
　ことのはオーディオブックス
CD目録

聴くことは、

『読むこと』、『書くこと』、『知ること』

国語力向上の近道です。

楽しみながら聴くオーディオブックは

聞く力だけではなく、読む力や書く力を育み

国語力が底上げされます。

※視覚障害者向け DAISY 規格版ではありません

※本製品はオーディオ CD として作成したオンデマンド CD-R 再生対応機器でご利用いただけます。

2013 年
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新着作品

1 枚組　1,575 円

koton-1672

ももたろう / 金太郎 / 浦島太郎 / 一寸法師 / さるかに合戦 / か
ちかち山 / こぶとりじいさん / つるのおんがえし / かぐや姫

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ 日本定番昔話 1

日本定番昔話 1

1 枚組　1,575 円

koton-1673

三匹のこぶた / 長靴をはいたネコ / 青い鳥 / ハーメルンの笛吹
き / 大きなかぶ / 眠り姫 / パンドラの箱

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ 世界定番童話 1

世界定番童話 1

1 枚組　1,575 円

koton-1674

アラジンと魔法のランプ / 魔法のじゅうたん

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ アラビアン・ナイト 1

1 枚組　1,575 円

koton-1676

王様の耳はロバの耳 / 金のオノと銀のオノ / おしゃれなカラス
/ きつねとツル / ライオンとねずみ / ワシとカラス / 塩を運ぶロ
バ / 鳥とけものとコウモリ / 金のたまごを産むめんどり

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ イソップ

koton-1677

人魚姫 / シンデレラ / 赤ずきんちゃん

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ グリム童話 1

アラビアン・ナイト 1

イソップ グリム童話 1

1 枚組　1,575 円

koton-1675

オズの魔法使い / ガリバー旅行記 / フランダースの犬

朗読：yellow bird project

世界の童話シリーズ 世界定番童話 2

世界定番昔話 2

1 枚組　1,575 円

▶作品に関するお問合せ
作品の詳細や新作のご案内は、ことのは出版へお問い合せください。

ことのは出版ホームページ　http://www.kotonoha.co.jp

ことのは出版 CD 物販部

TEL：045-316-8009　FAX:045-316-8037

URL：Http://www.kotonoha.co.jp

e-mail：cdsale@kotonoha.co.jp

ご購入に関して

本カタログの作品は、ことのはオーディオブックストアでご購入いただけます。

http://www.kotonoha.co.jp/store/
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おすすめ作品

東日本大震災の地を中心に、徒歩とは思えない速度で、江戸から大垣まで歩き、
数々の俳句を残した本作品。
NHK 学園通信教育にも使われた質の高い朗読で、読み上げています。
今、子どもからお年寄りまで幅広く読んで貰いたい作品です。

「月日は百代の過客にして、行かふ年も
又旅人也」ではじまるあまりにも有名な
旅行記の古典、聞くと読むよりわかるの
が不思議です。

今だからこそ見つめなおしてほしい日本の
心を知るシリーズとして揃えました。

海外からも注文の多い作品。ぜひ蔵書に加
えていただきたい作品ばかりです。

・・・この『時をかける少女』というのは、
自分にとってはよく稼いでくれるお嬢さん
みたいなものでしてね（笑）。
これでもう何作目になりますか、その時代
その時代の女子中学生や女子高校生の制服
のアイドルとして訪ねてきてくれる。

・・・２００６年のアニメ化にあたって、筒井
康隆氏が語った言葉です。

幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いが
クールな知性派・“ 江戸のホームズ ” 半
七親分が大活躍！

かつて江戸の岡っ引として、化政期から幕末期に数々の難事件・珍事件にかか
わった半七老人を、明治時代に新聞記者の「わたし」が訪問し、茶飲み話のう
ちに手柄話や失敗談を聞きだすという構成で、旧幕時代の風俗を回顧しながら
探偵小説としての謎解きのおもしろさを追求する趣向の小説。
青空文庫の影響で非常によく読まれている小説です。
新聞小説のため、簡潔、テンポの良い読み上がりになっています。

SF、ジュブナイル、ブラックユーモア、文芸まで幅広い筒井康隆ワールド。
・名作　「時をかける少女」（初稿からすでに 50 年！）
・ジュブナイル　「緑魔の町」
・ブラックユーモア　「日本以外全部沈没」「最後の喫煙者」「問題外科」「平行世界」
・文芸　「文学部唯野教授」

この機会にシリーズで取り揃えてみてはいかがでしょうか。

今、日本人の心が注目されています。
日本の中でも忘れつつある日本の心に注目し、ピックアップしたシリーズです。
古典から外国人による日本の心、日本人による外国向け日本の心、発信などを
まとめてみました・

「奥の細道」「方丈記」「武士道（英文・日本語版）」「茶の本（英文・日本語版）」
「雪女（小泉八雲作品集）（英文・日本語版」「五輪書」

吾輩は猫であるはなんと 21 時間（CD20 枚組）、長編ですが、ゆっくりと余暇
を楽しむには最適な作品です。

初期三部作 『吾輩は猫である』、『坊ちゃん』、『草枕』 
前期三部作　『三四郎』、『それから』、『門』
後期三部作　 『彼岸過迄』、『こころ』 （ 『行人』は未発売）

何年かに分けてでも取り揃えていただければ、きっと何十年と楽しんでもらえ
る永遠の作品です。

耳で聴く本として最適な小説。それが夏目
漱石文学です。
長編でもあり、活字としては少し難しい言
葉や語呂遊び。それらをオーディオブック
で聞けば子どもでも楽しめる（もちろん年
配の方でも）、オーディオブックの特徴が
よく出た作品です。

