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倉敷朗読研究会録音図書目録

番号 作　　品　　名 作　者 朗読者 校正

93 ハリーポーッター1賢者の石 JK・ローリング 仁平8○

94 ハリーポーッター2秘密の部屋 JK・ローリング 仁平9○

95 ハリーポーッター3アズカバンの囚人 JK・ローリング 西村10○

96 ハリーポーッター4炎のゴブレット上巻 JK・ローリング 仁平10○

97 ハリーポーッター4炎のゴブレット下巻 JK・ローリング 仁平10○

98 ハリーポーッター5不死鳥の騎士団上巻 JK・ローリング 仁平12○

99 ハリーポーッター5不死鳥の騎士団下巻 JK・ローリング 仁平14○

100 ハリーポーッター6謎のプリンス上巻 JK・ローリング 仁平9○

101 ハリーポーッター6謎のプリンス下巻 JK・ローリング 仁平9○

102 ハリーポーッター7死の秘宝上巻 JK・ローリング 仁平11○

103 ハリーポーッター7死の秘宝下巻 JK・ローリング 仁平11○

168 納棺夫日記 青木新門 石井4

437 追憶 青島武 豊福　誠子 4時59分

3961 つまをめとらば 青山文平 豊福　誠子 9時33分

234 スパイ失業 赤川次郎 佐藤

327 鼠　江戸を疾る 赤川次郎 佐藤尚子 豊福・青木 4巻 5時30分

371 一億円もらったら 赤川次郎 青木信子 関川・古賀 4巻 5時07分

384 三毛猫ホームズの感傷旅行 赤川次郎 佐藤尚子 関川・石井 5巻 6時19分

69 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティ　 仁平5○

380 空耳アワワ 阿川佐和子 古賀勝恵 高木・守屋 4巻 4時53分

386 舷燈 阿川弘之 有岡美智子 関川・青木 5巻 6時31分

356 先生のお庭番 朝井まかて 青木信子 古賀・守屋 6巻 7時59分

345 田村はまだか 朝倉かすみ 守屋史子 大西・石井 4巻 5時52分

199 夕映え天使 浅田次郎 関川美津子

342 五郎治殿御始末 浅田次郎 豊福誠子 内藤・平田 5巻 6時52分

355 第10回内田百聞文学賞受賞
作品集

浅沼郁男(他) 豊福誠子 平田・佐藤 4巻 4時15分

180 待ってる あさのあつこ 豊福

257 火群のごとく あさのあつこ 守屋史子 豊福・佐藤 7巻

339 弥勒の月 あさのあつこ 守屋史子 豊福・大西 5巻 7時26分

416 もう一枝 あさのあつこ 豊福誠子　

335 砂の女 安部公房 守屋史子 平田・青木 5巻 7時43分

332 阪急電車 有川浩 古賀勝恵 田中・佐藤 5巻 6時21分

39 苦行百日 安藤　真稔 徳山2○

267 下町ロケット 池井戸潤 豊福誠子 田中・佐藤 8巻

4001 かばん屋の相続 池井戸潤 古賀勝恵 7時56分

388 ガウディ計画ー下町ロケット 池井戸潤 豊福誠子 守屋・内藤 8巻 11時16分

225 化石の愛 池永　陽 仁平米子

240 剣客かわら版つれづれ日誌 池永陽 仁平米子

246 走るジイサン 池永陽 仁平米子

255 雲を斬る 池永陽 仁平米子 豊福・高木 7巻

265 風を断つ 池永陽 仁平米子 守屋・ 7巻

209 いま　会いにゆきます 石川たくじ 佐藤　尚子
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207 奇跡のリンゴ 石川拓治 高木順子

