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Art
「芸術家が描くものとは？」「作品の中
で使われている形とは？」。独自の視点
を持つ芸術家たちの作品は、どのよう
にして作られているのかを探る。

At the Beach
「潮だまりには何がいる？」「エビの足
は何本？」。多くの生き物の住みかであ
る浜辺と、それを取り囲む大自然を紹
介する。

Eyes
「クモには目がいくつある？」「動物は
暗いところで目が見えるのか」。その
働きによって大きさや色や数などが異
なる動物の目のメカニズムを追う。

Fruit
「果実とは何か」「くだものはどうやっ
て育つのか」。私たちが毎日のように
口にするくだものの分類法や成長の
様子などを紹介する。

In the Sky
「空には何がある？」「星とは一体どん
なものなのか」。雲が流れ、太陽や星
が輝く空。その構造を解明し、宇宙の
神秘を探る。

Schools
「学校へはどうやって通っているのか」
「生徒の服装は？」。世界の学校では、
子供たちはどんなふうに勉強したり遊
んだりしているのだろう。

Trees
「植物の種の役割とは？」「木に住んで
いる動物とは？」。地球の環境に重要な
役割を果たしている樹木の特徴と、そ
の大切さを解き明かす。

Wheels
「列車の車輪は何でできている？」「料
理に使う回転する器具とは？」。回転す
ることによって移動や作業を楽にする
車輪のメカニズムを検証する。

Wild Cats
「野生のネコ科動物は何を食べるのか」
「ネコ科動物の尻尾にはどんな役割
があるのか」。ライオン、トラ、チーター
など、野生のネコ科動物の体の構造や
生活の様子を紹介する。

Young Animals
「シマウマの赤ちゃんは何色？」「クマ
の赤ちゃんはどこに住んでいる？」。鳥
類やほ乳類などの動物の赤ちゃんた
ちはどのように成長するのか、その生
態を解き明かす。

総語数 :　668
ヘッドワード :　300
9780194646345 （リーダーのみ）
9780194021333 （MP3パック）

総語数 :　707
ヘッドワード :　300
9780194646284 （リーダーのみ）
9780194021357 （MP3パック）

総語数 :　672
ヘッドワード :　300
9780194646291 （リーダーのみ）
9780194021371 （MP3パック）

総語数 :　680
ヘッドワード :　300
9780194646321 （リーダーのみ）
9780194021395 （MP3パック）

総語数 :　692
ヘッドワード :　300
9780194646307 （リーダーのみ）
9780194021418 （MP3パック）

総語数 :　659
ヘッドワード :　300
9780194646277 （リーダーのみ）
9780194021432 （MP3パック）

総語数 :　692
ヘッドワード :　300
9780194646369 （リーダーのみ）
9780194021456 （MP3パック）

総語数 :　675
ヘッドワード :　300
9780194646314 （リーダーのみ）
9780194021470 （MP3パック）

総語数 :　668
ヘッドワード :　300
9780194646352 （リーダーのみ）
9780194021494 （MP3パック）

総語数 :　706
ヘッドワード :　300
9780194646338 （リーダーのみ）
9780194021517 （MP3パック）
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Camouflage
「ライオンは獲物を狙うとき、どこに身
を隠す？」「木にはどんな動物が隠れて
いる？」。生命を守るために体の色や形
を変えたり周囲の景色と同化したりす
る、動物の擬態のメカニズムに迫る。

総語数 :　842
ヘッドワード :　450
9780194646840 （リーダーのみ）
9780194021531 （MP3パック）

Cities
「都市にはどんな建物があるのか」「町
ではどんな観光ができる？」。建物と道
路と人々がひしめく町。その構造と魅
力を紹介する。

総語数 :　831
ヘッドワード :　450
9780194646826 （リーダーのみ）
9780194021555 （MP3パック）

Earth
「地球上の山の年齢は？」「地面の下に
は何がある？」。海、山、川、森など、大
自然の中で多くの生き物を育む地球
の真の姿をみつめる。

総語数 :　820
ヘッドワード :　450
9780194646796 （リーダーのみ）
9780194021579 （MP3パック）

Electricity
「電気を使う機械にはどんなものがあ
る？」「バッテリーとは？」。日常生活の
あらゆる場面で使用する電気の全貌
を明らかにする。

総語数 :　801
ヘッドワード :　450
9780194646857 （リーダーのみ）
9780194021593 （MP3パック）

Farms
「作物とは？」「ヒツジから得られるもの
とは？」。私たちの毎日の食卓に欠か
せない食物を生産する農場の役割を
解き明かす。

総語数 :　828
ヘッドワード :　450
9780194646833 （リーダーのみ）
9780194021616 （MP3パック）

In the Mountains
「氷河とは何か」「山でできるスポーツ
とは？」。多くの生き物が生息し、緑に
あふれ、川が流れる山の魅力と自然の
驚異を紹介する。

総語数 :　818
ヘッドワード :　450
9780194646871 （リーダーのみ）
9780194021630 （MP3パック）

Jobs
「都市にはどんな仕事があるか」「獣
医とはどんな仕事？」。会社員、バス
の運転手、漁師、医師、スポーツ選
手などさまざまな種類の職業の特徴
を紹介する。

総語数 :　837
ヘッドワード :　450
9780194646864 （リーダーのみ）
9780194021654 （MP3パック）

Plastic
「プラスチックはどうやって作られてい
るか」「プラスチックはリサイクルでき
る？」。毎日の暮らしに欠かせないプラ
スチック製品の作り方や特徴とともに、
地球環境への問題点も明らかにする。

総語数 :　800
ヘッドワード :　450
9780194646888 （リーダーのみ）
9780194021678 （MP3パック）

Sunny And Rainy
「地球は何によってあたためられてい
るか」「雲から落ちてくるものとは？」。
晴れ、曇り、雨などの天気のしくみや、
人間や動物とのかかわりを図解する。