子どもから大人まで、何度聞いても染み入る宮沢賢治小説

代表作品、「銀河鉄道の夜」「セロ弾きのゴーシュ」「風の又三郎（風野又三郎同
時収録）」「宮沢賢治小話集」を揃えています。

『銀河鉄道の夜』は、著者の生前には未発表であったものです。 したがって、
現在残されている形で発表することは著者の意図するところでなかったであろ
うことを、お断りしておきます。

奥の細道

筒井文学

日本の心を知るシリーズ 夏目漱石三部作シリーズ

宮沢賢治シリーズ

半七捕物帳シリーズ

まとめ買いおすすめ！売れています！

「どなたか、ポーセがほんたうにどうなつた
か、知っているかたはありませんか。・・」
妹トシを喪ったとき賢治が記した一文です。

『銀河鉄道の夜』。このふるい物語がこんなに
もせまってくるのは、源にあったものが、こ
の万人が一生のうちに一度は持つだろう疑問
であったからかもしれません。
そして、このうつくしいものがたりが未完で
終わったのも。
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14 枚組　15,750 円

koton-0004

「他人の妻を愛する権利が君にあるか」――漱石前期三部作
の中核をなし、恋愛の苦悩、人間の本質を描く作品。

著：夏目漱石　朗読：渡部龍朗

それから

12 枚組　15,750 円

koton-0003

田舎の高校を卒業し、東京の大学へ進学するため上京する場
面から始まる三四郎。同輩だの先輩だの若い女だのに接触し
て色々に動いて来る、三四郎にとって新しい世界。･･･ 新聞
連載された夏目漱石、代表作の一つですが、題名は聞いた
ことがあっても作品を読んだ方は案外少ない話かもしれませ
ん。

著：夏目漱石　朗読：渡部龍朗

三四郎

20 枚組　21,000 円

Koton-0002

「吾輩は猫である。名前はまだ無い」 誰もが知っているこの一
節で始まる、夏目漱石の処女作にして一躍有名作家とした長
編小説。日露戦争前後の風俗を背景に、高校の英語教師宅に
飼われる名無しの猫の視点で描き出される人間喜劇と、痛烈
な社会批判。

著：夏目漱石　朗読：田中尋三

吾輩は猫である

6 枚組　12,600 円

koton-0001

子どもの頃から無鉄砲で、曲がったことが大嫌い。松山の中学
に赴任した新任教師、江戸っ子 “ 坊っちゃん ” の痛快無比な物語。
全編で約 5 時間半の大作です。

著：夏目漱石　朗読：相原麻利衣

坊っちゃん

12 枚組　15,750 円

koton-0007

「敬太郎はそれほど験の見えないこの間からの運動と奔走に
少し厭気が注して来た。思う事が引っ懸ったなり居据って動
かなかったり、または引っ懸ろうとして手を出す途端にすぽ
りと外れたりする反間が度重なるに連れて、身体よりも頭の
方がだんだん云う事を聞かなくなって来た。……」

著：夏目漱石　朗読：窪田 涼子

彼岸過迄

10 枚組　12,600 円

koton-0005

夏。鎌倉の浜辺で、書生の「私」は「先生」に出会った……
「彼岸過迄」「行人」に続く漱石後期三部作の最後を飾る長編。

上・中・下の三部構成で、明治後期から大正期にかけての典
型的知識階級、もしくは、漱石いうところの高等遊民の精神
の葛藤を描いていく。

著：夏目漱石　朗読：岩崎聡子

こころ

6 枚組　10,500 円

koton-0006

著：夏目漱石　朗読：渡部龍朗

草枕

「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に
棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は
住みにくい。……」あまりにも有名な一節で始まる、漱石の
ロマンティシズムの極致を示す名篇。漱石ならではのユーモ
アと芸術論を交えた、じわりと面白くなる奥深い名作を、渡
部龍朗が全編朗読！

文学・評論 - 文芸作品

1 枚組　2,100 円

koton-0065

著：川端康成　朗読：榊原忠美

伊豆の踊り子

旧制高校生である主人公が、孤独に悩み、伊豆への一人旅の
途中旅芸人の一座と道連れとなる。一座の一人であった純真
な踊り子へ抱いた想いは、孤児根性でゆがんだ主人公の心を
あたたかくときほぐしてゆく。
醜悪な現実をえぐるものが多い川端作品の中で、珍しく清涼
剤のように爽やかな叙情が漂う美しい青春の譜である。

4 枚組　8,400 円

koton-0143

著：川端康成　朗読：榊原忠美

雪国

” 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白
くなった。”　雪にはじまり、炎におわる、薫りたつような一編。
うつろいゆく愛を描いた、すみずみまで美しくエロティック
なこのノーベル文学賞受賞作を、俳優であり、また「『木を
植えた人』を聴くプロジェクト」等で知られる朗読家である　
榊原忠美が、じっくりとよみあげました。

1 枚組　2,100 円

koton-0025

著：芥川龍之介　朗読：田島令子、後藤敦、榊原忠美

黒沢明監督作品のモチーフともなった、生き延びること
の凄まじさを描いた芥川龍之介の名編を、精巧に作られ
た効果音などを用いたドラマ版と名優、榊原忠美が朗読
したものと同名タイトルの二種類を用意。淡々とした中
に鬼気迫る空気を醸し出し、作品世界を余すところなく
表現します。

