
著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

林芙美子／坂口安吾
／豊島與志雄

“終戦の夏”に読みたい小品選 ¥2,500 ¥2,750 193分 4 2014.01

堀辰雄 堀辰雄名作選1「美しい村」他2編 ¥2,600 ¥2,860 193分 4 2014.11

堀辰雄 堀辰雄名作選2「風立ちぬ」 ¥2,700 ¥2,970 239分 4 2016.01

夏目漱石 吾輩は猫である（第1巻） ¥3,400 ¥3,740 364分 6 2011.12

夏目漱石 吾輩は猫である（第2巻） ¥2,800 ¥3,080 286分 4 2014.02

夏目漱石 吾輩は猫である（第3巻） ¥3,400 ¥3,740 347分 6 2014.11

夏目漱石 吾輩は猫である（第4巻） ¥3,000 ¥3,300 327分 6 2016.7

夏目漱石 夏目漱石随筆選①―「硝子戸の中」「初秋の一日」他3編 ¥2,838 ¥3,121 301分 4 2012.5

夏目漱石 夏目漱石随筆選②―「倫敦消息」「私の経過した学生時代」他7編 ¥2,838 ¥3,121 262分 4 2012.9

夏目漱石 夏目漱石随筆選③―「永日小品」「文鳥」「夢十夜」 ¥3,600 ¥3,960 366分 6 2013.5

夏目漱石 それから（上） ¥3,400 ¥3,740 407分 6 2014.9

夏目漱石 それから（下） ¥3,200 ¥3,520 363分 5 2014.9

夏目漱石 門（上・下） ¥6,000 ¥6,600 648分 10 2013.5

川端康成 雪国 ¥3,200 ¥3,520 316分 5 2013.9

響林社   オーディオブックCDカタログ

■　「〈声を便りに〉オーディオブック」シリーズ      ＜朗読  ： wis   （ウィス／ないとうさちこ   女性朗読家）＞



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

川端康成 眠れる美女 ¥2,858 ¥3,143 293分 4 2012.1

川端康成 伊豆の踊子 ¥2,000 ¥2,200 87分 2 2013.1

中野孝次 清貧の思想   第一巻（全四巻） ¥2,500 ¥2,750 169分 3 2021.12

中野孝次
清貧の思想   第二巻（全四巻）
※第三巻／第四巻は、2022年度中に出版予定。

¥2,500 ¥2,750 235分 3 2021.12

中野孝次 ハラスのいた日々 ¥3,400 ¥3,740 387分 6 2013.4

谷崎潤一郎 「刺青」「秘密」 ¥1,714 ¥1,885 100分 2 2012.5

谷崎潤一郎 鍵 ¥3,600 ¥3,960 444分 7 2012.5

谷崎潤一郎 猫と庄造と二人のおんな ¥2,838 ¥3,122 279分 4 2012.5

谷崎潤一郎 春琴抄 ¥3,600 ¥3,960 220分 3 2012.5

三浦哲郎 忍ぶ川 ¥1,715 ¥1,886 118分 2 2013.5

曽野綾子 只見川 ¥1,429 ¥1,571 61分 1 2013.5

高村光太郎 智恵子抄（抄） ¥1,500 ¥1,650 38分 1 2016.1

高樹のぶ子 『午後のメロン』『湖底の森』 ¥1,715 ¥1,886 94分 2 2013.5

高樹のぶ子 マイマイ新子（上） ¥2,286 ¥2,514 267分 4 2013.5

高樹のぶ子 マイマイ新子（下） ¥2,400 ¥2,640 308分 5 2020.9

内田百間 ノラや ¥2,400 ¥2,640 129分 2 2013.2

内田百間 特別阿房列車 ¥2,286 ¥2,515 83分 2 2012.5



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

内田百閒 私の「漱石」と「龍之介」」（抄）―＜紹介状＞～＜漱石先生臨終記＞まで ¥2,500 ¥2,750 203分 4 2020.9

阿川弘之 『鱸とおこぜ』『スパニエル幻想』 ¥1,715 ¥1,886 92分 2 2013.5

アンデルセン／
山室静 訳

絵のない絵本 ¥2,700 ¥2,970 170分 3 2013.5