総語数 :　803
ヘッドワード :　450
9780194646802 （リーダーのみ）
9780194021692 （MP3パック）

Your Body
「人間の体には骨が何本あるか」「細菌
とは？」。皮膚や脳、骨、筋肉などの働
きを解説するとともに、体を守る方法
も考える。

総語数 :　855
ヘッドワード :　450
9780194646819 （リーダーのみ）
9780194021715 （MP3パック）

価格は８ページをご覧ください。
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Amazing Minibeasts
「クモの足は何本？」「ミミズが果たす
重要な役割とは？」。昆虫やクモなど、
“小さな獣”と呼ばれる無脊椎動物の
生態をわかりやすく図解する。

総語数 :　1,249
ヘッドワード :　600
9780194643795 （リーダーのみ）
9780194021739 （MP3パック）

Animals In the Air
「世界で一番速く飛ぶ鳥は？」「“空飛ぶ
キツネ”とは？」。鳥類や跳躍する動物
たちは、なぜ、どのようにして空中を移
動するのか。そのメカニズムと背景を
探る。

総語数 :　1,367
ヘッドワード :　600
9780194643856 （リーダーのみ）
9780194021753 （MP3パック）

Festivals Around the World
「ヒンドゥー教の祭“ディワーリ”が行わ
れるのはいつ？」「ハロウィーンのとき
には何をする？」。世界中で行われるさ
まざまな祭の様子。やその背景を、カ
ラフルな写真とともに紹介する。

総語数 :　1,323
ヘッドワード :　600
9780194643825 （リーダーのみ）
9780194021777 （MP3パック）

Free Time Around the World
「犬ぞりレースが盛んな国は？」「ビー
チクリケットとは？」。おなじみのス
ポーツやダンスのほか、珍しいスポー
ツなど、世界中の人々が楽しむ娯楽を
紹介する。

総語数 :　1,330
ヘッドワード :　600
9780194643788 （リーダーのみ）
9780194021791 （MP3パック）

How We Make Products
「車一台にはいくつのパーツが使われ
ているか」「板チョコはどうやって作ら
れるのか」。毎日の生活に欠かせない
プラスチック製品や食べ物など、さま
ざまな物の製造工程を紹介する。

総語数 :　1,306
ヘッドワード :　600
9780194643832 （リーダーのみ）
9780194021814 （MP3パック）

Life in Rainforests
「世界で最も大きな熱帯雨林は？」「オ
ランウータンはどこで眠る？」。森林伐
採により失われつつある熱帯雨林。多
くの動植物が生息する環境を守るた
めにできることとは何か。

総語数 :　1,395
ヘッドワード :　600
9780194643801 （リーダーのみ）
9780194021838 （MP3パック）

Sound And Music
「音波とは？」「琴ってどんな楽器？」。
音声、楽器、音楽の歴史、最新の音響
機器など、音と音楽に関するあらゆる
情報が満載。

総語数 :　1,370
ヘッドワード :　600
9780194643849 （リーダーのみ）
9780194021852 （MP3パック）

Super Structures
「ダムは何でできているか」「超高層ビ
ルの限界高度は？」。驚異的な高さや
大きさを誇るトンネル、ダム、橋、超高
層ビルなどの特徴や、今後の発展の可
能性を探る。

総語数 :　1,200
ヘッドワード :　600
9780194643818 （リーダーのみ）
9780194021876 （MP3パック）

Wonderful Water
「なぜ水は大切なのか」「海に住む最
大の生き物は？」。海や川など地球の
約7割を占める水。植物や動物、人間
の暮らしに欠かせない水について見
直す。

総語数 :　1,273
ヘッドワード :　600
9780194643764 （リーダーのみ）
9780194021890 （MP3パック）

Your Five Senses
「目はどのように機能しているか」「皮
膚の下には何がある？」。目、耳、鼻、
舌、皮膚で感じる五感とその重要性に
ついて、それぞれの構造を示しながら
詳しく解説する。

総語数 :　1,343
ヘッドワード :　600
9780194643771 （リーダーのみ）
9780194021913 （MP3パック）
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All About Desert Life
「砂漠の動物たちはどうやって体を冷
やすのか」「砂漠の拡大化はなぜか」。
地球の陸地面積の20％以上を占める
砂漠。そこに生きる動植物や人々の暮
らし、砂漠化の問題について検証する。

総語数 :　1,692
ヘッドワード :　750
9780194644426 （リーダーのみ）
9780194021937 （MP3パック）

All About Ocean Life
「海水の中に生息する樹木とは？」「ク
ジラはどうやって呼吸する？」。海に生
息する様々なの魚や動植物の生態や、
海を守るためのさまざまな取り組みに
ついて紹介する。

総語数 :　1,665
ヘッドワード :　750
9780194644396 （リーダーのみ）
9780194021951 （MP3パック）

All About Plants
「世界には何種類の植物が存在するか」
「植物の重要性とは？」。世界中の植
物の分類法や生態のほか、動物や人間
にも関わる植物の重要性を考える。

総語数 :　1,729
ヘッドワード :　750
9780194644402 （リーダーのみ）
9780194021975 （MP3パック）

Animals At Night
「夜行性の動物が夜になると外に出て
くるのはなぜ？」「夜行性動物特有の
感覚とは？」。界中の夜行性動物につ
いて、その行動の目的や特有の優れた
感覚などを紹介する。

総語数 :　1,746
ヘッドワード :　750
9780194644464 （リーダーのみ）
9780194021999 （MP3パック）

Animals In Art
「動物を描いた芸術作品にはどんなも
のがあるか」「動物を描いた最古の絵
とは？」。古今東西の芸術家たちを魅
了してきた、動物たちの独特の動きや
姿を捉えた様々な作品を紹介する。

総語数 :　1,754
ヘッドワード :　750
9780194644433 （リーダーのみ）
9780194022019 （MP3パック）

How to Stay Healthy
「水は1日に何杯飲むとよい？」「運動
が健康によい理由とは？」。健康な体を
保つために、体の構造を理解し、食事
や睡眠、運動などの活動を見直そう。

総語数 :　1,634
ヘッドワード :　750
9780194644457 （リーダーのみ）
9780194022040 （MP3パック）

Incredible Earth
「火山とは？」「地球で最も深い湖
は？」。海、山、川、滝、氷河などの大自
然を、膨大な時間をかけて作り上げて
きた地球の驚異的な営みを解く。

