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GC-1204-ｽ 最も東洋的なるもの 鈴木大拙∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762384
GC-1241-ｲ 「孔子」を語る 井上靖∥講演 新潮社 2006年 一般資料室 142762244
GC-1830-ﾅ ブッダの言葉 中村元∥著 新潮社 2007年 一般資料室 142762376
GC-1830-ﾅ ブッダの生涯 中村 元 新潮社 2007.4 一般資料室 142762368
5C-1811 山田恵諦猊下作詩集  山田恵諦座主を偲ぶ

会
[出版年
不明]

参考書庫 140804758

5C-1811 山田恵諦猊下作詩集  山田恵諦座主を偲ぶ
会

[出版年
不明]

参考書庫 140804766

GC-1887-ｶ 歎異抄 金内吉男∥朗読 梅原猛∥解
説

新潮社 2009年 一般資料室 142762202

GC-1888-ｽ 禅と科学 鈴木大拙∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762400
GC-1888-ｽ 禅との出会い 鈴木大拙∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762392
GC-1930-ｿ 聖書から学ぶ人生 曽野綾子∥講演 新潮社 2010.8 一般資料室 144088218
GC-2891-ﾄ 家康が打った徳川三百年の布石 童門冬二∥著 アートデイズ 2004年 一般資料室 141907576
GC-2891-ﾀ 権力に抗い続けた戦国風雲児伊達政宗 小和田哲男∥著 アートデイズ 2006年 一般資料室 141907568

GC-2891-ﾓ 戦国屈指の知将毛利元就の戦略・戦術 小和田哲男∥術 アートディズ 2003年 一般資料室 141907659
3C-2891-ﾅ 私の越えて来た道 中村久子∥著 春秋社 1996年 一般書庫Ｂ３階 128878881
GC-2892-ｼ 軍師であり宰相であった諸葛孔明の真実の姿 加来耕三∥著 アートデイズ 2006年 一般資料室 141907550

GC-3040-ﾖ 養老孟司が語る「わかる」ということ 養老孟司∥講演 新潮社 2003年 一般資料室 141423798
4B-3151-ｼ 自由民主党五十年史資料編 自由民主党∥編纂 自由民主党 2006年 一般書庫Ｂ４階 141439638
5C-3100-1 しが・ハートフル・メッセージ[1] 滋賀県企画県民部人権施策

推進課∥企画
滋賀県 2003年 参考書庫 140314329

5C-3100-1 しが・ハートフル・メッセージ[1] 滋賀県企画県民部人権施策
推進課∥企画

滋賀県 2003年 参考書庫 140314337

5C-3100-2 しが・ハートフル・メッセージ2 滋賀県県民文化生活部人権
施策推進課∥企画

滋賀県 2004年 参考書庫 140316589

5C-3100-2 しが・ハートフル・メッセージ2 滋賀県県民文化生活部人権
施策推進課∥企画

滋賀県 2004年 参考書庫 140316597

5C-3100-3 しが・ハートフル・メッセージ3 滋賀県県民文化生活部人権
施策推進課∥企画

滋賀県 2005年 参考書庫 141735951

5C-3100-3 しが・ハートフル・メッセージ3 滋賀県県民文化生活部人権
施策推進課∥企画

滋賀県 2005年 参考書庫 141735969

GC-3270-ﾅ 裁判百年史ものがたり1 パブリック版 夏樹静子∥著 前田弘喜∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078128

GC-3270-ﾅ 裁判百年史ものがたり2 パブリック版 夏樹静子∥著 前田 弘喜∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078136

GC-3270-ﾅ 裁判百年史ものがたり3 パブリック版 夏樹静子∥著 前田 弘喜∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078144

GC-3677-ﾖ 私の気ままな老いじたく パブリック版 吉沢久子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897080

GC-3692-ﾏ 盲導犬アンドリューの一日 松井進∥作 鈴木びんこ∥絵 音訳サービス・J [出版年
不明]

一般資料室 142346212

JC-76 にほんのわらべうた4 近藤信子∥著 福音館書店 2001年 児童室 129212403
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7C-76 増田裕子のミュージックパネルがいっぱい! 増田裕子∥[歌] ケロポンズ∥
歌とお話

カエルちゃんオフィス 2003年 児童室開架書庫 140451105

GC-3831-ﾔ 木綿以前のこと パブリック版 柳田国男∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897031

GC-3845-ﾔ 小さき者の声 パブリック版 柳田国男∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897023

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集2 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502914

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集3 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502922

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集4 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502930

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集5 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502948

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集6 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502955

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集7 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502963

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集8 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502971

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集9 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502989

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集10 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125502997

7C-94-ｽ 鈴木サツ昔話集11 鈴木サツ∥[語り] 日立市科学文化情報
財団

1993年 児童書庫 125503003

GC-3881-ﾂ 日本むかしばなし集 坪田譲治∥著 檀ふみ∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761584

7C-94-ｽ 鈴木サツ全昔話集 新版 鈴木サツ∥語り 小澤俊夫∥
選

福音館書店 1999年 児童書庫 128198991

5C-3853- 91 湖東町の民謡 サウンドワークス∥録音編集
森容子∥クレジットアナウンス

湖東町教育委員会 1991年 参考書庫 125022145

5C-3853- 91 湖東町の民謡 サウンドワークス∥録音編集
森容子∥クレジットアナウンス

湖東町教育委員会 1991年 参考書庫 125022152

5C-3800-1 滋賀県の民謡 滋賀県教育委員会文化部文
化財保護課∥編集

滋賀県教育委員会 1992年 参考書庫 125022160

5C-3800-2 滋賀県の民謡 滋賀県教育委員会文化部文
化財保護課∥編集

滋賀県教育委員会 1992年 参考書庫 125022178

5C-3803- 90 三重県の民謡 三重県教育委員会∥編集 三重県教育委員会 1990年 参考書庫 125970699
5C-3800-1 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.1  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142767185
5C-3800-2 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.2  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142767193
5C-3800-3 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.3  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142767201
5C-3800-4 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.4  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142768001
5C-3800-5 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.5  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142768084
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5C-3800-6 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.6  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142768092
5C-3800-7 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.7  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142770700
5C-3800-8 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.8  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142770718
5C-3800-9 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.9  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142770957
5C-3800-10 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.10  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142770965
5C-3800-11 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.11  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142774611
5C-3800-12 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.12  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142774629
5C-3800-13 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.13  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142776434
5C-3800-14 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.14  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142776442
5C-3800-15 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.15  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142776459
5C-3800-16 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.16  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142776996
5C-3800-17 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.17  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142778448
5C-3800-18 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.18  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142778695
5C-3800-19 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.19  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142779453
5C-3800-20 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.20  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142782572
5C-3800-21 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.21  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142783471
5C-3800-22 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.22  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142784941
5C-3800-23 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.23  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142787159
5C-3800-24 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.24  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142790047
5C-3800-25 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.25  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142790054
5C-3800-26 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.26  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 142790062
5C-3800-1 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.1  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143596955
5C-3800-2 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.2  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143596963
5C-3800-3 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.3  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143596971
5C-3800-4 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.4  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143596989
5C-3800-5 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.5  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143596997
5C-3800-6 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.6  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597003
5C-3800-7 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.7  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597011
5C-3800-8 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.8  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597029
5C-3800-9 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.9  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597037
5C-3800-10 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.10  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597045
5C-3800-11 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.11  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597052
5C-3800-12 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.12  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597060
5C-3800-13 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.13  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597078
5C-3800-14 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.14  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597086
5C-3800-15 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.15  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597094
5C-3800-16 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.16  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597102
5C-3800-17 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.17  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597110
5C-3800-18 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.18  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597128
5C-3800-19 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.19  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597136
5C-3800-20 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.20  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597144
5C-3800-21 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.21  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597151
5C-3800-22 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.22  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597169
5C-3800-23 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.23  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597177
5C-3800-24 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.24  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597185
5C-3800-25 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.25  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597193
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5C-3800-26 江洲音頭歴史的音源保存事業Disc.26  東近江市教育委員会 [2013年] 参考書庫 143597201
6C-4204-F Feynman's lost lecture David L.Goodstein Judith

R.Goodstein
W.W.Norton 1996年 洋書書庫 121152607

3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑1 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111738
3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑2 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111746
3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑3 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111753
3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑4 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111761
3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑5 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111779
3C-4882-ｶ 日本野鳥大鑑6 増補版 蒲谷鶴彦∥録音・構成 小学館 2001年 一般書庫Ｂ３階 129111787
GL-4907-ｶ 看護師のための英会話ハンドブック 上鶴重美∥著 Eric M.Skier∥

著
東京化学同人 2011.2 一般資料室 142319623

3-4983-ｼ 七田式超右脳開発トレーニング[付属資料] 七田眞∥著 総合法令出版 2002年 一般書庫Ｂ３階 129753349
4B-4991-ｱ 薬物名出典総索引付録 青木允夫∥編集 野尻佳与子

∥編集
川島町(岐阜) 内藤記
念くすり博物館

2001年 一般書庫Ｂ４階 129047387

3C-5880-ｼ 食品産業事典[別巻] 改訂第8版  日本食糧新聞社 2008年 一般書庫Ｂ３階 141834580
GC-5904-ﾖ 季節感のある暮らし方幸せ感のある生き方 吉沢 久子∥著 小川 道子∥

朗読
横浜録音図書 [出版年

不明]
一般資料室 142793975

GC-5960-ｱ 食味風々録 阿川弘之∥著 阿川佐和子∥
朗読

新潮社 2008年 一般資料室 142761402

5C-6500- 96 交響詩・淡海 下村正勝∥作詩 田中克彦∥
作曲

滋賀県 1996年 参考書庫 126721448

GC-7212-ﾆ 朗読できく国宝源氏物語絵巻 西田久美子∥朗読 西田久美子 2005年 一般資料室 141907618
5C-7480- 97 美しい湖国 下沢忠夫∥[著] テスミックシステムズ 1997年 参考書庫 127141604
GC-7530-ｼ 一色一生 志村 ふくみ∥著 小川 道子∥

朗読
横浜録音図書 [出版年

不明]
一般資料室 142746320

GC-7530-ｼ 語りかける花 志村 ふくみ∥著 小川 道子∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794049

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集  ロームミュージックファ
ンデーション

2002年 一般書庫Ｂ３階 140814732

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD1

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928887

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD2

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928895

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD3

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928903

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD4

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928911

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD5

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928929
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3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD6

