン

 古今亭志ん生∥[述] ココンテイ,シンシ
ョウ

三一書房 1994

3C-9133-ｺ 今昔物語集 コン ジャク モノガタリ シュウ アポロンカセットラ
イブラリー

三木紀人∥監修・解
説

ミキ,スミト アポロン音楽工業 1979

GC-5117-ｺ コンクリートが危ない コンクリート ガ アブナイ  小林一輔∥著 コバヤシ,カズスケ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾐ サーカス・旅の絵本・大臣 サーカス タビ ノ エホン ダイジ
ン

新潮カセットブック 
M-6-1

三島由紀夫∥著・朗
読

ミシマ,ユキオ 新潮社 1988

GC-9136-ｷ 再会 [1] 慶次郎縁側日記 サイカイ 1  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｷ 再会 [2] 慶次郎縁側日記 サイカイ 2  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｲ 最期の忠臣蔵 サイゴ ノ チュウシングラ 新潮カセットブック 
I-7-1

池宮彰一郎∥原作 イケミヤ,ショウイ
チロウ

新潮社 1995

2C-9330-ﾍ 最後の一葉・賢者の贈りもの サイゴ ノ ヒトハ ケンジャ ノ 
オクリモノ

新潮カセットブック O.ヘンリー∥[著] ヘンリ,O. 新潮社 1988

GC-9136-ﾋ 佐助の牡丹 御宿かわせみ サスケ ノ ボタン オンヤド カ
ワセミ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2001

2C-9320-8 殺人者 シャーロックホームズの冒険 サツジンシヤ シヤーロツク ホ
ームズ ノ ボウケン

シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 8

E.ヘミングウェイ∥
作

ヘミングウェー,ア
ーネスト・ミラー

語学春秋社 1987

2C-9136-ﾀ 佐渡 トカトントン サド トカトントン 新潮カセットブック 
D-1-1

太宰治∥[著] ダザイ,オサム 新潮社 1987

3C-9136-ｳ サラサーテの盤 鶴 冥途 旅順入城式 サラサーテ ノ バン ツル メイド 
リヨジユン ニユウジヨウキ

NHKカセット「朗
読」の時間

内田百〓∥[原作] ウチダ,ヒャッケン NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ｽ 散華 上 第1巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ1カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第2巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ2カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第3巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ3カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第4巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ4カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第5巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ5カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第6巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ6カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第7巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ7カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第8巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ8カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第9巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ9カン ム
ラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ｽ 散華 上 第10巻 紫式部の生涯 サンゲ ジョウ ダイ10カン 
ムラサキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 上 第11巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ11カン ムラ
サキシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第1巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ1カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第2巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ2カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第3巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ3カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第4巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ4カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第5巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ5カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第6巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ6カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第7巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ7カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第8巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ8カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｽ 散華 下 第9巻 紫式部の生涯 サンゲ ゲ ダイ9カン ムラサ
キシクブ ノ ショウガイ

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ 山月記・名人伝・牛人 サンゲツキ メイジンデン ギユ
ウジン

新潮カセットブック 
N-3-1

中島敦∥著 ナカジマ,アツシ 新潮社 1988

GC-9136-ﾅ 山月記・名人伝・牛人 サンゲツキ メイジンデン ギユ
ウジン

新潮カセットブック 
N-3-1

中島敦∥著 ナカジマ,アツシ 新潮社 1988

3C-9136-ｸ 3時のおやつに毒薬を サンジ ノ オヤツ ニ ドクヤク 
オ

集英社カセット 
SC008 Cobalt-
series

久美沙織∥著 クミ,サオリ 集英社 1988

3C-9136-ｲ 山椒魚・屋根の上のサワン サンショウウオ ヤネ ノ ウエ ノ 
サワン

新潮カセットブック 
I-1-1

井伏鱒二∥著 イブセ,マスジ 新潮社 1987

3C-9146-ﾃ 死にたもう母 シ ニ タモウ ハハ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2000

3C-9136-ﾐ 死の泉 [1] シ ノ イズミ 1  皆川博子∥著 ミナガワ,ヒロコ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾐ 死の泉 [2] シ ノ イズミ 2  皆川博子∥著 ミナガワ,ヒロコ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾐ 死の泉 [3] シ ノ イズミ 3  皆川博子∥著 ミナガワ,ヒロコ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ｽ シーズザデイ [1] シーズ ザ デイ 1  鈴木光司∥著 スズキ,コウジ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ｽ シーズザデイ [2] シーズ ザ デイ 2  鈴木光司∥著 スズキ,コウジ 音訳サービス・J 2001

2C-9360-ﾍ シーラという子 第1巻 シーラ ト イウ コ ダイ1カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第2巻 シーラ ト イウ コ ダイ2カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第3巻 シーラ ト イウ コ ダイ3カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第4巻 シーラ ト イウ コ ダイ4カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997
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2C-9360-ﾍ シーラという子 第5巻 シーラ ト イウ コ ダイ5カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第6巻 シーラ ト イウ コ ダイ6カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第7巻 シーラ ト イウ コ ダイ7カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

2C-9360-ﾍ シーラという子 第8巻 シーラ ト イウ コ ダイ8カン  トリイ・L.ヘイデン
∥著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

GC-9320-ｼ シェイクスピア選集 英文朝日の英
語カセット

シエイクスピア センシユウ 英米名作朗読シリー
ズ 4

ウィリアム・シェイ
クスピア∥作

シェークスピア,ウ
ィリアム

英文朝日 1987

2C-9320-1 ジェーン・エァ ジエーン エア シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 1

C.ブロンテ∥作 ブロンテ,シヤーロ
ツト

語学春秋社 1986

3C-7791-ｺ 塩原多助一代記 1 シオバラ タスケ イチダイキ 1 新潮カセットトーク 三遊亭円朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1993

3C-7791-ｺ 塩原多助一代記 2 シオバラ タスケ イチダイキ 2 新潮カセットトーク 三遊亭円朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1993

3C-9102-ｼ 志賀直哉 シガ ナオヤ アポロンカセットラ
イブラリー

志賀直哉∥[著] シガ,ナオヤ アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 2 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 2 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 4 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 4 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 5 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 5 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 6 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 6 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 7 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 7 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 8 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 8 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 9 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 9 文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-9136-ｼ 志賀直哉作品集 10 シガ ナオヤ サクヒンシュウ 
10

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

志賀直哉∥作 シガ,ナオヤ 岩波書店 1989

3C-3692-ｱ 視覚障害者のための情報機器&サー
ビス 2003

シカク ショウガイシャ ノ タメ
ノ ジョウホウ キキ ト サービ

   オフィス・コア 2002

3C-3692-ｱ 視覚障害者のための情報機器&サー
ビス 2002

シカク ショウガイシャ ノ タメ
ノ ジョウホウ キキ ト サービス

   オフィス・コア 2001

GC-9136-ｻ 縮尻鏡三郎 (下)[1] シクジリ キョウザブロウ ゲ 1  佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｻ 縮尻鏡三郎 (下)[2] シクジリ キョウザブロウ ゲ 2  佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｻ 縮尻鏡三郎 (上) シクジリ キョウザブロウ ジョ
ウ

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾎ 至高聖所(アバトーン) 第1巻 シコウ セイジョ ダイ1カン  松村栄子∥著 マツムラ,エイコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾎ 至高聖所(アバトーン) 第2巻 シコウ セイジョ ダイ2カン  松村栄子∥著 マツムラ,エイコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾎ 至高聖所(アバトーン) 第3巻 シコウ セイジョ ダイ3カン  松村栄子∥著 マツムラ,エイコ 音訳サービス・J 1992
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GC-9136-ｱ 地獄変/六の宮の姫君 ジゴクヘン ロク ノ ミヤ ノ ヒ
メギミ

新潮カセットブック 
A-1-7

芥川龍之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1995

GC-9136-ﾐ 子産 (上) [1] シサン ジョウ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾐ 子産 (上) [2] シサン ジョウ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾐ 子産 (下) [1] シサン ゲ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾐ 子産 (下) [2] シサン ゲ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾐ 鹿踊りのはじまり/虔十公園林 シシオドリ ノ ハジマリ ケン
ジュウ コウエンリン

新潮カセットブック 宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1998

3C-1470-ｼ 地蔵菩薩が案内する死後の世界入門 ジゾウ ボサツ ガ アンナイ スル 
シゴ ノ セカイ

ゴマカセット 
Z026

  ごま書房 1989

2C-9146-ｵ 時代と小説・信仰を持たない者の祈
り

ジダイ ト ショウセツ 新潮カセット講演 大江健三郎∥講演 オオエ,ケンザブロ
ウ

新潮社 1988

2C-9136-ﾍ 自動起床装置 第1巻 ジドウ キショウ ソウチ ダイ1
カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 自動起床装置 第2巻 ジドウ キショウ ソウチ ダイ2
カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾍ 自動起床装置 第3巻 ジドウ キショウ ソウチ ダイ3
カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1992

3C-9136-ｼ 死神 シニガミ  清水義範∥著 シミズ,ヨシノリ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾐ 忍ぶ川 名調子芥川隆行が語る シノブガワ メイチョウシ アク
タガワ タカユキ ガ カタル

カセット名作シリー
ズ 24

三浦哲郎∥原作 ミウラ,テツオ デラ 1989

2C-9146-ｿ 自分自身のための人生 ジブン ジシン ノ タメノ ジンセ
イ

新潮カセット講演 曾野綾子∥講演 ソノ,アヤコ 新潮社 1989

3C-9136-ﾀ 私本・源氏物語 1 シホン ゲンジ モノガタリ 1 NHKカセット日曜
名作座

田辺聖子∥著 タナベ,セイコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ﾀ 私本・源氏物語 2 シホン ゲンジ モノガタリ 2 NHKカセット日曜
名作座

田辺聖子∥著 タナベ,セイコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9136-ﾀ 私本・源氏物語 3 シホン ゲンジ モノガタリ 3 NHKカセット日曜
名作座

田辺聖子∥著 タナベ,セイコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9102-ｼ 島崎藤村 シマザキ トウソン アポロンカセットラ
イブラリー

島崎藤村∥[著] シマザキ,トウソン アポロン音楽工業 1979

GC-7751-ｼ 島田正吾ひとり芝居 白野弁十郎 シマダ ショウゴ ヒトリシバイ 
シラノ ベンジュウロウ

新潮カセットブック エドモン・ロスタン
∥原作

ロスタン,エドモン 新潮社 1996

2C-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 1  
スキャンダル編

シャーロック ホームズ 1 ス
キャンダルヘン

Soundミステリー コナン・ドイル∥原
作

ドイル,アーサー・
コナン

TBSブリタニカ 1987

2C-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 3  
冒険活劇編

シャーロック ホームズ 3 ボ
ウケン カツゲキヘン

Soundミステリー コナン・ドイル∥原
作

ドイル,アーサー・
コナン

TBSブリタニカ 1987

2C-9330-ﾄ シャーロックホームズ 6  
秘宝攻防編

シャーロック ホームズ 6 ヒ
ホウ コウボウヘン

Soundミステリー コナン・ドイル∥原
作

ドイル,アーサー・
コナン

TBSブリタニカ 1987

2C-9330-ﾄ シャーロックホームズ 7  
帰ってきたホームズ編

シャーロック ホームズ 7 カ
エッテキタ ホームズヘン

Soundミステリー コナン・ドイル∥原
作

ドイル,アーサー・
コナン

TBSブリタニカ 1987

2C-9330-ﾄ シャーロックホームズ 9  
ホラーショック編

シャーロック ホームズ 9 ホ
ラー ショックヘン

Soundミステリー コナン・ドイル∥原
作

ドイル,アーサー・
コナン

TBSブリタニカ 1987

3C-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 赤髪組合 シャーロック ホームズ アカゲ 
クミアイ

新潮カセットブック 
D-3-2

コナン・ドイル∥著 ドイル,アーサー・
コナン

新潮社 1996

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第1巻 新日本人とし シャオリエン ノ コイビト ダ  井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993
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ての残留孤児二世 イ1カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第2巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ2カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第3巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ3カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第4巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ4カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第5巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ5カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第6巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ6カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ｲ 小蓮の恋人 第7巻 新日本人とし
ての残留孤児二世

シャオリエン ノ コイビト ダ
イ7カン シンニホンジン ト シ
テノ ザンリュウ コジ ニセイ

 井田真木子∥著 イダ,マキコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾂ 邪眼鳥 第1巻 ジャガンチョウ ダイ1カン  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾂ 邪眼鳥 第2巻 ジャガンチョウ ダイ2カン  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾂ 邪眼鳥 第3巻 ジャガンチョウ ダイ3カン  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾂ 邪眼鳥 第4巻 ジャガンチョウ ダイ4カン  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｵ 邪魔 [1] ジャマ 1  奥田英朗∥著 オクダ,ヒデオ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｵ 邪魔 [2] ジャマ 2  奥田英朗∥著 オクダ,ヒデオ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｵ 邪魔 [3] ジャマ 3  奥田英朗∥著 オクダ,ヒデオ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第1巻 ジュウコウ ジョウ ダイ1カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第2巻 ジュウコウ ジョウ ダイ2カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第3巻 ジュウコウ ジョウ ダイ3カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第4巻 ジュウコウ ジョウ ダイ4カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第5巻 ジュウコウ ジョウ ダイ5カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第6巻 ジュウコウ ジョウ ダイ6カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第7巻 ジュウコウ ジョウ ダイ7カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(上) 第8巻 ジュウコウ ジョウ ダイ8カ
ン

 三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第1巻 ジュウコウ ゲ ダイ1カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第2巻 ジュウコウ ゲ ダイ2カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第3巻 ジュウコウ ゲ ダイ3カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第4巻 ジュウコウ ゲ ダイ4カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995
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2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第5巻 ジュウコウ ゲ ダイ5カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第6巻 ジュウコウ ゲ ダイ6カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第7巻 ジュウコウ ゲ ダイ7カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 銃口(下) 第8巻 ジュウコウ ゲ ダイ8カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1995

3C-9136-ﾀ 13階段 [1] ジュウサン カイダン 1  高野和明∥著 タカノ,カズアキ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ﾀ 13階段 [2] ジュウサン カイダン 2  高野和明∥著 タカノ,カズアキ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｱ 十三番目の陪審員 [1] ジュウサンバンメ ノ バイシン
イン 1

 芦辺拓∥著 アシベ,タク 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｱ 十三番目の陪審員 [2] ジュウサンバンメ ノ バイシン
イン 2

 芦辺拓∥著 アシベ,タク 音訳サービス・J 1999

GC-9170-ｱ 侏儒の言葉 シュジュ ノ コトバ 新潮カセットブック 
A-1-9

芥川竜之介∥著 アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1996

2C-9136-ﾀ 春琴抄 シュンキンショウ 新潮カセットブック 
T-4-1

谷崎潤一郎∥[著] タニザキ,ジュンイ
チロウ

新潮社 1988

2C-9136-ﾐ 序の舞 1 ジヨ ノ マイ 1 NHKカセット日曜
名作座

宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾐ 序の舞 2 ジヨ ノ マイ 2 NHKカセット日曜
名作座

宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾐ 序の舞 3 ジヨ ノ マイ 3 NHKカセット日曜
名作座

宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾐ 序の舞 4 ジヨ ノ マイ 4 NHKカセット日曜
名作座

宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ NHKサービスセン
ター

1987

GC-3692-ﾒ 障害者運動と福祉 [1] 国際比較に
よる障害者エンバワーメント

ショウガイシャ ウンドウ ト フ
クシ 1 コクサイ ヒカク ニ ヨ
ル ショウガイシャ エンパワー
メント

 目黒輝美∥著 メグロ,テルミ オフィス・コア 2001

GC-3692-ﾒ 障害者運動と福祉 [2] 国際比較に
よる障害者エンバワーメント

ショウガイシャ ウンドウ ト フ
クシ 2 コクサイ ヒカク ニ ヨ
ル ショウガイシャ エンパワー
メント

 目黒輝美∥著 メグロ,テルミ オフィス・コア 2001

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第1巻 ショウガイシャ サービス ダイ
1カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第2巻 ショウガイシャ サービス ダイ
2カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第3巻 ショウガイシャ サービス ダイ
3カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第4巻 ショウガイシャ サービス ダイ
4カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第5巻 ショウガイシャ サービス ダイ
5カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第6巻 ショウガイシャ サービス ダイ
6カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第7巻 ショウガイシャ サービス ダイ
7カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

3C-0151-ﾆ 障害者サービス 第8巻 ショウガイシャ サービス ダイ
8カン

 日本図書館協会障害
者サービス委員会∥
著

ニホン トショカン 
キョウカイ ショウ
ガイシャ サービス

音訳サービス・J 1997

GC-3692-ｻ 障害者福祉の世界 [1] ショウガイシャ フクシ ノ セカ
イ 1

 佐藤久夫∥著 サトウ,ヒサオ オフィス・コア 2001
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GC-3692-ｻ 障害者福祉の世界 [2] ショウガイシャ フクシ ノ セカ
イ 2

 佐藤久夫∥著 サトウ,ヒサオ オフィス・コア 2001

2C-9136-ﾔ 将監さまの細みち シヨウゲンサマ ノ ホソミチ 新潮カセットブック 
Y-1-5

山本周五郎∥[著] ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1988

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第1巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ1カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第2巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ2カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第3巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ3カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第4巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ4カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第5巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ5カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (上)第6巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ジョウ ダイ6カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (下)第1巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ゲ ダイ1カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (下)第2巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ゲ ダイ2カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (下)第3巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ゲ ダイ3カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (下)第4巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ゲ ダイ4カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾄ 小説上杉鷹山 (下)第5巻 ショウセツ ウエスギ ヨウザン 
ゲ ダイ5カン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 1993

GC-9136-ﾄ 小説立花宗茂 上巻 ショウセツ タチバナ ムネシゲ 
ジョウカン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾄ 小説立花宗茂 下巻 ショウセツ タチバナ ムネシゲ 
ゲカン

 童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 2001

3C-1887-ﾊ 浄土真宗(お東) ジヨウド シンシユウ オヒガシ カセット版・わが家
の宗教 7

坂東性純∥読経と法
話

バンドウ,シヨウジ
ュン

大法輪閣 1990

3C-9136-ｾ 少年H(エッチ)(上) [1] ショウネン エッチ ジョウ 1  妹尾河童∥著 セノオ,カッパ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｾ 少年H(エッチ)(上) [2] ショウネン エッチ ジョウ 2  妹尾河童∥著 セノオ,カッパ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｾ 少年H(エッチ)(下) [1] ショウネン エッチ ジョウ 1  妹尾河童∥著 セノオ,カッパ 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｾ 少年H(エッチ)(下) [2] ショウネン エッチ ジョウ 2  妹尾河童∥著 セノオ,カッパ 音訳サービス・J 1997

3C-3457-ﾔ 消費税を考える 消費税は事業経営
にどんな影響をもたらすか

ショウヒゼイ オ カンガエル  山本守之∥著 ヤマモト,モリユキ 税務経理協会 1988

3C-9146-ｼ ショージ君のカセット評論「食」に
こだわる

ショージクン ノ カセット ヒョ
ウロン ショク ニ コダワル

文春カセットライブ
ラリー

東海林さだお∥著 ショウジ,サダオ 文芸春秋 1988

2C-9136-ﾂ ショートショート・フェスティバル シヨート シヨート フエステイ
バル

新潮カセットブック 
T-1-4

筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1987

3C-6121-ﾉ 食料・農業・農村白書 平成21年版 ショクリョウ ノウギョウ ノウ
ソン ハクショ ヘイセイ 21ネ
ン バン

 [農林水産省//編] ノウリン スイサン
ショウ

農林水産省 [2009

3C-6121-ﾉ 食料・農業・農村白書 平成22年版 ショクリョウ ノウギョウ ノウ
ソン ハクショ ヘイセイ 22ネ
ン バン

 [農林水産省//編] ノウリン スイサン
ショウ

農林水産省 [2011
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3C-6121-ﾉ 食料・農業・農村白書 平成23年版 ショクリョウ ノウギョウ ノウ
ソン ハクショ ヘイセイ 23ネ
ン バン

 [農林水産省//編] ノウリン スイサン
ショウ

農林水産省 [2012

2C-9146-ｵ 書斎のナチュラリスト 第1巻 ショサイ ノ ナチュラリスト 
ダイ1カン

 奥本大三郎∥著 オクモト,ダイサブ
ロウ

音訳サービス・J 1998

2C-9146-ｵ 書斎のナチュラリスト 第2巻 ショサイ ノ ナチュラリスト 
ダイ2カン

 奥本大三郎∥著 オクモト,ダイサブ
ロウ

音訳サービス・J 1998

2C-9146-ｵ 書斎のナチュラリスト 第3巻 ショサイ ノ ナチュラリスト 
ダイ3カン

 奥本大三郎∥著 オクモト,ダイサブ
ロウ

音訳サービス・J 1998

2C-9146-ｵ 書斎のナチュラリスト 第4巻 ショサイ ノ ナチュラリスト 
ダイ4カン

 奥本大三郎∥著 オクモト,ダイサブ
ロウ

音訳サービス・J 1998

GC-0190-ﾃ 書棚の隅っこ ショダナ ノ スミッコ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2000

3C-2380-ｴ 女帝のロシア 第1巻 ジョテイ ノ ロシア ダイ1カン  小野理子∥著 オノ,ミチコ 音訳サービス・J 1994

3C-2380-ｴ 女帝のロシア 第2巻 ジョテイ ノ ロシア ダイ2カン  小野理子∥著 オノ,ミチコ 音訳サービス・J 1994

3C-2380-ｴ 女帝のロシア 第3巻 ジョテイ ノ ロシア ダイ3カン  小野理子∥著 オノ,ミチコ 音訳サービス・J 1994

3C-2380-ｴ 女帝のロシア 第4巻 ジョテイ ノ ロシア ダイ4カン  小野理子∥著 オノ,ミチコ 音訳サービス・J 1994

3C-4937-ｻ 自立訓練法の実際 心身の健康のた
めに

ジリツ クンレンホウ ノ ジッサ
イ シンシン ノ ケンコウ ノ タ
メ ニ

 佐々木雄二∥指導・
吹き込み

ササキ,ユウジ 創元社 1987

GC-9136-ｻ 四両二分の女 物書同心居眠り紋蔵 シリョウ ニブ ノ オンナ モノ
カキ ドウシン イネムリ モンゾ
ウ

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 2002

3C-9156-ﾀ シルクロードを旅して シルクロード オ タビシテ カセットできく学芸
諸家 岩波の文化講
演会から

武田泰淳∥[講演] タケダ,タイジュン 岩波書店 1988

2C-9156-ｻ シルクロードはるか 澤地久枝自作
朗読

シルクロード ハルカ サワチ 
ヒサエ ジサク ロウドク

東京新聞カセットブ
ック

澤地久枝∥著・朗読 サワチ,ヒサエ 東京新聞出版局 1988

3C-9136-ｶ 城のある町にて シロ ノ アル マチ ニテ NHKカセット「朗
読」の時間

梶井基次郎∥著 カジイ,モトジロウ NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第1巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ1カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第2巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ2カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第3巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ3カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第4巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ4カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第5巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ5カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第6巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ6カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｶ 白く長い廊下 第7巻 シロク ナガイ ロウカ ダイ7カ
ン

