
✪このマークの作品は人気タイトルです。10

ティノの夢は有名なサッカー選手になること。そしていま、その
チャンスが巡って来た。有名なチームの一員として試合に出られ
ることになったのだ。だが、だれもがティノを応援しているわけで
はない。父親は試合を見に来ようとしないし、キャプテンのレンダ
はティノの能力を認めていない。対戦相手は、バカでかい体で底
意地の悪いキャプテンがいるチームだ。ティノはどうすればいい
のか。チームの仲間はどうなるのか？家族は？そして勝つのはどち
らか？

時は 1865年。かつて軍で火器の開発を担当していたインピー・
バービケインと仲間の J.T.マストンは、何か大きなことがしたい
と考え、月に砲弾を撃ち込む計画を立てる。前人未到の月をめ
ざすこの計画を冶金技術者の二コール大尉をはじめとする多く
の人々は嘲笑した。しかし、バービケインと二コール大尉が出会っ
たとき、その計画は月世界旅行という壮大な夢へと拡大する。
計画を決行した彼らは無事地球に戻って来られるのか。

総語数 :　5,915
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194249775 （リーダーのみ）
9780194639378 （オーディオパック）
✪

「私の名前はヴィクター・フランケンシュタイン」。北極海をゆく
船の上で、衰弱しきったフランケンシュタインは、英国人科学者
ロバート・ウォルトンを相手に自分の悲しい身の上を語っていた。
ジュネーブにいる家族や友人のこと、愛するエリザベス・ラヴェ
ンザのこと、そして自らが創り出してしまった怪物のこと―。彼は、
自然科学を学んでいた学生時代、人間の遺体のさまざまな部分
を組み合わせた恐ろしい生物を創り出してしまったのだ。フラン
ケンシュタインは、自分の人生を台無しにしたこの怪物を憎んで
いた。だが、創造主に対する怪物の思いは違っていた…。

Frankenstein

総語数 :　5,894
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194245579 （リーダーのみ）
9780194639385 （オーディオパック）
 

エイミーとマットは退屈していた。試験勉強なんかやめて遊び
たくなった彼らは、車でウェストパームビーチのマリーナへ向
かい、ボートに飛び乗った。「どこへだって行けるぞ！」とお
どけるマット。しかし戻ってきたボートの持ち主に見つかった
2人は災難に見舞われる。泳ぎが得意でスキューバダイビング
もできるマット。だが今は命を賭けて潜らねばならない。

1386年春、聖トマス・ベケット廟があるカンタベリー大聖堂
へ向かう巡礼の途中、たまたま一緒になった巡礼者たちが、順
番に語り合った話を集めた物語集。本書には「騎士の話」、「バー
スの女房の話」、「オックスフォードの学僧の話」、「貿易商人の
話」、「郷士の話」の 5編の物語を収録。結婚生活では夫と妻
どちらが優位に立つべきか？ 2人の男性が同じ女性に恋をし
たらどうなるのか？といった疑問に答える、幅広い年齢層にお
すすめの 1冊。

総語数 :　5,236
ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語
9780194247610 （リーダーのみ）
9780194639354 （オーディオパック）

総語数 :　5,203
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247580 （リーダーのみ）
9780194639361 （オーディオパック）

総語数 :　5,389
ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語
9780194609135 （リーダーのみ）
9780194622394 （オーディオパック）
  

若くして亡くなったツタンカーメン王の遺体は何千年もの間エ
ジプトの砂の下で眠っていた。1922年の秋、ハワード・カー
ターと彼の友人がその墓を発見し扉を開ける。この興味深い歴
史的一時代をカーターの助手タリクが日記に記していた。しば
らくして関係者が次々と死に始める。これは誰の手によるもの
か？墓を開けられたツタンカーメンの怒りなのか？そしてツタ
ンカーメンの妻にそっくりな、フランス美女は誰なのか？

総語数 :　6,339
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247603 （リーダーのみ）
9780194639323 （オーディオパック）

Football Forever

From the Earth to the 
Moon

Deep Trouble

Five Canterbury Tales

The Curse of the 
Mummy
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✪ このマークの作品は p. 3で日本語タイトルを紹介しています。 11

ジェイクはアメリカのバナナテック社でコンピューターゲームを
作っている。彼は数ヶ月のアイルランド出張を楽しみにしてい
た。旅行好きで、仕事の話をするのも好きだった。バナナテック・
アイルランドの社員たちにも好評だ。「君の新しいゲームはアイ
ルランド・コンピューターショーの一番人気になるよ」。だが、
うるさいオウムと暮らすのは楽じゃない。会社で一番きれいな
女の子を食事に誘ったが、断られてしまった。その上ショーの
前夜、ジェイクのゲームが何者かに盗まれてしまう。誰が、い
や何がゲームを取り返すのを助けてくれるのだろうか？

「三蔵法師、天竺に行ってくれぬか。お釈迦様もそう願っておられ
る」。観世音菩薩から天竺まで行って経典を取ってくるように言わ
れた三蔵法師は、遠くインドを目指して西へと旅立つ。しかし、そ
の長く険しい旅路には、おそろしい妖怪や悪の化身が待ち構えて
いた。そんな三蔵法師を守るために同行することになったのは、
孫悟空、猪八戒、沙悟浄というどことなく頼りない正体不明の輩た
ち。果たして一行は無事経典を持って帰ることができるのか。名作
『西遊記』をグレイディッド・リーダーで楽しむ1冊。