総語数 :　1,700
ヘッドワード :　750
9780194644389 （リーダーのみ）
9780194022064 （MP3パック）

Machines Then and Now
「車輪はいつ発明された？」「ナノボット
とは？」。人間が太古の昔から開発して
きた生活を便利にするための機械。そ
の歴史を追う。

総語数 :　1,663
ヘッドワード :　750
9780194644372 （リーダーのみ）
9780194022088 （MP3パック）

Why We Recycle 
「リサイクルできるのはどんなもの？」
「プラスチックが分解されるまでに
何年かかるのか」。悪化し続ける地球
の環境を守るために行うリサイクルと
は、どんな効果があるのか。

総語数 :　1,701
ヘッドワード :　750
9780194644440 （リーダーのみ）
9780194022101 （MP3パック）

Wonders Of the Past
「古代都市の大遺跡“チェチェンイツ
ア”はどこにある？」「タージ・マハルと
は？」。何百年何千年も昔に作られた驚
くべき建造物の歴史と背景を探る。

総語数 :　1,724
ヘッドワード :　750
9780194644419 （リーダーのみ）
9780194022125 （MP3パック）

価格は８ページをご覧ください。
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All About Islands
「島はどうやってできる？」「ドラゴンが
住む島とは？」。火山島や珊瑚島など
さまざまな種類の島を紹介するととも
に、近年の温暖化により失われつつあ
る島々を守るための活動も考える。

総語数 :　3,457
ヘッドワード :　900
9780194645034 （リーダーのみ）
9780194022149 （MP3パック）

Animal Life Cycles
「卵からかえる動物は？」「生物の“変
態”とは？」。生き物の発生から死にい
たるまでの変化の過程をあらわすライ
フサイクルについて解き明かす。

総語数 :　3,437
ヘッドワード :　900
9780194645027 （リーダーのみ）
9780194022163 （MP3パック）

Exploring Our World
「探検の重要性とは？」「初期の探検家
が訪ねた場所は？」。太古の昔から人々
を魅了し、多くの情報をもたらしてき
た探検。今後の発展の可能性も探る。

総語数 :　3,491
ヘッドワード :　900
9780194645003 （リーダーのみ）
9780194022187 （MP3パック）

Great Migrations
「動物が移動して暮らす理由は？」「移動
する方向はどうやって見つける？」。季節
ごとに移動して暮らす生き物の生態を
明らかにし、種の保存のために生み出さ
れた素晴らしい知恵の数々を学ぶ。

総語数 :　3,463
ヘッドワード :　900
9780194645010 （リーダーのみ）
9780194022200 （MP3パック）

Homes Around the World
「住宅に使われている建材にはどん
なものがある？」「高床式の家の利点
は？」。目的や環境に合わせて建てられ
る住宅の特徴を検証する。未来の住宅
はどうなるのか。

総語数 :　3,357
ヘッドワード :　900
9780194644976 （リーダーのみ）
9780194022224 （MP3パック）

Materials To Products
「ガラスはどうやって作られる？」「マイク
ロチップとは？」。古代の人々が道具や
衣類の作成に利用した草や岩から、最
先端技術によって生み出された驚異的
な素材まで、あらゆる原料を検証する。

総語数 :　3,437
ヘッドワード :　900
9780194645058 （リーダーのみ）
9780194022248 （MP3パック）

Medicine Then and Now
「世界初の抗生物質とは？」「マラリア
の治療薬とは？」。呪術や薬草から最先
端技術を駆使した薬物の開発まで、病
気やけがの治療のために研究が重ね
られてきた薬の歴史をたどる。

総語数 :　3,363
ヘッドワード :　900
9780194645065 （リーダーのみ）
9780194022262 （MP3パック）

Our World In Art
「静物画とは？」「遠近法を使う利点
は？」。絵画や彫刻など世界の芸術作
品の歴史をたどりながら、その手法や
特徴を解き明かす。

総語数 :　3,360
ヘッドワード :　900
9780194645041 （リーダーのみ）
9780194022286 （MP3パック）

Transportation Then and Now
「世界初の飛行機は何で作られていた？」
「ソーラーカーの最高速度は？」。電車、
自動車、飛行機、船などさまざまな交通
手段の歴史をたどりながら、今後の開発
に求められるものとは何かを探る。

総語数 :　3,425
ヘッドワード :　900
9780194644990 （リーダーのみ）
9780194022316 （MP3パック）

Wild Weather
「ハリケーンとは？」「地球上で一番寒
い場所は？」。気象現象や世界の気候
の特徴を解説するとともに、地球温暖
化を加速させないための方策も提案
する。

総語数 :　3,395
ヘッドワード :　900
9780194644983 （リーダーのみ）
9780194022330 （MP3パック）
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All About Space
「星は何でできている？」「人類がはじめ
て月に足を踏み入れたのはいつ？」。果
てしなく広がる宇宙の構造と、人類と
宇宙のこれまでの関わりを明らかにし
ながら、未来の発展の可能性を探る。

総語数 :　3,820
ヘッドワード :　1,050
9780194645607 （リーダーのみ）
9780194022354 （MP3パック）

Caring for Our Planet
「地球の温暖化とは？」「美しい地球を
守るためにはどうしたらよいのか？」。
限りある資源や動植物などを擁する地
球を守るために人間ができることとは
何かを提言する。

総語数 :　3,804
ヘッドワード :　1,050
9780194645591 （リーダーのみ）
9780194022378 （MP3パック）

Cells And Microbes
「地球上でもっとも小さい生物とは？」
「抗生物質が病気を治すメカニズム
とは？」。私たちの体を構成する細胞
と、体の内外でさまざまな働きをする
微生物（細菌）の驚くべき力を発見！

総語数 :　3,663
ヘッドワード :　1,050
9780194645638 （リーダーのみ）
9780194022392 （MP3パック）

Clothes Then and Now
「あなたの服はどこで作られたのか」
「“ファッションの犠牲”とは何か」。衣
服について、その素材から歴史、ファッ
ション産業まで深く掘り下げる。

