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■合理的配慮と基礎的環境整備にご活用下さい

オーディオブックは
「朗読CD」「録音図書」としても
ご利用いただいております。

●パンローリング44タイトル
●令和4年上半期ランキング
パンローリング、ことのは出版

2016 年 4月に施行されました「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）
に伴い、すべての学校、図書館は「合理的配慮」「基
礎的環境整備」が必要となります。
「オーディオブック」をぜひご活用下さい。

ことのは出版作品 埼玉福祉会2つの選べるサービス

その1
トールケース

ジュエルケース（CDケース）

ことのは出版作品の注文時に
2種類のケースから選べます！

図書館様の
収納棚にあわせて
お選びください。

※注文用紙にチェックがない
　場合は基本のトールケース
　でお届けいたします。

※ジェエルケースは納期に
　お時間を頂く場合が
　ございます。

収
納
枚
数

●トールケース
　1ケース4枚まで
●ジュエルケース
　1ケース2枚まで

厚み10mm 厚み14mm

136mm

142mm

190m
m125ｍ

m

その2 ことのは出版の
複数枚組の作品は
単巻で買い替え可能！
セットのうち
1枚だけが破損・紛失
してしまった…

そんな時は

ご相談下さいご相談下さい

1枚￥1,000（税抜）で
承ります。※送料別途
※4枚組以上の作品のみ
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社会福祉法人
埼玉福祉会

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内3－7－31
TEL  048-481-2188

ホームページ  https://sf-mirukiku. i12.bcart. jp/
Eメール  info-mirukiku@saifuku.com

新しい視点で図書館を考える

AV係

×

● 公費でご購入できます。 
● 公費請求で指定用紙のある場合はご送付ください。 
● 商品は宅配便でお届けいたします。（税抜 ¥20,000 以上はサービス） 
● 代金支払いは商品到着後、 銀行又は郵便局・ゆうちょ銀行からお振込みください。
　（振込手数料はお客様のご負担となります）（ゆうちょ銀行の振込用紙は請求書に同封します）
● 代金引換（代引）決済もご利用可能です。手数料はお客様のご負担となります。
● ご注文は各ページを注文書としてお使いいただくことができます。また、従来通り巻末の
　 注文用紙もお使いいただけます。 必要事項をご記入の上、FAX にてご用命ください。
　 ⬇オーディオブック CDと DVDの販売Webサイト「みるきく」からもご注文できます。

字の代わりに音声で「読む」のがオーディオブッ
クです。日本では朗読 CD、書籍朗読と呼ばれて 

います。朗読と言うと感情表現が入ることが普通ですが、
本カタログのオーディオブックは、読書と同 じように
読者が感情表現を自由に受け取るよう、文章を一字一句
改変せず、感情表現を抑えて作りこん でいるのが特長
です。
　それぞれの時代の良い作品は老若男女すべての人に
ニーズがあり、読書困難な方の読書補助にも役立ちます。
タイトルが増えれば増えるほど個人の購入では限度のあ
る中、公共・学校図書館の役割は重要です。
　本カタログに掲載している作品は、図書館で貸し出し
のできるパブリック版で、公共貸与権を設定し ていま
す。そのため、価格、組み枚数などは、個人向け商品と
は異なることを、予めご了承ください。

※価格表示は税抜です。 
※本オーディオブック作品は公共貸与権の
　付与の条件にて、著作権者からの権利許
　諾を頂いています。一般個人向けと価格
　が異なりますことをご理解の程よろしく
　お願いします。 
※図書館施設等で利用者の館内・館外貸出
　として使用できる著作権処理済みの音声
　資料です。 
※視覚障がい者向けDAISY 規格版ではあり
　ません。 
※全ての「朗読 CD」のMARC も用意してお
　ります。 
※装備につきましては様々な仕様にお答え
　します。

ことのは出版、パンローリングの CDレーベルはインクジェット印刷です。
クリーナーなどで拭き取ると印刷が滲んだり、消えてしまうことがありますので、
気をつけてお拭き取り下さい。

https://sf-mirukiku.i12.bcart.jp/

ご 注 文 方 法

製品についてのご注意

活

サイフク視聴覚資料
総合Webサイト

検索 発注見積



3

市朗妖怪百科 第一集市朗妖怪百科 第一集市朗妖怪百科 第一集市朗妖怪百科 第一集

2枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2021年5月
■録音時間：計116分

1859-8858

日本では古来より言い伝えられる狐狸
妖怪たちの噂。その妖怪たちが現代の
この日本にも現れ、目撃されていると
したら信じられるだろうか？　実話系
怪談として語られる数々の怪異談のな
かには、しばしば古来より伝えられる
妖怪現象と思しき体験談も語られるの
だ。今回は、語り手中山市朗自らが体
験した不可思議な妖怪譚を含め、そも
そも妖怪とは何なのかを考察する。こ
れを聞けば、あなたは知らず知らずの
うちに妖怪に遭遇していたことに気が
つくだろう…。

『現代に妖怪現わる 
　怪談実話の中の妖怪たち』

市朗妖怪百科 第二集市朗妖怪百科 第二集市朗妖怪百科 第二集市朗妖怪百科 第二集

2枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2021年6月
■録音時間：計123分

1859-8887

日本人は古来よりキツネに騙され、化
かされたという歴史を持っている。と
ころが最近の日本人はキツネに騙され
なくなったなどと言われている。自然
破壊、高度成長、科学合理主義、村社
会の崩壊……。要因はいろいろ挙げら
れる。しかし、怪異蒐集家として言わ
せていただくと、現代の日本人もキツ
ネに化かされ続けていると断言でき
る。しかし一方でこの現代社会におい
て、ほんとうにキツネが人を化かした
りするものなのだろうか?　寄せられ
た怪異体験談を分析しながら、そのメ
カニズムを解いてみようと思う。

『狐狸妖怪のキツネの巻
　 人を化かすメカニズム！』

市朗妖怪百科 第三集市朗妖怪百科 第三集市朗妖怪百科 第三集市朗妖怪百科 第三集

2枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2021年7月
■録音時間：計130分

1859-8900

今回はタヌキにまつわる怪異を集めてみ
た。キツネは美女に化けるがタヌキはい
ろいろなモノに化け、時にはノッペラボ
ウの妖怪となり、日露戦争では兵隊と
なってロシア軍と戦ったという伝説も残
る。
だが、そんなタヌキ話は、昔の伝承とほ
ぼ同じ状況、同じ形態で、この現代の日
本にも出現しているようなのだ。
そんな実話系怪談としてのタヌキの話
と、伝説、伝承に残るタヌキの話を比較
しながら、この不思議な現象の要因を
探ってみよう。

『タヌキとムジナ、伝説伝承と
　実話系怪異の奇妙な共通点』

市朗妖怪百科 第四集 市朗妖怪百科 第四集 市朗妖怪百科 第四集 市朗妖怪百科 第四集 

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2021年10月
■録音時間：計107分

1859-5421

日本の妖怪での代表格の一つはカッパで
あろう。カッパは飛鳥時代にはその原型
が示唆され、大陸から大挙やって来たと
いう伝説も残る。その正体は、中国伝来
の水神であったり、異民族であったりし
たのだろうが、それでもしばしば目撃さ
れ捕獲されたという記録もある。絵に残
されたそれは、まさにあのカッパそのも
のである。私が蒐集した現代の実話系怪
談に中にもカッパ目撃談は数多く存在す
る。目撃談としてのカッパと歴史的背
景、文献等からカッパの正体を考察して
みようと思う。

