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Considering Tomorrow: 15 Changes to Prepare for
変わりゆく世界：明日の世界を考える15のトピック …………2
James M. Vardaman ・野地

2

2022年新刊

リーディング・総合

Considering Tomorrow: 15 Changes to Prepare for（A 〜A ）
1

＜変わりゆく世界：明日の世界を考える15のトピック＞

薫 編著
●リスニング・表現・TOEIC●

James M. Vardaman ・野地

薫 編著

Keys to Listening Success
場面・機能・音変化で学ぶ実践リスニング ………………………3
西谷 恒志・Tom Dillon 編著

好評既刊
5つのステップで学ぶパラグラフ・ライティング …………………4
読み・書く 英語表現のポイント15章 ………………………………5
地域で見るアメリカ ……………………………………………………6
英国の「いま」を知りたい［改訂新版］………………………………6
社会的な問題についての会話リスニング15章 ………………………7
現代映画のセリフで鍛えるリスニングスキル ………………………7
『タイムズ』と『ガーディアン』でめぐる知の世界 …………………8
英字紙で読む日本と世界 ………………………………………………8
英語的発想を学ぶための英作文と英文法 ……………………………9
文法・用法もよくわかる トピック英作文15章 ……………………9
英語ならこう言う・ポイント200 …………………………………9
Ⓡ
TOEIC L&Rテスト トレーニング（中級編）
［新形式問題対応版］……10
Ⓡ
TOEIC TEST LISTENING/READING SECTION 実践演習 ……10
頻出英単語300精選 …………………………………………………11
Ⓡ
TOEIC TEST 単語 頻度順徹底マスター ………………………11
Ⓡ
TOEIC テストの簡潔英文法から作文へ …………………………11
知っておくべき日本と世界の論点・未来の夢 …………………… 12
読解力を磨く現代の話題15章 …………………………………………12
読む力，書く力をつける 15トピックのアクティブ・トレーニング ……12
日常表現リスニング15章（CD付）……………………………………13
20の場面で学ぶ実践リスニング（CD付）……………………………13
英語で築く知の礎 ……………………………………………………14
映画化された英米文学24 そのさわりを読む ……………………14
健康とより良き生活のための16章 …………………………………15
映画総合教材『フリーダム・ライターズ』
，
『いまを生きる』 ……16

̲
̲ ̲
̲
̲
̲
̲
〒113 0033 東京都文京区本郷3 26 13 ☎03 3814 0491 Fax03 3814 9250
http://www.otowatsurumi.com

e-mail:info@otowatsurumi.com

「ベイシック・インカム」の考え方から「パンデミック」まで，変わりゆ
く世界の明日を考えるための15のトピックからなる。各章の本文は200
語前後からなる３つのパッセジ合計600語前後で構成され，それぞれの
パッセジが独立して読めるように工夫され，Comprehension Checkは
パッセジ毎についている。

トピックの内容
1. Universal Basic Income
2. Farms without Land
3. Facial Recognition
4. Automated Transportation
5. Machine Learning
6. Where the Fish Grow
7. Shaping the Future Factory
8. Monitor Addiction

9. Endless Education̶Learning for a Lifetime
10. Drones that Patrol, Deliver, and Teach
11. Energy Transition
12. Artificial Intelligence
13. Oceans of Plastics
14. Active Participation
15. Life during a Pandemic

Questionsの内容
・Comprehension Check 各パッセジの内容について理解度を逐次チェック
する。
・Structure Practice文法事項と語彙の確認問題。
・Listening Challenge ブランクになっている語の書き取り問題。
・Going Further (for discussion or research)

B5判・80頁／教授用資料(試訳付)・教授用CD有
自習用音声DL／定価：本体1,900円＋税
ISBN978-4-7553-0053-0
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2022年新刊