 川田弥一郎∥著 カワダ,ヤイチロウ 音訳サービス・J 1993

3C-9111-ｼ 新古今和歌集 シン コキン ワカ シュウ アポロンカセットラ
イブラリー

久保田淳∥解説 クボタ,ジュン アポロン音楽工業 1979

GC-9146-ｳ 新・大貧帳 シン ダイヒンチヨウ 新潮カセットブック 
U-1-3

内田百〓∥著 ウチダ,ヒャッケン 新潮社 1992

3C-0076-ｲ 新パソコン入門 シン パソコン ニュウモン  石田晴久∥著 イシダ,ハルヒサ 音訳サービス・J 2001
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GC-9136-ﾉ 深紅 [1] シンク 1  野沢尚∥著 ノザワ,タカシ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾉ 深紅 [2] シンク 2  野沢尚∥著 ノザワ,タカシ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ｲ 新釈遠野物語 シンシャク トオノ モノガタリ 新潮カセットブック 井上ひさし∥著 イノウエ,ヒサシ 新潮社 1987

3C-9136-ｵ 新宿鮫風化水脈 [1] シンジュク ザメ フウカ スイミ
ャク 1

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ｵ 新宿鮫風化水脈 [2] シンジュク ザメ フウカ スイミ
ャク 2

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第1巻 シンジュクザメ ダイ1カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第2巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ2カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第3巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ3カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第4巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ4カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第5巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ5カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第6巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ6カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第7巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ7カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第8巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ8カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第9巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ9カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｵ 新宿鮫 第10巻 無間人形 シンジュクザメ ダイ10カン 
ムゲン ニンギョウ

 大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1994

3C-3780-5 心理学|梅津八三の仕事 [第5巻] 元良
先生と心理学

シンリガク ウメズ ハチゾウ ノ 
シゴト ダイ5カン モトラ セ
ンセイ ト シンリガク

 『心理学|梅津八三の
仕事』刊行会∥編

シンリガク ウメズ 
ハチゾウ ノ シゴト 
カンコウカイ

春風社 2000

3C-2103-ｲ 神話と歴史 シンワ ト レキシ カセットできく学芸
諸家 岩波の文化講
演会から

井上光貞∥[講演] イノウエ,ミツサダ 岩波書店 1988

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第1巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ１カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第2巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ２カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第3巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ３カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第4巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ４カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第5巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ５カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ スウェーデン館(やかた)の謎 第6巻 スウェーデンヤカタ ノ ナゾ 
ダイ６カン

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1997

3C-4104-ﾄ 数学とこれからの社会 スウガク ト コレカラノ シヤカ
イ

カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

遠山啓∥述 トオヤマ,ヒラク 岩波書店 1988

2C-9320-13 スター誕生 逢いびき スター タンジヨウ アイビキ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
13

W.ウェルマン∥作 ウェルマン,ウィリ
アム・A.

語学春秋社 1987
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2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第1巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ1カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第2巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ2カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第3巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ3カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第4巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ4カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第5巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ5カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第6巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ6カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第7巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ7カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第8巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ8カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第9巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ9カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第10巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ10カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 素晴らしき家族旅行 第11巻 スバラシキ カゾク リョコウ 
ダイ11カン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

3C-9330-ｽ スペアーズ [1] スペアーズ 1  マイケル・マーシャ
ル・スミス∥著

スミス,マイケル・
マーシャル

音訳サービス・J 1998

3C-9330-ｽ スペアーズ [2] スペアーズ 2  マイケル・マーシャ
ル・スミス∥著

スミス,マイケル・
マーシャル

音訳サービス・J 1998

GC-9146-ｽ 住井すゑ 九十歳の人間宣言 スミイ スエ クジッサイ ノ ニン
ゲン センゲン

新潮カセット講演 住井すゑ∥講演 スミイ,スエ 新潮社 1992

2C-9136-ｲ スワロウテイル 第1巻 スワロウテイル ダイ１カン  岩井俊二∥著 イワイ,シュンジ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｲ スワロウテイル 第2巻 スワロウテイル ダイ２カン  岩井俊二∥著 イワイ,シュンジ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｲ スワロウテイル 第3巻 スワロウテイル ダイ３カン  岩井俊二∥著 イワイ,シュンジ 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾌ 聖アントニウスの夜 セイ アントニウス ノ ヨル  藤本ひとみ∥著 フジモト,ヒトミ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾜ 聖刻の書 ファラオの溜息 セイコク ノ シヨ ファラオ ノ 
タメイキ

カドカワカセットブ
ック

渡辺由自∥原作 ワタナベ,ユウジ 角川書店 1990

2C-9136-ｱ 青春デンデケデケデケ 1 セイシュン デンデケ デケデケ 
1

 芦原すなお∥著 アシハラ,スナオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｱ 青春デンデケデケデケ 2 セイシュン デンデケ デケデケ 
2

 芦原すなお∥著 アシハラ,スナオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｱ 青春デンデケデケデケ 3 セイシュン デンデケ デケデケ 
3

 芦原すなお∥著 アシハラ,スナオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｱ 青春デンデケデケデケ 4 セイシュン デンデケ デケデケ 
4

 芦原すなお∥著 アシハラ,スナオ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｱ 青春デンデケデケデケ 5 セイシュン デンデケ デケデケ 
5

 芦原すなお∥著 アシハラ,スナオ 音訳サービス・J 1992

2C-9111-ｻ 青年茂吉 第1巻 セイネン モキチ ダイ1カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994

2C-9111-ｻ 青年茂吉 第2巻 セイネン モキチ ダイ2カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994
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2C-9111-ｻ 青年茂吉 第3巻 セイネン モキチ ダイ3カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994

2C-9111-ｻ 青年茂吉 第4巻 セイネン モキチ ダイ4カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994

2C-9111-ｻ 青年茂吉 第5巻 セイネン モキチ ダイ5カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994

2C-9111-ｻ 青年茂吉 第6巻 セイネン モキチ ダイ6カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｸ 聖闘土星矢 前編 黄金十二宮 セイント セイヤ ゼンペン オ
ウゴン ジユウニキユウ

集英社カセット・コ
ミックシリーズ 
SC-9

車田正美∥著 クルマダ,マサミ 集英社 1989

2C-9136-ｸ 聖闘土星矢 後編 黄金十二宮 セイント セイヤ コウヘン オ
ウゴン ジユウニキユウ

集英社カセット・コ
ミックシリーズ 
SC-10

車田正美∥著 クルマダ,マサミ 集英社 1989

2C-9136-ｵ 背負い水 第1巻 セオイミズ ダイ1カン  荻野アンナ∥著 オギノ,アンナ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｵ 背負い水 第2巻 セオイミズ ダイ2カン  荻野アンナ∥著 オギノ,アンナ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｵ 背負い水 第3巻 セオイミズ ダイ3カン  荻野アンナ∥著 オギノ,アンナ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｵ 背負い水 第4巻 セオイミズ ダイ4カン  荻野アンナ∥著 オギノ,アンナ 音訳サービス・J 1992

3C-3321-ｵ 世界の中の日本 セカイ ノ ナカ ノ ニホン カセットできく学芸
諸家 岩波の文化講
演会から

大内兵衛∥[講演] オオウチ,ヒョウエ 岩波書店 1988

3C-3615-ｸ 世界の中の日本文化 セカイ ノ ナカ ノ ニホン ブン
カ

カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

桑原武夫∥述 クワバラ,タケオ 岩波書店 1988

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第1巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ1カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第2巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ2カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第3巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ3カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第4巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ4カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第5巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ5カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-8017-ﾂ 世界の翻訳家たち 第6巻 セカイ ノ ホンヤクカタチ ダ
イ6カン

 辻由美∥著 ツジ,ユミ 音訳サービス・J 1996

3C-3190-ﾏ 世界紛争地図 第1巻 セカイ フンソウ チズ ダイ1カ
ン

 松井茂∥著 マツイ,シゲル 音訳サービス・J 1996

3C-3190-ﾏ 世界紛争地図 第2巻 セカイ フンソウ チズ ダイ2カ
ン

 松井茂∥著 マツイ,シゲル 音訳サービス・J 1996

3C-3190-ﾏ 世界紛争地図 第3巻 セカイ フンソウ チズ ダイ3カ
ン

 松井茂∥著 マツイ,シゲル 音訳サービス・J 1996

3C-3190-ﾏ 世界紛争地図 第4巻 セカイ フンソウ チズ ダイ4カ
ン

 松井茂∥著 マツイ,シゲル 音訳サービス・J 1996

3C-3190-ﾏ 世界紛争地図 第5巻 セカイ フンソウ チズ ダイ5カ
ン

 松井茂∥著 マツイ,シゲル 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾖ 寂蓼郊野 第1巻 セキリョウ コウヤ ダイ1カン  吉目木晴彦∥著 ヨシメキ,ハルヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾖ 寂蓼郊野 第2巻 セキリョウ コウヤ ダイ2カン  吉目木晴彦∥著 ヨシメキ,ハルヒコ 音訳サービス・J 1993
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2C-9136-ﾖ 寂蓼郊野 第3巻 セキリョウ コウヤ ダイ3カン  吉目木晴彦∥著 ヨシメキ,ハルヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾖ 寂蓼郊野 第4巻 セキリョウ コウヤ ダイ4カン  吉目木晴彦∥著 ヨシメキ,ハルヒコ 音訳サービス・J 1993

GC-9136-ｱ 絶叫城殺人事件 [1] ゼッキョウジョウ サツジン ジ
ケン 1

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ｱ 絶叫城殺人事件 [2] ゼッキョウジョウ サツジン ジ
ケン 2

 有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 2002

3C-7685-ﾀ 摂州合邦辻 合邦庵室の段 女義太夫
弾き語り

セッシュウ ガッポウガツジ ガ
ッポウ アンジツ ノ ダン オン
ナ ギダユウ ヒキガタリ

草思社カセットブッ
ク

竹本素京∥弾き語り タケモト,ソキョウ 草思社 1990

2C-9136-ﾀ 西風の戦記 ゼピユロシア サーガ ソノラマ文庫カセッ
ト版 23

田中芳樹∥著 タナカ,ヨシキ 朝日ソノラマ 1989

2C-9136-ﾐ セロ弾きのゴーシュ/よだかの星 セロヒキ ノ ゴーシュ ヨダカ ノ 
ホシ

新潮カセットブック 
M-3-1

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1987

3C-1888-ｽ 禅と科学 ゼン ト カガク 新潮カセット講演 
鈴木大拙講演

鈴木大拙∥講演 スズキ,ダイセツ 新潮社 1988

3C-1888-ｽ 禅との出会い 私の自叙伝 ゼン トノ デアイ ワタクシ ノ 
ジショデン

新潮カセット講演 
鈴木大拙講演

鈴木大拙∥講演 スズキ,ダイセツ 新潮社 1989

2C-9136-ﾖ 戦艦大和ノ最期 1 センカン ヤマト ノ サイゴ 1 NHKカセット「朗
読」の時間

吉田満∥著 ヨシダ,ミツル 出版NHKサービス
センター

1987

2C-9136-ﾖ 戦艦大和ノ最期 2 センカン ヤマト ノ サイゴ 2 NHKカセット「朗
読」の時間

吉田満∥著 ヨシダ,ミツル NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾖ 戦艦大和ノ最期 3 センカン ヤマト ノ サイゴ 3 NHKカセット「朗
読」の時間

吉田満∥著 ヨシダ,ミツル NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ﾖ 戦艦大和ノ最期 4 センカン ヤマト ノ サイゴ 4 NHKカセット「朗
読」の時間

吉田満∥著 ヨシダ,ミツル NHKサービスセン
ター

1987

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第1巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ1カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第2巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ2カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第3巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ3カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第4巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ4カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第5巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ5カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第6巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ6カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第7巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ7カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｼ 戦鬼たちの海 第8巻 織田水軍の
将・九鬼嘉隆

センキタチ ノ ウミ ダイ8カン 
オダ スイグン ノ ショウ クキ 
ヨシタカ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 1992

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第1巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ1カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第2巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ2カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第3巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ3カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第4巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ4カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996
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3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第5巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ5カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第6巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ6カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第7巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ7カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第8巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ8カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第9巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ9カ
ン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第10巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ10
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第11巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ11
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第12巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ12
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第13巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ13
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第14巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ14
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第15巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ15
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第16巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ16
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

3C-2107-ｻ 戦後史開封 3(第17巻) センゴシ カイフウ 3 ダイ17
カン

 産経新聞「戦後史開
封」取材班∥編

サンケイ シンブン
シャ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第1巻 ゼンセ ノ キオク ダイ1カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第2巻 ゼンセ ノ キオク ダイ2カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第3巻 ゼンセ ノ キオク ダイ3カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第4巻 ゼンセ ノ キオク ダイ4カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第5巻 ゼンセ ノ キオク ダイ5カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾀ 前世の記憶 第6巻 ゼンセ ノ キオク ダイ6カン  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1996

3C-9136-ｱ 宣戦布告(上) [1] センセン フコク ジョウ 1  麻生幾∥著 アソウ,イク 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ｱ 宣戦布告(上) [2] センセン フコク ジョウ 2  麻生幾∥著 アソウ,イク 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ｱ 宣戦布告(下) [1] センセン フコク ゲ 1  麻生幾∥著 アソウ,イク 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｱ 宣戦布告(下) [2] センセン フコク ゲ 2  麻生幾∥著 アソウ,イク 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾏ 聖エルザクルセイダーズ [1] ミホ
のGW日記

セント エルザ クルセイダーズ 
1 ミホ ノ ジーダブリユ ニツ
キ

カドカワカセットブ
ック

松枝蔵人∥原作 マツガエ,クロウド 角川書店 1989

2C-9136-ﾏ 聖エルザクルセイダーズ 2  
恵利ちゃんの大脱走

セント エルザ クルセイダーズ 
2 エリチヤン ノ ダイダツソウ

カドカワカセットブ
ック

松枝蔵人∥原作 マツガエ,クロウド 角川書店 1989

45/92 ページ



2C-9136-ﾏ 聖エルザクルセイダーズ 3  
姫のスウィートメモリー

セント エルザ クルセイダーズ 
3 ヒメ ノ スウイート メモリ
ー

カドカワカセットブ
ック

松枝蔵人∥原作 マツガエ,クロウド 角川書店 1990

2C-9136-ﾏ 聖エルザクルセイダーズ 4  
チクリンウオーズ純情編

セント エルザ クルセイダーズ 
4 チクリン ウオーズ ジユンジ
ヨウ ヘン

カドカワカセットブ
ック

松枝蔵人∥原作 マツガエ,クロウド 角川書店 1991

2C-9136-ｼ 総会屋錦城 ソウカイヤ キンジョウ 新潮カセットブック 
S-4-1

城山三郎∥著 シロヤマ,サブロウ 新潮社 1988

GC-4942-ｻ 臓器移植体験者の立場から ゾウキ イショク タイケンシャ 
ノ タチバ カラ

 澤井繁男∥著 サワイ,シゲオ オフィス・コア 2000

GC-9136-ﾐ 草原の椅子 上 ソウゲン ノ イス ジョウ  宮本輝∥原作 ミヤモト,テル オフィス・コア 2000

GC-9136-ﾐ 草原の椅子 上(1) ソウゲン ノ イス ジョウ 1  宮本輝∥原作 ミヤモト,テル オフィス・コア 2000

GC-9136-ﾐ 草原の椅子 下(2) ソウゲン ノ イス ゲ 2  宮本輝∥原作 ミヤモト,テル オフィス・コア 2000

3C-9102-ﾅ 『漱石とその時代』を語る ソウセキ ト ソノ ジダイ オ カ
タル

新潮カセット講演 江藤淳∥講演 エトウ,ジュン 新潮社 1994

3C-9102-ﾅ 漱石について ソウセキ ニ ツイテ カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

中野重治∥述 ナカノ,シゲハル 岩波書店 1988

3C-9136-ｽ 蒼天の悲局 [1] 学徒出陣 ソウテン ノ ヒキョク 1 ガク
ト シュツジン

 須崎勝弥∥著 スザキ,カツヤ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｽ 蒼天の悲局 [2] 学徒出陣 ソウテン ノ ヒキョク 2 ガク
ト シュツジン

 須崎勝弥∥著 スザキ,カツヤ 音訳サービス・J 2000

2C-9111-ｻ 壮年茂吉 第1巻 ソウネン モキチ ダイ1カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1993

2C-9111-ｻ 壮年茂吉 第2巻 ソウネン モキチ ダイ2カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1993

2C-9111-ｻ 壮年茂吉 第3巻 ソウネン モキチ ダイ3カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1993

2C-9111-ｻ 壮年茂吉 第4巻 ソウネン モキチ ダイ4カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1993

2C-9111-ｻ 壮年茂吉 第5巻 ソウネン モキチ ダイ5カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1993

3C-3693-ｵ 祖国よ 第1巻 ソコク ヨ ダイ1カン  小川津根子∥著 オガワ,ツネコ 音訳サービス・J 1995

3C-3693-ｵ 祖国よ 第2巻 ソコク ヨ ダイ2カン  小川津根子∥著 オガワ,ツネコ 音訳サービス・J 1995

3C-3693-ｵ 祖国よ 第3巻 ソコク ヨ ダイ3カン  小川津根子∥著 オガワ,ツネコ 音訳サービス・J 1995

3C-3693-ｵ 祖国よ 第4巻 ソコク ヨ ダイ4カン  小川津根子∥著 オガワ,ツネコ 音訳サービス・J 1995

3C-3693-ｵ 祖国よ 第5巻 ソコク ヨ ダイ5カン  小川津根子∥著 オガワ,ツネコ 音訳サービス・J 1995

GC-4981-ﾖ そのクスリを飲む前に ちょっと待
って! 開業医だから書ける

ソノ クスリ オ ノム マエニ  吉田均∥著 ヨシダ,ヒトシ オフィス・コア 2000

GC-9146-ﾓ その日暮らし ソノヒ グラシ  森まゆみ∥著 モリ,マユミ オフィス・コア 2000

3C-9496-ｺ ソフィーの世界 [1] ソフィー ノ セカイ 1  ヨースタイン・ゴル
デル∥著

ゴルデル,ヨースタ
イン

音訳サービス・J 1996

3C-9496-ｺ ソフィーの世界 [2] ソフィー ノ セカイ 2  ヨースタイン・ゴル
デル∥著

ゴルデル,ヨースタ
イン

音訳サービス・J 1996
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3C-9496-ｺ ソフィーの世界 [3] ソフィー ノ セカイ 3  ヨースタイン・ゴル
デル∥著

ゴルデル,ヨースタ
イン

音訳サービス・J 1996

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
[正]第1巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
セイ ダイ1カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
[正]第2巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
セイ ダイ2カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
[正]第3巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
セイ ダイ3カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
[正]第4巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
セイ ダイ4カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続第1巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾク ダイ1カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続第3巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾク ダイ3カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続第4巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾク ダイ4カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続第5巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾク ダイ5カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続第6巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾク ダイ6カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第1巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ1カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第2巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ2カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第3巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ3カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第4巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ4カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1992

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第5巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ5カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ｲ そよ風ときにはつむじ風  
続々第6巻

ソヨカゼ トキニワ ツムジカゼ 
ゾクゾク ダイ6カン

 池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1995

3C-9136-ｷ 空飛ぶ馬 [1] ソラ トブ ウマ 1  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ｷ 空飛ぶ馬 [2] ソラ トブ ウマ 2  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998

GC-9360-ﾍ タイガーと呼ばれた子 [1] タイガー ト ヨバレタ コ 1  トリイ・ヘイデン∥
著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

GC-9360-ﾍ タイガーと呼ばれた子 [2] タイガー ト ヨバレタ コ 2  トリイ・ヘイデン∥
著

ヘイデン,トリイ・L. 音訳サービス・J 1997

3C-6870-ｶ 大空港25時 第1巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ1カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第2巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ2カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第3巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ3カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第4巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ4カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第5巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ5カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ
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大空港25時 第6巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ6カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第7巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ7カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第8巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ8カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

3C-6870-ｶ 大空港25時 第9巻 ダイクウコウ ニジュウゴジ ダ
イ9カン

 鎌田慧∥著 カマタ,サトシ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾐ 太公望 (上) [1] タイコウボウ ジョウ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾐ 太公望 (上) [2] タイコウボウ ジョウ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾐ 太公望 (中) [1] タイコウボウ チュウ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾐ 太公望 (中) [2] タイコウボウ チュウ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾐ 太公望 (下) [1] タイコウボウ ゲ 1  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾐ 太公望 (下) [2] タイコウボウ ゲ 2  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1999

3C-7797-ｸ 大道芸口上集 下 ダイドウゲイ コウジヨウシユウ 
ゲ

 久保田尚∥構成・演
出

クボタ,ヒサシ 評伝社 1992

3C-7797-ｸ 大道芸口上集 上 ダイドウゲイ コウジヨウシユウ 
ジョウ

 久保田尚∥構成・演
出

クボタ,ヒサシ 評伝社 1992

3C-9134-ﾀ 太平記 タイヘイキ 新潮カセットブック 
X-1-7 日本の古典 
7

永井路子∥解説 ナガイ,ミチコ 新潮社 1990

2C-9136-ｼ タイムスリップ・コンビナート 第
1巻

タイム スリップ コンビナート 
ダイ1カン

 笙野頼子∥著 ショウノ,ヨリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｼ タイムスリップ・コンビナート 第
2巻

タイム スリップ コンビナート 
ダイ2カン

 笙野頼子∥著 ショウノ,ヨリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｼ タイムスリップ・コンビナート 第
3巻

