
島根県立図書館　 カセッ ト テープ一覧 平成28年2月

請求記号 タイトル 原作著者・講演者等 発行年 資料コード

041/ｱ93/ 小説を生む発想－『 箱男』 について 安部公房講演 安部公房／述 1993 913730850

041/ｲ98/ ｢孔子｣を語る 井上靖／述 1998 913729617

041/ｳ87/ 日本人の宗教 梅原猛／述 1987 913731007

041/ｳ90/ 森の文明と 日本－現代に生き る 縄文文化－ 梅原猛／述 1999 913730995

041/ｴ94/ 『 漱石と その時代』 を語る 　 江藤淳講演 江藤淳／述 1994 913730823

041/ｴ97/ 遠藤周作講演 遠藤周作／述 1997 913734448

041/ｵ92/ ほんと う に知的な生き 方 大江健三郎／述 1992 913730073

041/ｵ94/ 私の最後の小説、 『 燃えあがる 緑の木』 大江健三郎／述 1994 913730064

041/ｵ95/ 井伏さ んの祈り 、 私の祈り 　 大江健三郎講演 大江健三郎／述 1995 913730977

041/ｶ89/ 新し い親子のあり 方について 河合隼雄／述 1989 913729662

041/ｶ98/ 経験・ 言葉・ 虚構　 地球を歩く 開高健／述 1998 913731061

041/ｺ/1 歴史と し ての二十世紀　 高坂正尭講演 第１ 集 高坂正尭／述 1996 913730780

041/ｺ/1 小林秀雄講演　 １ 小林秀雄／述 1985 913730879

041/ｺ/2 小林秀雄講演　 ２ 小林秀雄／述 1985 913730860

041/ｺ/3 小林秀雄講演　 ３ 小林秀雄／述 1986 913731016

041/ｻ98/ 『 深夜特急』 に乗って 沢木耕太郎／述 1998 913729653

041/ｼ/1 司馬遼太郎が語る 　 第１ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913729680

041/ｼ/2 司馬遼太郎が語る 　 第２ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913730055

041/ｼ/3 司馬遼太郎が語る 　 第３ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913730046

041/ｼ/4 司馬遼太郎が語る 　 第４ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913729985

041/ｼ/5 司馬遼太郎が語る 　 第５ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913729994

041/ｼ/6 司馬遼太郎が語る 　 第６ 集 司馬遼太郎／講演 1996 913729690

041/ｼ/8 司馬遼太郎が語る 　 第８ 集 司馬遼太郎／講演 1998 913729976

041/ｽ88/ 鈴木大拙講演  禅と 科学 鈴木大拙／講演 1988 913734466

041/ｽ89/ 鈴木大拙講演  最も 東洋的なる も の 鈴木大拙／講演 1989 913734457

041/ｽ92/ 九十歳の人間宣言 住井すゑ／述 1992 913730799

041/ｽ93/ 私はなぜ『 橋のない川』 を書き 続ける か 住井すゑ／述 1993 913731052

041/ﾂ90/ 誰にも わかる ハイ デガー 筒井康隆／述 1990 913730814

041/ﾅ91/ ブッ ダの言葉－中村元・ 講演－ 中村元／述 1991 913730841

041/ﾌ/1 福田恒存講演　 第一集 福田恒在／講演 1996 914110635

041/ﾌ/2 福田恒存講演　 第ニ集 福田恒在／講演 1996 913734493

041/ﾌ/3 福田恒存講演　 第三集 福田恒在／講演 1996 913734484

041/ﾐ88/ 学生と の対話 三島由紀夫／述 1988 913730832

041/ﾐ98/ 三島由紀夫最後の言葉 三島由紀夫／述 1998 913730734

041/ﾑ91/ 言葉が恐い 向田邦子／述 1991 913729644

041/ﾔ/1-1-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第１ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929597

041/ﾔ/1-1-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第１ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929588

041/ﾔ/1-1-3 安岡正篤講話選集　 第１ 期第１ 集３ 安岡正篤／述 1992 914929579

041/ﾔ/1-2-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第２ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929560

041/ﾔ/1-2-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第２ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929550

041/ﾔ/1-3-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第３ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929541

041/ﾔ/1-3-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第３ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929532