201 約束 石田　衣良 守屋史子

313 チッチと子 石田衣良 田中敏子 関川・守屋 7巻 10時12分

263 美丘 石田衣良 高木順子 関川・守屋 5巻

236 ごんべえの独り言 泉　博之 豊福誠子

272 殿様の通信簿 磯田道史 豊福誠子 大西・青木 5巻

3991 恋愛写真 市川拓司 守屋　史子 6時35分

279 下山の思想 五木寛之 佐藤尚子 平田・石井 4巻

289 こころの天気図 五木寛之 平田町子 石井・高木 4巻

231 般若心経 伊藤比呂美 有岡美智子

282 わが母の記 井上　靖 関川美津子 豊福・田中 4巻

375 隠蔽捜査 今野敏 内藤眞理子 佐藤・豊福 6巻 8時06分

385 果断ー隠蔽捜査2 今野敏 内藤眞理子 有岡・古賀 6巻 7時44分

320 第11回内田百聞文学賞受賞
作品集

岩浅清美(他) 豊福誠子 佐藤・宮崎 3巻 3時22分

414 恋仏 浮穴みみ 守屋史子 7時38分

108 フランダースの犬 ウィーダ 仁平2○

439 狐笛のかなた 上橋菜穂子 守屋　史子 8時36分

2 あしながおじさん ウェブスタ 仁平5○

214 アラミスと呼ばれた女 宇左江　真理 有岡美智子

260 贋作吾輩は猫である 内田百聞 豊福誠子 平田・大西 6巻

373 熊野古道殺人事件 内田康夫 佐藤尚子 高木・石井 5巻 7時08分

360 大人の生き方　大人の死に方　　　 海原純子 宮崎正江 守屋・豊福 4巻 5時11分

389 武士の献立 大石　直紀 石井佳子 豊福・宮崎 4巻 4時37分

250 永平の風 大谷　哲夫 有岡美智子 平田・守屋 12巻

142 仙庵記 おかだむつお 関川2○

217 子連れ用心棒 沖田正午 徳山美佐子

223 つかまえてたもれ 沖田正午 徳山美佐子

226 峠越え 沖田正午 徳山美佐子

252 おきつね祈願 沖田正午 徳山美佐子 平田・高木 5巻

341 我が家の問題 奥田　英明 古賀勝恵 守屋・青木 6巻 8時58分

235 家日和 奥田英朗 松元

224 五年の梅 乙川優三郎 守屋史子

249 かずら野 乙川優三郎 守屋史子 徳山・田中 7巻

262 屋鳥 乙川優三郎 守屋史子 仁平・徳山 5巻

281 冬の標 乙川優三郎 守屋史子 高木・佐藤 8巻

310 霧の橋 乙川優三郎 守屋史子 大西・宮崎 6巻 8時53分

374 時雨の岡 乙川優三郎 守屋史子 平田・内藤 7巻 9時29分

264 源義経 園城寺健 佐藤尚子 有岡・石井 3巻

280 さがしもの 角田光代 守屋史子 豊福・関川 4巻

365 一朝の夢 梶よう子 豊福誠子 守屋・田中 7巻 9時47分

238 モノレールねこ 加納ともこ 豊福誠子

377 センセイの鞄 川上弘美 守屋史子 青木・宮崎 5巻 7時03分

275 医師が教える幸福な死に方 川嶋朗 仁平米子 守屋・豊福 4巻

358 たとえば君 河野裕子 守屋史子 有岡・石井 4巻 5時37分

251 父の戦地 北原亞似子 関川美津子 豊福・佐藤 5巻
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253 その夜の雪 北原亞似子 豊福誠子 赤植・関川 5巻