リスニング・表現・TOEIC

3

4

Keys to Listening Success（A 〜A ）
1

2

2021年 刊

パラグラフ・ライティング

5 Steps for Paragraph Writing（A ,F ）
1

1

＜場面・機能・音変化で学ぶ実践リスニング＞

＜5つのステップで学ぶパラグラフ・ライティング＞

トム・ディロン／西谷 恒志 編著

前田 哲宏・河野 淳子・Simon Rosati 編著

15の日常的なコミュニケーション場面，15のノーション・ファンクショ
ン，15の音変化，それぞれを効果的に組み合わせて多様な状況の英語表
現に触れることにより，聴き取り力の確実な向上を目指す。

パラグラフの基本的な構造である，
Topic Sentences, Supporting Sentences,
Concluding Sentencesを備えた10文程度のワン・パラグラフで構成される
文章を効率よく作成するためのテキスト。パラグラフ・ライティングの入門書
として「型」から学ぶように作られており，物事を順序良く，簡潔に述べる手
法を学ぶ。説明力や説得力，発信力，そして論理的思考力をも養う。

全15ユニットで扱う、場面 / 機能 / 音変化
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

健康 / 場所・方向 / 連結①
9.
家庭 / 時・頻度 / 連結 ②
10.
電話 / 数量 / 連結 ③
11.
学校 / 感情 / 連結 ④
12.
交通 / 賛成・反対 / 連結 ⑤
13.
天候・自然 / 評価・比較 / 連結 ⑥ 14.
買い物 / 計画・予定 / 脱落 ①
15.
スポーツ / 情報 / 脱落 ②

食事 / 手段 / 脱落 ③
空港 / 原因・結果・理由 / 脱落 ④
IT / 依頼・要求 / 脱落 ⑤
SNS / 義務・必要 / 同化
芸術 / 可能・困難 / フラッピング ①
旅行 / 変化・移動 / フラッピング ②
ビジネス / 金銭 / フラッピング ③

各ユニットの構成
・日常の表現を，実際に使われる場面や機能で分類して各ユニットに2つの分類
項目を配し，さらに音変化のセクションを設けました
・場面・機能それぞれにKey Words and Expressionsの練習からTraining1
（対
話文Dictation），Training2（TOEIC会話問題型）へと進みます
・Exercises（音声は教授用CDに収録）
１. 音変化対応の穴埋め式ディクテーション5問。/ ２. TOEIC〈写真描写問題〉
2問。/ ３. TOEIC〈応答問題〉3問 / ４. TOEIC〈会話問題〉2問。/ ５.
TOEIC〈説明文問題〉2問。

B5判（自習用音声DL）・80頁+解答用紙／教授用CD・資料完備
定価：本体2,000円＋税
ISBN978-4-7553-0054-7

CONTENTS（全14章）
1．英作文の基本 (Basics for English Composition)
2．パラグラフとは何か (What is a Paragraph?)
3．手順・手続きの説明 (Procedure / Process)
4．時間的順序 (Chronological Order)
5．空間配列 (Spatial Order)
6．グラフ描写 (Graph Description)
7．定義文 (Definition)

8．例 証 (Illustration)
9．分 類 (Classification)
10．比較対照 (Comparison and Contrast)
11．意見と理由 (Opinion and Reasons)
12．原因と結果1 (Cause and Effect 1)
13．原因と結果2 (Cause and Effect 2)
14．問題と解決策 (Problem and Solutions)

[3章〜14章の構成］
Step 1. Structure of the Paragraph
目標となるパラグラフの構造を学ぶ
Step 2. Useful Expressions
目標となるパラグラフを書く際に役に立つ表現を学ぶ
Step 3. Exercises
単語補充問題，部分和文英訳問題，和文英訳問題など合計10問
Step 4. Outlining（提出用の解答用紙を使用）
パラグラフを書く前のアウトライン（大まかな内容）を作成
Step 5. Writing（提出用の解答用紙を使用）
アウトラインを基にその流れにそって英語でパラグラフを書く