総語数 :　3,711
ヘッドワード :　1,050
9780194645614 （リーダーのみ）
9780194022415 （MP3パック）

Earth Then and Now
「地球はどうやってできたのか」「地球
がもたらす資源とは？」。数十億年にお
よぶ地球の歴史をたどるとともに、美
しい地球を守るために何が大切かを
探る。

総語数 :　3,723
ヘッドワード :　1,050
9780194645652 （リーダーのみ）
9780194022439 （MP3パック）

Food Around the World
「カカオの木の栽培地は？」「サクラン
ボで作った飲み物とは？」。普段なにげ
なく口にしている“食べ物”をあらゆる
角度から見つめ直す。

総語数 :　3,739
ヘッドワード :　1,050
9780194645577 （リーダーのみ）
9780194022453 （MP3パック）

Helping Around the World
「難民支援を行っているのは誰？」「動
物愛護団体の仕事とは？」。多くの助け
を必要としている世界中の人々や動
物のために、私たちができることとは
何か。

総語数 :　3,734
ヘッドワード :　1,050
9780194645621 （リーダーのみ）
9780194022477 （MP3パック）

Incredible Energy
「運動エネルギーとは？」「電気がもた
らすエネルギーとは？」。私たちの暮ら
しを支えるエネルギー。未来の地球を
守るために今必要とされているエネル
ギーとは何か。

総語数 :　3,776
ヘッドワード :　1,050
9780194645645 （リーダーのみ）
9780194022491 （MP3パック）

Wonderful Ecosystems
「サルはどんなふうに生態系に適応し
ているか」「分解生物とは？」。さまざま
な自然環境の中で生きるために、動物
たちが形成している生態系。これを守
るためにしなければならないこととは。

総語数 :　3,754
ヘッドワード :　1,050
9780194645669 （リーダーのみ）
9780194022514 （MP3パック）

Your Amazing Body
「人の骨格の骨の数は？」「白血球の役
割とは？」。体を動かしたり、人と話した
りするなど、さまざまな働きをする私
たちの体。その驚異の構造が明らかに
なる。

総語数 :　3,869
ヘッドワード :　1,050
9780194645584 （リーダーのみ）
9780194022538 （MP3パック）

価格は８ページをご覧ください。
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「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Oxford Read and Imagine

Apples and Bananas
おじいちゃんとスーパーにやってきた
ベンとロージー。リンゴやバナナ、オレ
ンジはどこかな？

総語数 :　48
ヘッドワード :　30
9780194709170 （リーダーのみ）

The Picnic
ベンとロージーはピクニックをしよう
と家族で公園にやってきた。でも肝心
のごちそうが見当たらなくて…。

総語数 :　47
ヘッドワード :　30
9780194709163 （リーダーのみ）

Spider, Spider
緑色の車の中や青いボールの上…。ベ
ンが見ているその先にいるのは̶なん
と、クモだった！ 

総語数 :　59
ヘッドワード :　30
9780194722292 （リーダーのみ）

What’s This?
ベンが持っている赤い四角と赤い三
角。いったいこれは何だろう？ 

総語数 :　63
ヘッドワード :　30
9780194722421 （リーダーのみ）

At the Zoo
おじいちゃんと一緒に動物園に行った
ロージー。ペンギンやライオンを見て
いた2人だったが、サンドイッチを食べ
ようとしたときに起こったこととは？

総語数 :　120
ヘッドワード :　100
9780194722384 （リーダーのみ）

Clunk Draws a Picture
クランクがトラの絵を描いた。これは
いったい何色？ 

総語数 :　110
ヘッドワード :　100
9780194722391 （リーダーのみ）

Hello, Clunk
おじいちゃんがロボットを作った。名前
はクランク。頭も腕も車輪もあるこの
ロボット、いったいどんなことができる
のか？ 

総語数 :　120
ヘッドワード :　100
9780194722377 （リーダーのみ）

Hello, Goodbye
ビーチにやってきたベンとロージーと
おじいちゃん。ベンが砂浜に何かを描
いた。それは何？

総語数 :　91
ヘッドワード :　100
9780194709217 （リーダーのみ）

The New Dinosaur
おじいちゃんは、クランクとベンとロー
ジーを博物館に連れて行った。博物館
にはいろいろな恐竜がいた。クランク
は恐竜を気に入るのか。

総語数 :　98
ヘッドワード :　100
9780194709231 （リーダーのみ）

One, Two, Three
ベンたちはおじいちゃんと公園へ。魚
は何匹？カエルは？そしておじいちゃ
んの頭の上には何がいる？

総語数 :　115
ヘッドワード :　100
9780194722414 （リーダーのみ）
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「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Rosie’s Teddy Bear
ロージーのテディベアがなくなった！ク
ランクがロージーのかばんの中に何
か入れた。

総語数 :　120
ヘッドワード :　100
9780194709224（リーダーのみ）

Where’s My Hat?
おじいちゃんはお出かけの準備中。ク
ランクはおじいちゃんの帽子を見つけ
られるか？

総語数 :　108
ヘッドワード :　100
9780194722407 （リーダーのみ）

The Cake Machine
おじいちゃんが新しい発明品「ケーキ
マシン」を作った。ロージーとベンのた
めにケーキを作ろうとするが、はたし
てうまくいくのか？ 