『想像上の妖怪? 神? 未知生物とし
て実在? カッパ目撃談の数々を語る!』
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市朗妖怪百科 第五集市朗妖怪百科 第五集市朗妖怪百科 第五集市朗妖怪百科 第五集

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2022年1月
■録音時間：計93分

1859-5453

新着

座敷童子といえば遠野、緑風荘といった東北
地方に伝わる妖怪だと思われる方は多いだろ
う。どうやら座敷童子という名は、柳田国男
の『遠野物語』あたりで作られたものらし
い。つまり、比較的新しい妖怪ということに
なる。ただ、子どもの精霊が棲むという話で
言えば、以前から全国にあったようで、見れ
ば幸運が訪れるなどと言われ、実際に見て出
世したり売れたりする政治家、起業家、芸能
人も実際にいた。はたしてこれは、妖怪か？ 
神か？ 霊なのか？ この座敷童子の正体を探
りつつ、実際にそれを見た、姿は見なかった
がそれらしき体験をしたという怪異談を語っ
てみようと思う。

『座敷童子（ざしきわらし）の
棲むところ』

市朗妖怪百科 第六集市朗妖怪百科 第六集市朗妖怪百科 第六集市朗妖怪百科 第六集

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2022年3月
■録音時間：計113分

1859-5106

新着
鬼といえば頭に牛角、大きな口に牙、青や赤色の
肌に虎の腰巻という形態をイメージする人も多い
だろう。だがもともと鬼は目に見えないよからぬ
“気”であったり霊であったりした。それが仏教や道
教の伝来によって仏に帰依する者となったり、人
の心にある嫉妬や怨念をさすようになった。その
経過であのような形として描かれ、般若やなまな
りといった形相が作られたとのである。しかし、
実話としての怪異談を蒐集していると、その作ら
れたはずの鬼を見、恐ろしい体験をしたという人
もいる。それらの話を全て嘘、妄言と否定してし
まうと怪異蒐集家の私としては何も生まないと思
う。鬼の歴史、民俗史を紐解きながら、鬼を見た
という体験談をみていこうと思う。そして恐ろし
い鬼はいるということを実感していただこう。

『地獄から来る鬼を見た人たち～』

市朗妖怪百科 第七集市朗妖怪百科 第七集市朗妖怪百科 第七集市朗妖怪百科 第七集

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2022年4月
■録音時間：計111分

1859-5133

新着

我々の祖先である縄文の時代から、神
は山にいると信じられていた。もちろ
ん森羅万象に精霊が宿り八百万の神と
いう概念はあった。しかし特に山は、
天に近く、恵みと災害をもたらす和魂
と荒魂という二面性をもった神が存在
したと考えられたのである。たが、柳
田国男はいみじくも神が零落すると妖
怪となり、小松和彦は妖怪も信仰され
ることで神となると言っている。その
ような、山の神を見た、という証言を
紹介して見よう。果たして山の神はど
のような形を伴って現れるのであろう
か？

『山神は妖怪となり、妖怪は
山神となる～』

市朗妖怪百科 第八集 市朗妖怪百科 第八集 市朗妖怪百科 第八集 市朗妖怪百科 第八集 

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2022年6月
■録音時間：計116分

1859-5186

新着
天狗の伝承はずいぶん昔から存在して
いる。今、イメージされる天狗は、赤
顔に鼻高、額に頭巾、修験者の服装、
高下駄、手に葉団扇。背に羽根を持ち
天を飛翔するものもある。しかし、大
抵はその姿を現さず山の超自然現象と
結びつくことが多い。その正体は、神
か妖怪か霊的ななにかなのか、それと
も異国人か修験の者か。そんな天狗と
今のこの時代に接触を持った人がい
る。姿を見、写真やテレビカメラに撮
られたという例もある。古来より解釈
され伝承されてきた天狗を考察しなが
ら、現代に現れた天狗について語って
みよう。

『今も天空を飛翔する天狗の話～』

市朗妖怪百科 第九集 市朗妖怪百科 第九集 市朗妖怪百科 第九集 市朗妖怪百科 第九集 

2 枚組

￥4,000（+税）
■著：中山市朗　■発売年月：2022年8月
■録音時間：計100分

1859-5224

新着
古来より日本はアニミズムの信仰を
持っている。だから数多ある化物、魑
魅魍魎、妖怪が創造され、あるいは現
れた。付喪神は、その精霊、御魂が、
道具や器具、調度品といった無機質な
ものに宿るとされる妖怪である。神と
付くからには神でもあろう。付喪神は
室町時代に造られ、江戸時代に絵図と
なったが、この系譜は今も化物、妖
怪、あるいは霊となって現れている。
物が溢れる現代へのそれは何かの警告
なのだろうか。

『付喪神（つくもがみ）～』
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心が育つ だれなに？クラシック Vol.15 ～ブラームス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.15 ～ブラームス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.15 ～ブラームス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.15 ～ブラームス～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年4月
■録音時間：計60分

1859-5143

新着

Vol.15では、バッハ、ベートーヴェンと並びドイツ
を代表する偉大な作曲家ヨハネス・ブラームスを
紹介。さぁ、あなたもクラシックの作曲家と仲良
くなろう！

バッハ、ベートーヴェンと並ぶ、偉大な
ドイツの作曲家

心が育つ だれなに？クラシック Vol.16 ～グリーグ～心が育つ だれなに？クラシック Vol.16 ～グリーグ～心が育つ だれなに？クラシック Vol.16 ～グリーグ～心が育つ だれなに？クラシック Vol.16 ～グリーグ～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年4月
■録音時間：計60分

1859-5144

新着

Vol.16では、ノルウェーが誇る作曲家エドヴァル
ド・グリーグを紹介。さぁ、あなたもクラシック
の作曲家と仲良くなろう！

「ペール・ギュント」で有名、ノルウェーが
誇る作曲家を紹介

心が育つ だれなに？クラシック Vol.17 ～チャイコフスキー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.17 ～チャイコフスキー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.17 ～チャイコフスキー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.17 ～チャイコフスキー～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年6月
■録音時間：計67分

1859-5172

新着

Vol.17では、あのバレエ音楽「白鳥の湖」を生み出
したロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャ
イコフスキーを紹介。さぁ、あなたもクラシック
の作曲家と仲良くなろう！

あのバレエ音楽「白鳥の湖」を生み出した
ロシアの作曲家を紹介

心が育つ だれなに？クラシック Vol.18 ～ドヴォルザーク～心が育つ だれなに？クラシック Vol.18 ～ドヴォルザーク～心が育つ だれなに？クラシック Vol.18 ～ドヴォルザーク～心が育つ だれなに？クラシック Vol.18 ～ドヴォルザーク～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年6月
■録音時間：計58分

1859-5173

新着

Vol.18では、あの「新世界より」を生み出したチェ
コを代表する作曲家アントニン・ドヴォルザーク
を紹介。さぁ、あなたもクラシックの作曲家と仲
良くなろう！

有名になったのは30代になってからという
遅咲きの作曲家、ドヴォルザークを紹介

心が育つ だれなに？クラシック Vol.19 ～マーラー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.19 ～マーラー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.19 ～マーラー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.19 ～マーラー～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年6月
■録音時間：計58分