B5判・90頁＋綴込み解答用紙12枚
教授用資料（試訳例・小テスト）有 定価：本体2,000円＋税
ISBN978-4-7553-0051-6

2021年 刊

リーディング・ライティング

5

Common Errors in English Writing−New Edition
＜読み・書く 英語表現のポイント15章＞（A1,F1）
木塚 晴夫・Roger Northridge 編著
マクミランランゲージハウスから発売され大ロングセラーになっていた
Common Errors in English Writing の改訂新版。改訂にあたり，各ユ
ニットの冒頭は日本の文化や社会に関するエッセイに変更，Exercises
は全面的に新しい問題に差し替え，Reading and Writingの授業にも好
適な内容構成となっている。

各ユニットの構成（全15ユニット）
・エッセイ：日本文化についての350語程度の書き下ろしエッセイ。誤りやす
い語句語法は太字で表示。
・英文を書くうえの注意ポイント10項目：誤りやすい語句語法の例文と説明。
・Exercises バラエティに富んだ4種類の練習問題
目次
エッセイのテーマ
Unit 1 Glass Ceiling
Unit 2 A Sence of Belonging
Unit 3 ONSEN
Unit 4 Events and Festivals
Unit 5 Lost and Found
Unit 6 OMOTENASHI
Unit 7 Being on Time
Unit 8 Culture of Shame
Unit 9 WASHOKU
Unit 10 ANIME
Unit 11 Religion
Unit 12 Nature
Unit 13 BUSHIDO
Unit 14 SUMO
Unit 15 MINKA

英語表現の注意ポイント
名詞の誤り
冠詞の誤り
動詞の誤り (1)
動詞の誤り (2)
時制の誤り
< 動詞＋名詞 > の誤り
準動詞の誤り
形容詞の誤り
副詞の誤り
比較の誤り
関係詞の誤り
接続詞の誤り
前置詞の誤り
主語の選択，語順，態，否定などの誤り
身体に関する表現の誤り

B5判・96頁・教授資料・音声DL 定価：本体1,800円＋税
ISBN978-4-7553-0052-3

好評既刊 読解・総合 アメリカ社会／英国事情

6

Where Are You From?: American Regions（A ）
1

年
2020

刊

＜地域で見るアメリカ＞
James M. Vardaman 編著

アメリカ合衆国を11の地域に分け，その地域の歴史と文化の独自性を考
える。分裂するアメリカともいわれている様々な顔をもつアメリカを知
り，あわせて豊富なQuestionsにより英語力の定着と発展を意図する。

CONTENTS（全15章）
Dividing America / New England / The New York Metropolis
Appalachia / The South / American Music Roots in the South
The Industrial North / The Heartland: Prairies and Plains
Out West / Religion in the Regions / Alaska
The Pacific Northwest / The Southwest
Hawaii / Federal Government and Statesʼ Rights

B5判・80頁・教授用資料（試訳・CD・小テスト）有 音声DL
定価：本体1,900円＋税 ISBN978-4-7553-0387-6

Welcome to Britain [Revised Edition]（A ）
1

＜英国の「いま」を知りたい［改訂新版］＞
Tim Knight 編著
CONTENTS（全16章）
英国人の国籍は？／多民族社会の現状／EU離脱とUKの未来
なんといっても「ティー」／階級社会の実情
学校教育の仕組み／大学と高等教育／活躍する英国女性
科学技術，発明，ビジネス／英国政治のいま
英国の食文化／音楽とファッションの密な関係
ファンタジーの系譜／「ことば」を重んじる国民性
英国で「芸術」といえば？／「home」と「garden」
B5判・98頁 教授用資料（試訳・CD・小テスト）有 音声DL
定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0383-8