羅生門（ドラマバージョン）（朗読バージョン）

1 枚組　2,100 円

koton-0017

著：夏目漱石　朗読：岩崎さとこ

夢十夜

「こんな夢を見た。腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝
た女が、静かな声でもう死にますと云う。女は長い髪を枕に
敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔をその中に横たえている。真
白な頬の底に温かい血の色がほどよく差して、唇の色は無論
赤い。とうてい死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、
もう死にますと判然云った。……」 10 枚組　12,600 円

koton-0517

「三四郎」「それから」に続く漱石前期三部作の最後を飾る長
編。執筆中に胃潰瘍が悪化し、連載終了後に入院したほどの
渾身の作。

著：夏目漱石　朗読：渡部龍朗

門

1 枚組　2,100 円

koton-0149

はじめての雪におおはしゃぎの子ぎつねのために、手袋を
買ってやろうとするお母さんぎつね。でも、いざ町の灯が見
えてくると……。
秋茜による新美南吉の童話シリーズ。
表題作のほか『子どものすきな神さま』『花のき村と盗人たち』

『二ひきの蛙』を収録　

著：新美南吉　朗読：秋茜

手袋を買いに
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1 枚組　2,100 円

koton-0163

おとぎ話本編の後日譚を、ああでもないこうでもないとひね
りながら語り、教訓めいたおとぎ話の意外な側面に嘲笑の視
線を向けるいかにも芥川らしい作品。

著：芥川龍之介　朗読：窪田涼子

猿蟹合戦

1 枚組　2,100 円

koton-0160

死罪を申し付けられた船乗業桂屋太郎兵衛の娘、16 歳のいち
は、願い書を書いて弟妹たちとともに奉行所に父の助命を乞
いに行く。「お上の事には間違はございますまいから」――
官僚でもあった文豪の心の綾を垣間見るような佳編。かつて
は高校の教科書に採録されていました。

著：森鴎外　朗読：中村恵子

最後の一句

1 枚組　2,100 円

koton-0155

秋茜による新美南吉の童話シリーズ。
『デンデンムシノカナシミ』『赤いろうそく』『ごんぎつね』　・・・

の、３作品を収録しました。
あくまでもヒトの視線で
自分の周囲の生活の中から拾い上げた素朴なエピソードを、
脚色したり膨らませたりした、素朴で味わい深い作風です。

著：新美南吉　朗読：秋茜

ごんぎつね

3 枚組　5,250 円

koton-0170

宮澤賢治の世界を追求する朗読家、渡部龍朗が渾身の想いを
こめて読みました。独自の作品解釈と世界観が、朗読世界を
裏打ちし、充実の仕上がりとなっています。
表題作『セロ弾きのゴーシュ』他短編佳作４作を収録。

著：宮沢賢治　朗読：渡部龍

セロ弾きのゴーシュ

4 枚組　5,250 円

koton-0169

まさに決定版ともいえる「風の又三郎」ができあがりました。 
二学期の始業式の日、学校にやってくると教室に見知らぬ赤
毛の男の子がいました。子どもたちはその子を「風の又三郎」
と思い込み、それからおよそ十日間、一緒に山や谷を遊びま
わります。風の又三郎の先駆作品風の精のＳＦ的冒険談であ
る「風野又三郎」も同時収録

著：宮沢賢治　朗読：渡部龍朗

風の又三郎

1 枚組　2,100 円

koton-0167

徳川時代、島流しになる京都の罪人は、高瀬川の川筋を舟で
くだって大阪に送られた。護送する同心にとってそれはうっ
とおしい役回りだった。・・ある夜、高瀬舟に乗せられた罪
人の様子がいつもとは違う。同心の庄兵衛は不思議に思っ
て聞いてみた。すると弟殺しの罪で島に送られる喜助は・・　　
善悪の難しさを感じずにはいられません。 

著：森鴎外　朗読：渡部龍朗

高瀬舟

3 枚組　5,250 円

koton-0168

宮澤賢治の世界を追求する朗読家、渡部龍朗が渾身の想いを
こめて読みました。独自の作品解釈と世界観が、朗読世界を
裏打ちし、充実のしあがりとなっています。
収録作品：「雁の童子」「手紙」「毒もみのすきな署長さん」「ガ
ドルフの百合」「畑のへり」 「シグナルとシグナレス」「よく利
く薬とえらい薬」 

著：宮沢賢治　朗読：渡部龍朗

宮沢賢治小話集

10 枚組　15,750 円

koton-0266

主人公・唯野仁。彼は若年ながら早治大学英米文学科の名物
教授であり、実は隠れて小説を発表している新進作家である。
しかし、その内幕は ! 
総時間 10 時間を超え、プロデューサーも追い込みました！
10 名を超える朗読者で作り上げた筒井文学の快作です。

著：筒井康隆　朗読：守屋玲子、唐沢龍之介　他

文学部唯野教授

3 枚組　6,250 円

koton-0205

「どなたか、ポーセがほんたうにどうなつたか、知っているか
たはありませんか。・・」妹トシを喪ったとき賢治が記した一
文です。このふるい物語がこんなにもせまってくるのは、
源にあったものが、この万人が一生のうちに一度は持つだろ
う疑問であったからかもしれません。
そして、このうつくしいものがたりが未完で終わったのも。

著：宮沢賢治　朗読：渡部龍朗

銀河鉄道の夜

1 枚組　2,100 円

koton-0177

芥川切支丹物の好編。
純粋な娼婦の熱心な崇拝故の美しき誤解―――一人の日本
人作家と、不治の病に冒された中国人の少女娼婦の悲恋を
描いた、トニー・オウ監督により映画化もされた作品。他
に ” 薄明るい憂鬱 ” を描写した ｢保吉もの｣ の短編『お時
儀』を収録いたしました。

著：芥川龍之介　朗読：春日玲

南京の基督

1 枚組　2,100 円

koton-0295

地獄に落ちたカンダタにお釈迦様から救いの細い蜘蛛の糸が
･･････ 教科書でおなじみの方もおられるでしょう表題作「蜘
蛛の糸」ほか、「蜜柑」「鼻」――の、全三編。
人間のエゴイズムを端的にえぐっており、それは小学生でも
理解できるであろう明快さと、大人となったものにも読ませ
る深さがあります。