総語数 :　5,581
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194609159 （リーダーのみ）
9780194639330（オーディオパック）
✪

総語数 :　5,671
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194249164 （リーダーのみ）
9780194639439（オーディオパック）

オックスフォード大学の新入生アンナ。オックスフォードに
やって来た彼女はセリムに出会い、親しくなっていった。外国
人のセリムにとって、イギリスに住むのはたやすいことではな
い。アンナは彼を助けようとするが、父親に反対されることは
目に見えている。お互いを思いやるアンナとセリムだが、それ
だけで充分なのか？ 2人は本当の幸せを見つけることができ
るのか？

オーストラリアの小さな町を離れてシドニー大学で勉強するこ
とになったクリス。早速住む場所を探さなくてはならない。し
かし大都会で住む所を探すのは至難の業だった。どの家も何か
しら問題があり、一緒に暮らすハウスメイトも難しそうな人ば
かり。クリスは無事家を見つけ、ハウスメイトたちとうまく暮
らしていけるのだろうか。

総語数 :　5,381
ヘッドワード :　400
音声 :　オーストラリア英語
9780194247641 （リーダーのみ）
9780194639408 （オーディオパック）

総語数 :　5,229
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247733 （リーダーのみ）
9780194639415 （オーディオパック）

総語数 :　5,202
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247634 （リーダーのみ）
9780194639392 （オーディオパック）

総語数 :　6,254
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194249799 （リーダーのみ）
9780194639422 （オーディオパック）
 

遠い昔、スコットランドのある暗い雨の夜。戦地から戻ったマ
クベスとバンクォーは 3人の魔女に出会う。魔女は「王、マ
クベス！」と言ったが、このときマクベスは王ではなく単なる
兵士にすぎなかった。マクベスとバンクォーはこの魔女の言葉
を忘れることができなかった。やがて、マクベスは王となった
が、王妃は夢遊病になり血の夢を見る。バンクォーはどうなる
のか？スコットランドが再び平和を取り戻すまでに何人の命が
奪われるのか？

「彼女はオマーンに何日いるの？」「10日間だよ。そして彼ら
は彼女を家に連れて帰る」「そうだな。でもロンドンへじゃない。
彼らは二度と彼女に会うことはないさ」。ジェイミーとタイモ
アはマスカットの自宅近くで奇妙な会話を漏れ聞いた。2人の
男が外国の重要人物を殺そうと企んでいるように見える。危険
にさらされているのは誰か？少年 2人はこの女性を救うこと
ができるのか？彼らの姉、サラとナディーン、オーストラリア
の友人ラスと、少年らにこの謎が解けるだろうか？

Jake’s Parrot

Journey to the West 

From the Heart

Housemates

Macbeth

Mystery in Muscat
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✪このマークの作品は人気タイトルです。12

「兄のマイクロフトから来た電報なんだが」ホームズが言った。
「アーサー・カドガンという男について話したいそうだ。ワト
ソン君、何か知っているかね」「そういえば、今日の新聞で読
んだような…」。ロンドンの地下鉄の線路脇で若い男が死んで
いた。男の名はカドガン。彼が所有していたはずの英国製の最
新型潜水艦に関する機密書類が現場からなくなっていた。カド
ガンは誰に、何のために殺されたのか。そして機密書類は今ど
こに？政府の重要な地位にある兄のため、ホームズとワトソン
が謎の解明に奔走する。

英国王室のさる人物が、金とエメラルドでできた高価な王冠を
ロンドン最大手銀行の一つ、ホールダー＆スティーブンソンに
置いていった。何者かがホールダー氏の机からその王冠を盗み
出そうとしたため、ホールダー氏はシャーロック・ホームズに
助けを求める。いったい何者が？どんな理由で？答えはホーム
ズだけが知っている。

Sherlock Holmes:  
The Top-Secret Plans 

「彼は頭がよい男だ。以前は裕福であったが、今はお金に困っ
ているようだ。以前は夫婦仲もよかったが、今では妻に愛想を
つかされているのだろう。30代から 40代か」。痛んだ帽子を
見ただけで、シャーロック・ホームズにはこの主人の事がお見
通しである。誰よりもよく観察し考えるホームズでしか、消え
た美しいブルーダイヤのありかを知ることはできまい。

永遠に大人にならない少年ピーター・パン。妖精や海賊の住む
島「ネバーランド」に住んでいるという噂がロンドン中に広まっ
ていた。ウェンディと弟たちは、ピーターや妖精のティンカー
ベルに出会ってその真実を知る。ピーターたちとともに訪れた
ネバーランドは素晴らしいところだったが、危険なところでも
あった。そこでは、ピーターに片手を切り取られたフック船長
率いる恐ろしい海賊たちが、ピーターへの復讐を企てていた。
勝つのはピーターか、それともフック船長か？ウェンディたち
は無事ロンドンに帰ることができるのか。

ポリアンナは、父親が亡くなると、叔母パレー・ハリントンの
もとに引き取られた。パレーは善人だったが、子供があまり好
きではなかった。ポリアンナはいつも、どんな事柄にも良い点
を見出そうと心がけていた。そして彼女は、周囲の様々な人々
を明るい気持ちにさせていく。一方で、パレーおばさんの人生
は、ポリアンナと生活するようになってからどのように変わっ
て行くのか？不幸な事故に見舞われたポリアンナはどうなって
しまうのか。