好評既刊

リスニング 会話／映画／音読

7

8

Listening to Dialogues on Social Issues（A ）
1

リーディング総合

Exploring the Globe through The Times and The Guardian
＜『タイムズ』と『ガーディアン』でめぐる知の世界＞

（A2〜A3）

田中孝信・野田三貴・筒井香代子 編著

＜社会的な問題についての会話リスニング15章＞
James M. Vardaman・野地

好評既刊

Contents（全12章）

薫 編著

様ざまな社会的な問題についての女性と男性とのやり取りからなり，総
語数は300語から320語程度。聴解力と表現力をのばし，スクリプトを
読むことによっては読解力も身につく。

ダイアローグの内容（全15章）
ドローン利用法／青春と読書／ AI より IA で／リサイクルの大切さ
日本的美徳／フェイクの見極め／回復しない食料自給率／やせるサンマ
英語必修論／キャリア教育／過重労働／ジェンダー・ギャップ
ストレスはどこから／少子化時代の覚悟／ロマン不在時代？

ISBN978-4-7553-0375-3

[Life & Society]
1. 抗生物質が効かない？！
2. 野生馬と犯罪者矯正
3. 肌の色の違う双子への偏見

[Business]
7. エボラ・ワクチン，開発までの戦い
8. パック食品の消費期限が触って分かる
9. TESCO の再挑戦

[Science & Technology]
4. エコでおしゃれな家庭用バッテリ
5. 人工知能が意識を持ったら？
6. 恐怖症にはヴァーチャル・リアリティを

[Environment]
10. 日本海沖のメタンハイドレート
11. 地雷除去に活躍する「ネズミ」
12. 愛する故人を堆肥に

B5判・110頁（側注）
・音声DL/教授用CD・資料（訳例付）有 定価：本体2,000円＋税

Reading the World through The Times and The Guardian
＜『タイムズ』と『ガーディアン』で読む今日の世界＞ （A2〜A3）

B5判・72頁・教授用音声CD／資料有 音声DL
定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0384-5

田中孝信・筒井香代子・野田三貴 編著 ISBN978-4-7553-0351-7
B5判・80頁（側注） 音声DL可 教授用CD・資料（訳例付）有 定価：本体1,800円＋税

Japan in International Society（A1, B1）

Listening Lessons through
15 Inspirational Movies （A ）
1

＜現代映画のセリフで鍛えるリスニングスキル＞
小泉 勇人 編著
取り上げた映画（全15章）
『メン・イン・ブラック』
，『ジュノ』，『バックドラフト』
『サンキュー・スモーキング』
，『スパイダーマン２』，『レナードの朝』
『ロスト・イン・トランスレーション』
，『ロビン・フッド』
『007 スカイフォール』
，『マジック・イン・ムーンライト』
『セッション』
，『バットマン』，『500 日のサマー』
，『オデッセイ』
『アイヒマンの後継者 ミルグラム博士の恐るべき告発』

本書に映像資料はございません。
B5判・80頁・教授用資料・音声CD有 音声DL
定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0389-0

A Comparison of Facts and Figures
〈データから考える日本と世界〉（全14章）
James M. Vardaman 編著
ISBN978-4-7553-0357-9
B5判・64頁 音声DL可 教授用CD・試訳有 定価：本体1,600円＋税

Cool Japan and the World
Reading Newspapers Today （A1〜A2）
＜英字紙で読む日本と世界＞（全15章）
浦部尚志 大須賀寿子 編著
ISBN978-4-7553-0372-2
B5判・100頁 音声DL可 教授用CD・資料・テスト有 定価：本体2,000円＋税

Reading for Success − Doing Business in Japan
ケーススタディ

＜企業研究で学ぶ実用英語リーディング＞

（A1, B1）

Christopher Weaver・新井恭子・有光奈美 編著
Apple, Coca Cola, USJ, P&G, Tiffany, Google, McDonald's,
Starbucks, Warner Music, Air Canadaなど，日本で事業展開する外
国系企業を18社取り上げた。企業研究を通じ，学生たちのキャリア意識
を高めながら総合的な英語力をも伸ばすことを目標とする。（全18章）
B5判・72頁 音声DL可 資料・音声CD・テスト有 定価：本体1,700円＋税
ISBN978-4-7553-0358-6