392 あらしのよるに きむら　ゆういち 守屋　史子 6時02分

248 母　オモニ 姜尚中 豊福誠子 平田・石井 5巻

63 詩礼伝家 清岡　卓行 仁平4○

274 最後の子どもたち グードルン・パウ
ゼヴァング

豊福誠子 関川・高木 4巻

193 文芸倉敷11号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同

194 文芸倉敷12号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同

211 文芸くらしき13号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同

247 文芸くらしき14号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同

277 文芸くらしき15号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同 6巻

307 文芸くらしき16号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同 6巻 8時19分

333 文芸くらしき17号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同 4巻 6時02分

364 文芸くらしき18号 倉敷市文化振興財団　 会員一同 会員一同 7巻 9時37分

46 御開帳きたん げんゆうそうきゅう 小原

323 体温を上げると健康になる 齋藤真嗣 内藤眞理子 豊福・守屋 4巻 4時37分

321 おれのおばさん 佐川光晴 守屋史子 石井・古賀 4巻 6時01分

136 おんぶにだっこ さくらももこ 高木3○

220 笑う警官 佐々木譲 有岡美智子

227 警察庁から来た男 佐々木譲 有岡美智子

276 警官の紋章 佐々木譲 有岡美智子 平田・佐藤 8巻

354 巡査の休日 佐々木譲 有岡美智子 田中・豊福 7巻 9時31分

3971 人質 佐々木譲 有岡美智子 9時18分

144 月夜に消える 佐々木赫子 豊福

213 眉山 さだまさし 守屋史子

304 まだ生きている 佐藤愛子 古賀勝恵 豊福・高木 5巻 7時10分

172 シズコさん 佐野洋子 赤植5P

219 神も仏もありませぬ 佐野洋子 赤植

351 宗旦狐 澤田ふじ子 関川美津子 豊福・有岡 5巻 6時30分

372 日本人へリーダー編 塩野七生 有岡美智子 守屋・田中 4巻 6時00分

317 みんなのうちた 重松清 青木信子 高木・豊福 5巻 7時06分

353 星のかけら 重松清 古賀勝恵 内藤・関川 3巻 4時24分

400 峠うどん物語上 重松清 青木信子 7時26分

4011 峠うどん物語下 重松清 青木信子 7時26分

242 最後の伊賀者 司馬遼太郎 豊福誠子

318 愛を乞う人 下田治美 大西美代子 田中・有岡 6巻 8時22分

75 地底旅行 ジュール・ベルヌ　 仁平６○

27 海底旅行 ジュールベルヌ　 仁平6○

216 わしの目は十年先が見える 城山三郎 豊福誠子

237 そうかもう君はいないか 城山三郎 守屋史子

287 時代小説読切御免 新潮社 豊福誠子 守屋・田中 4巻

329 誰でもできる睡眠の法則超活用法　 菅原洋平 有岡美智子 石井・内藤 4巻 4時44分

5 アルプスの少女 スピリ 仁平3○

303 夏の終わり 瀬戸内晴美 有岡美智子 田中・関川 4巻 5時53分

241 オシムの伝説 千田善 有岡美智子

413 聖さとしの青春 大崎善生 豊福誠子 12時00分
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286 八朔の雪 高田郁 関川美津子 高木・古賀 5巻