1859-5181

新着

Vol.19では、ウィーンを中心に活躍し「交響曲」を
進化させた作曲家グスタフ・マーラーを紹介。
さぁ、あなたもクラシックの作曲家と仲良くなろ
う！

一度は作曲家をあきらめて指揮者の道へ！
「交響曲」を進化させた作曲家を紹介

心が育つ だれなに？クラシック Vol.20 ～ドビュッシー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.20 ～ドビュッシー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.20 ～ドビュッシー～心が育つ だれなに？クラシック Vol.20 ～ドビュッシー～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年6月
■録音時間：計57分

1859-5182

新着

Vol.20では、伝統に縛られない独自の音楽で音楽界
に新たな風を吹かせた作曲家クロード・ドビュッ
シーを紹介。さぁ、あなたもクラシックの作曲家
と仲良くなろう！

恋多きモテモテ男でそのため恋愛トラブル
も…。音楽界に新たな風を吹かせた作曲家

心が育つ だれなに？クラシック Vol.21 ～リヒャルト・シュトラウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.21 ～リヒャルト・シュトラウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.21 ～リヒャルト・シュトラウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.21 ～リヒャルト・シュトラウス～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年7月
■録音時間：計65分

1859-5195

新着

Vol.21では、ドイツの後期ロマン派を代表する作曲
家リヒャルト・シュトラウスを紹介。さぁ、あな
たもクラシックの作曲家と仲良くなろう！

情景が目に浮かぶようなオーケストラ音楽
を作るのが上手なドイツの作曲家を紹介

心が育つ だれなに？クラシック Vol.22 ～シベリウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.22 ～シベリウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.22 ～シベリウス～心が育つ だれなに？クラシック Vol.22 ～シベリウス～

１枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2022年7月
■録音時間：計52分

1859-5196

新着

Vol.22では、自分の国フィンランドの伝説や美しい
自然を音楽で表現した作曲家ジャン・シベリウス
を紹介。さぁ、あなたもクラシックの作曲家と仲
良くなろう！

独立を目指す国民のために曲を作り、
多くの人を勇気づけた作曲家、シベリウス
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世界初のビジネス書―15世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ15の黄金則世界初のビジネス書―15世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ15の黄金則世界初のビジネス書―15世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ15の黄金則世界初のビジネス書―15世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ15の黄金則

4 枚組

￥3,600（+税）
■著：アレッサンドロ・ヴァグナー,  伊藤博明　
■発売年月：2022年4月　■録音時間：計217分

1859-5126

新着

15世紀イタリア商人が書き残した、世界初
のビジネス書と言われる著作、『商売術の
書(Libro de l'arte de la mercatura)』(ベネ
デット・コトルリ著)から、ビジネスで富と
成功を得るための15の黄金則を紹介。

15世紀イタリア商人が書き残した、
世界初のビジネス書

ポケット版「のび太」という生きかたポケット版「のび太」という生きかたポケット版「のび太」という生きかたポケット版「のび太」という生きかた

4 枚組

￥1,600（+税）
■著：横山泰行　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計215分

1859-5149

新着

勉強も運動も苦手でぐうたらしてばかりの
のび太。でも、映画版で大活躍し、しずか
ちゃんとの結婚と、実は人生の成功者だっ
たのです！　ベストセラー『「のび太」と
いう生きかた』がパワーアップして登場！
初公開となる4話も今回は特別に収録され
ました。

ベストセラー『「のび太」という生きかた』
がパワーアップして登場！

なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか？なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか？なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか？なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか？

3 枚組

￥2,800（+税）
■著：西剛志　■発売年月：2022年4月
■録音時間：計200分

1859-5121

新着

「何回も言ってるのに！」「そんなことあ
たりまえじゃないか」「なんでわからない
のか！」脳科学の最新研究から明らかにす
る驚くべき「脳のバイアス」の実態。自分
と相手の「脳の認識のズレ」がわかればコ
ミュニケーションはうまくいく。

あなたの思っていることが伝わらないのは
「脳のバイアス」のせいだった！

わが子が将来お金に困らない人になる「お小遣い」のルールわが子が将来お金に困らない人になる「お小遣い」のルールわが子が将来お金に困らない人になる「お小遣い」のルールわが子が将来お金に困らない人になる「お小遣い」のルール

4 枚組

￥2,400（+税）
■著：村田幸紀　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計221分

1859-5151

新着
わが子が将来お金に困らない人になるため
に、わが子のお金リテラシーを上げるため
に、ぜひ実践したいお小遣いのルールをま
とめた1本です。「不動産投資で経済的自
由を手にする会」代表、「お金の教育」に
も精通している著者がわかりやすく解説し
ています。

「子供のお金教育」の決定版！

結局、「しつこい人」がすべてを手に入れる結局、「しつこい人」がすべてを手に入れる結局、「しつこい人」がすべてを手に入れる結局、「しつこい人」がすべてを手に入れる

4 枚組

￥3,000（+税）
■著：伊庭正康　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計240分

1859-5157

新着

「やりたくない」を「やりたい」に変える
方法、挫折しないコツ、しつこくても嫌わ
れない話し方、飽きっぽい人・意志が弱い
人でも簡単にコツコツとやり抜けてしまう
方法などを解説。しつこく続けることが、
信頼にもつながり、あなたの価値を圧倒的
に高めます。

やり抜く力、続ける力こそが、
人生を成功に導く

前祝いの法則前祝いの法則前祝いの法則前祝いの法則

5 枚組

￥3,000（+税）
■著：ひすいこたろう, 大嶋啓介
■発売年月：2022年6月　■録音時間：計302分

1859-5184

新着

願いを叶える最大のコツは〇〇ことであ
る。予祝（よしゅく）とは、２２世紀に
合った「未来をつくる、あたらしい夢の叶
え方」です。なぜ、前祝いをするだけで夢
が叶ってしまうのか？　このCDでは、その
秘密を解き明かしていきます。

読者が選ぶ「ビジネス書グランプリ
2019」自己啓発部門賞受賞作

玉の輿にのれなかった崖っぷち女が年収1000万円になった黄金の大逆転ルール玉の輿にのれなかった崖っぷち女が年収1000万円になった黄金の大逆転ルール玉の輿にのれなかった崖っぷち女が年収1000万円になった黄金の大逆転ルール玉の輿にのれなかった崖っぷち女が年収1000万円になった黄金の大逆転ルール

3 枚組

￥2,800（+税）
■著：伊藤宏美　■発売年月：2022年7月
■録音時間：計200分

1859-5188

新着

玉の輿にのりたいと願うも、うまくいかず
崖っぷちに立たされた著者。ある日を境
に、「自分で稼いで、多くの人と笑って仕
事をする」方法を模索し始める…。「愛さ
れ起業家」となった著者が、人生を大逆転
できた黄金ルールを惜しみなく紹介!