好評既刊

作文・Eメール・文法

9

Thinking for Writing（F1〜F2）
〈英語的発想を学ぶための英作文と英文法〉
町田

章 編著

ISBN978-4-7553-0385-2
認知言語学の視点を取り入れ，高校までで学習してきた内容の整理と強
化を行ないつつ，英語母語話者に受け継がれている英語の「ものの見方」
を具体的な表現を通して学習する。左ページに例文と問題，
そして，
右ペー
ジには板書メモ用のノート欄を設けて左右見開きの構成とした。全14章。
B5判・110頁・CD／資料有 音声DL 定価：本体1,800円＋税

Writing Contemporary Topics in 15 Units
〈文法・用法もよくわかる トピック英作文15章〉
（A1〜A2）
木塚晴夫 編著

ISBN978-4-7553-0379-1
現代の社会や世相に関するトピックを素材にして，文法の重要事項や英
語の間違いやすい用法も学習し，話題になりやすいトピックを英語で表
現する力を養うことを目的にする。
B5判・80頁・教授資料・音声CD有/定価：本体1,800円＋税

Write it Right!
木塚晴夫 編著

〈英語ならこう言う・ポイント200〉
（A1〜A2）
ISBN978-4-7553-0363-0

10

好評既刊

新形式対応・TOEIC中級対策
スコア500-600をめざす

An Intermediate Training Course
for the TOEIC® L&R Test（A2）
＜TOEIC® L&R テスト トレーニング
（中級編）＞
今村洋美・野田恵剛・西村 智・柳 朋宏
Gregory A. King・David Laurence・Cameron Smith 編著
本書の構成（模試2回+12章）
・TOEIC® L&Rミニテスト（Listening 25問 + Reading 25問）
・Training Units（全12章：状況別+文法項目別）
・TOEIC® L&R模擬テスト（Listening 50問 + Reading 50問）
Training Unitsの各章ではTOEICライクなテーマに関連した語彙を学
び，基本的な文法事項を確認した後，各テーマに沿った新TOEIC形式
のリスニング問題，リーディング問題に取り組みます。
B5判･130頁
（音声DL）／教授資料
（PDFでご提供）・教授用CD有
定価：本体2,000円＋税 ISBN978-4-7553-0382-1

日・英発想の違いや状況に応じた語句を選択することに重点をおいた。全20章。
B5判・120頁・教授用CD・資料有/定価：本体1,800円＋税

Writing Primer ―Basic Grammar in English Writing
木塚晴夫 編著

（A1〜A2）
〈文法力を伸ばす英作文〉

正しい英語で表現する土台を築く20章。 ISBN978-4-7553-0354-8
B5判・115頁・教授用CD・資料有り/定価：本体1,800円＋税

Common Expressions in English Writing
木塚晴夫 編著

〈英作文のコア表現180〉
（A1〜A2）

挨拶, 招待, 買い物, 学校生活, 旅行や職探しなど豊富な内容。全20章。
B5判・110頁・教授用CD・資料有り/定価：本体1,800円＋税
ISBN978-4-7553-0347-0

［リスニングとリーディングを分冊化/副教材にも最適な，対策テキスト2点］

TOEICⓇTEST LISTENING SECTION 実践演習（A1〜A2）
M. Schauerte・B. Yamashita・西谷恒志 編著
全15ユニット。実際のListening Sectionの2.5倍超の問題数を収める。
音声ダウンロード対応。
B5判・64頁／教授用CD・資料完備 定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-7553-0380-7

TOEICⓇTEST READING SECTION 実践演習（A1〜A2）
Tom Dillon・Barbara Yamashita・西谷恒志 編著
全15ユニット。実際のReading Sectionの1.5倍の問題数を収める。
B5判・64頁・教授用資料完備 定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-7553-0381-4