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928937

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅣCD7

[クリストファ・N・野澤]∥[原
案・監修] [片山杜秀]∥[監修]

ロームミュージックファ
ンデーション

2009年 一般書庫Ｂ３階 141928945

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅢCD1

野沢,クリストファ・N∥原案・監
修 片山杜秀∥監修

ロームミュージックファ
ンデーション

2007年 一般書庫Ｂ３階 141928796

3C-7608-ﾛ ロームミュージックファンデーションSPレコード復刻CD集
日本SP名盤復刻選集ⅠCD2

野沢,クリストファ・N∥原案・監
修 片山杜秀∥監修

ロームミュージックファ
ンデーション

2004年 一般書庫Ｂ３階 141928655

3-7621-ﾀ 武満徹を撮る[付録]  小学館 2005年 一般書庫Ｂ３階 140857855
2-7621-ﾐ 三木鶏郎回想録[3] 三木鶏郎∥著 平凡社 1994年 一般書庫Ｂ２階 125723874
5C-7611- 96 湖族の郷歌 びわ湖堅田・湖族の郷「湖族

の郷歌」製作委員会∥製作
びわ湖堅田・湖族の郷
「湖族の郷歌」製作委
員会

1996年 参考書庫 126703735

2-7623-16 バッハ全集特典盤 J.S.バッハ∥[作曲] ヴァル
ター・ギーゼキング∥[演奏]

小学館 1995年 一般書庫Ｂ２階 126705961

5C-7680- 04 湖中の響 小久保隆∥作曲 国土交通省近畿地方
整備局琵琶湖河川事
務所

2004年 参考書庫 140340977

3-7643-ﾖ 読売日本交響楽団 創立50周年記念CD 読売日本交響楽団‖編集 読売日本交響楽団 2012.10 一般書庫Ｂ３階 142747542

5C-7621- 99 びわこそんぐ 和泉典子∥作曲 和泉典子 1999年 参考書庫 127974160
5C-7621- 99 びわこそんぐ 和泉典子∥作曲 和泉典子 1999年 参考書庫 127974178
5C-7600- 07 法話楽団・迦陵頻伽 in びわ湖ホール  自照社出版 2007年 参考書庫 141563486
5C-7600- 07 法話楽団・迦陵頻伽 in びわ湖ホール  自照社出版 2007年 参考書庫 141563494
SC-7600- 01 心に響く近江の歌 滋賀県教育委員会∥編集 2001年 滋賀資料（参考資

料室）
129669487

5C-7600- 01 心に響く近江の歌 滋賀県教育委員会∥編集 2001年 参考書庫 129669495
5C-7600- 01 心に響く近江の歌 滋賀県教育委員会∥編集 2001年 参考書庫 129669503
5C-7654- 16 シリーズ平和への願い 前田のぶえ∥作詞・作曲・ピ

アノ・口笛
[前田のぶえ] 2016.3 参考書庫 143372787

5C-7654- 14 のぶかあちゃんのピアノ曲 前田のぶえ∥作曲・ピアノ演
奏

[前田のぶえ] 2014.8 参考書庫 143372795

5C-7654- 09 のぶかあちゃんのうた日記8 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌・
口笛

[前田のぶえ] 2009.12 参考書庫 143372738

5C-7654- 10 のぶかあちゃんのうた日記9 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 [前田のぶえ] 2010.12 参考書庫 143372746
5C-7654- 15 のぶかあちゃんのうた日記10 前田のぶえ∥作詞・作曲・ピ

アノ・歌
[前田のぶえ] 2015.4 参考書庫 143372753

5C-7654- 15 のぶかあちゃんのうた日記11 前田のぶえ∥作詞・作曲・ピ
アノ・歌

[前田のぶえ] 2015.4 参考書庫 143372761

5C-7654- 15 のぶかあちゃんのうた日記12 前田のぶえ∥作詞・作曲・ピ
アノ・歌

[前田のぶえ] 2015.12 参考書庫 143372779

5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記1 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌・
伴奏

わらべ村 2008年 参考書庫 141949461
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5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記1 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌・
伴奏

わらべ村 2008年 参考書庫 142300201

5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記2 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 わらべ村 2008年 参考書庫 141949495
5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記2 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 わらべ村 2008年 参考書庫 142300219
5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記3 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 わらべ村 2008年 参考書庫 141949479
5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記4 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 わらべ村 2008年 参考書庫 141949487
5C-7654- 08 のぶかあちゃんのうた日記5 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・歌 わらべ村 2008年 参考書庫 141949503
5C-7654- 09 のぶかあちゃんのうた日記6 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・うた わらべ村 2009年 参考書庫 141949511

5C-7654- 09 のぶかあちゃんのうた日記7 再編集版 前田のぶえ∥作詞・作曲・うた わらべ村 2009年 参考書庫 141949529

5C-7654- 09 のぶかあちゃんのうた日記  前田のぶえと友人家
族応援隊

2010年 参考書庫 142300177

5C-7680- 99 琵琶湖哀歌 奥野椰子夫∥作詞 菊地博∥
作曲

キングレコード 1999年 参考書庫 127899839

5C-7641 祭文家VS近江八幡Bluse一座 Round1  Succeed [発行年
不明]

参考書庫 140315870

5C-7641 祭文家VS近江八幡Bluse一座 Round1  Succeed [発行年
不明]

参考書庫 140315888

5C-7641- 00 祭文家連合  祭文家連合 2000年 参考書庫 140315896
5C-7641- 00 祭文家連合  祭文家連合 2000年 参考書庫 140315904
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)九州篇 南部・北海道篇 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1994年 一般書庫Ｂ２階 125753228

2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)九州篇 北部 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1994年 一般書庫Ｂ２階 125753285
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)近畿篇 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1993年 一般書庫Ｂ２階 125753152
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)四国篇 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1994年 一般書庫Ｂ２階 125753251
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)中国篇 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1993年 一般書庫Ｂ２階 125753129
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)中部篇 中央高地・東海地方 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1993年 一般書庫Ｂ２階 125753186

2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)東北編 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1992年 一般書庫Ｂ２階 125004713
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)関東編 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1992年 一般書庫Ｂ２階 125004747
2B-3889-ﾆ 復刻日本民謡大観(CD)中部編 北陸地方 日本放送協会∥編 日本放送出版協会 1992年 一般書庫Ｂ２階 124967845
JC-76 地球は歌う 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ

たか∥作曲
クレヨンハウス 1995年 児童室 127572022

GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第1巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088150
GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第2巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088168
GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第3巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088176
GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第4巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088184
GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第5巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088192
GC-7678-ｻ さだまさし話のアルバム第6巻 さだまさし∥語り 新潮社 2001.6 一般資料室 144088200
5C-7621- 11 抱きしめてBIWAKO 瀬戸鷹志∥詞・曲 瀬戸鷹志 [2011年] 参考書庫 142341130
5C-7621- 11 抱きしめてBIWAKO 瀬戸鷹志∥詞・曲 瀬戸鷹志 [2011年] 参考書庫 142341148
5C-7621- 12 びわ湖の恋物語 瀬戸鷹志∥詞・曲 [瀬戸鷹志] [2011年] 参考書庫 142733773
5C-7621- 11 My Best Selection 瀬戸鷹志∥作詞・作曲 [瀬戸鷹志] [2011年] 参考書庫 142341155
5C-7621- 11 My Best Selection 瀬戸鷹志∥作詞・作曲 [瀬戸鷹志] [2011年] 参考書庫 142349869
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GC-7740-ﾅ 歌舞伎名セリフ集上巻 永山武臣∥監修 松竹株式会
社∥製作・著作.

新潮社 1998.10 一般資料室 144088275

GC-7788-ｵ 博士の愛した数式 小川洋子∥原作 倉持裕∥脚
色

新潮社 2006年 一般資料室 142761477

GC-7791-ｺ ザ・ベスト落語入門 五代目古今亭志ん生∥[口演]
六代目三遊亭圓生∥[口演]

コロムビアミュージック
エンタテインメント

2008年 一般資料室 141948950

GC-7791-ｺ 特選五代目古今亭志ん生名演集(番外編)ベスト 五代目古今亭志ん生∥[口演] ポニーキャニオン 2009年 一般資料室 142740588

3C-7791-2 特選!!米朝落語全集第2集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1989年 一般書庫Ｂ３階 125551895
3C-7791-1 特選!!米朝落語全集第1集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631747
3C-7791-2 特選!!米朝落語全集第2集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631754
3C-7791-3 特選!!米朝落語全集第3集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631762
3C-7791-4 特選!!米朝落語全集第4集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631770
3C-7791-5 特選!!米朝落語全集第5集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631788
3C-7791-6 特選!!米朝落語全集第6集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631796
3C-7791-7 特選!!米朝落語全集第7集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631804
3C-7791-8 特選!!米朝落語全集第8集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631812
3C-7791-9 特選!!米朝落語全集第9集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631820
3C-7791-10 特選!!米朝落語全集第10集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631838
3C-7791-11 特選!!米朝落語全集第11集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631846
3C-7791-12 特選!!米朝落語全集第12集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631853
3C-7791-13 特選!!米朝落語全集第13集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631861
3C-7791-14 特選!!米朝落語全集第14集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631879
3C-7791-15 特選!!米朝落語全集第15集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631887
3C-7791-16 特選!!米朝落語全集第16集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631895
3C-7791-17 特選!!米朝落語全集第17集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631903
3C-7791-18 特選!!米朝落語全集第18集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631911
3C-7791-19 特選!!米朝落語全集第19集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631929
3C-7791-20 特選!!米朝落語全集第20集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631937
3C-7791-21 特選!!米朝落語全集第21集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631945
3C-7791-22 特選!!米朝落語全集第22集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631952
3C-7791-23 特選!!米朝落語全集第23集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631960
3C-7791-24 特選!!米朝落語全集第24集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631978
3C-7791-25 特選!!米朝落語全集第25集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631986
3C-7791-26 特選!!米朝落語全集第26集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125631994
3C-7791-27 特選!!米朝落語全集第27集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632000
3C-7791-28 特選!!米朝落語全集第28集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632018
3C-7791-29 特選!!米朝落語全集第29集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632026
3C-7791-30 特選!!米朝落語全集第30集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632034
3C-7791-31 特選!!米朝落語全集第31集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632042
3C-7791-32 特選!!米朝落語全集第32集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632059
3C-7791-33 特選!!米朝落語全集第33集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632067
3C-7791-34 特選!!米朝落語全集第34集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632075
3C-7791-35 特選!!米朝落語全集第35集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632083
3C-7791-36 特選!!米朝落語全集第36集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632091
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3C-7791-37 特選!!米朝落語全集第37集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632109
3C-7791-38 特選!!米朝落語全集第38集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632117
3C-7791-39 特選!!米朝落語全集第39集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632125
3C-7791-40 特選!!米朝落語全集第40集 桂米朝∥[口演] 東芝EMI 1990年 一般書庫Ｂ３階 125632133
3C-7791-ﾔ 五代目柳家小さん落語全集 柳家小さん(5代目)∥[口演] 小学館 2002年 一般書庫Ｂ３階 141908285
GC-7861-ﾌ 深田久弥の万葉登山 深田久弥∥講演 新潮社 2010年 一般資料室 142762350
GC-7912-ｲ 利休の遺したもの 井上 靖∥講演 新潮社 2006年 一般資料室 142762251
GL-8599-ﾀ エクスプレスカタルーニャ語 田澤耕∥著 白水社 2001年 一般資料室 129222048
GC-9102-ｺ 巨匠「文学」を語る 小林秀雄∥[ほか著] 新潮社 1998年 一般資料室 141908129
GC-9126-ｲ 井上ひさし講演第1集 井上ひさし∥講演 新潮社 2011.2 一般資料室 144088234
GC-9102-ｲ 井上ひさし講演第2集 井上ひさし∥講演 新潮社 2011.2 一般資料室 144085511
3C-9111-ｵ 声でたのしむ美しい日本の詩和歌・俳句篇 大岡信∥編 谷川俊太郎∥編 岩波書店 1990年 一般書庫Ｂ３階 124680968