お金持ちに愛されるより、自分を愛して
稼いだほうが100倍ハッピーになれる！
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私の夫は発達障害？カサンドラな妻たちが本当の幸せをつかむ方法私の夫は発達障害？カサンドラな妻たちが本当の幸せをつかむ方法私の夫は発達障害？カサンドラな妻たちが本当の幸せをつかむ方法私の夫は発達障害？カサンドラな妻たちが本当の幸せをつかむ方法

4 枚組

￥2,800（+税）
■著：真行結子,柏淳　■発売年月：2022年7月
■録音時間：計233分

1859-5192

新着

発達障害特性のある夫との関係に苦しみ、
悩む妻は少なくありません。
いろいろな夫婦関係のあり方を踏まえて、
妻が自身の生き方を見つめ直し、「本当の
幸せ」をつかむためのヒントが詰まってい
ます。

夫に振り回される日々から抜け出し、
心穏やかな生活を取り戻すヒント。

人も自分も操れる！暗示大全人も自分も操れる！暗示大全人も自分も操れる！暗示大全人も自分も操れる！暗示大全

5 枚組

￥2,900（+税）
■著：内藤誼人　■発売年月：2022年7月
■録音時間：計275分

1859-5193

新着

暗示を上手に使うことで、人がスイスイ動
いてくれたり、簡単に親しくなれたり、軽
く見られないようになり、社会的にも成功
する。そんな心理術の極意をわかりやすく
一本にまとめたのが本CD。効果的なノウハ
ウも満載なのですぐに実践できます。

最小限の力で人生が一変する法則77
心理実験で実証済み！スゴいメソッド満載！

あるヨギの成功の黄金律あるヨギの成功の黄金律あるヨギの成功の黄金律あるヨギの成功の黄金律

4 枚組

￥4,000（+税）
■著：パラマハンサ・ヨガナンダ, 成瀬雅春, 上川典子
■発売年月：2022年7月　■録音時間：計224分

1859-5190

新着

あなたという存在の最奥から際限なく湧き
でてくる力を、どうすれば育むことができ
るのか。本書には、ヨガナンダが示すその
方法が収められています。

※本CDは2011年に三雅出版から発刊された『パラマ
　ハンサ・ヨガナンダの成功の黄金律』を新しく翻
　訳し直し、再編集のうえ、監修を加えたものです。

ベストセラー『あるヨギの自叙伝』ジョブズを成
功に導いたグルの名著が成瀬雅春氏の監修で復刻!

中学受験で超絶伸びる！受かる家庭の習慣中学受験で超絶伸びる！受かる家庭の習慣中学受験で超絶伸びる！受かる家庭の習慣中学受験で超絶伸びる！受かる家庭の習慣

4 枚組

￥2,800（+税）
■■著：たなかみなこ　■発売年月：2022年7月
■録音時間：計216分

1859-5191

新着
中学受験で、難関校に合格し、かつ「自立
できる子」の親が大事にする子どもへの接
し方を紹介。著者自身の経験はもとより、
長年に渡る確かなコーチング経験をもとに
した「親子の合格コーチング」をわかりや
すく紹介していく。

中学受験は親の「声かけ」が9割！

小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと

4 枚組

￥2,800（+税）
■著：中根克明　■発売年月：2022年8月
■録音時間：計219分

1859-5211

新着

各所で絶賛の嵐!オンライン教育の重鎮によ
るベスト&ロングセラー『小学校最初の3年
間で本当にさせたい「勉強」』、待望の続
編。中学受験との向き合い方など、勉強に
ついても余さず網羅。

中学校前の小4・小5・小6の過ごし
方で将来が決まる！

あなたの才能があなたを苦しめるあなたの才能があなたを苦しめるあなたの才能があなたを苦しめるあなたの才能があなたを苦しめる

4 枚組

￥2,800（+税）
■著：大嶋信頼　■発売年月：2022年8月
■録音時間：計233分

1859-5212

新着

欠点だと思っていたことは、実は長所だっ
た!?　他人の嫉妬を「無効化」すれば、能
力を無限に発揮できる!　本CDでは、出る
杭になっても打たれることなく、好きなこ
とをして活躍できるようになる方法を著者
の大嶋信頼氏がナラティブセラピー(物語を
使った心理療法)をベースに解説します。

「なんでいつもあの人は私を攻撃する
んだろう…」

お金に困らない人が学んでいることお金に困らない人が学んでいることお金に困らない人が学んでいることお金に困らない人が学んでいること

3 枚組

￥2,800（+税）
■著：岡崎かつひろ　■発売年月：2022年8月
■録音時間：計189分

1859-5219

新着
これまで学びに数千万円を投じ、実際に年
収で億を稼ぐまでになった起業家の「自己
投資」の考え方と手法を紹介。「なぜ学び
が大事なのか」というマインドの部分か
ら、具体的な「インプット」「アウトプッ
ト」の手法、そして学びをお金に変えるコ
ツを語りつくしてもらう。

知識への投資が、あなたの財産になる。

交通誘導員ヨレヨレ日記交通誘導員ヨレヨレ日記交通誘導員ヨレヨレ日記交通誘導員ヨレヨレ日記

6 枚組

￥2,600（+税）
■著：柏　耕一　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計340分

1859-5148

新着

全国55万人強の警備員の主流をなしている
「交通誘導員」の人間臭いドラマを克明に
描いた初めての作品。通行人にクレーム入
れられ、現場監督に怒鳴られ、警察に注意
され……。それでも私は今日も路上に立
つ。

当年73歳、本日も炎天下、朝っぱら
から現場に立ちます
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桂文我 上方落語全集 第四巻【上】 桂文我 上方落語全集 第四巻【上】 桂文我 上方落語全集 第四巻【上】 桂文我 上方落語全集 第四巻【上】 

4 枚組

￥3,600（+税）
■著：桂文我　■発売年月：2021年12月
■録音時間：計226分

1859-5465

新着

約15年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎
月開催されている「猫間川寄席」での、四
代目桂文我の口演を収録した落語集。

【収録演目】時うどん／借家怪談／お貞の
話／吉野狐／木挽茶屋／焼物取り／裏の松
風 ／蛍の探偵 

「猫間川寄席」の雰囲気を、
そのままで！ 

桂文我 上方落語全集 第四巻【下】桂文我 上方落語全集 第四巻【下】桂文我 上方落語全集 第四巻【下】桂文我 上方落語全集 第四巻【下】

4 枚組

￥3,600（+税）
■著：桂文我 　■発売年月：2021年12月
■録音時間：計218分

1859-5466

新着

約15年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎
月開催されている「猫間川寄席」での、四
代目桂文我の口演を収録した落語集。

【収録演目】八問答 ／盆唄／毛布芝居／と
ろろん ／月宮殿星の都 ／南海道牛かけ／外
法頭

「猫間川寄席」の雰囲気を、
そのままで！ 

桂文我 上方落語全集 第五巻【上】桂文我 上方落語全集 第五巻【上】桂文我 上方落語全集 第五巻【上】桂文我 上方落語全集 第五巻【上】

4 枚組

￥3,600（+税）
■著：桂文我　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計240分

1859-5159

新着

約15年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎
月開催されている「猫間川寄席」での、四
代目桂文我の口演を収録した落語集。

【収録演目】お盆／占い八百屋／猫の災難 
／箒屋娘／湯文字誉め／稲川／春雨茶屋／
高野土産

「猫間川寄席」の雰囲気を、
そのままで！ 

桂文我 上方落語全集 第五巻【下】桂文我 上方落語全集 第五巻【下】桂文我 上方落語全集 第五巻【下】桂文我 上方落語全集 第五巻【下】

4 枚組

￥3,600（+税）
■著：桂文我　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計254分

1859-5160

新着

約15年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎
月開催されている「猫間川寄席」での、四
代目桂文我の口演を収録した落語集。