336 小夜しぐれ(みをつくし料理帖)   高田郁 関川美津子 石井・古賀 5巻 7時30分

344 銀二貫 高田郁 平田町子 豊福・佐藤 6巻 8時21分

120 みち草 たかつきことば 徳山1○

288 一生懸命 貴乃花光司 佐藤尚子 有岡・豊福 3巻

291 生きざま 貴乃花光司 関川美津子 有岡 3巻

295 風の盆恋歌 髙橋治 佐藤尚子 関川・宮崎 5巻 7時12分

198 森の奥の怪しい家 高橋義夫 仁平5

271 大草原に蒔いた種 竹内昌彦 平田町子 有岡・仁平 3巻

299 あの日あのとき 竹内昌彦 青木信子 守屋・古賀 5巻 7時28分

215 ゲゲゲの女房 武良　布枝 関川美津子

3951 傷だらけの店長 伊達雅彦 豊福　誠子 6時51分

212 犬と鴉 田中慎弥 仁平米子

203 余命 谷村　志保 松元

326 母の背中 竹馬浩 関川美津子 有岡・平田 2巻 3時00分

221 花の季節に 坪井あき子 松元

296 紅梅 津村節子 守屋史子 高木・関川 4巻 4時47分

34 岩窟王モンテクリスト伯 デュマ 仁平4○

283 麒麟の翼 東野圭吾 豊福誠子 守屋・佐藤 7巻

131 あなたも宇宙人 となかひいらぎ　 仁平3○

266 老剣客 鳥羽亮 平田町子 高木・田中 4巻

347 この子を残して 永井隆 佐藤尚子 有岡・古賀 5巻 6時37分

362 長崎の鐘 永井隆 佐藤尚子 有岡・宮崎 4巻 4時45分

122 猛スピートで母は ながしまゆう 小原○

258 日本人の評判記 中西輝政 平田町子 徳山・守屋 4巻

233 天使の声 中野えこ 大西

228 インパラの朝 中村安季 守屋史子

315 西の魔女が死んだ 梨木香歩 高木順子 宮崎・佐藤 3巻 4時21分

202 神様のカルテ 夏川　草介 有岡美智子

412 ぼっちゃん 夏目漱石 有岡美智子 6時15分

16 おさんぎつね なんばみちこ 仁平1○

300 特急おおぞら殺人事件 西村京太郎 佐藤尚子 有岡・豊福 5巻 6時06分

316 尾道倉敷殺人事件 西村京太郎 佐藤尚子 平田・青木 5巻 6時14分

230 高円寺純情商店街 ねじめ正一 木曽

305 TOKYOオリンピック物語 野地秩嘉 豊福誠子 有岡・守屋 7巻 9時45分

156 秘密の花園 バーネット 仁平3○

314 つなみThe Big Wave パール・S・バック　 豊福誠子 大西・古賀 2巻 1時58分

268 半島へふたたび 蓮池薫 田中敏子 有岡・平田 6巻

290 蜩の記 葉室麟 守屋史子 大西・青木 7巻

293 蜩の記 葉室麟 石井佳子 大西・豊福 8巻

325 いのちなりけり 葉室麟 守屋史子 内藤・関川 6巻 8時05分

352 柚子の花咲く 葉室麟 守屋史子 平田・佐藤 6巻 8時43分

383 螢草 葉室麟 守屋史子 有岡・青木 6巻 8時45分

367 謹訳源氏物語一 林　望 有岡美智子 石井・内藤 7巻 10時17分

379 謹訳源氏物語二 林　望 有岡美智子 石井・佐藤 7巻 10時14分
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243 着物をめぐる物語 林　真理子 守屋史子