GC-9111-ｲ 一握の砂 石川啄木∥[著] 山本圭∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 142761915

GC-9111-ｻ 斎藤茂吉秀歌 斎藤茂吉∥著 高橋昌也∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 142761931

GC-9111-ﾖ みだれ髪 与謝野晶子∥著 藤村志保∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 142762012

GC-9115-ｷ 北原白秋詩集 北原白秋∥著 日下武史∥朗
読

新潮社 2000年 一般資料室 142761923

3C-9115-ｵ 声でたのしむ美しい日本の詩近・現代詩篇 大岡信∥編 谷川俊太郎∥編 岩波書店 1990年 一般書庫Ｂ３階 124680976

GC-9115-ｻ 佐藤春夫詩集 佐藤春夫∥著 原康義∥朗読 新潮社 2005年 一般資料室 142761949

GC-9115-ｼ 島崎藤村詩集 島崎藤村∥著 寺田農∥朗読 新潮社 2000年 一般資料室 142761956

GC-9115-ｵ 深呼吸の必要 長田弘∥著 小川道子 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411090
3-9115-ﾀ 田中佐知全作品集 付録CD 田中佐知∥朗読 思潮社 2011.7 一般書庫Ｂ３階 142422351
GC-9115-ﾀ 『智恵子抄』より 高村光太郎∥著 加藤剛∥朗

読
新潮社 1997年 一般資料室 142761964

GC-9115-ﾅ 中原中也詩集 中原中也∥著 風間杜夫∥朗
読

新潮社 2000年 一般資料室 142761972

GC-9115-ﾊ 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎∥著 井川比佐志
∥朗読

新潮社 2000年 一般資料室 142761980

GC-9115-ｻ ぼくの愛読詩集 さだまさし∥朗読 新潮社 1997年 一般資料室 142762020
GC-9115-ﾐ 宮沢賢治詩集 宮沢賢治∥著 佐藤慶∥朗読 新潮社 2000年 一般資料室 142761998

GC-9115-ﾑ 室生犀星詩集 室生犀星∥著 江守徹∥朗読 新潮社 2000年 一般資料室 142762004

GC-9115-ｶ さみしい王女1 パブリック版 金子みすゞ∥著 小口ゆい∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766194

GC-9115-ｶ さみしい王女2 パブリック版 金子みすゞ∥著 小口ゆい∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766202

2-9115-40 尺八で奏でる日本の童謡 川俣貴風∥演奏 大空社 1997年 一般書庫Ｂ２階 127008696
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GC-9126-ｲ 父と暮せば 井上ひさし∥著 すまけい∥出
演

新潮社 2003年 一般資料室 142761428

4B-9127-ﾆ NHK日曜名作座 日本放送協会∥編集 日本放送教育協会 1982年 一般書庫Ｂ４階 141908277
GC-9132-ｺ 古事記上つ巻 西宮一民∥テキスト校注 中

村吉右衛門∥朗読
新潮社 2006年 一般資料室 142762178

GC-9132-ｺ 古事記中つ巻 西宮一民∥テキスト校注 中
村吉右衛門∥朗読

新潮社 2006年 一般資料室 129067849

GC-9132-ｺ 古事記下つ巻 西宮一民∥テキスト校注 中
村吉右衛門∥朗読

新潮社 2006年 一般資料室 129067856

GC-9133-ﾑ 源氏物語 紫式部∥[著] 西田久美子∥
朗読

西田久美子 2004年 一般資料室 141907592

GC-9133-ﾑ 源氏物語御法 紫式部∥[著] 西田久美子∥
朗読

西田久美子 2006年 一般資料室 141907600

GC-9133-ﾀ 竹取物語 白坂道子∥朗読 俵万智∥解
説

新潮社 2009年 一般資料室 142762053

GC-9133-ﾑ 源氏物語の魅力 瀬戸内寂聴∥講演 新潮社 1999年 一般資料室 141423699
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」1 田辺聖子∥講演 新潮社 1997年 一般資料室 141423707
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」2 田辺聖子∥講演 新潮社 1998年 一般資料室 141423715
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」3 田辺聖子∥講演 新潮社 1998年 一般資料室 141423723
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」4 田辺聖子∥講演 新潮社 1998年 一般資料室 141423731
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」5 田辺聖子∥講演 新潮社 1999年 一般資料室 141423749
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」6 田辺聖子∥講演 新潮社 1999年 一般資料室 141423756
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」7 田辺聖子∥講演 新潮社 1999年 一般資料室 141423764
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」8 田辺聖子∥講演 新潮社 2000年 一般資料室 141423772
GC-9133-ﾑ 田辺聖子の「源氏物語」9 田辺聖子∥講演 新潮社 2000年 一般資料室 141423780
GC-9134-ﾍ 平家物語 佐伯真一∥講師 長谷川勝彦

∥朗読
ANY 2004年 一般資料室 141907584

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第1 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 142762160

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第2 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067658

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第3 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067666

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第4 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067674

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第5 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067682

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第6 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067690

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第7 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067708

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第8 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067716

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第9 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067724
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GC-9134-ﾍ 平家物語巻第10 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067732

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第11 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067757

GC-9134-ﾍ 平家物語巻第12 水原一∥校注 嵐圭史∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129067740

GC-9134-ﾀ 太平記 永井路子∥解説 井川比佐志
∥朗読

新潮社 2008年 一般資料室 142762228

GC-9135-ｳ 雨月物語上 [上田秋成]∥[著] 白石加代子
∥朗読

新潮社 2004年 一般資料室 140473919

3C-9135-ｳ 雨月物語上 [上田秋成]∥[著] 白石加代子
∥朗読

新潮社 2004年 一般書庫Ｂ３階 141423806

GC-9135-ｳ 雨月物語下 [上田秋成]∥[著] 白石加代子
∥朗読

新潮社 2004年 一般資料室 140473927

3C-9135-ｳ 雨月物語下 [上田秋成]∥[著] 白石加代子
∥朗読

新潮社 2004年 一般書庫Ｂ３階 141423814

GC-9136-ﾑ 愛と死 武者小路実篤∥[著] 寺田農
∥朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141423681

GC-9136-ﾏ 愛犬/足袋 松本清張∥著 山崎努∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 142761634

3C-9136-ｻ 葵学園プレイタイム さいきなおこ∥著 集英社 1991年 一般書庫Ｂ３階 124891961
GC-9136-ｱ 蒼空 パブリック版 阿刀田高∥著 ことのは出版 [出版年

不明]
一般資料室 143897171

GC-9136-ﾚ 紅き唇 Ⅰ・Ⅱ 連城三紀彦∥著 里村奈美∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411454

GC-9136-ﾋ 明石玉のかんざし 平岩弓枝∥著 松谷有梨∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411298

GC-9136-ﾔ 赤ひげ診療譚第一集 山本周五郎∥著 嵐 圭史∥朗
読

新潮社 2010.10 一般資料室 143761757

GC-9136-ﾔ 赤ひげ診療譚第二集 山本周五郎∥著 嵐 圭史∥朗
読

新潮社 2010.10 一般資料室 143761765

GC-9136-ﾔ 赤ひげ診療譚第三集 山本周五郎∥著 嵐 圭史∥朗
読

新潮社 2010.12 一般資料室 143761773

GC-9136-ﾔ 赤ひげ診療譚第四集 山本周五郎∥著 嵐 圭史∥朗
読

新潮社 2010.12 一般資料室 143761781

GC-9136-ｲ あごひげ三十両 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762128

GC-9136-ｲ 浅草・御厩河岸 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391599

GC-9136-ｲ 麻布一本松 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445881

GC-9136-ﾅ 足の裏 夏樹静子∥著 福士秀樹∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411595

GC-9136-ﾔ 葦は見ていた 山本周五郎∥著 江守徹∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 129073060
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GC-9136-ｵ 新しき俘虜と古き俘虜 大岡昇平∥著 久米明∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761469

GC-9136-ｲ 穴 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445865

GC-9136-ﾉ あなたの匂い 乃南アサ∥著 堀越幸子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411629

GC-9136-ｽ あの世からの訴状 杉本苑子∥著 神武尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411520

GC-9136-ﾓ 阿部一族/じいさんばあさん 森鴎外∥著 若山弦蔵∥朗読 新潮社 2005年 一般資料室 142761378

GC-9136-ﾏ 天城越え/金環食 松本清張∥著 原康義∥朗読 新潮社 2004年 一般資料室 142761642

GC-9136-ﾔ 雨あがる 山本周五郎∥著 日下武史∥
朗読

新潮社 1997年 一般資料室 129073078

GC-9136-ｲ 雨あがり 伊集院静∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411041

GC-9136-ｱ 菖蒲 パブリック版 安西篤子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897155