総語数 :　5,803
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247672 （リーダーのみ）
9780194639514 （オーディオパック）

総語数 :　5,389
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247597 （リーダーのみ）
9780194639477 （オーディオパック）
✪

総語数 :　5,670
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194249812 （リーダーのみ）
9780194639460 （オーディオパック）

「こわいの、ゴードン？」へザーが訊ねた。4人の仲間がスコッ
トランドのとあるホテルで怪談話をしていた。その夜ゴードン
は自分の部屋で奇妙なものを目にしたり変な音を聞いたりす
る。果たしてそれは本当にマッコイ卿の幽霊なのだろうか？イ
ギリス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、エジ
プトを舞台にしたさまざまな幽霊の話を 6話収載。

総語数 :　6,064
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247627 （リーダーのみ）
9780194639484 （オーディオパック）
✪

総語数 :　5,973
ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語
9780194247665 （リーダーのみ）
9780194639453 （オーディオパック）
✪

総語数 :　2,578
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194245586 （リーダーのみ）
9780194639446 （オーディオパック）
✪

Sherlock Holmes: 
The Emerald Crown

Peter Pan

Pollyanna

The Real McCoy & 
Other Ghost Stories

Sherlock Holmes: 
The Blue Diamond
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✪ このマークの作品は p. 3で日本語タイトルを紹介しています。 13

男性は女性よりも賢明なのだろうか？貧乏人は金持ちよりも利
口なのか？先生と生徒はどうであろう。世界中から集められた
これら六つの有名な民話の登場人物は、みな賢くなりたいと
思っている。しかし、中には愚かなだけの人もいるのだろうか？総語数 :　4,568

ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語・イギリス英語
9780194247689 （リーダーのみ）
9780194652957 （オーディオパック）

総語数 :　6,015
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247726 （リーダーのみ）
9780194639538 （オーディオパック）

総語数 :　6,100
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247719 （リーダーのみ）
9780194639347 （オーディオパック）
✪ ✪

フェイはスタジオ・ファイブのラジオ番組「フレンズ・アワー」
を担当している。この仕事が大好きなフェイだが、ボスのジェ
イソンには叱られてばかり。ある日サイモン・ジョーンズとい
う青年が番組にかけてきた電話をきっかけに、フェイは彼を探
さなければならなくなる。必死で探すフェイだが、親友のウィ
ングはなぜか手伝ってくれなくなる。フェイはいったいどうす
ればいいのか。ウィングとは仲直りできるだろうか。

「嵐がくるぞ。みんなをここに連れてくるんだ」お父さんがフリッツ
に言った。スイスからオーストラリアに向かう航海の途中に遭難し
たある家族の物語。太平洋の小島にたどり着いた一家は、ロビン
ソン・クルーソーさながらに、島の動物や植物のことを学びながら
新しい生活を切り開いていく。一家はずっとこのままこの島に住
み続けるのか、それともいつかはこの島を出ていく日がくるのだ
ろうか。

総語数 :　2,847
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194249805 （リーダーのみ）
9780194639507 （オーディオパック）
  

総語数 :　6,173
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247658 （リーダーのみ）
9780194639491 （オーディオパック）

「人生最初の旅は 21歳のとき、メッカへの巡礼旅行だった。
タンジェからロバに乗り両親に別れを告げると、母は涙を流
した」。世界中を旅した偉大な旅行家イブン・バットゥータは、
甥のアハメドにこう語った。世界各国への旅を通じて様々なも
のを目にし、楽しくも不思議な体験をしながら人々との貴重な
出会いを重ねたバットゥータの世界旅行記。

総語数 :　4,338
ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語
9780194247696 （リーダーのみ）
9780194639521 （オーディオパック）

大西洋で数々の船が謎の攻撃を受け海に沈むという怪事件が頻
発していた。海洋生物学者アロナックス博士と助手のコンセー
ユは、船を攻撃している犯人を見つけるため調査船に乗り込む。
博士とコンセーユそしてカナダ人のネッド・ランドは、そこで
ネモ船長という不思議な人物に遭遇し攻撃の正体が何かを知る。
ネモ船長率いる潜水艦ノーチラス号で一緒に旅をすることに
なった 3人だが、ある事件をきっかけに潜水艦からの脱出を計
画する。果たして彼らの脱出計画は成功するのか？

ワイルド・ウエストと呼ばれる時代についてどれだけの知識が
あるだろうか？カウボーイとインディアン、そして荷馬車の列
や決闘について詳しく知っているか？本書ではアメリカ西部開
拓時代に本当にあった話を、ワイアット・アープ、ジェシー・
ジェイムズ、ビリー・ザ・キッド、西部一の射撃名手アニー・
オークレイなど、その時代に生き、名を馳せていた実在の人物
とともに紹介する。

The Travels of 
Ibn Battuta

Twenty Thousand 
Leagues Under the Sea

Studio Five

The Swiss Family 
Robinson

The Teacher’s Secret 
and Other Folk Tales

The Wild West
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✪このマークの作品は人気タイトルです。14