タイム スリップ コンビナート 
ダイ3カン

 笙野頼子∥著 ショウノ,ヨリコ 音訳サービス・J 1994

3C-9136-ｼ 第4の神話 [1] ダイヨン ノ シンワ 1  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｼ 第4の神話 [2] ダイヨン ノ シンワ 2  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｻ 高瀬川女船歌 タカセガワ オンナ フナウタ  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾓ 高瀬舟・寒山拾得 完全朗読版 タカセブネ カンザン ジットク 新潮カセットブック 
M-5-1

森鴎外∥[著] モリ,オウガイ 新潮社 1987

2C-9320-5 誰がために鐘は鳴る タガタメニ カネ ワ ナル シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 5

E.ヘミングウェイ∥
作

ヘミングウェー,ア
ーネスト・ミラー

語学春秋社 1987

3C-9136-ｶ 高山右近 [1] タカヤマ ウコン 1  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｶ 高山右近 [2] タカヤマ ウコン 2  加賀乙彦∥著 カガ,オトヒコ 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ﾋ 宝船まつり 御宿かわせみ タカラブネ マツリ オンヤド 
カワセミ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2000

3C-9133-ﾀ 竹取物語 タケトリ モノガタリ 新潮カセットブック 
X-1-17・日本の古
典 17

白坂道子∥朗読 シラサカ,ミチコ 新潮社 1997

3C-9133-ﾀ 竹取物語 タケトリ モノガタリ アポロンカセットラ 三谷榮一∥解説 ミタニ,エイイチ アポロン音楽工業 1979
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イブラリー

GC-9136-ﾉ 凧になったお母さん 戦争童話集 タコ ニ ナッタ オカアサン セ
ンソウ ドウワ シュウ

新潮カセットブック 
N-2-2

野坂昭如∥[著] ノサカ,アキユキ 新潮社 1995

3C-9102-ﾀ 太宰治 ダザイ オサム アポロンカセットラ
イブラリー

太宰治∥[著] ダザイ,オサム アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 2 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
2

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 4 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
4

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 5 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
5

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 6 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
6

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 7 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
7

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 9 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
9

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9136-ﾀ 太宰治作品集 10 ダザイ オサム サクヒンシユウ 
10

文芸カセット 日本
近代文学シリーズ

太宰治∥作 ダザイ,オサム 岩波書店 1988

2C-9146-ｾ 「ただの人」の人生 第1巻 タダ ノ ヒト ノ ジンセイ ダイ
1カン

 関川夏央∥著 セキカワ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9146-ｾ 「ただの人」の人生 第2巻 タダ ノ ヒト ノ ジンセイ ダイ
2カン

 関川夏央∥著 セキカワ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9146-ｾ 「ただの人」の人生 第3巻 タダ ノ ヒト ノ ジンセイ ダイ
3カン

 関川夏央∥著 セキカワ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9146-ｾ 「ただの人」の人生 第4巻 タダ ノ ヒト ノ ジンセイ ダイ
4カン

 関川夏央∥著 セキカワ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

2C-9146-ｾ 「ただの人」の人生 第5巻 タダ ノ ヒト ノ ジンセイ ダイ
5カン

 関川夏央∥著 セキカワ,ナツオ 音訳サービス・J 1994

3C-9115-ﾀ 谷川俊太郎、自作を読む 第1巻 
ことばあそびうた・わらべうた・み
みをすます

タニカワ シュンタロウ ジサク 
オ ヨム ダイ1カン コトバ ア
ソビウタ ワラベウタ ミミ オ ス
マス

草思社カセットブッ
ク

谷川俊太郎∥[著・
朗読]

タニカワ,シュンタ
ロウ

草思社 1988

3C-9115-ﾀ 谷川俊太郎、自作を読む 第2巻 
マザー・グースのうた

タニカワ シュンタロウ ジサク 
オ ヨム マザー グース ノ ウタ

草思社カセットブッ
ク

谷川俊太郎∥[著・
朗読]

タニカワ,シュンタ
ロウ

草思社 1988

3C-9115-ﾀ 谷川俊太郎、自作を読む 第3巻 
生きる/選詩集

タニカワ シュンタロウ ジサク 
オ ヨム イキル センシシュウ

草思社カセットブッ
ク

谷川俊太郎∥[著・
朗読]

タニカワ,シュンタ
ロウ

草思社 1988

3C-9102-ﾀ 谷崎潤一郎 タニザキ ジユンイチロウ アポロンカセットラ
イブラリー

谷崎潤一郎∥[著] タニザキ,ジュンイ
チロウ

アポロン音楽工業 1979

3C-7677-ﾀ 楽しい英語の歌 タノシイ エイゴ ノ ウタ    英語教育協議会 1986

2C-9136-ｶ 玉、砕ける・怪物と爪楊枝 タマ クダケル カイブツ ト ツマ
ヨウジ

新潮カセットブック 
K-3-1

開高健∥[著] カイコウ,タケシ 新潮社 1987

3C-7604-ﾎ 魂のランドスケープ タマシイ ノ ランドスケープ  細川俊夫∥著 ホソカワ,トシオ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾑ だらだら坂/大根の月 ダラダラザカ ダイコン ノ ツキ 新潮カセットブック 
M-1-2

向田邦子∥著 ムコウダ,クニコ 新潮社 1987

GC-9136-ﾐ 誰か [1] ダレカ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2004

GC-9136-ﾐ 誰か [2] ダレカ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2004

GC-9146-ﾔ 誰かへの手紙のように ダレカ エノ テガミ ノ ヨウニ  山田太一∥著 ヤマダ,タイチ オフィス・コア 2003
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3C-1349-ﾊ 誰にもわかるハイデガー ダレニモ ワカル ハイデガー 新潮カセット講演 筒井康隆∥講演 ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1990

2C-9102-ﾀ 檀 第1巻 ダン ダイ1カン  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾀ 檀 第2巻 ダン ダイ2カン  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾀ 檀 第3巻 ダン ダイ3カン  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ 檀 第4巻 ダン ダイ4カン  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾀ 檀 第5巻 ダン ダイ5カン  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 1996

3C-1887-ｳ 歎異抄 タンニシヨウ 新潮カセットブック 
X-1-2

梅原猛∥著 ウメハラ,タケシ 新潮社 1989

2C-9013-ﾂ 短篇小説講義 第1巻 タンペン ショウセツ コウギ 
ダイ1カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1990

2C-9013-ﾂ 短篇小説講義 第2巻 タンペン ショウセツ コウギ 
ダイ2カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1990

2C-9013-ﾂ 短篇小説講義 第3巻 タンペン ショウセツ コウギ 
ダイ3カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1990

3C-9146-ﾌ タンポポの綿毛 タンポポ ノ ワタゲ  藤森照信∥著 フジモリ,テルノブ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｱ 小さき者へ/一房の葡萄 チイサキ モノ エ ヒトフサ ノ 
ブドウ

新潮カセットブック 
A-4-1

有島武郎∥著 アリシマ,タケオ 新潮社 1992

3C-9115-ﾀ 『智恵子抄』より チエコシヨウ ヨリ 新潮カセットブック 
T-2-1

高村光太郎∥著 タカムラ,コウタロ
ウ

新潮社 1987

3C-9124-ﾁ 近松門左衛門 チカマツ モンザエモン アポロンカセットラ
イブラリー

近松門左衛門∥[著] チカマツ,モンザエ
モン

アポロン音楽工業 1979

GC-9146-ｽ 地図のない道 チズ ノ ナイ ミチ  須賀敦子∥著 スガ,アツコ オフィス・コア 2000

3C-2891-ﾅ 父中野好夫のこと 第1巻 チチ ナカノ ヨシオ ノ コト ダ
イ1カン

 中野利子∥著 ナカノ,トシコ 音訳サービス・J 1993

3C-2891-ﾅ 父中野好夫のこと 第2巻 チチ ナカノ ヨシオ ノ コト ダ
イ2カン

 中野利子∥著 ナカノ,トシコ 音訳サービス・J 1993

3C-2891-ﾅ 父中野好夫のこと 第3巻 チチ ナカノ ヨシオ ノ コト ダ
イ3カン

 中野利子∥著 ナカノ,トシコ 音訳サービス・J 1993

3C-2891-ﾅ 父中野好夫のこと 第4巻 チチ ナカノ ヨシオ ノ コト ダ
イ4カン

 中野利子∥著 ナカノ,トシコ 音訳サービス・J 1993

3C-9160-ﾎ 父・丹羽文雄介護の日々 チチ ニワ フミオ カイゴ ノ ヒ
ビ

 本田桂子∥著 ホンダ,ケイコ 音訳サービス・J 1998

GC-9146-ﾑ 父の詫び状 チチ ノ ワビジョウ 新潮カセットブック 
M-1-1

向田邦子∥著 ムコウダ,クニコ 新潮社 1987

2C-9320-3 チップス先生、さようなら 80日間
世界一周

チツプス センセイ サヨウナラ 
ハチジユウニチカン セカイ

シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 3

J.ヒルトン∥作 ヒルトン,ジエーム
ズ

語学春秋社 1985

GC-9136-ﾔ ちゃん チヤン 新潮カセットブック 
Y-1-6

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1995

2C-9210-ﾅ 中国詩詞選読 チユウゴク シシ センドク  中野達∥[著] ナカノ,トオル 東方書店 1986

GC-1238-ｺ 中国の古典 論語を読む チュウゴク ノ コテン ロンゴ オ 
ヨム

新潮CDブック [孔子]∥[原著] コウシ 新潮社 2003
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2C-9204-ﾖ 中国文学より見た日本文学 チュウゴク ブンガク ヨリ ミタ 
ニホン ブンガク

カセットできく学芸
諸家 岩波の文化講
演会から

吉川幸次郎∥[講演] ヨシカワ,コウジロ
ウ

岩波書店 1988

GC-9210-ﾑ 中国語で味わう漢詩のこころ チユウゴクゴ デ アジワウ カン
シ ノ ココロ

東方書店カセット 
26

室伏香雲∥朗読・朗
詠

ムロフセ,コウエン 東方書店 1990

GC-9136-ｶ 長江 [1] チョウコウ 1  加藤幸子∥著 カトウ,ユキコ オフィス・コア 2002

GC-9136-ｶ 長江 [2] チョウコウ 2  加藤幸子∥著 カトウ,ユキコ オフィス・コア 2002

3C-2810-ｼ 弔辞 チョウジ  新藤兼人∥著 シンドウ,カネト 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾋ 長助の女房 御宿かわせみ チョウスケ ノ ニョウボウ オ
ンヤド カワセミ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2000

2C-9146-ﾄ ちょっといい話 チョット イイ ハナシ 文春カセットライブ
ラリー

戸板康二∥著 トイタ,ヤスジ 文芸春秋 1988

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第1巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ1カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第2巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ2カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第3巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ3カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第4巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ4カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第5巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ5カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第6巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ6カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 1  
第7巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 1 
ダイ7カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第1巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ1カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第2巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ2カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第3巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ3カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第3巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ3カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第4巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ4カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第5巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ5カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第6巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ6カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 2  
第7巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 2 
ダイ7カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第1巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ1カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第2巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ2カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第3巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ3カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998
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2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第4巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ4カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第5巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ5カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第6巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ6カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 3  
第7巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 3 
ダイ7カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第1巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ1カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第2巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ2カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第3巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ3カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第4巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ4カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第5巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ5カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第6巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ6カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第7巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ7カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ チンギス・ハーンの一族 4  
第8巻

チンギス ハーン ノ イチゾク 4 
ダイ8カン

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾂ 都筑道夫ホラー劇場 ツズキ ミチオ ホラー ゲキジョ
ウ

TBSブリタニカ
soundホラー

都筑道夫∥原作 ツズキ,ミチオ TBSブリタニカ 1989

3C-9136-ﾂ 都筑道夫ミステリー劇場 ツズキ ミチオ ミステリー ゲキ
ジョウ

TBSブリタニカ
soundミステリー

都筑道夫∥原作 ツズキ,ミチオ TBSブリタニカ 1989

2C-9136-ﾂ 筒井康隆ショートミステリー ツツイ ヤスタカ ショート ミス
テリー

Soundミステリー 筒井康隆∥原作 ツツイ,ヤスタカ TBSブリタニカ 1988

2C-9136-ﾊ 燕の駅 『子どもの隣り』より ツバメ ノ エキ コドモ ノ トナ
リ ヨリ

新潮カセットブック 
H-1-1

灰谷健次郎∥著 ハイタニ,ケンジロ
ウ

新潮社 1988

3C-9102-ﾂ 壺井栄 ツボイ サカエ アポロンカセットラ
イブラリー

壺井栄∥[著] ツボイ,サカエ アポロン音楽工業 1979

GC-9830-ﾄ 罪と罰 上巻 ツミ ト バツ ジョウカン 新潮カセットブック ドストエフスキー∥
[著]

ドストエフスキー,
フョードル・ミハイ
ロヴィチ

新潮社 1987

GC-9830-ﾄ 罪と罰 下巻 ツミ ト バツ ゲカン 新潮カセットブック ドストエフスキー∥
[著]

ドストエフスキー,
フョードル・ミハイ
ロヴィチ

新潮社 1987

3C-9136-ﾀ 紬の里 １ ツムギ ノ サト １ NHKカセット日曜
名作座

立原正秋∥[原作] タチハラ,マサアキ NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ﾀ 紬の里 ２ ツムギ ノ サト ２ NHKカセット日曜
名作座

立原正秋∥[原作] タチハラ,マサアキ NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ﾔ つゆのひぬま ツユ ノ ヒヌマ 新潮カセットブック 
Y-1-2

山本周五郎∥著 ヤマモト,シユウゴ
ロウ

新潮社 1987

2C-9136-ﾐ 鶴の来る町 1 ツル ノ クル マチ 1 NHKカセット日曜
名作座

水上勉∥[原作] ミナカミ,ツトム NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ﾐ 鶴の来る町 2 ツル ノ クル マチ 2 NHKカセット日曜
名作座

水上勉∥[原作] ミナカミ,ツトム NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ﾐ 鶴の来る町 3 ツル ノ クル マチ 3 NHKカセット日曜
名作座

水上勉∥[原作] ミナカミ,ツトム NHKサービスセン
ター

1988
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2C-9144-ﾖ 徒然草 ツレズレグサ 新潮カセットブック 
X-1-4 日本の古典 
4

[吉田兼好]∥[著] ヨシダ,ケンコウ 新潮社 1999

2C-9136-ｷ D-北海魔行 １ 北の海へ ディー ホッカイ マコウ １ 
キタ ノ ウミ エ

ソノラマ文庫カセッ
ト版 32

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1990

2C-9136-ｷ D-北海魔行 ２ やがて、夏 ディー ホッカイ マコウ ２ 
ヤガテ ナツ

ソノラマ文庫カセッ
ト版 33

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1990

2C-9136-ｷ D-北海魔行 ３ 冬来足りなば ディー ホッカイ マコウ ３ 
フユ キタリナバ

ソノラマ文庫カセッ
ト版 34

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1990

2C-9136-ｷ D-妖殺行 ディー ヨウサツコウ ソノラマ文庫カセッ
ト版 11

菊地秀行∥原作 キクチ,ヒデユキ 朝日ソノラマ 1986

GC-9136-ｴ D坂の殺人事件 デイーザカ ノ サツジン ジケン 新潮カセットブック 
E-1-2

江戸川乱歩∥著 エドガワ,ランポ 新潮社 1997

GC-7604-ﾐ テーマ別クラシックおもしろ鑑賞事
典 [上]

テーマベツ クラシック オモシ
ロ カンショウ ジテン ジョウ

 宮本英世∥著 ミヤモト,ヒデヨ オフィス・コア 2000

GC-7604-ﾐ テーマ別クラシックおもしろ鑑賞事
典 [下]

テーマベツ クラシック オモシ
ロ カンショウ ジテン ゲ

 宮本英世∥著 ミヤモト,ヒデヨ オフィス・コア 2000

3C-9136-ﾂ 敵 [1] テキ 1  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾂ 敵 [2] テキ 2  筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾖ 出口のない海 デグチ ノ ナイ ウミ  横山秀夫∥著 ヨコヤマ,ヒデオ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾅ 弟子 デシ 新潮カセットブック 
N-3-3

中島敦∥著 ナカジマ,アツシ 新潮社 1994

3C-5190-ﾃ テラスで聴く地球環境読本 テラス デ ヨム チキュウ カンキ
ョウ ドクホン

WALKMAN 
BOOKS

日本経済新聞社∥編 ニホン ケイザイ シ
ンブンシャ

日本経済新聞社 1992

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第1巻 テロリスト ノ パラソル ダイ1
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第2巻 テロリスト ノ パラソル ダイ2
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第3巻 テロリスト ノ パラソル ダイ3
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第4巻 テロリスト ノ パラソル ダイ4
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第5巻 テロリスト ノ パラソル ダイ5
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第6巻 テロリスト ノ パラソル ダイ6
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第7巻 テロリスト ノ パラソル ダイ7
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第8巻 テロリスト ノ パラソル ダイ8
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾌ テロリストのパラソル 第9巻 テロリスト ノ パラソル ダイ9
カン

 藤原伊織∥著 フジワラ,イオリ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ｺ 天の刻(とき) テン ノ トキ  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾐ 天涯の花 [1] テンガイ ノ ハナ 1  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾐ 天涯の花 [2] テンガイ ノ ハナ 2  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1998

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第1巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ  桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998
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ガタリ ダイ1カン

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第2巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ
ガタリ ダイ2カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第3巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ
ガタリ ダイ3カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第4巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ
ガタリ ダイ4カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第5巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ
ガタリ ダイ5カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998

2C-9028-ｷ 天才たちの不思議な物語 第6巻 テンサイタチ ノ フシギナ モノ
ガタリ ダイ6カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1998

3C-3889-ｱ 伝承遠野のわらべ唄 デンショウ トオノ ノ ワラベウ
タ

 阿部ヤエ∥唄と話 アベ,ヤエ 岩波書店 1992

GC-7604-ﾅ 天上の音楽・大地の歌 テンジョウ ノ オンガク ダイチ 
ノ ウタ

 なかにし礼∥著 ナカニシ,レイ オフィス・コア 2002

2C-9136-ｽ 天智(てんち)帝をめぐる七人  
第1巻

テンチテイ オ メグル シチニン 
ダイ1カン

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｽ 天智(てんち)帝をめぐる七人  
第2巻

テンチテイ オ メグル シチニン 
ダイ2カン

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｽ 天智(てんち)帝をめぐる七人  
第3巻

テンチテイ オ メグル シチニン 
ダイ3カン

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｽ 天智(てんち)帝をめぐる七人  
第4巻

テンチテイ オ メグル シチニン 
ダイ4カン

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｽ 天智(てんち)帝をめぐる七人  
第5巻

テンチテイ オ メグル シチニン 
ダイ5カン

 杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 1995

3C-9136-ｷ 峠 [1] 慶次郎縁側日記 トウゲ 1  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ｷ 峠 [2] 慶次郎縁側日記 トウゲ 2  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾁ 桃源郷 上(西遷編)[1] トウゲンキョウ ジョウ セイセ
ン ヘン 1

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ﾁ 桃源郷 上(西遷編)[2] トウゲンキョウ ジョウ セイセ
ン ヘン 2

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ﾁ 桃源郷 下(東帰編)[1] トウゲンキョウ ゲ トウキ ヘ
ン 1

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ﾁ 桃源郷 下(東帰編)[2] トウゲンキョウ ゲ トウキ ヘ
ン 2

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 2002

GC-9214-ﾖ 唐詩一百首 トウシ イチヒャクシュ  楊殿武∥著 ヨウ,デンブ 中華書店 1987

3C-9214-ﾄ 唐詩を読む 杜甫・李白・白居易・
王維

トウシ オ ヨム トホ リハク ハ
クキョイ オウイ

新潮カセットブック 
X-2-1

森繁久弥∥朗読 モリシゲ,ヒサヤ 新潮社 1991

3C-9115-ｼ 藤村青春詩集 トウソン セイシュン シシュウ 新潮カセットブック 
S-7-1

島崎藤村∥著 シマザキ,トウソン 新潮社 1989

GC-3672-ﾊ 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ トウダイ デ ウエノ チズコ ニ 
ケンカ オ マナブ

 遙洋子∥著 ハルカ,ヨウコ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第1巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ1カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第2巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ2カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第3巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993
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ミダ ダイ3カン

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第4巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ4カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第5巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ5カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第6巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ6カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第7巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ7カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第8巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ8カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第9巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ9カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第10巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ10カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾐ 東福門院和子の涙 第11巻 トウフクモンイン マサコ ノ ナ
ミダ ダイ11カン

 宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 1993

3C-9136-ﾀ 時宗 巻の1 乱星 トキムネ カンノ1 ランセイ  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾀ 時宗 巻の2 連星 トキムネ カンノ2 レンセイ  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾀ 時宗 巻の3 震星 トキムネ カンノ3 シンセイ  高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾀ 時宗 巻の4[1] 戦星 トキムネ カンノ4 1 センセ
イ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾀ 時宗 巻の4[2] 戦星 トキムネ カンノ4 2 センセ
イ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 2001

GC-2891-ﾄ 徳川慶喜家にようこそ わが家に伝
わる愛すべき「最後の将軍」の横顔

トクガワ ヨシノブ ケ ニ ヨウコ
ソ ワガヤ ニ ツタワル アイスベ
キ サイゴ ノ ショウグン ノ ヨ
コガオ

 徳川慶朝∥著 トクガワ,ヨシトモ 音訳サービス・J 1998

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 1 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 1

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 2 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 2

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1990

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 3 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 3

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1990

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 4 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 4

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 5 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 5

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1989

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 6 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 6

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1989

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 7 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 7

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 8 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 8

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1990

3C-7791-ｻ 特選圓生十八番集 9 トクセン エンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 9

朝日カセット 三遊亭円生∥口演 サンユウテイ,エン
ショウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 1 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 1

朝日カセット 1 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 2 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 2

朝日カセット 2 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993
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3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 3 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 3

朝日カセット 3 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 4 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 4

朝日カセット 4 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 5 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 5

朝日カセット 5 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 6 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 6

朝日カセット 6 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 7 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 7

朝日カセット 7 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 8 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 8

朝日カセット 8 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 9 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ 9

朝日カセット 9 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-7791-ｺ 特選志ん生十八番集 別巻 トクセン シンシヨウ ジユウハ
チバンシユウ ベッカン