好評既刊

TOEIC対策 語彙・文法

11

ディクテーション活用・短文で覚える
TOEIC®Testスコア400-500 /英検準2級レベル

12

好評既刊

総合教材

Reading Current Issues:
Developing Communication Skills through English
（A1）

〈知っておくべき日本と世界の論点・未来の夢〉

頻出英単語300精選（A1）

トム・ディロン／西谷恒志 編著

西谷恒志・Barbara Yamashita 編著
テストに頻出する基本単語の決定版（全15ユニット各4頁）
。
中高で習うTOEIC頻出英単語とTOEIC独自単語を合わせて300語精選。
頻度のみならず出題回数の多い「本当に出る英単語」を，短くシンプル
な英文のディクテーションでマスター。TOEIC ® Test英単語400-500
レベル，英検準2級の必修的な単語をカバーしている。
B5判・60頁・教授用CD／資料(テスト付き)有 定価：本体1,000円＋税
音声DL
ISBN978-4-7553-0386-9
［ディクテーション活用の語彙習得テキスト4点］

TOEICⓇ Test 単語 頻度順徹底マスター（A1〜A3）
スコア450▶550▶650をめざす600語＋66表現

各トピックの内容（全15章）
コミュニケーションに悩む学生／デフレかインフレか／日本の年金制度の問題
点／マイクロプラスチック／地球温暖化／貧困問題を考える／中国の現在と未
来／人口減少社会と人手不足／働き方改革と労働生産性／学校における「いじ
め」／紛争と難民／食品ロス／エネルギーの未来／医療の未来／宇宙の未来

B5判・80頁・教授用CD／資料／小テスト有 定価：本体1,800円＋税
音声DL
ISBN978-4-7553-0388-3

Comprehensive Reading: Getting Key Skills through 15 Topics
〈読解力を磨く現代の話題15章〉

（A1〜A2）

トム・ディロン／マイケル・シャワティ／西谷恒志 編著

井上 治・Lance Burrows・吉野成美・Paul Leeming 編著

各トピックの内容（全15章）

B5判・136頁（全30章）・教授資料・小テスト・CD有/定価：本体1,800円＋税
ISBN978-4-7553-0367-8

科学／宇宙船の副産物 スポーツ／フットボール人気の陰で 健康／断食の功
罪 歴史／黄金狂時代 心理学／内気のすばらしさ 動物／アメリカのペット・
ビジネス フード／健康的な地中海料理 アート／芸術のハブ都市ニューヨー
ク 伝記／世紀の大悪党ジョン・ディリンジャー観光／ハワイの隠れた名所
社会／卑劣なネットいじめ 言語／通訳者の能力とは 文芸／小説はどこに
文化／アムステルダム風景 社会学／ドライバーの危ない心理

TOEICⓇ Test コア300 Words（A1〜A2）
西谷恒志・マイケル･シャワティ 編著 ISBN978-4-7553-0355-5
B5判・72頁（全15章） 教授資料（テスト付）・CD有/定価：本体1,000円＋税

レベル550・TOEIC Test 基本単熟語チェック（A1〜A2）
Ⓡ

B5判・72頁（全15章） 教授資料・CD有 定価：本体950円＋税
ISBN978-4-7553-0340-1

レベル650・TOEICⓇ Test 必修単熟語チェック（A2〜A3）
西谷恒志・吉塚 弘 編著

音声ダウンロード対応

B5判・72頁（全15章） 資料・CD有 定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-7553-0341-8

TOEICⓇ テストの簡潔英文法から作文へ（A1〜A2）
西谷恒志・マイケル・シャワティ 編著
A5判・120頁・教授用資料完備/定価：本体1,200円＋税
ISBN978-4-7553-0371-5