著：芥川龍之介　朗読：相原麻利衣　他

蜘蛛の糸

3 枚組　2,100 円

koton-0343

ある日、平穏な日をおくる阿Ｑのもとに革命軍がやってきて
無実の罪で拘束され、ひどい目に遭う。そこから阿Ｑに不幸
と不運が次々と……。愚かだが罪のない人間に向けられる、
辛辣ではあるがあくまで人間愛を貫く著者のまなざしは、同
時に革命という大きな社会変動への鋭い批判の視線ともなっ
ている。近代中国文学の巨人、魯迅の代表作。

著：魯迅　朗読：網野隆

阿Ｑ正伝

7 枚組　12,600 円

koton-0357

詩人、歌人、俳人、エッセイスト、小説家、評論家、映画監督、
俳優、作詞家、写真家、劇作家、演出家・・・本業を問われ
ると「僕の職業は寺山修司です」とかえすのが常だった。ひ
とりの男が「生きる実感」を求めてあがいた 軌跡を表現する
ため、７人の朗読家が結集 。カルメンマキ / 唐沢龍之介 / 榊
原忠美 / 窪田涼子 / 春日玲 / 野々宮卯妙 / 守屋玲子

著：寺山修司　朗読：カルメンマキ、唐沢龍之介　他

書を捨てよ、町へ出よう

2 枚組　2,940 円

koton-0010

山椒大夫
著：森鴎外　朗読：相原麻利衣
父の任地へ向かう、頼りなげな母と子二人と女中の一行。行
き暮れ疲れた彼らの隙につけいったのは、恐ろしい人買いた
ちだった。母と引き離され山椒大夫に売り飛ばされた安寿と
厨子王は過酷な毎日を強いられる。いつか父母に会える日が
くることを祈りながら耐える二人だったが……。
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文学・評論 - 古典

4 枚組　3,150 円

koton-0191

ルーズベルト大統領を感激させ､ 日露戦争講和に米が協力
する一因となったという逸話も残す名著。原著が日本語では
なく流麗な英文として発行されました。世界でつうじる言葉

「Bu-shi-do」。それは、この一作によってひろまったといえま
しょう。「自分の道」を考える一助として、気骨を感じる朗読
で、どうぞ。

著：新渡戸稲造　朗読：安納献

武士道　英語版

1 枚組　2,100 円

koton-0009

著：鴨長明　朗読：吉田早斗子
源平の混乱の時代、無常観漂う時代に生きた著者の見た、人
間の愚かさ、そして慰め。現代に通じる深い洞察を、和漢混
淆文の格調高い原文で。　「 行く川のながれは絶えずして、
しかも本の水にあらず。……そのあるじとすみかと、無常を
あらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。……」

方丈記

6 枚組　3,675 円

koton-0192

ルーズベルト大統領を感激させ､ 日露戦争講和に米が協力
する一因となったという逸話も残す名著。原著が日本語では
なく流麗な英文として発行されました。世界でつうじる言葉

「Bu-shi-do」。それは、この一作によってひろまったといえま
しょう。「自分の道」を考える一助として、気骨を感じる朗読
で、どうぞ。

著：新渡戸稲造　朗読：渡部龍朗

武士道　日本語版

10 枚組　6,300 円

koton-0260

ルーズベルト大統領を感激させ､ 日露戦争講和に米が協力
する一因となったという逸話も残す名著。原著が日本語では
なく流麗な英文として発行されました。世界でつうじる言葉

「Bu-shi-do」。それは、この一作によってひろまったといえま
しょう。「自分の道」を考える一助として、気骨を感じる朗読
で、どうぞ。

著：新渡戸稲造　朗読：渡部龍朗、安納献

武士道（和文・英文）

koton-0193

3 枚組　2,100 円

著：岡倉覚三　朗読：Hector Siera
日本人なら一度は読むべき、日本の心「茶の本」（岡倉天心）
がオーディオブックでついに発刊。日本を含むアジアが欧米
から見下されていた前世紀初頭、東洋の意気込みや素晴らし
さを知らしめるために、岡倉覚三（天心）がボストンにおい
て英語で執筆した本で、原文は英語で書かれています。

茶の本　英語版

2 枚組　4,200 円

koton-0231

大日本帝国に帰化したイギリス時代のアイルランド人の紀行
文作家・随筆家・小説家・日本研究家。
ミドルネーム「ラフカディオ」が一般的に名前として知られ
ている。島根県の松江市に在住していたことから、そこの旧
国名（令制国）である出雲国にかかる枕詞の「八雲立つ」に
ちなむとされる。

著：小泉八雲　朗読：田島令子・後藤敦　他

小泉八雲作品集

1 枚組　2,100 円

koton-0360

著：浅田次郎　朗読：榊原忠美
無骨な老鉄道員のもとにおとずれた “ やさしい奇蹟 ”･･ 第
１１７回直木賞受賞し、また映画化され大ヒットもした、心
を揺さぶる物語。涙をさそいがちな胸にせまる小説を、朗読
演出家水城雄と榊原忠美のコンビが渋くよみあげました。文
芸「作品」として命を吹き込まれたオーディオブックです。
その品質を是非とも味わいください。

鉄道員

6 枚組　3,575 円

koton-0391

日本版『桜の園』として、戦後「斜陽族」の流行語も生み出
した太宰治の傑作長編を、若手朗読家の繊細な朗読でオー
ディオブック化

著：太宰治　朗読：澤山雅世

斜陽

1 枚組　2,100 円

koton-0386

隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連
ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃む所頗
る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった」……　格調高
い漢文調の文体が、才能に溢れながら強すぎる自尊心に自滅
していった詩人の苦悩と悲哀を極限まで浮かび上がらせる。
清朝の説話集「唐人説薈」の「人虎伝」を下敷きとした名作