朝日カセット 別巻 古今亭志ん生∥口演 ココンテイ,シンシ
ョウ

朝日新聞社 1993

3C-9136-ｳ 特別阿房列車一等車 トクベツ アホウ レッシャ イツ
トウシヤ

NHKカセット「朗
読」の時間

内田百〓∥[原作] ウチダ,ヒャッケン NHKサービスセン
ター

1988

2C-9153-ｷ 土佐日記 トサ ニッキ アポロンカセットラ
イブラリー

紀貫之∥[著] キノ,ツラユキ アポロン音楽工業 1979

GC-9136-ﾀ 利家とまつ (上)[1] トシイエ ト マツ ジョウ 1  竹山洋∥著 タケヤマ,ヨウ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾀ 利家とまつ (上)[2] トシイエ ト マツ ジョウ 2  竹山洋∥著 タケヤマ,ヨウ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾀ 利家とまつ (下)[1] トシイエ ト マツ ゲ 1  竹山洋∥著 タケヤマ,ヨウ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾀ 利家とまつ (下)[2] トシイエ ト マツ ゲ 2  竹山洋∥著 タケヤマ,ヨウ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ｱ 杜子春蜘蛛の糸 トシシユン クモ ノ イト 新潮カセットブック 
A-1-3

芥川龍之介∥[著] アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1988

3C-2930-ｶ ドナウ河紀行 第1巻 ドナウガワ キコウ ダイ1カン  加藤雅彦∥著 カトウ,マサヒコ 音訳サービス・J 1992

3C-2930-ｶ ドナウ河紀行 第2巻 ドナウガワ キコウ ダイ2カン  加藤雅彦∥著 カトウ,マサヒコ 音訳サービス・J 1992

3C-2930-ｶ ドナウ河紀行 第3巻 ドナウガワ キコウ ダイ3カン  加藤雅彦∥著 カトウ,マサヒコ 音訳サービス・J 1992

3C-2930-ｶ ドナウ河紀行 第4巻 ドナウガワ キコウ ダイ4カン  加藤雅彦∥著 カトウ,マサヒコ 音訳サービス・J 1992

3C-2930-ｶ ドナウ河紀行 第5巻 ドナウガワ キコウ ダイ5カン  加藤雅彦∥著 カトウ,マサヒコ 音訳サービス・J 1992

2C-9320-16 トム・ソーヤの冒険 トム ソーヤ ノ ボウケン シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
16

M.トウェイン∥作 トウェーン,マーク 語学春秋社 1988

3C-9330-ﾄ トム・ソーヤーの冒険 トム ソーヤー ノ ボウケン 英米名作朗読シリー
ズ 3

マーク・トウエイン
∥作

トウェーン,マーク 英文朝日 1987

3C-7980-1 ドラゴンランス戦記 1  
廃都の黒竜

ドラゴンランス センキ 1 ハ
イト ノ コクリュウ

富士見カセットブッ
ク 002

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1990

3C-7980-2 ドラゴンランス戦記 2  
城砦の赤竜

ドラゴンランス センキ 2 ジ
ヨウサイ ノ セキリユウ

富士見カセットブッ
ク 004

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1990

3C-7980-3 ドラゴンランス戦記 3  
樹海の緑竜

ドラゴンランス センキ 3 ジ
ユカイ ノ リヨクリユウ

富士見カセットブッ
ク 006

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1990
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3C-7980-4 ドラゴンランス戦記 4  
氷壁の白竜

ドラゴンランス センキ 4 ヒ
ョウヘキ ノ ハクリュウ

富士見カセットブッ
ク 007

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1991

3C-7980-5 ドラゴンランス戦記 5  
尖塔の青竜

ドラゴンランス センキ 5 セ
ントウ ノ セイリュウ

富士見カセットブッ
ク 008

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1990

3C-7980-6 ドラゴンランス戦記 6  
聖域の銀竜

ドラゴンランス センキ 6 セ
イイキ ノ ヨクリュウ

富士見カセットブッ
ク 012

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1990

3C-7980-7 ドラゴンランス戦記 7  
深淵の海竜

ドラゴンランス センキ 7 シ
ンエン ノ カイリユウ

富士見カセットブッ
ク 014

マーガレット・ワイ
ス∥著

ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1991

3C-7980-8 ドラゴンランス戦記 8  
天空の金竜

ドラゴンランス センキ 8 テ
ンクウ ノ キンリユウ

Fujimi cassette 
book FC-15

M.ワイス∥著 ワイス,マーガレツ
ト

富士見書房 1991

GC-9136-ﾐ ドリームバスター [1] ドリーム バスター １  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾐ ドリームバスター [2] ドリーム バスター 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ﾐ どんぐりと山猫注文の多い料理店 ドングリ ト ヤマネコ チユウモ
ン ノ オオイ リヨウリテン

新潮カセットブック 
M-3-3

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1987

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 1 ナイト ダンサー 1  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 2 ナイト ダンサー 2  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 3 ナイト ダンサー 3  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 4 ナイト ダンサー 4  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 5 ナイト ダンサー 5  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 6 ナイト ダンサー 6  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾅ ナイト・ダンサー 7 ナイト ダンサー 7  鳴海章∥著 ナルミ,ショウ 音訳サービス・J 1992

GC-3351-ﾐ 内部告発の時代 組織への忠誠か社
会正義か

ナイブ コクハツ ノ ジダイ ソ
シキ エノ チュウセイ カ シャカ
イ セイギ カ

 宮本一子∥著 ミヤモト,カズコ オフィス・コア 2003

3C-9102-ﾅ 永井荷風 ナガイ カフウ アポロンカセットラ
イブラリー

永井荷風∥[著] ナガイ,カフウ アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ﾐ 長岡輝子、宮沢賢治を読む  
第1巻 雨ニモマケズ 注文の多い料
理店

ナガオカ テルコ ミヤザワ ケン
ジ オ ヨム ダイ1カン アメ 
ニモ マケズ チュウモン ノ オ
オイ リョウリテン

草思社カセットブッ
ク

宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ  1987

2C-9136-ﾐ 長岡輝子、宮沢賢治を読む  
第2巻 永訣の朝 月夜のでんしんば
しら

ナガオカ テルコ ミヤザワ ケン
ジ オ ヨム ダイ2カン エイケ
ツ ノ アサ ツキヨ ノ デンシン
バシラ

草思社カセットブッ
ク

宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ  1987

GC-2810-ｽ 流されびと考 [1] ナガサレビト コウ 1  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 2003

GC-2810-ｽ 流されびと考 [2] ナガサレビト コウ 2  杉本苑子∥著 スギモト,ソノコ 音訳サービス・J 2003

GC-9136-ﾋ 中仙道六十九次 [1] はやぶさ新八
御用旅

ナカセンドウ ロクジュウキュウ
ツギ 1 ハヤブサ シンパチ ゴ
ヨウチョウ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾋ 中仙道六十九次 [2] はやぶさ新八
御用旅

ナカセンドウ ロクジュウキュウ
ツギ 2 ハヤブサ シンパチ ゴ
ヨウチョウ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2002

3C-9115-ﾅ 中原中也詩集 ナカハラ チユウヤ シシユウ アポロンカセットラ
イブラリー オーデ
ィオ詩集

中原中也∥[著] ナカハラ,チュウヤ アポロン音楽工業 1979

3C-7742-ﾅ 中村勘三郎楽屋ばなし ナカムラ カンザブロウ ガクヤ
バナシ

文春カセットライブ
ラリー BCL-015-
01

関容子∥著 セキ,ヨウコ 文芸春秋 1988
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2C-9146-ｲ 名ごりの夢 蘭医桂川家に生れて ナゴリ ノ ユメ ランイ カツラ
ガワケ ニ ウマレテ

平凡社カセットライ
ブラリー

今泉みね∥著 イマイズミ,ミネ 平凡社 1989

GC-9136-ﾅ 梨の花 ナシ ノ ハナ 新潮カセットブック 
N-5-1

中野重治∥作 ナカノ,シゲハル 新潮社 1993

GC-9146-ｲ なじみの店 ナジミ ノ ミセ  池内紀∥著 イケウチ,オサム オフィス・コア 2001

3C-9136-ﾌ 夏の約束 ナツ ノ ヤクソク  藤野千夜∥著 フジノ,チヤ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾅ 夏樹静子ショートミステリー ナツキ シズコ ショート ミステ
リー

Soundミステリー 夏樹静子∥原作 ナツキ,シズコ TBSブリタニカ 1988

3C-9330-ｼ 夏服を着た女たち ナツフク オ キタ オンナタチ 河出サウンド文庫 アーウィン・ショー
∥原作

ショー,アーウィン 河出書房新社 1989

3C-9102-ﾅ 夏目漱石 ナツメ ソウセキ アポロンカセットラ
イブラリー

夏目漱石∥[著] ナツメ,ソウセキ アポロン音楽工業 1979

3C-9146-ﾊ 夏目家の糠みそ ナツメケ ノ ヌカミソ  半藤末利子∥著 ハンドウ,マリコ 音訳サービス・J 2000

GC-9146-ｻ なんといふ空 ナントイウ ソラ  最相葉月∥著 サイショウ,ハズキ オフィス・コア 2001

3C-9146-ｺ なんや、これ?アメリカと日本 ナンヤ コレ アメリカ ト ニホン  米谷ふみ子∥著 コメタニ,フミコ オフィス・コア 2002

3C-2107-1 肉声できく昭和の証言 経済人編 1 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 1 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-2 肉声できく昭和の証言 経済人編 2 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 2 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-3 肉声できく昭和の証言 経済人編 3 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 3 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-4 肉声できく昭和の証言 経済人編 4 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 4 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-5 肉声できく昭和の証言 経済人編 5 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 5 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-6 肉声できく昭和の証言 経済人編 6 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 6 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-7 肉声できく昭和の証言 経済人編 7 
経済大国を築いた指導者が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ケイザイジンヘン 7 
ケイザイ タイコク オ キズイタ 
シドウシャ ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-1 肉声できく昭和の証言 芸術家・芸能
人編 1 自ら語るこの道ひと筋

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ゲイジュツカ ゲイ
ノウジン ヘン 1 ミズカラ カ
タル コノ ミチ ヒトスジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-2 肉声できく昭和の証言 芸術家・芸能
人編 2 自ら語るこの道ひと筋

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ゲイジュツカ ゲイ
ノウジン ヘン 2 ミズカラ カ
タル コノ ミチ ヒトスジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-5 肉声できく昭和の証言 芸術家・芸能
人編 5 自ら語るこの道ひと筋

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ゲイジュツカ ゲイ
ノウジン ヘン 5 ミズカラ カ
タル コノ ミチ ヒトスジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-7 肉声できく昭和の証言 芸術家・芸能
人編 7 自ら語るこの道ひと筋

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ゲイジュツカ ゲイ
ノウジン ヘン 7 ミズカラ カ
タル コノ ミチ ヒトスジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-9 肉声できく昭和の証言 芸術家・芸能
人編 9 自ら語るこの道ひと筋

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン ゲイジュツカ ゲイ
ノウジン ヘン 9 ミズカラ カ
タル コノ ミチ ヒトスジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-9102-1 肉声できく昭和の証言 作家編 1 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 1 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-9102-2 肉声できく昭和の証言 作家編 2 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 2 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-9102-4 肉声できく昭和の証言 作家編 4 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 4 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990
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ガク
2C-9102-6 肉声できく昭和の証言 作家編 6 作

家が語る昭和の文学
ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 6 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

2C-9102-7 肉声できく昭和の証言 作家編 7 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 7 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

2C-9102-8 肉声できく昭和の証言 作家編 8 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 8 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

2C-9102-9 肉声できく昭和の証言 作家編 9 作
家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 9 サッ
カ ガ カタル ショウワ ノ ブン
ガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

2C-9102-10 肉声できく昭和の証言 作家編 10 
作家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 10 サ
ッカ ガ カタル ショウワ ノ ブ
ンガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

2C-9102-11 肉声できく昭和の証言 作家編 11 
作家が語る昭和の文学

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン サッカヘン 11 サ
ッカ ガ カタル ショウワ ノ ブ
ンガク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-1 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 1 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 1 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-2 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 2 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 2 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-3 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 3 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 3 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-4 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 4 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 4 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1991

3C-2107-5 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 5 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 5 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1992

3C-2107-6 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 6 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 6 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1992

3C-2107-7 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 7 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 7 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1992

3C-2107-8 肉声できく昭和の証言 宗教・思想
家・文化人編 8 道を求め学を究め
た先人が語る…

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン シュウキョウ シソ
ウカ ブンカジンヘン 8 ミチ 
オ モトメ ガク オ キワメタ セ
ンジン ガ カタル

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1992

3C-2107-1 肉声できく昭和の証言 政治家編 1  
政治家が語る激動の半世紀 戦前・
戦中 1

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 1 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゼン センチュ
ウ1

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-2 肉声できく昭和の証言 政治家編 2  
政治家が語る激動の半世紀 戦前・戦
中 2

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 2 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゼン センチュ
ウ2

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-3 肉声できく昭和の証言 政治家編 3  
政治家が語る激動の半世紀 戦前・
戦中 3 《演説集》

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 3 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゼン センチュ
ウ3 エンゼツシュウ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-4 肉声できく昭和の証言 政治家編 4  
政治家が語る激動の半世紀 戦後 1

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 4 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゴ1

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-5 肉声できく昭和の証言 政治家編 5  
政治家が語る激動の半世紀 戦後 2

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 5 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゴ2

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-6 肉声できく昭和の証言 政治家編 6  
政治家が語る激動の半世紀 戦後 3

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 6 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゴ3

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-7 肉声できく昭和の証言 政治家編 7  
政治家が語る激動の半世紀 戦後 4

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン 7 セ
イジカ ガ カタル ゲキドウ ノ 
ハンセイキ センゴ４

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2107-8 肉声できく昭和の証言 政治家編 別
巻 政治家が語る激動の半世紀 白
熱論戦集

ニクセイ デ キク ショウワ ノ 
ショウゲン セイジカヘン セイ
ジカ ガ カタル ゲキドウ ノ ハ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990
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ンセイキ ハクネツ ゲキロンシ
ュウ

GC-9136-ﾋ にごりえ・たけくらべ ニゴリエ タケクラベ 新潮カセットブック 
H-4-1

樋口一葉∥[著] ヒグチ,イチヨウ 新潮社 1990

2C-9136-ｻ 虹の橋 第1巻 ニジ ノ ハシ ダイ1カン  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 虹の橋 第2巻 ニジ ノ ハシ ダイ2カン  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 虹の橋 第3巻 ニジ ノ ハシ ダイ3カン  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 虹の橋 第4巻 ニジ ノ ハシ ダイ4カン  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｻ 虹の橋 第5巻 ニジ ノ ハシ ダイ5カン  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第1巻 ニジ ノ ミサキ ダイ1カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第2巻 ニジ ノ ミサキ ダイ2カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第3巻 ニジ ノ ミサキ ダイ3カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第4巻 ニジ ノ ミサキ ダイ4カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第5巻 ニジ ノ ミサキ ダイ5カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾂ 虹の岬 第6巻 ニジ ノ ミサキ ダイ6カン  辻井喬∥著 ツジイ,タカシ 音訳サービス・J 1995

3C-5218-1 西岡常一、宮大工の仕事を語る 1 
法隆寺棟梁の家に生まれて 1

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 1 ホウリ
ュウジ トウリョウ ノ イエ ニ 
ウマレテ 1

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-2 西岡常一、宮大工の仕事を語る 2 
法隆寺棟梁の家に生まれて 2

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 2 ホウリ
ュウジ トウリョウ ノ イエ ニ 
ウマレテ 2

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-3 西岡常一、宮大工の仕事を語る 3 
木と大工道具のはなし

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 3 キ ト 
ダイク ドウグ ノ ハナシ

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-4 西岡常一、宮大工の仕事を語る 4 
法隆寺金堂の解体修理

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 4 ホウリ
ュウジ コンドウ ノ カイタイ シ
ュウリ

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-5 西岡常一、宮大工の仕事を語る 5 
法輪寺三重塔の再建 修羅の復元

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 5 ホウリ
ンジ サンジュウ ノ トウ ノ サ
イケン シュラ ノ フクゲン

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-6 西岡常一、宮大工の仕事を語る 6 
薬師寺金堂の復興 1

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 6 ヤクシ
ジ コンドウ ノ フッコウ 1

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-7 西岡常一、宮大工の仕事を語る 7 
薬師寺金堂の復興 2

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 7 ヤクシ
ジ コンドウ ノ フッコウ 2

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-8 西岡常一、宮大工の仕事を語る 8 
薬師寺西塔の再建 1

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 8 ヤクシ
ジ サイトウ ノ サイケン 1

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-9 西岡常一、宮大工の仕事を語る 9 
薬師寺西塔の再建 2

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 9 ヤクシ
ジ サイトウ ノ サイケン 2

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

3C-5218-10 西岡常一、宮大工の仕事を語る 10 
薬師寺伽藍復興の夢 宮大工の後継者
たち

ニシオカ ツネカズ ミヤダイク 
ノ シゴト オ カタル 10 ヤク
シジ ガラン フッコウ ノ ユメ 
ミヤダイク ノ コウケイシャタ
チ

草思社カセットブッ
ク

西岡常一∥話 ニシオカ,ツネカズ 草思社 1995

2C-2891-ﾔ 二重らせんの私(わたし) 第1巻 ニジュウ ラセン ノ ワタシ ダ
イ1カン

 柳沢桂子∥著 ヤナギサワ,ケイコ 音訳サービス・J 1996

2C-2891-ﾔ 二重らせんの私(わたし) 第2巻 ニジュウ ラセン ノ ワタシ ダ
イ2カン

 柳沢桂子∥著 ヤナギサワ,ケイコ 音訳サービス・J 1996

2C-2891-ﾔ 二重らせんの私(わたし) 第3巻 ニジュウ ラセン ノ ワタシ ダ  柳沢桂子∥著 ヤナギサワ,ケイコ 音訳サービス・J 1996
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イ3カン

2C-2891-ﾔ 二重らせんの私(わたし) 第4巻 ニジュウ ラセン ノ ワタシ ダ
イ4カン

 柳沢桂子∥著 ヤナギサワ,ケイコ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾋ 日光例幣使道の殺人 はやぶさ新八
御用旅

ニッコウ レイヘイ シドウ ノ サ
ツジン ハヤブサ シンパチ ゴ
ヨウチョウ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2004

3C-9136-ﾋ 日蝕 ニッショク  平野啓一郎∥著 ヒラノ,ケイイチロ
ウ

音訳サービス・J 1999

2C-9320-6 二都物語 ニト モノガタリ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 6

C.ディッケンズ∥作 ディケンズ,チャー
ルズ

語学春秋社 1979

GC-9160-ﾏ 二人五脚 盲導犬クリナムと歩んだ
7年の記録

ニニン ゴキャク モウドウケン 
クリナム ト アユンダ ナナネン 
ノ キロク

 松井進∥著 マツイ,ススム 音訳サービス・J 2001

3C-9102-1 日本の近代文学 1 吉村昭が語る森
鴎外 竹内寛子が語る樋口一葉

ニホン ノ キンダイ ブンガク 1 
ヨシムラ アキラ ガ カタル モリ 
オウガイ タケウチ ヒロコ ガ 
カタル ヒグチ イチヨウ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-2 日本の近代文学 2 加賀乙彦が語る
島崎藤村 津島佑子が語る泉鏡花

ニホン ノ キンダイ ブンガク 2 
カガオツヒコ ガ カタル シマザ
キ トウソン

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデトリアル サア
カス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-3 日本の近代文学 3 大庭みな子が語
る与謝野晶子 大岡信が語る北原白秋

ニホン ノ キンダイ ブンガク 3 
オオバ ミナコ ガ カタル ヨサノ 
アキコ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-4 日本の近代文学 4 黒井千次が語る
石川啄木 小田切進が語る夏目漱石

ニホン ノ キンダイ ブンガク 4 
クロイ センジ ガ カタル イシカ
ワ タクボク

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトルアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ*黒井千次*小
田切進

1990

3C-9102-5 日本の近代文学 5 加藤周一が語る
永井荷風 中村真一郎が語る谷崎潤一
郎

ニホン ノ キンダイ ブンガク 5 
カトウ シユウイチ ガ カタル ナ
ガイ カフウ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-6 日本の近代文学 6 三田誠広が語る
武者小路実篤 大江健三郎が語る志賀
直哉

ニホン ノ キンダイ ブンガク 6 
ミタ マサヒロ ガ カタル ムシヤ
ノコウジ サネアツ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-7 日本の近代文学 7 大庭みな子が語
る有島武郎 加賀乙彦が語るか室生犀
星

ニホン ノ キンダイ ブンガク 7 
オオバ ミナコ ガ カタル アリシ
マ タケオ

 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-8 日本の近代文学 8 中村真一郎が語
る萩原朔太郎 遠藤周作が語る芥川竜
之介

ニホン ノ キンダイ ブンガク 8 
ナカムラ シンイチロウ ガ カタ
ル ハギワラ サクタロウ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデトリアル サア
カス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-9 日本の近代文学 9 井上靖が語る川
端康成 小川国夫が語る梶井基次郎

ニホン ノ キンダイ ブンガク 9 
イノウエ ヤスシ ガ カタル カワ
バタ ヤスナリ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

 

3C-9102-10 日本の近代文学 10 黒井千次が語
る宮沢賢治 三浦哲郎が語る井伏鱒二

ニホン ノ キンダイ ブンガク 
10 クロイ センジ ガ カタル 
ミヤザワ ケンジ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-9102-11 日本の近代文学 11 吉村昭が語る
林芙美子 加藤周一が語る堀辰雄

ニホン ノ キンダイ ブンガク 
11 ヨシムラ アキラ ガ カタ
ル ハヤシ フミコ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

 