041/ﾔ/1-4-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第４ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929523

041/ﾔ/1-4-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第４ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929514

041/ﾔ/1-5-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第５ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929111

041/ﾔ/1-5-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第５ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929102

041/ﾔ/1-6-1 安岡正篤講話選集　 第１ 期第６ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929096

041/ﾔ/1-6-2 安岡正篤講話選集　 第１ 期第６ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929087

041/ﾔ/1-7 安岡正篤講話選集　 第１ 期第７ 集 安岡正篤／述 1992 914929078

041/ﾔ/2-1-1 安岡正篤講話選集　 第２ 期第１ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929069

041/ﾔ/2-1-2 安岡正篤講話選集　 第２ 期第１ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929050

041/ﾔ/2-1-3 安岡正篤講話選集　 第２ 期第１ 集３ 安岡正篤／述 1992 914929040

041/ﾔ/2-2-1 安岡正篤講話選集　 第２ 期第２ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929031

041/ﾔ/2-2-2 安岡正篤講話選集　 第２ 期第２ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929022

　【講演集】
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041/ﾔ/2-3-1 安岡正篤講話選集　 第２ 期第３ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929229

041/ﾔ/2-3-2 安岡正篤講話選集　 第２ 期第３ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929210

041/ﾔ/2-3-3 安岡正篤講話選集　 第２ 期第３ 集３ 安岡正篤／述 1992 914929200

041/ﾔ/2-3-4 安岡正篤講話選集　 第２ 期第３ 集４ 安岡正篤／述 1992 914929194

041/ﾔ/2-3-5 安岡正篤講話選集　 第２ 期第３ 集５ 安岡正篤／述 1992 914929185

041/ﾔ/2-4-1 安岡正篤講話選集　 第２ 期第４ 集１ 安岡正篤／述 1992 914929176

041/ﾔ/2-4-2 安岡正篤講話選集　 第２ 期第４ 集２ 安岡正篤／述 1992 914929158

041/ﾔ/2-4-3 安岡正篤講話選集　 第２ 期第４ 集３ 安岡正篤／述 1992 914929149

041/ﾔ/2-4-4 安岡正篤講話選集　 第２ 期第４ 集４ 安岡正篤／述 1993 914929130

041/ﾔ/2-4-5 安岡正篤講話選集　 第２ 期第４ 集５ 安岡正篤／述 1993 914929120

041/ﾔ/3-1-1 安岡正篤講話選集　 第３ 期第１ 集１ 安岡正篤／述 1993 914929327

041/ﾔ/3-1-2 安岡正篤講話選集　 第３ 期第１ 集２ 安岡正篤／述 1993 914929336

041/ﾔ/3-2-1 安岡正篤講話選集　 第３ 期第２ 集１ 安岡正篤／述 1993 914929345

