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カル・デクスターは湖のほとりの小屋を借り、その床下から 3
千ドルもの現金を発見する。銀行強盗が隠した強奪金だとは
知るよしもない。「警察に届けるべきだろうか？」その頃、3人
の人物がこの金を狙っていた。そのうちの 2人はとても危険な
人間だった。カルは彼らの企みを阻止できるだろうか？

「私は泥棒じゃない。私は無実だ」とブラウンは叫んだ。彼は
自分が投獄されていることに怒っていた。一方、その刑務所の
看守たちは彼を嫌っていた。ある日ブラウンはいいアイデアを
思いついた。しかしそれはとても危険なアイデアだった。

「毎日同じことばかりで、面白いことは何も起こらない」と、あ
る退屈な月曜日の朝、アダムは思った。だが、この日は違った。
美しい 1人の女性が男たちにカバンを狙われたのを、アダムが
救ったのだ。その一件でアダムの人生は刺激的な、そして、と
てもとても危険なものに変わった。

西暦 650年のイギリス。国王が死に、後継ぎとなる息子がい
なかったために、いたるところで戦いが繰り広げられた。新た
な国王が現れ戦いが終わる時、不思議で神秘的な、アーサー
王の物語が始まるのだ。そのためにはまず、年老いた魔術師の
マーリンは次の国王を見つけ出さなければならない。

Dead Man’s Money

Escape

Give us the Money

King Arthur

1879年、工場で働くハンク・モーガンはアメリカのコネチカッ
ト州で幸せに暮らしていた。ある日、誰かが彼の事務所に飛び
込んできて叫んだ。「すぐ来てくれ。男が 2人ケンカしている」。
それ以来、彼の人生は変わってしまった。

A Connecticut Yankee 
in King Arthur’s Court

Oxford Bookworms
Library

総語数 :　1,260
ヘッドワード :　250
9780194793650 （リーダーのみ）
コミック形式

総語数 :　930
ヘッドワード :　250
9780194234122 （リーダーのみ）
コミック形式

  ✪

総語数 :　1,140
ヘッドワード :　250
9780194234146 （リーダーのみ）
コミック形式

  ✪

総語数 :　890
ヘッドワード :　250
9780194234115 （リーダーのみ）
コミック形式

リーダー Starter　￥600
Stage 1–3　￥715
Stage 4–6　￥810

MP3パック
 Starter, Stage 1–2￥1,300

Stage 3–4　￥1,600
Stage 5–6　￥2,350

総語数 :　690
ヘッドワード :　250
9780194234139 （リーダーのみ）
コミック形式

＊価格はすべて税抜き本体価格で表示されています。
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29【コミック形式】マンガのようにコマ割り形式で展開するリーダー

トム・クリークの財宝は海の中に沈んでいる。多くの男たちが
この財宝を手に入れようとして命を落とした。「ボートの準備
ができた。全員優秀なダイバーたちだ。さあ財宝探しに出かけ
よう」ジョン・ウエストが妻と友人たちに言った。「よし。行く
ぞー！」全員が準備万端だ。しかし誰もトム・クリークの呪い
を恐れてはいないのだろうか？

Pirate Treasure

総語数 :　890
ヘッドワード :　250
9780194234153 （リーダーのみ）
コミック形式

総語数 :　960
ヘッドワード :　250
9780194234160 （リーダーのみ）
コミック形式

  ✪

総語数 :　960
ヘッドワード :　250
9780194234177 （リーダーのみ）
コミック形式

総語数 :　970
ヘッドワード :　250
9780194234184 （リーダーのみ）
コミック形式

  ✪

総語数 :　1,160
ヘッドワード :　250
9780194234191 （リーダーのみ）
コミック形式

総語数 :　950
ヘッドワード :　250
9780194793643 （リーダーのみ）
コミック形式

「あなたは勇敢な方だけれど、私はあなたの身が心配です」と
マリアンはロクスリーに住むロビンに言った。彼女が心配だっ
たのは、ロビンがジョン王子の新たな税金に反対で、ノッティ
ングガムの貧しい人々のために何かしてあげたいと考えていた
からだ。ジョン王子がそれを知り、ロビンは突然、大いなる危
機にさらされる。

「町に新しい女の子がいるぞ」とジョーに聞いたスティーヴは
すぐにその女の子を探しに出かけた。小さな町なので、マリエッ
タという名のその女の子はすぐに見つかるが、スティーヴが彼
女に会うたび、何かおかしなことに…。そしてますます悪いこ
とが起こる。