藤原正彦 祖国とは国語〈抄〉   国語教育絶対論 ¥1,714 ¥1,885 69分 1 2012.5

藤原正彦 数学者の休憩時間   とっておきの日常生活（全７話） ¥2,400 ¥2,640 145分 2 2012.5

永井荷風 「すみだ川」「鐘の声」「深川の唄」 ¥2,600 ¥2,860 210分 3 2012.5

井伏鱒二 山椒魚／屋根の上のサワン他２編 ¥2,400 ¥2,640 137分 2 2013.5

神坂次郎 今日われ生きてあり〈抄〉 ¥1,715 ¥1,886 86分 2 2013.5

瀬戸内寂聴 藤壷 ¥1,429 ¥1,571 52分 1 2013.5

岡本かの子 『家霊』『川』 ¥2,000 ¥2,200 89分 2 2012.5

江戸川乱歩 「屋根裏の散歩者」「人間椅子」 ¥2,572 ¥2,829 191分 3 2013.5

江戸川乱歩 「鏡地獄」「押絵と旅する男」 ¥2,400 ¥2,640 136分 2 2013.5

田中英光 離魂   太宰治とともに生きた無頼派の人生 ¥1,429 ¥1,571 75分 1 2013.5

梶井基次郎 梶井基次郎名作選 ¥2,200 ¥2,420 109分 2 2015.3

有島武郎 生まれいずる悩み ¥2,839 ¥3,112 220分 4 2013.5

芥川龍之介 芥川龍之介傑作選―羅生門、蜘蛛の糸、舞踏会、他2編 ¥1,715 ¥1,886 107分 2 2013.5

芥川龍之介 芥川龍之介傑作選（第二集）―藪の中、雛、トロッコ他 ¥2,500 ¥2,750 145分 3 2016.1



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

金子みすゞ 金子みすゞ名詩選 ¥1,800 ¥1,980 46分 1 2012.1

宮沢賢治 銀河鉄道の夜 ¥2,700 ¥2,970 172分 3 2013.5

宮沢賢治 グスコーブドリの伝記 ¥2,000 ¥2,200 107分 2 2012.9

宮沢賢治 「風の又三郎」「虔十公園林」他５編 ¥2,838 ¥3,122 260分 4 2013.8

宮沢賢治 「注文の多い料理店」「セロ弾きのゴーシュ」「雪わたり」他２編 ¥2,500 ¥2,750 201分 3 2016.1

太宰治 人間失格 ¥3,124 ¥3,436 339分 5 2013.5

太宰治 津軽〈抄〉 ¥2,400 ¥2,640 101分 2 2013.5

太宰治 斜陽（上） ¥2,300 ¥2,530 245分 4 2020.9

太宰治 斜陽（下） ¥2,300 ¥2,530 184分 3 2020.9

太宰治 太宰治小品選第1巻<ヴィヨンの妻/桜桃/燈籠/他6編> ¥3,124 ¥3,436 260分 5 2012.5

太宰治 太宰治小品選第2巻 <女生徒/美少女/恥/他5編> ¥3,124 ¥3,436 358分 5 2012.5

太宰治 太宰治小品選第3巻 <日の出前/水仙/おさん/黄金風景> ¥2,600 ¥2,860 176分 3 2014.12

小川洋子 「まぶた」「飛行機で眠るのは難しい」 ¥2,400 ¥2,640 119分 2 2016.1

小川洋子 人質の朗読会（上巻） ¥2,500 ¥2,750 260分 5 2017.9

小川洋子 人質の朗読会（下巻） ¥2,500 ¥2,750 188分 4 2017.9

久坂葉子 久坂葉子作品選（Ⅰ） ¥2,300 ¥2,530 152分 3 2019.6

日塔貞子 日塔貞子詩集   私の墓は   「Ⅰ」三十七編収録 ¥1,600 ¥1,760 59分 1 2019.6



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

太宰治 「東京八景／兄たち／故郷 他」 ¥2,100 ¥2,310 146分 2 2022.12

太宰治 「律子と貞子／リイズ／令嬢アユ／千代女」 ¥2,100 ¥2,310 86分 2 2022.10

吉川英治 「美しい日本の歴史」 ¥1,800 ¥1,980 59分 1 2022.10

堺   利彦 「獄中生活／赤旗事件の回顧」 ¥1,800 ¥1,980 61分 1 2022.10

芥川龍之介 「上海游記／長江游記―大正10年の中国訪問記」 ¥2,400 ¥2,640 142分 2 2022.10