3C-9102-12 日本の近代文学 12 大岡信が語る
中原中也 野坂昭如が語る太宰治

ニホン ノ キンダイ ブンガク 
12 オオオカ マコト ガ カタ
ル ナカハラ チユウヤ

カセット文芸講座 エディトリアルさぁ
かす∥編集

エデイトリアル サ
アカス

C・B・エンタープ
ライズ

1990

3C-6521-ｲ 日本の美林 第1巻 ニホン ノ ビリン ダイ1カン  井原俊一∥著 イハラ,シュンイチ 音訳サービス・J 1997

3C-6521-ｲ 日本の美林 第2巻 ニホン ノ ビリン ダイ2カン  井原俊一∥著 イハラ,シュンイチ 音訳サービス・J 1997

3C-6521-ｲ 日本の美林 第3巻 ニホン ノ ビリン ダイ3カン  井原俊一∥著 イハラ,シュンイチ 音訳サービス・J 1997

3C-6521-ｲ 日本の美林 第4巻 ニホン ノ ビリン ダイ4カン  井原俊一∥著 イハラ,シュンイチ 音訳サービス・J 1997

3C-3881-ﾂ 日本むかしばなし集 2 ニホン ムカシバナシシュウ 2 新潮カセットブック 
T-3-2

坪田譲治∥[著] ツボタ,ジョウジ 新潮社 1988

3C-4882-1 日本野鳥声鑑 1 野の鳥 ニホン ヤチョウ セイカン 1 アポロンカセットラ
イブラリー

蒲谷鶴彦∥収録 カバヤ,ツルヒコ アポロン音楽工業  

3C-4882-2 日本野鳥声鑑 2 山の鳥 ニホン ヤチョウ セイカン 2 アポロンカセットラ
イブラリー

蒲谷鶴彦∥収録 カバヤ,ツルヒコ アポロン音楽工業  

3C-1904-ｴ 日本人とキリスト教 ニホンジン ト キリストキヨウ 新潮カセット・講演 遠藤周作∥著 エンドウ,シュウサ 新潮社 1990
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ク

3C-1621-ｳ 日本人の宗教 ニホンジン ノ シュウキョウ 新潮カセット講演 梅原猛∥[著] ウメハラ,タケシ 新潮社 1987

3C-3040-21 NewsWeekコラムシャワー Vol.21 
大意いなる謎、ドル高

ニユーズ ウイーク コラム シヤ
ワー Vol.21 オオイナル ナ
ゾ ドルダカ

TBSブリタニカ
soundマガジン 英
語版

TBSブリタニカ∥
編

 TBSブリタニカ 1989

3C-3040-22 NewsWeekコラムシャワー Vol.22 
私は見た!天安門広場の大虐殺

ニユーズ ウイーク コラム シヤ
ワー Vol.22 ワタクシ ワ ミ
タ テンアンモン ノ ダイギヤク
サツ

TBSブリタニカ
soundマガジン英
語版

TBSブリタニカ∥
編

 TBSブリタニカ 1989

3C-9136-ﾐ 仁淀川 [1] ニヨドガワ 1  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾐ 仁淀川 [2] ニヨドガワ 2  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 2001

2C-9497-ｱ 人魚の姫 ニンギヨ ノ ヒメ 新潮カセットブック 
A-3-1

アンデルセン∥[著] アンデルセン,ハン
ス・クリスチャン

新潮社 1987

2C-9320-7 人間の絆 ニンゲン ノ キズナ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 7

W.S.モーム∥著 モーム,ウィリア
ム・サマセット

語学春秋社 1980

3C-9115-ｱ にんげんだもの ニンゲンダモノ  相田みつを∥著 アイダ,ミツオ 文化出版局 1991

2C-9146-ﾊ ネコづきあい ムツゴロウの動物ト
ーク

ネコズキアイ ムツゴロウ ノ 
ドウブツ トーク

文春カセットライブ
ラリー BCL 005 
01

畑正憲∥著 ハタ,マサノリ 文芸春秋 1988

3C-9115-ﾈ ねじめ正一の朗読自慢! 新作詩発表
会より

ネジメ ショウイチ ノ ロウドク 
ジマン シンサクシ ハッピョウ
カイ ヨリ

新潮カセットブック 
N-4-1

ねじめ正一∥出演 ネジメ,ショウイチ 新潮社 1991

GC-9136-ｱ 脳みその研究 ノウミソ ノ ケンキュウ  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ 音訳サービス・J 2004

3C-9136-ｲ 野菊の墓 １ ノギク ノ ハカ １ NHKカセット「朗
読」の時間

伊藤左千夫∥[原作] イトウ,サチオ NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ｲ 野菊の墓 ２ ノギク ノ ハカ ２ NHKカセット「朗
読」の時間

伊藤左千夫∥[原作] イトウ,サチオ NHKサービスセン
ター

1988

3C-9136-ｽ 残り香 ノコリガ TBS文芸図書館 杉本苑子∥[著] スギモト,ソノコ 世界文化社 1987

3C-9330-ﾗ バースへの帰還 [1] バース エノ キカン 1  ピーター・ラヴゼイ
∥著

ラヴゼイ,ピーター 音訳サービス・J 1997

3C-9330-ﾗ バースへの帰還 [2] バース エノ キカン 2  ピーター・ラヴゼイ
∥著

ラヴゼイ,ピーター 音訳サービス・J 1997

3C-9136-ｷ 煤煙 [1] バイエン 1  北方謙三∥著 キタカタ,ケンゾウ 音訳サービス・J 2004

3C-9136-ｷ 煤煙 [2] バイエン 2  北方謙三∥著 キタカタ,ケンゾウ 音訳サービス・J 2004

3C-9113-ｺ 俳句の見える風景 ハイク ノ ミエル フウケイ  後藤比奈夫∥著 ゴトウ,ヒナオ オフィス・コア 2000

GC-9136-ｵ 灰夜 [1] 新宿鮫 ハイヤ 1 シンジュク ザメ  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ｵ 灰夜 [2] 新宿鮫 ハイヤ 2 シンジュク ザメ  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2001

GC-9146-ﾖ バカの壁 バカ ノ カベ  養老孟司∥著 ヨウロウ,タケシ 音訳サービス・J 2004

3C-9115-ﾊ 萩原朔太郎詩集 ハギワラ サクタロウ シシュウ アポロンカセットラ
イブラリー

萩原朔太郎∥[著] ハギワラ,サクタロ
ウ

アポロン音楽工業 1979

GC-9115-ｲ 貌さんがゆく バクサン ガ ユク  茨木のり子∥著 イバラギ,ノリコ オフィス・コア 2000

3C-9113-ﾏ 芭蕉・蕪村・一茶 バショウ ブソン イッサ アポロンカセットラ
イブラリー

井本農一∥監修・解
説

イモト,ノウイチ アポロン音楽工業 1979
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3C-7788-ﾊ バスタード 外伝 巻之1  
暗黒の破壊神

バスタード ガイデン カンノ
1 アンコク ノ ハカイシン

集英社カセット・コ
ミックシリーズ

萩原一至∥著 ハギワラ,カズシ 集英社 1991

3C-7788-ﾊ バスタード 外伝 巻之2  
暗黒の破壊神

バスタード ガイデン カンノ
2 アンコク ノ ハカイシン

集英社カセット・コ
ミックシリーズ

萩原一至∥著 ハギワラ,カズシ 集英社 1992

3C-7788-ﾊ バスタード 外伝 巻之3  
暗黒の破壊神 魔導王封印篇

バスタード ガイデン カンノ
3 アンコク ノ ハカイシン マ
ドウオウ フウインヘン

集英社カセット・コ
ミックシリーズ 
SC064

萩原一至∥著 ハギワラ,カズシ 集英社 1992

GC-9136-ﾉ 破線のマリス [1] ハセン ノ マリス 1  野沢尚∥著 ノザワ,ヒサシ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ﾉ 破線のマリス [2] ハセン ノ マリス 2  野沢尚∥著 ノザワ,ヒサシ 音訳サービス・J 1998

GC-3663-ﾅ 働く女性の法律Q&A [1] ハタラク ジョセイ ノ ホウリツ 
キュー アンド エイ 1

 中島通子∥[ほか]著 ナカジマ,ミチコ オフィス・コア 2000

GC-3663-ﾅ 働く女性の法律Q&A [2] ハタラク ジョセイ ノ ホウリツ 
キュー アンド エイ 2

 中島通子∥[ほか著] ナカジマ,ミチコ オフィス・コア 2000

3C-9330-ｳ 80日間世界一周 ハチジユウニチカン セカイ イ
ツシユウ

英米名作朗読シリー
ズ 2

ジュール・ベルヌ∥
作

ヴェルヌ,ジュール 英文朝日 1987

2C-9136-ｱ 白球残映 第1巻 ハッキュウ ザンエイ ダイ１カ
ン

 赤瀬川隼∥著 アカセガワ,シュン 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｱ 白球残映 第2巻 ハッキュウ ザンエイ ダイ２カ
ン

 赤瀬川隼∥著 アカセガワ,シュン 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｱ 白球残映 第3巻 ハッキュウ ザンエイ ダイ３カ
ン

 赤瀬川隼∥著 アカセガワ,シュン 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｱ 白球残映 第4巻 ハッキュウ ザンエイ ダイ４カ
ン

 赤瀬川隼∥著 アカセガワ,シュン 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｱ 白球残映 第5巻 ハッキュウ ザンエイ ダイ５カ
ン

 赤瀬川隼∥著 アカセガワ,シュン 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 初ものがたり 第1巻 ハツモノガタリ ダイ1カン 時代小説捕物シリー
ズ

宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 初ものがたり 第2巻 ハツモノガタリ ダイ2カン 時代小説捕物シリー
ズ

宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 初ものがたり 第3巻 ハツモノガタリ ダイ3カン 時代小説捕物シリー
ズ

宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 初ものがたり 第4巻 ハツモノガタリ ダイ4カン 時代小説捕物シリー
ズ

宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾐ 初ものがたり 第5巻 ハツモノガタリ ダイ5カン 時代小説捕物シリー
ズ

宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1995

GC-9136-ﾏ 花腐し ハナ クタシ  松浦寿輝∥著 マツウラ,トシテル 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ﾉ 花散る頃の殺人 ハナ チル コロ ノ サツジン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ｾ 花に問え 第1巻 ハナ ニ トエ ダイ1カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｾ 花に問え 第2巻 ハナ ニ トエ ダイ2カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｾ 花に問え 第3巻 ハナ ニ トエ ダイ3カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｾ 花に問え 第4巻 ハナ ニ トエ ダイ4カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ｾ 花に問え 第5巻 ハナ ニ トエ ダイ5カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992
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2C-9136-ｾ 花に問え 第6巻 ハナ ニ トエ ダイ6カン  瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 花の歳月 第1巻 ハナ ノ サイゲツ ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 花の歳月 第2巻 ハナ ノ サイゲツ ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 花の歳月 第3巻 ハナ ノ サイゲツ ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1992

3C-9136-ﾑ 花の名前・かわうそ  
『思い出トランプ』より

ハナ ノ ナマエ カワウソ オモ
イデ トランプ ヨリ

新潮カセットブック 
M-1-3

向田邦子∥著 ムコウダ,クニコ 新潮社 1987

2C-9136-ｱ 鼻 魔術 ハナ マジユツ 新潮カセットブック 
A-1-5

芥川竜之介∥[著] アクタガワ,リュウ
ノスケ

新潮社 1989

2C-9136-ﾐ 母 第1巻 ハハ ダイ1カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 母 第2巻 ハハ ダイ2カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 母 第3巻 ハハ ダイ3カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 母 第4巻 ハハ ダイ4カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 母 第5巻 ハハ ダイ5カン  三浦綾子∥著 ミウラ,アヤコ 音訳サービス・J 1992

GC-9146-ﾀ 母に捧げるラストバラード ハハ ニ ササゲル ラスト バラー
ド

 武田鉄矢∥著 タケダ,テツヤ 音訳サービス・J 2000

3C-3692-ﾏ 母に襁褓(むつき)をあてるとき ハハ ニ ムツキ オ アテル トキ  舛添要一∥著 マスゾエ,ヨウイチ 音訳サービス・J 1998

GC-9320-ｼ ハムレット ハムレット 新潮カセットブック 
S-8-1

シェイクスピア,ウ
ィリアム∥作

シェークスピア,ウ
ィリアム

新潮社 1993

2C-9320-ｼ ハムレット ハムレット アポロンカセットラ
イブラリー

シェイクスピア∥
[著]

シェークスピア,ウ
ィリアム

アポロン音楽工業 1979

2C-9146-ﾊ 林望のイギリス観察辞典 第1巻 ハヤシ ノゾム ノ イギリス カン
サツ ジテン ダイ1カン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾊ 林望のイギリス観察辞典 第2巻 ハヤシ ノゾム ノ イギリス カン
サツ ジテン ダイ2カン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾊ 林望のイギリス観察辞典 第3巻 ハヤシ ノゾム ノ イギリス カン
サツ ジテン ダイ3カン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾊ 林望のイギリス観察辞典 第4巻 ハヤシ ノゾム ノ イギリス カン
サツ ジテン ダイ4カン

 林望∥著 ハヤシ,ノゾム 音訳サービス・J 1993

3C-9102-ﾊ 林芙美子 ハヤシ フミコ アポロンカセットラ
イブラリー

林芙美子∥[著] ハヤシ,フミコ アポロン音楽工業 1979

GC-9136-ﾋ はやぶさ新八御用旅 東海道五十三
次

ハヤブサ シンパチ ゴヨウタビ 
トウカイドウ ゴジュウサンツギ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ2カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995
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2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(一) 第6巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 1 ダイ6カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(二) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 2 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(二) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 2 ダイ2カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(二) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 2 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(二) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 2 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(二) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 2 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(三) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 3 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(三) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 3 ダイ2カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(三) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 3 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(三) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 3 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(三) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 3 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(四) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 4 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(四) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 4 ダイ2カン 

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(四) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 4 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(四) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 4 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(四) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 4 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(五) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 5 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(五) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 5 ダイ2カン 

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(五) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 5 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(五) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 5 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(五) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 5 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(六) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 6 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(六) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 6 ダイ2カン 

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(六) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 6 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995
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2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(六) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 6 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(六) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 6 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(七) 第1巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 7 ダイ1カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(七) 第2巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 7 ダイ2カン 

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(七) 第3巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 7 ダイ3カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(七) 第4巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 7 ダイ4カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳(七) 第5巻 ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 7 ダイ5カン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1996

3C-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳 (八) ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 8

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳 (九) 王子稲荷
の女

ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 9 オウジ イナリ ノ オンナ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾋ はやぶさ新八御用帳 (十) ハヤブサ シンパチ ゴヨウチョ
ウ 10

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｴ 薔薇の木枇杷の木檸檬の木 [1] バラ ノ キ ビワ ノ キ レモン ノ 
キ 1

 江国香織∥著 エクニ,カオリ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｴ 薔薇の木枇杷の木檸檬の木 [2] バラ ノ キ ビワ ノ キ レモン ノ 
キ 2

 江国香織∥著 エクニ,カオリ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾅ 薔薇のストレンジャー バラ ノ ストレンジヤ- 集英社カセット 
SC017

鳴海丈∥著 ナルミ,ジヨウ 集英社 1989

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第1巻 パラサイト イヴ ダイ1カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第2巻 パラサイト イヴ ダイ2カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第3巻 パラサイト イヴ ダイ3カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第4巻 パラサイト イヴ ダイ4カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第5巻 パラサイト イヴ ダイ5カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第6巻 パラサイト イヴ ダイ6カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第7巻 パラサイト イヴ ダイ7カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第8巻 パラサイト イヴ ダイ8カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ｾ パラサイト・イヴ 第9巻 パラサイト イヴ ダイ9カン  瀬名秀明∥著 セナ,ヒデアキ 音訳サービス・J 1995

2C-9160-ﾅ ハラスのいた日々 2 ハラス ノ イタ ヒビ 2 文春カセットライブ
ラリー

中野孝次∥著 ナカノ,コウジ 文芸春秋 1988

2C-9146-ｷ 巴里の空はあかね色 パリ ノ ソラ ワ アカネイロ 新潮カセットブック 
K-2-1

岸恵子∥[著] キシ,ケイコ 新潮社 1987

GC-3692-ﾐ バリアフリーをつくる バリア フリー オ ツクル  光野有次∥著 ミツノ,ユウジ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ﾋ 春の高瀬舟 御宿かわせみ ハル ノ タカセブネ オンヤド  平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2001
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カワセミ

2C-9156-ｾ はるかなり巡礼の道 瀬戸内寂聴紀
行文集2

ハルカナリ ジュンレイ ノ ミチ 
セトウチ ジャクチョウ キコウ 
ブンシュウ 2

平凡社カセットライ
ブラリー

瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ハルミ 平凡社 1989

GC-9136-ﾀ 晴子情歌 [上][1] ハルコ ジョウカ ジョウ 1  高村薫∥著 タカムラ,カオル オフィス・コア 2003

GC-9136-ﾀ 晴子情歌 [上][2] ハルコ ジョウカ ジョウ 2  高村薫∥著 タカムラ,カオル オフィス・コア 2003

GC-9136-ﾀ 晴子情歌 [下][1] ハルコ ジョウカ ゲ 1  高村薫∥著 タカムラ,カオル オフィス・コア 2003

GC-9136-ﾀ 晴子情歌 [下][2] ハルコ ジョウカ ゲ 2  高村薫∥著 タカムラ,カオル オフィス・コア 2003

3C-9160-ｲ ハルマヘラ・メモリー [1] ハルマヘラ メモリー 1  池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1998

3C-9160-ｲ ハルマヘラ・メモリー [2] ハルマヘラ メモリー 2  池部良∥著 イケベ,リョウ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ｼ ハルモニア [1] ハルモニア 1  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1998

GC-9136-ｼ ハルモニア [2] ハルモニア 2  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1998

GC-9146-ﾀ 半眼訥訥 ハンガン トツトツ  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 2000

2C-9146-ﾍ 反逆する風景 第1巻 ハンギャクスル フウケイ ダイ
1カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ﾍ 反逆する風景 第2巻 ハンギャクスル フウケイ ダイ
2カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ﾍ 反逆する風景 第3巻 ハンギャクスル フウケイ ダイ
3カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ﾍ 反逆する風景 第4巻 ハンギャクスル フウケイ ダイ
4カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1995

2C-9146-ﾍ 反逆する風景 第5巻 ハンギャクスル フウケイ ダイ
5カン

 辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1995

3C-9146-ﾑ ビーの話 ビー ノ ハナシ  群ようこ∥著 ムレ,ヨウコ オフィス・コア 2000

GC-9136-ﾃ 秘画 御書物同心 ヒガ オショモツ ドウシン  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2001

3C-9102-ﾋ 樋口一葉 ヒグチ イチヨウ アポロンカセツトラ
イブラリー

樋口一葉∥[著] ヒグチ,イチヨウ アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｷ 蜩 [1] 慶次郎縁側日記 ヒグラシ 1  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ｷ 蜩 [1] 慶次郎縁側日記 ヒグラシ 1  北原亜以子∥著 キタハラ,アイコ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾐ 日暮らし (上) [1] ヒグラシ ジョウ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 日暮らし (上) [2] ヒグラシ ジョウ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 日暮らし (下) [1] ヒグラシ ゲ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

GC-9136-ﾐ 日暮らし (下) [2] ヒグラシ ゲ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2005

3C-7661-ｵ ヒゲのオタマジャクシ世界を泳ぐ 
岡村喬生自作朗読

ヒゲ ノ オタマジャクシ セカイ 
オ オヨグ オカムラ タカオ ジ

東京新聞カセットブ
ック

岡村喬生∥著・朗読 オカムラ,タカオ 東京新聞出版局 1988
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サク ロウドク

2C-9136-ﾅ 眉山は哭く 第1巻 ビザン ワ ナク ダイ1カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾅ 眉山は哭く 第2巻 ビザン ワ ナク ダイ2カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾅ 眉山は哭く 第3巻 ビザン ワ ナク ダイ3カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾅ 眉山は哭く 第4巻 ビザン ワ ナク ダイ4カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾅ 眉山は哭く 第5巻 ビザン ワ ナク ダイ5カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾀ 美少女戦士セーラームーン 1 ビシヨウジヨ センシ セーラー
ムーン 1

Animate cassette 
collection 22

武内直子∥原作 タケウチ,ナオコ 講談社 1992

2C-9136-ﾀ 美少女戦士セーラームーン 2 ビシヨウジヨ センシ セーラー
ムーン 2

Animate cassette 
collection 23

武内直子∥原作 タケウチ,ナオコ 講談社 1993

2C-9136-ﾀ 美少女戦士セーラームーン 3 ビシヨウジヨ センシ セーラー
ムーン 3

Animate cassette 
collection 25

武内直子∥原作 タケウチ,ナオコ 講談社 1993

2C-9136-ﾀ 美少女戦士セーラームーンR 1 ビシヨウジヨ センシ セーラー
ムーン アール 1

Animate cassette 
collection 29

武内直子∥原作 タケウチ,ナオコ 講談社 1993

GC-9136-ﾀ 日高 ヒダカ  立松和平∥著 タテマツ,ワヘイ オフィス・コア 2002

GC-9136-ｼ ビタミンF ビタミン エフ  重松清∥著 シゲマツ,キヨシ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾀ 秘伝 ヒデン TBS文芸図書館 高橋治∥[著] タカハシ,オサム 世界文化社 1987

2C-9102-ｾ 人が好き 第1巻 私の履歴書 ヒト ガ スキ ダイ1カン ワタ
クシ ノ リレキショ

 瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1993

2C-9102-ｾ 人が好き 第2巻 私の履歴書 ヒト ガ スキ ダイ2カン ワタ
クシ ノ リレキショ

 瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1993

2C-9102-ｾ 人が好き 第3巻 私の履歴書 ヒト ガ スキ ダイ3カン ワタ
クシ ノ リレキショ

 瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1993

2C-9102-ｾ 人が好き 第4巻 私の履歴書 ヒト ガ スキ ダイ4カン ワタ
クシ ノ リレキショ

 瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1993

2C-9102-ｾ 人が好き 第5巻 私の履歴書 ヒト ガ スキ ダイ5カン ワタ
クシ ノ リレキショ

 瀬戸内寂聴∥著 セトウチ,ジャクチ
ョウ

音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾊ 人は独りでは生きられない 講演 ヒト ワ ヒトリ デワ イキラレナ
イ コウエン

新潮カセット講演 早坂暁∥講演 ハヤサカ,アキラ 新潮社 1989

3C-3022-ﾅ 人びとのアジア 第1巻 ヒトビト ノ アジア ダイ1カン  中村尚司∥著 ナカムラ,ヒサシ 音訳サービス・J 1994

3C-3022-ﾅ 人びとのアジア 第2巻 ヒトビト ノ アジア ダイ2カン  中村尚司∥著 ナカムラ,ヒサシ 音訳サービス・J 1994

3C-3022-ﾅ 人びとのアジア 第3巻 ヒトビト ノ アジア ダイ3カン  中村尚司∥著 ナカムラ,ヒサシ 音訳サービス・J 1994

3C-3022-ﾅ 人びとのアジア 第4巻 ヒトビト ノ アジア ダイ4カン  中村尚司∥著 ナカムラ,ヒサシ 音訳サービス・J 1994

3C-3022-ﾅ 人びとのアジア 第5巻 ヒトビト ノ アジア ダイ5カン  中村尚司∥著 ナカムラ,ヒサシ 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ﾂ 一拍子の太刀 ヒトヒョウシ ノ タチ TBS文芸図書館 津本陽∥[著] ツモト,ヨウ 世界文化社 1987