著：中島敦　朗読：網野隆

山月記

3 枚組　6,300 円

koton-0365

この『ふしあわせという名の猫』というアンソロジー小冊子
は、歌手のカルメン・マキさんがご自分のライブで時々、曲
の合間に詩の朗読をしているが、その一編がこの本に収録さ
れている詩だった。読み手、読み方、そして音楽、さまざま
なアプローチでユニークなオーディオブックに仕上がってい
る。

著：寺山修司　朗読：カルメンマキ、唐沢龍之介　他

ふしあわせという名の猫
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茶の本　和文
著：岡倉覚三　朗読：野々宮卯妙
日本人なら一度は読むべき、日本の心「茶の本」（岡倉天心）
がオーディオブックでついに発刊。日本を含むアジアが欧米
から見下されていた前世紀初頭、東洋の意気込みや素晴らし
さを知らしめるために、岡倉覚三（天心）がボストンにおい
て英語で執筆した本で、原文は英語で書かれています。 koton-0194

3 枚組　3,150 円

茶の本 ( 和文・英文 )
著：岡倉覚三　朗読：野々宮卯妙、Hector Siera
日本人なら一度は読むべき、日本の心「茶の本」（岡倉天心）
がオーディオブックでついに発刊。日本を含むアジアが欧米
から見下されていた前世紀初頭、東洋の意気込みや素晴らし
さを知らしめるために、岡倉覚三（天心）がボストンにおい
て英語で執筆した本で、原文は英語で書かれています。 koton-0261

6 枚組　6,300 円

五輪書
著：宮本武蔵　朗読：渡部龍朗

「命がけの実利主義」ともいわれる剣豪・宮本武蔵の兵法。
彼は、人生の最末期、熊本にある洞窟内にこもり命を削るよ
うにして『五輪書』を書かれたと言われています。いわば後
の世にむけての武蔵の遺言の書ともいえるその一書を、今、
まさに脂の乗ってきた朗読家・渡部龍朗が、剣豪と真剣でわ
たりあう気迫で読みあげました。

koton-0288

3 枚組　6,300 円

koton-0963

2 枚組　2,100 円

表題作を著者自ら朗読
１３００年前、稗田阿礼が語り、太安万侶が聞き書きした、
ふることぶみの神がたり
古事記ルネサンス運動を展開する著者、鎌田東二の
神がたり、じっくりお聞きください。

著：鎌田東二　朗読：鎌田東二

超訳　古事記

文学・評論 -
歴史・時代小説

眠狂四郎第一集
著：柴田錬三郎　朗読：後藤敦
時代小説のヒーロー眠狂四郎がオーディオブックで登場で
す。八方破れの無頼者、眠狂四郎が京都を舞台に大活躍しま
す。絶妙のストーリー展開を俳優　後藤敦が好演。最後の最
後まで飽きさせないオーディオブックに仕上がりました。

koton-0037

2 枚組　4,200 円

江戸の怪人たち
著：童門冬二　朗読：根本泰彦
江戸の怪人たち」。鼠小僧次郎吉など江戸時代に活躍した怪
人達にスポットをあてた、非常に面白い「怪人列伝」です。
今回、その１「義人傑人自由人」の章をオーディオブック化
しました。

koton-0066

3 枚組　5,250 円

甲賀忍法帖　第一集
著：山田風太郎　朗読：野々宮卯妙
傑作忍者小説「甲賀忍法帖」がオーディオブックになりまし
た。悲運の恋人たち、常識をはるかに超えた体質と能力から
生まれる奇抜な術、そして無敵を誇ってきた忍者たちの非情
な殺人トーナメント。独創的なアイディアがふんだんに盛り
込まれた忍者小説の傑作です。野々宮卯妙の時代がかった古
めかしい朗読が、おどろおどろしさを漂わせます。

koton-0044

10 枚組　6,300 円

時代を変えた女たち１
著：童門冬二　朗読：武岡淳一、石川悦子
歴史の節目節目に登場した女性にスポットをあてた小説で
す。著者はあとがきの中で「時代を変えた女たち」というタ
イトルの別な意味は、「平和を願った女性たち」と言い換え
ることができるだろう。と述べています。歴史の教科書で記
憶には残っている女性たちを、さらに深く学び、今の時代を
考えるのに最適な作品です。

koton-0069

2 枚組　5,250 円

ものがたり史記
著：陳瞬臣　朗読：津々見沙月
中国の歴史をわかりやすくおさらいしたい、編集者自身の思
い入れもあり尊敬する作家「陳舜臣」の作品を念願のオーディ
オブック化しました。
司馬遷と、陳舜臣、そして、小説よりも奇な逸話にみちた現実、
そのエキスをお楽しみください。

奥の細道
著：松尾芭蕉　朗読：榊原忠美
有名な古典を名古屋地方を中心に活動されているトップクラ
スのナレーター、榊原忠美氏が圧倒する表現力で「おくのほ
そ道」( 奧の細道）を朗読。「夏草や　兵（つはもの）どもが　
夢のあと」「閑さや岩にしみ入蝉の声」「五月雨を　あつめて
早し　最上川」･･･ 松尾芭蕉の俳句、いくつ覚えていますか？　

半七捕物帳　お文の魂
著：岡本綺堂　朗読：渋谷朋子
幼い娘は何に怯えて泣くのか……
理由を知っているはずの嫁は黙して語らず、里に帰りたがる
ばかり。謎の裏に秘められた策謀を、半七親分の鋭い観察眼
が抉り出す……。　
幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七
親分が大活躍！

