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「いつでもどこでも」本を「耳で楽しめる」オーディオエンターテインメントサービス「Audible
オーディブル

」  

Audible 芥川賞作家・吉田修一 特集 第二弾『怒り（上）』 

2017 年 11 月 8 日（水）から配信開始 
 

『怒り（下）』も 12 月配信決定！今後も吉田修一作品を続々配信！ 

―犯罪小説タイトル特集も決定― 

News Release                                                                2017 年 11 月 8 日 

Audible, Inc. 

 

Amazon.com, Inc.の関連会社である Audible, Inc.（以下、Audible。読み：

オーディブル）は、多数のベストセラーで知られる芥川賞作家・吉田修一の『怒

り（上）』を 11 月 8 日（水）より配信を開始します。 

Audible では、2017 年 10 月に『泣きたくなるような青空』と『最後に手に

したいもの』のエッセイ 2 作品のオーディオブックを、書籍・電子書籍の発売と

同時に配信開始しましたが、好評につき、この度、第二弾として豪華キャストで

の映画化も記憶に新しい『怒り（上）』を 11 月、『怒り（下）』を 12 月に配

信開始が決定しました。 

本作品は、小説内で繰り広げられる４つの場面・ストーリー毎に各 1 人・合計

4 人のナレーターが順に朗読し、吉田修一の世界観へ引きこみます。12 月配信

予定の『怒り（下）』では、交差するストーリーのなか、上下巻通じて 1 シーン

だけナレーターによる 2人読みがあります。ストーリーと同時にナレーションも

交錯することで、オーディオブックならではの織りなすストーリーの世界をお楽

しみいただけます。 

Audible では今後も続々と吉田修一作品を配信予定です。吉田修一作品はこち

らからご確認ください（URL：https://www.amazon.co.jp/yoshida_PR_SY） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田 修一（よしだ しゅういち） 
1968 年長崎県生まれ。97 年に『最後の息子』で文学界新人賞を受賞し、デビュー。2002 年には『パ

レード』で第 15 回山本周五郎賞、『パーク・ライフ』で第 127 回芥川賞を受賞。『パレード』は後に行

定勲監督により映画化された。07 年朝日新聞に連載していた『悪人』で第 61 回毎日出版文化賞と、

第 34 回大佛次郎賞を受賞する。その他主な著書に『さよなら渓谷』、『横道世之介』などがある。また

作品は英語、仏語、中国語、韓国語にも翻訳。世界で注目される日本人作家でもある。 

写真：ⓒ江森康之 

■『怒り（上）』 著者：吉田修一  
ナレーター：綱島 郷太郎、小林 さやか、福田 賢二、安藤 瞳
https://www.amazon.co.jp/dp/B0776N3V89/ref=adbl_JP_pr_ys3_0022 
 
若い夫婦が自宅で惨殺され、現場には「怒」という血文字が残されていた。犯人は山神一

也、二十七歳と判明するが、その行方は杳として知れず捜査は難航していた。そして事件

から一年後の夏――。千葉の港町で働く槙洋平・愛子親子、東京の大手企業に勤めるゲイ

の藤田優馬、沖縄の離島で母と暮らす小宮山泉の前に、身元不詳の三人の男が現れた。 

 

■『怒り（下）』 著者：吉田修一 
ナレーター：同上  
※12 月配信予定 
 
山神一也は整形手術を受け逃亡している、と警察は発表した。洋平は一緒に働く田代が偽

名だと知り、優馬は同居を始めた直人が女といるところを目撃し、泉は気に掛けていた田

中が住む無人島であるものを見てしまう。日常をともに過ごす相手に対し芽生える疑い。

三人のなかに、山神はいるのか？ 犯人を追う刑事が見た衝撃の結末とは！ 

 

綱島 郷太郎 小林 さやか 

福田 賢二 安藤 瞳 

https://www.amazon.co.jp/yoshida_PR_SY
https://www.amazon.co.jp/dp/B0776N3V89/ref=adbl_JP_pr_ys3_0022
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【犯罪小説特集】 

