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アメリカ、ボルティモアでの日常はやっかいなことだらけだ。
皿を洗い、近所の人を避けながら食料やドッグフードを買い出
しに行く。息子が死に、妻に捨てられてからというもの、人生
を立て直そうとあがけばあがくほど、メーコンの努力は変なこ
とになってしまう。ビジネス向け旅行ガイドの執筆に没頭して
いる間に愛犬エドワードは人に噛みつくようになり、訓練士の
ミュリエルを雇うこととなった。それからというものメーコンの
人生はますます複雑になっていく。

The Accidental Tourist
総語数 :　24,810
ヘッドワード :　1,800
9780194792158 （リーダーのみ）

総語数 :　15,747
ヘッドワード :　1,400
音声 :　イギリス英語
9780194233941 （リーダーのみ）
9780194638050 （MP3パック）

総語数 :　16,753
ヘッドワード :　1,400
音声 :　イギリス英語
9780194233972 （リーダーのみ）
9780194638036 （MP3パック）

総語数 :　16,390
ヘッドワード :　1,400
音声 :　イギリス英語
9780194233965 （リーダーのみ）
9780194638067 （MP3パック）

  ✪

Great Crimes その大列車強盗が起きたのは 40年以上前のことだ。強奪され
た金のうち、200万ポンドが未発見のままである。消えた金は
どこにあるのか？強盗団の仲間でさえ金のありかを知りたいと
思っている者がいるだろう。謎を残したままの犯罪は数多い。
ケネディ大統領の真の暗殺犯は誰なのか？競走馬シャーガー
の行方は？エアーズロックで起きた女児失踪事件の真相は？過
去に起こった犯罪の謎がすべて明らかにされているわけではな
い。愛憎、死、金、そして今なお残る謎。人々の記憶に残る重
大事件の裏に隠された様々な物語。

The History of the 
English Language

世界中の約 4分の 1の人々が英語を使っている現在。家庭や
学校、オフィスや会議室、船上や機内など、英語が話される場
面はさまざまだ。では英語の起源とはどのようなものなのか。
今後、どのように発展していくのか。英語の歴史は、数千年の
昔から今日までにおける、時空を越えた世界旅行のようなもの
だ。今日の英語を作り上げた僧侶や兵士、王や科学者、印刷
業者や詩人、そして旅行者の物語。

Nelson Mandela 1918年、南アフリカの平和な街で、マンデラ家に生まれた 1
人の赤ん坊。「トラブルメーカー」を意味する名前が付けられ
た男の子は幸せな幼少時代を送り、優秀でスポーツマンの青
年に成長した。しかし、その後のネルソン・マンデラにおとず
れる運命を、このとき誰も想像することはできなかった。人権
に対する終わりなき闘い、長年にわたる投獄生活、幸福と悲し
みを経験した家庭生活、そしてある日、南アフリカの大統領の
地位を得た彼は̶。

総語数 :　17,000
ヘッドワード :　1,400
音声 :　イギリス英語
9780194237802 （リーダーのみ）
9780194637985 （MP3パック）

総語数 :　14,791
ヘッドワード :　1,400
音声 :　イギリス英語
9780194233958 （リーダーのみ）
9780194638043 （MP3パック）

誰が貧乏人の思いを代弁してくれるだろうか？何の権利も与え
られていない奴隷に耳を傾ける人がいるだろうか？平等な社会
を目指して活動する人は？社会からつまはじきにされた人たち
のために、自分の家や仕事やお金を投げ出すことができるだろ
うか？「私はできます」マハトマ・ガンディーは言った。そして
それまで世界が目にしたこともない手段̶武器やデモや憎悪
の感情を利用せず̶暴力に頼らない闘いを始めた。これは、
世界を代表する指導者であり、インド独立の父と呼ばれた男の
物語である。

Gandhi

上空、地底、遥か海の向こう、災害はどんな場所でも発生す
る。我々人間が新しいものを建設し発明することで、自ら災害
を招くこともある。そして現在、テレビやインターネットで災
害の悲惨な状況を見ることが出来る。ポンペイからアジアの津
波、ロンドン大火からチェルノブイリ原発事故など、災害はた
だ恐ろしいだけでなく、我々に多くのことを教えてくれている。
災害がもたらす恐怖、痛み、喪失感、死に果敢に立ち向かった、
思いやりあふれる人々の感動の物語。