総語数 :　214
ヘッドワード :　150
9780194722254 （リーダーのみ）

Crocodile in the House
ベンのおもちゃのワニを見て、「家の
中にワニがいる！逃げろ！」と大騒ぎす
るクランク。さあ、どうなる？

総語数 :　214
ヘッドワード :　150
9780194722285 （リーダーのみ）

I’m Sorry
ロボットのクランクと一緒に公園に
行ったロージーたち。でもなぜかクラ
ンクは「ごめんなさい」と言ってばか
り…。

総語数 :　215
ヘッドワード :　150
9780194722247 （リーダーのみ）

I Can See You!
クランクとゲームをしていたロージー
とベンとアリス。だが、クランクがいな
くなった。いったいどこへ行ったのか？

総語数 :　192
ヘッドワード :　150
9780194709071 （リーダーのみ）

In the Snow
今日は雪！ロージーたちは大きな雪だ
るまを作った。クランクも作ろうとす
るが…。

総語数 :　226
ヘッドワード :　150
9780194722261 （リーダーのみ）

It’s Hot!
暑い日に庭で遊んでいたベンとロー
ジー。アイスクリームが食べたい2人
に、クランクが持ってきたものとは？ 

総語数 :　237
ヘッドワード :　150
9780194709088（リーダーのみ）

A Nice Book
おじいちゃんと図書館へやって来た
ロージーたち。おもしろそうな本がい
ろいろある中、クランクが気に入った
本とは？

総語数 :　192
ヘッドワード :　150
9780194709095 （リーダーのみ）

A Rainy Day
公園で遊びたいロージー。でも外は
雨。おじいちゃんの発明品「お天気マ
シン」は活躍するのか！？

総語数 :　213
ヘッドワード :　150
9780194722278 （リーダーのみ）

価格は８ページをご覧ください。

Beginner
Starter
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Read and Discover
ペアリーダー
At the Beach

Read and Discover
ペアリーダー
Schools

Read and Discover
ペアリーダー
Young Animals

Read and Discover
ペアリーダー
Art

Read and Discover
ペアリーダー
In the Sky

Read and Discover
ペアリーダー
Eyes

Read and Discover
ペアリーダー
Fruit

Read and Discover
ペアリーダー
Wild Cats

Ben’s Big Swim
ロージー、ベン、マックスの3人はビー
チにやってきた。だが、波が高くて泳げ
ない。おじいちゃんは何かいい方法を
考えてくれるのだろうか？

総語数 :　548
ヘッドワード :　300
9780194722674 （リーダーのみ）
9780194017343 （MP3パック）

Clunk in Space
流れ星を見ようと、おじいちゃん特製
のバンで宇宙にやってきたベンとロー
ジー。だが、バンに隕石が当たって一
部が壊れてしまう。クランクは修理で
きるのか？

総語数 :　557
ヘッドワード :　300
9780194722681 （リーダーのみ）
9780194017374 （MP3パック）

The New Glasses
ベンがメガネを新しくした。でも校庭
で野球をしているときに、そのメガネ
が…。おじいちゃんの最新式メガネが
大活躍！？

総語数 :　588
ヘッドワード :　300
9780194709309（リーダーのみ）
9780194709385 （オーディオ・パック）

Rainforest Rescue
おじいちゃんが大好きな果物を見せよ
うと、ベンとロージーとアリスを熱帯
雨林に連れてきた。そこで出会ったオ
ランウータンの赤ちゃん。おじいちゃ
んたちは密猟者にどう立ち向かうの
か。そしておじいちゃんの好きな果物
とは？

総語数 :　550
ヘッドワード :　300
9780194722698 （リーダーのみ）
9780194017435 （MP3パック）

The Snow Tigers
マックスがアイスホッケーチームに
入った。名前は「タイガース」。そこで、
極寒の地に住むトラを見に行くこと
になったベンたちだったが、獰猛なス
ノータイガーに遭遇し大ピンチに！

総語数 :　616
ヘッドワード :　300
9780194709330 （リーダーのみ）
9780194709415 （MP3パック）

Monkeys in School
おじいちゃんのバンでジャングルに
行ったベンとロージー。そのあと、学
校に行ってみるとサルが何匹もいた。
どうやらジャングルからついてきたら
しく…。

総語数 :　599
ヘッドワード :　300
9780194722728 （リーダーのみ）
9780194017404 （MP3パック）

On Thin Ice
おじいちゃんのバンで北極へやって
きたロージーとベン。氷の上ではホッ
キョクグマの子どもたちが遊んでい
た。だが、氷が薄く子グマたちの足元
にはひびが…。おかあさんグマは子ど
もたちを助けられるのか？

総語数 :　596
ヘッドワード :　300
9780194709316 （リーダーのみ）
9780194709392 （MP3パック）

Robbers at the Museum
ベンとロージーは、おじいちゃんとク
ランクと一緒に美術館へ。ちょうどそ
こへ美術品を盗もうと侵入してきた泥
棒と鉢合わせ。ベンたちは泥棒を捕ま
えようとするが…。

総語数 :　570
ヘッドワード :　300
9780194722704 （リーダーのみ）
9780194017466 （MP3パック）

「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Oxford Read and Imagine
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Read and Discover
ペアリーダー
Wheels

Read and Discover
ペアリーダー
In the Mountains

Read and Discover
ペアリーダー
Camouflage

Read and Discover
ペアリーダー
Jobs

Read and Discover
ペアリーダー
Trees

Read and Discover
ペアリーダー
Electricity

Read and Discover
ペアリーダー
Sunny And Rainy

Read and Discover
ペアリーダー
Cities

Too Fast!
ベンとマックスが公園でスケートボー
ドをしていると、フリップという背の
高い男の子がそれを見て笑った。そこ
で、おじいちゃんが作った新しいスケー
トボードにフリップをのせてみると…？

総語数 :　582
ヘッドワード :　300
9780194722711 （リーダーのみ）
9780194017527 （MP3パック）

The Treehouse
ベンたちは庭にツリーハウスを作っ
た。そこへ、ネコのボビーが小鳥を捕
まえにやってきた。飼い主のアリスは
なんとかやめさせようとするが、なか
なかうまくいかない。そこでベンたち
がある方法を思いついた。

総語数 :　610
ヘッドワード :　300
9780194709323 （リーダーのみ）
9780194709408 （MP3パック）

The Big Snowball
おじいちゃんとクランクは、ベンと
ロージーを雪山に連れてきた。ベンが
作った雪玉が山の斜面を下りながらど
んどん大きくなっていく。ふもとには
小さな家が！ベンたちはどうすればい
いのか！？

総語数 :　688
ヘッドワード :　450
9780194736510 （リーダーのみ）
9780194736596 （MP3パック）

The Big Storm
おじいちゃん、ロージー、ベン、マック
スは山へピクニックにやってきた。だ
が、山には大嵐の予報が…。おじい
ちゃんたちはどうするのか？