041/ﾔ/3-4 安岡正篤講話選集　 第３ 期第４ 集 安岡正篤／述 1993 914929354

041/ﾔ/3-5-1 安岡正篤講話選集　 第３ 期第５ 集１ 安岡正篤／述 1993 914929363

041/ﾔ/3-5-2 安岡正篤講話選集　 第３ 期第５ 集２ 安岡正篤／述 1993 914929372

041/ﾔ/4-2-1 安岡正篤講話選集　 第４ 期第２ 集１ 安岡正篤／述 1993 914929381

041/ﾔ/4-2-2 安岡正篤講話選集　 第４ 期第２ 集２ 安岡正篤／述 1993 914929390

041/ﾔ/4-2-3 安岡正篤講話選集　 第４ 期第２ 集３ 安岡正篤／述 1993 914929407

041/ﾖ89/ 映画こ そわが命 淀川長治／述 1989 913730743

188. 7/ｼ98/ 歎異抄 金内吉男／朗読 1998 913684346

210. 7/ﾋ/1 被爆を語る 　 １ 〔 伊藤明彦〕 1989 911126373

210. 7/ﾋ/2 被爆を語る 　 ２ 〔 伊藤明彦〕 1995 911126382

210. 7/ﾋ/3 被爆を語る 　 ３ 〔 伊藤明彦〕 1996 911126391

210. 7/ﾋ/4 被爆を語る 　 ４ 〔 伊藤明彦〕 1997 911126408

210. 7/ﾋ/5 被爆を語る 　 ５ 〔 伊藤明彦〕 1998 911126417

210. 7/ﾋ/6 被爆を語る 　 ６ 〔 伊藤明彦〕 1999 911126426

210. 7/ﾋ/7 被爆を語る 　 ７ 〔 伊藤明彦〕 2000 911126435

210. 7/ﾋ/8 被爆を語る 　 ８ 〔 伊藤明彦〕 2001 911126444

210. 7/ﾋ/9 被爆を語る 　 ９ 〔 伊藤明彦〕 2002 911126453

210. 7/ﾋ/10 被爆を語る 　 １ ０ 〔 伊藤明彦〕 1990 911126462

210. 7/ﾋ/11 被爆を語る 　 １ １ 〔 伊藤明彦〕 1991 911126471

210. 7/ﾋ/12 被爆を語る 　 １ ２ 〔 伊藤明彦〕 1992 911126480

210. 7/ﾋ/13 被爆を語る 　 １ ３ 〔 伊藤明彦〕 1993 911126490

210. 7/ﾋ/14 被爆を語る 　 １ ４ 〔 伊藤明彦〕 1994 911126506

304/ﾌ/2 船井幸雄のカセッ ト 情報限定版　 ２ 船井幸雄／著 199- 913336790

314. 8/ﾚ9-/ 連座制についてのお知ら せ　 カセッ ト テープ 自治省 不明 913237818

606. 9/ﾖ89/ 横浜博覧会Ｙ Ｅ Ｓ ’ ８ ９ ご案内 横浜市戸塚図書館／製作1989 911161158

764/ｱ--/ アンダルシアのロ マンス 青山忠／〔 ほか〕 作 不明 912225812

773/ﾐ/1 近代能楽集　 （ 一） 三島由紀夫／著 1991 913730903

773/ﾐ/2 近代能楽集　 （ ニ） 三島由紀夫／著 1991 913730510

775/ｴ96/ 島田正吾ひと り 芝居　 白野弁十郎 エド モン・ ロ ス タ ン／原作1996 913730707

775/ｼ93/ ハムレ ッ ト シェ イ ク ス ピ ア／作 1993 913734617

775/ｼ94/ アマデウ ス ピ ータ ー・ シェ フ ァ ー／原作1994 913730494

779. 1/ｻ/1 塩原多助一代記　 （ 一） 三遊亭円朝／作 1993 913730636

779. 1/ｻ/1-2 御家安と その妹　 （ 一） （ 二） 三遊亭円朝／作 1997 913734439

779. 1/ｻ/1-2 緑林門松竹　 （ 一） （ ニ） 三遊亭円朝／作 1995 913734410

779. 1/ｻ/1-2 名人長二　 （ 一） （ 二） 三遊亭円朝／作 1994 913731150

　【哲学】哲学、心理学、宗教等

　【歴史】各国史、伝記、地理等

　【社会科学】政治、国際関係、労働、教育、民族・民俗、国防等

　【産業】農業、園芸、畜産業、水産業、交通

　【芸術】美術、世界遺産、工芸、音楽、演劇、落語等
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779. 1/ｻ/2 塩原多助一代記　 （ ニ） 三遊亭円朝／作 1993 913730618