GC-9136-ﾐ ひとりがたり はなれ瞽女おりん ヒトリ ガタリ ハナレ ゴゼ オリ
ン

新潮カセットブック 水上勉∥著 ミナカミ,ツトム 新潮社 1994
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2C-9136-ﾎ 否認 第1巻 ヒニン ダイ1カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第2巻 ヒニン ダイ2カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第3巻 ヒニン ダイ3カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第4巻 ヒニン ダイ4カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第5巻 ヒニン ダイ5カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第6巻 ヒニン ダイ6カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾎ 否認 第7巻 ヒニン ダイ7カン  堀田力∥著 ホッタ,ツトム 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第1巻 ヒネクレ イッサ ダイ1カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第2巻 ヒネクレ イッサ ダイ2カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第3巻 ヒネクレ イッサ ダイ3カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第4巻 ヒネクレ イッサ ダイ4カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第5巻 ヒネクレ イッサ ダイ5カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第6巻 ヒネクレ イッサ ダイ6カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第7巻 ヒネクレ イッサ ダイ7カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第8巻 ヒネクレ イッサ ダイ8カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第9巻 ヒネクレ イッサ ダイ9カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第10巻 ヒネクレ イッサ ダイ10カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第11巻 ヒネクレ イッサ ダイ11カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第12巻 ヒネクレ イッサ ダイ12カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第13巻 ヒネクレ イッサ ダイ13カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ ひねくれ一茶 第14巻 ヒネクレ イッサ ダイ14カン  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1993

3C-2107-1 被爆を語る 1 兵士のその後 ヒバク オ カタル 1 ヘイシ ノ 
ソノゴ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-2 被爆を語る 2 炎の記録 ヒバク オ カタル 2 ホノオ ノ 
キロク

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-3 被爆を語る 3 わたしも人間じゃ ヒバク オ カタル 3 ワタシ モ 
ニンゲン ジャ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-4 被爆を語る 4 われらみなアブラハ
ムの子孫

ヒバク オ カタル 4 ワレラ ミ
ナ アブラハム ノ シソン

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989
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3C-2107-5 被爆を語る 5 おばあさんの話 ヒバク オ カタル 5 オバアサ
ン ノ ハナシ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-6 被爆を語る 6 ビキニに被災して ヒバク オ カタル 6 ビキニ ニ 
ヒサイシテ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-7 被爆を語る 7 きのこ雲がのこした
子ども

ヒバク オ カタル 7 キノコグ
モ ガ ノコシタ コドモ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-8 被爆を語る 8 南の島から ヒバク オ カタル 8 ミナミ ノ 
シマ カラ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-9 被爆を語る 9 きのこ雲の真下より ヒバク オ カタル 9 キノコグ
モ ノ マシタ ヨリ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-10 被爆を語る 10 人間をかえせ ヒバク オ カタル 10 ニンゲ
ン オ カエセ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-11 被爆を語る 11 開拓に生きる ヒバク オ カタル 11 カイタ
ク ニ イキル

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-12 被爆を語る 12 ボタ山のかげで ヒバク オ カタル 12 ボタヤ
マ ノ カゲデ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-13 被爆を語る 13 弱い私こそ弱い人
のために

ヒバク オ カタル 13 ヨワイ 
ワタクシ コソ ヨワイ ヒト ノ 
タメニ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-2107-14 被爆を語る 14 嘉代子桜のものが
たり

ヒバク オ カタル 14 カヨコ
ザクラ ノ モノガタリ

 伊藤明彦∥[聞き手] イトウ,アキヒコ 伊藤明彦 1989

3C-9102-ﾎ 火花 [1] 北条民雄の生涯 ヒバナ 1 ホウジョウ タミオ 
ノ ショウガイ

 高山文彦∥著 タカヤマ,フミヒコ オフィス・コア 2001

3C-9102-ﾎ 火花 [2] 北条民雄の生涯 ヒバナ 2 ホウジョウ タミオ 
ノ ショウガイ

 高山文彦∥著 タカヤマ,フミヒコ オフィス・コア 2001

2C-9136-ﾅ 秘められた心中 ヒメラレタ シンジュウ TBS文芸図書館 夏樹静子∥[著] ナツキ,シズコ 世界文化社 1987

GC-9136-ｷ 百鬼夜行-陰 [1] 妖怪小説 ヒャッキ ヤギョウ イン 1 ヨ
ウカイ ショウセツ

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2000

GC-9136-ｷ 百鬼夜行-陰 [2] 妖怪小説 ヒャッキ ヤギョウ イン 2 ヨ
ウカイ ショウセツ

 京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾑ ヒュウガ・ウイルス ヒュウガ ウイルス  村上竜∥著 ムラカミ,リュウ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ  
(続)第1巻

ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ゾク ダイ1カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ  
(続)第2巻

ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ゾク ダイ2カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ  
(続)第3巻

ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ゾク ダイ3カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ  
(続)第4巻

ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ゾク ダイ4カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ  
(続)第5巻

ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ゾク ダイ5カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1993

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第1巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ1カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第2巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ2カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第3巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ3カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第4巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ4カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992
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2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第5巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ5カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992

2C-9160-ﾔ 病院で死ぬということ 第5巻 ビョウイン デ シヌ ト イウ コ
ト ダイ5カン

 山崎章郎∥著 ヤマザキ,フミオ 音訳サービス・J 1992

3C-7023-ﾋ 表現主義・ダダを読む ヒョウゲン シュギ ダダ オ ヨム  平井正∥編著 ヒライ,タダシ 白水社 1996

2C-9136-ﾊ 天鵞絨物語 第1巻 ビロウド モノガタリ ダイ1カ
ン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 天鵞絨物語 第2巻 ビロウド モノガタリ ダイ2カ
ン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 天鵞絨物語 第3巻 ビロウド モノガタリ ダイ3カ
ン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾊ 天鵞絨物語 第4巻 ビロウド モノガタリ ダイ4カ
ン

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1994

3C-9081-ｵ ファザーネン通りの縄ばしご(カセッ
トテープ)

ファザーネンドオリ ノ ナワバ
シゴ

 大岡信∥[ほか]著 オオオカ,マコト 岩波書店 1989

3C-7730-ｶ 風姿花伝 フウシ カデン 新潮カセットブック 
X-1-6 日本の古典 
6

観世栄夫∥解説 ナガイ,ミチコ 新潮社 1990

2C-9148-ﾌ 夫婦公論 第1巻 フウフ コウロン ダイ1カン  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 1995

2C-9148-ﾌ 夫婦公論 第2巻 フウフ コウロン ダイ2カン  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 1995

2C-9148-ｺ 夫婦公論 第3巻 フウフ コウロン ダイ3カン  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 1995

2C-9148-ﾌ 夫婦公論 第4巻 フウフ コウロン ダイ4カン  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 1995

2C-9148-ﾌ 夫婦公論 第5巻 フウフ コウロン ダイ5カン  藤田宜永∥著 フジタ,ヨシナガ 音訳サービス・J 1995

GC-3246-ｶ 夫婦創姓論 選択性夫婦別姓論に代
わるもうひとつの提案

フウフ ソウセイロン センタク
セイ フウフ ベッセイロン ニ カ
ワル モウ ヒトツ ノ テイアン

 鎌田明彦∥著 カマタ,アキヒコ 音訳サービス・J 2002

3C-3247-ﾜ 夫婦の財産 フウフ ノ ザイサン カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

我妻栄∥述 ワガツマ,サカエ 岩波書店 1988

GC-9136-ﾌ ブエノスアイレス午前零時 ブエノスアイレス ゴゼン レイ
ジ

 藤沢周∥著 フジサワ,シュウ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾌ フォーチュン・クエスト  ボクボク
の災難

フオーチユン クエスト ボクボ
ク ノ サイナン

カドカワカセットブ
ック KC-060

深沢美潮∥著 フカザワ,ミシオ 角川書店 1990

2C-9320-9 武器よさらば ブキ ヨ サラバ シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 9

E.ヘミングウェイ∥
作

ヘミングウェー,ア
ーネスト・ミラー

語学春秋社 1986

2C-9330-ﾍ 武器よさらば 上巻 ブキ ヨ サラバ ジョウカン 新潮カセットブック 
H-2-1

ヘミングウェイ∥
[著]

ヘミングウェー,ア
ーネスト・ミラー

新潮社 1988

GC-9136-ｷ 覆面作家の愛の歌 フクメン サッカ ノ アイ ノ ウ
タ

 北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ｷ 覆面作家の夢の家 フクメン サッカ ノ ユメ ノ イ
エ

 北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ｷ 覆面作家は二人いる フクメン サッカ ワ フタリ イル  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ﾔ 武家草鞋 ブケ ワラジ 新潮カセットブック 
0133

山本周五郎∥著 ヤマモト,シュウゴ
ロウ

新潮社 1995

2C-9320-17 不思議の国のアリス フシギ ノ クニ ノ アリス シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
17

L.キャロル∥作 キャロル,ルイス 語学春秋社 1983
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GC-9330-ｷ 不思議の国のアリス 英文朝日の英
語カセット

フシギ ノ クニ ノ アリス 英米名作朗読シリー
ズ 5

ルイス・キャロル∥
作

キャロル,ルイス 英文朝日 1987

2C-9330-ｷ 不思議の国のアリス マッド・ティ
ー・パーティ篇

フシギ ノ クニ ノ アリス マッ
ド ティー パーティ ヘン

河出サウンド文庫 ルイス・キャロル∥
原作

キャロル,ルイス 河出書房新社 1989

GC-9136-ﾐ 双子の星・オツベルと象・やまなし フタゴ ノ ホシ オツベル ト ゾ
ウ ヤマナシ

新潮カセットブック 
M-3-6

宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1997

2C-9136-ﾅ 二つの山河 第1巻 フタツ ノ サンガ ダイ1カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾅ 二つの山河 第2巻 フタツ ノ サンガ ダイ2カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾅ 二つの山河 第3巻 フタツ ノ サンガ ダイ3カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾅ 二つの山河 第4巻 フタツ ノ サンガ ダイ4カン  中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ｲ 不忠臣蔵 フチユウシングラ 新潮カセットブック 
I-2-2

井上ひさし∥著 イノウエ,ヒサシ 新潮社 1992

3C-7750-ﾓ ふと目の前に 森繁久彌自作エッセ
イ朗読

フト メ ノ マエ ニ モリシゲ 
ヒサヤ ジサク エッセイ ロウド
ク

東京新聞カセットブ
ック

森繁久彌∥著・朗読 モリシゲ,ヒサヤ 東京新聞出版局 1988

2C-9136-ﾑ 鮒・嘘つき卵  
『男どき女どき』より

フナ ウソツキ タマゴ オドキ 
メドキ ヨリ

新潮カセットブック 
M-1-4

向田邦子∥著 ムコウダ,クニコ 新潮社 1987

3C-9136-ｶ 冬の日/ある崖上の感情 フユ ノ ヒ アル ガケジヨウ ノ 
カンジヨウ

NHKカセット「朗
読」の時間

梶井基次郎∥著 カジイ,モトジロウ NHKサービスセン
ター

1987

3C-7621-ｻ プラタナスの本棚で 音楽家の自由
時間

プラタナス ノ ホンダナ デ オ
ンガク ノ ジユウ ジカン

 鮫島有美子∥著 サメジマ,ユミコ オフィス・コア 2001

GC-9136-ﾔ プラナリア プラナリア  山本文緒∥著 ヤマモト,フミオ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾊ プラハの春 [1] プラハ ノ ハル 1  春江一也∥著 ハルエ,カズヤ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾊ プラハの春 [2] プラハ ノ ハル 2  春江一也∥著 ハルエ,カズヤ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾊ プラハの春 [3] プラハ ノ ハル 3  春江一也∥著 ハルエ,カズヤ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾊ プラハの春 [4] プラハ ノ ハル 4  春江一也∥著 ハルエ,カズヤ 音訳サービス・J 1998

GC-9510-ｱ フランス詩の散歩道 フランスシ ノ サンポミチ  安藤元雄∥著 アンドウ,モトオ 白水社 [1986

2C-9136-ﾐ 震える岩 第1巻 フルエル イワ ダイ1カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第2巻 フルエル イワ ダイ2カン  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第3巻 フルエル イワ ダイ3カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第4巻 フルエル イワ ダイ4カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第5巻 フルエル イワ ダイ5カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第6巻 フルエル イワ ダイ6カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第7巻 フルエル イワ ダイ7カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾐ 震える岩 第8巻 フルエル イワ ダイ8カン  宮部みゆき ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1994
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3C-9136-ｸ 文福茶釜 ブンブク チャガマ  黒川博行∥著 クロカワ,ヒロユキ 音訳サービス・J 2000

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第1巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ1カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第2巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ2カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第3巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ3カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第4巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ4カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第5巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ5カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第6巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ6カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第7巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ7カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第8巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ8カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-2910-ﾐ 平安鎌倉史紀行 第9巻 ヘイアン カマクラシ キコウ 
ダイ9カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1995

3C-9134-ﾍ 平家物語 ヘイケ モノガタリ アポロンカセットラ
イブラリー

杉本苑子∥解説 スギモト,ソノコ アポロン音楽工業 1979

2C-9410-ﾍ ヘッセ詩集 ヘッセ シシュウ 新潮カセットブック 
H-3-1

ヘルマン・ヘッセ∥
[著む

ヘツセ,ヘルマン 新潮社 1988

3C-9111-ﾌ 別離 中也断章-短歌熱唱コンサート ベツリ チュウヤ タンショウ 
タンカ ネッショウ コンサート

 福島泰樹∥演 フクシマ,ヤスキ BOX206 1984

GC-9136-ｱ ペルシャ猫の謎 ペルシャネコ ノ ナゾ  有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 1999

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第1巻 ペルソナ ダイ１カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第2巻 ペルソナ ダイ２カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第3巻 ペルソナ ダイ３カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第4巻 ペルソナ ダイ４カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第5巻 ペルソナ ダイ５カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第6巻 ペルソナ ダイ６カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第7巻 ペルソナ ダイ７カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第8巻 ペルソナ ダイ８カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

2C-9102-ﾐ ペルソナ 第9巻 ペルソナ ダイ９カン  猪瀬直樹∥著 イノセ,ナオキ 音訳サービス・J 1996

3C-6709-ﾉ 貿易入門米会話 ボウエキ ニュウモン ベイカイ
ワ

南雲堂カセットテー
プ

野口光雄∥[ほか]共
著

ノグチ,ミツオ 南雲堂 [1976

3C-2292-ﾎ 望郷樺太 付録 写真集 懐かしの
樺太のメロディー

ボウキョウ カラフト ナツカシ 
ノ カラフト ノ メロディー

 望郷樺太編纂委員会
∥編

ボウキョウ カラフ
ト ヘンサン イイン

国書刊行会 1979
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2C-9144-ｶ 方丈記 ホウジョウキ 新潮カセットブック 
X-1-1

[鴨長明∥原著] カモ,チョウメイ 新潮社 1989

2C-9144-ｶ 方丈記 ホウジョウキ アポロンカセットラ
イブラリー

鴨長明∥[著] カモノ,チョウメイ アポロン音楽工業 1979

GC-9136-ﾓ 蓬莱橋にて ホウライバシ ニテ  諸田玲子∥著 モロタ,レイコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾉ ボクの町 [1] ボク ノ マチ 1  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾉ ボクの町 [2] ボク ノ マチ 2  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 1999

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第1
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ1カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第2
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ2カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第3
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ3カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第4
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ4カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第5
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ5カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第6
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ6カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第7
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ7カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第8
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ8カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

3C-0190-ﾀ ぼくはこんな本を読んできた 第9
巻

ボク ワ コンナ ホン オ ヨンデ
キタ ダイ9カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾐ 北守将軍と三人兄弟の医者/雁の童子 ホクシュ ショウグン ト サンニ
ン キョウダイ ノ イシャ カリ 
ノ ドウジ

新潮カセットブック 宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1998

3C-4937-ｶ ボケてたまるか 痴呆は自分で防ぐ
家族で治す

ボケテ タマルカ チホウ ワ ジ
ブン デ フセグ カゾク デ ナオ
ス

 金子満雄∥著 カネコ,ミツオ オフィス・コア 2000

2C-9530-ｻ 星の王子さま ホシ ノ オウジサマ 文芸カセット サン・テグジュペ
リ,アントワー∥著

サン・テグジュペ
リ,アントワーヌ・
ド

岩波書店 1991

2C-9136-ﾅ 保科肥後守お袖帖 第1巻 ホシナ ヒゴノカミ オソデチョ
ウ ダイ1カン

 中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 保科肥後守お袖帖 第2巻 ホシナ ヒゴノカミ オソデチョ
ウ ダイ2カン

 中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 保科肥後守お袖帖 第3巻 ホシナ ヒゴノカミ オソデチョ
ウ ダイ3カン

 中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 保科肥後守お袖帖 第4巻 ホシナ ヒゴノカミ オソデチョ
ウ ダイ4カン

 中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 保科肥後守お袖帖 第5巻 ホシナ ヒゴノカミ オソデチョ
ウ ダイ5カン

 中村彰彦∥著 ナカムラ,アキヒコ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 菩提樹の蔭 ボダイジュ ノ カゲ TBS文芸図書館 中勘助∥[著] ナカ,カンスケ 世界文化社 1987

2C-9136-ﾉ 火垂るの墓 ホタル ノ ハカ 新潮カセットブック 
N-2-1

野坂昭如∥[著] ノサカ,アキユキ 新潮社 1988

GC-9136-ｻ 蛍の橋 [1] ホタル ノ ハシ 1  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 2000
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GC-9136-ｻ 蛍の橋 [2] ホタル ノ ハシ 2  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ｻ 蛍の橋 [3] ホタル ノ ハシ 3  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 2000

3C-7791-ｻ 牡丹灯籠 ボタン ドウロウ 新潮カセットトーク 三遊亭円朝∥作 サンユウテイ,エン
チョウ

新潮社 1989

2C-9136-ﾅ 坊っちゃん ボツチヤン ポニー・カセット文
庫シリーズエリート

夏目漱石∥原作 ナツメ,ソウセキ ポニー 1987

2C-9136-ﾅ 坊ちゃん 下巻 ボッチャン ゲカン 新潮カセットブック 夏目漱石∥著 ナツメ,ソウセキ 新潮社 1994

3C-1888-ﾓ 仏のいのちを生きる ホトケ ノ イノチ オ イキル 朝日カルチャーセン
ター講座カセット

盛永宗興∥著 モリナガ,ソウコウ 朝日カルチャーセン
ター

1988

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第1巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ1カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第2巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ2カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第3巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ3カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第4巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ4カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第5巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ5カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第6巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ6カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 1 第7巻  
北の埋み火

ホムラ タツ 1 ダイ7カン キ
タ ノ ウズミビ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第1巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ1カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第2巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ2カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第3巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ3カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第4巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ4カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第5巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ5カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第6巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ6カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 2 第7巻  
燃える北天

ホムラ タツ 2 ダイ7カン モ
エル ホクテン

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第1巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ1カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第2巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ2カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第3巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ3カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第4巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ4カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第5巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ5カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993
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2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第6巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ6カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第7巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ7カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 3 第8巻  
空への炎

ホムラ タツ 3 ダイ8カン ソ
ラ エノ ホノオ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第1巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ1カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第2巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ2カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第3巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ3カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第4巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ4カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第5巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ5カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第6巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ6カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第7巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ7カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 4 第8巻  
冥き稲妻

ホムラ タツ 4 ダイ8カン ク
ラキ イナズマ

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第1巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ1カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第2巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ2カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第3巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ3カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第4巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ4カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第5巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ5カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第6巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ6カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第7巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ7カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ 炎(ほむら)立つ 5 第8巻  
光彩楽土

ホムラ タツ 5 ダイ8カン コ
ウサイ ラクド

 高橋克彦∥著 タカハシ,カツヒコ 音訳サービス・J 1994

3C-9102-ﾎ 堀辰雄 ホリ タツオ アポロンカセットラ
イブラリー 現代作
家風土記

堀辰雄∥[著] ホリ,タツオ アポロン音楽工業 1979

3C-0190-ﾂ 本の森の狩人 第1巻 ホン ノ モリ ノ カリュウド ダ
イ1カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1993

3C-0190-ﾂ 本の森の狩人 第2巻 ホン ノ モリ ノ カリュウド ダ
イ2カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1993

3C-0190-ﾂ 本の森の狩人 第3巻 ホン ノ モリ ノ カリュウド ダ
イ3カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1993

3C-0190-ﾂ 本の森の狩人 第4巻 ホン ノ モリ ノ カリュウド ダ
イ4カン

 筒井康隆∥著 ツツイ,ヤスタカ 音訳サービス・J 1993

3C-9136-ﾐ ぼんくら [1] ボンクラ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2000
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3C-9136-ﾐ ぼんくら [2] ボンクラ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾐ 本所深川ふしぎ草紙 第1巻 ホンジョ フカガワ フシギ ゾウ
シ ダイ1カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 本所深川ふしぎ草紙 第2巻 ホンジョ フカガワ フシギ ゾウ
シ ダイ2カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 本所深川ふしぎ草紙 第3巻 ホンジョ フカガワ フシギ ゾウ
シ ダイ3カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 本所深川ふしぎ草紙 第4巻 ホンジョ フカガワ フシギ ゾウ
シ ダイ4カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1992

2C-9136-ﾐ 本所深川ふしぎ草紙 第5巻 ホンジョ フカガワ フシギ ゾウ
シ ダイ5カン

 宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1992

3C-9136-ｷ 本当は恐ろしいグリム童話 [1] ホントウ ワ オソロシイ グリム 
ドウワ 1

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ｷ 本当は恐ろしいグリム童話 2 ホントウ ワ オソロシイ グリム 
ドウワ 2

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾀ マークスの山 第10巻 マークス ノ ヤマ ダイ10カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第11巻 マークス ノ ヤマ ダイ11カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第12巻 マークス ノ ヤマ ダイ12カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第13巻 マークス ノ ヤマ ダイ13カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第1巻 マークス ノ ヤマ ダイ1カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第2巻 マークス ノ ヤマ ダイ2カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第3巻 マークス ノ ヤマ ダイ3カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第4巻 マークス ノ ヤマ ダイ4カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第5巻 マークス ノ ヤマ ダイ5カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第6巻 マークス ノ ヤマ ダイ6カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第7巻 マークス ノ ヤマ ダイ7カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾀ マークスの山 第8巻 マークス ノ ヤマ ダイ8カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾃ マークスの山 第9巻 マークス ノ ヤマ ダイ9カン  高村薫∥著 タカムラ,カオル 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾓ 舞姫 マイヒメ 新潮カセットブック 
M-5-2