Disaster
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1870年代のニューヨーク社交界、ポーランド人伯爵との結婚
に失敗したと噂される伯爵夫人エレン・オレンスカが加わった。
形式を重んじる社交界において、夫を捨てた女性が受け入れら
れることはなかった。ニューランド・アーチャーは若いメイ・ウェ
ルランドと婚約中だったが、美しい魅惑的な伯爵夫人の相談に
のるようになり、やがて友だちづきあいが始まる。しかし若い
男性、とりわけ結婚を間近に控えている男にとって、美しく不
幸な女性との友情は危険なものだった。

「あの子に本当にそっくりだ。死んだあの子になりすましても、
誰も気が付かないだろう。そうすれば一生楽に暮らせる」。そ
うして、その計画は生まれた。始めは、ブラット・ファーラー
の心に葛藤があった。これは犯罪だ。危ないことだ。しかし、
ついに説き伏せられ、数週間後、パトリック・アシュビーは甦り、
財産を相続するために家に戻った。アシュビー一家はパトリッ
クが戻ったことを喜んでいるようだったが、ブラットはまもな
く、どこかで時限爆弾がカチカチと鳴っていて爆発のタイマー
が動き出していることを悟る。

The Age of Innocence

Brat Farrar

総語数 :　24,820
ヘッドワード :　1,800
音声 :　アメリカ英語
9780194792165 （リーダーのみ）
9780194638081 （MP3パック）

		✪

総語数 :　24,510
ヘッドワード :　1,800
9780194792172 （リーダーのみ）

  ✪

モース警部はビールを飲みながら、それほど遠くないところに
住んでいる魅力的な女性のことを考えていた。当の彼女は自宅
のキッチンの天上から首をつり、死んでいる。一脚の椅子が足
元から2メートルほど離れた床に倒れていた。モース警部はビー
ルを飲み干し、もう一杯注文した。結局のところ彼はアンの家
に行くだろう。だが、それほど急いでいるわけではない。そう
こうする間も、アンはキッチンで宙づりになったままで、警察
が来て降ろしてくれるのを待っている。今や彼女も全く急いで
はいない。

The Dead of Jericho
総語数 :　27,170
ヘッドワード :　1,800
9780194792202 （リーダーのみ）

父親が死んで、アクンナと弟には、面倒を見てくれる人がいな
い。だが、アクンナのおじが 2人を歓迎する。bride price―
将来、アクンナの夫になる人間が彼女と結婚するために支払う
お金―があるからだ。慣れない新しい家で、1人の男性が彼女
に優しくしてくれ、一人前の女性となるためにいろいろ教えてく
れる。2人はまもなく愛し合うようになるが、誰もが、彼は彼
女にふさわしい夫ではないと口をそろえた。周囲が引き離そう
とすればするほど、2人はさらに強く惹かれ合う。そして、つ
いにある事が起こる。

「お願いです、マードストンさん、僕を叩かないで！ちゃんと勉
強しようとしたんです。本当です」と、デヴィッドは泣きじゃくっ
た。デヴィッドはわずか 8歳なのに、マードストンはデヴィッ
ドを叩く。デヴィッドはあまりの恐怖にこの残酷な継父の手に
噛みついてしまう。そのため彼は部屋に 5日5晩閉じ込められ、
その間、誰も彼と口を利くことを許されない。デヴィッドは成
長し、人生は苦難と苦悩と残酷さに満ちているということを知
る。と同時に、笑いと優しさと信頼と友情、そして愛を知る。

The Bride Price

David Copperfield 

総語数 :　22,620
ヘッドワード :　1,800
9780194792189 （リーダーのみ）

総語数 :　24,770
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792196 （リーダーのみ）
9780194621151 （MP3パック）

  ✪ ✪

V. I. ウォシャウスキーはアメリカはシカゴの私立探偵だ。私立
探偵というと、人はレインコートを着て疲れた表情の男を想像
するが、ヴィックは女性だ。彼女はタフで美しく、銃を携帯し
答えが得られるまで聞き込みを続ける。いとこのブームが事故
で亡くなったとき、当然のことながらヴィックは驚き、悲しん
だ。事故の原因を調べ始めたが、納得のいく答えが得られない。
それでさらに聞き込みを続けるうち、次々と死者が出る…。