「ゾロがまた逃げたそうですよ」宿屋の主人が言った。「なんで
何度もやつの名を聞くはめになるんだ？」ゴンザレス巡査部長
は腹立たしげに叫んだ。ゾロはスペイン軍統治の下、貧困にあ
えぐ人々を助けるために闘っていた。ゴンザレス巡査部長はゾ
ロを捕え、殺すと公言していた。なのに、なぜいつも逃げられ
るのか。そして貧しい名家の 1人娘ロリータは、魅力的なお
尋ね者のゾロか、金持ちだがつまらないドン・ディエゴのどち
らを選ぶのか？

総語数 :　9,065
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語
9780194249249 （リーダーのみ）
9780194639590 （オーディオパック）

幸せの秘訣は何？妻が家から持ち出した大切な物とは？臭いの
するパンになぜ金を払えるのか、何をもって幸運と判断するの
か？友人に大切なものを盗まれたら？夢をかなえようと試み
るのは軽はずみなことだろうか？泥を黄金に変えるには？どう
やってほしいものを手に入れる？ 8つの短編が人生における
教訓を語る。

発明家のウォレスは、毛糸屋のウェンドレンに一目ぼれ。で
も彼女の飼い犬プレストンはなぜだかウォレスの飼い犬グル
ミットが気に入らない。ウォレスが発明した新しい機械がプレ
ストンの悪巧みにはまってからというもの、事態は悪い方向へ。
はたしてグルミットはウォレスの危機を救えるか。

総語数 :　8,731
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語・イギリス英語
9780194249195 （リーダーのみ）
9780194639576 （オーディオパック）

総語数 :　8,230
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248815 （リーダーのみ）
9780194248334 （Multi-ROM付き）
✪

未開の地の英雄コナンは、古代王国に眠るグワールルの秘宝
を盗むため、廃墟と化した都市アルクメーノンを訪れる。しか
しそこには、彼の敵ザルゲーバがいた。コナンはこの町で、賢
くて芝居のうまい女ムリエラに出会う。彼女の助けがあれば、
ザルゲーバを負かすことができると思ったコナン。だが、ここ
アルクメーノンでは、想像を絶する事態が起こっていた。コナ
ンは秘宝を手にすることができるのか？そしてアルクメーノン
の秘密とは何なのか？

総語数 :　9,238
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語
9780194245661 （リーダーのみ）
9780194639583 （オーディオパック）

王子テセウスは、アテネに戻ると私をナクソス島に置き去りに
した。でもなぜ？誰もが私に飽きたからだと言うけれど、初め
て会ったとき私はクレタ島の王女で、しかもエーゲ海で最も美
しいと言われていたのに。１人の女性の秘めた恋と冒険、そし
て危機と人生からの脱却を描いた、古代ギリシャ神話の王女ア
リアドネの物語。

総語数 :　9,104
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248884 （リーダーのみ）
9780194639552 （オーディオパック）

総語数 :　4,445
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194247573 （リーダーのみ）
9780194247214 （Multi-ROM付き）
✪ ✪

犬のグルミットの誕生日に親友のウォレスは一風変わった、テ
クノパンツをプレゼントする。はじめはグルミットの散歩用に
このパンツを使っていたウォレスだが、ペンギンが遊びに来た
夜、違うことにこのパンツを使ってみるのだが…。1993年の
アカデミー賞短編アニメーション部門でオスカーに輝いた、一
風変わった物語。

The Curse of 
Capistrano 

The Bird of Happiness 
and Other Wise Tales 

A Close Shave TM

Conan the Barbarian: 
The Jewels of Gwahlur 

Ariadne’s Story

The Wrong Trousers TM
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✪ このマークの作品は p. 3で日本語タイトルを紹介しています。 15

エマ・ウッドハウスは美しく、聡明で裕福であった。彼女は父
と 2人で暮らし、未来の旦那様のことばかり考えている―彼
女の友達のために。身よりのない貧しい娘、ハリエット・スミ
スに出会ったエマは彼女の旦那様を見つけてあげようと心に誓
う。ハリエットはエマの友達になれたことを喜んでいるが、エ
マの仲介は果たしてハリエットを幸せにできるのか？

かつて色のひとつにすぎなかった「緑」という用語は、今日で
は地球環境を考え、語る上でも用いられている。いま我々の住
む地球はどれほど「緑」に覆われているのだろうか？原子力発
電所からニモの名で知られる熱帯魚クマノミやホッキョクグマ
の生態、農薬の被害、グリーンピースの活動、地球温暖化問題
まで、環境問題の歴史にかかわる様々なトピックを収録。地球
環境の保全に興味のある方におすすめの 1冊。

カモラ島の探検旅行に参加できるとわかって、ジェマは大喜び
だった。本格的な科学的調査の方法を学べるし、楽園に住む希
少な鳥類を発見できるかもしれないと思ったからだ。実際、有
名なマローン博士や、博識なアル・バルワニ博士に出会い、鳥
や蛇、昆虫の調査を手伝うのはとても楽しかった。しかし、事態
は思わぬ方向に展開する。誰かが恐ろしい秘密の計画を企てて
おり、その危険がジェマにも、そして鳥たちにも迫って来たので
ある。誰がその計画を企てているのか、そしてそれは何なのか。
鳥たちやジェマはどうなってしまうのか。

