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●第１回―2001年11月23日(金/祝)

こころ/夏目漱石 井澤 和子

羅生門/芥川龍之介 長倉 朝子

鮨 /岡本かの子 新川 晴子

哀 蚊/太宰治 木内 章子

伸 子/宮本百合子 西沢 文子

うけとり/木山捷平 鈴木 澄江

こだま峠/斎藤隆介 山口 葉子

おかあさん/遠藤周作 飯島 晶子

カチカチ山/太宰治 渡辺 知明

●第２回―2002年6月1日(土)

十三夜/樋口一葉 木内 章子

清兵衛と瓢箪/志賀直哉 高田 千夏

こころ/夏目漱石 佐藤 絹代

雪の夜の話/太宰治 白銀由布子

杜子春/芥川龍之介 新川 晴子

一 昔/木山捷平 鈴木 澄江

舌を噛みきった女/室生犀星 山口 葉子

吾輩は猫である/夏目漱石 渡辺 知明

●第３回―2002年11月10日(日)

転 生/志賀直哉 鈴木 澄江

燈 籠/太宰治 黒部二三四

みそっかす/幸田文 白銀由布子

剃 刀/志賀直哉 長倉 朝子

吾輩は猫である/夏目漱石 佐藤 絹代

きりぎりす/太宰治 山口 葉子

范の犯罪/志賀直哉 西沢 文子

津の国人/室生犀星 木内 章子

畜犬談/太宰 治 渡辺 知明

●第４回―2003年6月7日(土)

駆込み訴え/太宰治 佐藤 絹代

貨 幣/太宰治 黒部二三四

交 尾/梶井基次郎 木内 章子

燈 籠/太宰治 山口 葉子

海の上のピアニスト/バリッコ 西沢 文子

尋三の春/木山捷平 鈴木 澄江

眉 山/太宰治 渡辺 知明

●第５回―20003年11月9日(日)

杜子春/芥川龍之介 黒部二三四

五重塔/幸田露伴 上村 淳子

夏の靴/川端康成 長倉 朝子

猫と庄造とふたりの女/谷崎 西沢 文子

大根の葉/壺井栄 白銀由布子

高瀬舟/森鴎外 佐藤 絹代

吾輩は猫である/夏目漱石 渡辺 知明

●第６回―2004年6月5日(土)

羅生門/芥川龍之介 上村 淳子/長倉 朝子

夢十夜/夏目漱石 神戸木綿子/白銀由布子

吾輩は猫である/漱石 黒部二三四/佐藤 絹代

カチカチ山/太宰治 山口 葉子/渡辺 知明

《構成よみ》ハムレット/シェークスピア

上村 淳子/神戸木綿子/木内 章子/佐藤 絹代/

白銀由布子/鈴木澄江/長倉朝子/山口葉子/渡辺知明

●第７回―2004年11月6日(土)

嘘の三郎/太宰治 ………… 黒部二三四

山椒大夫/森鴎外 ………… 吉野由美子

真 鶴/志賀直哉 …………西沢 文子

待 つ/太宰治 ………… 山口 葉子

初 恋/木山捷平 ………… 鈴木 澄江

女 難/国木田独歩 ……… 佐藤 絹代

黄金風景/太宰治………… 渡辺 知明

●第８回―2005年6月4日(土)

走れメロス/太宰治 吉野由美子

坊ちゃん/夏目漱石 神戸木綿子

五重塔/幸田露伴 鈴木 澄江/渡辺 知明

雪の夜の話/太宰治 白銀由布子

人でなしの恋/江戸川乱歩 山口 葉子

メフィスト/小山清 渡辺 知明

●第９回―2005年10月30日(日)

転生/志賀直哉……鈴木 澄江/渡辺 知明

藪の中/芥川龍之介…上村 淳子/長倉 朝子

吾輩は猫である/夏目漱石…馬場 暎子/吉野由美子

《構成よみ》太宰治の世界―「葉」による構成―

秋葉紀世子/井澤和子/石田淑子/大庭 ミキ/

神戸木綿子/小松 あい/篠田ゆみ子/白銀由布子/

中村美智子/福家 守/吉田真理子

最後の一句/森鴎外……江田 玲子/佐藤 絹代

にごりえ/樋口一葉……木内 章子/平野 純子

《構成よみ》カチカチ山/太宰治

伊三部一江/西沢 文子/山口 葉子/渡辺 知明

●第10回―2006年6月4日(日)

朝/太宰 治 岩崎 佳江

好人物の夫婦/志賀直哉 西沢 文子

裸 川/太宰 治 山口 葉子

こころ/夏目漱石 吉野由美子

しん女語りぐさ/唐木順三 木内 章子

《構成よみ》シラノ・ド・ベルジュラック

渡辺知明/鈴木澄江/佐藤絹代/秋葉紀世子/

江田玲子/黒部二三四/白銀由布子/吉田真理子

●第11回―2006年11月5日(日)

鼻/芥川龍之介 馬場 暎子

黄金風景/太宰 治 西沢 文子

范の犯罪/志賀 直哉 吉田真理子

名人伝/中島 敦 伊三部一江

少年の悲哀/国木田独歩 平野 純子

大根の葉/壺井 栄 白銀由布子

吾輩は猫である/夏目漱石 渡辺 知明

●第12回―2007年3月4日(日)

二十四の瞳/壺井 栄 白銀由布子

赤 い 繭/安部公房 石田 淑子

山月記/中島 敦 佐藤 絹代

眉 山/太宰 治 西沢 文子

あひびき/ツルゲーネフ（二葉亭四迷訳）吉野由美子

赤い太鼓/太宰 治 山口 葉子

吾輩は猫である（苦沙弥家の朝）夏目漱石/渡辺知明

●第13回―2007年9月4日(日)