Deadlock
総語数 :　22,610
ヘッドワード :　1,800
9780194792219 （リーダーのみ）

  ✪
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サンフランシスコ上空には放射能を帯びた灰燼がもうもうと立ち
こめている。人々は半分廃墟と化したビルで生活し、電動の動物
をペットにしている。本物の動物は死に絶えたからだ。地球で任
務がある人間以外、ほとんどが火星に移住している。リック・デカー
ドは地球にまだ任務がある1人だ。彼の任務は人造人間の駆除
で、電動の羊を1匹飼っている。今週は火星から逃亡した6体の人
造人間を見つけ出し、その身元を確認し解体するのだ。彼らは人
間と同じ様な外見で、同じ様に話し、考える。賢く危険な人間なの
だ。映画「ブレード・ランナー」の原作。

バスシーバ・エバーディンは若く自尊心があり、美しい。自立
した女性で、彼女の選ぶどんな男性とでも結婚できる―もしも
誰かを選ぶことがあれば、の話だが。実際のところ、彼女は自
立した生活が気に入っていて、男性中心の社会で挑戦するのが
好きだった。だが、愛の力を無視するのは愚かなことだ。バス
シーバは彼女との結婚を切望していた 3人の男性の内の 1人
と恋に落ちるが、ほどなく以前の自立した生活を続けておけば
よかったと後悔する。愛が、悩みや心の痛み、人生を破滅させ
る激情を生むことを知る。

Do Androids Dream of 
Electric Sheep?

Far from the 
Madding Crowd 

総語数 :　31,300
ヘッドワード :　1,800
9780194792226 （リーダーのみ）

総語数 :　24,490
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792233 （リーダーのみ）
9780194621212 （MP3パック）

  ✪

薄暗く人のあまり寄りつかない家に、ハヴィシャムはこれまで
と同じように座っている。かつては白かったけれども、年を経
て今は色あせて黄色くなったウェディングドレスを着てベールを
被り、来る年も来る年もずっと座っている。彼女の顔は死人の
ようだ。黒い瞳は敵意と憎しみで燃えている。彼女の脇には気
位の高そうな美少女が座り、前には野暮ったい長靴をはいて、
恐怖で震える若いピップが立っている。 ハヴィシャムは冷たく
ピップを見つめ、脇の少女に小声で言う。「この子を悲しませ
てやりなさい、エステラ。悲しませるのよ」。

Great Expectations　
総語数 :　24,045
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792264 （リーダーのみ）
9780194621175 （MP3パック）

  ✪ ✪

初恋とはなんと喜びの多いものであろうか。18歳の少女にとっ
て、初めてのダンスパーティーとはなんと気持ちの高ぶるもの
だろう。だが、また同時に人生はつらく残酷でもある―もしも、
若くて経験も浅いまま、ヨーロッパを 1人で旅しているとした
ら。あるいは違う階級で育った子供だとしたら。あるいは、仕
事がなく家賃を支払えずにいる歌手だとしたら。ヨーロッパと
ニュージーランドを舞台にしたキャサリン・マンスフィールドの
これら 9作品は人生の隠れた部分を掘り起こし、何が人間を幸
福にし、また絶望させるのかを我々に見せてくれる。

夕食を済ませ、私達はかくれんぼをして遊んでいた。暗闇で誰
かの手に触れた―とても冷たい手。誰かに見つかるまで暗闇で
この冷たい人物と一緒にいなければならない―何も話さない、
知らない相手と。徐々に仲間が一緒に隠れようと集まってきた。
全員で 13人。13人？家にいるのは 12人のはずなのに！暗闇
でお互いを触れながら数えていく。やはり13人。緊張しなが
らすぐに明かりをつけてみると…。

The Garden Party and 
Other Stories

Ghost Stories

総語数 :　22,665
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792240 （リーダーのみ）
9780194621229 （MP3パック）

総語数 :　22,720
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792257 （リーダーのみ）
978019463480 （MP3パック）

  ✪

ニューヨーク郊外の高級住宅地ロング・アイランドに建つジェイ・
ギャツビーの大邸宅は、まばゆい光を放っていた。ニューヨーク
からやって来た金持ちや有名人がシャンパン片手に一晩中パー
ティーを繰り広げていたのである。だが、館の主ギャツビーが求
めるものはただひとつ―5年もの間、心の中で追い求めてきた
女性を探し出すことだった。20世紀のアメリカ文学を代表する、
F・スコット・フィッツジェラルドの名作『グレート・ギャツビー』。
1920年代の“ジャズ・エイジ”と呼ばれた人々の姿を見事に捉え、
アメリカン・ドリームを夢見る心の空洞を鋭く描き出している。

