
自由が丘FM　「朗読のひととき」　　毎月第2・第4火曜日　16:００～１７：００

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

2014年

6月21日 火　午前 安李彩 杜子春（芥川龍之介）

6月24日 火　午前 石川　良枝 手袋を買いに（新美南吉）　・　走れメロス（太宰　治）

7月12日 火　午前 外村　幸子 高瀬舟（森　鴎外）

7月31日 火　午前 安李彩 注文の多い料理店（宮沢賢治）　・　野菊の墓（伊藤左千夫）

8月11日 火　午前 外村　幸子 耳なし芳一（小泉八雲）

8月26日 火　午前 石川　良枝 きつね（新美南吉）・蜜柑（芥川龍之介）・アイキャンスピーク（太宰　治）

9月9日 火　午前 安李彩 牡丹燈篭（田中貢太郎）　・　眠る森のお姫さま（ペロー 楠山正雄訳）

9月23日 火　午前 外村　幸子 草ヒバリ（小泉八雲）　・　青栁物語（小泉八雲）

9月30日

10月14日 火　午前 石川　良枝 島の暮れ方の話（小川未明）　・　入れ札（菊池　寛）

10月29日 火　午前 安李彩 悟浄歎異抄沙門悟浄の手記（中島　敦）

11月25日 火　午前 石川　良枝 極楽（菊池　寛）　・　ごんぎつね（新美南吉）

12月18日 火　午前 外村　幸子 雪の夜の話（太宰　治）　・　雪女（小泉八雲）

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

2015年

1月13日 火　午前 石川　良枝 殿様の茶碗（小川未明）　・　落語「千早振る」

1月27日 木　午後 岡本　順子 注文の多い料理店（宮沢賢治）

福　　裕子 放浪記より（林　芙美子）

2月10日 火　午前 安李彩 ヴィヨンの妻（太宰　治）

2月24日 火　午前 石川　良枝 夢十夜　１夜、３夜（夏目漱石）　・　一房の葡萄（有島武郎）

3月10日 火　午後 橋本　栄子

宮内　啓子

3月24日 火　午前 安李彩 黄英（田中貢太郎）　・　六羽の白鳥（グリム兄弟、楠山正雄訳）

4月14日 火　午前 石川　良枝 高瀬舟・高瀬舟縁起（森　鴎外）

4月28日 木　午後 南方　　圭 朝（太宰　治）　・　黄金風景（太宰　治）

二瓶　澄慧 巴里の旅窓より（与謝野晶子）

5月12日 火　午後 客野美喜子 夢十夜　８夜、１０夜　（夏目漱石）

阿部　成子 　　〃　　３夜、　５夜

5月26日 第４回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者１４名出席　於．橋本栄子様宅

6月9日 　　　　？

第３回自由が丘ＦＭ　朗読の会発表会　参加者１３名　於．自由が丘ＦＭスタジオ

杜子春（芥川龍之介）



6月23日 木　午前 福　　裕子 舞踏会（芥川龍之介） 　・　首飾り（モーパッサン）

7月14日 火　午前 細沼　　恵 蜘蛛の糸（芥川龍之介）

外村　幸子 鼻（芥川龍之介）

7月28日 火　午前 外村　幸子 耳なし芳一（小泉八雲）戸川明三訳　青空文庫版

8月11日 火　午後 客野美喜子 虎（久米正雄）　・　山月記（中島　敦）

8月18日 木　午後 岡本　順子 セロ弾きゴーシュ（宮沢賢治）

8月25日 火　午前 石川　良枝 地図（太宰　治）　・　貨幣（太宰　治）

9月8日 火　午後 宮内　啓子 どんぐりと山猫（宮沢賢治）　・　風の又三郎（宮沢賢治）

9月15日 木　午後 福　　裕子 幸福の王子（オスカーワイルド）　・　春琴抄（谷崎潤一郎）

9月29日 火　午前 安丸　紀子 小夜啼鳥（アンデルセン）　・　舌切りすずめ（楠山正雄）

10月13日 火　午後 阿部　成子 一房の葡萄（有島武郎）

南方　　圭 リィズ（太宰　治）　・　失敗園（太宰　治）

10月27日 火　午前 外村　幸子 羅生門（芥川龍之介）　・　蜘蛛の糸（芥川龍之介）

11月10日 火　午後 客野美喜子 勝負事（菊地　寛）　・　名人伝（中島　敦）　

11月17日 第5回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者１５名　於．ルポール麹町　３階トパーズの間