349 ぼくたちの家族 早見和真 豊福誠子 守屋・関川 6巻 8時09分

350 戦国自衛隊 半村　良 豊福誠子 青木・石井 4巻 4時48分

239 桂籠 火坂雅志 関川美津子

270 利休椿 火坂雅志 関川美津子 徳山・石井 6巻

292 虎の城(上) 火坂雅志 有岡美智子 田中・石井 10巻

298 虎の城(下) 火坂雅志 有岡美智子 平田・佐藤 10巻 14時11分

328 実田　黒田官兵衛 火坂雅志(編) 有岡美智子 守屋・関川 5巻 7時09分

254 夜消える 藤沢周平 関川美津子 有岡・田中 3巻

278 花のあと 藤沢周平 豊福誠子 田中・有岡 5巻

306 驟り雨 藤沢周平 守屋史子 平田・佐藤 6巻 8時18分

330 玄鳥 藤沢周平 豊福誠子 大西・古賀 4巻 6時02分

331 霧の朝 藤沢周平 守屋史子 高木・有岡 6巻 8時23分

337 秘太刀　馬の骨 藤沢周平 内藤眞理子 田中・石井 5巻 7時13分

361 暁のひかり 藤沢周平 守屋史子 古賀・高木 6巻 7時43分

285 老人と海 ヘミングウェイ 守屋史子 豊福・平田 3巻

378 イエスの遺伝子 マイクル・コーディ 有岡美智子 古賀・平田 14巻 19時52分

369 火花 又吉直樹 有岡美智子 高木・佐藤 4巻 4時43分

370 第二図書係補佐 又吉直樹 有岡美智子 豊福・宮崎 4巻 5時08分

210 二枚目 松井今朝子 永島

261 奴の小万と呼ばれた女 松井今朝子 有岡美智子 関川・佐藤 8巻

301 神去りなあなあ日常 三浦しをん 守屋史子 田中・古賀 6巻 8時13分

363 第12回内田百聞文学賞受賞
作品集

三ツ木茂(他) 豊福誠子 平田・古賀 4巻 4時45分

208 高松の苔 光高公一 有岡美智子

229 告白 湊かなえ 永島

232 組長刑事 南英男 徳山美佐子

269 姉御刑事 南英男 徳山美佐子 大西 7巻

245 初物語 宮部みゆき 石井

348 かまいたち 宮部みゆき 石井佳子 関川・佐藤 6巻 7時40分

200 無印OL物語 群　ようこ 徳山美佐子

205 挑む女 群　ようこ 徳山美佐子

218 ネコの住所録 群　ようこ 関川美津子

259 きんぎょの夢 向田邦子 守屋史子 平田・豊福 3巻

256 無印結婚物語 群ようこ 佐藤尚子 関川・赤植 4巻

438 うちのご近所さん 群ようこ 古賀勝恵 5時10分

311 月光の夏 毛利恒之 守屋史子 有岡・青木 4巻 6時02分

297 風の中のマリア 百田尚樹 豊福誠子 青木・石井 5巻 7時11分

312 影法師 百田尚樹 豊福誠子 石井・田中 7巻 10時32分

382 輝く夜 百田尚樹 関川美津子 佐藤・宮崎 4巻 4時59分

343 虹の岬の喫茶店 森沢明夫 内藤眞理子 有岡・古賀 5巻 6時40分

322 棟居刑事の悪の器 森村誠一 平田町子 田中・関川 4巻 5時47分

284 天女湯おれん 諸田玲子 関川美津子 大西・青木 4巻

1 赤毛のアン モンゴメリー 仁平9○

10 海で見つけたこと やつかすみこ 小原3○

324 約束の海 山崎豊子 有岡美智子 青木・高木 7巻 9時57分
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222 まねき通り 山本一力 豊福誠子