The Great Gatsby 
総語数 :　23,445
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194786171 （リーダーのみ）
9780194621168 （MP3パック）

		✪
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カルーサーズは友人アーサー・デイヴィスに招かれ、彼のヨット
「ダルシベラ」に乗り、快適なバルト海でのセーリング旅行を
夢見ていた。しかし彼の夏休みは全く予想と違う冒険に変わっ
た。彼とデイヴィスは荒れ狂う北海を越え、独領フリジアン諸
島付近の海峡や砂州を探索しながら秘密を探し求めていた。イ
ギリスを揺るがす危険な秘密を―。1903年出版されたアース
キン・チャイルダーによるこの物語は優れた近代スパイ小説第
1号であり、今日でも100年前に書かれたとは思えないほどの
興奮を与えてくれる。

総語数 :　25,189
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194238090 （リーダーのみ）
9780194638098 （MP3パック）

何十年も海外で暮らしていたアーサー・クレナムが、英国に帰って
来た。しかし、母はなぜかアーサーに冷たくあたる。亡くなったば
かりの父についてもある謎が浮かび上がり、アーサーは真相の追
究を決意する。アーサーの母のお針子をしているリトル・ドリットと
よばれる物静かで心やさしい少女は、夜になると監獄マーシャル
シーに帰って行くが、そのことと何か関係があるのだろうか。ドリッ
ト家のことを探っているうちに、アーサーは母親にも秘密がある
ことに気づく。だがその秘密を突き止めようと夢中になるあまり、
自分の幸せが手に届くところにあることに気づかない…。

16世紀、裕福な商人や銀行家が幅を利かせていたヴェニスで
物を言うのは金だった。無一文の親友バサーニオの窮地を救う
ため、ある悪名高い老人から金を借りようとしたアントーニオ
は、金と引き替えに自分の命を危険にさらすことになってしま
う。シェイクスピアの戯曲として名高い『ヴェニスの商人』をス
トーリー仕立てで書きなおした 1編。

Little Dorrit

The Merchant of 
Venice
総語数 :　18,470
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194209717 （リーダーのみ）
9780194621205 （MP3パック）

		✪

The Riddle of the 
Sands 
総語数 :　22,885
ヘッドワード :　1,800
9780194792318 （リーダーのみ）
9780194638104 （MP3パック）

総語数 :　24,345
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194614429 （リーダーのみ）
9780194621199 （MP3パック）

  ✪ ✪

Sense and Sensibility ダッシュウッド家の娘たちは、姉妹とは思えないほど性格が違
う。エリノアは冷静で良識があり、経験に基づいた常識的な判
断力があるので頼りになる。一方、マリアンヌは感受性が鋭く、
情熱と夢想的な感性に満ちあふれている。彼女にはつまらぬ
常識や、結婚適齢期をはるかに過ぎた 35歳の中年男と関り合
う時間はない。本当の愛は若者のみが感じ取ることができる。
17歳で恋に破れたとき、寝ても醒めても心から離れない激し
い心の痛みから立ち直ることができるなど、どうして思うこと
ができよう。

総語数 :　24,330
ヘッドワード :　1,800
9780194792301 （リーダーのみ）

人間は、やわで弱い生き物だ。常に空気、水、食料がなけれ
ばならず、生涯の 3分の 1を眠って過ごさなければならない。
気温が高過ぎても低過ぎても活動できなくなる。しかしロボッ
トは強固な金属でできている。電気エネルギーを直接取り込
むことができ、睡眠は不要で、どんな気温でも活動できる。人
間よりも強く有能で、ときにより人間らしい。アイザック・アシ
モフはサイエンスフィクションの大作家の 1人で、これらの作
品で、忘れられない、恐るべき未来の姿を描いている。

「全車に告ぐ、全車に告ぐ。Smoke Riseで誘拐事件発生。誘
拐されたのは 8歳の少年。金髪で赤いセーターを着ている。
名前はジェフリー・レイノルズ。ダグラス・キングのお抱え運転
手、チャールズ・レイノルズの息子だ」。 87分署の警官たちは
誘拐犯を憎んでいる。今回の誘拐犯は愚かなことに誘拐する
相手を間違えた。大金持ちのダグラス・キングの息子を誘拐す
るつもりで、お抱え運転手の息子を誘拐してしまったのだ。誘
拐犯は身代金 50万ドルを要求している。大金だが、幼い命の
代償としては大した額ではない。しかし、本当にそうだろうか？