11月24日 木　午後 西村　邦子 葉桜と魔笛（太宰　治）　

二瓶　澄慧 よだかの星（宮沢賢治）

12月8日 火　午前 細沼　　恵 黄金風景（太宰　治）

石川、　外村、　安丸
細沼

藪の中（芥川龍之介）

12月22日 火　午後 宮内　啓子 久米仙人　ｸﾒﾉｾﾝﾆﾝ（武者小路実篤） ・　越年（岡本かの子）

2016年　平成２８年

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

1月12日 木　午後 岡本　順子 赤い蝋燭と人魚（小川未明）　・　蜃気楼（芥川龍之介）

1月25日 火　午前 石川　良枝 日本の昔話・遠野物語（柳田国男）　

2月9日 火　午後 客野美喜子 刺青（谷崎潤一郎）　・　最後の一句（森　鴎外）

2月23日 木　午後 福　　裕子 手袋を買いに（新美南吉）　・　最後の一葉（ｵｰ･ﾍﾝﾘｰ）

3月8日 火　午前 安李彩（安丸紀子） 灰だらけ姫（ペロー）　・　源氏物語　若紫（与謝野晶子訳）

3月22日 火　午後 南方　圭（西田佳代） 美少女（太宰　治）　・　貧者の意地（太宰　治）

4月12日 木　午後 二瓶　澄慧 「硝子戸の中」より（夏目漱石）

4月26日 火　午前 細沼　　恵 文鳥（夏目漱石）　・　どんぐりと山猫（宮沢賢治）

5月10日 火　午後 宮内　啓子 闇の絵巻（梶井基次郎）　・　幸福の彼方（林芙美子）

5月31日 第6回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者　14名　於．めぐろパーシモン小ホール

6月14日 火　午前 外村　幸子 竹取物語(和田萬吉）

6月28日 木　午後 岡本　順子 正坊とクロ（新美南吉）　・　睡蓮（横光利一）　

7月12日 火　午後 客野美喜子 泥棒（夏目漱石　永日小品より）　・　木馬は廻る（江戸川乱歩）

7月26日 火　午前 安李彩（安丸紀子） 雷峰塔物語（田中貢太郎）



8月23日 木　午後 福　　裕子 木の祭り（新美南吉）　・　天衣無縫（織田作之助）

9月13日 火　午前 外村幸子 ぶんぶく茶釜（楠山正雄）

細沼　恵 狐物語（林　芙美子）

9月27日 木　午後 西村邦子 かけ（チエーホフ　原卓也　訳）　

二瓶澄慧 うた時計・一年生たちとひよめ　（新美南吉）

10月11日 火　午後 宮内　啓子 十三夜（樋口一葉）

10月25日 火　午後 のんのん（池田紀子） 三河屋お長（池波正太郎）

11月8日 火　午前 安李彩（安丸紀子）
賈后と小吏（田中貢太郎）
ラ・ベルとラ・ベト　美し姫と怪獣（ヴィルヌーヴ夫人　楠山正雄訳）

11月22日 第７回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者 １４名  　於．めぐろパーシモン小ホール

12月13日 月　午後 南方　圭（西田佳代） 男ごころ（永井荷風）

尾崎杏子 よだかの星（宮沢賢治）

12月27日 木　午後 岡本順子 空飛ぶトランク（ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ　荒俣宏訳）　・　牛をつないだ椿の木（新美南吉）　

※※　9月より、放送時間　１２：３０　～　１３：３０　に変更となる

自由が丘FM　「朗読のひととき」　　毎月第2・第4火曜日　１２：３０～１３：３０

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

201７年　平成２９年

1月10日 火　午後 客野美喜子 人間椅子（江戸川乱歩）

1月24日 火　午前 外村　幸子 竹青（太宰　治）

2月14日 木　午後 福　　裕子 曠野（堀　辰雄）

2月28日 火　午前 細沼　恵 誰も知らぬ（太宰　治）　・　雛（芥川龍之介）

3月14日 木　午後 西村　邦子 玉章　ﾀﾏｽﾞｻ　（室生犀星）

二瓶　澄慧 赤い靴（アンデルセン　楠山正雄訳）

3月28日 火　午後 のんのん池田　紀子 おせん（池波正太郎）

4月11日 火　午後 宮内　啓子 食堂（島崎藤村）

4月25日 月　午後 尾崎　杏子 山鴫（芥川龍之介）

5月9日 火　午前 安丸　紀子 ヘンゼルとグレーテル(グリム兄弟　楠山正雄訳）

5月30日（火） 第８回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者　１２名　於．めぐろパーシモン小ホール