334 八つ花ごよみ 山本一力 青木信子 平田・守屋 5巻 6時20分

107 無頼人生遍路旅 ゆうほうぼうかうん　 徳山4○

368 陰陽師 夢枕　獏 豊福誠子 有岡・青木 5巻 7時10分

273 顔 横山秀夫 守屋史子 平田・有岡 6巻

366 影踏み 横山秀夫 守屋史子 関川・青木 6巻 8時48分

376 半落ち 横山秀夫 豊福誠子 関川・有岡 6巻 9時02分

387 出口のない海 横山秀夫 高木順子 有岡・宮崎 6巻 8時08分

294 萩を揺らす雨 吉永南央 豊福誠子 平田・佐藤 5巻 7時37分

206 見えない橋 吉村　昭 関川美津子

244 漂流 吉村昭 赤植

302 遠い幻影 吉村昭 関川美津子 守屋・青木 5巻 7時31分

309 街のはなし 吉村昭 平田町子 高木・古賀 5巻 6時43分

357 雪の花 吉村昭 関川美津子 高木・内藤 4巻 4時37分

340 村上海賊の娘(上巻) 和田　竜 有岡美智子 高木・田中 10巻 14時26分

346 村上海賊の娘(下巻) 和田　竜 有岡美智子 高木・田中 10巻 14時44分

319 おやこ豆 和田はつ子 関川美津子 石井・豊福 4巻 5時33分

308 悪女の玉手箱 和久俊三 平田町子 宮崎・大西 6巻 7時50分

419 強父論 阿川佐和子 関川美津子 6時27分

36 機関車先生 伊集院静 小原4○

76 乳房 伊集院静 小原○

401 我らが隣人の犯罪 伊達　 雅彦 豊福誠子 佐藤美智子・佐藤淑子 6時50分

150 野菊の墓 伊藤左千夫 佐藤1

14 大原總一郎 井上太郎 西村7○

49 言葉のごちそう 一堀艶子 西村○

38 ぐうたら社会学 遠藤周作 徳山2○

359 満潮の時刻 遠藤周作 内藤眞理子 関川・青木 5巻 6時29分

390 日本人へ 塩野七生 有岡美智子 6時35分

430 日本人へ 塩野七生 有岡美智子 6時05分

78 動機 横山秀夫 豊福○6

403 海の見える理髪店 荻原　浩 佐藤尚子 7時30分

396 男の縁 乙川　雄三郎 守屋　史子 8時24分

134 生きる 乙川優三郎 豊福5○

145 椿山 乙川優三郎 豊福5

48 五体不満足 乙武洋匡 徳山6○

153 光の帝国　常野物語 恩田　陸 小原

139 ささらさや 加納ともこ 小原

391 武蔵と無二斎 火坂雅志 関川美津子 7時14分

81 杜子春・くもの糸 芥川龍之介 仁平3○

171 八日目の蝉 角田光代　 守屋8

196 野口英世P 滑川通夫 有岡

129 30年の物語 岸恵子 永島5○
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431 花戦さ 鬼塚　忠 豊福誠子　 7時13分

37 貴族の墓のミイラたち 吉村　作治 仁平5○

114 帽子 吉村　昭 関川4

381 羆 吉村　昭 関川美津子 内藤・高木 5巻 7時22分

73 地下街の雨 宮部みゆき 豊福○6

119 本所深川ふしぎ草子 宮部みゆき 徳山4○

137 堪忍箱 宮部みゆき 徳山4○

204 誰か 宮部みゆき 豊福誠子

418 人質カノン 宮部みゆき 赤木八重子 8時09分

33 茅原の爪 栗谷川　虹 仁平4○

23 小美代姐さん花乱万丈 群ようこ 豊福5○

86 肉体百科 群ようこ 小原○

149 トラちゃん 群ようこ 豊福4

191 ひとりの女P 群ようこ 徳山4

406 楽園のカンヴァス 原田マハ 豊福　誠子 11時35分

410 暗幕のゲルニカ 原田マハ 内藤眞理子 11時42分

72 旅の短編集 原田宗徳

42 喧嘩太郎 源氏鶏太 徳山4○

30 和光同塵 光高公一 有岡2○

179 塩飽水軍 光高公一 有岡2

83 虎の牙 江戸川　乱歩 徳山3○

79 透明怪人 江戸川　乱歩　 徳山4

429 異世界放浪メシ 江口　連 有岡美智子 8時29分

146 冷たい夜に 江国かおる 豊福3

407 智恵子妙 高村光太郎 有岡美智子 3時04分

82 トットの欠落帖 黒柳徹子 徳山6○

399 任侠書房 今野　敏 内藤　眞理子 宮崎　正江　有岡　美智子 7時01分

421 疑心-隠蔽捜査 今野　敏 内藤眞理子 7時55分

17 おじいさんの台所 佐橋　慶女 関川5○

393 密売人 佐々木　譲 有岡美智子 9時57分

434 聖夜 佐藤　多佳子 守屋史子 5時25分

183 院長の恋 佐藤愛子 関川4

189 女の背骨 佐藤愛子 赤植3

420 九十歳何がめでたい 佐藤愛子 古賀勝恵 4時25分

197 女信長P 佐藤賢一 有岡13

394 世界でもっとも貧しい大統領 佐藤美由紀 豊福　誠子 2時26分

395 おおづちメモリアル 榊原　隆介 豊福　誠子 4時25分

409 神去りなあなあ 三浦　しをん 守屋　史子 7時55分
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57 塩狩峠 三浦綾子 徳山7○