菊池寛 「大衆明治史（国民版）」第1巻 ¥2,400 ¥2,640 150分 3 2022.10

菊池寛 「大衆明治史（国民版）」第2巻 ¥2,400 ¥2,640 159分 3 2022.12

菊池寛 「大衆明治史（国民版）」第3巻 ¥2,400 ¥2,640 130分 2 2022.12

太宰治 「善蔵を思う／弱者の糧／家庭の幸福」 ¥2,100 ¥2,310 125分 2 2022.10

太宰治 「新樹の言葉／畜犬談―甲府を舞台にした佳作」 ¥2,100 ¥2,310 88分 2 2022.10

坂口安吾 「安吾史譚」（第１巻）―天草四郎／道鏡童子／勝夢酔 ¥2,300 ¥2,530 152分 2 2022.10

芥川龍之介／和辻
哲郎／岡本綺堂

「芥川・和辻・岡本が見た関東大震災」 ¥2,300 ¥2,530 104分 2 2022.10

芥川龍之介 「開化の良人／開化の殺人／秋」 ¥2,100 ¥2,310 113分 2 2022.10

谷崎潤一郎 「母を恋うる記／二人の稚児」 ¥2,200 ¥2,420 111分 2 2022.10

野上豊一郎 「大戦脱出記―第二次世界大戦時のフランス脱出記」 ¥2,400 ¥2,640 120分 2 2022.12

小宮豊隆／和辻
哲郎

「知られざる漱石」「漱石の人物」「寺田虎彦」 ¥2,400 ¥2,640 146分 2 2022.12

■　「しみじみ朗読文庫」シリーズ    新＜朗読：「大志田●」シリーズ（2022年に開発された肉声に近い新AI合成音声）＞



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

亀井勝一郎 大和古寺風物誌（前編） ¥2,500 ¥2,750 190分 3 2021.11

福澤諭吉／定武
禮久訳

【現代語訳】学問のすすめ(上)初編ｰ五編 ¥2,100 ¥2,310 93分 2 2021.11

北大路魯山人 魯山人随筆選(一)料理編(1) ¥1,800 ¥1,980 79分 1 2021.11

北大路魯山人 魯山人随筆選(二)料理編(２)            【AI】 ¥1,800 ¥1,980 79分 1 2022.12

吉川英治 黒田如水（上） ¥3,000 ¥3,300 369分 5 2014.5

吉川英治 黒田如水（下） ¥2,700 ¥2,970 248分 4 2014.5

吉川英治 上杉謙信(上) ¥2,700 ¥2,970 239分 4 2015.11

吉川英治 上杉謙信(下) ¥2,700 ¥2,970 255分 4 2016.7

吉川英治 平の将門(上巻) ¥3,000 ¥3,300 437分 6 2015.6

吉川英治 平の将門(下巻) ¥3,000 ¥3,300 426分 6 2015.8

吉川英治 源頼朝(第1巻) ¥2,500 ¥2,750 261分 4 2017.11

吉川英治 源頼朝(第2巻) ¥2,500 ¥2,750 310分 5 2017.11

吉川英治 源頼朝(第3巻) ¥2,500 ¥2,750 178分 3 2020.9

吉川英治 源頼朝(第４巻)         【AI】 ¥2,500 ¥2,750 185分 3 2022.12

吉川英治 細川ガラシャ夫人 太閤夫人 ¥2,600 ¥2,860 170分 3 2015.1

吉川英治 吉川英治随筆選(一)―蓮如を思う/親鸞聖人について/他 ¥2,100 ¥2,310 144分 2 2017.11

■　「しみじみ朗読文庫」シリーズ    ＜朗読 ： 響林せいじ （自然な高性能合成音声／男性）＞



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

和辻哲郎 古寺巡礼（下） ¥2,800 ¥3,080 233分 4 2017.11

寺田寅彦、和辻哲郎
他

「夏目漱石先生の追憶」「漱石の人物」他６編 ¥2,400 ¥2,640 146分 2 2014.9

森田草平 漱石先生の思い出   原題：『夏目漱石』より「先生の思い出」 ¥2,400 ¥2,640 128分 2 2014.2

夏目漱石 道草（上）   夏目漱石の自伝小説 ¥2,838 ¥3,122 272分 4 2013.1

夏目漱石 道草（下）   夏目漱石の自伝小説 ¥2,838 ¥3,122 269分 4 2013.1

夏目漱石 思い出す事など〈全〉   第２版 ¥2,600 ¥2,860 203分 3 2013.12