森鴎外∥[著] モリ,オウガイ 新潮社 1989

2C-9143-ｾ 枕草子 マクラ ノ ソウシ アポロンカセットラ
イブラリー

清少納言∥[著] セイ ショウナゴン アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ｱ 魔獣戦士ルナ・ヴァルガー [正] 巨
大ゴーレムの挑戦

マジユウ センシ ルナ ヴアルガ
ー セイ キヨダイ ゴーレム ノ 
チヨウセン

カドカワ・カセッ
ト・ブック

秋津透∥原作 アキツ,トオル 角川書店 1990

2C-9136-ｱ 魔獣戦士ルナ・ヴァルガー 2 襲
来!海帝鯨

マジユウ センシ ルナ ヴアルガ
ー 2 シュウライ シーカイザ
ー

カドカワ・カセッ
ト・ブック

秋津透∥原作 アキツ,トオル 角川書店 1990

2C-9136-ｸ 窓ぎわのトットちゃん マトギワ ノ トツトチヤン 講談社カセット 黒柳徹子∥自作朗読 クロヤナギ,テツコ 講談社 1990
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3C-7261-ﾊ マハラジャ [1] ぼうけんまんが 
まはらの帰りたや故郷・四季の唄

マハラジヤ 1 ボウケン マンガ 
マハラ ノ カエリタヤ コキヨウ 
シキ ノ ウタ

コミック・カセッ
ト・シリーズ

橋本正枝∥著 ハシモト,マサエ 日本ビクタ 1990

2C-7261-ﾊ マハラジャ 2 ぼうけんまんが ま
はらの紙芝居劇場・仲良しきょうだ
いの巻

マハラジヤ 2 ボウケン マンガ 
マハラ ノ カミシバイ ゲキジヨ
ウ

コミック・カセッ
ト・シリーズ

橋本正枝∥著 ハシモト,マサエ 日本ビクタ 1991

GC-9146-ｲ 豆炭とパソコン 80代からのインタ
ーネット入門

マメタン ト パソコン ハチジ
ュウダイ カラノ インターネッ
ト ニュウモン

 糸井重里∥著 イトイ,シゲサト 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ｻ 魔狼王 風雲伝 ほむやん、ちょっ
とだけ大暴れ編

マロウオウ フウウンデン ホ
ムヤン チヨツトダケ オオアバ
レ ヘン

カドカワカセットブ
ック KC-083

沢田翔∥原作 サワダ,シヨウ 角川書店 1992

GC-9146-ｷ マンボウ愛妻記 マンボウ アイサイキ  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 2001

3C-9111-ﾏ 万葉集 マンヨウシュウ アポロンカセットラ
イブラリー

桜井満∥解説 サクライ,ミツル アポロン音楽工業株
式会社

1979

GC-3692-ﾍ 見えない・見えにくい人の便利グッ
ズファイル

ミエナイ ミエニクイ ヒト ノ ベ
ンリ グッズ ファイル

 便利グッズサロン∥
編

ベンリ グッズ サロ
ン

オフィス・コア 2002

GC-3692-ﾏ 見えない目で生きるということ ミエナイ メ デ イキル ト イウ 
コト

 松井進∥著 マツイ,ススム 音訳サービス・J 2003

2C-9136-ｱ 見知らぬ我が子 ミシラヌ ワガコ TBS文芸図書館 赤川次郎∥[著] アカガワ,ジロウ 世界文化社 1987

2C-9146-ﾀ 水の星のさざ波 第1巻 ミズ ノ ホシ ノ サザナミ ダイ
1カン

 立松和平∥著 タテマツ,ワヘイ 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾀ 水の星のさざ波 第2巻 ミズ ノ ホシ ノ サザナミ ダイ
2カン

 立松和平∥著 タテマツ,ワヘイ 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾀ 水の星のさざ波 第3巻 ミズ ノ ホシ ノ サザナミ ダイ
3カン

 立松和平∥著 タテマツ,ワヘイ 音訳サービス・J 1993

2C-9146-ﾀ 水の星のさざ波 第4巻 ミズ ノ ホシ ノ サザナミ ダイ
4カン

 立松和平∥著 タテマツ,ワヘイ 音訳サービス・J 1993

GC-913-6ﾅ 水鏡 1 ミズカガミ 1 NHKカセット日曜
名作座

中里恒子∥著 ナカザト,ツネコ NHKサービスセン
ター

1987

GC-9136-ﾅ 水鏡 2 ミズカガミ 2 NHKカセット日曜
名作座

中里恒子∥著 ナカザト,ツネコ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9111-ﾖ みだれ髪 ミダレガミ 新潮カセットブック 
Y-3-1

与謝野晶子∥[著] ヨサノ,アキコ 新潮社 1988

GC-9136-ﾋ 道長の冒険 平安妖異伝 ミチナガ ノ ボウケン ヘイア
ン ヨウイデン

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2004

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第1巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
１カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第2巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
２カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第3巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
３カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第4巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
４カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第5巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
５カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｱ 密室大坂城 第6巻 ミッシツ オオサカジョウ ダイ
６カン

 安部竜太郎∥著 アベ,リュウタロウ 音訳サービス・J 1997

2C-9520-ﾓ 三つのドン・ファン  モリエール歿
後300年によせて

ミツツ ノ ドンフアン カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

林達夫∥述 ハヤシ,タツオ 岩波書店 1988

GC-9146-ﾏ 耳そぎ饅頭 ミミソギ マンジュウ  町田康∥著 マチダ,コウ 音訳サービス・J 2001
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GC-9330-ﾊ 耳なし芳一のはなし・むじな ミミナシ ホウイチ ノ ハナシ 新潮カセットブック 
K-7-1

小泉八雲∥著 ハーン,ラフカディ
オ

新潮社 1989

3C-9102-ﾐ 宮沢賢治 ミヤザワ ケンジ アポロンカセットラ
イブラリー 現代作
家風土記

宮沢賢治∥[著] ミヤザワ,ケンジ アポロン音楽工業 1979

3C-9115-ﾐ 三好達治詩集 ミヨシ タツジ シシユウ アポロンカセットラ
イブラリー

三好達治∥[著]・朗
読

ミヨシ,タツジ アポロン音楽工業 1979

2C-9136-ﾋ 未来放浪ガルディーン 大熱血 ミライ ホウロウ ガルディーン 
ダイネッケツ

カドカワカセットブ
ック KC-023

火浦功∥原作 ヒウラ,コウ 角川書店 1988

3C-7261-ﾃ 未来人に託す私のファンタジー ミライジン ニ タクス ワタクシ 
ノ ファンタジー

新潮カセット講演 手塚治虫∥講演 テズカ,オサム 新潮社 1990

GC-9510-ｸ ミラボー橋の下をセーヌが流れ ミラボーバシ ノ シタ オ セーヌ 
ガ ナガレ

 窪田般弥∥著 クボタ,ハンヤ 白水社 1997

GC-9136-ﾉ 未練 ミレン  乃南アサ∥著 ノナミ,アサ 音訳サービス・J 2002

3C-3168-ｱ 民族世界地図 第1巻 ミンゾク セカイ チズ ダイ１
カン

 浅井信雄∥著 アサイ,ノブオ 音訳サービス・J 1994

3C-3168-ｱ 民族世界地図 第2巻 ミンゾク セカイ チズ ダイ２
カン

 浅井信雄∥著 アサイ,ノブオ 音訳サービス・J 1994

3C-3168-ｱ 民族世界地図 第3巻 ミンゾク セカイ チズ ダイ３
カン

 浅井信雄∥著 アサイ,ノブオ 音訳サービス・J 1994

GC-9146-ﾊ みんな誰かの愛しい女 ミンナ ダレカ ノ イトシイ オン
ナ

 林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 2000

3C-9136-ﾊ みんなの秘密 ミンナ ノ ヒミツ  林真理子∥著 ハヤシ,マリコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾂ 昔はよかったなあ・おもての行列な
んじゃいな・狸・顔面崩壊

ムカシワ ヨカツタナア オモテ 
ノ ギヨウレツ ナンジヤイナ タ
ヌキ ガンメン ホウカイ

新潮カセットブック 
T-1-1

筒井康隆∥著・朗読 ツツイ,ヤスタカ 新潮社 1987

GC-9136-ｲ 麦ふみクーツェ [1] ムギフミ クーツェ 1  いしいしんじ∥著 イシイ,シンジ オフィス・コア 2003

GC-9136-ｲ 麦ふみクーツェ [2] ムギフミ クーツェ 2  いしいしんじ∥著 イシイ,シンジ オフィス・コア 2003

3C-9136-ｼ 無間地獄 [1] ムゲン ジゴク 1  新堂冬樹∥著 シンドウ,フユキ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ｼ 無間地獄 [2] ムゲン ジゴク 2  新堂冬樹∥著 シンドウ,フユキ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ｼ 無間地獄 [3] ムゲン ジゴク 3  新堂冬樹∥著 シンドウ,フユキ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾃ 虫姫 御書物(おしょもつ)同心日記 ムシヒメ オショモツ ドウシン 
ニッキ

 出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2002

3C-9102-ﾑ 武者小路実篤 ムシヤノコウジ サネアツ アポロンカセットラ
イブラリー

武者小路実篤∥[著] ムシャノコウジ,サ
ネアツ

アポロン音楽工業 1979

2C-9320-10 息子と恋人 ムスコ ト コイビト シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
10

D.H.ロレンス∥作 ローレンス,デーヴ
ィド・ハーバート

語学春秋社 1982

GC-9160-ｻ 無名 ムメイ  沢木耕太郎∥著 サワキ,コウタロウ 音訳サービス・J 2004

3C-9133-ﾑ 紫マンダラ 源氏物語の構図 ムラサキ マンダラ ゲンジ モ
ノガタリ ノ コウズ

 河合隼雄∥著 カワイ,ハヤオ オフィス・コア 2001

3C-9115-ﾑ 室生犀星詩集 ムロウ サイセイ シシユウ アポロンカセットラ
イブラリー

室生犀星∥[著] ムロオ,サイセイ アポロン音楽工業 1979

3C-2106-ｼ 「明治」という国家 「太郎の国の
物語」より

メイジ ト イウ コツカ タロウ 
ノ クニ ノ モノガタリ ヨリ

NHKカセット・ラ
イブラリー

司馬遼太郎∥著 シバ,リョウタロウ 日本放送出版協会 1990
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3C-7685-ﾀ 伽羅先代萩 政岡忠義の段 女義太夫
弾き語り

メイボク センダイ ハギ マサオ
カ チュウギ ノ ダン オンナ ギ
ダユウ ヒキガタリ

草思社カセットブッ
ク

竹本素京∥弾き語り タケモト,ソキョウ 草思社 1990

3C-9136-ﾏ 夫婦茶碗 メオト ジャワン  町田康∥著 マチダ,コウ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ｻ 女狐の罠 メギツネ ノ ワナ  沢田ふじ子∥著 サワダ,フジコ 音訳サービス・J 1999

GC-9146-ﾐ めぐる季節を生きて [1] メグル キセツ オ イキテ 1  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 2002

GC-9146-ﾐ めぐる季節を生きて [2] メグル キセツ オ イキテ 2  宮尾登美子∥著 ミヤオ,トミコ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 1 第1巻 モウショウクン 1 ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 1 第2巻 モウショウクン 1 ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 1 第3巻 モウショウクン 1 ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 1 第4巻 モウショウクン 1 ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 1 第5巻 モウショウクン 1 ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第1巻 モウショウクン 2 ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第2巻 モウショウクン 2 ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第3巻 モウショウクン 2 ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第4巻 モウショウクン 2 ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第5巻 モウショウクン 2 ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 2 第6巻 モウショウクン 2 ダイ6カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第1巻 モウショウクン 3 ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第2巻 モウショウクン 3 ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第3巻 モウショウクン 3 ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第4巻 モウショウクン 3 ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第5巻 モウショウクン 3 ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 3 第6巻 モウショウクン 3 ダイ6カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 4 第1巻 モウショウクン 4 ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 4 第2巻 モウショウクン 4 ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 4 第3巻 モウショウクン 4 ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997
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2C-9136-ﾐ 孟嘗君 4 第4巻 モウショウクン 4 ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 4 第5巻 モウショウクン 4 ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 5 第1巻 モウショウクン 5 ダイ1カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 5 第2巻 モウショウクン 5 ダイ2カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 5 第3巻 モウショウクン 5 ダイ3カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 5 第4巻 モウショウクン 5 ダイ4カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾐ 孟嘗君 5 第5巻 モウショウクン 5 ダイ5カン  宮城谷昌光∥著 ミヤギタニ,マサミ
ツ

音訳サービス・J 1997

GC-3692-ﾏ 盲導犬ハンドブック モウドウケン ハンド ブック  松井進∥著 マツイ,ススム 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第1巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
1カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第2巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
2カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第3巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
3カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第4巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
4カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第5巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
5カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 上 第6巻 モウリ モトナリ ジョウ ダイ
6カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第1巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
1カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第2巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
2カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第3巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
3カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第4巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
4カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第5巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
5カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第6巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
6カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 中 第7巻 モウリ モトナリ チュウ ダイ
7カン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第1巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ1カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第2巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ2カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第3巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ3カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第4巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ4カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998
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2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第5巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ5カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第6巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ6カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第7巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ7カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ｳ 毛利元就 下 第8巻 モウリ モトナリ ゲ ダイ8カ
ン

 内館牧子∥著 ウチダテ,マキコ 音訳サービス・J 1998

GC-9111-ｻ 茂吉晩年 モキチ バンネン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1998

2C-9111-ｻ 茂吉彷徨 第1巻 モキチ ホウコウ ダイ1カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1996

2C-9111-ｻ 茂吉彷徨 第2巻 モキチ ホウコウ ダイ2カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1996

2C-9111-ｻ 茂吉彷徨 第3巻 モキチ ホウコウ ダイ3カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1996

2C-9111-ｻ 茂吉彷徨 第4巻 モキチ ホウコウ ダイ4カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1996

2C-9111-ｻ 茂吉彷徨 第5巻 モキチ ホウコウ ダイ5カン  北杜夫∥著 キタ,モリオ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾃ 土龍(もぐら) モグラ  出久根達郎∥著 デクネ,タツロウ オフィス・コア 2001

GC-9136-ﾀ モザイク モザイク  田口ランディ∥著 タグチ,ランディ 音訳サービス・J 2001

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第1巻 モノ クウ ヒトビト ダイ1カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第2巻 モノ クウ ヒトビト ダイ2カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第3巻 モノ クウ ヒトビト ダイ3カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第4巻 モノ クウ ヒトビト ダイ4カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第5巻 モノ クウ ヒトビト ダイ5カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

3C-3838-ﾍ もの食う人々 第6巻 モノ クウ ヒトビト ダイ6カン  辺見庸∥著 ヘンミ,ヨウ 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ｻ 物書同心居眠り紋蔵 モノカキ ドウシン イネムリ モ
ンゾウ

 佐藤雅美∥著 サトウ,マサミ 音訳サービス・J 2002

GC-9156-ｱ ものがたり風土記(ふうどき) [正]
[1]

モノガタリ フウドキ セイ 1  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ オフィス・コア 2000

GC-9156-ｱ ものがたり風土記(ふうどき) [正]
[2]

モノガタリ フウドキ セイ 2  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ オフィス・コア 2000

GC-9156-ｱ ものがたり風土記(ふうどき)  
続[1]

モノガタリ フウドキ ゾク1  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ オフィス・コア 2002

GC-9156-ｱ ものがたり風土記(ふうどき)  
続[2]

モノガタリ フウドキ ゾク2  阿刀田高∥著 アトウダ,タカシ オフィス・コア 2002

3C-9102-ﾓ 森鴎外 モリ オウガイ アポロンカセットラ
イブラリー

森鴎外∥[著] モリ,オウガイ アポロン音楽工業 1979

GC-9136-ﾐ 森のなかの海 上[1] モリ ノ ナカ ノ ウミ ジョウ 1  宮本輝∥著 ミヤモト,テル オフィス・コア 2002
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GC-9136-ﾐ 森のなかの海 上[2] モリ ノ ナカ ノ ウミ ジョウ 2  宮本輝∥著 ミヤモト,テル オフィス・コア 2002

GC-9136-ﾐ 森のなかの海 下[1] モリ ノ ナカ ノ ウミ ゲ 1  宮本輝∥著 ミヤモト,テル オフィス・コア 2002

GC-9136-ﾐ 森のなかの海 下[2] モリ ノ ナカ ノ ウミ ゲ 2  宮本輝∥著 ミヤモト,テル オフィス・コア 2002

3C-3714-ｵ やさしさの精神病理 第1巻 ヤサシサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ1カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3714-ｵ やさしさの精神病理 第2巻 ヤサシサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ2カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3714-ｵ やさしさの精神病理 第3巻 ヤサシサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ3カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3714-ｵ やさしさの精神病理 第4巻 ヤサシサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ4カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

2C-9040-ｵ 野鳥と文学 立体編集 日・英・米の
文学にあらわれる鳥

ヤチヨウ ト ブンガク ニチ エ
イ ベイ ノ ブンガク ニ アラワ
レル トリ

 奥田夏子∥ほか共著 オクダ,ナツコ 大修館書店 1982

GC-4545-ｺ 山の自然学 ヤマ ノ シゼンガク  小泉武栄∥著 コイズミ,タケエイ 音訳サービス・J 1998

GC-3673-ﾔ 山田太一、小此木啓吾、「家族」を
語る。

ヤマダ タイチ オコノギ ケイゴ 
カゾク オ カタル

 山田太一∥著 ヤマダ,タイチ オフィス・コア 2000

GC-9136-ﾊ 山妣(やまはは) [1] ヤマハハ 1  坂東真砂子∥著 バンドウ,マサコ 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾊ 山妣(やまはは) [2] ヤマハハ 2  坂東真砂子∥著 バンドウ,マサコ 音訳サービス・J 1997

GC-9136-ﾊ 山妣(やまはは) [3] ヤマハハ 3  坂東真砂子∥著 バンドウ,マサコ 音訳サービス・J 1997

2C-9136-ﾖ 山本長官機撃墜さる 実録・海軍甲
事件

ヤマモト チョウカンキ ゲキツ
イサル ジツロク カイグン コ
ウ ジケン

文春カセットライブ
ラリー BCL 010 
02

吉村昭∥著 ヨシムラ,アキラ 文芸春秋 1989

2C-9146-ﾐ 楊梅の熟れる頃 ヤマモモ ノ ウレル コロ TBS文芸図書館 宮尾登美子∥[著] ミヤオ,トミコ 世界文化社 1987

GC-9136-ｵ 闇先案内人 [1] ヤミサキ アンナイニン 1  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ｵ 闇先案内人 [2] ヤミサキ アンナイニン 2  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 2002

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第1巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ1カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第2巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ2カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第3巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ3カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第4巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ4カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第5巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ5カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (上)第6巻 ヤリツ ソザイ ジョウ ダイ6カ
ン

 陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第1巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ1カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第2巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ２カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第3巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ３カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994
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2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第4巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ４カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第5巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ５カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

2C-9136-ﾁ 耶律楚材 (下)第6巻 ヤリツ ソザイ ゲ ダイ６カン  陳舜臣 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ｷ 柔らかな頬 [1] ヤワラカナ ホホ 1  桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｷ 柔らかな頬 [2] ヤワラカナ ホホ 2  桐野夏生∥著 キリノ,ナツオ 音訳サービス・J 1999

3C-3838-ｷ やんごとなき姫君たちの食卓 第1
巻

ヤンゴトナキ ヒメギミタチ ノ 
ショクタク ダイ1カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1996

3C-3838-ｷ やんごとなき姫君たちの食卓 第2
巻

ヤンゴトナキ ヒメギミタチ ノ 
ショクタク ダイ2カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1996

3C-3838-ｷ やんごとなき姫君たちの食卓 第3
巻

ヤンゴトナキ ヒメギミタチ ノ 
ショクタク ダイ3カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1996

3C-3838-ｷ やんごとなき姫君たちの食卓 第4
巻

ヤンゴトナキ ヒメギミタチ ノ 
ショクタク ダイ4カン

 桐生操∥著 キリュウ,ミサオ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ｱ 幽霊刑事(デカ) [1] ユウレイ デカ 1  有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 2000

GC-9136-ｱ 幽霊刑事(デカ) [2] ユウレイ デカ 2  有栖川有栖∥著 アリスガワ,アリス 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ｵ 雪蛍 第1巻 ユキホタル ダイ1カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第2巻 ユキホタル ダイ2カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第3巻 ユキホタル ダイ3カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第4巻 ユキホタル ダイ4カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第5巻 ユキホタル ダイ5カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第6巻 ユキホタル ダイ6カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第7巻 ユキホタル ダイ7カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第8巻 ユキホタル ダイ8カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第9巻 ユキホタル ダイ9カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ｵ 雪蛍 第10巻 ユキホタル ダイ10カン  大沢在昌∥著 オオサワ,アリマサ 音訳サービス・J 1996

GC-9136-ﾐ 雪渡り/ひのきとひなげし/土神とき
つね

ユキワタリ ヒノキ ト ヒナゲシ 
ツチガミ ト キツネ

新潮カセットブック 
M-3-7

宮沢賢治∥著 ミヤザワ,ケンジ 新潮社 1997

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第1巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ1カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第2巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ2カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第3巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ  黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993
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イ3カン

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第4巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ4カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第5巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ5カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第6巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ6カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第7巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ7カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第8巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ8カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第9巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ9カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第10巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ10カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (上)第11巻 ユゲ ノ ドウキョウ ジョウ ダ
イ11カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第1巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ1
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第2巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ2
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第3巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ3
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第4巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ4
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第5巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ5
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第6巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ6
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第7巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ7
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第8巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ8
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第9巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ9
カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第10巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ
10カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ｸ 弓削道鏡 (下)第11巻 ユゲ ノ ドウキョウ ゲ ダイ
11カン

 黒岩重吾∥著 クロイワ,ジュウゴ 音訳サービス・J 1993

3C-3040-ｵ 豊かさの精神病理 第1巻 ユタカサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ1カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3040-ｵ 豊かさの精神病理 第2巻 ユタカサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ2カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3040-ｵ 豊かさの精神病理 第3巻 ユタカサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ3カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3040-ｵ 豊かさの精神病理 第4巻 ユタカサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ4カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

