Dominoes
リーダー
MP3 パック

各レベル ￥810
各レベル ￥1,300

Dominoes Quick Starter

＊価格は税抜きです。

Ali Baba and the
Forty Thieves
総語数 : 1,099
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249348（リーダーのみ）
9780194638982（MP3 パック）
コミック形式

✪

Crying Wolf and
Other Tales
総語数 : 916
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249713（リーダーのみ）
9780194638999（MP3 パック）
コミック形式

The First Flying Man
総語数 : 1,528
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249430（リーダーのみ）
9780194639002（MP3 パック）

Lisa s Song
総語数 : 1,426
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249522（リーダーのみ）
9780194639019（MP3 パック）

The Little Match Girl
総語数 : 1,032
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249409（リーダーのみ）
9780194639071（MP3 パック）
コミック形式
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盗賊たちの財宝の隠し場所である洞くつを発見し、ある日突然
金持ちになったアリババ。それを見た兄のカシムも洞くつを訪
れるが、40 人の盗賊たちによって殺され、その死体は四つに
切り裂かれてしまう。途方に暮れるアリババだったが、死の真
相を誰にも知られずに兄の亡骸を埋葬しなければならない。そ
んなとき、聡明な女奴隷のモルジアナが機転を利かせて事態
を収拾する。だが、盗賊たちは今度はアリババを殺そうと躍起
になって探しまわっているという。モルジアナはアリババを救
うことができるのか。
「助けて！オオカミが羊を食べてしまうよ」。暇を持て余した羊
飼いの少年は、いつもそう言って村の人々をだましてばかり。
そんなある日、ほんとうにオオカミがやって来た。果たして少
年はどうなるのか？ある農夫が飼っているガチョウが金の卵を
産んだ。そのとき農夫とおかみさんがしたこととは？ 2 人の旅
人は森の中で 1 匹のクマから何を学んだのか？ギリシャに伝わ
る 3 編の昔話が、人として大切にすべきことを現代の私たちに
語りかける。

「おれは今年中には空を飛びたい」「どっちが先に飛ぶか競争
だ」「よしきた！」。ヘザルフェンとラガリの兄弟はそう言って笑
い合った。1632 年、オスマン帝国はスルタン（皇帝）のムラ
ト 4 世によって支配されていた。その頃イスタンブールでは、
2 人の兄弟―ヘザルフェン・アフメット・チェレビとラガリ・ハ
サン・チェレビ―が空を飛ぶことを夢見ていた。どちらが先に
飛ぶことができるのか。そしてスルタンから勝者に贈られたも
のとは何だったのか？その答えは物語の中に―。

アル・ブラウンは友達と始めたバンドでギターを弾き、自分で
曲も書いている。両親も「うちの息子は音楽がなかったら生き
ていけない」と言うほどの音楽好きだ。だが、妹のリサが生ま
れたとたんにアルの人生は狂い始める。父親も母親もリサにか
かりっきりで、アルのことに手が回らなくなり、アルはアルで
学校の勉強さえおろそかになる始末―ましてやバンドなんて…。
そんな中リサが病気になり、アルは祖父から「リサのために曲
を書け」と言われる。だが、いったいどうして？それが何の役
に立つのか。
ある寒い冬の日、1 人の貧しい少女が街角に立ってマッチを
売っていた。マッチは全く売れず、かといってそのまま家に帰
るわけにもいかない。どうしたら暖かくなれるのか。その日は
12 月 31 日。お金持ちの家々には、クリスマスツリーやおい
しそうなごちそうが並んでいた。少女はさびしくなって、ふと
やさしかったおばあちゃんを思い出した―おばあちゃんはもう
いない。だって天国に行ったんだもの―新しい年になれば、こ
の少女にも何かいいことが訪れるのだろうか…。

✪ このマークの作品は人気タイトルです。

総語数 : 1,458
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249744（リーダーのみ）
9780194639026（MP3 パック）

Pebbles on the
Beach
総語数 : 1,139
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194249485（リーダーのみ）
9780194639033（MP3 パック）
コミック形式

Perseus
総語数 : 1,144
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249379（リーダーのみ）
9780194639040（MP3 パック）
コミック形式