779. 1/ｻ/3-4 御家安と その妹　 （ 三） （ 四） 三遊亭円朝／作 1997 913734420

779. 1/ｻ/3-4 名人長二　 （ 三） （ 四） 三遊亭円朝／作 1994 913730645

779. 1/ｻ/3-4 緑林門松竹　 （ 三） （ 四） 三遊亭円朝／作 1996 913734395

779. 1/ｻ/5 名人長二（ 五） 　 芝浜 三遊亭円朝／作 1994 913730627

779. 1/ｻ/5-6 緑林門松竹　 （ 五） （ 六） 三遊亭円朝／作 1996 913734401

779. 1/ｻ89/ 牡丹灯篭 三遊亭円朝／作 1989 913729706

779. 1/ｻ90/ 真景累ケ淵 三遊亭円朝／作 1990 913729715

779. 1/ｻ92/ 安中草三牢破り 三遊亭円朝／作 1992 913730609

779. 1/ｻ92/ 江島屋騒動　 （ ニ） 三遊亭円朝／作 1992 913731114

779. 1/ｻ94/ 札所の霊験　 鰍沢 三遊亭円朝／作 1994 913731025

779. 1/ｻ95/ 業平文治 三遊亭円朝／作 1995 913731099

779. 1/ｻ95/ 粟田口 三遊亭円朝／作 1995 913730663

779. 1/ｻ96/ 心中時雨傘 三遊亭円朝／作 1996 913731034

779. 1/ｻ96/ 怪談阿三の森 三遊亭円朝／作 1996 913730592

779. 1/ｼ/2 小朝の｢ジョ ーク は世界を救う 　 Ｐ ａ ｒ ｔ 　 ２ 春風亭小朝／語り 1997 913731080

779. 1/ｼ88/ 小朝の｢ジョ ーク は世界を救う ｣　 男と 女編 春風亭小朝／語り 1988 913731070

900/ｾ/13 せかいのおはなし 　 [ 別巻] 1995 914687182

911. 1/ｲ91/ 悲し き 玩具 石川啄木／著 1991 913730761

911. 1/ｻ88/ 北杜夫選･斎藤茂吉秀歌 斎藤茂吉／著 1988 913730485

911. 5/ｷ89/ 北原白秋詩集 北原白秋／著 1989 913730529

911. 5/ｻ89/ ぼく の愛読詩集 さ だま さ し ／編・ 朗読1989 914292396

911. 5/ｼ89/ 藤村青春詩集 島崎藤村／著 1989 913730672

911. 5/ﾀ88/ 『 智恵子抄』 よ り 高村光太郎／著 1988 913730000

911. 5/ﾀ90/ 高村光太郎詩集 高村光太郎／著 1990 913730752

911. 6/ｲ88/ 『 一握の砂』 よ り 石川啄木／著 1988 913729724

911. 6/ﾖ88/ みだれ髪 与謝野晶子／著 1988 913729804

912. 7/ｲ95/ 最後の忠臣蔵 池宮彰一郞／原作 1995 913731123

912. 7/ｳ93/ 梨の花 宇野重吉／著 1993 913730968

912. 7/ﾐ94/ ひと り がたり 　 はなれ瞽女おり ん 水上勉／原作 1994 913730690

913/ﾂ/1 日本むかし ばなし 集　 １ 坪田譲治／著 1988 913684239

913/ﾂ/2 日本むかし ばなし 集　 ２ 坪田譲治／著 1988 913684220

913. 3/ｲ90/ 伊勢物語 大庭みな子／解説 1990 913682726

913. 3/ﾀ97/ 竹取物語 俵万智／解説 1997 913682744

914. 3/ｾ/1 枕草子　 １ 田辺聖子／解説 1996 913681308

914. 3/ｾ/2 枕草子　 ２ 田辺聖子／解説 1996 913684355

914. 3/ｾ/3 枕草子　 ３ 田辺聖子／解説 1996 913684364

914. 3/ｾ/4 枕草子　 ４ 田辺聖子／解説 1996 913684319

914. 3/ｾ/5 枕草子　 ５ 田辺聖子／解説 1996 913684328

914. 4/ｶ89/ 方丈記 堀田善衛／解説 1989 914292190

914. 4/ﾖ89/ 徒然草 水上勉／解説 1989 914291639

915. 5/ﾏ89/ おく のほそ道 竹西寛子／解説 1989 913684382

921. 4/ﾄ91/ 唐詩を読む 1991 913729958

921. 4/ﾄ/2 唐詩を読む　 二 1993 913730037

932/S00/ Ｔ ｈ ｅ 　 ｏ ｄ ｄ 　 ｃ ｏ ｕ ｐ ｌ ｅ 　 おかし な二人 サイ モン・ ニール／原作2000 915325508

941/ﾍ88/ ヘッ セ詩集 ヘルマン・ ヘツセ／著1988 913682520

F/ｱ87/ 芋粥・ 羅生門 芥川竜之介／著 1987 913684257

F/ｱ87/ 好色　 薮の中 芥川竜之介／著 1987 913731203

F/ｱ88/ Ｒ ６ ２ 号の発明－ド ラ マタ イ ズ－ 安部公房／述 1988 914292304

F/ｱ88/ 杜子春　 蜘蛛の糸 芥川竜之介／著 1988 913731197

F/ｱ89/ 鼻・ 魔術 芥川竜之介／著 1989 914292430

F/ｱ89/ 或阿呆の一生 芥川竜之介／著 1989 913731212

F/ｱ92/ 小さ き 者へ　 一房の葡萄 有島武郎／著 1992 913731132

　【文学】詩歌、古典等

　【文学】物語、エッセイ
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請求記号 タイトル 原作著者・講演者等 発行年 資料コード