GC-9136-ﾏ 或る「小倉日記」伝 松本清張∥著 湯浅実∥朗読 新潮社 2003年 一般資料室 142761659

GC-9136-ｲ 暗剣白梅香 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908186

GC-9136-ﾌ 暗黒剣千鳥 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437665

GC-9136-ｵ 安穏河原 乙川優三郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 143061620

GC-9136-ｱ 遺影 浅田 次郎∥著 小川 道子∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795137

3C-9136-ｵ 生きる 乙川優三郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141411108

GC-9136-ｶ 伊豆の踊子 川端康成∥[著] 篠田三郎∥
朗読

新潮社 2002年 一般資料室 142761279

GC-9136-ｲ 井関道場・四天王 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391375

GC-9136-ｻ 一会の雪/水明り 佐江衆一∥著 白坂道子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411488

GC-9136-ﾅ 一億円は安すぎる パブリック版 夏樹静子∥著 梶村蹊子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766210

GC-9136-ｲ 一寸の虫 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762060

GC-9136-ﾔ いっぽん桜 山本 一力 神谷尚武∥朗読 横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142793983

GC-9136-ｲ 一本眉 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762136

GC-9136-ﾔ 凍てのあと 山本周五郎∥著 有川博∥朗
読

新潮社 2003年 一般資料室 129073086
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GC-9136-ｲ 密偵(いぬ) 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908236

GC-9136-ｲ いのちの畳針 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391540

GC-9136-ｱ いびつな贈り物 パブリック版 阿刀田高∥著 堀英二∥朗読 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897163

GC-9136-ﾋ 芋嵐の吹く頃 平岩弓枝∥著 松谷染佳∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411272

GC-9136-ﾌ 祝い人助八 藤沢周平∥著 すまけい∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 140678301

GC-9136-ｲ 初孫命名 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391490

GC-9136-ﾀ ヴィヨンの妻 太宰治∥著 伊武雅刀∥朗読 新潮社 2009年 一般資料室 142761295

GC-9136-ｲ 受け月 伊集院静∥著 吉浜直樹∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795228

GC-9136-ｷ 薄明るい場所・星のない街路 北杜夫∥著 辻万長∥朗読 新潮社 2003.1 一般資料室 143761674
GC-9136-ｻ 嘘じゃとて 沢田ふじ子∥著 福士秀樹∥

朗読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411496

GC-9136-ｲ 討ち入り市兵衛 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445899

GC-9136-ﾊ 海の短篇集 Ⅰ・Ⅱ 原田宗典∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411181

GC-9136-ﾔ 裏の木戸はあいている 山本周五郎∥[著] 佐藤慶∥
朗読

新潮社 1997年 一般資料室 141907642

GC-9136-ﾌ 運の尽き 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437640

GC-9136-ﾋ 越前海岸/青年のお礼 乃南アサ∥著 大田裕子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411652

GC-9136-ﾐ 越前竹人形1 パブリック版 水上勉∥著 神崎美和子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078078

GC-9136-ﾐ 越前竹人形2 パブリック版 水上勉∥著 神崎美和子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078086

GC-9136-ﾋ 江戸の精霊流し 平岩弓枝∥著 松谷染佳∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411256

GC-9136-ｲ 江戸資料で楽しむ長谷川平蔵の実像とその時代 特典
版

池波正太郎∥著 西尾忠久∥
解説

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908269

GC-9136-ｲ 大川の隠居 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391706

GC-9136-ﾋ お吉の茶碗 パブリック版 平岩弓枝∥著 松谷有梨∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766236

GC-9136-ｲ お熊と茂平 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391771

GC-9136-ｲ 唖の十蔵 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391565
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GC-9136-ｲ おしま金三郎 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762037

GC-9136-ｲ おせん パブリック版 池波正太郎∥著 松谷有梨∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766301

GC-9136-ﾌ 遅いしあわせ 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437707

GC-9136-ｲ 遅い春 伊集院静∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411058

GC-9136-ｻ 織田信長 パブリック版 坂口 安吾∥著 菅原拓真∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144074168

GC-9136-ﾌ 踊る手 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437715

GC-9136-ｳ おはん 宇野千代∥著 藤岡琢也∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 142761444

GC-9136-ﾐ おぼしめし/そいね 三浦哲郎∥著 深沢彩子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411355

GC-9136-ﾀ 思い出 Ⅰ・Ⅱ 太宰治∥著 梶けいこ∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411553
GC-9136-ｲ オルゴール 伊集院静∥著 谷口和花子∥

朗読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411017

GC-9136-ｲ 女密偵女賊 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445907

GC-9136-ﾌ 女下駄 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437632

GC-9136-ﾌ 隠し剣鬼ノ爪 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437699

GC-9136-ﾎ 風立ちぬ 堀辰雄∥[著] 加藤健一∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 141423673

GC-9136-ﾐ 風の又三郎 宮沢賢治∥著 市原悦子∥朗
読

新潮社 1997年 一般資料室 142761733

GC-9136-ｳ がたくり橋は渡らない 宇江佐真理∥著 松谷染佳∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794080

GC-9136-ｱ 河童 芥川竜之介∥著 橋爪功∥朗
読

新潮社 1997年 一般資料室 142761204

GC-9136-ｺ 蟹工船 小林多喜二∥著 若山弦蔵∥
朗読

新潮社 2008年 一般資料室 142761519

GC-9136-ｲ 金貸し幸右衛門 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391532

GC-9136-ﾌ 神隠し 藤沢周平∥著 辻万長∥朗読 新潮社 2004年 一般資料室 140678350

GC-9136-ｲ 瓶割り小僧 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445873

GC-9136-ﾏ 家紋 松本清張∥著 新潮社 2003年 一般資料室 142761667
3C-9136-ﾐ 雁の寺 水上勉∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141411371
GC-9136-ﾐ 雁の寺 水上勉∥著 池畑慎之介∥朗

読
新潮社 2002.11 一般資料室 142761725
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GC-9136-ﾐ 雁の寺 水上勉∥著 池畑慎之介∥朗
読

新潮社 2002.11 一般資料室 144088267

GC-9136-ｲ 寒月六間堀 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391722

GC-9136-ﾏ 巻頭句の女 松本 清張 市原 悦子 新潮社 2004年 一般資料室 142762301
GC-9136-ｲ 消えた男 池波正太郎∥著 神谷尚武∥

朗読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391763

GC-9136-ｵ 菊人形の昔 半七捕物帳 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896967

GC-9136-ｲ 義血侠血 泉鏡花∥[著] 水谷八重子∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141423483

GC-9136-ﾋ 岸和田の姫 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794015

GC-9136-ｷ 傷 北原亜以子∥著 福士秀樹∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794072

GC-9136-ｷ 絆 北原亜以子∥著 松谷有梨∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411165

GC-9136-ﾋ 北前船から来た男 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411264

GC-9136-ｵ 狐と僧 半七捕物帳 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896959

GC-9136-ｳ 狐拳[録音資料] 宇江佐真理∥著 松谷染佳∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794098

GC-9136-ｲ 狐火 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391698

GC-9136-ｲ 霧の朝 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762052

GC-9136-ﾐ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治∥[著] 岸田今日子
∥朗読

新潮社 1997年 一般資料室 142761741

GC-9136-ﾅ 草枕上 夏目漱石∥著 日下武史∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761337

GC-9136-ﾅ 草枕下 夏目漱石∥著 日下武史∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761345

GC-9136-ﾐ グスコーブドリの伝記 宮沢賢治∥著 熊倉一雄∥朗
読

新潮社 2008年 一般資料室 142761758

GC-9136-ｱ 山梔子 安西篤子∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141410993

GC-9136-ﾂ グラスウールの城 Ⅰ・Ⅱ 辻仁成∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411579
GC-9136-ｺ 黒い裾 幸田文∥著 藤村志保∥朗読 新潮社 2007年 一般資料室 142761501

GC-9136-ｲ 芸者変転 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391292

GC-9136-ｳ 下駄屋おけい[録音資料] 宇江佐真理∥著 松谷染佳∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411082

GC-9136-ﾓ 結婚式 森瑤子∥著 堀越幸子∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411405
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GC-9136-ｲ 血闘 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391656

GC-9136-ﾋ 源三郎祝言 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794023

GC-9136-ｷ 恋風 北原亜以子∥著 梶けいこ∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411157

GC-9136-ｲ 鯉肝のお里 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391748

GC-9136-ｷ 恋知らず 北原亜以子∥著 梶けいこ∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794064

GC-9136-ﾚ 恋文 Ⅰ・Ⅱ 連城三紀彦∥著 里村奈美∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411439

GC-9136-ｱ 紅梅 安西篤子∥著 真伎美どり∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141410985

GC-9136-ｲ 高野聖 泉鏡花∥[著] 佐藤慶∥朗読 新潮社 1998年 一般資料室 141908145
3C-9136-ﾆ 強力伝 八甲田山 新田次郎∥[著] 渡辺徹∥朗

読
新潮社 1997年 一般書庫Ｂ３階 141908152

GC-9136-ﾆ 強力伝/八甲田山 新田次郎∥著 渡辺徹∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761592

GC-9136-ｼ 御家人斬九郎 柴田錬三郎∥著 中村梅雀∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141907519

GC-9136-ｲ 乞食坊主 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391672

GC-9136-ｺ 五重塔 幸田露伴∥[著] 日下武史∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141423566

GC-9136-ﾅ 五千万円すった男 夏樹静子∥著 大田裕子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411611

GC-9136-ｼ 小僧の神様 志賀直哉∥著 江守徹∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761287

GC-9136-ﾋ 小判商人 Ⅰ・Ⅱ 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411306

GC-9136-ﾌ 孤立剣残月 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437681

GC-9136-ｲ 殺しの波紋 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762144

GC-9136-ﾂ 西行花伝 辻邦生∥原作 蓬莱泰三∥脚
色

エニー 1997年 一般資料室 129073045

GC-9136-ﾏ 西郷札 松本清張∥著 佐藤慶∥朗読 新潮社 2003年 一般資料室 142761675

GC-9136-ﾋ 佐助の牡丹 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411223

GC-9136-ｲ 皐月 伊集院静∥著 梶村蹊子∥録
音

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411025

GC-9136-ｲ 五月闇 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762102
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GC-9136-ｳ さびしい水音 深川恋物語 パブリック版 宇江佐真理∥著 松谷染佳∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897114

GC-9136-ｲ さらばモスクワ愚連隊 五木寛之∥著 若山弦蔵∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761410