牛 人/中島 敦……馬場 暎子

古 都/川端康成……白銀由布子

橋づくし/三島由紀夫……石田 淑子

愛 撫/梶井基次郎……西沢 文子

雁 /森 鴎外……山口 葉子

悟浄歎異/中島 敦 …… 佐藤 絹代

吾輩は猫である(暑い暑いの巻)…渡辺 知明

●第14回―2008年3月2日（日）

闇の絵巻/梶井基次郎…… 石田 淑子

春 の 鳥/国木田独歩 …… 佐藤 絹代

高 野 聖/泉 鏡花 ……… 改田麻紗子

人 間/夏目漱石……… 江田 玲子

Ｋの昇天/ 梶井基次郎…… 松岡 未央

おれがあいつで
/山中 恒… 藤井 直子あいつがおれで

粋 人/太宰 治 ……… 馬場 暎子

吾輩は猫である（雪江さん）渡辺 知明

●第15回―2008年9月7日（日）

夢十夜・第二夜/夏目漱石…… 松岡 未央

風立ちぬ/堀 辰雄 ………… 小松 あい



盧 声/幸田 露伴 …………佐藤 絹代

吾輩は猫である/夏目漱石…… 馬場 暎子

走れメロス/太宰 治………… 岩崎 佳江

真景累ヶ淵/三遊亭円朝………改田麻紗子

貧の意地/太宰 治……………伊三部一江

眉 山/太宰 治…………… 渡辺 知明

●第16回―2009年3月1日（日）

満 願/太宰 治…………… 松岡 未央

黄金風景/太宰 治 ……………西沢 文子

女の決闘/太宰 治 ……………山口 葉子

義 理(新釈諸国噺)/太宰 治… 江田 玲子

浦島さん(お伽草紙)/太宰 治… 渡辺 知明

草 枕/夏目漱石 ……………… 藤本やよひ

老妓抄/岡本かの子 ………… 石田 淑子

雁 /森 鴎外 ……………… 伊三部一江

渡辺知明=独演会

●第１回―2002年3月2日(土)

チェーホフ「たわむれ」（原卓也訳）

中島敦「山月記」

太宰治「瘤取り」「お伽草紙」より

●第２回―2002年9月7日(土)

チェーホフ「牡蠣(かき)」(松下裕訳)

梶井基次郎「檸檬(れもん)」

太宰治「浦島さん」「お伽草紙」より

●第３回―2003年3月1日(土)

チェーホフ「ワーニカ」（松下裕訳）

梶井基次郎「Ｋの昇天」

太宰治「舌切雀」「お伽草紙」より

●第４回―2003年10月4日(土)

チェーホフ「眠い」(松下裕訳)

中島敦「名人伝」

太宰治「カチカチ山」「お伽草紙」より

●第５回―2004年3月6日(土)

梶井基次郎「城のある町にて」「ある午後」

中島敦「文字禍」

太宰治「赤い太鼓」「新釈諸国噺」より

●第６回―2004年9月4日(土)

梶井基次郎「城のある町にて」「手品と花火」

中島敦「狐憑」「古潭」より

《ゲスト》木山捷平「初恋」鈴木澄江

太宰治「破産」「新釈諸国噺」より

●第７回―2005年3月5日(土)

梶井基次郎「城のある町にて」「病気」「勝子」

中島敦「悟浄歎異」「わが西遊記」より

太宰治「貧の意地」「新釈諸国噺」より

●第８回―2005年9月3日(土)

梶井基次郎「城のある町にて」「昼と夜」「雨」

中島敦「かめれおん日記」

太宰治「大力」「新釈諸国噺」より

●第９回―2006年3月5日(日)

梶井基次郎 「路上」

夏目漱石 「吾輩は猫である」泥棒騒動

太宰 治 「人魚の海」「新釈諸国噺」より

●第10回―2006年9月5日(日)

特集=チェーホフ作品（松下裕訳）

鶯の顔見せ興行/駆け出し作家の心得/

ポーリニカ/ヴァライエティ･ショールーム/男爵

●第11回―2007年6月3日(日)

梶井基次郎「交 尾」 その２

中島 敦「悟浄出世」「わが西遊記」の中

太宰 治「裸 川」「新釈諸国噺」より

●第12回―2007年11月4日（日）

梶井基次郎「筧の話」「闇の絵巻」
中島敦「弟 子」子路の物語その１

太宰 治「吉野山」「新釈諸国噺」より

●第13回―2008年6月1日（日）

梶井基次郎「蒼 穹」「桜の樹の下には」

中島 敦「弟 子」子路の物語 その２

太宰 治 「義 理」「新釈諸国噺」より

●第14回―2008年11月2日（日）

梶井基次郎「橡の花―或る私信―」

中島 敦「弟 子」子路の物語その３

太宰治「粋 人」「新釈諸国噺」より

●第15回―2009年6月7日（日）

太宰 治「富嶽百景（抄）」

中島 敦「弟 子」子路の物語その4（完）

太宰 治「女 賊」「新釈諸国噺」より

＊

◎録音ＣＤのご注文をお受けします。

ご希望の回数をお知らせください。

（2009/07/22）

コトバ表現研究所 渡辺知明

〒141-0022 品川区東五反田2-15-6-515
電話&FAX.03-3445-6499

w-tomo@tokyo.email.ne.jp
http://www.ne.jp/asahi/kotoba/tomo/

表現よみＯの会記録
オ ー