F/ｱ94/ 河童 芥川竜之介／著 1994 913731160

F/ｱ94/ 生れ生づる 悩み 有島武郎／著 1994 913683554

F/ｱ95/ 地獄変　 六つの宮の姫君 芥川竜之介／著 1995 913731188

F/ｱ96/ 戯作三昧 芥川竜之介／著 1996 913731221

F/ｲ/1 ついの栖　 カセッ ト テープ　 №１ 今村実／〔 著〕 1997 913368711

F/ｲ/2 ついの栖　 カセッ ト テープ　 №２ 今村実／〔 著〕 1997 913368702

F/ｲ/1 新堀川波鼓　 カセッ ト テープ　 №１ 今村実／〔 著〕 1996 913368696

F/ｲ/2 新堀川波鼓　 カセッ ト テープ　 №２ 今村実／〔 著〕 1996 913368687

F/ｲ82/S-1 辰の字のある 木地師　 カセッ ト 　 №１ 今村実／〔 著〕 1982 913336271

F/ｲ82/S-2 辰の字のある 木地師　 カセッ ト 　 №２ 今村実／〔 著〕 1982 913336280

F/ｲ82/S-3 辰の字のある 木地師　 カセッ ト 　 №３ 今村実／〔 著〕 1982 913336290

F/ｲ87/ 夜ふけと 梅の花　 おふく ろ 井伏鱒二／著 1987 913734528

F/ｲ87/ 山椒魚・ 屋根の上のサワ ン 井伏鱒二／著 1987 913682566

F/ｲ87/ 新釈遠野物語 井上ひさ し ／著 1987 914292000

F/ｲ92/ 不忠臣蔵 井上ひさ し ／著 1992 913682682

F/ｲ88/ 恋文　 上意討ち 池波正太郎／著 1988 914291700

F/ｳ91/ 特別阿房列車 内田百閒／著 1991 913734519

F/ｴ97/ 人でなし の恋　 芋虫 江戸川乱歩／著 1997 913734662

F/ｴ97/ Ｄ 坂の殺人事件 江戸川乱歩／著 1997 913734671

F/ｴ97/ 人間椅子　 押絵と 旅する 男 江戸川乱歩／著 1997 913684293

F/ｴ97/ 屋根裏の散歩者 江戸川乱歩／著 1997 913684210

F/ｶ87/ 玉、 砕ける 　 怪物と 爪楊枝 開高健／著 1987 914291989

F/ｶ88/ 檸檬・ ある 崖上の感情 梶井基次郎／著 1990 914291693

F/ｶ88/ 伊豆の踊り 子 川端康成／著 1988 913684275

F/ｸ88/ 大人のための残酷物語 倉橋由美子／著 1988 914292091

F/ｼ88/ 小僧の神様・ 城の崎にて 志賀直哉／著 1988 913682673

F/ﾀﾞ 87/ ヴィ ヨ ンの妻 太宰治／著 1987 913682557

F/ﾀﾞ 87/ 佐渡・ ト カト ント ン 太宰治／著 1987 913730940

F/ﾀﾞ 88/ 走れメ ロ ス ・ 駆込み訴え 太宰治／著 1988 913729887

F/ﾀ88/ 春琴抄 谷崎潤一郎／著 1988 914292180

F/ﾀ92/ 刺青　 秘密 谷崎潤一郎／著 1992 913730930

F/ﾂ87/ ショ ート ショ ート ・ フ ェ ス ティ バル 筒井康隆／著 1987 914292126

F/ﾂ87/ 昔はよ かったなあ・ 顔面崩壊 筒井康隆／著・ 朗読 1987 914291933

F/ﾂ88/ 歓待　 最初の混線　 横車の大八　 超能力 筒井康隆／著・ 朗読 1988 914292369

F/ﾅ88/ 山月記・ 名人伝・ 牛人 中島敦／著 1988 913729911

F/ﾅ93/ 李陵 中島敦／著 1993 913682664

F/ﾅ94/ 弟子 中島敦／著 1994 913730716

F/ﾅ/1 坊っちゃん　 上巻 夏目漱石／著 1994 913729733

F/ﾅ/1 草枕　 上巻 夏目漱石／著 1995 913684300

F/ﾅ/2 坊っちゃん　 下巻 夏目漱石／著 1994 913729760

F/ﾅ/2 草枕　 下巻 夏目漱石／著 1995 913684337

F/ﾅ91/ 夢十夜 夏目漱石／著 1991 913730725

F/ﾉ88/ 火垂る の墓（ ほたる のはか） 野坂昭如／著 1988 914291755

F/ﾊ88/ 燕の駅（ 『 子ど も の隣り 』 よ り ） 灰谷健次郎／著 1988 914292117

F/ﾋ/3 一葉名作選　 その三 樋口一葉／著 1997 913729920

F/ﾋ90/ にごり え･たけく ら べ 樋口一葉／著 1990 913682548

F/ﾏ88/ 家紋　 （ 『 死の枝』 よ り ） 松本清張／著 1988 914291719

F/ﾏ98/ 愛犬･足袋 松本清張／著 1998 914292298

F/ﾐ88/ 忍ぶ川 三浦哲郎／著 1988 914292251

F/ﾐ97/ サーカス ・ 旅の絵本・ 大臣 三島由紀夫／著 1997 913729902

F/ﾐ87/ セロ 弾き のゴーシュ ・ よ だかの星 宮沢賢治／著 1987 914292260

F/ﾐ87/ カイ ロ 団長・ なめと こ 山の熊 宮沢賢治／著 1987 914292224

F/ﾐ88/ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／著 1988 914292215

F/ﾐ88/ ど んぐ り と 山猫・ 注文の多い料理店 宮沢賢治／著 1988 914292055

F/ﾐ89/ 風の又三郎 宮沢賢治／著 1989 914292411

F/ﾐ97/ グス コ ーブド リ の伝記 宮沢賢治／著 1997 913730912
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請求記号 タイトル 原作著者・講演者等 発行年 資料コード