GC-9136-ｱ 三角の野望 阿刀田高∥著 小川道子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141410951

GC-9136-ﾅ 山月記 名人伝 牛人 中島敦∥[著] 江守徹∥朗読 新潮社 1998年 一般資料室 141907634
GC-9136-ｲ 山椒魚 井伏鱒二∥著 森繁久弥∥朗

読
新潮社 2001年 一般資料室 142761261

GC-9136-ｲ 三年坂 伊集院静∥著 梶村蹊子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411033

GC-9136-ｱ 地獄変/六の宮の姫君 芥川龍之介∥著 熊倉一雄∥
朗読

新潮社 2006年 一般資料室 142761212

GC-9136-ﾌ 静かな木 藤沢周平∥著 柳家三語桜∥
朗読

新潮社 2004年 一般資料室 144088226

GC-9136-ﾀ 刺青/秘密 谷崎潤一郎∥著 佐藤慶∥朗
読

新潮社 2006年 一般資料室 142762277

GC-9136-ﾀ 私生児 高見順∥著 高見恭子∥朗読 新潮社 2009年 一般資料室 142761543

GC-9136-ｾ しだれ桜 瀬戸内寂聴∥著 平野啓子∥
朗読

新潮社 1999年 一般資料室 142761527

GC-9136-ﾅ 死ぬより辛い 夏樹静子∥著 小川道子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411603

GC-9136-ﾔ しぶちん 山崎豊子∥著 橋爪 功//朗読 新潮社 2008年 一般資料室 142761832

GC-9136-ｾ 釈迦 瀬戸内寂聴∥著 榎木孝明∥
朗読

新潮社 2004年 一般資料室 142761535

GC-9136-ｱ 著莪 パブリック版 安西篤子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897148

GC-9136-ﾖ 驟雨 吉行淳之介∥著 渡辺謙∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 142761907

GC-9136-ﾋ 十三歳の仲人 平岩弓枝∥著 松谷染佳∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411280

GC-9136-ｱ シューシャインボーイ パブリック版 浅田 次郎∥著 吉浜 直樹∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144074200

GC-9136-ｲ 十番斬り 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391516

GC-9136-ﾓ 宝石物語 Ⅰ・Ⅱ 森瑤子∥著 堀越幸子∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411421

GC-9136-ﾀ 春琴抄 谷崎潤一郎∥著 寺田農∥朗
読

新潮社 2003年 一般資料室 142761303

GC-9136-ｲ 春泥 伊集院静∥著 梶けいこ∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411066

GC-9136-ｲ 上意討ち 恋文 池波正太郎∥[著] フランキー
堺∥朗読

新潮社 1998年 一般資料室 141907626
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GC-9136-ﾔ 将監さまの細みち 山本 周五郎 長山 藍子//朗
読

新潮社 2003年 一般資料室 129073094

GC-9136-ｵ 正雪の絵馬 半七捕物長 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896975

GC-9136-ｻ 昇天の刺青 佐江衆一∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411462

GC-9136-ｲ 勝負 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391482

GC-9136-ﾌ 女難剣雷切り 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437673

GC-9136-ﾊ 白鷺 パブリック版 林芙美子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897049

GC-9136-ﾋ 白萩屋敷の月 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411207

GC-9136-ｲ 白い鬼 Ⅰ・Ⅱ 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391557

GC-9136-ｴ 白い人 遠藤周作∥著 平幹二朗∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761451

GC-9136-ｻ 師走狐 沢田ふじ子∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411512

GC-9136-ﾋ 神明ノ原の血闘 パブリック版 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766244

GC-9136-ｲ 助太刀 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391508

GC-9136-ｱ 聖夜の肖像 パブリック版 浅田 次郎∥著 松谷有梨∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144074176

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ1 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437467

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ2 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437475

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ3 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437483

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ4 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437491

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ5 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437509

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ6 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437517

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ7 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437525

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ8 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437533

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ9 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437541

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ10 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437558
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GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ11 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437566

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ12 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437574

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ13 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437582

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ14 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437590

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ15 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437608

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ16 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437616

GC-9136-ﾌ 蝉しぐれ17 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437624

GC-9136-ﾐ セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治∥著 松橋 登//朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761766

GC-9136-ﾔ 船場狂い 山崎豊子∥著 安奈淳∥朗読 新潮社 2008年 一般資料室 142761840

GC-9136-ｵ 早梅記 Ⅰ・Ⅱ 乙川優三郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411124

GC-9136-ﾔ 蒼龍 山本 一力∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142793991

GC-9136-ｷ その夜の雪 北原亜以子∥著 福士秀樹∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794056

GC-9136-ﾐ 醍醐の桜 パブリック版 水上勉∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897072

GC-9136-ﾔ だいこん1 パブリック版 山本一力∥著 大森 ゆき∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078094

GC-9136-ﾔ だいこん2 パブリック版 山本一力∥著 大森 ゆき∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078102

GC-9136-ﾔ だいこん3 パブリック版 山本一力∥著 大森 ゆき∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144078110

3C-9136-ﾌ 台風 藤原伊織∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141411330

GC-9136-ｱ ダイヤモンドの四季 パブリック版 赤瀬川隼∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897221

GC-9136-ｲ 高杉道場・三羽烏 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762151

GC-9136-ﾓ 高瀬舟 森鴎外∥著 井川比佐志∥朗
読

新潮社 1997年 一般資料室 142761386

GC-9136-ｲ 高萩の捨五郎 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762011

GC-9136-ﾀ 薪能 立原正秋∥著 梶けいこ∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411561

GC-9136-ｳ 凧、凧、揚がれ パブリック版 宇江佐真理∥著 松谷有梨∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766186
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GC-9136-ｷ 太宰治の辞書1 北村 薫∥著 音訳サービス・J 2018.8 一般資料室 144074218
GC-9136-ｷ 太宰治の辞書2 北村 薫∥著 音訳サービス・J 2018.8 一般資料室 144074226
GC-9136-ﾌ たそがれ清兵衛 藤沢周平∥著 柳家花緑∥朗

読
新潮社 2004年 一般資料室 140678368

GC-9136-ﾊ 旅の短篇集春夏 パブリック版 原田宗典∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896991

GC-9136-ﾊ 旅の短篇集秋冬 パブリック版 原田宗典∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897007

GC-9136-ﾑ だらだら坂/大根の月 向田邦子∥著 渡辺美佐子∥
朗読

新潮社 2007年 一般資料室 142761790

GC-9136-ﾉ 団欒 パブリック版 乃南アサ∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897197

GC-9136-ｲ 小さな茄子二つ 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391474

GC-9136-ｲ 血頭の丹兵衛 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908160

GC-9136-ｲ 血頭の丹兵衛 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391581

GC-9136-ﾔ ちゃん 山本周五郎∥著 名古屋章∥
朗読

新潮社 2006年 一般資料室 142761881

GC-9136-ﾐ 注文の多い料理店 宮沢賢治∥著 加藤剛∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 142761774

GC-9136-ﾋ 長助の女房 パブリック版 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766251

GC-9136-ｲ 辻斬り 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391300

GC-9136-ｲ 土蜘蛛の金五郎 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391789

3C-9136-ｵ 椿山 乙川優三郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141411132

GC-9136-ｲ 罪ほろぼし 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391524

GC-9136-ｲ 梅雨の柚の花 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391441

GC-9136-ｲ 寺尾の治兵衛 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143761989

GC-9136-ｲ 天魔 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391425

GC-9136-ﾉ トゥインクル・ボーイ 乃南アサ∥著 吉田みゆき∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411637

GC-9136-ｲ 東海道・見付宿 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391326

3C-9136-ｲ 闘牛 井上靖∥[著] 日下武史∥朗
読

新潮社 2003年 一般書庫Ｂ３階 141907667

GC-9136-ｲ 闘牛 井上靖∥[著] 日下武史∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761436
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GC-9136-ｷ 藤十郎の恋/恩讐の彼方に 菊池寛∥[著] 林隆三∥朗読 新潮社 2000年 一般資料室 141423541
GC-9136-ｲ 道場破り 池波正太郎∥著 小森彰∥朗

読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391359

GC-9136-ﾌ 逃走 藤沢周平∥著 笹野高史∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 140678335

GC-9136-ｲ 盗賊人相書 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391714

GC-9136-ｲ 盗法秘伝 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908251

GC-9136-ｲ 盗法秘伝 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391649

GC-9136-ﾅ 逃亡者 パブリック版 夏樹静子∥著 福士秀樹∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766228

GC-9136-ｲ 徳どん、逃げろ 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391433

GC-9136-ｱ 杜子春 芥川龍之介∥著 加藤武∥朗
読

新潮社 1997年 一般資料室 142761220

GC-9136-ｲ 殿さま栄五郎 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762110

GC-9136-ﾐ 泥の河 宮本輝∥著 松谷染佳∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411389

GC-9136-ｲ どんまい 伊集院静∥著 吉田みゆき∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795202

GC-9136-ﾌ 泣かない女 雪明かり 藤沢周平∥著 篠田三郎∥朗
読

新潮社 2000年 一般資料室 141907501

GC-9136-ｽ 泣かぬ半七 杉本苑子∥著 小森彰∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411538

GC-9136-ｲ 泣き男 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143761997

GC-9136-ｲ 泣き味噌屋 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142766559

GC-9136-ﾌ 泣く母 藤沢周平∥著 中村梅雀∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 140678319

GC-9136-ｲ 夏草 パブリック版 伊集院静∥著 吉浜 直樹 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766145

GC-9136-ﾐ なめとこ山の熊/カイロ団長 宮沢賢治∥著 矢崎滋∥朗読 新潮社 2005年 一般資料室 142761782

GC-9136-ﾌ 楢山節考 深沢七郎∥著 小沢昭一∥朗
読

新潮社 2009年 一般資料室 142761618

GC-9136-ｲ 馴馬の三蔵 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762078

GC-9136-ｱ 南天 パブリック版 安西篤子∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897130

GC-9136-ｲ 新妻 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391342

CD分類順 20／33 2019年4月現在



2019年４月現在

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年 配架区分 資料ID

GC-9136-ﾏ 二階/張込み 松本清張∥著 有川博∥朗読 新潮社 2003年 一般資料室 142761683

GC-9136-ﾀ 肉体の門/鳩の街草話 田村泰次郎∥著 壌晴彦∥朗
読

新潮社 2007年 一般資料室 142761568

GC-9136-ﾋ にごりえ/たけくらべ 樋口一葉∥著 幸田弘子∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 142761360