総語数 :　689
ヘッドワード :　450
9780194722988 （リーダーのみ）
9780194017701 （MP3パック）

Clunk in the Clouds
観測用の風船をふくらましていたクラ
ンクは、気がつけば空中に浮かびあが
り、雲の中に入り込んでしまった。はじ
めは楽しんでいたクランクだったが、
そのうちに地上に降りられなくなって
しまう。ベンやおじいちゃんはどうやっ
てクランクを助け出すのか？

総語数 :　752
ヘッドワード :　450
9780194736497 （リーダーのみ）
9780194736572 （MP3パック）

In the Big City
ここは大都会！ベンたちは、高層ビル群
を見に町へやってきた。だが、ベンた
ちが見物している間におじいちゃんの
バンが盗まれてしまう。バンの中で留
守番をしていたクランクはどうやって
泥棒たちからバンを取り戻すのか？

総語数 :　693
ヘッドワード :　450
9780194722995 （リーダーのみ）
9780194017619 （MP3パック）

Can You See Lions?
アリスが飼っているネコのボビーがお
じいちゃんのバンに入り込んでしまっ
た。探しに来たアリスと一緒にアフリカ
に行くことになったベンたちだったが、
そこには危険な動物もたくさんいた。

総語数 :　693
ヘッドワード :　450
9780194722971 （リーダーのみ）
9780194017558 （MP3パック）

Clunk’s New Job
クランクがレストランで働き始めた。
だが失敗ばかりのクランクに、シェフ
のゴードンの怒りも頂点に！一方、おじ
いちゃんたちはいなくなったクランク
を探していた。クランクは無事見つか
るのか？

総語数 :　693
ヘッドワード :　450
9780194723022 （リーダーのみ）
9780194017589 （MP3パック）

価格は８ページをご覧ください。「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Oxford Read and Imagine
Level 1

Level 2
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The Race

Stop the Machine!

今日は学校のスポーツ大会。ベンは
短距離走に出場した。だが、新入生の
ティムに負けてしまう。ティムはどの競
技でも1番だった。何かがおかしいと
感じるベンだったが…。

ベンとロージーとマックスはクランク
と一緒にリサイクルセンターにやって
きた。大きな機械に大興奮のベンたち
だったが、マックスがベルトコンベア―
の中に家の鍵を落としてしまって大慌
て。クランクは鍵を探し出せるのか？
ロージーのアイデアとは？

総語数 :　694
ヘッドワード :　450
9780194736480 （リーダーのみ）
9780194736565 （MP3パック）

総語数 :　764
ヘッドワード :　450
9780194723046 （リーダーのみ）
9780194017671 （MP3パック）

Sheep in the Snow

Where on Earth Are We?

ケイティおばさんの農場に来たベンた
ち。農場には雪が降り積もり、丘の頂
上にいたヒツジたちが小屋に戻れなく
なっていた。ベンたちはヒツジを救い
出す方法を考える。

ベンとマックスとクランクは、海の真っ
ただ中でボートの中にいた。ロージー
やアリス、そしておじいちゃんはいった
いどこにいるのか。そしてバンはいっ
たいどうなったのか？

総語数 :　741
ヘッドワード :　450
9780194723039 （リーダーのみ）
9780194017640 （MP3パック）

総語数 :　723
ヘッドワード :　450
9780194736503 （リーダーのみ）
9780194736589 （MP3パック）

Danger! Bugs!
おじいちゃんのバンごと体が虫ぐらい
の大きさになったロージーとベンと
マックス。これは昆虫の観察に最適と、
庭を歩きまわる子どもたちだったが、
庭にはテントウ虫やクモの糸や鳥な
ど、多くの危険が潜んでいた。

総語数 :　1,050
ヘッドワード :　600
9780194723299 （リーダーのみ）
9780194019675 （MP3パック）

Danger in the Rainforest
熱帯雨林の研究をしているカイルとエ
リカに会いにやってきたベンとマック
ス。マックスが何かを見つけた！どうや
らそれはカイルたちが探していた希
少な生物らしい。そこに大きな音が響
いて来た。それはいったい？

総語数 :　1,005
ヘッドワード :　600
9780194736732 （リーダーのみ）
9780194736817 （MP3パック）

The Game
おじいちゃんが新しいコンピューター
ゲームを作った。早く試してみたいベ
ンは、おじいちゃんの留守中にゲーム
を始めてしまう。だが、そのゲームには
途中でやめられないという欠陥があっ
た。怪物に襲われそうなベンを助ける
ために、ロージーがゲームに参加す
る。はたしてうまくいくのか？

総語数 :　1,041
ヘッドワード :　600
9780194723329 （リーダーのみ）
9780194019828 （MP3パック）

Fear at the Festival
今日はサマーフェスティバルの日。ベ
ンもマックスもフェスティバルを楽し
んでいた。だが、そこに来ていた2人
の見知らぬ人物がクランクのことを探
していた。クランクを盗むつもりなの
か？ベンとマックスはクランクを守ろう
と奮闘する。

総語数 :　1,035
ヘッドワード :　600
9780194736725 （リーダーのみ）
9780194736800 （MP3パック）

Read and Discover
ペアリーダー
Your Body

Read and Discover
ペアリーダー
Plastic

Read and Discover
ペアリーダー
Amazing Minibeasts

Read and Discover
ペアリーダー
Festivals Around the World

Read and Discover
ペアリーダー
Farms

Read and Discover
ペアリーダー
Earth

Read and Discover
ペアリーダー
Life in Rainforests

Read and Discover
ペアリーダー
Your Five Senses

「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Oxford Read and Imagine
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Get Us Out of Here!