F/ﾐ97/ 双子の星　 オツベルと 象　 やま なし 宮沢賢治／著 1997 913734546

F/ﾐ97/ 雪渡り 　 ひのき と ひなげし 　 土神と き つね 宮沢賢治／著 1997 913730959

F/ﾐ98/ 北守将軍と 三人兄弟の医者　 雁の童子 宮沢賢治／著 1998 913734555

F/ﾐ98/ 鹿踊り のはじ ま り 　 虔十公園林 宮沢賢治／著 1998 913729896

F/ﾑ87/ だら だら 坂　 大根の月 向田邦子／著 1987 914292331

F/ﾑ87/ 花の名前・ かわう そ 向田邦子／著 1987 914292082

F/ﾑ87/ 鮒・ 嘘つき 卵 向田邦子／著 1987 914292073

F/ﾓ88/ 高瀬舟・ 寒山拾得 森鴎外／著 1988 914292233

F/ﾓ89/ 舞姫 森鴎外／著 1989 913682539

F/ﾓ90/ 山椒大夫 森鴎外／著 1990 913684284

F/ﾓ95/ 阿部一族　 じ いさ んばあさ ん 森鴎外／著 1995 913730681

F/ﾔ87/ 雨あがる 山本周五郎／著 1987 914292289

F/ﾔ87/ 落葉の隣り 山本周五郎／著 1987 913734591

F/ﾔ87/ 葦は見ていた 山本周五郎／著 1987 914291960

F/ﾔ88/ 将監さ ま の細みち 山本周五郎／著 1988 914291764

F/ﾔ95/ ちゃん 山本周五郎／著 1995 913730547

F/ﾔ95/ 裏の木戸はあいている 山本周五郎／著 1995 913730538

F/ﾔ95/ 武家草鞋 山本周五郎／著 1995 913730574

F/ﾔ95/ あだこ 山本周五郎／著 1995 913734582

F/ﾔ97/ つゆのひぬま 山本周五郎／著 1997 914291924

E/ｲ88/ 風に吹かれて 五木寛之／著・ 朗読 1988 914292108

E/ｳ92/ 新・ 大貧帳 内田百閒／著 1992 913730770

E/ｷ87/ 巴里の空はあかね雲 岸恵子／著・ 朗読 1987 913730500

E/ｻ88/ 私の浅草 沢村貞子／著・ 朗読 1988 914292153

E/ﾅ87/ 『 硝子戸の中』 よ り 夏目漱石／著 1987 913729949

E/ﾑ87/ 父の詫び状 向田邦子／著 1987 913729770

917/ｱ96/ 侏儒の言葉 芥川竜之介／著 1996 913734500

F3/ｶ90/ ティ フ ァ ニーで朝食を カポーティ ／著 1990 914291648

F3/ｺ98/ ろく ろ首　 雪おんな　 耳なし 芳一のはなし 　 むじ な 小泉八雲／著 1998 913684426

F3/ﾄﾞ 96/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 赤髪組合 コ ナン・ ド イ ル／著 1996 913729878

F3/ﾄﾞ 96/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 ま だら の紐 コ ナン・ ド イ ル／著 1996 913729831

F3/ﾄﾞ 97/ 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 1997 913734644