22 おてんばＯＬ負けないもん 三条まさこ 小原3○

157 ベートーベンの生涯 山根銀二 豊福4

66 青雲の鬼 山手樹一郎 徳山6○

118 ぼんくら天狗 山手樹一郎 徳山6○

195 花の雨 山手樹一郎 有岡

423 柳橋物語むかしも今も 山本　周五郎 守屋　史子 10時13分

130 あかね空 山本一力 豊福8○

187 白鷹伝P 山本兼一 豊福

50 五鞭の椿 山本周五郎 徳山6○

89 人情裏長屋 山本周五郎 徳山8○

47 ココナッツ 山本文代 徳山4○

173 宮本武蔵 司馬遼太郎 豊福4

424 ノベライズこの世界の片隅に 蒔田　陽平 豊福　誠子 5時36分

175 犯人に告ぐ　　上・下 雫井　脩介 豊福12

132 生き方上手 篠原しげあき 守屋3○

426 関西ウォーカー 篠原賢太郎 内藤眞理子 2時05分

427
ツバキ文具店 小川　糸 8時22分

90 妊娠カレンダー 小川洋子 仁平2○

133 生きてて良かった 小田房子 関川3○

25 終わらない夏 小澤征良 永島5○

124 吉原手引草 松井今朝子 有岡6○

174 不動心　 松井秀喜 永島4

185 川の光P 松浦　寿輝 守屋8

3 あの世からのことづけ 松谷みよ子 仁平1○

68 瀬戸の潮鳴り 松田　範祐 豊福3○

397 猫鳴り 沼田　まほかる 守屋　史子 5時28分

192 夢をかなえるゾウP 水野敬也 永島

138 幸福な食卓 瀬尾まいこ 豊福5

165 卵の緒 瀬尾まいこ 松元3

19 おせっかいな神々 星新一 仁平5○

40 倉敷から来た女 西村京太郎 徳山4○

43 玄奇島 西村京太郎 徳山6○

6 ある老医の記 赤枝郁郎 徳山3○

151 白球残影 赤瀬川隼 豊福5

415 幽霊列車 赤川次郎 佐藤尚子 10時04分

77 鉄道員ポッポや 浅田次郎 有岡○5

104 姫椿 浅田次郎 小原○
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143 地下鉄メトロに乗って 浅田次郎 豊福6

148 天国までの100マイル 浅田次郎 豊福5

170 月のしずく 浅田次郎　 小原

92 バッテリー 浅野あつこ 小原○

11 生老病死考 前　律夫 徳山3○

159 まだ回復期なのに 早瀬かおる 豊福4

125 良寛さま 相馬御風 関川2○

428 コンビニたそがれ堂 村山早紀 宮崎正江 3時49分

135 縁側のかたらい 村上正則 関川2○

7 遺伝子からのメッセージ 村上和雄 仁平3○

8 いのち（生命）の暗号 村上和雄 仁平4○

13 えんという女 大原富枝 仁平4○

51 米とむら 大田忠久 仁平6○

155 火の山 大田忠久 豊福4

121 名犬チロリ 大木トオル 豊福2○

44 剣客商売浮沈 池波正太郎 徳山4○

59 獅子 池波正太郎 徳山4○

167 剣客商売　新妻　 池波正太郎 徳山6

162 夢の階段 池波正太郎　 徳山5

338 小さいおうち 中島京子 豊福誠子 内藤・有岡 7巻 9時32分

35 患者革命 中島みち 仁平4○

126 忘れられた島へ 長崎源之助 仁平6○

88 人形の旅立ち 長谷川節子 仁平3○

28 岳物語 椎名誠　 井上○

115 ぼくらはみんな生きている 坪倉優介 豊福4○

4 あふれた愛 天童荒太 小原○

147 天国の本屋 田中わたる 豊福3

117 ほどらいの恋 田辺聖子　 平田

21 おちくぼ姫 田辺誠子 徳山4○

53 桜の木の下で 渡辺淳一 仁平8○

60 失楽園上 渡辺淳一 小原○

61 失楽園下 渡辺淳一 小原○

164 鈍感力 渡辺淳一 石井3

177 指の値段 渡辺淳一 平田4

398 氷紋 渡辺淳一 関川美津子 7時06分

166 美しい人に 渡辺和子 永島4

435 どんな時でも人は幸せに 渡辺和子 内藤眞理子 1時42分

70 空を見上げて 島村えつこ 豊福○
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31 「かあちゃんにあいたい」 島田　洋七 徳山2○