【収録演目】大黒の読切 ／法華長屋／蜆売
り／道具屋 ／始末の極意／吹替息子／打飼
盗人 

「猫間川寄席」の雰囲気を、
そのままで！ 

こども講談 七こども講談 七こども講談 七こども講談 七

2 枚組

￥2,400（+税）
■著：旭道南胡　■発売年月：2022年4月
■録音時間：計100分

1859-5132

新着
近頃、注目を浴びているのが日本の伝統話
芸「講談」。これさえあれば、わたしも講
談師になれる！！それでは、はじまり～、
はじまり～。（パンパンッ）

【収録演目】源平盛衰記より「頼朝の流罪」「頼
朝の恋文」「頼朝と梶原」「宇治川の一番渡り」
「敦盛の最期」／「幽霊の絵 上・下」「武士の魂 
上・下」

子供にもわかりやすい講談の入門編

三遊亭遊馬のこども落語 8三遊亭遊馬のこども落語 8三遊亭遊馬のこども落語 8三遊亭遊馬のこども落語 8

１枚組

￥1,800（+税）
■著：三遊亭遊馬　■発売年月：2022年8月
■録音時間：計46分

1859-5210

新着

一席5~10分でお子様向けに楽しく収録して
います♪文化庁芸術祭賞大賞受賞の本格派
が繰り広げる落語の世界。大人気「三遊亭
遊馬のこども落語」シリーズ第8弾！！

【収録演目】さぎとり／そば清／猫と金魚／長短
／ちはやふる／動物園／壺算／味噌豆／そこつ長屋

大人気「三遊亭遊馬のこども落語」
シリーズ第8弾！！
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小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.1 ～大化の改新～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.1 ～大化の改新～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.1 ～大化の改新～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.1 ～大化の改新～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年6月
■録音時間：計52分

1859-5161

新着

「それ」って結局「なに？」って思われてい
る歴史的事件を、わかりやすく解説。第1回
で紹介するのは、飛鳥時代に起こった大事件
「大化の改新」。乙巳の変からはじまる「大
化の改新」は、日本をとんでもなく変えた大
事件だけど何が変わったんだろう？ほーりー
隊長と一緒に楽しんで歴史を知ろう！

小学生のうちに知っておくと中学生
以降の歴史がもっと楽しくなる！

小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.2 ～鑑真来日～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.2 ～鑑真来日～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.2 ～鑑真来日～小学生のうちに知っておきたいそれなに？日本史 Vol.2 ～鑑真来日～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年6月
■録音時間：計52分

1859-5162

新着

「それ」って結局「なに？」って思われている
歴史的事件を、わかりやすく解説。第2回で紹
介するのは、奈良時代の「鑑真来日」。偉いお
坊さんの「鑑真」が日本にやってきた！…って
だけじゃなく、これがとんでもなく日本を変え
た！どんな風に変わったんだろう？ほーりー隊
長と一緒に楽しんで歴史を知ろう！

鑑真さんがやって来る前の日本は
アヤシイお坊さんだらけだった？ 

小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.7 ～織田信長～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.7 ～織田信長～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.7 ～織田信長～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.7 ～織田信長～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年4月
■録音時間：計51分

1859-5118

新着

小学生のうちに知っておきたい偉人とその
時代背景を楽しく解説。
第7回で紹介するのは、戦国時代のスー
パースター「織田信長」。織田信長はどん
な人物だったのか？どうやって天下統一目
前まで行ったのか？ ほーりー隊長と一緒に
楽しんで歴史を知ろう！

お金を大切にして経営者としての
センスも抜群

小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.8 ～徳川家康～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.8 ～徳川家康～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.8 ～徳川家康～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.8 ～徳川家康～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年4月
■録音時間：計53分

1859-5119

新着

小学生のうちに知っておきたい偉人とその
時代背景を楽しく解説。
第8回で紹介するのは、江戸時代という新
しい時代を築いた「徳川家康」。徳川家康
はどんな人物だったのか？　ほーりー隊長
と一緒に楽しんで歴史を知ろう！

子供頃に人質だったことから辛抱強
い性格になった

小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.9 ～徳川吉宗～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.9 ～徳川吉宗～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.9 ～徳川吉宗～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.9 ～徳川吉宗～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計48分

1859-5146

新着

小学生のうちに知っておきたい偉人とその
時代背景を楽しく解説。
第9回で紹介するのは、江戸時代中期に登
場した優秀なリーダー八代将軍「徳川吉
宗」。徳川吉宗はどんな人物だったのか？
どうやって幕府崩壊の危機を乗り越えたの
か？

人々の暮らしが良くなるように
様々な改革をした優秀なリーダー 

小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.10 ～西郷隆盛～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.10 ～西郷隆盛～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.10 ～西郷隆盛～小学生のうちに知っておきたい！だれなに？日本史 Vol.10 ～西郷隆盛～

１枚組

￥1,800（+税）
■著：堀口茉純　■発売年月：2022年5月
■録音時間：計50分

1859-5147

新着

小学生のうちに知っておきたい偉人とその
時代背景を楽しく解説。
第10回で紹介するのは、幕末から明治維新
に活躍した「西郷隆盛」。西郷隆盛はどん
な人物だったのか？どうやって明治維新を
成し遂げたのか？

子供の頃から正義感が強くてみんな
から慕われるリーダー！
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おやこで楽しむ 怖いむかしばなしおやこで楽しむ 怖いむかしばなしおやこで楽しむ 怖いむかしばなしおやこで楽しむ 怖いむかしばなし

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：城谷歩
■発売年月：2021年4月
■録音時間：計60分

1859-8845

ただ怖いだけじゃない、誰もが知っている妖怪話か
ら、聞いたこともない埋もれたあんなお話まで。実話
怪談 百語りの名手 城谷歩がこども向けのちょっと怖
いむかしばなしを、落語のように楽しく聴かせてくれ
るお話集です。

人は聞き方が９割人は聞き方が９割人は聞き方が９割人は聞き方が９割

3 枚組

￥2,800（+税）

■著：永松茂久
■発売年月：2022年3月
■録音時間：計184分

1859-5117

本書では、これらの悩みを解決する方法
を、ズバリ、お伝えいたします。ベストセ
ラー『人は話し方が9割』でもお伝えした
「聞き方」の大切さをさらに詳しく、わか
りやすく解説しました。

アイヌ神話（こどものための聴く絵本）アイヌ神話（こどものための聴く絵本）アイヌ神話（こどものための聴く絵本）アイヌ神話（こどものための聴く絵本）

2 枚組

￥1,800（+税）

■著：中田千畝, でじじ 
■発売年月：2021年3月
■録音時間：計126分

1859-8830

本作は子供向けのわかりやすい内容となっており、お父
さんお母さんもお子様と一緒にアイヌの物語を楽しんで
いただけます。古くからアイヌに伝わる神々の話や、
ちょっと人間くさい魅力もあり、文化を伝承した神とし
ても知られるオイナカムイの冒険談をご堪能下さい。 

おやこで楽しむとっても怖いむかしばなしおやこで楽しむとっても怖いむかしばなしおやこで楽しむとっても怖いむかしばなしおやこで楽しむとっても怖いむかしばなし

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：城谷歩
■発売年月：2021年8月
■録音時間：計65分

1859-8911

ただ怖いだけじゃない、誰もが知っている妖
怪話から、聞いたこともない埋もれたあんな
お話まで。実話怪談 百語りの名手 城谷歩がこ
ども向けのちょっと怖いむかしばなしを、落
語のように楽しく聴かせてくれるお話集で
す。

おやこで楽しむもっと怖いむかしばなしおやこで楽しむもっと怖いむかしばなしおやこで楽しむもっと怖いむかしばなしおやこで楽しむもっと怖いむかしばなし

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：城谷歩
■発売年月：2021年4月
■録音時間：計61分