The Selfish Giant
総語数 : 1,440
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249317（リーダーのみ）
9780194639057（MP3 パック）

Sherlock Holmes:
The Dying Detective
総語数 : 1,519
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249720（リーダーのみ）
9780194622363（MP3 パック）

Dominoes Quick Starter

Merlin

「モルブランには気をつけるのよ」アザーン王女は幼い息子マー
リンにそう言ってきかせた。魔女ケリドウェンの息子モルブラン
は邪悪な心の持ち主だった。ある日、ケリドウェンの霊薬を飲んだ
マーリンは、その日から不思議な力を持つようになる。動物に姿を
変えたり、壁の中を透かして見たり、天気を変えたり、未来を見る
こともできるようになった。ケリドウィンの死後、そんなマーリンを
モルブランは憎むようになる。数年経ち、ヴォーティガン王の魔術
師となったモルブランは、マーリンの殺害を計画する。マーリンの
不思議な力はこの宿敵を倒すことができるのか。
石油会社に勤めるお父さんを持つアビー。アビーはなぜか両親
とうまく話をすることができない。そんな中、アビーはカリ
フォルニアに住むメイおばさんのところでひと夏を過ごすこと
になった。ちょっと変わったメイおばさんと、近所に住む若者
ディエゴとビアンカ。彼らと過ごすうちに、アビーの考え方に
も変化が訪れる。だが、ある夜のこと、おばさんの家の近くの
美しいビーチに石油が漏れ出したという知らせが届く。アビー
とメイおばさんたちにできることは何か。そして、アビーが助
けを求めたとき、お父さんはどう応えたのか。
アルゴスの王女ダナエとゼウスの子、ペルセウス。幼い頃に母
親に連れられてセリーポス島に移り住む。何年かして、セリー
ポス島の王ポリュデクテスがダナエに結婚を申し込むが、ペル
セウスは承諾しない。そこで、ポリュデクテスはペルセウスを
遠ざけるため、ヘビの髪を持つ怪物、メドゥーサの首をとって
来るように命じる。ペルセウスは無事メドゥーサを見つけ、そ
の首をとることができるのだろうか。
また、
セリーポス島に戻っ
たペルセウスを待っていたものとは？

「ここはわしの庭だ」大男が言った。「誰にでもわかることだ！
わし以外、誰もここで遊んではならん」。そこで遊んでいた子
供たちは庭を出て行き、わがままな大男は庭の周りに壁を張り
めぐらした。それ以来、庭の中はいつでも冬になってしまった。
何年かして、大男は雪の中にたたずむ 1 人の小さな男の子を
見て気の毒になり、壁を全て取り払った。すると、庭には子供
たちとともに春が戻ってきた。だが、あの小さな男の子だけが
いない。いったいあの子はどこに行ったのか？どうすれば再び
めぐり会うことができるのか。
「ワトソン先生、早く来てください」ホームズの家主ハドスン夫
人は叫んだ。「ホームズさんが死にそうなんです！」。ある殺人事
件を調べていたホームズが重い病にかかってしまった。ワトソン
はホームズを救えるのか。謎の人物カルヴァートン・スミスはいっ
たい何ができるのか。ホームズの運命は？

  ✪

The Skateboarder
総語数 : 1,489
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194249461（リーダーのみ）
9780194639088（MP3 パック）

✪

✪ 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。

「オーウェンのスケートボードは最高だわ。
私もあんな風にジャ
ンプしたり、技を決めてみたいなぁ」ハンナは思った。近所に
スケートパークが開園した。突如スケートボードに目覚めたハ
ンナを、パパやママ、兄のエヴァン、そしていとこのジャスティ
ンはどう思っているのか。ハンナの味方はいるのか。バカにす
る人はいないか。そして、いつかハンナが本物のスケートボー
ダーになれるように教えてくれる人はあらわれるのだろうか。
その答えはストーリーの中で明らかになる。
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Dominoes Quick Starter

The Sorcerer s
Apprentice
総語数 : 1,145
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194249768（リーダーのみ）
9780194639064（MP3 パック）
コミック形式

Troy
総語数 : 1,573
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249706（リーダーのみ）
9780194639095（MP3 パック）

Zombie Attack!
総語数 : 1,488
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194249867（リーダーのみ）
9780194639101（MP3 パック）