I, Robot – 
Short Stories

King’s Ransom

総語数 :　22,500
ヘッドワード :　1,800
9780194792288 （リーダーのみ）

  ✪
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ヨークシャー高原に吹く風は強い。風が吹くのを遮る木立はほ
とんどなく、家はなお少ない。だが、ただ 1軒だけ、風をまと
もに受ける家がある。丘のてっぺんにあって、風が思うままに
吹くのに挑むかのようだ。その家は「嵐が丘」と呼ばれている。
家の主人アーンショーが身元の分からない小柄で色の黒い子
供を「嵐が丘」に連れて来て、悲劇への扉を開けることになる。
彼は、ヨークシャーに吹く風と同様、家に入れない方がよいも
のを招き入れてしまったのだ。

This Rough Magic
総語数 :　24,750
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792325 （リーダーのみ）
9780194634748（MP3パック）

Wuthering Heights 
総語数 :　23,180
ヘッドワード :　1,800
音声 :　イギリス英語
9780194792349 （リーダーのみ）
9780194621182 （MP3パック）

  ✪ ✪

ギリシャのコルフ島は、緑色や金色の宝石のようにイオニア海
に浮かぶ。イオニア海では、きらめく青い水の中をイルカが泳
いでいる。失業中の女優が 2～ 3週間の休養を取るのにこれ
以上の場所があるだろうか。だが、その島には危険なことと不
可解なことだらけで、ルーシー・ウェアリングの休暇は平和と
はほど遠い。彼女は礼儀知らずの若者と出会うが、その男は何
かを隠しているようだ。そんなとき、水死者が出る。続いてま
た 1人…。

「カーティス・コルトはあの酒屋の女を殺していない。それが真
実よ。彼が青い光にまたがる―つまり、電気椅子で死刑にな
る―のは、間違っているわ。カーティスはこの事件に関ってい
ないし、私はそれを証明できるわ」。 だが、カーティスの恋人
はそれを証明できるのだろうか。殺人事件が起こったことは事
実であり、彼が死刑にならなければ、誰がなるのか。ダシール・
ハメット、パトリシア・ハイスミス、ナンシー・ピカード作の 7
編の短編小説は、読者を釘づけにするだろう。

American Crime 
Stories 
総語数 :　26,500
ヘッドワード :　2,500
音声 :　アメリカ英語
9780194792530 （リーダーのみ）
9780194609852 （MP3パック）

  ✪

スティーブ・ビコは乱暴な男だと人は言う。ではなぜその男が
平和についての話をしたのだろうか。彼は革命を望んでいるの
だと人は言う。ではなぜその男が友情について話をしたのだろ
うか。彼は飢え死にしたと人は言う。ではなぜその男の死体は
傷だらけだったのだろうか。これは南アフリカ政府と戦った男
の物語である。嘘ではなく真実を選ぶ人間ならだれでも経験し
うる物語である。「自由」を声高に求め死を厭わない人間なら
誰でも経験しうる物語である。

Cry Freedom

バーチェスター新主教の妻で、争い事が好きなプロウディー夫
人は夫と地元の僧侶たちを牛耳ろうと企み、スロープ牧師を主
教邸に招く。しかしスロープは危険な男だった。金持ちの妻を
娶ると決心し、有利にことを運ぶためにはプロウディー夫人と
一戦を交えることも辞さなかった。プロウディー夫人とスロー
プの争いは、美しい金持ちの未亡人ボールド、グラントリー大
執事、男好きのシニョーラ・ネローニ、穏やかなハーディング氏、
困惑する牧師のクィバフルと彼の 14人の子供たちまで巻き込
んでさらに大きくなっていく。

Barchester Towers
総語数 :　29,520
ヘッドワード :　2,500
9780194792547 （リーダーのみ）
9780194638111 （MP3パック）

20世紀初頭のアイルランド、ダブリン。この貧しい街では、い
たるところで人々が酒におぼれ、不正や暴力が横行していた。
孤独や失望、自己嫌悪、絶望感に陥っている人も少なくなかっ
た。これらの物語に登場する人々はみな、無力感にとらわれ、
日々の生活の繰り返しの中に閉じこめられ、死を待つだけの人
生を送っている。ここから抜け出す方法はあるのか。それとも、
不安に駆られたまま一生を終えるのだろうか。

Dubliners

総語数 :　29,420
ヘッドワード :　2,500
9780194792561 （リーダーのみ）

  ✪ ✪

総語数 :　31,238
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194238137 （リーダーのみ）
9780194638128 （MP3パック）
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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。 71