B5判・80頁・教授用CD／資料／小テスト有 定価：本体1,800円＋税
音声DL可
ISBN978-4-7553-0378-4

Active Training for Reading and Writing through 15 Topics
〈読む力，書く力をつける 15トピックのアクティブ・トレーニング〉 （A1）
マイケル・シャワティ／トム・ディロン／西谷恒志 編著
各トピックの内容（全15章）
怖いドライアイ／フランス人は映画好き／アルファベットのはじまり／サッ
カーのレジェンド，ペレ／フィッツジェラルドとヘミングウェイ／中国からの旅
行者／スマホ依存症／高齢社会と向き合う／金色の毒ガエル／シェイカー教徒の
手作り家具／夢の食品チア・シード／無人機ドローンの平和的利用法／Nice! 昔
の意味はNot nice!／15歳も50歳も大変／カーリング・ストーンのトリビア

B5判・80頁・教授用CD／資料／小テスト有 定価：本体1,800円＋税
音声DL可
ISBN978-4-7553-0377-7

リスニング・表現・基礎文法・異文化コミュニケーション
日常表現リスニング15章（CD付）
Listening Practice for Daily Expressions
マイケル・シャワティ
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日常生活の基本的な表現のリスニングを通して，聴く力と表現力を豊かな
ものにし「使える英語」を身につける。 ISBN978-4-7553-0362-3
B5判（CD付） 音声DL可・80頁・教授資料有/定価：本体1,800円＋税

Listen Up!〈20の場面で学ぶ実践リスニング〉（全20章）
新井恭子・有光奈美・Allyson MacKenzie・山口志のぶ （A1〜A2）
会話の章とパッセージの章を交互に配した。
会話の章には発音練習が，
パッ
セージの章には学校文法の復習がある。 ISBN978-4-7553-0352-4
資料完備 B5判（CD付） 音声DL可・88頁/定価：本体1,800円＋税

Enjoying College Life〈総合教材 ジムのキャンパスライフ〉
（A1〜A2）

4コマ漫画を題材にして，表現力を中心にコミュニカティヴな英語力を
伸ばすために工夫された設問が無理なく各ユニットに配置されている。
教授用資料・CD有 B5判・80頁（全14章）/定価：本体1,800円＋税
ISBN978-4-7553-0365-4

―Basic Grammar in Common Use
多々良和臣

スキット基礎英語―Welcome to Japan（全15章）
（A1）

日常的な状況で，基礎的な表現を使いながら自己表現がどこまでできる
かを主眼とする。
ISBN978-4-7553-0356-2
教授資料（全訳例付）有 B5判（CD付）・115頁/定価：本体1,800円＋税

Sounds Real!〈おもいっきり英語コミュニケーション〉
Autentic Listening and Speaking Practice
Allyson MacKenzie

E. D. Hirsch, Jr. (ed) 村田 薫 編注 ISBN978-4-7553-0313-5
歴史，芸術，音楽，神話，詩歌，科学，諺などさまざまな領域における
英語文化の基礎的知識を明瞭簡潔な英語で学ぶためのテキスト。
B5判・135頁（側注） 音声CD・教授資料有/定価：本体1,600円＋税

Back to the Basics〈英語で学ぶ知の原点〉（A1，B1）
―What You Need to Know about History, Myth, and Religion
E. D. Hirsch, Jr. (ed) 村田 薫 編注 ISBN978-4-7553-0324-1
Fundamentals の続編として，歴史・文明・宗教・神話に焦点を絞る。
A5判・100頁（脚注）Exercises付 テープ・教授資料有/定価：本体1,500円＋税

Reading English Step by Step
〈英文読解ステップbyステップ〉
（A1，F1〜A2，F2）
行方昭夫・川西

進・柴田稔彦・上島建吉 編注

「物語」「自伝」
「小説」「エッセイ」の4人の作家の作品を収める。

College Reader for Everybody（F1）

マイケル・シャワティ 著

日常頻繁に使われる基本的な文法を習得し，実際に「使える英語」にす
ることを目標とした。
ISBN978-4-7553-0359-3
教授用資料完備 B5判（CD付）・80頁/定価：本体1,800円＋税