夏目漱石 『私の個人主義』『現代日本の開化』他６編   第２版 ¥2,600 ¥2,860 188分 3 2013.12

夏目漱石 倫敦塔   カーライル博物館 ¥2,000 ¥2,200 79分 1 2013.1

夏目漱石 夏目漱石幻の大連講演   附・韓満所感 ¥1,800 ¥1,980 44分 1 2014.12

夏目漱石 満韓ところどころ(上) ¥2,200 ¥2,420 96分 2 2015.11

原民喜 「夏の花」三部作他―原爆文学選(一) ¥2,600 ¥2,860 209分 3 2014.5

北条民雄 「いのちの初夜」「癩院記録」他―ハンセン病に冒された若者の苦悩を描く ¥2,500 ¥2,750 162分 3 2015.6

内村鑑三 後世への最大遺物 ¥2,100 ¥2,310 134分 2 2020.9

内村鑑三 デンマルク国の話 ¥1,500 ¥1,650 35分 1 2021.11

芥川龍之介 芥川龍之介自伝作品―追憶／点鬼簿／本所両国／他 ¥2,600 ¥2,860 234分 3 2014.5

芥川龍之介 芥川龍之介王朝文学選―俊寛／好色／袈裟と盛遠／   第２版 ¥2,400 ¥2,640 133分 2 2013.12

芥川龍之介 「玄鶴山房」「魔術」「片恋」   第２版 ¥2,000 ¥2,200 90分 2 2013.12



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

谷崎潤一郎 陰翳礼讃 ¥2,200 ¥2,420 102分 2 2015.8

谷崎潤一郎 谷崎潤一郎随筆選(一)―客ぎらい/旅のいろいろ/厠のいろいろ ¥2,200 ¥2,420 93分 2 2016.7

谷崎潤一郎 谷崎潤一郎犯罪小説選(一)「途上・私」 ¥2,200 ¥2,420 99分 2 2015.8

谷崎潤一郎 吉野葛 ¥2,100 ¥2,310 135分 2 2020.9

永井荷風 ふらんす物語〈抄〉   ローン河のほとり／巴里のわかれ／他３編 ¥2,400 ¥2,640 95分 2 2013.1

永井荷風 墨東綺譚〈全〉   第２版 ¥2,600 ¥2,860 199分 3 2013.12

永井荷風 つゆのあとさき（上）   昭和初期の風俗小説 ¥2,400 ¥2,640 129分 2 2014.2

永井荷風 つゆのあとさき（下）   昭和初期の風俗小説 ¥2,200 ¥2,420 126分 2 2014.9

永井荷風 日和下駄(上) ¥2,200 ¥2,420 108分 2 2016.9

梅崎春生 桜島 ¥2,100 ¥2,310 149分 3 2017.11

下村海南 終戦秘史〈抄〉   超一級の実録   第１巻 ¥1,800 ¥1,980 78分 1 2014.9

下村海南 終戦秘史〈抄〉   超一級の実録   第２巻 ¥2,400 ¥2,640 110分 2 2014.5

菊池寛 真珠夫人（第１巻） ¥3,000 ¥3,300 306分 5 2014.5

菊池寛 『忠直卿行状記』『蘭学事始』他２編 ¥2,400 ¥2,640 155分 2 2013.12

菊池寛 真田幸村 ¥1,600 ¥1,760 51分 1 2016.9

菊池寛 大阪夏の陣   鳥羽伏見の戦い   桶狭間合戦 ¥2,400 ¥2,640 92分 2 2013.12

菊池寛 犯罪被害者家族の慟哭   『ある抗議書』『若杉裁判長』 ¥2,400 ¥2,640 87分 2 2013.12



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

坂口安吾 「白痴」「いづこへ」「外套と青空」   第２版 ¥2,600 ¥2,860 198分 3 2013.12

坂口安吾 夜長姫と耳男   第２版 ¥2,000 ¥2,200 97分 2 2013.12

坂口安吾 織田信長・家康 ¥2,200 ¥2,420 106分 2 2015.8

坂口安吾 梟雄―斎藤道三の物語 ¥1,750 ¥1,925 59分 1 2015.11

坂口安吾 黒田如水―秀吉側近の智将 ¥1,800 ¥1,980 51分 1 2014.5

坂口安吾 「教祖の文学―小林秀雄論―」他3編 ¥1,500 ¥1,650 79分 1 2015.8