GC-9136-ｲ 仁三郎の顔 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391458

GC-9136-ﾋ 虹のおもかげ パブリック版 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766269

GC-9136-ﾌ 虹の空 藤沢周平∥著 樫山文枝∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 140678343

GC-9136-ｲ にせアカシア パブリック版 伊集院静∥著 神崎美和子∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766152

GC-9136-ｲ 俄か雨 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762086

GC-9136-ｴ 人間椅子/押絵と旅する男 江戸川乱歩∥[著] 佐野史郎
∥朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141423475

GC-9136-ﾀ 人間失格上 太宰治∥著 仲代達矢∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129106704

GC-9136-ﾀ 人間失格下 太宰治∥著 仲代達矢∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 129110664

GC-9136-ｲ 野菊の墓 伊藤左千夫∥著 渡辺篤史∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 141423491

GC-9136-ﾔ のぼりうなぎ パブリック版 山本一力∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897015

GC-9136-ﾏ パーマネント神喜劇1 万城目学∥著 音訳サービス・J 2018.7(制
作)

一般資料室 144089562

GC-9136-ﾏ パーマネント神喜劇2 万城目学∥著 音訳サービス・J 2018.7(制
作)

一般資料室 144089570

GC-9136-ｲ 梅安流れ星 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795186

GC-9136-ｲ 梅安初時雨 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795178

GC-9136-ｲ 梅安迷い箸 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795194

GC-9136-ｻ 白痴/堕落論/続堕落論 坂口安吾∥[著] 名古屋章∥
朗読

新潮社 2000年 一般資料室 141423574

GC-9136-ｱ 箱の中 阿刀田高∥著 神崎美和子∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141410969

GC-9136-ｲ 箱根細工 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391417

GC-9136-ﾌ 驟り雨/朝焼け 藤沢周平∥著 柳家小三治∥
朗読

新潮社 2000年 一般資料室 142761626

GC-9136-ﾀ 走れメロス/駆込み訴え 太宰治∥著 草野大悟∥朗読 新潮社 1998年 一般資料室 141907543
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GC-9136-ﾋ 初春弁財船 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411231

GC-9136-ﾉ はなの便り 乃南アサ∥著 吉田みゆき∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411645

GC-9136-ﾑ 花の名前/かわうそ 向田邦子∥著 加藤治子∥朗
読

新潮社 2007年 一般資料室 142761808

GC-9136-ｱ 鼻/魔術 芥川竜之介∥著 川辺久造∥
朗読

新潮社 2004年 一般資料室 142761238

GC-9136-ｻ 花篭に月を入れて 沢田ふじ子∥著 里村奈美∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411504

GC-9136-ﾋ 花世の冒険 パブリック版 平岩弓枝∥著 松谷有梨∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766277

GC-9136-ｶ パニック 開高健∥著 橋爪功∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761485
3C-9136-ｲ 波紋 池波正太郎∥著 小森彰∥朗

読
横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141391391

GC-9136-ﾚ ピエロ Ⅰ・Ⅱ 連城三紀彦∥著 小川道子∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411447

3C-9136-ｵ 東の海神(わだつみ)西の滄海 小野不由美∥著 講談社 1997年 一般書庫Ｂ３階 127998300
GC-9136-ﾀ ひかりごけ 武田泰淳∥著 八木光生∥朗

読
新潮社 2001年 一般資料室 142761550

GC-9136-ｲ 引き込み女 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762045

GC-9136-ｲ 陽だまりの木 パブリック版 伊集院静∥著 梶けいこ∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766160

GC-9136-ﾏ 左の腕/いびき 松本 清張 柳家 小三治//朗
読

新潮社 2003年 一般資料室 142761691

GC-9136-ﾐ 棺 パブリック版 水上 勉∥著 神崎美和子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144074192

GC-9136-ｲ 火つけ船頭 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762094

GC-9136-ﾊ 人の短篇集 原田宗典∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411199

GC-9136-ｼ 人斬り以蔵 司馬遼太郎∥著 津嘉山正種
∥朗読

新潮社 2000年 一般資料室 141907527

GC-9136-ｱ 雛の花 浅田 次郎∥著 小川 道子∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795129

GC-9136-ﾉ 雛の夜 パブリック版 乃南アサ∥著 堀越幸子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897205

GC-9136-ｱ ひなまつり 浅田 次郎∥著 松谷有梨∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795145

GC-9136-ﾋ 美男の医者 平岩弓枝∥著 松谷染佳∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794031

GC-9136-ﾋ ひゆたらり パブリック版 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766285

GC-9136-ｲ 深川・千鳥橋 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391664
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GC-9136-ﾀ 富嶽百景/満願 太宰治∥著 日下武史∥朗読 新潮社 2000年 一般資料室 141423608

GC-9136-ﾔ 武家草鞋 山本周五郎∥著 鈴木瑞穂∥
朗読

新潮社 2006年 一般資料室 142761899

GC-9136-ﾔ 節分かれ 山本 一力∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142794007

GC-9136-ﾅ 二つの真実 女性弁護士朝吹里矢子 パブリック版 夏樹静子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897098

GC-9136-ｲ ふたり五郎蔵 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142445915

GC-9136-ﾀ 蒲団 田山花袋∥[著] 橋爪功∥朗
読

新潮社 2001年 一般資料室 141423624

GC-9136-ﾑ 鮒/嘘つき卵 向田邦子∥著 黒柳徹子∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761824

GC-9136-ｲ 冬の鐘 伊集院静∥著 小川道子∥朗
読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795210

GC-9136-ｵ 冬の金魚 半七捕物長 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896983

GC-9136-ｽ 冬の蝉 杉本苑子∥著 小森彰∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411546

GC-9136-ｲ 冬のはなびら パブリック版 伊集院静∥著 小川道子∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766178

GC-9136-ﾌ 冬の日 藤沢周平∥[著] 松平定知∥
朗読

NHKサービスセンター [2007年] 一般資料室 141437657

GC-9136-ｲ 蛇の眼 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908194

GC-9136-ｲ 蛇苺 パブリック版 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143762003

GC-9136-ﾊ 放浪記 林 芙美子∥著 藤田 弓子∥
朗読

新潮社 2011.6 一般資料室 143761799

GC-9136-ｲ ぼくのボールが君に届けば パブリック版 伊集院静∥著 ∥朗読 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897106

GC-9136-ﾅ 〓東綺譚 永井荷風∥著 神山繁∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 141423632

GC-9136-ﾅ 〓東綺譚 永井荷風∥著 神山繁∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 141913285

GC-9136-ﾐ 蛍・茄子の花 パブリック版 水上勉∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897064

GC-9136-ﾉ 火垂るの墓 野坂昭如∥著 橋爪功∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 142761600

GC-9136-ﾅ 坊っちゃん 夏目漱石∥[著] 風間杜夫∥
朗読

新潮社 1998年 一般資料室 141907535

GC-9136-ﾅ 坊っちゃん上 夏目漱石∥[著] 風間杜夫∥
朗読

新潮社 1997年 一般資料室 141423640

GC-9136-ﾅ 坊っちゃん下 夏目漱石∥[著] 風間杜夫∥
朗読

新潮社 1997年 一般資料室 141423657
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GC-9136-ﾉ 微笑む女/最後の嘘 乃南アサ∥著 小川道子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411678

GC-9136-ｲ 本所・桜屋敷 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391573

GC-9136-ｲ 本門寺暮雪 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391755

GC-9136-ｲ 埋蔵金千両 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908244

GC-9136-ﾓ 舞姫 森鴎外∥著 高橋昌也∥朗読 新潮社 2002年 一般資料室 142761394

GC-9136-ｲ 待ち伏せ 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391466

GC-9136-ﾋ 松風の唄 パブリック版 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143766293

GC-9136-ﾐ 真夏の死 三島 由紀夫 蟹江 敬三//朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 142761709

GC-9136-ｵ 廻り燈籠 半七捕物帳 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896942

GC-9136-ｱ 万両 安西篤子∥著 梶けいこ∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411009

GC-9136-ﾐ 三熊野詣 三島由紀夫∥著 小林勝也∥
朗読

新潮社 2003年 一般資料室 142761717

GC-9136-ｲ 密告 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142766567

GC-9136-ｲ 密偵たちの宴 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795160

GC-9136-ｲ 見張りの見張り 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [出版年
不明]

一般資料室 142795152

GC-9136-ｲ 三冬の縁談 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391334

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第一集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.8 一般資料室 143761690

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第二集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.8 一般資料室 143761708

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第三集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.9 一般資料室 143761716

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第四集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.9 一般資料室 143761724

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第五集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.10 一般資料室 143761732

GC-9136-ﾖ 宮本武蔵名場面集第六集 吉川 英治∥原作 徳川 夢声
∥朗読

新潮社 2006.10 一般資料室 143761740

GC-9136-ｱ みんなで一人旅 パブリック版 赤瀬川隼∥著 堀英二∥朗読 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897213

GC-9136-ｸ 武蔵野 国木田独歩∥[著] 久米明∥
朗読

新潮社 2002年 一般資料室 141423558
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GC-9136-ﾐ 胸の香り/夜桜 宮本輝∥著 松谷染佳∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411397

GC-9136-ｵ むらさき鯉 半七捕物帳 パブリック版 岡本綺堂∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143896934

GC-9136-ｵ 夫婦善哉 織田作之助∥著 永井一郎∥
朗読

新潮社 2000年 一般資料室 141423509

GC-9136-ﾋ 目篭ことはじめ[録音資料] 平岩弓枝∥著 松谷染佳∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411215

GC-9136-ﾋ メキシコ銀貨 平岩弓枝∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411249

GC-9136-ｲ 女掏摸(めんびき)お富 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908210

GC-9136-ﾌ 約束 藤沢周平∥著 白坂道子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411314

GC-9136-ﾌ 約束 藤沢周平∥著 倍賞千恵子∥
朗読

新潮社 2004年 一般資料室 140678285

GC-9136-ｲ 谷中・いろは茶屋 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908202

GC-9136-ｱ 柳の下のジンクス パブリック版 阿刀田高∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897189

GC-9136-ｱ 藪の中/好色 芥川竜之介∥著 高橋悦史∥
朗読

新潮社 2001年 一般資料室 142761246

GC-9136-ｲ 山吹屋お勝 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007] 一般資料室 141391680

3C-9136-ｲ 闇は知っている 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141391623

GC-9136-ﾌ 雪が降る 藤原伊織∥著 堀英二∥朗読 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411348