「どうやって使うんだ？」ジャックは彼へのプレゼントの包みを
開けて、聞いた―それは携帯電話だった。その晩、ジャックは
真っ暗な町の人通りのない通りでタクシーの中に閉じ込められ
てしまった。そこで彼は初めて携帯電話を使おうとする。携帯
電話は彼の命を救うことができるだろうか。

フレッチャー博士がコリンに言った。「私はヴァンパイア・キラー
だ。助けが必要なんだ」。コリンは金が必要で仕事を探していた。
ヴァンパイアは本当に存在するのか？フレッチャー博士は気が
ふれているだけなのか？

Robin Hood

Star Reporter

Taxi of Terror 

Vampire Killer

ビルとサムはアメリカの小さな町サミットに着いた。そのとき
2人は 200ドルしか持っておらず、もっとお金が必要だった。
サムには大金を稼ぐいい考えがあった。ところが、やることな
すことうまくいかず、そのうちに 2人はサミットに来たこと―
そして、自分たちの企みを後悔するようになる。

The Ransom of 
Red Chief

Bookw
orm

s Starter



✪このマークの作品は人気タイトルです。30 【物語形式】文章にイラストが添えられた一般的なスタイルのリーダー

総語数 :　1,316
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194624480 (リーダーのみ）
9780194624466 (MP3パック）
物語形式

ウエスト・ハイスクールの男子バスケ部といえば町一番の弱小
チーム。試合にはいつも負けてばかりだったが、ベンたちメン
バーにとってそんなことはどこ吹く風。大好きなバスケをする
のが楽しくてしかたない。そんな時、強力な助っ人サムが加わり、
チームの雰囲気を一変させた。大喜びのベンだったが、次第
に、勝つことだけを追求するサムのやり方に疑問を持つように
なる。

The Big Game

総語数 :　1,292
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194786096 （リーダーのみ）
9780194620222 （MP3パック）
物語形式

「私、トラックを運転できます」とキムが言った。その会社で
の初出勤日だった。キムのトラックに同乗したアンディが、2
人のトラックの下に奇妙なものを見つけたことから、事態は次
第に危険なことになる。

「おもしろい仕事よ」サリーはハッピー・ヒルズでの仕事のこと
を、そう言った。その日は有名な歌手のザップがくることになっ
ていて、わくわくする日だった。誰もが楽しい時間を過ごして
いたが、突然事件が起こる。

「金をよこせ」ロサンゼルスで強盗が警備員に言った。警備員は、
銃と金に伸びる手を見た。その強盗は金色の長い髪で、オート
バイに乗っていた。その後、長い金髪の女性がケニーの泊まる
ホテルにやって来た―オートバイで。彼女があの強盗なのか？

ニューヨークのシェプトン・ホテルでポーターをつとめるグレッ
グ。ある日、緑色の美しい目をした少女に助けを求められ、ど
うしても断れなくなってしまう。少女の名はキャシー。自分は
画家で、継父が持っている自分のスケッチブックを取り戻した
いのだと言う。その継父の滞在先がグレッグのホテルだった…
いったい何が起ころうとしているのか？

Drive into Danger 

The Fifteenth 
Character

Girl on a Motorcycle

The Girl with Green 
Eyes

総語数 :　1,400
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234214 （リーダーのみ）
9780194620291 （MP3パック）
物語形式

  ✪

総語数 :　1,300
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194234221 （リーダーのみ）
9780194620239 （MP3パック）
物語形式

  ✪

総語数 :　1,702
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194794343 （リーダーのみ）
9780194620246 （MP3パック）
物語形式

ハリウッドの高級住宅街で金品を狙う泥棒“キャット”。多くの
映画スターも被害にあっていたが、誰も捕まえられずにいた。
女優ナタリーのスタントを担当しているネイサンは、映画監督
のザックの家から走り去るキャットを目撃し、ナタリーととも
にその後を追う。

The Cat

総語数 :　1,400
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234207 （リーダーのみ）
9780194620260 （MP3パック）
物語形式

  ✪
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31【物語形式】文章にイラストが添えられた一般的なスタイルのリーダー

謎に包まれた陰鬱な館、マナー・ホール。この館の音楽室には
誰も入ることができない。だがある夜、トムとミリーは音楽室
から聞こえてくる奇妙な音に気がつく。扉を開けた 2人が目に
したのは、歌を歌う謎の人物だった。恐怖に駆られて逃げ出そ
うとするトムとミリーだが、体が言うことを聞かない。トムと
ミリーはマナー・ホールの謎を解くことができるのだろうか。