坂口安吾 「肝臓先生」他3編 ¥2,200 ¥2,420 144分 2 2015.8

坂口安吾 安吾・新日本地理(一)―伊勢神宮へ行く／道頓堀罷り通る ¥2,200 ¥2,420 156分 2 2015.11

坂口安吾 安吾・新日本地理(二)―仙台の港／吉野・大和の巻 ¥2,200 ¥2,420 145分 2 2016.9

坂口安吾 安吾・新日本地理(三)―長崎ちゃんぽん   九州の巻 ¥1,700 ¥1,870 82分 2 2020.9

坂口安吾 安吾・新日本地理(四)―秋田犬訪問記   秋田の巻 ¥1,600 ¥1,760 72分 1 2020.9

坂口安吾 安吾・新日本風土記 ¥2,200 ¥2,420 143分 2 2015.9

国木田独歩 他
「鉄道紀行文学を楽しむ 」　 国木田独歩「湯ケ原まで」二葉亭四迷「旅日記
東海道線」他１０編

¥2,400 ¥2,640 149分 2 2013.1

織田作之助 他 大阪文学小品選第１巻ー「木の都」「大阪紀行」「大阪の反逆」他7編 ¥2,800 ¥3,080 261分 4 2013.1

吉田絃二郎 「島の秋」「筑紫の秋」他１１編   第２版 ¥2,400 ¥2,640 175分 3 2013.12

国木田独歩 武蔵野／詩想   武蔵野散策の興趣 ¥1,800 ¥1,980 62分 1 2014.2

堀辰雄 大和路・信濃路   第２版 ¥2,400 ¥2,640 155分 2 2013.12



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

太宰治 花燭 ¥1,800 ¥1,980 73分 1 2021.11

太宰治 太宰治自伝１「思い出」「わが半生を語る」 ¥2,400 ¥2,640 141分 2 2014.2

小泉節子 思い出の記―小泉八雲の思い出 ¥2,400 ¥2,640 101分 2 2013.12

室生犀星 性に目覚める頃―室生犀星自伝小説   １ ¥2,400 ¥2,640 135分 2 2013.9

森鴎外 ヰタ・セクスアリス ¥2,600 ¥2,860 195分 3 2013.12

藤原銀次郎 福澤諭吉先生の言葉 ¥2,400 ¥2,640 157分 2 2013.1

中谷宇吉郎 中谷宇吉郎随筆選第一集「日本のこころ」「原子爆弾雑話」他 ¥2,400 ¥2,640 96分 2 2014.2

鈴木三重吉 他 大正十二年関東大震災―作家たちの体験録８編 ¥2,600 ¥2,860 192分 3 2013.9

田中貢太郎、高山辰
三

関東大震災―「見聞録」「修羅の巷に立つ」 ¥2,600 ¥2,860 166分 3 2013.5

寺田寅彦 「津浪と人間」「地震雑感」「天災と国防」他４編 ¥2,400 ¥2,640 120分 2 2013.12

寺田寅彦 寺田寅彦随筆選第１巻 ¥2,100 ¥2,310 122分 2 2019.6

寺田寅彦 寺田寅彦随筆選第２巻 ¥2,100 ¥2,310 127分 2 2019.6

寺田寅彦 寺田寅彦随筆選第３巻 ¥2,100 ¥2,310 128分 2 2019.6

日本のことわざ１５００   いろはかるた ¥2,400 ¥2,640 132分 2 2013.1

池田亀鑑 源氏物語全あらすじ   『源氏物語入門』より「物語の梗概」 ¥2,400 ¥2,640 95分 2 2014.2

定武禮久（訳） 現代語訳「方丈記〈全〉」「徒然草〈抄〉」 ¥2,000 ¥2,200 61分 1 2013.12

堀辰雄、菊池寛、芥
川龍之介

今昔物語小説選   曠野／女強盗／大力物語／好色 ¥2,400 ¥2,640 116分 2 2013.9



著      者 タ   イ   ト   ル 税別本体 （税込価格） 再生時間 枚数 発行年月

末弘厳太郎
「法学とは何か」「役人学三則」他２編 ―末弘厳太郎法学随筆選（ 第１集）
第２版

¥2,400 ¥2,640 156分 2 2013.12

末弘厳太郎
「嘘の効用」「小知恵に捉われた現代法律学」―末弘厳太郎法学随筆選 （第
２集）   第２版

¥2,400 ¥2,640 123分 2 2013.12

朗読 日本国憲法   (付)戦争終結の詔書他 第二版 ¥1,800 ¥1,980 79分 1 2014.11

朗読刑法〈全〉   資格試験・学習に ¥1,500 ¥1,650 132分 2 2014.5