3C-3040-ｵ 豊かさの精神病理 第5巻 ユタカサ ノ セイシン ビョウリ 
ダイ5カン

 大平健∥著 オオヒラ,ケン 音訳サービス・J 1996

2C-9136-ﾅ 夢十夜 ユメ ジュウヤ 新潮カセットブック 
N-1-2

夏目漱石∥[著] ナツメ,ソウセキ 新潮社 1991
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3C-6860-ﾐ 夢の山岳鉄道 第1巻 ユメ ノ サンガク テツドウ ダ
イ1カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1993

3C-6860-ﾐ 夢の山岳鉄道 第2巻 ユメ ノ サンガク テツドウ ダ
イ2カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1993

3C-6860-ﾐ 夢の山岳鉄道 第3巻 ユメ ノ サンガク テツドウ ダ
イ3カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1993

3C-6860-ﾐ 夢の山岳鉄道 第4巻 ユメ ノ サンガク テツドウ ダ
イ4カン

 宮脇俊三∥著 ミヤワキ,シュンゾ
ウ

音訳サービス・J 1993

3C-9136-ｲ 夢色の大通りで ユメイロ ノ オオドオリ デ  今江祥智∥著 イマエ,ヨシトモ オフィス・コア 2001

3C-9111-ｲ 湯めぐり歌めぐり ユメグリ ウタメグリ  池内紀∥著 イケウチ,オサム オフィス・コア 2001

2C-9136-ｱ 夢みる帝司に御用心 カルとブラの
大冒険

ユメミル テイシ ニ ゴヨウジン 
カル ト ブラ ノ ダイボウケン

ソノラマ文庫カセッ
ト版 22

鴉紋洋∥原作・監修 アモン,ヒロシ 朝日ソノラマ 1988

GC-9136-ｼ 妖櫻忌 ヨウオウキ  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 2002

3C-9136-ﾌ 預言者ノストラダムス (上) ヨゲンシャ ノストラダムス ジ
ョウ

 藤本ひとみ∥著 フジモト,ヒトミ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾌ 預言者ノストラダムス (下) ヨゲンシャ ノストラダムス ゲ  藤本ひとみ∥著 フジモト,ヒトミ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｼ 横浜異人街事件帖 ヨコハマ イジンガイ ジケンチ
ョウ

 白石一郎∥著 シライシ,イチロウ 音訳サービス・J 2001

GC-9136-ﾋ 横浜慕情 御宿かわせみ ヨコハマ ボジョウ オンヤド 
カワセミ

 平岩弓枝∥著 ヒライワ,ユミエ 音訳サービス・J 2000

3C-9102-ﾖ 与謝野晶子 ヨサノ アキコ アポロンカセットラ
イブラリー

与謝野晶子∥[著] ヨサノ,アキコ アポロン音楽工業 1979

GC-9136-ﾄ 吉田松陰 上巻 ヨシダ ショウイン ジョウカン  童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ﾄ 吉田松陰 下巻 ヨシダ ショウイン ゲカン  童門冬二∥著 ドウモン,フユジ 音訳サービス・J 2002

2C-9146-ﾖ 吉本隆明講演・文学論 その他  
「いま、吉本隆明25時」より

ヨシモト タカアキ コウエン ブ
ンガクロン イマ ヨシモト タ
カアキ ニジュウゴジ

弓立社カセット・ブ
ック

吉本隆明∥講演 ヨシモト,タカアキ 弓立社 1988

2C-9146-ｲ 夜ふけと梅の花・おふくろ ヨフケ ト ウメ ノ ハナ オフク
ロ

新潮カセットブック 
I-1-2

井伏鱒二∥著 イブセ,マスジ 新潮社 1987

GC-9136-ｶ 黄泉がえり [1] ヨミガエリ 1  梶尾真治∥[著] カジオ,シンジ 音訳サービス・J 2003

GC-9136-ｶ 黄泉がえり [2] ヨミガエリ 2  梶尾真治∥[著] カジオ,シンジ 音訳サービス・J 2003

2C-9146-ｳ 読むクスリ 1 ヨム クスリ 1 文春カセットライブ
ラリー

上前淳一郎∥著 ウエマエ,ジユンイ
チロウ

文芸春秋 1988

2C-9146-ｳ 読むクスリ 2 ヨム クスリ 2 文春カセットライブ
ラリー

上前淳一郎∥著 ウエマエ,ジュンイ
チロウ

文芸春秋 1988

GC-3692-ﾓ ヨメール物語 視覚障害者の読書革
命

ヨメール モノガタリ シカク 
ショウガイシャ ノ ドクショ カ
クメイ

 望月優∥著 モチズキ,ユウ オフィス・コア 2000

GC-9146-ｼ 寄り道ビアホール ヨリミチ ビアホール  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 2000

2C-9136-ﾜ 夜に忍びこむもの 第1巻 ヨル ニ シノビコム モノ ダイ
1カン

 渡辺淳一∥著 ワタナベ,ジュンイ
チ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾜ 夜に忍びこむもの 第2巻 ヨル ニ シノビコム モノ ダイ
2カン

 渡辺淳一∥著 ワタナベ,ジュンイ
チ

音訳サービス・J 1995
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2C-9136-ﾜ 夜に忍びこむもの 第3巻 ヨル ニ シノビコム モノ ダイ
3カン

 渡辺淳一∥著 ワタナベ,ジュンイ
チ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾜ 夜に忍びこむもの 第4巻 ヨル ニ シノビコム モノ ダイ
4カン

 渡辺淳一∥著 ワタナベ,ジュンイ
チ

音訳サービス・J 1995

2C-9136-ﾜ 夜に忍びこむもの 第5巻 ヨル ニ シノビコム モノ ダイ
5カン

 渡辺淳一∥著 ワタナベ,ジュンイ
チ

音訳サービス・J 1995

GC-9136-ｷ 夜の蝉 ヨル ノ セミ  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾖ 鎧伝サムライトルーパー 2 また、
逢えたね。

ヨロイセイデン サムライト ル
ーパー 2 マタ アエタネ

Animate Cassette 
Collection 07

大川七瀬∥脚本  ムービック 1989

2C-9136-ﾖ 鎧伝サムライトルーパー 3 そし
て、五人

ヨロイデン サムライト ルーパ
ー 3 ソシテ ゴニン

Animate Cassette 
Collection 10

樹本亜依∥脚本  ムービック 1990

3C-2934-ｱ ライン河紀行 第1巻 ラインガワ キコウ ダイ１カン  吾郷慶一∥著 アゴウ,ケイイチ 音訳サービス・J 1994

3C-2934-ｱ ライン河紀行 第2巻 ラインガワ キコウ ダイ２カン  吾郷慶一∥著 アゴウ,ケイイチ 音訳サービス・J 1994

3C-2934-ｱ ライン河紀行 第3巻 ラインガワ キコウ ダイ３カン  吾郷慶一∥著 アゴウ,ケイイチ 音訳サービス・J 1994

3C-2934-ｱ ライン河紀行 第4巻 ラインガワ キコウ ダイ４カン  吾郷慶一∥著 アゴウ,ケイイチ 音訳サービス・J 1994

GC-9102-ﾀ 楽天少女通ります 私の履歴書 ラクテン ショウジョ トオリマ
ス ワタクシ ノ リレキショ

 田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1998

GC-9146-ﾀ 楽老抄 ラクロウショウ  田辺聖子∥著 タナベ,セイコ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾔ 落花流水 ラッカ リュウスイ  山本文緒∥著 ヤマモト,フミオ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ﾅ 李陵 1 リ リョウ 1 NHKカセット「朗
読」の時間

中島敦∥[原作] ナカジマ,アツシ NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ﾅ 李陵 2 リ リョウ 2 NHKカセット「朗
読」の時間

中島敦∥[原作] ナカジマ,アツシ NHKサービスセン
ター

1988

2C-9136-ﾅ 李陵 2 リ リョウ 2 NHKカセット「朗
読」の時間

中島敦∥[原作] ナカジマ,アツシ NHKサービスセン
ター

1988

2C-9126-ｷ リア王の青い城 リアオウ ノ アオイ シロ  如月小春∥著 キサラギ,コハル 冬樹社 1988

2C-9320-19 リア王・マクベス リアオウ マクベス シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
19

W.シェイクスピア∥
作

シェークスピア,ウ
ィリアム

語学春秋社 1980

GC-9136-ｺ 律子慕情 リツコ ボジョウ  小池真理子∥著 コイケ,マリコ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾉ リミット [1] リミット 1  野沢尚∥著 ノザワ,ヒサシ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾉ リミット [2] リミット 2  野沢尚∥著 ノザワ,ヒサシ 音訳サービス・J 1999

3C-9136-ﾐ 理由 [1] リユウ 1  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾐ 理由 [2] リユウ 2  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ﾐ 理由 [3] リユウ 3  宮部みゆき∥著 ミヤベ,ミユキ 音訳サービス・J 1998

2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第1巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
1カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993
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2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第2巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
2カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第3巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
3カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第4巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
4カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第5巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
5カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 1 第6巻 怒濤の巻 リュウキュウ ノ カゼ 1 ダイ
6カン ドトウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第1巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
1カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第2巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
2カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第3巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
3カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第4巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
4カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第5巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
5カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 2 第6巻 疾風の巻 リュウキュウ ノ カゼ 2 ダイ
6カン シップウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第1巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
1カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第2巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
2カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第3巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
3カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第4巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
4カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第5巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
5カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

2C-9136-ﾁ 琉球の風 3 第6巻 雷雨の巻 リュウキュウ ノ カゼ 3 ダイ
6カン ライウ ノ マキ

 陳舜臣∥著 チン,シュンシン 音訳サービス・J 1993

GC-9160-ｶ 竜平とともに [1] リュウヘイ ト トモニ 1  川田悦子∥著 カワダ,エツコ 音訳サービス・J 1997

GC-9160-ｶ 竜平とともに [2] リュウヘイ ト トモニ 2  川田悦子∥著 カワダ,エツコ 音訳サービス・J 1997

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第1巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ1カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第2巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ2カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第3巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ3カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第4巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ4カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第5巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ5カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996

2C-9160-ｶ 竜平の現在(いま) 第6巻 リュウヘイ ノ イマ ダイ6カン  川田竜平∥著 カワダ,リュウヘイ 音訳サービス・J 1996
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GC-9136-ﾅ 李陵 リリヨウ 新潮カセットブック 
N-3-2

中島敦∥著 ナカジマ,アツシ 新潮社 1993

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第1巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ1
カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第2巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ2
カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第3巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ3
カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第4巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ4
カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第5巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ
５カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第6巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ
６カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第7巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ
７カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第8巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ
８カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第9巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ
９カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (上)第10巻 リンシ タイケン ジョウ ダイ1
０カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第1巻 リンシ タイケン ゲ ダイ1カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第2巻 リンシ タイケン ゲ ダイ2カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第3巻 リンシ タイケン ゲ ダイ3カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第4巻 リンシ タイケン ゲ ダイ4カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第5巻 リンシ タイケン ゲ ダイ5カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第6巻 リンシ タイケン ゲ ダイ6カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第7巻 リンシ タイケン ゲ ダイ7カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第8巻 リンシ タイケン ゲ ダイ8カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第9巻 リンシ タイケン ゲ ダイ9カン  立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

3C-4901-ﾀ 臨死体験 (下)第10巻 リンシ タイケン  ゲ ダイ10
カン

 立花隆∥著 タチバナ,タカシ 音訳サービス・J 1994

GC-9136-ﾕ ルージュ ルージュ  柳美里∥著 ユウ,ミリ 音訳サービス・J 2002

GC-9136-ｽ ループ [1] ループ 1  鈴木光司∥著 スズキ,コウジ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｽ ループ [2] ループ 2  鈴木光司∥著 スズキ,コウジ 音訳サービス・J 1999

3C-2810-1 歴史と人物[1] 大石内蔵助・吉良
上野介

レキシ ト ジンブツ 1 オオイ
シ クラノスケ キラ コウズケノ
スケ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1989

3C-2810-2 歴史と人物[2] 紫式部・清少納言 レキシ ト ジンブツ 2 ムラサ NHKカセットブッ   NHKサービスセン 1989
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キ シキブ セイシヨウナゴン ク ター

3C-2810-2 歴史と人物[2] 紫式部・清少納言 レキシ ト ジンブツ 2 ムラサ
キ シキブ セイシヨウナゴン

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1989

3C-2810-3 歴史と人物[3] 宮本武蔵・千葉周
作

レキシ ト ジンブツ 3 ミヤモ
ト ムサシ チバ シユウサク

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1989

3C-2810-4 歴史と人物[4] 清水次郎長・国定
忠治

レキシ ト ジンブツ 4 シミズ 
ジロチヨウ クニサダ チユウジ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1989

3C-2810-5 歴史と人物5 近藤勇・沖田総司 レキシ ト ジンブツ 5 コンド
ウ イサム オキタ ソウシ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2810-6 歴史と人物 6 板垣退助・中江兆
民

レキシ ト ジンブツ 6 イタガ
キ タイスケ ナカエ チヨウミン

NHKカセットブッ
ク

 ミクニ,イチロウ NHKサービスセン
ター

1990

3C-2810-7 歴史と人物7 松井須磨子・坪内逍
遙

レキシ ト ジンブツ 7 マツイ 
スマコ ツボウチ シヨウヨウ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2810-8 歴史と人物8 静御前・源頼朝 レキシ ト ジンブツ 8 シズカ 
ゴゼン ミナモト ヨリトモ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2810-9 歴史と人物9 建礼門院・平清盛 レキシ ト ジンブツ 9 ケンレ
イ モンイン タイラ キヨモリ

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2810-10 歴史と人物10 井原西鶴・近松門左
衛門

レキシ ト ジンブツ 10 イハ
ラ サイカク チカマツ モンザエ
モン

NHKカセットブッ
ク

  NHKサービスセン
ター

1990

3C-2100-ｲ 歴史学と「日本人論」 レキシガク ト ニホンジンロン カセットできく学芸
諸家 岩波の文化講
演会から

石母田正∥[講演] イシモダ,ショウ 岩波書店 1988

GC-9136-ｼ レクイエム [1] レクイエム 1  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1999

GC-9136-ｼ レクイエム [2] レクイエム 2  篠田節子∥著 シノダ,セツコ 音訳サービス・J 1999

2C-9136-ﾀ 灼熱の竜騎兵 1  
惑星ザイオンの風

レツド ホツト ドラグーン 1 
ワクセイ ザイオン ノ カゼ

Fujimi Cassette 
Book FC-003

田中芳樹∥著 タナカ,ヨシキ 富士見書房 1990

2C-9136-ﾀ 灼熱の竜騎兵 2  
惑星ザイオンの風

レツド ホツト ドラグーン 2 
ワクセイ ザイオン ノ カゼ

Fujimi Cassette 
Book FC-005

田中芳樹∥著 タナカ,ヨシキ 富士見書房 1990

3C-9136-ｶ 檸檬・交尾/橡の花 レモン コウビ トチ ノ ハナ NHKカセット「朗
読」の時間

梶井基次郎∥著 カジイ,モトジロウ NHKサービスセン
ター

1987

3C-9111-ﾏ 朗詠万葉集 ロウエイ マンヨウシュウ アポロンカセットラ
イブラリー

高崎正秀∥朗詠 タカサキ,マサヒデ アポロン音楽工業 1979

3C-9136-ｵ 老妓抄 ロウギショウ NHKカセット「朗
読」の時間

岡本かの子∥[原作] オカモト,カノコ NHKサービスセン
ター

1988

3C-9133-ﾑ 朗読源氏物語 平安朝日本語復元に
よる試み 桐壺/夕顔/若紫/須磨

ロウドク ゲンジ モノガタリ 
ヘイアンチョウ ニホンゴ フク
ゲン ニ ヨル ココロミ キリツ
ボ ユウガオ ワカムラサキ スマ

 [紫式部∥著] ムラサキシキブ 大修館書店 1988

3C-3104-ﾙ ローズベルト・ケネディ名演説集 
《1》

ローズベルト ケネディ メイエ
ンゼツシュウ 1

英米名演説シリーズ フランクリン・D・
ルーズヴェル∥[著]

ローズヴェルト,フ
ランクリン・デラノ

英潮社 1971

3C-9136-ｷ 六の宮の姫君 ロクノミヤ ノ ヒメギミ  北村薫∥著 キタムラ,カオル 音訳サービス・J 1998

2C-9202-ﾙ 魯迅を読む ロジン オ ヨム カセットできく学芸
諸家-岩波の文化講
演会から 第2集

竹内好∥述 タケウチ,ヨシミ 岩波書店 1988

2C-9320-ｼ ロミオとジュリエット ロミオ ト ジュリエット アポロンカセットラ
イブラリー

シェイクスピア∥
[著]

シェークスピア,ウ
ィリアム

アポロン音楽工業 1979

2C-9320-18 ロミオとジュリエット ハムレット ロミオ ト ジユリエツト ハムレ
ツト

シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
18

W.シェイクスピア∥
作

シェークスピア,ウ
ィリアム

語学春秋社 1986

2C-9136-ﾁ 聖刻(ワース)1092 外伝1 辺境の
風雲児

ワース セン クジュウニ ガイ
デン1 ヘンキョウ ノ フウウン
ジ

ソノラマ文庫カセッ
ト版 31

千葉暁∥原作 チバ,サトシ 朝日ソノラマ 1990

3C-9330-ｵ 若草物語 英文朝日の英語カセット ワカクサ モノガタリ 英米名作朗読シリー
ズ 9

ルイザ・メイ・オル
コット∥作

オールコット,ルイ
ザ・メイ

英文朝日 1988

90/92 ページ



2C-9320-14 若草物語 足ながおじさん ワカクサ モノガタリ アシナガ 
オジサン

シナリオ・カセット
英語名作シリーズ 
14

L.M.オルコット∥作 オールコット,ルイ
ザ・メイ

語学春秋社 1987

3C-2891-ﾎ わが友本田宗一郎 第1巻 ワガトモ ホンダ ソウイチロウ 
ダイ1カン

 井深大∥著 イブカ,マサル 音訳サービス・J 1992

3C-2891-ﾎ わが友本田宗一郎 第2巻 ワガトモ ホンダ ソウイチロウ 
ダイ2カン

 井深大∥著 イブカ,マサル 音訳サービス・J 1992

3C-2891-ﾎ わが友本田宗一郎 第3巻 ワガトモ ホンダ ソウイチロウ 
ダイ3カン

 井深大∥著 イブカ,マサル 音訳サービス・J 1992

GC-3781-ﾃ わか道はチベットに通ず [1]  
盲目のドイツ人女子学生とラサの子
供たち

ワガミチ ワ チベット ニ ツウズ 
1 モウモク ノ ドイツジン ジ
ョシ ガクセイ ト ラサ ノ コド
モタチ

 テンバーケン,サブ
リエ∥著

テンバーケン,サブ
リエ

音訳サービス・J 2002

GC-3781-ﾃ わか道はチベットに通ず [2]  
盲目のドイツ人女子学生とラサの子
供たち

ワガミチ ワ チベット ニ ツウズ 
2 モウモク ノ ドイツジン ジ
ョシ ガクセイ ト ラサ ノ コド
モタチ

 テンバーケン,サブ
リエ∥著

テンバーケン,サブ
リエ

音訳サービス・J 2002

GC-3692-ﾏ わかりやすい介護保険法 ワカリヤスイ カイゴ ホケンホ
ウ

 増田雅暢∥著 マスダ,マサノブ オフィス・コア 2000

3C-9136-ｱ わざくれ同心 [1] ワザクレ ドウシン 1  荒馬間∥著 アラバ,カン 音訳サービス・J 1998

3C-9136-ｱ わざくれ同心 [2] ワザクレ ドウシン 2  荒馬間∥著 アラバ,カン 音訳サービス・J 1998

3C-9133-ﾑ 私と源氏物語 ワタクシ ト ゲンジ モノガタリ 新潮カセット講演 ドナルド・キーン∥
講演

キーン,ドナルド 新潮社 1989

2C-9146-ｻ 私の浅草 ワタクシ ノ アサクサ 新潮カセットブック 
S-3-1

沢村貞子∥著・朗読 サワムラ,サダコ 新潮社 1988

2C-9146-ｽ 私はなぜ『橋のない川』を書き続け
るか

ワタクシ ワ ナゼ ハシ ノ ナイ 
カワ オ カキツズケルカ

新潮カセット講演 住井すゑ∥講演 スミイ,スエ 新潮社 1993

3C-3161-ｾ 話訳・世界人権宣言  1991年アム
ネスティ・インターナショナル日本
支部主催世界人権宣言翻訳コンテス
ト入賞作品抜粋

ワヤク セカイ ジンケン センゲ
ン

   アムネスティ・イン
ターナショナル日本
支部

[1992

3C-9136-ﾂ 笑いオオカミ [1] ワライオオカミ 1  津島佑子∥著 ツシマ,ユウコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾂ 笑いオオカミ [2] ワライオオカミ 2  津島佑子∥著 ツシマ,ユウコ 音訳サービス・J 2001

3C-9136-ﾂ 笑いオオカミ [3] ワライオオカミ 3  津島佑子∥著 ツシマ,ユウコ 音訳サービス・J 2001

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第1巻 ワラウ イエモン ダイ1カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第2巻 ワラウ イエモン ダイ2カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第3巻 ワラウ イエモン ダイ3カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第4巻 ワラウ イエモン ダイ4カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第5巻 ワラウ イエモン ダイ5カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第6巻 ワラウ イエモン ダイ6カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第7巻 ワラウ イエモン ダイ7カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9136-ｷ 嗤う伊右衛門 第8巻 ワラウ イエモン ダイ8カン  京極夏彦∥著 キョウゴク,ナツヒ
コ

音訳サービス・J 1997

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第1巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ1カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995
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2C-9102-ﾀ われよりほかに 第2巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ2カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第3巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ3カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第4巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ4カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第5巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ5カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第6巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ6カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第7巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ7カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第8巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ8カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第9巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ9カン  伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第10巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ10カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第11巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ11カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第12巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ12カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第13巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ13カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第14巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ14カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第15巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ15カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995

2C-9102-ﾀ われよりほかに 第16巻 ワレ ヨリ ホカ ニ ダイ16カ
ン

 伊吹和子∥著 イブキ,カズコ 音訳サービス・J 1995
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