2030年のこと、ニューヨーク・カフェに 1通の Eメールが届
いた。「人助けをして、みんなを幸せにしたいんだ」。しかし、
このメールを喜ぶものばかりではなかった。まもなく大統領や
警察がニューヨーク・カフェに注目するようになった。

トーニャとその友だちは見知らぬ土地を見たり、ワクワクする
冒険をしたくて世界一周の航海に乗り出した。ある日彼らは、
海に生きる最も危険な生物「殺人クジラ」オルカに遭遇してし
まう。彼らの人生は少しばかり刺激的になり過ぎたようだ。

The Mystery of 
Manor Hall

New York Café

Orca

総語数 :　1,600
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194234238 （リーダーのみ）
9780194620277 （MP3パック）
物語形式

  ✪

総語数 :　1,600
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234245 （リーダーのみ）
9780194620307 （MP3パック）
物語形式

総語数 :　1,500
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234252 （リーダーのみ）
9780194620284 （MP3パック）
物語形式

メイソンの店に出入りする大勢の客の姿を、店内や自分のオ
フィスから何気なく眺めるのが日課だったマーク。ある日店に
訪れた美しい女性を見た瞬間、彼女のことが忘れられなくなる。
その緑の瞳、輝く赤毛…その日からマークの中で何かが大きく
変わり始める。

「フランク氏が怒るわけないさ」マイクは陽気に思った。写真
はうまく撮れたし、火山にいるカメラマンは彼だけだった。こ
れで家に帰れる。その時死にかけているジェニーを見つけた。
岩が振動を始め、マイクは恐怖を感じた。生きて火山を脱出で
きるだろうか？カメラとフィルムはどうなる？

The Girl with Red Hair   

Last Chance
総語数 :　1,928
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194234368 （リーダーのみ）
9780194637336 （MP3パック）
物語形式

総語数 :　1,390　
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194785990 （リーダーのみ）
9780194620314 （MP3パック）
物語形式

Police TV 「毎日商店街で人の金を盗む奴がいる。止めないと」警察官の
ダンは言った。警察は監視カメラを使うが、怪しい人間がとて
も多く容易ではない。誰が犯人だ？

総語数 :　1,702
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234351 （リーダーのみ）
9780194637312 （MP3パック）
物語形式
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 総語数 :　1,461
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194624381 (リーダーのみ）
9780194624367 (MP3パック）
物語形式

 

総語数 :　1,400
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234269 （リーダーのみ）
9780194620253 （MP3パック）
物語形式

  ✪

Red Roses 「バラの花束を持っている人は誰だろう？」アンナは思った。 
｢彼に会ってみたいわ｣「ギターを持っている女の子は誰だろう？」
ウィルは思った。「この人に会いたいな」。しかし彼らが出会う
ことはなかった。「男の人は他にもいっぱいいるじゃないの！」
友だちのヴィッキーが言った。でもアンナはウィルが忘れられ
なかった。そしてある雨の日…。

総語数 :　1,710
ヘッドワード :　250
9780194234290 （リーダーのみ）
インタラクティブ形式

総語数 :　1,450
ヘッドワード :　250
9780194234283 （リーダーのみ）
インタラクティブ形式

  ✪

Sally’s Phone

Sing to Win

Starman

サリーはいつも携帯電話を手に走り回っている―家や通勤電
車の中、職場でも昼休みも買い物中も。ある日突然サリーの
携帯が他人の電話にすりかわり、そこから彼女の人生は変わっ
ていく。

「Sing to Win」は、のど自慢たちが優勝を夢見る超人気テレ
ビ番組だ。歌が大好きなソフィアもそんな一人としてオーディ
ションに参加。そこでエマという歌唱力抜群の少女に出会う。
意気投合して友達になったソフィアとエマだったが、テレビや
ネット上では、2人についてあることないことさまざまな噂話
が流れ始める。そしてある日、2人の友情に陰りが差し始め…。

何もないオーストラリアのど真ん中。太陽は照りつけ、人影は
まばら。閑散とした道路に 1人たたずむ男を見たビルは驚きと
不安を覚えた。ビルの不安は的中していたのである。出会った
この男にはどこか奇妙な所があったからだ。とても奇妙な何か
が…。

6人の女性がホワイトチャペル連続殺人事件の被害者になっ
た。そして、またもや 1人の女性がロンドンの通りで血まみれ
になって倒れている。彼女は危険な状態だ。あなたは有名な探
偵のマイクロフト・ポンドだ。あなたはその殺人犯を、逃走す
る前に捕まえることができるか。