ジェーン・エアはひとりぼっちだった。おばの家族に嫌われ追
いやられた学校では、お金も家族もない若い少女が世間に期
待できることはほとんどないと思い知る。独りで何とか自活す
るが、ただ生きて行くだけでなく人間として尊重され、愛され
ることを望んだ。ロチェスター氏のもとで働くことになった彼
女は、その両方を見つけたのではと期待した。だが、夜遅く鍵
のかかったドアの向こうで響く奇妙な笑い声は、彼女の苦難は
まだ始まったばかりだと警告するかのようだった。

Jane Eyre
総語数 :　31,360
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194614443 （リーダーのみ）
9780194621267 （MP3パック）

  ✪ ✪

総語数 :　26,670
ヘッドワード :　2,500
9780194792653 （リーダーのみ）

  ✪

Oliver Twist

総語数 :　31,120
ヘッドワード :　2,500
9780194792639 （リーダーのみ）

  ✪

1830年代のロンドンは、親がなく家族も友達もなく、帰る家
も、ポケットの中には一切れのパンを買うための 1ペンスもな
い、おなかをすかせた 10歳の少年がいるべき場所ではなかっ
た。しかし、オリヴァー・ツイストにはフェイギン、ずるがしこ
いドジャー、チャーリー・ベイツという友達ができる。彼らは
オリヴァーに食べ物とねぐらを与え、一緒に遊んでくれるが、
数日もしないうちにオリヴァーは彼らがどういう類いの友達で、
どんな「ゲーム」をしているのか知ってしまう。

Night Without End 

総語数 :　26,560
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194792660 （リーダーのみ）
9780194621236 （MP3パック）

  ✪ ✪

母親が娘に教えたいと思うことはたくさんある。希望をなくさず
に大人になるにはどうしたらいいのか。希望だけが唯一の喜びで
あるときに希望を持ち続けるにはどうしたらいいのか。ずっと笑っ
ているにはどうしたらいいのか。これは4人の母親とその娘たち
―彼女らは中国系アメリカ人で、母親たちは中国で生まれ、娘た
ちはアメリカで生まれた―の物語である。彼女たちの視線を通
し、文化大革命前の中国と、サンフランシスコのダウンタウンでの
生活を描く。そこで女性たちは、世界を二分する過去と未来に自
らのアイデンティティを見いだそうと葛藤する。

北極圏の境界から 640キロ北の北極の氷河では、恐ろしく冷
たい風が人間を数分のうちに凍死させる。だが、墜落した旅客
機の生存者たちは幸運だった。付近にあった観測所の 3人の
科学者に救助されたのだ。しかし、何よりもまず、なぜ旅客機
は墜落したのか。誰が無線機を破壊したのか。なぜ死んだパイ
ロットは背中に銃弾を受けた跡があったのか。救援活動はすぐ
に悪夢となる。それは、終わることのない北極の夜を徹したレー
ス、時間と寒さと飢えとのレース、そして銃を持った殺し屋と
のレースだ。

The Joy Luck Club

静かな町マーロウの、ある穏やかな夏の日の夕方、若い女性が
教会からの帰り道を歩いている。彼女は車のエンジンをじっと
見つめる男のそばを通り過ぎる。彼は振り向き、微笑みかける。
そして彼女の顔に酸性の液体を浴びせかけた。その後、女性
の父親で科学者のジョージ・アシュトンが姿を消す。そして彼
女の妹のペニーは将来夫となるマルコムが政府のエージェント
だということに気づく。なぜアシュトンは消えたのか、そして、
なぜマルコムは彼を捜すよう命じられたのか。そもそもジョー
ジ・アシュトンとは何者か。そして真の敵とは…。

ハエというものは非常に不愉快である。周りをぶんぶんと飛び
回り、人々を苛立たせる。その反面手で簡単に追い払えもする。
ハエは人間の爪半分ほどの大きさしかないのだから。しかし大
きさが変わったとしたら？ハエを捕まえ、頭から足までよく観
察してみよう。そしてそれが人間の大きさになったらどうなる
のか想像してみよう。影に隠れた恐怖、そして生きている者と
死んでいる者が手を組む場所に身を置く怪物や邪悪な存在の
世界を様々な形で語り、恐怖をかきたてる。

The Enemy

The Fly and Other 
Horror Stories
総語数 :　28,930
ヘッドワード :　2,500
9780194792615 （リーダーのみ）