1859-8846

ただ怖いだけじゃない、誰もが知っている妖
怪話から、聞いたこともない埋もれたあんな
お話まで。実話怪談 百語りの名手 城谷歩がこ
ども向けのちょっと怖いむかしばなしを、落
語のように楽しく聴かせてくれるお話集で
す。

不安と折り合いをつけて うまいこと老いる生き方不安と折り合いをつけて うまいこと老いる生き方不安と折り合いをつけて うまいこと老いる生き方不安と折り合いをつけて うまいこと老いる生き方

4 枚組

￥2,400（+税）

■著：中村恒子,奥田弘美
■発売年月：2022年2月
■録音時間：計253分

1859-5481

恒子先生と、「どうしたら心安らかに、うまいこと
老いる生き方ができるのか?」について、話し合っ
てみようと思い立ちました。これからシニアとなっ
ていく私が、「老いること」に対する疑問を恒子先
生にぶつけながらも、世代の違う精神科医同士、本
音で語り合ってみました。(「はじめに」より)

人は話し方が９割人は話し方が９割人は話し方が９割人は話し方が９割

4 枚組

￥2,800（+税）

■著：永松茂久
■発売年月：2019年3月
■録音時間：計206分

1859-8832

2020年 年間ランキング いちばん売れている
「会話の本」「人に好かれ、応援してもらえ、
可愛がってもらえるコミュニケーション」の秘
訣を初公開!読むだけで「自己肯定感」が上が
り、最後はホロリと泣ける会話本の決定版を
CD化しました!

心の不調が消える 聞くだけ音トレ！心の不調が消える 聞くだけ音トレ！心の不調が消える 聞くだけ音トレ！心の不調が消える 聞くだけ音トレ！

4 枚組

￥2,800（+税）

■著：小松正史
■発売年月：2021年6月
■録音時間：計253分

1859-8882

心の不調の原因は「音」にあった！聞くだけで心が晴れる特殊
音源付き！耳鳴り、騒音、HSP、不眠、発達障害も改善！本
CDでは2つのメソッドと15の特殊音源を使って、症状や不定愁
訴といった不調を改善・消し去る症例別の音トレを具体的に解
説しています。音が原因の不調には、「音の聞き方」や「特殊
音源」が驚くほど効果的です。ぜひ試してみてください。

おやこで楽しむ さらに怖いむかしばなしおやこで楽しむ さらに怖いむかしばなしおやこで楽しむ さらに怖いむかしばなしおやこで楽しむ さらに怖いむかしばなし

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：城谷歩
■発売年月：2021年8月
■録音時間：計64分

1859-8910

ただ怖いだけじゃない、誰もが知っている妖
怪話から、聞いたこともない埋もれたあんな
お話まで。実話怪談 百語りの名手 城谷歩がこ
ども向けのちょっと怖いむかしばなしを、落
語のように楽しく聴かせてくれるお話集で
す。

喜ばれる人になりなさい喜ばれる人になりなさい喜ばれる人になりなさい喜ばれる人になりなさい

6 枚組

￥2,800（+税）

■著：永松茂久
■発売年月：2021年10月
■録音時間：計328分

1859-5405

人生で大切なことは、母から繰り返し言われた「この一言」
だった──  学びあり、青春あり、涙あり、感動ありの成長
物語。母と子、父と子、愛情、友情、師弟、家族、仕事の真
髄が凝縮された、長編ノンフィクション。今の時代だからこ
そ聴きたい、聴くだけで自己肯定感が上がり、誰かのために
何かをしたくなる、優しくて懐かしくて温かい一作です。

令和4年上半期売上ランキング令和4年上半期売上ランキング
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だれなに? 日本史Vol.1～6だれなに? 日本史Vol.1～6だれなに? 日本史Vol.1～6だれなに? 日本史Vol.1～6

各巻 1 枚組
￥1,800（+税）
■著：堀口茉純
■発売年月：2022年1月～2月
■録音時間：計44～53分

Vol.1 卑弥呼

Vol.2 聖徳太子

Vol.3 聖武天皇

Vol.4 清少納言

Vol.5 源頼朝

Vol.6 足利尊氏

1859-5425
1859-5426
1859-5471
1859-5472
1859-5478
1859-5479

歴史漫才 ヒストリーズ・ジャパン歴史漫才 ヒストリーズ・ジャパン歴史漫才 ヒストリーズ・ジャパン歴史漫才 ヒストリーズ・ジャパン

4 枚組

￥3,000（+税）

■著：オフィスインベーダー,なるせゆうせい
■発売年月：2021年12月
■録音時間：計197分

1859-5434

2017年よりテレビ版で話題となった面白くてためになる、知
的好奇心を刺激する抱腹絶倒の歴史漫才が、この度オーディオ
ブック版として登場！若手俳優たちやお笑い芸人たちが歴史上
の登場人物になりきり漫才形式で史実を大暴露！？「え！そん
な理由だったの！？」あの手この手で歴史上の“事件”をいじり
倒す！面白おかしく歴史を一緒に紐解きましょう！

こども講談　六こども講談　六こども講談　六こども講談　六

2 枚組

￥2,400（+税）

■著：旭堂南湖
■発売年月：2021年12月
■録音時間：計106分

1859-5443

子供にもわかりやすい講談の入門編。今回は現代に作
られた新作講談もあります。作家・芦辺拓が書いた新
作講談「江戸川乱歩と神田伯龍」。堂南湖の自伝的講
談「青春講談」。ちょっと怖くて笑える話「怪談小
噺」やカッコいい修羅場読みも入った「般若寺の焼き
討ち」、有名な刀鍛冶「五郎正宗の子供時代」。

だれなに？クラシック Vol.7 ～ベートーヴェン【1】～だれなに？クラシック Vol.7 ～ベートーヴェン【1】～だれなに？クラシック Vol.7 ～ベートーヴェン【1】～だれなに？クラシック Vol.7 ～ベートーヴェン【1】～

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2021年12月
■録音時間：計55分

1859-5445

Vol.7では、「ジャジャジャジャーン」で出
だし有名な「運命」を生み出すなどクラ
シック音楽の歴史の中で極めて偉大な作曲
家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
を紹介。さぁ、あなたもクラシックの作曲
家と仲良くなろう！

だれなに？クラシック Vol.8 ～ベートーヴェン【2】～だれなに？クラシック Vol.8 ～ベートーヴェン【2】～だれなに？クラシック Vol.8 ～ベートーヴェン【2】～だれなに？クラシック Vol.8 ～ベートーヴェン【2】～

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：飯田有抄
■発売年月：2021年12月
■録音時間：計57分

1859-5446

Vol.8では、交響曲からピアノ曲まで数々の
名曲を生み出し、そのユニークなアイディ
アにあふれた楽曲は、のちの世の作曲家に
大きな影響を与えたルートヴィヒ・ヴァ
ン・ベートーヴェンを紹介。さぁ、あなた
もクラシックの作曲家と仲良くなろう！

時間を増やす思考法時間を増やす思考法時間を増やす思考法時間を増やす思考法

5 枚組

￥3,000（+税）

■著：谷原誠
■発売年月：2022年1月
■録音時間：計314分

1859-5456

弁護士法人の代表パートナー、会社経営者、ビジネス書作
家、セミナー講師など何足ものわらじをはき、超多忙なの
にもかかわらず年間1400時間以上を自由に使っている谷原
誠さんがビジネスマンが身につけておくべき「時間を増や
す方法」を大公開しています。アフターコロナ時代の人生
を豊かにしたいビジネスパーソンは必読の1本です。

