
季刊誌 税込定価  880円

ISBN

9784803803983

ブックジャケット 税込定価  1,980円

JAN

4582628020012

スターターキット  税込定価  3,850円

JAN

4582628021262

作品リフィル 【小説・エッセイ】 税込定価 各330円

JAN 著者 タイトル JAN 著者 タイトル

4582628020029 芥川龍之介 秋 4582628020036 織田作之助 雪の夜

4582628020289 老年 4582628020609 競馬

4582628020296 ひょっとこ 4582628020616 夫婦善哉（上）

4582628020302 枯野抄 4582628020623 夫婦善哉（下）

4582628020319 舞踏会 4582628020630 雨（上）

4582628020326 お富の貞操 4582628020647 雨（下）

4582628020333 子供の病気 4582628020227 小川未明 赤い蝋燭と人魚

4582628020340 大道寺信輔の半生 4582628020654 黒い人と赤いそり

4582628020357 点⿁簿 4582628020661 太田靖久 父の自転車と母の赤い車

4582628020364 蜃気楼 4582628020678 岡本かの子 鮨

4582628020371 或阿呆の一生 4582628020685 老妓抄

4582628020388 藪の中 4582628020043 梶井基次郎 雪後

4582628020395 竜 4582628020692 桜の樹の下には

4582628020401 疑惑 4582628020708 檸檬

4582628020418 玄鶴山房 4582628020715 愛撫

4582628020425 おぎん 4582628020722 ある心の風景

4582628020432 蜜柑 4582628020050 加能作次郎 枇杷の少女

4582628020449 戯作三昧（上） 4582628020739 菊池寛 海の中にて

4582628020456 戯作三昧（下） 4582628020746 身投げ救助業

4582628020463 歯車（上） 4582628020753 入れ札

4582628020470 歯車（下） 4582628020760 金史良 コブタンネ

4582628020487 或旧友へ送る手記 4582628020067 久坂葉子 入梅

4582628020494 井伏鱒二 山椒魚 4582628020074 国木田独歩 初恋

4582628020500 鯉 4582628020777 画の悲み

4582628020517 屋根の上のサワン 4582628020234 久米正雄 父の死

4582628020524 夜ふけと梅の花 4582628020784 後藤明生 疑問符で終る話

4582628020531 丹下氏邸 4582628020791 道

4582628020548 泉鏡花 外科室 4582628020807 夢かたり

4582628020555 上坂あゆ美 歌集 無害老人計画 4582628020814 宝船

4582628020562 梅崎春生 黄色い日日（上） 4582628020821 しんとく問答（上）

4582628020579 黄色い日日（下） 4582628020838 しんとく問答（下）

4582628020586 江戸川乱歩 木馬は廻る 4582628020845 小山清 落穂拾い

4582628020593 人間椅子 4582628020852 老人と鳩

ポケットアンソロジー

品名

ブックジャケット（名久井直子デザイン）

荒川洋治・選 『初めての世界』

品名

書名

季刊 アンソロジスト 創刊号

          ブックジャケットと 荒川洋治・選作品リフィル（８作）のセット
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作品リフィル 【小説・エッセイ】 税込定価 各330円

JAN 著者 タイトル JAN 著者 タイトル

4582628020241 佐藤春夫 西班牙犬の家 4582628020166 林芙美子 幸福の彼方

4582628020258 坂口安吾 風博士 4582628021033 美しい犬

4582628020869 私は海を抱きしめていたい 4582628020173 原民喜 秋日記

4582628020876 いずこへ 4582628021040 美しき死の岸に

4582628020081 素木しづ 幸福への道 4582628021057 葉山嘉樹 淫売婦

4582628020883 島田清次郎 若芽 4582628021064 萩原朔太郎 猫町

4582628020098 鈴木三重吉 星の女 4582628020180 堀辰雄 辛夷の花

4582628020890 菅忠雄 銅鑼 4582628021071 松永延造 ラ氏の笛

4582628020104 高見順 ノーカナのこと 4582628021095 牧野信一 ⿁涙村

4582628020906 不正確な生 4582628021101 宮沢賢治 やまなし

4582628020111 太宰治 雪の夜の話 4582628021118 いちょうの実

4582628020913 駈込み訴え 4582628021125 水野仙子 悔

4582628020920 HUMAN LOST 4582628020197 森鴎外 身上話

4582628020937 葉桜と魔笛 4582628021132 普請中

4582628020944 女生徒（上） 4582628021149 かのように（上）

4582628021279 女生徒（下） 4582628021156 かのように（下）

4582628020951 メリイクリスマス 4582628021163 山本周五郎 プールのある家

4582628020968 猿面冠者 4582628021170 わたくしです物語（上）

4582628020975 姨捨 4582628021187 わたくしです物語（下）

4582628020265 谷崎潤一郎 刺青 4582628021194 落ち梅記（上）

4582628020982 田山花袋 少女病 4582628021200 落ち梅記（下）

4582628020128 寺田寅彦 団栗 4582628021217 へちまの木（上）

4582628020135 徳田秋声 町の踊り場 4582628021286 へちまの木（下）

4582628020999 豊島与志雄 蝦蟇 4582628021224 「青べか」を買った話

4582628020142 中島敦 鶏 4582628021231 矢田津世子 神楽坂

4582628020272 山月記 4582628020203 横光利一 微笑（上）

4582628021002 名人伝 4582628020210 微笑（下）

4582628020159 夏目漱石 自転車日記 4582628021248 春は馬車に乗って

4582628021026 永井荷風 狐 4582628021255 吉行エイスケ 飛行機から堕ちるまで

作品リフィル 【詩・短歌・俳句】 税込定価 各330円

JAN 著者 タイトル JAN 著者 タイトル

4582628021019 中原中也 宮崎智之セレクト 中原中也名詩選 4582628021088 正岡子規 子規百句（片上⾧閑・撰）

作品リフィル 【お店リフィル】 税込定価 各330円

JAN

4582628021309

4582628021316 サンブックス浜田山・選

タイトル

名作文学焼芋登場大全

片山廣子「浜田山の話」ほか

著者

おいもとほん talkingbook・選
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