半七捕物帳　石灯籠
著：岡本綺堂　朗読：伊藤友也
老舗の娘が昨日から戻らない。
ちらりと家に戻ったとみるや再び行方をくらます。
情人の番頭がからんだのか？　それとも……と探るうち母親
が殺された。しかも下手人は行方知れずの娘……？
もつれる謎を十九歳の半七が鮮やかに解く。幕末の江戸を舞
台に、人情にゃ篤いがクールな知性派・半七親分が大活躍！

koton-0079

6 枚組　10,500 円

koton-0142

1 枚組　2,100 円

koton-0242

1 枚組　2,100 円

koton-0243

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　勘平の死
著：岡本綺堂　朗読：藤田かおる
素人芝居「忠臣蔵」の勘平を演じる大店の息子が・・・
本番の真っ最中に殺された！
半狂乱の実の母に頼まれて捜査に乗り出した半七は、自らも
店先で大芝居を打ち、犯人を炙り出す――。
幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七
親分が大活躍！ 

koton-0244

1 枚組　2,100 円
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半七捕物帳　お化け師匠
著：岡本綺堂　朗読：川本知枝
鬼のように養女の若師匠をこきつかい死なせた踊りの師匠、
水木歌女寿が、若師匠の一周忌に蛇に巻き殺された！？若師
匠の呪いだとささやきあう住人たち。だが、半七は……？
幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性派・“ 江
戸のホームズ ” 半七親分が大活躍！ koton-0246

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　湯屋の二階
著：岡本綺堂　朗読：窪田涼子
黒船来航で治安が悪化している江戸の町。
法螺熊こと手先の熊蔵からの知らせを聞いて、湯屋の二階に
連日昼日中からやってくる二人の武士の物騒な密談に事件が
隠されていると睨んだ半七だったが……幕末の江戸を舞台
に、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七親分が大活躍！ koton-0245

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　半鐘の怪
著：岡本綺堂　朗読：大津千絵
町に次々と発生する怪現象。何人もが人とは思われない何者
かに襲われたり、昼日中、着物が屋根の上を舞ったり、誰も
いないのに半鐘が鳴ったり……いつになくオカルトチックな
怪事件にも、半七親分はいつもの冷静な観察眼で、解決の糸
口を見つけ出す――。幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いが
クールな知性派・半七親分が大活躍！

koton-0247

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　奥女中
著：岡本綺堂　朗読：相原麻利衣
拉致されては戻される娘、お蝶の謎。そして現れた堂々たる
奥女中。お蝶を屋敷にもらいうけたいとの談判に隠された事
情とは？そしてその奥女中と対峙した半七親分はどこでその
正体を見抜いたのか？ 　まさに「江戸のホームズ」の面目躍
如、幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性派・
半七親分が大活躍！

半七捕物帳　広重と河獺
著：岡本綺堂　朗読：森川凛
安政五年の正月十七日、旗本屋敷の大屋根の上に横たえられ
ていた幼女の亡骸。いったいどうしてそんな場所に？
一方、何者かに襲われ財布を奪われたと申し立てる男が助
けてくれた夫婦に口止めをした理由とは？幕末の江戸を舞台
に、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七親分が大活躍！

半七捕物帳　猫騒動
著：岡本綺堂　朗読：かりん
手下の熊蔵がもちこんできた猫婆の変死事件。狼狽する孝行
息子、見守る長屋の人々に、化け猫騒ぎもからんできて、話
は意外な方向に……？
幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七
親分が大活躍！

半七捕物帳　弁天娘
著：岡本綺堂　朗読：秋茜
大店のひとり娘で町内でも評判の器量好しなのに、なぜか縁
遠いのは独身だった弁天様の嫉妬だとして「弁天娘」と噂さ
れるおこの。
店の小僧が奇病に罹っての死に際に「おこのさんに殺された」
と言い残したその理由は……？幕末の江戸を舞台に、人情
にゃ篤いがクールな知性派、半七親分が大活躍！

koton-0248

1 枚組　2,100 円

koton-0249

1 枚組　2,100 円

koton-0250

1 枚組　2,100 円

koton-0251

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　三河万歳
著：岡本綺堂　朗読：渡部龍朗
 行き倒れた才蔵の懐には鬼歯をもつ赤ん坊が…江戸のホー
ムズ・半七親分の活躍と江戸の年末風俗が活写された一編を
朗読でどうぞ｡

koton-0253

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　松茸
著：岡本綺堂　朗読：大関雄一
12 月の寒空に半七が不忍池に飛び込むはめになった事件と
は？ “ 江戸のホームズ ” 半七親分の活躍を朗読で楽しもう。

koton-0255

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　お照の父
著：岡本綺堂　朗読：岩村琴美
堅気の父親はなぜ殺されたのか？隠された過去を半七が遡
る！江戸のホームズ、半七親分の活躍を声優・岩村琴美の朗
読で。

koton-0254

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　少年少女の死
著：岡本綺堂　朗読：中川玲
半七親分が語る、理不尽な死に見舞われた子どもたちのふた
つの物語。親分の推理力は、哀れな子どもたちの死の真相と
ともに、犯人たちの悲しいさがと過去をも明らかにしていく
……。 　幕末の江戸を舞台に、人情にゃ篤いがクールな知性
派、半七親分が大活躍！ koton-0256