  ✪

総語数 :　28,850
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194792608 （リーダーのみ）

  ✪
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インドを訪れた英国娘アデラとインド人医師アズィズに起こっ
たマラバール洞窟での不可解な出来事をきっかけに、在印英国
人とインド人との間の憎悪、不信感、恐怖が大きく表面化する。
英国植民地下のインドにおける脅威と対立を、「政治では解決
できない何か、民族の故郷に対するあくなき探求、インドの地
と空に染み付いた苦悩の歴史、そしてマラバール洞窟に潜む恐
怖」を通して描いたフォースターの代表作。

「初めて会ったとき、あなたの自尊心、優越感、他人の感情に対す
る身勝手な侮蔑の態度を見て取ったわ。あなたと結婚するなん
て絶対にありえないわ」と、エリザベス・ベネットは言った。こうして
エリザベスはプライドの高いダーシーのプロポーズを断ってしま
う。彼女の彼に対する先入観をぬぐい去ることは不可能なのだろ
うか。そして、他のベネット家の娘たちの行く末―夫を見つける過
程での幸運とか災難とか―はどうなるのだろうか。ジェーン・オー
スティンの有名なこの小説は、格言に満ち、彼女の生きた時代の
人々や慣習をユーモアのある見解で描いている。

A Passage to India

Pride and Prejudice 

総語数 :　29,773
ヘッドワード :　2,500
9780194792714 （リーダーのみ）

総語数 :　29,455
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194792677 （リーダーのみ）
9780194621243 （MP3パック）

  ✪ ✪

Tess of the 
d’Urbervilles 

その美しい少女は、家族を助けるため家を出て働かねばならな
かった。賢く働き者だったが、教育を受けておらず世の中の非
情さを知らないままだった。ある裕福な男性に愛していると言
われ、慎重にふるまうが、強引な男に圧倒されてしまう。それ
は彼女のせいではなかったが、世間は彼女の過ちだと責めた。
若い彼女の人生は、死と男の欲望で汚されてしまったのだ。

総語数 :　33,060
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194614467 （リーダーのみ）
9780194621250 （MP3パック）

  ✪ ✪

ベッキー・シャープとアメリア・セドリーは卒業後全く違う道
を歩み出した。優しいが愚かなアメリアは裕福な家族の下で楽
な生活をしながら平凡に結婚する道を選ぶが、ベッキーは仕事
をし、社会の荒波にもまれながら生きていかざるをえなかった。
ベッキーは優しくはないが愚かでもなく、切れる頭でチャンス
を掴み、次第に資産を築いていくのだが、反対にアメリアの人
生は傾きはじめる。物欲、野望、忠誠心、裏切り、愚行、知恵̶。
サッカレイの有名な小説はナポレオン戦争時代のイギリス社会
をおもしろおかしく、風刺を利かせた視点で描いている。

白い服のその女性が最初に現れたのは、ある晩のロンドンの
近くの誰もいない原野で、次に目撃されたのはカンバーランド
州の墓地の近くだ。彼女は誰だ？どこからやって来たのか？彼
女の過去は？彼女は孤独で友人もなく、何かに怯えて混乱して
いるようだ。そして彼女は何か秘密を知っているようだ―ある
男を辱め破滅に陥れるような秘密。彼女を黙らせるためにはど
んなことでもするだろう。この有名なミステリー・スリラー小
説には興奮と緊迫とロマンス、そしてページごとに絡み合って
展開するプロットがある。

Vanity Fair

The Woman in White

総語数 :　32,940
ヘッドワード :　2,500
音声 :　イギリス英語
9780194792691 （リーダーのみ）
9780194621274 （MP3パック）

		✪

総語数 :　31,770
ヘッドワード :　2,500
9780194792707 （リーダーのみ）
9780194638135 （MP3パック）
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Bookwormsベストセラーパック収録タイトル

■ Drive into Danger
■ Escape
■ The Fifteenth Character
■ Girl on a Motorcycle
■ Mystery in London
■ New York Café
■ Robin Hood
■ Sally’s Phone
■ Survive!　
■ Taxi of Terror

■ The Adventures of Tom Sawyer
■ The Elephant Man
■ A Little Princess
■ Love or Money?
■ The Monkey’s Paw
■ The Phantom of the Opera
■ The President’s Murderer
■ Sherlock Holmes and the Duke’s Son
■ White Death　
■ The Wizard of Oz