ライブ落音「三遊亭遊馬 其ノ壱」ライブ落音「三遊亭遊馬 其ノ壱」ライブ落音「三遊亭遊馬 其ノ壱」ライブ落音「三遊亭遊馬 其ノ壱」

2 枚組

￥4,000（+税）

■著：三遊亭遊馬
■発売年月：2015年4月
■録音時間：計87分

1859-8351

平成26年10月31日に東京芸術劇場シアター
ウエストにて行われた「芸歴20周年特別記
念☆三遊亭遊馬独演会」を収録し、CD化し
たものです。 
【演目】「蛙茶番」「佐野山」「紺屋高
尾」

聴いて遊べる ぴょこたんのなぞなぞだいぼうけん聴いて遊べる ぴょこたんのなぞなぞだいぼうけん聴いて遊べる ぴょこたんのなぞなぞだいぼうけん聴いて遊べる ぴょこたんのなぞなぞだいぼうけん

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：株式会社このみプラニング
■発売年月：2016年6月
■録音時間：計69分

1859-8378

遊びにでかけたぴょこたんが なぞなぞバト
ルにちょうせんするよ！
【もくじ】(1)「ぴょこたんのなぞなぞ遊園地　
何に乗ろうかな？」編／(2)「ぴょこたんと駄菓
子屋なぞバトル 駄菓子だ~いすき」／(3)「ぴょこ
たんのなぞなぞ森探検 ドングリゴロリ!?」編／(4)
「ぴょこたんと不思議な公園 不思議な友達」編

三遊亭遊馬のこども落語 2三遊亭遊馬のこども落語 2三遊亭遊馬のこども落語 2三遊亭遊馬のこども落語 2

1 枚組

￥1,800（+税）

■著：木村亮一
■発売年月：2017年7月
■録音時間：計57分

1859-8457

一席5~10分でお子様向けに楽しく収録して
います♪ 文化庁芸術祭賞大賞受賞の本格派
が繰り広げる落語の世界に、毎度おなじみ与
太郎さん、そそっかしいお侍、子だぬき、幽
霊のお菊さん、などなど大集合!?大人気「三
遊亭遊馬のこども落語」シリーズ第2弾！！

遠野物語遠野物語遠野物語遠野物語

3 枚組

￥3,000（+税）

■著：柳田 國男
■発売年月：2019年3月
■録音時間：計206分

1859-8615

『遠野物語』は日本民俗学の父・柳田国男
が、遠野地方で生まれ育った佐々木喜善から
民話や伝承を聞き集めて、100年以上前に刊
行したものです。天狗、ザシキワラシ、雪
女、川童――古くより岩手県遠野地方に息づ
く伝説・伝承百十九話を収録しています。
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誘拐  特別長編（鬼平犯科帳より）誘拐  特別長編（鬼平犯科帳より）誘拐  特別長編（鬼平犯科帳より）誘拐  特別長編（鬼平犯科帳より）

2 枚組

￥3,000（+税）

■著：池波正太郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2020年10月1日
■録音時間：計94分

1900-3389

相川の虎次郎という盗賊を見かけた松永弥
四郎は虎次郎を捕まえ役宅へ連れ帰るも何
も吐かない。江戸には盗みのために入った
のではないと言うが・・・。

岡本綺堂の怖い話岡本綺堂の怖い話岡本綺堂の怖い話岡本綺堂の怖い話

8 枚組

￥5,000（+税）

■著：岡本綺堂
■朗読：大森ゆき
■発売年月：2020年9月1日
■録音時間：計517分

1900-3372

半七捕物帳でお馴染みの岡本綺堂が描く怖
い話の短編をまとめました。百物語形式で
語られていく不気味で怖い、妖しく美しい
視覚的イメージを堪能できる12の怪談。

二つの顔（鬼平犯科帳より）二つの顔（鬼平犯科帳より）二つの顔（鬼平犯科帳より）二つの顔（鬼平犯科帳より）

1 枚組

￥3,000（+税）

■著：池波正太郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2019年7月31日
■録音時間：計65分

1900-3262

「何か口へ入れるものをもって来よう。ひとりで
のんでいておくれ」といって立ったおろくはとっ
て返して、こちらに背を向け手酌でのんでいる男
の脳天へ、金槌を力いっぱいに打ち込んだ。

土佐日記土佐日記土佐日記土佐日記

1 枚組

￥3,000（+税）

■著：紀貫之
■朗読：北斗 誓一
■発売年月：2019年8月31日
■録音時間：計63分

1900-3281

"男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてす
るなり。有名な一文ではじまる本作は、日本文学史上
初の、日記文学であり仮名文字文学である。現代語訳
も多い本作であるが、57首の和歌をふくむ原文のリ
ズムをまず、耳で、体で、味わっていただきたい。

影法師（鬼平犯科帳より）影法師（鬼平犯科帳より）影法師（鬼平犯科帳より）影法師（鬼平犯科帳より）

1 枚組

￥3,000（+税）

■著：池波正太郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2019年9月20日
■録音時間：計70分

1900-3284

密偵〔蛸坊主の五郎〕から報告を聞いた平
蔵は三名ほど新たな手を佐嶋に命じ「蛸
や。今夜はもうよい。酒でものんでやす
め」とねぎらった。――事態がうごきはじ
めてきていた

金魚撩乱金魚撩乱金魚撩乱金魚撩乱

2 枚組

￥3,000（+税）

■著：岡本 かの子
■朗読：河野 茉莉
■発売年月：2019年4月30日
■録音時間：計129分

1900-3236

明治から昭和にかけて活躍した小説家、歌
人である岡本かの子の小説。耽美的な描写
で激しい恋心を金魚屋が金魚を作るさまを
通じて描写した佳作。

鉄道員鉄道員鉄道員鉄道員

1 枚組

￥5,000（+税）

■著：浅田次郎
■朗読：榊原 忠美
■発売年月：2008年6月1日
■録音時間：計75分

1900-0360

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。

白根の万左衛門（鬼平犯科帳より）白根の万左衛門（鬼平犯科帳より）白根の万左衛門（鬼平犯科帳より）白根の万左衛門（鬼平犯科帳より）

1 枚組

￥3,000（+税）

■著：池波正太郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2019年9月20日
■録音時間：計72分

1900-3286

麹町六丁目裏、梅之助という筆師家に、白
根の万左衛門の娘と沼田の鶴吉はそろって
入っていった。その筋向かいにある鰻屋の
伊勢屋を〔見張り所〕に決めて佐嶋忠介が
役宅に戻ってきた。

お腹召しませお腹召しませお腹召しませお腹召しませ

6 枚組

￥6,000（+税）

■著：浅田次郎
■朗読：平川正三
■発売年月：2016年11月30日
■録音時間：計366分

1900-2902

格好良くあるのにこしたことはないが、格
好良いだけではこの世はなりたたぬうえ
に、どんなにか味気ないことであろうと思
われる。幕末から明治維新を生きた６人の
侍の物語。

いねむり先生いねむり先生いねむり先生いねむり先生

8 枚組

￥6,000（+税）

■著：伊集院静
■朗読：平川正三
■発売年月：2018年2月28日
■録音時間：計570分

1900-3066

妻・夏目雅子を亡くして打ちひしがれてい
た時期に出会った色川武大/阿佐田哲也との
思い出を、二十年余を経て解き放った自伝
的小説。男が惚れ込む男に癒やされていく
軌跡。