In the Eagle’s Nest

編み物が上手なアリスは、編み物コン
テストに参加するために、ロージーた
ちと会場へ向かった。だが、会場でな
ぜか全員小さな部屋に閉じこめられて
しまう。クランクはみんなを助け出す
ことができるのか？そしてコンテスト
の結果は？

ワシの観察のため、子どもたちを山に
連れてきたおじいちゃん。ワシの巣を
見つけることはできたが、クランクが
エサとまちがわれて親鳥に狙われてし
まう。クランクはこのままヒナたちの
餌食となってしまうのか。そこへ2人の
登山者がやってきて…。

総語数 :　1,001
ヘッドワード :　600
9780194736756 （リーダーのみ）
9780194736831 （MP3パック）

総語数 :　1,031
ヘッドワード :　600
9780194723343 （リーダーのみ）
9780194019767 （MP3パック）

High Water

The New Sound

おじいちゃんと一緒にカヤックをしよ
うと川へやってきたベンとロージー。
だが、大雨で川の水があふれ、町には
洪水が発生していた。ペットショップに
も水が流れ込み、動物たちに危険が
迫っていた。おじいちゃんたちは動物
を救い出そうとするが、洪水はますま
す激しさを増していく。

アリスのおばさんはバイオリニスト。
オーケストラで演奏するため、町に
やってきた。だが、おばさんの大切なバ
イオリンがなくなってしまう。だれかに
盗まれたらしい。ベンたちは、ロックバ
ンド「ニューサウンド」と協力して、おば
さんのバイオリンの捜索に乗り出す。

総語数 :　1,056
ヘッドワード :　600
9780194723312 （リーダーのみ）
9780194019736 （MP3パック）

総語数 :　1,081
ヘッドワード :　600
9780194723336 （リーダーのみ）
9780194019859 （MP3パック）

A Shadow on the Park
小さないとこのジョシュを連れて公園
に行ったおじいちゃんとベンたちだっ
たが、なぜか公園は寒々としていた。
近くに建設中の高層ビルが公園に日
陰を作ってしまっていたのだ。対策に
乗り出す建築家のケリー。そんな時、
ある少年がクレーン車に登ってしまう。

総語数 :　959
ヘッドワード :　600
9780194736749 （リーダーのみ）
9780194736824 （MP3パック）

Soccer in the Street
サッカーの試合を前に、新しいシュー
ズが欲しいベン。そんな時、街中でス
トリートサッカーをするヴィクターと
出会う。ヴィクターはすばらしいプレイ
ヤーだったが、サッカーシューズを持っ
ていなかった。2人はあることをきっか
けに友達になり、そしてベンはヴィク
ターから大切なことを学ぶ。

総語数 :　1,002
ヘッドワード :　600
9780194723305（リーダーのみ）
9780194019798 （MP3パック）

Bats!
おじいちゃんとキャンプへ行ったベン
たち。バンへ忘れ物を取りに行ったク
ランクを追って行ったはずのベンと
ロージーが戻ってこない。いったい2
人はどこへ行ってしまったのか。おじ
いちゃんたちは自然保護官のニコル
とともに捜索を開始する。辺りはだん
だん暗くなり、空中には不気味な黒い
影が…。

総語数 :　1,358
ヘッドワード :　750
9780194736961 （リーダーのみ）
9780194737043 （MP3パック）

Clunk’s Brain
クランクの調子がおかしい。修理しよ
うとしていたおじいちゃんだったが、
クランクの姿が見えなくなった。ブレ
インコンピュータも作動していないの
で、どこにいるか探すこともできない。
ベンたちはクランクを探し出そうと廃
品投棄場まで足を運ぶが、はたして見
つけることができるのか。

総語数 :　1,402
ヘッドワード :　750
9780194736978 （リーダーのみ）
9780194737050 （MP3パック）

Read and Discover
ペアリーダー
How We Make Products

Read and Discover
ペアリーダー
Animals in the Air

Read and Discover
ペアリーダー
Super Structures

Read and Discover
ペアリーダー
Animals at Night

Read and Discover
ペアリーダー
Wonderful Water

Read and Discover
ペアリーダー
Sound and Music

Read and Discover
ペアリーダー
Free Time Around the World

Read and Discover
ペアリーダー
Why We Recycle

価格は８ページをご覧ください。「Read and Discover」のテーマに連動する（レベル１～）フィクション・リーダーシリーズ

Oxford Read and Imagine
Level 4

Level 3



86

The Flower Thief
植物園にやってきたベンたちは、小さ
くなったバンの中で大きな花やハチを
見て楽しんでいた。一方、おじいちゃん
と一緒に珍しいランの花を見ようと温
室を訪れていたロージーとアリスは、
花が何者かに盗まれたことを知り、取
り戻そうと奔走する。子どもたちは、植
物学者のリー博士を助けることができ
るのか。

総語数 :　1,370
ヘッドワード :　750
9780194736985 （リーダーのみ）
9780194737067 （MP3パック）

Inside Clunk
クランクの内部がオーバーヒートし
て、動けなくなってしまった。修理する
ため、おじいちゃんと一緒にサイズを
縮小したバンに乗ってクランクの体内
へ侵入したベンとマックス。だが、思わ
ぬアクシデントに見舞われ脱出できな
くなる。

総語数 :　1,341
ヘッドワード :　750
9780194736992 （リーダーのみ）
9780194737074 （MP3パック）

Volcano Adventure
ベンとマックスは火山について勉強し
ていた。そこでおじいちゃんがみんな
を連れて火山を見に行くことに。とこ
ろが、その火山が突然噴火して、溶岩
が町に流れ出した！地元に住むナニと
友達になったロージーは、火の海の中
で孤立しそうなナニとおばあちゃんを
なんとか助けようとするが…。

総語数 :　1,050
ヘッドワード :　750
9780194723602 （リーダーのみ）
9780194021159 （MP3パック）

Swimming with Dolphins
イルカの研究をしているダンに出会っ
たベンとロージー。ダンが調査を続
けているイルカのルードが水中で動
かなくなってしまった。泳ぎが得意な
ロージーが潜って調べることに。ルー
ドを無事助けることができたロー
ジーだったが、背後にはサメが近づい
ていた！

総語数 :　1,365
ヘッドワード :　750
9780194723619 （リーダーのみ）
9780194019972 （MP3パック）

A Machine for the Future
科学者のサムが作った最新のマシンに
巻き込まれて、突然沼地に連れて来ら
れたベンたち。帰りたくても、肝心のマ
シンは沼に沈んでしまい、おじいちゃ
んもサムも気を失っていた。クランク
の力を借りてなんとかマシンを引き上
げようとする子どもたちだったが、沼の
中から現れたたくさんのワニに囲まれ
絶体絶命のピンチに追い込まれる！