■ Anne of Green Gables
■ The Canterville Ghost
■ The Death of Karen Silkwood 
■ Dracula
■ Henry VIII and his Six Wives
■ Huckleberry Finn
■ New Yorkers　
■ The Piano
■ Robinson Crusoe
■ Sherlock Holmes Short Stories

■ The Call of the Wild
■ Chemical Secret
■ A Christmas Carol
■ Frankenstein　
■ Love Story
■ The Picture of Dorian Gray
■ The Prisoner of Zenda
■ The Secret Garden
■ Skyjack!
■ Tales of Mystery and Imagination

■ The Accidental 
Tourist

■ David Copper�eld
■ Far from the 

Madding Crowd
■ Ghost Stories　
■ Great Expectations

ベストセラーパック Stage 5
■ Black Beauty
■ Dr Jekyll and Mr 

Hyde
■ Gulliver’s Travels
■ The Hound of the 

Baskervilles
■ Little Women

ベストセラーパック Stage 4

ベストセラーパック Stage 2 ベストセラーパック Stage 3ベストセラーパック Starter

■ American Crime 
Stories

■ Jane Eyre　
■ The Joy Luck Club
■ Night Without End
■ Oliver Twist
■ Pride and Prejudice

ベストセラーパック Stage 6

ベストセラーパック Stage 1

Series Item ISBN Level Cost 
individualy Set Price

Reader 

9780190710620 All levels ¥155,925 ¥140,000 (214 Titles)
9780190710484 Starter ¥18,000 ¥16,000 (30 Titles)

             9780190710491 Stage 1 ¥27,885 ¥25,000 (39 Titles)
9780190710507 Stage 2 ¥30,030 ¥27,000 (42 Titles)
9780190710514 Stage 3 ¥25,740 ¥23,000 (36 Titles)

Oxford Bookworms Library Set
7 Levels: Starter, stage 1–6

9780190710521 Stage 4 ¥24,300 ¥22,000 (30 Titles)
9780190710538 Stage 5 ¥17,820 ¥16,000 (22 Titles)
9780190710545 Stage 6 ¥12,150 ¥11,000 (15 Titles)

MP3 Pack

9780190710637 All levels ¥253,300 ¥225,000 (165 Titles)
9780190710552 Starter ¥22,100 ¥20,000 (17 Titles)
9780190710569 Stage 1 ¥50,700 ¥45,000 (39 Titles)
9780190710576 Stage 2 ¥52,000 ¥47,000 (40 Titles)
9780190710583 Stage 3 ¥43,200 ¥39,000 (27 Titles)
9780190710590 Stage 4 ¥33,600 ¥30,000 (20 Titles)
9780190710606 Stage 5 ¥30,550 ¥27,500 (13 Titles)
9780190710613 Stage 6 ¥21,150 ¥19,000 (9 Titles)

Read and Discover Library Set
6 levels: Level 1–6

Reader 9780190710644 All levels ¥44,800 ¥40,000 (60 Titles)
MP3 Pack 9780190710651 All levels ¥87,640 ¥80,000 (60 Titles)

Series Item ISBN Level Cost 
individualy Pack Price

Oxford Bookworms 
Bestseller Pack
7 Levels: Starter, stage 1–6 Reader 

9780194234108 Starter ¥6,000 ¥5,000 (10 Titles)
9780194788670 Stage 1 ¥7,150 ¥5,600 (10 Titles)
9780194790116 Stage 2 ¥7,150 ¥5,600 (10 Titles)
9780194791076 Stage 3 ¥7,150 ¥5,600 (10 Titles)
9780194791632 Stage 4 ¥8,100 ¥5,600 (10 Titles)
9780194602082 Stage 5 ¥8,100 ¥5,600 (8 Titles)
9780194602099 Stage 6 ¥8,100 ¥5,600 (8 Titles)

■ Silas Marner
■ A Tale of Two Cities
■ The Thirty-Nine Steps
■ Three Men in a Boat
■ Treasure Island

■ Sense and 
Sensibility

■ This Rough 
Magic 

■ Wuthering Heights

■ Tess of the d’
Urbervilles

■ The Woman in 
White

Bookworms & Oxford Read and Discoverライブラリーセット価格表

Bookwormsベストセラーパック価格表

The easy way to build your library
図書館蔵書や多読学習プロジェクトに最適のお得なパックもご利用ください。

このカタログに記載されている内容、価格は 2019年 4月 1日現在のものです。価格はすべて税抜き表示です。