1 枚組　2,100 円

半七捕物帳　筆屋の娘
著：岡本綺堂　朗読：野々宮卯妙
筆屋の東山堂は看板姉妹が穂先を舐めてそろえてくれる「舐
め筆」で繁盛していたが、その姉娘・おまんが毒死。半七は
妹娘のお年の縁談に目をつけ、常磐津師匠の妹・お粂のつか
んだ手がかりをもとに、犯人を追って上州・妙義山へ……幕
末の江戸で、人情にゃ篤いがクールな知性派、半七親分が大
活躍！

koton-0350

1 枚組　2,100 円

鬼平犯科帳（一）　唖の十蔵
著：池波正太郎　朗読：安原義人
平蔵の人情味と悪を許さぬ不屈の意志をあわせもつ人間性
を、それぞれに味わいのある盗賊たちを、そしてちょいと覗
いてこれそうな江戸の町を、安原義人の朗読で、どうぞ。

koton-0265

1 枚組　2,100 円

くノ一忍法帖
著：山田風太郎　朗読：澤田雅代
貴方はこの一幕たえられるだろうか。目を背けても、血の匂
いは耳から脳髄をふるわせる。―――著者自ら忍法帖の代表
作として推した傑作中の傑作！
歴史上の出来事とくノ一たちの戦いが巧妙に織りあわせれて
いるため、あたかも歴史の裏で実際にあったことのような錯
覚を受ける。

koton-0441

10 枚組　9,450 円
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最後の喫煙者
著：筒井康隆　朗読：安原 義人

「健康ファシズムが暴走し、喫煙者が国家的弾圧を受けるよ
うになっても、おれは吸い続ける。
地上最後のスモーカーとなった小説家の闘い（文庫裏表紙解
説より）」をミッキーロークの吹き替えや数々のアニメで知
られる俳優、安原義人が会心の朗読を披露。 koton-0057

1 枚組　2,100 円

時をかける少女
著：筒井康隆　朗読：ゆかな
人生をリセットしたい、と思ったことは誰しもあるのではな
いでしょうか。しかし、ゲームをリセットして、さっきの方
がよかったかも、と思ったことのある人も多いでしょう。「リ
セットした人生」「リセットしなかった人生」
････ 結局、人がたどれる道は、一筋きりなのです。 koton-0262

3 枚組　5,250 円

平行世界
著：筒井康隆　朗読：安原 義人

「平行世界」がオーディオブックになりました。
「ずっとずっと上の方のおれなんだってさ。

どれくらい上かというと、それはもうずっと上で、だいたい
二百五十か二百六十ぐらい上の人だそうだ・・・」
頭がこんがらがってくる平行世界を「最後の喫煙者」でオー
ディオブック初作品を会心の読みで披露

koton-0148

1 枚組　2,100 円

日本以外全部沈没
著：筒井康隆　朗読：安原 義人
小松左京の長編小説「日本沈没」のパロディとして有名で、
小松左京氏公認のパロディ小説。しかし、中身は日本人の島
国根性の浅ましさを露骨に書いたブラックユーモア小説であ
る小松左京の長編小説『日本沈没』も映画化されたが、この
日本以外全部沈没も 2006 年に映画化された。 koton-0263

1 枚組　3,150 円

文学・評論 -
SF・ホラー・ファンタジー

緑魔の町
著：筒井康隆　朗読：窪田涼子
ヤングアダルトむけ小説とけっして侮ることなかれ！！小さ
いころうなされた「何者かが追いかけてくる」夢の怖さのよ
うな、かわることのない恐怖にみちた一編。
筒井康隆・ジュブナイル作品のエッセンスが集約された作品
です。

夜間飛行
著：長野まゆみ　朗読：矢澤亜希子
二人の少年、ミシエルとプラチナ、夏至と冬至の３日前にし
か開かない零番窓口、そこでスペシャルな雷卵石を見せると
行くことができる、ハルシオン旅行社のショート・トリップ。

koton-0267

3 枚組　6.300 円

koton-0270

3 枚組　5,250 円

問題外科
著：筒井康隆　朗読：窪田涼子

「問題外科」をオーディオブック化。傑作集の中でも究極の
エロ・グロ・ナンセンス度が高いこの作品。　夏目漱石「彼
岸過迄」で知られる美人ナレーター窪田涼子がこの問題外科
を非常にうまく読んでいます。

koton-0518

1 枚組　2,100 円

文学・評論 -
ミステリー・サスペンス

黒猫
著：E.A. ポー　朗読：黒木仁
エドガー・アラン・ポーといえば江戸川乱歩がペンネームの
由来にしたというほど、推理小説の祖とされていますが、今
回の作品「黒猫」は同じミステリーのジャンルでも日本語に
すれば怪奇小説に分類されます。怪奇小説といっても妖怪や
幽霊が出てくるホラーなどではなく、自分の内面が壊れてい
く様を淡々と独白調で書かれた作品です。

koton-0187

1 枚組　2,100 円

浸透記憶
著：水城雄　朗読：坂野亜沙美
携帯公式サイト「どこでも読書」で配信され、数ある人気作・
有名作家の作品をおさえコースランキング１位を独走し続け
た SF サスペンス小説

koton-0297

11 枚組　8,400 円

文学・評論 -
エッセー・随筆

どくとるマンボウ航海記
著：北杜夫　朗読：相原 麻理衣
マンボウ先生の、世界漫遊５ヶ月間の珍道中。航海中の生活、
アジア、アフリカ、ヨーロッパの寄港地で出くわす事件や珍
事、人々との珍妙なやりとり。思わずふきだすエピソードや、
豊かな教養に裏打ちされた卓抜な文明批評が、マンボウ先生
独特の変な造語やユーモアたっぷりの文章で、縦横無尽に描
き出されます。