総語数 :　9,016
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248846 （リーダーのみ）
9780194639606 （オーディオパック）
✪

総語数 :　9,230
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248914 （リーダーのみ）
9780194639613（オーディオパック）

総語数 :　9,426
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248853 （リーダーのみ）
9780194639569 （オーディオパック）

恋人と離れ離れになってしまった哀れな女は、どのような行動
を起こすのか？ 愛する者に自身を良く見せようとして、人は
どんな嘘をつくのか？ 死の間際にいる友人に、生きる望みを
与えるには？ 悪巧みがことごとく失敗したとしたら？ 本書に
は、楽しいことや不幸な出来事を題材とした、時に切なく時に
おかしく、そして驚きに満ちた物語を収録。様々なことを考え
るきっかけを与えてくれる短編集。

総語数 :　7,584
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語
9780194248907 （リーダーのみ）
9780194639545 （オーディオパック）

本書に収められた三つの物語は、私たちと何ら変わらない、普
通の人々に降りかかった意外な事態にまつわる話である。誰か
らも好かれる裕福なアーサー・サヴィル卿は結婚するためにあ
る酷い事をさせられるはめに。若く貧しいヒューイ・アースキ
ンは物乞いにお金を与えるが、物乞いの本当の姿は？マーチソ
ン卿は謎の女性と恋に落ちるが、カムナー通りの扉の奥に隠さ
れた奇妙な秘密とは？

父がドバイで逮捕されたカリームはすぐに行動しなければなら
なかった。父が泥棒でないことを証明し、正直者の一家である
ことを示す必要がある。カリームは美しく知性的なサミラ・ア
ル・フセインと結婚する予定だったが、サミラが犯罪者の息子
と結婚するはずはないのだ。カリームと彼の兄弟は、サミラの
助けを借りて素早く計画の実行にとりかかる。

総語数 :　10,819
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248921 （リーダーのみ）
9780194639651 （オーディオパック）

総語数 :　8,699
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194245654 （リーダーのみ）
9780194639620 （オーディオパック）
 

Emma 

Green Planet

Jemma’s Jungle 
Adventure

Eight Great 
American Tales 

The Drive to Dubai 

Lord Arthur Savile’s 
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✪このマークの作品は人気タイトルです。16

試験を前にして勉強中のサラの周りで、さまざまな事件が起こ
る。同級生の死、ボーイフレンドのルークの不可解な行動、親
友カーリーの秘密。それらには何かつながりがあるのだろうか。
真相の解明に乗り出したサラ。成績優秀な彼女だったが、ルー
クの行方を捜すうちに、いくつかのルール違反を犯してしまう。
はたして、サラは最悪の事態を防ぎ、すべての謎を解き明かす
ことができるのだろうか。

「本当に兵士として軍に仕える気があるのか？」と尋ねる叔父
に「全力でお仕えいたします」とサラディンは答えた。彼が叔
父のシール・クーフのもとで戦術を学ぶため、アレッポへ向かっ
たとき、彼のその後の功績を予想する者はまだ誰もいなかった。
後に勇敢で慈悲深い偉大な軍人となったサラディンは、イスラ
ム教徒たちをひとつにまとめ、聖地エルサレムをフランク民族
から奪還する。

総語数 :　9,430
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248839 （リーダーのみ）
9780194639644 （オーディオパック）
✪

総語数 :　7,994
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194245739 （リーダーのみ）
9780194622486 （オーディオパック）

「ワトソン君、人生はつまらないな」ホームズが言った。「かつ
ては新聞を読んで、私でなければ解決できない事件や凶悪犯を
探すのが楽しみだったのに…。頭のよい犯人というのはもうい
ないものかね」。その時突然、荒っぽい音を立てて若い男が階
段を駆け上がってきた。そしてノーウッドで起こった奇妙な犯
罪について語り始めたのである。犯人はだれか？どれほど危険
な犯罪なのか？ホームズの人生は、突如おもしろくなってきた。

「ごきげんよう、オクトパシー」デクスター・スマイス少佐は言っ
た。ジャマイカで静かに余生を送っているスマイス少佐には、あ
る人物を殺害したという暗い過去があった。真相を求めて少佐
を追うジェームズ・ボンド。少佐の運命はいかに。1960年代の
名作『ジェームズボンド』シリーズから、ボンド映画『オクトパシー』
と『リビング・デイライツ』の原作となった短編 2編を収録した
1冊。

総語数 :　9,535
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248945 （リーダーのみ）
9780194639729 （オーディオパック）

総語数 :　8,319
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248952 （リーダーのみ）
9780194628433 （Multi-ROM付き）
✪

父親を亡くしたニコラス・ニクルビーは、母親と妹のケイトとと
もに、ロンドンに住む裕福な叔父ラルフのもとに身を寄せる。し
かし、叔父は金儲けにしか興味がない。ニコラスはワックフォー
ド・スクィアズ氏が経営する劣悪な環境の寄宿学校ドゥザボーイ
ズ・ホールで教師の仕事に就くが、そこで出会った身寄りのない
哀れな少年スマイクを救い出すことに。ドゥザボーイズを後にし
たニコラス。正義を貫く彼の味方につく者もいれば、敵対する
者も現れる。ニコラスと行動をともにするスマイクは、彼が切望
していた幸せな家庭生活を手に入れることができるのか？