6月13日 火　午後 客野美喜子 恩讐の彼方に（菊池　寛）
6月27日 木　午後 岡本順子 六の宮の姫君　・　藪の中　（芥川龍之介）

7月11日 火　午前 外村　幸子 耳なし芳一（小泉八雲）

7月25日 木　午後 福　裕子 月夜とめがね　・　殿さまの茶碗　・　牛女　　（小川未明）
8月8日 木　午後 南方　圭（西田佳代） 或夜 ・　男ごころ　（永井荷風）

9月12日 火　午後 客野美喜子 父の死　（久米正雄）
9月26日 火　午後 宮内　啓子 方丈記（鴨長明）

10月10日 月　午後 尾崎　杏子 名人伝　・　山月記　（中島敦）
10月24日 千明　素子 一房の葡萄（有島武郎）　・　ちいちゃんのかげおくり



11月2日（木） 第９回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者　１０名　於．めぐろパーシモン小ホール
11月14日 火　午前 安丸　紀子 蜘蛛の糸　・　杜子春　（芥川龍之介）
11月27日 火　午前 外村　幸子 高瀬舟（森鴎外）

12月12日 木　午後 岡本　順子 人でなしの恋（江戸川乱歩）

12月26日 木　午後 南方圭（西田佳代） 朝　・　粋人　（太宰治）

8月22日は事務所メンテナンスのため中止

自由が丘FM　「朗読のひととき」　　毎月第2・第4火曜日　１２：３０～１３：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６：００～１７：００　（6月～）

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

２０１８年 平成３０年

1月9日 火　午後 客野美喜子 ゆうれい貸家（山本周五郎）

1月23日 火　午後 千明　素子 幸福の家族（林芙美子）

2月13日 木　午後 二瓶　澄慧 文鳥（夏目漱石）

2月27日 火　午後 宮内　啓子 雛（芥川龍之介）

3月13日 月　午後 尾崎　杏子 手品師（久米正雄）　・　しいの実（小川未明）

3月27日 木　午後 岡本　順子 恋芙蓉（山本周五郎）

4月・5月　お休み

6月12日 火　午前 安李彩 アグニの神（芥川龍之介）　・　ヘンゼルトとクグレーテル（ｸﾞﾘﾑ兄弟）

6月26日 木　午後 福　　裕子 小さき者へ（有島武郎）

7月10日 火　午前 安李彩 杜子春（芥川龍之介）

7月24日 火　午後 宮内　啓子 家霊（岡本かの子）

8月　7日 火　午後 客野美喜子 梅颸ﾊﾞｲｼの杖（吉川英治）

8月21日 千明　素子 蛙　・　鼻　（芥川龍之介）

9月11日 木　午後 岡本　順子 おもかげ抄（山本周五郎）

9月25日 木　午後 福　　裕子 鼓くらべ（山本周五郎）

10月9日 月　午後 尾崎　杏子 或日の大石内蔵助（芥川龍之介）

10月23日 火　午前 外村　幸子 手袋をかいに　・　ごんぎつね　（新美南吉）

11月13日 火　午後 客野美喜子 次郎吉格子（吉川英治）

11月27日 火　午前 安李彩 ｻﾝﾀｸﾛｰｽがさらわれちゃった（ﾗｲﾏﾝ・ﾌﾗﾝｸ・ﾓｰﾑ）

12月11日 火　午後 宮内　啓子 グスコーブドリの伝説（宮沢賢治）

12月25日 千明　素子 なめとこ山の熊（宮沢賢治）

自由が丘FMＴＶ　「朗読のひととき」　　毎月第2・第4火曜日　１６：００～１７：００

月　　日 クラス 朗読者 作　　　　　　　　　　　　　品

２０１９年 平成３１年

1月8日 木　午後 福　　裕子 藤十郎の恋（菊池寛）



1月22日 木　午後 岡本　順子 宗近新八郎（山本周五郎）

2月12日 木　午後 二瓶　澄慧 松の花（山本周五郎）

2月26日

3月12日

3月26日

4月9日

４月１３日（土） 第１０回自由が丘FM　朗読の会発表会　参加者　　　名　於．田園調布

4月23日



きつね（新美南吉）・蜜柑（芥川龍之介）・アイキャンスピーク（太宰　治）

牡丹燈篭（田中貢太郎）　・　眠る森のお姫さま（ペロー 楠山正雄訳）





空飛ぶトランク（ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ　荒俣宏訳）　・　牛をつないだ椿の木（新美南吉）　