✪

Dominoes Starter

Around the World in
Eighty Days
総語数 : 1,918
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247016（リーダーのみ）
9780194639118（MP3 パック）
コミック形式

「おじいさんはどんな仕事をしているの？」とユキオはたずね
た。「魔術師じゃよ」おじいさんは微笑みながら言った。「わし
は弟子をさがしておる」。その昔、ユキオという少年が仕事を
探すため、幼い妹を田舎に残し 1 人町へと旅立った。ユキオ
が見つけたのは、魔術師の弟子という変わった仕事だった。し
かし、魔術師はなぜかなかなか魔術を教えてくれない。ユキオ
は魔術師が留守の間に、ほうきに向かってまじないの言葉をか
けるが…。

「私には見える。数年後、炎に包まれるトロイアの姿が。その
災いをもたらすのは…パリス」。トロイアの王妃ヘカベは、自
分の息子パリスについてそう予言した。王プリアモスは息子パ
リスを亡き者にしようと企むが、パリスは生き残り、やがてギ
リシャ王メネラオスの妻ヘレネを愛するようになる。パリスは
ヘレネを連れてトロイアに戻るが、それが原因となって両国間
で戦争が勃発する。戦場で顔を合わせたパリスの兄ヘクトルと
ギリシャの最強戦士アキレウスとの戦い、そしてこの戦争の行
方は？その答えは物語の中に…。
「クラーク教授は普段は人々を救うための研究をなさっていま
すが、今回は少し違います」。助手ターシャ・キアラは、教授
が研究している新しい血清について、チャズという地元テレビ
局のレポーターにこう語った。そのとき、教授の研究室がある
カリフォルニア一帯が地震に見舞われ、保管しておいた血清が
流出して、墓の中で眠っていた死体を蘇らせてしまう。蘇った
死体はゾンビとなって人々を襲い始める！教授はどうなってし
まうのか。ターシャとチャズはどうやってゾンビの攻撃をやめ
させるのか。生き残るのはだれか。
「いまどき 80 日もあれば世界一周できるさ」とフィリアス・
フォッグは言う。「やってみろよ。成功すれば 2 万ポンドを払
おう」と今度はフォッグの友人スチュアートが言う。ジュール・
ヴェルヌ の傑作はここから始まる。フィリアス・フォッグは
12 月 21 日までにロンドンに戻れなければ全財産を失うはめ
に。使用人、パスパルトゥーの助けを借りながら、フォッグは
列車から象まで様々な方法で旅を続け、驚きに満ち溢れた冒険
に挑む。

  ✪

Dominoes

Quick Starter: The Skateboarder

Starter: The Bottle Imp

Quick Starter:
ヘッドワード 250
平均本文ページ 17 ページ
平均総語数 1,125

Starter:

Quick Starter と
Starter の違い

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
えると共に総語数と総ページ数を
少なくするなど、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。
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ヘッドワード 250
平均本文ページ 27 ページ
平均総語数 2,250

✪ このマークの作品は人気タイトルです。

総語数 : 2,176
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247108（リーダーのみ）
9780194639279（MP3 パック）
コミック形式

Blackbeard
総語数 : 2,210
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247146（リーダーのみ）
9780194639248（MP3 パック）
コミック形式

The Bottle Imp
総語数 : 3,496
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194245524（リーダーのみ）
9780194639286（MP3 パック）

Changing Places
総語数 : 1,590
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194247085（リーダーのみ）
9780194639125（MP3 パック）
コミック形式

A Christmas Carol
総語数 : 3,735
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194627108 ( リーダーのみ）
9780194627122 (MP3 パック）

  ✪

The Great Fire of
London
総語数 : 1,901
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247054（リーダーのみ）
9780194639132（MP3 パック）
コミック形式

✪ 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。

「もっとおもしろいネタをもってきてくれ。デッカイやつを
な！」ロージーは新聞『ザ・レコード』の編集者にこう言われた。
オフィスを出たとたん、
ロージーはまさにそれを発見する。
ヨー
ロッパを股に掛ける大事件。ロージーは窃盗犯を追って危険な
芸術の世界へ足を踏み入れる。