Mystery in London

Oranges in the Snow 「準備ができました。実験を開始できます」あなたの助手の
ジョーが言う。あなたは、アラスカの研究所に勤務する有名な
科学者のメアリー・デューリーだ。あなたが新しい貴重な発見
をすると、他の人々はそれを盗もうとする。あなたは彼らが逃
げる前にそれを阻止できるか？

総語数 :　1,600
ヘッドワード :　250
音声 :　イギリス英語
9780194234276 （リーダーのみ）
9780194637343 （MP3パック）
物語形式

総語数 :　1,700
ヘッドワード :　250
音声 :　アメリカ英語
9780194234344 （リーダーのみ）
9780194637329 （MP3パック）
物語形式

【インタラクティブ形式】物語の展開が読み手の選択によって変わるリーダー
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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。 33

アラビアのある町にアラジンという少年がいる。貧しく、お腹
をすかせていることがよくあったが、ある日、彼は古いランプ
を見つける。ランプをこすると煙が立ち昇り、その煙の中から
魔法使いが現れる。魔法使いの助けで、アラジンはすぐに金
持ちになり、金や宝石や高価なものをたくさん手に入れる。だ
が、彼は皇帝の娘、美しいバドラルバダール王女の愛を手に入
れられるのだろうか。

「これはすばらしい！」。1922年、古代エジプトの若きファラオ、
ツタンカーメンの王墓を発掘したハワード・カーターは叫んだ。
こうして、ツタンカーメンは、一躍世界にその名を知られるこ
ととなった。ツタンカーメンの生涯を、友人アジルの目を通し
て描いた1編。アジルは幼少の頃から宮廷に暮らすようになり、
ツタンカーメンとの友情を育んでいた。9歳という若さでファ
ラオとなったツタンカーメンは弱体化した国の立て直しを図る
が、宮廷内には多くの敵が潜んでいた。アジルはそんなツタン
カーメンを不安な気持ちで見つめていた…。

Aladdin and the 
Enchanted Lamp 

The Boy-King 
Tutankhamun

総語数 :　5,240
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194789011 （リーダーのみ）
9780194620437 （MP3パック）

  ✪

1701年春、江戸城内で赤穂藩主浅野内匠頭（あさのたくみの
かみ）が積年の恨みをはらすべく吉良上野介（きらこうずけの
すけ）を切りつけた。吉良に命の別状はなかったものの、浅野
内匠頭は切腹させられる。喧嘩両成敗の法に反すると、これを
不服とした 47人の赤穂藩士が自ら浪人となり亡き主人の敵を
討つと誓い合う。命をかけて忠誠心を貫くその姿は、今もなお
多くの日本人の心を惹きつける。300年に渡り演劇や小説など
でいく度となく再現されたこの実話に基づく物語は、2013年
ついにハリウッド映画となって上映された。

47 Ronin: A Samurai 
Story from Japan

総語数 :　5,825
ヘッドワード :　400
音声 :　アメリカ英語
9780194789004 （リーダーのみ）
9780194620321 （MP3パック）

  ✪ ✪

トム・ソーヤーは学校が好きじゃない。勉強も好きじゃないし、
朝ベッドから出たいと思ったこともない。でも、泳ぐことと魚
を釣ること、それから友達と冒険をするのは大好きだ。彼は
しょっちゅう冒険をしている。ある晩、彼は友達のハック・フィ
ンと幽霊を探しに墓地に行く。その夜幽霊は見つからない。で
も、幽霊よりもたちの悪いもの、はるかにずっとたちの悪いも
のを見てしまう。

The Adventures of 
Tom Sawyer

総語数 :　6,079
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194786126 （リーダーのみ）
9780194620383 （MP3パック）

		✪

総語数 :　1,540
ヘッドワード :　250
9780194234306 （リーダーのみ）
インタラクティブ形式

  ✪

総語数 :　1,850
ヘッドワード :　250
9780194234313 （リーダーのみ）
インタラクティブ形式

総語数 :　5,227
ヘッドワード :　400
音声 :　イギリス英語
9780194209328 （リーダーのみ）
9780194620598 （MP3パック）

あなたは小さな飛行機でロッキー山脈を越えようとしている。
突然、エンジンから異常な音がし始める。まもなく、あなたは
雪山の頂上で 1人っきりになってしまう。そして、とてもとて
も寒い。あなたは果たして下山できるか？

Survive! 

The White Stones 「この島の住人は考古学者が好きじゃない」とフェリーで会っ
た女性は言う。あなたはアイルランドの古代巨石文化を研究し
たいだけなのだが、すぐに奇妙な事件が起こり始める。あなた
は時間までにその謎を解決できるか？
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