F3/ﾄﾞ 97/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 青いガーネッ ト コ ナン・ ド イ ル／著 1997 913734653

F3/ﾄﾞ 97/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 ボヘミ アの醜聞 コ ナン・ ド イ ル／著 1997 913729840

F3/ﾄﾞ 97/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 唇の捩じ れた男 コ ナン・ ド イ ル／著 1997 913734626

F3/ﾄﾞ 98/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 バス カヴィ ル家の コ ナン・ ド イ ル／著 1998 913734635

F3/ﾄﾞ 98/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 恐怖の谷 コ ナン・ ド イ ル／著 1998 913729822

F3/ﾄﾞ 98/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 緋色の研究 コ ナン・ ド イ ル／著 1998 913729850

F3/ﾄﾞ 98/ シャ ーロ ッ ク ・ ホームズ　 四つの署名 コ ナン・ ド イ ル／著 1998 913729813

F3/ﾌ゙ /1 縮約版　 嵐が丘　 上巻 エミ リ ー・ ブロ ンテ／著1988 914291746

F3/ﾌ゙ /2 縮約版　 嵐が丘　 下巻 エミ リ ー・ ブロ ンテ／著1988 914291737

F3/ﾍ88/ 最後の一葉・ 賢者の贈り も の Ｏ ・ ヘンリ ／著 1988 914291657

F3/ﾎ゚ 97/ モルグ街の殺人事件 ポー／著 1997 913729869

F3/ﾎ゚ 97/ 黒猫　 アッ シャ ー家の崩壊 ポー／著 1997 913684391

F3/ﾓ/1 赤毛のアン　 上巻 モンゴメ リ ／著 1989 913682717

F3/ﾓ/2 赤毛のアン　 中巻 モンゴメ リ ／著 1989 913682708

F3/ﾓ/3 赤毛のアン　 下巻 モンゴメ リ ／著 1989 913682691

949/ｱ87/ 人魚の姫 アンデルセン／著 1987 914292242

953/ｽ/1 縮約版　 赤と 黒　 上巻 ス タ ンダール／著 1987 914292046

953/ｽ/2 縮約版　 赤と 黒　 下巻 ス タ ンダール／著 1987 914291666

983/ﾄ/1 縮約版　 アンナ・ カレ ーニナ　 上巻 ト ルス ト イ ／著 1988 914291675

983/ﾄ/2 縮約版　 アンナ・ カレ ーニナ　 下巻 ト ルス ト イ ／著 1988 914291684

983/ﾄﾞ /1 縮約版　 罪と 罰　 上巻 ド ス ト エフ ス キー／著1987 914292144

983/ﾄﾞ /2 縮約版　 罪と 罰　 下巻 ド ス ト エフ ス キー／著1987 914292135

　【児童文学カセットブック】
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F/ｱ90/ き つねの窓　 緑の蝶　 遠い野ばら の村 安房直子／著 1990 913683142