時は 1717 年。カリブ海を航行する船長たちは海賊の存在に脅
かされていた。特に恐れられていたのはエドワード・ティーチ、
通称、海賊黒ひげ。「ヴァージニアの役人が俺達を皆殺しにし
たがっているようだが、カリブの海賊、この俺様を捉えられる
とでも思っているのか。まさかそんなことはできまい」と、彼
は豪語する。これはそんな海賊黒ひげの物語。

ケアウェは、望んだことは何でもかなえてくれるという魔法の小
瓶を買う。その小瓶のおかげで、立派な家を建て、コクアとい
う恋人を得て結婚し、幸せに暮らしていた。ところが、この瓶を
持ったまま死ぬと地獄に落ちてしまうという話を聞き、ケアウェ
はなんとか瓶を手放そうとするが、なぜかどうしても戻ってきて
しまう。安い値で売ろうとするが、買う者はいない。コクアはケ
アウェを救うことができるのか。それとも、どちらかが地獄に落
ちてしまうのだろうか。

動物園で働くハルは退屈な毎日を送っていた̶ティムに出会う
までは。
映画俳優のティム。
彼の人生は困難で不幸せであった̶
ハルに出会うまでは。この 2 人が出会った時、お互いの人生
を交換することになり、愉快な出来事が起こり始める。そして
違う人生を経験した 2 人は人生で本当に大切な何かを学ぶこ
とになる。

エベニーザ・スクルージはクリスマス・イブの夜を苦々しく過ご
していた。守銭奴のスクルージにとって、クリスマスほど不愉
快なものはなかった。ロンドンの街中にたむろする貧しい子ど
もたちに施しをするのも、働き者の従業員ボブ・クラチットに
金を与えるのも渋っていた。その夜 3 人の幽霊がスクルージの
家を訪れる。この幽霊たちは、冷酷無比なスクルージを改心
させることができるのか。

1666 年のロンドン。暑く、乾燥した夏であった。プディング・

レーンのパン屋で起こった小さな火事は、やがてロンドン中に
広がり消防士にもその火を止めることはできなかった。人々は
家から脱出し、テムズ川へと避難した。火事はどうして起こり、
誰の手で消されたのか？イングランド王はどう対処したのか？
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Dominoes Starter

The Big Story

Dominoes Starter

The Happy Prince
総語数 : 3,137
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247122（リーダーのみ）
97801942639293（MP3 パック）

Heidi
総語数 : 3,716
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194249133（リーダーのみ）
9780194639255（MP3 パック）

  ✪

Hercules
総語数 : 4,308
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247153（リーダーのみ）
9780194639262（MP3 パック）

Journey to the Centre
of the Earth
総語数 : 2,674
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247184（リーダーのみ）
9780194639149（MP3 パック）
コミック形式

柱の上に美しくそびえ立つ、金色の「幸福な王子の像」は町の
人々の自慢だった。王子は貧しさに苦しむ町の人々を救いたい
と思ったが、支柱から離れることはできない。そこにエジプト
へ向かう途中のツバメが現れ、王子の人助けに一役買う。王子
が自分の体から剥がした金箔をすべて人々に分け与え尽くして
しまったとき、市長が取った行動とは？そしてツバメは再びエ
ジプトへ旅立つことができたのか？

「一緒に行くのはいや。デーテおばさん」ハイジは叫んだ。「い
いえ、来るのよ！」。ハイジはスイスの山中にある家が好きだっ
た。おじいさんもペーターも。フランクフルトへは、デーテお
ばさんにいやいや連れてこられたのだった。フランクフルトで
は、お金持ちだけど車椅子で生活する病弱な少女、クララ・ゼー
ゼマンとすぐに友だちになる。でもハイジに町の生活ができる
だろうか？ゼーゼマン氏の家政婦、きびしいロッテンマイヤー
さんとうまくやっていけるだろうか？

ギリシア神話最強の英雄ヘラクレスは、ある事件がきっかけで
大罪を犯してしまう。デルポイの巫女は言う。
「神はひどくご立
腹です。向こう 12 年間エウリュステウス王に仕え、12 の功業
をなしとげてください。そうすれば神はあなたの罪をお許しく
ださるでしょう」
。命じられた任務は決して簡単なものばかりで
はない。果たしてヘラクレスは全ての任務を終えることができ
るのか？そして任務終了後に彼を待ちうけている運命とは？