総語数 :　1,353
ヘッドワード :　750
9780194723640 （リーダーのみ）
9780194019880 （MP3パック）

Pictures from the Past
洞窟で謎の絵を見つけたロージーと
ベン。謎を解き明かすため、おじいちゃ
んのバンで過去へタイプトリップした
ベンたちだったが、マンモスやオオカ
ミが生息する氷河期をさまよううち
に、バンごと大きな穴に落ちてしまう。
ベンたちは無事現代に戻ることができ
るのか。そして洞窟の絵の謎は？

総語数 :　1,389
ヘッドワード :　750
9780194723657 （リーダーのみ）
9780194019941 （MP3パック）

Lost in the Desert
砂漠の真ん中でおじいちゃんのバン
が壊れ、おじいちゃんが倒れ、クランク
も故障した。途方に暮れるロージー、
ベン、マックスの3人。昼は暑く夜は寒
い砂漠の中で、水も少なくなってき
た。3人は力を合わせてこの状況を乗
り切ろうと奮闘する。

総語数 :　1,371
ヘッドワード :　750
9780194723626 （リーダーのみ）
9780194019910 （MP3パック）

The Lost City
あるジャングルの中に「失われた黄金
都市」と呼ばれる遺跡があり、そこには
今も黄金の彫像が隠されているとい
う。その彫像を研究したいと思ってい
た考古学者のシルビアは、おじいちゃ
んのバンで黄金都市へ向かう。だが、
その彫像を手に入れて一攫千金を狙
う一味が後を追って来た。黄金の彫像
の行方はどうなる？

総語数 :　1,358
ヘッドワード :　750
9780194723633 （リーダーのみ）
9780194021128 （MP3パック）
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The Bad House
有名な科学者ジム・ウッドがおじいちゃ
んとロージーを自宅に招いた。そこは
最新式の設備を備えた豪華な家だっ
たが、なぜかジム・ウッドは姿を見せず、
コンピュータのベスタがすべてを取り
仕切っていた。ベスタの機嫌を損ねた
おじいちゃんとロージーは、家から出
られなくなってしまう。

総語数 :　2,403
ヘッドワード :　900
9780194723756 （リーダーのみ）
9780194021210 （MP3パック）

Day of the Dinosaurs
ロージーとアリスが庭で遊んでいる
と、草むらから見慣れない生き物が出
てきた。それは空っぽのおじいちゃん
のバンから出てきた小型恐竜だった。
どうやらおじいちゃんたちは遥か昔の
恐竜の時代へ行って戻れなくなってい
るらしい。ベンたちはバンに乗ってお
じいちゃんを救う旅に出る。

総語数 :　2,273
ヘッドワード :　900
9780194723749 （リーダーのみ）
9780194021180 （MP3パック）

Trouble on the Eastern Express
蒸気機関車が大好きなおじいちゃん
は、ベンたちを連れて古き良き時代へ
とタイムトリップ。だが、ベンとおじい
ちゃんを乗せた機関車は強盗たちに
乗っ取られてしまう。しかも、その機関
車が走る線路の先には古い危険な橋
が…。駅で待っていたロージーとクラ
ンクは、機関車を止めておじいちゃん
たちを救い出す方法を考える。

総語数 :　2,399
ヘッドワード :　900
9780194737210 （リーダーのみ）
9780194737258 （MP3パック）

The Painting in the Attic
ロージーとアリスは、アリスのおばあ
ちゃんの家の屋根裏部屋で古い風景
画を見つけた。おばあちゃんはアート
ギャラリーに鑑定を依頼するが、館長
は有名画家の贋作だからと返そうとし
ない。だが数日後、なぜかその絵がテ
レビで紹介され、本物であることがわ
かる。ロージーとアリスは、館長に盗ま
れた絵を取り戻すことができるのか。

総語数 :　2,273
ヘッドワード :　900
9780194737203 （リーダーのみ）
9780194737241 （オーディオ・パック）

Invisible
「この町で私ほど偉大な犯罪者はいな
い。私は決して警察に捕まらない。これ
までも、そしてこれからも」クーガーは
そう言い放ち、新たな計画に着手して
いた。それはおじいちゃんの発明した
バンを利用して巨額の金塊を強奪する
という計画だった。ベンとロージーはお
じいちゃんの大切なバンを守るため、
力を合わせて悪に立ち向かう。

総語数 :　3,041
ヘッドワード :　1,050
9780194723848 （リーダーのみ）
9780194021272 （MP3パック）

Hope on Turtle Island
おじいちゃんが消えた。ノートに書き
残された「HOPE」というメモはいっ
たい何を意味するのか。ベンとロー
ジーは謎を探るべく、クランクとともに
「タートル・アイランド」を訪れる。そこ
に住むある科学者が、地球の環境を守
るため世界中の電力を止めようとして
いるらしい。おじいちゃんの失踪と何
か関係があるのか。

総語数 :　3,035
ヘッドワード :　1,050
9780194737333（リーダーのみ）
9780194737371 （MP3パック）

The Secret on the Moon
おじいちゃんのバンで月に来たベンと
ロージー。だがそれは現代ではなく、
人類が初めて月面着陸を果たした歴
史的な瞬間だった。宇宙飛行士たちの
偉業が全世界に放映される中、探索を
終え1人目の飛行士が着陸船に戻った
あと、2人目が戻る途中でなぜか映像
が消えた。そこにはベンとロージーが
関わった、ある秘密が隠されていた。

総語数 :　3,050
ヘッドワード :　1,050
9780194723855 （リーダーのみ）
9780194021302 （MP3パック）

What’s So Funny?
ある事故により巨大なタンカーから
不思議なガスが町に流れ出した。タ
ンカーを所有している会社の名前は
「ハッピーワールド」。そのガスを吸っ
た人々はなぜか笑いが止まらなくなっ
てしまう。ガスを開発した科学者がお
じいちゃんに助けを求めてきた。おじ
いちゃんとベンは原因を探り、改善す
る薬を作ろうとするが…。

総語数 :　3,091
ヘッドワード :　1,050
9780194737326（リーダーのみ）
9780194737364 （MP3パック）
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