吉田修一代表作の一つ『怒り（上）』の配信開始を記念して、犯罪小説タイトル特集も展開します。直木賞・芥

川賞の受賞作品をはじめ、映像化された話題作をご紹介します。 

URL: http://www.amazon.co.jp/audible_crimenovels 

 

 

 

 

 

 

■直木賞・芥川賞受賞作品 

タイトル 著者 ナレーター 

鍵のない夢を見る 辻村 深月 野口 花緒 

凍える牙 乃南 アサ 大森 ゆき 

破門 黒川 博行 小川 輝晃 

流（上）（下） 東山 彰良 奥田 隆仁 
 

■映像化されたこともある人気作品 

タイトル 著者 ナレーター 

グラスホッパー 伊坂 幸太郎 原島 梢 

ST 警視庁科学特捜班 エピソード 1＜新装版＞ 今野 敏 遠藤 純平 

鍵のかかった部屋 貴志 祐介 丸山 雪野 

ジョーカー・ゲーム 柳 広司 吉開 清人 
 

■その他、人気作品をご紹介 

タイトル 著者 ナレーター 

マリアビートル 伊坂 幸太郎 原島 梢 

ワケありってコトで ヴィッキー ストリンガー 夏木 マリ 

花散る頃の殺人 乃南 アサ 大森 ゆき 

この胸に深々と突き刺さる矢を抜け（上）（下） 白石 一文 比嘉 良介 

LAST 石田 衣良 岩崎 正寛 

孤狼の血 柚月 裕子 吉開 清人 

月光ゲーム Y の悲劇'88 有栖川 有栖 下山 吉光 

W の悲劇 夏樹 静子 村上 麻衣 

体育館の殺人 青崎 有吾 浅井 晴美 

ニッチを探して 島田 雅彦 前田 弘喜 

あかね雲 水上 勉 神﨑 美和子 

箱の中 阿刀田 高 神崎 美和子 

 

 

Audible（オーディブル）について 

Audible は、世界で何百万人もの人々が利用している、オーディオブックをアプリで自由に聴く、Amazon の定額
制サービスです。オーディオブックは、「耳で読む本」と言われており、書籍を音声化したものです。海外では、      
すでに広く一般的なコンテンツの楽しみ方です。同サービスは、Audible 社が提供しています。同社は、           
オーディオブック以外にも、オリジナル脚本のドラマやコミックなどのコンテンツをオーディオ化して提供して  
おり、世界最大級のオーディオブックおよび音声によるデジタル・コンテンツの制作・配信事業社です。同社は 1995
年に米国で創業され、現在、米・英・独・仏・豪・日・伊・加の 8 か国で展開しています。日本では、2015 年 7
月よりサービスを開始。月額 1,500 円（税込）で、著名な作家の作品をはじめ、ビジネス書から落語、語学など
20 以上のジャンルの豊富なタイトルから、Audible でしか聴くことのできないスペシャルコンテンツまで、プロの    
ナレーター・俳優たちの朗読をいくつでも自由に聴くことができます。また、最初の１か月間は無料でご体験いた
だけます。 
 

http://www.amazon.co.jp/audible_crimenovels
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■日本でのサービス概要 

 

サービス名称 Audible（オーディブル） 

価格 
月額 1,500 円（税込）の定額制 
※登録後 1 か月間は無料体験可能 

使用方法 
 Audible ウェブサイトにて会員登録後、無料体験に申し込み 
 iTunes からコンテンツをダウンロード（コンテンツごとに購入） 

便利な機能 

① 朗読スピードを調整可能（iOS 0.75～３倍速／Android 0.5～3 倍速／Windows 10 
0.25～4 倍速） 

② 後で聴きなおすことができるブックマーク機能 
③ 就寝前に便利なスリープタイマー 
④ 通勤電車や飛行機でも通信環境の影響を受けずにダウンロード方式でも利用可能 

URL www.audible.co.jp 

お客様お問い合わせ先 
Audible カスタマーサービス（24 時間対応） 
TEL：0120-899-217  MAIL：customerservice@audible.co.jp 

http://www.audible.co.jp/