ドイツ北部の都市ハンブルグに住むオットー・リーデンブロッ
ク教授は、アイスランド語の古い書物の中に「地球の中心」へ
の行程を記したメッセージを見つける。「このメッセージが本
当なら、アイスランドに行かなくては！」教授は興奮気味に言
う。あまり気乗りのしない甥のアクセルを連れ、アイスランド
人ガイドのハンスとともに、教授は地球の中心へたどり着くこ
とができるのか？そして 3 人は地底探検から無事生還できる
のか？フランス人作家ジュール・ヴェルヌの人気 SF 冒険小説。

✪✪

Kidnap!
総語数 : 1,933
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194247115（リーダーのみ）
9780194639156（MP3 パック）
コミック形式

寒い冬の朝、ある有名な映画女優とその娘がさびしい田舎道を
車で走っていた。青いワゴン車が彼女たちを待ち受けていた。
乗っていたのはトム。しかし彼は誘拐犯ではない。トムは画家
で、冒険小説の挿絵をよく描いていた。トムは今本物の冒険に
遭遇していた。

  ✪

Moby-Dick
総語数 : 3,650
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194249782（リーダーのみ）
9780194639163（MP3 パック）

  ✪
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「クイークェグとぼくは鯨捕りの仕事を探しているんだ」イシュメ
イルは言った。 ニューヨークから来た船乗りのイシュメイルは、
銛打ちのクイークェグとともに捕鯨船ピークォド号に乗り込んだ。
そこには、鯨油のためにクジラを追う一級航海士のスターバック
と、20 数年前白鯨モビー・ディックに片足を食いちぎられ、復
讐に燃えるエイハブ船長がいた。命がけで鯨と闘う男たちを描く
名作『白鯨』。イシュメイルは生き残れるのか。

✪ このマークの作品は人気タイトルです。

総語数 : 1,917
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194247061（リーダーのみ）
9780194639170（MP3 パック）
コミック形式

Dominoes Starter

Mulan

皇帝からの命令により、国中の男性が軍に召集され敵と戦うこ
とになった時、年老いたムーランの父は病を患っていたため戦
争に行くことはできなかった。男装し馬にまたがったムーラン
は家族と離れ、父に代わり皇帝のため勇敢に戦う。たちまち彼
女は中国軍兵士のヒーローになり、イェ・ミンと親友になる。
彼はムーランが女性だと気づいているのか？親友と恋に落ちる
ことがありうるだろうか？

  ✪

A Pretty Face
総語数 : 2,541
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194247047（リーダーのみ）
9780194639231（MP3 パック）

Rip Van Winkle & The
Legend of Sleepy Hollow
総語数 : 2,000
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語
9780194247023（リーダーのみ）
9780194639187（MP3 パック）
コミック形式

Sheherazade
総語数 : 3,355
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247160（リーダーのみ）
9780194639194（MP3 パック）

Sherlock Holmes:
The Reigate Puzzle
総語数 : 3,176
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194607452 ( リーダーのみ）
9780194607445 (MP3 パック）

Sherlock Holmes:
The Speckled Band
総語数 : 3,371
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194609050（リーダーのみ）
9780194639200（MP3 パック）

✪ 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。

本屋で働く女優志望のゾーイ・ベイカーはロミオとジュリエット
の舞台で役をもらう。マイク・モリソンはその舞台の批評を新
聞記事にした。彼はゾーイについて何と書いたのか？ゾーイは
実力派と認められたのか、それとも「かわいいだけだ」と見な
されたのか。記事を読んだゾーイの感想は？そして彼女のとっ
た行動とは？

1 話目は、リップ・ヴァン・ウィンクルという 20 年間眠り続
けていた人物が目覚めて出合う不可思議な世界の話。2 話目は、
教師のイカボット・クレーンが闇に包まれた真夜中に、首無し
の馬に遭遇する話。200 年近くにわたり人々に親しまれてき
たワシントン・アーヴィングによる二つの不思議な昔話。