F/ｱ90/ 手品師の庭　 星へいった汽車 安藤美紀夫／著 1990 913683106

F/ｱ90/ 白いぼう し 　 天の町やなぎ通り ほか あま んき みこ ／著 1990 913683080

F/ｲ90/ いろはにほへと 　 ああ、 褌　 あのこ 　 おる すばん 今江祥智／著 1990 913683090

F/ｲ91/ 川と ノ リ オ　 ベーゴマ いぬいと みこ ／著 1991 913683044

F/ｲ91/ ある ハンノ キの話　 ハコ ちゃん 今西祐行／著 1991 913683035

F/ｵ90/ 一つが二つ　 たぬき のイ ソ ッ プほか 小沢正／著 1990 913683151

F/ｵ90/ 風信器　 見えなく なったク ロ 大石真／著 1990 913683115

F/ｵ91/ 赤いろう そく と 人魚　 月夜と 眼鏡ほか 小川未明／著 1991 913683017

F/ｶ90/ し ずかさ んと ガラ ス 　 ケンタ 氏と たま の日曜日 角野栄子／著 1990 913682950

F/ｶ90/ 長町長屋の男の子　 ド ジョ ウ ほか かつおき んや／著 1990 913682940

F/ｶ91/
ウ ーフ はおし っこ ででき てる か？？　 おばあちゃん
が井戸だったはなし ほか

神沢利子／著 1991 913683026

F/ｷ90/ 木竜う る し 　 みそ買い橋　 夢見小僧 木下順二／著 1990 913682889

F/ｸ90/
てつがく のラ イ オン　 ふき のと う 　 おいで、 も んし
ろ蝶

工藤直子／著 1990 913682904

F/ｻ90/ かっぱのめだま 　 おこ んじ ょ う る り さ ねと う あき ら ／著 1990 913682913

F/ｻ90/ 花咲き 山　 ベロ 出し チョ ンマ　 天の笛　 ミ コ 斎藤隆介／著 1990 913683170

F/ｻ90/ おばあさ んのひこ う き 佐藤さ と る ／著 1990 913683160

F/ｼ90/ 月夜のシカ　 日光魚止小屋　 水の上のカンポン 庄野英二／著 1990 913682969

F/ﾂ91/ 魔法　 キツネ狩り 　 エヘンの橋ほか 坪田譲治／著 1991 913682996

F/ﾃ91/
ぞう のたま ごのたま ごやき 　 おし ゃべり なたま ごや
き

寺村輝夫／著 1991 913683053

F/ﾅ90/ つり ばし わたれ　 ト コ ト ンヤレ ほか 長崎源之助／著 1990 913683124

F/ﾆ91/ 花のき 村と 盗人たち　 ごんぎつねほか 新美南吉／著 1991 913682987

F/ﾊ91/ ひと り ぼっちの動物園　 手 灰谷健次郎／著 1991 913683062

F/ﾌ90/
校長先生はこ わく ない　 せかいいちおおき なケーキ
ほか

古田足日／著 1990 913682922

F/ﾏ90/ 鳥怪人になった日　 ふし ぎなふろし き づつみ 前川康男／著 1990 913682898

F/ﾏ91/ モモちゃんがう ま れたと き 　 茂吉のねこ ほか 松谷みよ 子／著 1991 913683071

F/ﾐ90/
チョ コ レ ート にはり ぼんをかけて　 小さ いおかあさ
ん

宮川ひろ／著 1990 913682978

F/ﾐ91/ 雪渡り 　 注文の多い料理店 宮沢賢治／著 1991 913683008

F/ﾑ90/ 片耳の大鹿　 大造爺さ んと 雁ほか 椋鳩十／著 1990 913683133

F/ﾔ90/ はま べのいす　 島ひき おに　 海のし ろう ま ほか 山下明生／著 1990 913682931
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