
タイトル 著者名 資料バーコード

湯屋番 三遊亭竜楽／著 1901043669

手紙無筆 三遊亭竜楽／著 1901043792

短命 三遊亭竜楽／著 1901043685

宗論 三遊亭竜楽／著 1901043636

締め込み 三遊亭竜楽／著 1901043800

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　海外公演ウラ噺

「イタリアの笑い・フランスの笑い」
三遊亭竜楽／著 1901043776

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　フランス語版 三遊亭竜楽／著 1901043750

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　英語版 三遊亭竜楽／著 1901060549

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　ポルトガル語版 三遊亭竜楽／著 1901043743

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　ドイツ語版 三遊亭竜楽／著 1901043735

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　イタリア語版 三遊亭竜楽／著 1901043727

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　日本語版 三遊亭竜楽／著 1901060556

三遊亭竜楽の七か国語落語～酔っぱらい編　スペイン語版 三遊亭竜楽／著 1901060564

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　海外公演ウラ噺 三遊亭竜楽／著 1901043446

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　フランス語版 三遊亭竜楽／著 1901043438

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　ポルトガル語版 三遊亭竜楽／著 1901043420

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　英語版 三遊亭竜楽／著 1901043412

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　イタリア語版 三遊亭竜楽／著 1901043404

三遊亭竜楽の７か国語落語～味噌豆編　ドイツ語版 三遊亭竜楽／著 1901043396

三遊亭竜楽の７か国語落語～味噌豆編　スペイン語版 三遊亭竜楽／著 1901043388

三遊亭竜楽の7か国語落語～味噌豆編　日本語版 三遊亭竜楽／著 1901043370

金明竹 三遊亭竜楽／著 1901043628

紀州 三遊亭竜楽／著 1901043784

親子酒 三遊亭竜楽／著 1901043768

関取千両幟 三遊亭圓橘／著 1901043495
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タイトル 著者名 資料バーコード

小佐田定雄【講演CD：古今東西らくご噺～落語の魅力】 小佐田定雄／著 1901010486

ステファンのフランス語落語「かみかみ」「時うどん」「ため

し酒」

ステファン・フェランデス／

著
1901043594

フランス人・尻流複写二（シリル・コピーニ）による落語「桃

太郎」

尻流複写二（シリル・コピー

ニ）／著
1901043461

フランス人・尻流複写二（シリル・コピーニ）による落語「動

物園」

尻流複写二（シリル・コピー

ニ）／著
1901043453

不動坊　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062701

一目上り　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062206

湯屋番　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062529

宿屋の富　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062651

宿屋の仇討　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062222

粗忽長屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062230

万金丹　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062974

真二つ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062370

松曳き　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062362

棒だら（1983）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062982

棒だら（1977）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062396

一人酒盛　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062024

花見の仇討　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062487

猫の災難（1979）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901063006

猫の災難（1985）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062990

猫久　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062081

二十四孝　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062545

夏どろ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062636

道具屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062537

道灌　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062693

富久　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062115

時そば　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062800

天災　柳家小さん 柳家小さん／著 1901061984

ちりとてちん（1981）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062628

ちりとてちん（1982）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062180

提灯屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062867

長者番付　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062685

大工調べ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062065

たらちね（1983）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062933

たらちね（1977）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062172



狸の鯉　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062859

たぬき　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062008

高砂や　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062784

粗忽の使者(1985)　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062966

粗忽の使者(1980)　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062057

素人鰻　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062503

将棋の殿様　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062669

三年目　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062495

三人無筆　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062792

三人旅　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062339

三軒長屋（下）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062032

蒟蒻問答　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062552

子別れ（上）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901063311

子ほめ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062354

子は鎹　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062347

こいがめ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062461

蔵前駕籠（1979）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062511

蔵前駕籠（1983）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062842

首提灯　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062644

禁酒番屋（1985）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062958

禁酒番屋（1977）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062321

南瓜屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901063014

笠碁（1985）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062941

笠碁（1978）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062313

笠碁（1981）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062214

親子酒　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062826

お化長屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062305

おせつ徳三郎（上）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062164

唖の釣　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062198

馬の田楽　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062099

うどん屋　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062156

芋俵　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062479

意地くらべ　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062776

石返し（1981）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062834

石返し（1977）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062388

あくび指南　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062149

青菜　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062677

宿屋の富（1983）　柳家小さん 柳家小さん／著 1901062818



タイトル 著者名 資料バーコード

二人旅　立川談志 立川談志／著 1901062735

兵庫舟（桑名船）　立川談志 立川談志／著 1901062925

六尺棒　立川談志 立川談志／著 1901062768

らくだ　立川談志 立川談志／著 1901062255

よかちょろ　立川談志 立川談志／著 1901062016

木乃伊取り（1985）　立川談志 立川談志／著 1901062750

木乃伊取り（1979）　立川談志 立川談志／著 1901062297

漫談　立川談志 立川談志／著 1901062602

松曳き（1983）　立川談志 立川談志／著 1901062917

松曳き（1981年）　立川談志 立川談志／著 1901062040

文七元結（1980）　立川談志 立川談志／著 1901062131

文七元結（1978）　立川談志 立川談志／著 1901062123

寝床　立川談志 立川談志／著 1901062578

二階ぞめき　立川談志 立川談志／著 1901062073

富久　立川談志 立川談志／著 1901062743

代書屋　立川談志 立川談志／著 1901062594

粗忽長屋（1981）　立川談志 立川談志／著 1901062586

粗忽長屋（1979）　立川談志 立川談志／著 1901062271

疝気の虫　立川談志 立川談志／著 1901062610

持参金　立川談志 立川談志／著 1901062560

白井権八（鈴ヶ森）　立川談志 立川談志／著 1901062107

洒落小町　立川談志 立川談志／著 1901062453

芝居の喧嘩　立川談志 立川談志／著 1901062446

品川心中　立川談志 立川談志／著 1901062289

雑俳　立川談志 立川談志／著 1901062438

山号寺号　立川談志 立川談志／著 1901062891

権助提灯　立川談志 立川談志／著 1901062263

五貫裁き（1983）　立川談志 立川談志／著 1901062727

五貫裁き（1980）　立川談志 立川談志／著 1901062412

小言幸兵衛　立川談志 立川談志／著 1901062909

紺屋高尾　立川談志 立川談志／著 1901062420

慶安太平記　立川談志 立川談志／著 1901062404

かぼちゃ屋　立川談志 立川談志／著 1901062719

お化け長屋（1985）　立川談志 立川談志／著 1901062883

お化け長屋（1979）　立川談志 立川談志／著 1901062248

お化け長屋（1981年）　立川談志 立川談志／著 1901061992

阿武松　立川談志 立川談志／著 1901062875

魁！学習塾 林家染太／著 1901043610