どくとるマンボウ回想記
著：北杜夫　朗読：網野隆
本書は、日本経済新聞に『私の履歴書』として連載されたも
のに加筆修正したものである。文学への目覚め、執筆開始、
躁とウツ、父と母妻と娘、先輩や友人、歳晩に思うこと・・・
大河ドラマの総集編を見るような趣のある一冊である。

koton-0064

6 枚組分　10,500 円

koton-0269

4 枚組　10,500 円
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本のお口よごしですが（１）
著：出久根達郎　朗読：金田賢一
ときにほろ苦く、ときに笑いを誘われる、人生のあたたかな
挿話の数々。講談社エッセイ賞を受賞した随筆集です。洒脱
な文章、多岐にわたる博学ぶり、珍妙なお客さん、古本屋さ
んになりたくなる一書。
ちなみに、筆者が物書きとなったきっかけは、古書目録に載
せた文章だったそうです。

ボクは坊さん
著：白川密成　朗読：白川密成
２４歳、突然、住職になった。
ミッセイさんが感じた「坊さんという仕事」「悩む坊さん」

「これからの宗教を考える」「生と死 」を構えることなく話し
ています。
まず気軽に聞いてみて欲しい作品です。koton-0264

2 枚組　4,200 円

koton-0999

6 枚組　2,750 円

文学・評論 -
セルフコントロール・

マーケティング

お掃除デトックス　心がスッキリする 50 の魔法

著：中谷彰宏　朗読：白井香菜子
人生論や恋愛論、ビジネス書や面接の達人まで、幅広い著書
を世に送り出している著者が、
１．部屋がなかなか片付かない人
２．心をスッキリ掃除したい人
３．幸運を呼び込みたい人
この 3 人の人のために書いた心のデトックス。

koton-0327

2 枚組　4,200 円

マネするマーケティング
著：岡本史朗　朗読：徳弘 夏生
マーケティングコンサルタント・税理士でもあり多数の著書
を出している岡本吏郎先生による攻めマーケティング本。チ
ラシ 1 枚で真夏に「除雪機」を売ってしまう非常識な発想
や新しい市場にゲリラ戦略で殴り込みをかけるなどのバトル
チックな発想から常識的な手堅いマーケティングまで多くの
実績を上げている。

koton-0332

4 枚組　8,400 円

捨てるお客を上手に選ぶ
著：森瀬教文　朗読：
30 代でリタイヤする営業術を伝授する本です。
その要旨は題名通り、『捨てる客』を上手に選ぶということ。
多くの顧客を広く浅く、そして長期にお世話する。
これまでの営業から、少数の顧客を狭く深く、そして短期間
に集中する営業です。多数でなく少数、分散でなく集中、長
期でなく短期です。投資と共通点が見受けられます。

koton-0330

5 枚組　6,300 円

本願寺朗読法話集 第一集
著：本願寺出版社　朗読：渡部龍朗
京都の本願寺出版局刊行の法話集をオーディオブック化。精
神的安定を得るために。知的満足を得るために。基礎教養を
得るために。

koton-0395

3 枚組　3,150 円

ブログ道
著：久米信行　朗読：蓮井梨花
一億総ブロガー時代。
パソコン通信の時代からメールを活用してきた久米繊維工業 
社長 久米 信行さんのメール本に続く第 2 弾。１対 1 の通信
が前提の「メール」に比べ、不特定多数の相手が対象の「ブ
ログ」ではより高度な「作法」が要求されます。現在も精力
的にブログ活用されている久米さんの指南書です。

メール道
著：久米信行　朗読：蓮井梨花
パソコン通信の時代からメールを活用してきた久米繊維工業 
社長 久米 信行さんのメール本。
しかし単なる技術・テクニックの書ではなく、自身が発信し
てきたおびただしいメールの中から育まれたコミュニケー
ションの「道」が書かれた作品です。koton-0361

6 枚組　10,500 円

koton-0362

5 枚組　10,500 円

文学・評論 -
IT（情報技術）



■御推薦図書募集中

図書館司書様からのオーディオブック化希望作品募集中でジャン

ルを問わず、オーディオブックのニーズがありそうご推薦いただ

いた書籍は、ことのは出版ミリオンアワーア著者・出版社許諾の

とれたものをオーディオブック化していきます。

1,000,000

プロジェクト趣旨

書店や図書館と同じように
「選べる」楽しみを目指して

◆目指すべきもの

日本語の美しさを追求し、できるだけ読者が自分なりの解釈をできる、

華美過剰な表現手法を避け、単純だが品質の高い作品を制作していく。

◆作られたもの

良い朗読物は一度作られれば時を超えて、何十年も利用され、文化遺産

的な価値を持つ。そのような作品を多種多彩なジャンルの作品で揃える

ことを目指す。

◆ニーズ

日本語が変わりつつあるなかそれぞれの時代の良い作品は老若男女すべ

ての人にニーズがある。少子高齢化社会のなかで読書を求めつつも老眼

などの要因で読書困難な方の読書補助に役立つことを目指す。また幼少

期に日本語の美しいテンポの音を聴かせることで国語知育の発展にも寄

与することを目指す。



販売元：ことのは出版株式会社
〒 221-0842 神奈川県横浜市神奈川区泉町 17-1　第一泉ビル　TEL045-316-8009 　FAX045-316-8037
http://www.kotonoha.co.jp　mail：cdsale@kotonoha.co.jp

●日本の心を知るシリーズ

おすすめオーディオブック

●昭和・明治の文豪大作を聴く
夏目漱石　初期三部作　「吾輩は猫である」「坊っちゃん」「草枕」

　　　　　前期三部作　「三四郎」「それから」「門」

これら作品で CD 約 80 枚、「彼岸過迄」「こころ」を合わせると約 100 枚の CD に上ります。

ゆっくりと格調の高い名作を楽しむことができます。

東日本大震災の地を中心に、徒歩とは思えない速度で

江戸から大垣まで歩き、数々の俳句を残した本作品。

時代が変わっても芭蕉の読んだ各地は変わらない光を

放っています。

ピックアップ 奥の細道