令和4年上半期売上ランキング令和4年上半期売上ランキング
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損料屋喜八郎始末控え損料屋喜八郎始末控え損料屋喜八郎始末控え損料屋喜八郎始末控え

8 枚組

￥5,000（+税）

■著：山本一力
■朗読：吉田健太郎
■発売年月：2019年3月31日
■録音時間：計530分

1900-3195

庶民を相手に小金を貸す損料屋になった喜
八郎。性分なのか巨利をむさぼる商人と与
力仲間や知恵で立ち向かう痛快な山本一力
らしい時代小説。

黒田如水黒田如水黒田如水黒田如水

8 枚組

￥5,000（+税）

■著：吉川 英治
■朗読：前田 弘喜
■発売年月：2019年5月31日
■録音時間：計550分

1900-3247

黒田如水またの名を黒田官兵衛。幾多のメ
ディアなどの題材にもなった戦国屈指の人
材その生き様を吉川英治が長編で描く。

機関車先生機関車先生機関車先生機関車先生

5 枚組

￥7,000（+税）

■著：伊集院静
■朗読：長尾理保子
■発売年月：2016年3月1日
■録音時間：計367分

1900-2576

瀬戸の小島の生徒数7人の小学校に赴任して
きた青年は、病気で口がきけなくなってい
た。「先生は口がきけんのか。機関車先生
だ」?　･･･涙なしでは聞けない名作。

佐藤さとるﾌｧﾝﾀｼﾞｰ童話集佐藤さとるﾌｧﾝﾀｼﾞｰ童話集佐藤さとるﾌｧﾝﾀｼﾞｰ童話集佐藤さとるﾌｧﾝﾀｼﾞｰ童話集

2 枚組

￥3,000（+税）

■著：佐藤さとる
■朗読：根本泰彦
■発売年月：2017年12月15日
■録音時間：計103分

1900-3055

はじめまして、のかたも。またあったね、
のかたも。かわらぬワクワクを詰め込んだ
珠玉の４話。『カラッポの話』『おばあさ
んの飛行機』『机の上の運動会』『大きな
木がほしい』

城のある町にて城のある町にて城のある町にて城のある町にて

1 枚組

￥4,400（+税）

■著：梶井基次郎
■朗読：平川正三
■発売年月：2020年8月5日
■録音時間：計68分

1900-3355

最愛の妹を亡くし傷ついた心を癒やすた
め、峻（たかし）は城のある町の姉の家に
滞 在 し 、 心 を 癒 そ う と す る の で あ っ
た・・・。

炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）

4 枚組

￥5,000（+税）

■著：池波正太郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2020年10月1日
■録音時間：計308分

1900-3388

隠し子の存在を知り唖然とする平蔵だった
が、その”お園”という平蔵の妹が土地の顔
役に目をつけられているので、助けてやっ
てもらえないかというものだった・・・。

怪人二十面相（少年探偵シリーズより）怪人二十面相（少年探偵シリーズより）怪人二十面相（少年探偵シリーズより）怪人二十面相（少年探偵シリーズより）

5 枚組

￥5,000（+税）

■著：江戸川乱歩
■朗読：村上麻衣
■発売年月：2018年5月10日
■録音時間：計331分

1900-3107

「少年探偵団」シリーズ第一弾。かの怪人
二十面相と名探偵・明智小五郎とが火花を
散らす。小林少年をはじめ探偵団員の知恵
と勇気。嗚呼、この世に少年探偵団在りし
幸せよ

銀の匙銀の匙銀の匙銀の匙

5 枚組

￥5,000（+税）

■著：中勘助
■朗読：平川正三
■発売年月：2019年3月31日
■録音時間：計319分

1900-3194

聞いたこともない明治時代の菓子や遊び、
それなのに痛いほどに感じるなつかし
さ・・虚弱でわがままな子供が愛情につつ
まれて育ちゆく日々。“伝説の授業”教材と
してもしられる名作

プリズンホテル４　春プリズンホテル４　春プリズンホテル４　春プリズンホテル４　春

8 枚組

￥9,000（+税）

■著：浅田次郎
■朗読：三好翼
■発売年月：2019年2月28日
■録音時間：計574分

1900-3137

楽しいうえに長く思い出に残る旅で人気の
「奥湯元あじさいホテル」ツアー！大！
団！円！まいとぶ札束、打ち振られる賽、
咲く桜。プリズンホテルは永遠に不滅で
す！！

時をかける少女時をかける少女時をかける少女時をかける少女

3 枚組

￥9,000（+税）

■著：筒井康隆
■朗読：ゆかな
■発売年月：2008年5月1日
■録音時間：計165分

1900-0262

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。重ささえ感じられる正統派ＳＦ小説
に、声優として大活躍中のあの ゆかな が挑戦。さわやかに読み上げました。
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パンローリング

社会福祉法人
埼玉福祉会

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内3－7－31
TEL  048-481-2188

ホームページ  https://sf-mirukiku. i12.bcart. jp/
Eメール  info-mirukiku@saifuku.com

新しい視点で図書館を考える

AV係

本カタログに掲載されている視聴覚資料は、図書館等

施設で利用者への館内・館外貸出として使用するための

著作権処理済み資料です

パッケージに著作権処理済みで
あることを示す記載がございます。

ことのは出版

おしらせ
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注文 見積り依頼 お問い合わせ

FAX用紙埼玉福祉会
お客様専用 コピーしてお使い下さい。

ご注文日：　令和　　　年　　　月　　　日　　　NO.

フリガナ

フリガナ

フリガナ

お客様名：

ご担当者名：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

数 量
トールケース ジュエルケース※商　品　名商品番号 備　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

お客様コード（空欄可）：

（　　　　　）
（　　　　　）

FAX.048 -481 -0752
＜
2
4
時
間
受
付
＞

▼

※必ず、ご用件に　  を入れてください。
チェック

オーディオブック 2022年秋

※ジュエルケース（CDケース）は「ことのは出版作品」のみお選び頂けます。詳しくは表紙をご覧下さい。

※当注文用紙でいただいた情報に基づき、製品やサービスのお知らせなどをお届けする場合がございます。ご不要なお客様は、埼玉福祉会 図書館用品販売課までご連絡ください。
※当カタログの内容は予告なく変更する可能性がございます。

ご意見、ご要望がございましたら、ご記入ください。

※商品代金の他に配送料がかかります。（税別20,000円以上のご購入で送料無料）



問い合わせコード SF - 045
2022.11

＼スマホでもみられます！／

このカタログに
掲載されている
新作もすべて
WEＢで
見られます

＼選定に便利な機能をご紹介／

商品番号と数量を入力するだけで見積もりや発注が簡単にできます

他にも発売年別や再生時間別などからも選ぶことができます

https://sf-mirukiku.i12.bcart.jp/今すぐチェック！ サイフク視聴覚資料オンライン【みるきく】

＼選定に便利な機能をご紹介／

����
サイフク視聴覚資料オンライン

検索 発注見積 回想法DVD
オーディオブック

●過去作品がすべて見られる！

●クイックオーダーで簡単見積・発注

●ジャンル別や作家別で資料選定がしやすい

＼全1726点掲載中／＼全1726点掲載中／

今までカタログに掲載された商品がすべてWEBで検索できます
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