「君は危険な事に挑戦したいと言っていたな？」とデイリー・
ガゼット紙のマカードルは言い、かの有名なチャレンジャー教
授との南米旅行へ若い記者、マローンを送った。チャレンジャー
教授はアマゾンの奥地にたくさんの恐竜が住む「ロスト・ワー
ルド」が存在すると信じているのだ。しかしその世界に近づく
には危険が伴い、教授たちの探検隊が到着するや、危険はより
増していく。彼らは生きて帰って来られるのか？

総語数 :　9,004
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248860 （リーダーのみ）
9780194639637 （オーディオパック）

総語数 :　10,222
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248808 （リーダーのみ）
9780194639668 （オーディオパック）
✪ ✪

Saladin

Octopussy & The 
Living Daylights 

Sara Dixon, Teen 
Detective 

Sherlock Holmes: 
The Norwood Mystery

Nicholas Nickleby

The Lost World
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✪ このマークの作品は p. 3で日本語タイトルを紹介しています。 17

総語数 :　9,068
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194249829 （リーダーのみ）
9780194249669 （オーディオパック）
✪ ✪

「海が荒れてきたな」マクワール船長はつぶやいた。猛烈な嵐
が吹き荒れる南シナ海へナンシャン号で航海に出ようとしてい
た。台風の猛威にさらされたとき、果敢に立ち向かえるのは一
部の勇敢な船乗りだけだ。マクワール船長は自然との壮絶な闘
いを無事切り抜けることができるのか？そして中国人乗組員た
ちの運命は？

「彼、すばらしいわ、ベラ」とアンジーが言った。ヴィクトール・
サラヴがバランタインで働くことになったとき、アンジーも喜
んだし、ニューヨークでこのアパレル会社を経営する兄のドン
も歓迎した。しかしそれからまもなく、社内で変死事件が相次
いで起こる。社員の中にバンパイアがいるのだろうか。ディレ
クターのヴェラ・ドナートは何か秘密を隠しながらも、ヴィク
トールを疑っていた。その一方で、顧問弁護士のエド・ヴァル
デマーだけはヴィクトールを信じていた。いったい正しいのは
誰なのか。

総語数 :　8,213
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194245746 （リーダーのみ）
9780194622455 （オーディオパック）

総語数 :　9,057
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248877 （リーダーのみ）
9780194639675 （オーディオパック）
✪

総語数 :　8,326
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248891 （リーダーのみ）
9780194639682 （オーディオパック）

総語数 :　9,041
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194248938 （リーダーのみ）
9780194639705 （オーディオパック）

時は 1627年、若いダルタニャンは国王の銃兵になる夢を持っ
てパリにやって来た。ポルトス、アトス、アラミス 3人の勇
敢な銃士はやがてダルタニャンのよき友達になる。時絶たずし
て恋に落ちたダルタニャンに危険が降りかかる。三銃士とダル
タニアンたちは、美しいミレディーと残酷なリシュリュー枢機
卿の罠に打ち勝てるのか？

ある若い女性が田舎の大屋敷に到着した。彼女の仕事はそこに
住む子供 2人の面倒をみることであったが、しだいにこの家と子
供たちに秘密があることに気づく。時が経つとともに子供たちに
危険が迫っていることに気づく彼女だが、子供たちに危険が及ん
でいるのか、それとも狙われているのは彼女自身なのか？

総語数 :　9,075
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語
9780194249836 （リーダーのみ）
9780194639699 （オーディオパック）
✪

「パリにいるっていうのに、ちっともうれしそうじゃないのね」マ
マが言った。「だから何？」と私は言った。「人が幸せになるかど
うかは場所で決まるものじゃないでしょ？友達だよ。私の友達は
みんなロンドンにいるんだから」。母親とともにロンドンからパリ
に引っ越したヴァイオレット。14歳の女の子にとってパリはあこ
がれの街のはずだが、ヴァイオレットはどうしても好きになれない。
彼女の望みはただひとつ－オンラインでロンドンにいる友達と話
すこと。ヴァイオレットの望みは叶うのか？パリの暮らしは好きに
なれるのか？そして母親との関係は？

「ぼくらは友だちだ。これから君のことをジョーイって呼ぶこ
とにするよ」アルバートは言った。「君の面倒はぼくがみる。
これからずっと友だちだからね。約束だよ」。イングランド・
デヴォン州の農村に住む少年アルバート・ナラコットは、ジョー
イと名付けた自分の馬に向かってそう約束した。だがその後、
第一次世界大戦に参戦することになった英国の軍馬として、
ジョーイはフランスへと向かう。ジョーイの運命は？ドイツ軍
とフランス軍に見つかったジョーイはどうなるのか？そして、
アルバートは再びジョーイに会うことができるのだろうか。

The Three Musketeers

The Turn of the Screw

Typhoon

V is for Vampire 

Virtual Friends

War Horse
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✪このマークの作品は人気タイトルです。18

「コナン！」ヴァレリアが叫んだ。「そこで何をしているのだ」
バーバリアン・コナンは、南方の海賊団の女首領ヴァレリアを
追っていたが、凶暴な巨龍に遭遇して共に逃げるうちに、砂漠
の中の奇妙な都に行き着いた。そこでは二つの部族が敵対して
おり、コナンとヴァレリアも参戦するよう求められる。魔術や
怪物などと闘ううちに、次第に好意を持ち合うようになるコナ
ンとヴァレリア。彼らの真の敵とは何者なのか。また、漆黒の
円柱とそこに打ち込まれた赤い釘の謎とは？