女性不信のシャハリヤール王は、毎日新しい后を迎えては翌朝
処刑するという行為を繰り返していた。ある日、大臣はとうと
う王のために新しい后を見つけることができなかった。そこへ
「私が王に嫁ぎましょう」と大臣の長女シェへラザードが申し
出た。「神のお守りで私が生き残ることができれば、それだけ
他の女性が命を落とさないですみます」。シェへラザードは千
と一夜を生き延びることができたのだろうか？王は再び女性を
信頼するようになったのだろうか？シェへラザードが夜ごと王
に話して聞かせた物語の中に答えが隠されている。
休養を必要としていたホームズをワトソンが地方へと連れ出し
た。2 人はライゲートにある、ワトソンの友人ヘイター大佐の
館に滞在していた。ロンドンから遠く離れたこの地では、何も
かもが平穏無事に見えた。だが、そこでホームズを待ち受けて
いたのは、不可解な強盗殺人事件だった。この事件について、
ホームズは地元のフォレスター警部に助けを求められる。ホー
ムズは休養中であることも忘れ、奇妙な手掛かりをもとに捜査
に乗り出す。カニンガム家の従者はいったい誰に、そしてなぜ
殺されたのだろうか。
「助けてください」ヘレン・ストーナーは言った。「姉は 2 年前に
亡くなりました。今度は私の番です」。シャーロック・ホームズと
ワトソンは、2 年前に死んだジュリア・ストーナーの死の真相を
調べることになった。それがわからなければ、妹のヘレンも同じ
目に合うかもしれないという。しかし、調査のため訪れたヘレン
の家で、養父のグリムズビー・ロイロット博士はなぜか機嫌が悪く、
ホームズの助けはいらないと追い返す。ジュリアを殺したのは誰
なのか？どうやって殺したのか？そして死の直前にジュリアが言い
残した「まだらの紐」とは何を意味するのか？
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Dominoes Starter

Sinbad
総語数 : 2,782
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247092（リーダーのみ）
9780194639217（MP3 パック）
コミック形式

The Tempest
総語数 : 2,359
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247078（リーダーのみ）
9780194639316（MP3 パック）
コミック形式

Tristan and Isolde
総語数 : 2,163
ヘッドワード : 250
音声 : イギリス英語
9780194247139（リーダーのみ）
9780194639309（MP3 パック）
コミック形式

William Tell and
Other Stories
総語数 : 2,217
ヘッドワード : 250
音声 : アメリカ英語・イギリス英語
9780194247030（リーダーのみ）
9780194639224（MP3 パック）
コミック形式

Dominoes Level 1

The Curse of the
Mummy
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（MP3 パック）

Deep Trouble
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（MP3 パック）
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シンドバッドは船乗りとして長い年月を海の上で過ごしてい
た。未知の国々や風変わりな人々、恐ろしい生き物にも遭遇し
た。時には裕福に、時には貧しく暮らしたが、いつも危険と隣
合わせだった。しかしどんな時も彼は経験から何かを学び、や
がて故郷のバグダッドに戻ったときには年齢を重ね、聡明な人
物になっていた。

ミラノ公爵のプロスペローと娘ミランダは故郷から遥か遠く、
地中海の真ん中に浮かぶ島に 2 人きり。ミラノに戻りたい 2
人…。そんなある日、プロスペローの天敵が乗合わせた船が通
りかかる。プロスペローは自身の魔法の力と島の精霊、エアリ
エルの力を借りて嵐を起こし、敵を島に呼び寄せた。

トリスタンとイゾルデは愛し合っていた。しかし、イゾルデは
マルク王と結婚しなければならない。2 人の愛は成就しないか
に思えた。ある夜、2 人は一緒にいるところをマルク王に見つ
かってしまった。ひどい傷を負いながら城を去るトリスタン。
イゾルデは彼を追う。イゾルデはトリスタンを見つけられる
か？ 2 人の愛のゆくえは？

この本の登場人物―ウィリアム・テル、トム・ブラッド、バオ
侯爵、マティアス王、ジョニー・アップルシード、ゴダイヴァ
夫人はすべて歴史上存在した人物である。しかし彼らの物語は
語り継がれるうちに、より壮大で面白いものへと変わっていっ
た。何が真実で何が偽りなのだろうか？収録された六つの話を
読み、考えてみよう。

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？

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。

✪ このマークの作品は人気タイトルです。