GC-9136-ﾌ 雪明り 藤沢周平∥著 横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411322
GC-9136-ｶ 雪国上 川端康成∥著 加藤剛∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 141423525

GC-9136-ｶ 雪国下 川端康成∥著 加藤剛∥朗読 新潮社 2001年 一般資料室 141423533

GC-9136-ﾉ 湯飲み茶碗/姉と妹 乃南アサ∥著 梶けいこ∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411660

GC-9136-ﾅ 夢十夜 夏目漱石∥著 鈴木瑞穂∥朗
読

新潮社 1997年 一般資料室 142761352

GC-9136-ｲ 妖盗葵小僧 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391631

GC-9136-ｲ 妖盗葵小僧 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908228

GC-9136-ｳ 余寒の雪 深川恋物語 パブリック版 宇江佐真理∥著 梶けいこ∥
朗読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897122

GC-9136-ｱ 汚れたガラス窓 阿刀田高∥著 神崎美和子∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141410977
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GC-9136-ﾀ 吉野葛 谷崎潤一郎∥[著] 平幹二朗
∥朗読

新潮社 2004年 一般資料室 141423616

GC-9136-ﾌ 夜の道 藤沢周平∥著 竹下景子∥朗
読

新潮社 2004年 一般資料室 140678293

GC-9136-ｲ 雷神 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391409

GC-9136-ｱ 羅生門 芥川竜之介∥著 橋爪功∥朗
読

新潮社 2002.7 一般資料室 143761682

GC-9136-ｲ 流星 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 142947761

GC-9136-ﾅ 李陵 中島敦∥[著] 日下武史∥朗
読

新潮社 1999年 一般資料室 141907675

GC-9136-ｶ 檸檬 梶井基次郎∥著 寺田農∥朗
読

新潮社 2002年 一般資料室 141423517

GC-9136-ｵ 老妓抄 岡本かの子∥[著] 奈良岡朋
子∥朗読

新潮社 2002年 一般資料室 141423467

GC-9136-ｲ 老虎 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391383

GC-9136-ｲ 老盗の夢 池波正太郎∥著 橋爪功∥朗
読

ソニーミュージックハウ
ス

1999年 一般資料室 141908178

GC-9136-ｼ 和解 志賀直哉∥[著] 加藤剛∥朗
読

新潮社 2005年 一般資料室 141423582

GC-9136-ﾐ わくらば/やどろく 三浦哲郎∥著 深沢彩子∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411363

GC-9136-ｲ 鷲鼻の武士 池波正太郎∥著 小森彰∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391367

3C-9136-ﾂ わたしのグランパ 筒井康隆∥著 おちあいさとこ
∥朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般書庫Ｂ３階 141411587

GC-9136-ｻ 笑い凧 佐江衆一∥著 神谷尚武∥朗
読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141411470

GC-9136-ﾉ 嗤う闇 パブリック版 乃南 アサ∥著 松谷有梨∥朗
読

ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 144074184

GC-9136-ｲ 悪い虫 池波正太郎∥著 神谷尚武∥
朗読

横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391318

GC-9136-ﾊ 水仙 パブリック版 林芙美子∥著 ことのは出版 [出版年
不明]

一般資料室 143897056

GC-9143-ｾ 枕草子 [清少納言∥著] 坂本和子∥
朗読

新潮社 2009年 一般資料室 142762186

GC-9144-ｶ 方丈記 [鴨長明∥原著] 川久保潔∥
朗読

新潮社 2009年 一般資料室 142762194

GC-9144-ﾖ 徒然草 [吉田兼好]∥[著] 寺田農∥朗
読

新潮社 2009年 一般資料室 142762210

GC-9146-ｶ 足で考え、耳で書く 開高健∥講演 新潮社 2009年 一般資料室 142762269
GC-9146-ｴ 遠藤周作講演 遠藤周作∥講演 新潮社 2010.8 一般資料室 144088259
GC-9146-ｲ 男の作法 池波正太郎∥著 小森彰∥朗

読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391607
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GC-9146-ﾐ 学生との対話 三島由紀夫∥講演 新潮社 2002年 一般資料室 142762335
GC-9146-ﾅ 硝子戸の中(うち) 夏目漱石∥著 日下武史∥朗

読
新潮社 2007年 一般資料室 142761329

GC-9146-ｶ 経験・言葉・虚構/地球を歩く 開高健∥講演 新潮社 2009.10 一般資料室 144088242
GC-9146-ﾑ 言葉が怖い 向田邦子∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762319
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第1巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762418
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第2巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762426
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第3巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762434
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第4巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762442
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第5巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762459
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第6巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2004年 一般資料室 142762467
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第7巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762475
GC-9146-ｺ 小林秀雄講演第8巻 小林秀雄∥講演 新潮社 2010年 一般資料室 142762483
GC-5960-ｲ 散歩のとき何か食べたくなって 池波正太郎∥著 神谷尚武∥

朗読
横浜録音図書 [2007年] 一般資料室 141391615

GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第一集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762517
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第二集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762525
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第三集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762533
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第四集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762541
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第五集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762558
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第六集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762566
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第七集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762574
GC-9146-ｼ 司馬遼太郎が語る第八集 司馬遼太郎∥講演 新潮社 2005年 一般資料室 142762582
GC-9146-ｼ 城山三郎講演第一集 城山三郎∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762491
GC-9146-ｼ 城山三郎講演第二集 城山三郎∥講演 新潮社 2007年 一般資料室 142762509
GC-9146-ｼ 千曲川のスケッチ 島崎藤村∥[著] 江守徹∥朗

読
新潮社 2004年 一般資料室 141423590

GC-9146-ﾑ 父の詫び状 向田邦子∥著 渡辺美佐子∥
朗読

新潮社 1997年 一般資料室 142761816

GC-9146-ﾎ ひらめきの法則 星新一∥講演 新潮社 [2010.2] 一般資料室 142762343
GC-9146-ﾐ 三島由紀夫最後の言葉 三島由紀夫∥対談 古林尚∥

対談
新潮社 2002年 一般資料室 142762327

GC-9146-ﾀ 娘と私 檀一雄∥著 檀ふみ∥朗読 新潮社 2008年 一般資料室 142761576
GC-9156-ﾋ 一葉日記 樋口一葉∥[著] 幸田弘子∥

朗読
新潮社 2005年 一般資料室 141423665

GC-9156-ﾅ 断腸亭日乗 永井荷風∥著 高橋昌也∥朗
読

新潮社 2005年 一般資料室 142761311

3C-9160-ｵ 五体不満足 乙武洋匡∥著作・朗読 講談社 1999年 一般書庫Ｂ３階 127991974
3-9186-30 安部公房全集030 安部公房∥著 新潮社 2009年 一般書庫Ｂ３階 142005560
3C-9186 埴谷雄高全集[別巻] 埴谷雄高∥[著] 講談社 1999年 一般書庫Ｂ３階 128421450
3-9186-41 三島由紀夫全集41 決定版 三島由紀夫∥著 新潮社 2004年 一般書庫Ｂ３階 140577339
GC-9214-ﾓ 唐詩を読む 森繁久弥∥朗読 渡部英喜∥

訳・監修
新潮社 2003年 一般資料室 142762236

GC-9330-ﾎ アッシャー家の崩壊 パブリック版 エドガー・アラン・ポー∥著
佐々木直次郎∥著

パンローリング [2008年] 一般資料室 143907830
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GC-9330-ﾍ 最後の一葉 O.ヘンリー∥著 大久保 康雄
// 訳

新潮社 2001年 一般資料室 142762038

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 青いガーネット コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 129073037

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 赤髪組合 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762129

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 恐怖の谷 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762152

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 唇の捩れた男 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 129073029

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ バスカヴィル家の犬 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762137

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 緋色の研究 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762061

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ ボヘミアの醜聞 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 129073052

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ まだらの紐 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762111

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 六つのナポレオン コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 129073011

GC-9330-ﾄ シャーロック・ホームズ 四つの署名 コナン・ドイル∥著 延原謙∥
訳

新潮社 1998年 一般資料室 142762079

GC-9330-ﾄ 橙の種五粒 パブリック版 アーサー・コナン・ドイル∥著
加藤朝鳥∥訳

パンローリング [2013年] 一般資料室 143907848

GC-9830-ﾄ 罪と罰 ドストエフスキー∥著 江川卓
∥訳・監修

新潮社 2002年 一般資料室 142762046

5C-7680- 92 琵琶湖の歌「BIWAKO」 野村エミ∥歌 矢吹紫帆∥作
詞・作曲・演奏

琵琶湖の歌「BIWAKO」
をうたいひろめる会

1992年 参考書庫 125009167

7C-EC-ﾀ だいすきうたのえほん  講談社 1990年 児童書庫 110175890
7-1990-12 だいすきうたのえほん  講談社 1990年 児童書庫 121273601
7C-E1-ﾌ ふしぎなピアノ 吉田雅之∥ぶん 青木淑子∥

え
評論社 1991年 児童書庫 125266049

7C-EC-ﾊ Ring-a-ring o'roses レイモンド・ブリッグズ∥原作
百々佑利子∥翻訳

ラボ教育センター 1985年 児童書庫 125317768

7C-EC-ﾊ Ring-a-ring o'roses レイモンド・ブリッグズ∥原作
百々佑利子∥翻訳

ラボ教育センター 1985年 児童書庫 125317784

7C-2002-3 英語で話そう  ポプラ社 2002年 児童書庫 129059937
7C-07 こねっと毎日学校電子新聞 毎日小学生新聞∥編集・制作

毎日中学生新聞∥編集・制作
毎日新聞学生新聞本
部こねっと・プラン推進
事務局

2000年 児童書庫 129351383

7-2002-4 パソコンアイディア77付属資料 無藤隆∥監修 フレーベル館 2002年 児童書庫 129059994
7-E3-M Mother Goose song book 複刻版  ほるぷ出版 1992年 児童書庫 110175759
7C-94-ｴ いにしえ えん∥企画・制作 池側佳澄∥

語り
えん 1994年 児童書庫 125932848
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JC-94-ｴ いにしえ えん∥企画・制作 池側佳澄∥
語り

えん 1994年 児童室 125932855

5C-3811- 94 いにしえ えん∥企画・制作 池側佳澄∥
語り

えん 1994年 参考書庫 126031954

7-94-ｶ 近江の昔ばなし CD-ROM 河本文教福祉振興会∥制作 河本文教福祉振興会 1997年 児童書庫 127161537
7B-76 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑[6] 佐伯茂樹∥著 小峰書店 2011.4 児童書庫 129068250
JC-76 あしたがすき 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ

たか∥作曲
クレヨンハウス 1992年 児童室 125686337

JC-76 あしたがすき 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 127571990

JC-76 あしたも元気で 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 125686212

JC-76 あしたも元気で 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 126777341

JC-76 あしたも元気で 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 127571917

7C-76 イグアナレストラン 増田裕子∥[歌・語り] クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125686261
JC-76 ウォーク 新沢としひこ∥作詞・歌 中川

ひろたか∥作曲・歌
Song Records 2001年 児童室 129449328

JC-76 エリックカールCD絵本うた カール,エリック∥原作 工藤直
子∥訳詞

コンセル 2007年 児童室 141769901

7C-76 かきの木マン 増田裕子∥[歌・お話] [カエルちゃんオフィス] 2001年 児童書庫 129449369
JC-76 カレンダー・ソング 中川ひろたか∥[ほか]うた Peeman's farm records 1995年 児童室 127166346

JC-76 キャベツはキャッ 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 125686220

JC-76 キャベツはキャッ 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 127571925

JC-76 こぶたのポンくん 増田裕子∥[歌・お話] [トラや帽子店] 1999年 児童室 129449336
JC-76 すてきな帽子やさん 増田裕子∥歌 [かえるちゃんオフィス] 2001年 児童室 129449351

7C-76 すてきな帽子屋さん 増田裕子∥[歌・語り] クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125686253
7C-76 スマイル 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ

たか∥作曲
クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125686345

7C-76 スマイル 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1993年 児童書庫 127572006

7C-76 世界中の子どもたちが 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童書庫 125391995

JC-76 Song 新沢としひこ∥[作詞] 中川ひ
ろたか∥[作曲]

Song Records 1998年 児童室 128067824

JC-76 Song 新沢としひこ∥[作詞] 中川ひ
ろたか∥[作曲]

Song Records 1998年 児童室 129065165

JC-76 大工のきつつきさん 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 125686238

7C-76 大工のきつつきさん 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童書庫 126777366
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JC-76 大工のきつつきさん 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 127571933

JC-76 チャンス! 新沢としひこ∥作詞・歌 中川
ひろたか∥作曲・歌

ソングレコード 2000年 児童室 129062212

JC-76 とんちきシャッポパノラマ忘年会バンド  トラや帽子店 児童室 127166379
7C-76 ねこのおいしゃさん 増田裕子∥[歌・お話] [かえるちゃんオフィス] 1999年 児童書庫 129064168

JC-95-ｸ のはらうたⅠ 工藤直子∥語り 下中商会∥
うた

Peemans Farm
Records

1992年 児童室 127571909

JC-95-ｸ のはらうたⅡ 工藤直子∥語り のはらみん
な∥うた

Peemans Farm
Records

児童室 127166395

7C-76 Hai!Hai!Hai! 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童書庫 125686246

JC-76 Hai!Hai!Hai! 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 126777374

JC-76 Hai!Hai!Hai! 福尾野歩∥歌・[ほか]作詞・
作曲

ピーマンズファームレ
コード

1993年 児童室 127571941

7C-76 パレード 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125391961

7C-76 パレード 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125686303

JC-76 パレード 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1993年 児童室 129066742

JC-76 ハロー! 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 125391979

JC-76 ハロー! 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 125686311

JC-76 ハロー! 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 127571982

JC-76 ぼくたちのうた 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 127571966

JC-76 ぼくたちのうた 新沢としひこ∥作詞 中川ひろ
たか∥作曲

クレヨンハウス 1992年 児童室 129067062

7C-76 森のクリスマス 増田裕子∥[歌・語り] クレヨンハウス 1993年 児童書庫 125686287
7C-76 ライブ・イン・ジャパン  トラや帽子店 児童書庫 127166403
7-2001-7 ピーマン村体操CDブック 中川ひろたか∥詞・曲 村上康

成∥絵
童心社 2001年 児童書庫 112106059

JC-78 ピーマン村体操CDブック 中川ひろたか∥詞・曲 村上康
成∥絵

童心社 2001年 児童室 129212155

JC-79 めざせ!ダンスマスター [録音資料]  岩崎書店 2012.4 児童室 129073003
7C-83 The Elephants child by Rudyard Kipling∥, Music

by Bobby Mcferrin
Pony Canyon 1987年 児童書庫 124753815

7C-83 The Emperor and the nightingal by Hans Chiristian Andersen
∥, music By Mark Isham

ポニーキャニオン 1989年 児童書庫 124753799
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7C-83 The Fisherman and his wife by Grimm∥, music by Van
Dyke Parksnarration by Jodie
Foster

ポニーキャニオン 1990年 児童書庫 124753864

7C-83 How the rhinoceros got skin&How the camel got hid
hump

by Rudyard Kipling music by
Bobby Mcferrin

ポニーキャニオン 1988年 児童書庫 124753807

7C-83 The Legend of sleepy hollow by Irving Washington∥, music
by Tim Story

ポニーキャニオン 1989年 児童書庫 124753872

7C-83 Pecos Bill music by Ry Cooder∥,
naration by Robin williams

ポニーキャニオン 1988年 児童書庫 124753823

7C-83 The Steadfast tin soldier by Hans Chiristian Andersen
∥, music by Mark Isham

ポニーキャニオン 1987年 児童書庫 124753831

7C-83 Thumbelina by Hans Christian Andersen
∥, music by Mark Isham

ポニーキャニオン 1989年 児童書庫 124753856

JC-83 英語でダッシュ 北村豊太郎∥著 むさし書房 1999年 児童室 121134910
JC-83 英語でできる国際交流アイディア集付録CD 高橋作太郎∥監修 岩崎書店 2001年 児童室 129142055
7C-E0-ｶ かぶ 斎藤君子∥再話 小野かおる

∥絵
ラボ教育センター 1993年 児童書庫 125626291

7C-E1-ｸ ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子∥原作 山脇百合
子∥絵

ラボ教育センター 1993年 児童書庫 125626267

7C-E0-ｻ 3びきのコブタ ジョセフ・ジェイコブズ∥再話
梶山俊夫∥絵

ラボ教育センター 1993年 児童書庫 125626283

JC-83 児童英語教室 北村豊太郎∥著 むさし書房 1999年 児童室 121134902
JC-83 みんなの英語 児童英語研究グループ∥編 むさし書房 1999年 児童室 121134894
JC-83 英語をはなそう Peter Ujlaki∥著 むさし書房 1999年 児童室 121134886
7-1998-4 英語で話そう1  ポプラ社 1998年 児童書庫 121134092
JC-83 英語で話そう1  ポプラ社 1998年 児童室 127623445
7-1998-4 英語で話そう2  ポプラ社 1998年 児童書庫 121134084
JC-83 英語で話そう2  ポプラ社 1998年 児童室 121135396
7C-90-ﾒ うさぎとかめ NHKサービスセンター∥企画・

制作 佐野浅夫
アポロン 1991年 児童書庫 124753633

7C-90-ﾒ うさぎとかめ NHKサービスセンター∥企画・
制作 佐野浅夫

アポロン 1991年 児童書庫 124941816

7C-90-ﾒ うらしまたろう NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753666

7C-90-ﾒ おおかみと7ひきのこひつじ NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753583

7C-90-ﾒ おやゆびトム NHKサービスセンター∥企画・
制作 佐野浅夫∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753617

7C-90-ﾗ おやゆびひめ ハンス・クリスチャン・アンデル
セン∥原作 マーク・アイシャム
∥音楽

ポニーキャニオン 1992年 児童書庫 124753948

7C-90-ﾗ 俺らはカウボーイ、ベコス・ビル ブライアン・グリースン∥翻案
ライ・グーダー∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753906

7C-90-ﾒ カチカチやま NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753641
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7C-90-ﾒ カチカチやま NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 125753566

7C-90-ﾗ 皇帝とナイチンゲール ハンス・クリスチャン・アンデル
セン∥原作 マーク・アイシャム
∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753955

7C-90-ﾗ サンタベアの小さな冒険 バーバラ・リード∥原作 マイケ
ル・ヘッジス∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753930

7C-90-ﾗ 三匹のやぎのがらがらどん 三匹の子ぶた トム・ロバーツ∥翻案 アート・
ランディ∥音楽

ポニーキャニオン 1992年 児童書庫 125561480

7C-90-ﾒ ジャックとまめのき NHKサービスセンター∥企画・
制作 佐野浅夫∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753609

7C-90-ﾗ ずずの兵隊 ハンス・クリスチャン・アンデル
セン∥原作 マーク・アイシャム
∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753963

7C-90-ﾗ スリーピー・ホロウの伝説 ワシントン・ワービング∥原作
ティム・ストーリー∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753922

7C-90-ﾒ つるのおんがえし NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753658

7C-90-ﾒ テーブルよごはんのようい NHKサービスセンター∥企画・
制作 佐野浅夫∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753625

7C-90-ﾗ なぜなぜ物語・サイの皮はなぜ厚い ラクダのこぶはな
ぜあるの

ルドヤード・キブリング∥原作
ボビー・マクファーリン∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753914

7C-90-ﾗ なぜなぜ物語・象の鼻はなぜ長い ルドヤード・キップリング∥原
作 ボビー・マクファーリン∥音
楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753898

7C-90-ﾒ ねむりのもりのひめ NHKサービスセンター∥企画・
制作 香椎くに子∥出演

アポロン 1991年 児童書庫 124753591

7C-90-ﾗ みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデル
セン∥原作 パトリック・ボール
∥音楽

ポニーキャニオン 1991年 児童書庫 124753880

JC-EC-ﾊ 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア∥[原作] み
らいなな∥[訳]

東芝EMI 1999年 児童室 129164042

JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第1集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
五十嵐淳子∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 124753674

JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第2集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
小林聡美∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 129066841

7C-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第3集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
堺正章∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童書庫 124753690

JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第4集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
斎藤晴彦∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 124753708

7C-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第5集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
岸田今日子∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童書庫 121136188
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JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第5集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
岸田今日子∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 124993502

JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第6集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
森山良子∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 124753724

JC-E0-ﾋ ピーターラビットとなかまたち第7集 [ビアトリクス・ポター]∥[原作]
高見恭子∥[ほか]朗読

東芝EMI 1991年 児童室 129062352
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