1815年フランス・マルセイユ。結婚式の当日にエドモン・ダ
ンテスは敵の策略により逮捕され、シャトー・ディフという監
獄に送られてしまう。14年間待ち続けた彼はついに脱獄する
機会を得て、新しい名前と変装で裕福な男に生まれ変わった。
モンテ・クリスト伯の復讐が今始まる…。

逆行する人生を生きるとしたら、どんなことが起こるだろう？
リッツホテルほど大きいダイヤモンドを所有する家族に起こ
ることとは？つまらない女の子が人気者に変身するには？そ
そっかしい女性が思慮深くなるには？カットガラスの鉢が結婚
生活を破壊する？邪悪な亡霊から恋する少女を救うために若者
がとった手段は？別の男性と結婚する昔の恋人への思いを忘れ
るには？アメリカ文学を代表する作家の短編集。

総語数 :　11,844
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194249843 （リーダーのみ）
9780194639750 （オーディオパック）
✪

総語数 :　18,222
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248198 （リーダーのみ）
9780194639767 （オーディオパック）
✪ ✪

総語数 :　12,618
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194249270 （リーダーのみ）
9780194639743 （オーディオパック）
✪ ✪

長年に渡る狩猟、密猟、内戦により中央アフリカでは何頭もの
ゴリラが殺され、ヴィルンガ山脈の高地に何百頭かのみが残さ
れた。ヴィルンガの野生マウンテンゴリラの群れに初めて出会っ
たダイアン・フォッシーはこの素晴らしい動物を守らなければ
という思いに駆られた。ゴリラと共に暮らし、観察し、本に記し、
保護し、人生を捧げた彼女の 20年にわたる真実の物語。

総語数 :　15,057
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194248273 （リーダーのみ）
9780194639774 （オーディオパック）

総語数 :　8,495
ヘッドワード :　700
音声 :　イギリス英語
9780194609227 （リーダーのみ）
9780194622424 （オーディオパック）

厳寒のカナダ北部では人間も動物もつらく危険な生活を送って
いる。白牙のような狼にとって生きることとは食料を探すため
の終わりのない戦いである―そしてその戦いによってたくさん
の動物が死んでいく。北部の人々―先住民、そして白人の男た
ちに出会った白牙は犬のような生活をすることになる。そこで
は犬に残酷な仕打ちをする者もいれば、優しく接する者もいる。
白牙の生活は楽になったのだろうか？

ヴィクには友達がいない。ほかの子はみんないるのにと思う
と、腹が立つ。そこでヴィクは、ネット上で新しい名前を名乗
り、自分が思うとおりの人物を創り上げていった。ところが、そ
の人物はそのうちヴィクの思い通りにならなくなってきて…。
ヴィクの過ちは誰かを傷つけてしまうのか。ヴィクは自分で創り
上げた怪物を止めることができるのか。そしてヴィクとその怪
物はどうなってしまうのか？

総語数 :　8,440
ヘッドワード :　700
音声 :　アメリカ英語
9780194248822 （リーダーのみ）
9780194639712 （オーディオパック）

Conan the Barbarian:
Red Nails

The Count of Monte 
Cristo

The Curious Case of 
Benjamin Button & 
Other stories

Dian and the Gorillas

White Fang

Who am I? Or, the 
Modern Frankenstein
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ムーンストーンは美しく黄色に輝くダイヤモンド。インド寺院
の月の神の像から略奪された。フランクリン・ブレイクは、こ
の宝石をレイチェル・ヴェリンダーの誕生日に贈ろうと、ヨー
クシャーに住む彼女の家に持って行くが、これが悪運をもたら
す。ムーンストーンはいったい何人の人間を傷つけるのか。い
くつの命を奪えば報復が成し遂げられるのか？

総語数 :　12,981
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248211 （リーダーのみ）
9780194639835 （オーディオパック）

トマス・グラッドグラインドにとって信じられるものは感情や
想像力ではなく、事実とお金だけである。親に捨てられたサー
カス団の娘、シシー・ジュープを引き取ったグラッドグライン
ドは彼女の面倒を見ながら、息子トム、娘ルイーザと共に現実
の厳しさを教えた。数年後グラッドグラインド家に困難な時代
が訪れる。ルイーザは愛のない結婚生活を送り、トムは仕事で
問題を抱える。トマスはついに感情や想像力の大事さを学ぶの
であった。

1757年。北米ではイギリス人とフランス人による戦争が勃発
していた。コーラとアリスの姉妹は父のマンロウ将軍に会いに
行くことに。彼女達の危険な旅のお供をするのはハンサムなイ
ギリス人将校のダンカン・ヘイワードとインディアンのガイド、
マグアである。仲間や敵と出会い冒険を重ねていく道中で、あ
る者は英雄になり、ある者は死んでいく。モヒカン族の生き残
りである彼らの友人アンカスには何が起こるのか？