32 「笑顔でいきんしゃい」 島田　洋七 徳山3○

52 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 徳山2○

56 しあわせのトランク 島田洋七 徳山3○

65 ずいぶんなおねだり 東海林さだお 徳山3○

84 夏の庭 湯本和美 豊福4○

160 私のおじさん 湯本和美 豊福1

80 時をかける少女 筒井やすたか 徳山4

58 潮騒 藤原ひさ子 徳山4○

433 隠剣秋風抄 藤沢　周平 赤木八重子 青木信子・石井佳子 9時40分

140 静かな木 藤沢周平 豊福2

141 しずり雪 藤沢周平 豊福7

91 野の花診療所の一日 徳永進 豊福4○

154 人あかり 徳永進 小原

20 恐山殺人事件 内田康夫 徳山6○

41 倉敷殺人事件 内田康夫 徳山6○

45 幸福の手紙 内田康夫 仁平6○

105 風葬の城 内田康夫 井上

163 讃岐路殺人事件　　 内田康夫　 徳山5

169 崇徳殺人事件　 内田康夫　 徳山7

29 駆け込み交番 乃南アサ 徳山7○

161 暗鬼 乃南アサ 徳山6

184 ボクの町 乃南アサ 有岡9

106 仏教…授業 梅原猛 平田5○

127 私の好きな人 八束澄子 小原

432 第13回内田百聞 畔地里見・伊
藤大輔・小浦

豊福誠子　 4時35分

417 夢を売る男 百田　尚樹 守屋　史子 7時59分
55 サラダ記念日 俵まち 徳山1○

18 お地蔵さんの贈り物 福島わたる 関川2○

12 江戸の子守唄 平岩弓枝 西村5○

54 山茶花は見た 平岩弓枝 西村4○

64 水郷から来たおんな 平岩弓枝 小原○

123 湯の宿の女 平岩弓枝

67 世界の中心で愛を叫ぶ 片山恭一 小原○

85 生麦事件 芳村昭 西村

152 花冷え 北原あいこ 豊福4

176 もう一人の私　北川歩実 北川歩実 豊福6

190 少年Ｈ　上下P 妹尾カッパ 木曽16

26 母べえ 野上照代 豊福2○

116 星と伝説 野尻抱影 仁平3○

62 車掌さんの恋 有吉たまお 豊福4○

3981 川あかり 葉室　麟 守屋　史子 8時31分



2017/9/5　　　11

436 さわらびの譜 葉室　麟 守屋史子 7時58分

186 午後の居場所で 落合恵子 永島2

158 本を読む女 林真理子 関川6

402 源氏物語三 林望 有岡美智子 12時04分
425 源氏物語四 林望 有岡美智子 12時01分
181 背中合わせ 連城美紀彦 有岡4

188 棚の隅P 連城美紀彦 守屋

182 のぼうの城 和田りょう 有岡7

74 地図から消えた町 和田英昭 小原○

87 日本人はどこへ行くのか 姜尚中 仁平6○

178 静かな日々　 椰月美智子 平田4

404 志都という女 髙橋玄洋 有岡美智子 8時17分
9 内田百聞岡山文学賞7号　とんとこめし

15 平成5年度岡山県文学選奨作品集 2

24 岡山弁再発見 音楽付き

71 第8回岡山文芸賞

109 文芸倉敷第2号　山霧

110 文芸倉敷第3号　　夏椿

111 文芸くらしき第5号

112 文芸くらしき第9号

113 文芸くらしき第10号

128 岡山弁はええもんじゃ・本２冊　　　　 徳山2○

405 日経トレンディ 1時44分
408 日経トレンド2月号 有岡美智子 1時15分
411

422 関西ウォーカー 守屋　史子 51分
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