「西部へ行こう」とパパは言った。「土地は平らで草が高く生い
茂っている。動物は自由に走り回り、移り住む人もおらず、イ
ンディアンが住んでいるだけなのだから」。こうして百年以上
も前にインガルス家の人々はインディアンの土地であったカン
ザスへ幌馬車に揺られて移住した。驚きに満ち溢れ、困難で時
には危険なこの時代に暮らした人々を描いた真実の物語。

総語数 :　14,121
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248204 （リーダーのみ）
9780194639736 （オーディオパック）

総語数 :　15,107
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194248181 （リーダーのみ）
9780194639798 （オーディオパック）
✪

総語数 :　14,895
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194248174 （リーダーのみ）
9780194247757 （Multi-ROM付き）
✪

「Tall Tale」というのは信じ難い話のことで、本書に収められ
ている 5編はすべて幽霊にまつわる物語。暗い過去を秘めた
者や、生きている者にメッセージを送る者など、様々な幽霊が
繰り広げる、滑稽な話、悲しい物語、悪霊の話を収録。不思議
ではあるが納得できるエピソードもあれば、理屈だけでは説明
がつかない物語もある。読者を奇妙な世界へ誘う 1冊。

総語数 :　12,933
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248259 （リーダーのみ）
9780194639781 （オーディオパック）

「私たちにファニーの面倒を見させてもらえないかしら？マンス
フィールドで私たちと一緒に暮らせばいいのよ」。ノリス夫人は
妹夫妻を説得し、夫妻の娘ファニー・プライスをマンスフィール
ド・パークに引き取った。初めは心細かったファニーも、いとこ
たちと打ち解けるにつれ徐々に新しい環境に馴染んでいく。時は
流れ大人になった彼らが愛に目覚めたとき、ファニーを待ってい
る運命とは？

総語数 :　13,069
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248280 （リーダーのみ）
978019639804 （オーディオパック）

The Moonstone

Hard Times

The Last of the 
Mohicans

Little House on the 
Prairie

The Faithful Ghost and 
Other Tall Tales

Mansfield Park
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総語数 :　13,324
ヘッドワード :　1,000
音声 :　アメリカ英語
9780194248266 （リーダーのみ）
9780194639811 （オーディオパック）

総語数 :　14,554
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248228 （リーダーのみ）
9780194639842 （オーディオパック）

総語数 :　11,549
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248297 （リーダーのみ）
9780194639859 （オーディオパック）

総語数 :　13,857
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248235 （リーダーのみ）
9780194639828 （オーディオパック）
✪ ✪

「すべての人間は平等に作られている」。トーマス・ジェファー
ソンが 1776年のアメリカ独立宣言の中でこう記したとき、想
像もつかないほど大きな何かが始まっていた。独立宣言前後の
歴史と、アメリカ合衆国誕生への変革の道のりを見つめる 1冊。

アドルフ・ヴァーロックはイギリス警察と外国との両サイドで
雇われた 2重スパイである。妻のウィニーと平凡な生活を送る
振りをしながらも、自ら経営する店で夜な夜なテロリストとの
会合を開いていた。ある日ヴァーロックは爆弾を仕掛けるよう
指令を受けるが、計画が全く違う方向へ向かい…。ヴァーロッ
クは本当に妻を愛しているのか、それともただカムフラージュ
の一部なのか？ウィニーは彼を許せるのか？ヴァーロックの本
当の雇い主は誰なのか？

メアリー・モースタンには、奇妙な出来事が降りかかっていた。
彼女の父親が姿を消したときから、毎年同じ日に彼女のもとに
大きな真珠がひとつずつ送られてくるようになったのだ。それ
は 6年続いた。送り主はいったい誰なのか。また、父親が書
いたメモ “四つの署名” は何を意味するのか。

「ポンペイにはすばらしいモザイク画がたくさんあるけど、こ
れほどすごいのは見たことがない！」。若きモザイク職人フェ
リックスはポンペイで働き始めた。未来を予知する美しいギリ
シャ人奴隷アガサと出会い恋に落ち、彼の人生は一変する。ヴェ
スビオ火山が噴火し、町中に火山灰が降りそそぐ中、フェリッ
クスとアガサの兄アルカンダーは最高司令官に救いを求めるた
め、ミセヌムに向け船出した。果たして彼らは間に合うだろう
か？アガサに再会できるだろうか？

Quick Starterと Starterの違い
Dominoes

Dominoesの「Quick Starter」と「Starter 」はいずれ
もヘッドワードは同じ250の初級レベルですが、Quick 
Starterは文字サイズを大きめにし、1ページの文字数
を抑え、イラストを大きく掲載するなど、初心者がより
多読に取り組みやすいよう、デザインされています。

総語数 :　14,085
ヘッドワード :　1,000
音声 :　イギリス英語
9780194248242 （リーダーのみ）
9780194247825 （Multi-ROM付き）

その夏のイギリスの天気は散々で、ジェラルドの母は自宅を売
り払い、子供を連れて地中海に浮かぶコルフ島に移り住んだ。
10才のジェラルドは太陽が照らす島のあちこちを授業の合間
に歩き回り、そこに暮らす素晴らしい人々や動物たちに出会う。
これはコルフ島に生息する素晴らしい動物たち、そして彼の不
思議な家族や友達にまつわるジェラルドの冒険記である。

Revolution

The Secret Agent

Sherlock Holmes:
The Sign of Four

The Vesuvius Mosaic

My Family and Other 
Animals
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