大石和欣・大橋理枝・Jon M. Brokering 編著

―Cultural Literacy for Students

A5判・108頁（対頁注）・テープ有/定価：本体1,800円＋税
ISBN978-4-7553-0339-5

（A1）
日常英語の総合トレーニング（全15章）
西谷恒志

読解・教養

Fundamentals〈英語で築く知の礎〉（A1，B1，F1）
（A1）

西谷恒志 編著

Kevin L. Mark 著 伊藤由起子 編
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（A2〜A3）

安山秀盛 編著

Friends/Family/Relationships/Travel abroad/University/Work/
Future plansをテーマに，聞いて，話すTaskを設けた。TOEICスコア
450−550を目ざすクラスに最適。
ISBN978-4-7553-0373-9
CD・資料有 B5判・100頁（全15章） 音声DL/定価：本体1,900円＋税

〈詳注・詳解

英語の読み方〉 行方・上島・柴田・川西

編注

Maugham，Mansfield，Orwell，Forster，4作家の短編，エッセイを
素材に，左頁に英文，右頁にノーツという趣向を凝らした。
四六判・130頁（対頁注） テープ有/定価：本体1,300円＋税
ISBN978-4-7553-0119-3

映画化された英米文学24 そのさわりを読む（F1〜F2）
行方昭夫・河島弘美 編注

ISBN978-4-7553-0376-0

［英作品］
『ロミオとジュリエット』
『ガリバー旅行記』『高慢と偏見』
『嵐
が丘』『ジェイン・エア』『大いなる遺産』
『テス』『シャーロック・ホー
ムズ』
『ピグマリオン』『チャタレイ夫人の恋人』
『雨』
『インドへの道』
［米作品］
『アッシャー家の崩壊』
『緋文字』『白鯨』『若草物語』『ワシン
トン・スクエア』
『ハックフィンの冒険』
『黄昏』『華麗なるギャツビー』
『武器よさらば』『怒りの葡萄』『風と共に去りぬ』他，計24作品。
A5判・120頁 音声DL可/CD・資料（訳例付）有/定価：本体1,800円＋税

科学系読み物̶医･理系学部の講読に好適

15

What Makes Us Healthy?

―Sixteen Topics on Our
（A1,B1）
Health and Well-being〈健康とより良き生活のための16章〉
■Christofer
Bullsmith／木村俊幸／米川聖美
編注
療
･医

保健

健康･

健康についての基本的かつ現代的なトピックを理解する英語力を養う。
B5判・80頁/教授用資料（試訳付）・教授用音声CD有/定価：本体1,800円＋税
音声DL可
ISBN978-4-7553-0369-2

World Today
学

A科

VO

―Reading VOA Science Topics（A1）
〈世界が見える―VOAサイエンストピックを読む〉

16

好評映画総合教材

生きた英語･アメリカ文化

Freedom Writers（A ,B ,D ）
1

1

1

＜映画総合教材『フリーダム・ライターズ』＞
田中長子・山本正代・本多浩子
編著
山本厚子･Benedict Rowlett･小澤奈美恵

■木塚晴夫 編注

ISBN978-4-7553-0353-1
VOAの科学記事より，300語から500語程度の短いものを選んだ。全20章。
B5判・88頁/教授用CD＋資料（全訳例付）完備/定価：本体1,700円＋税

A Revolution in Life Sciences（B2）
科学

生命

〈生命科学のあけぼの―ウィリアム・ハーヴィーとその時代〉

■J.Meadows[ed.] 虎岩正純・虎岩直子 編注
「小宇宙としての人体」という観点を覆した思想の一大ドラマ。
カラー版 B5判/64頁（傍注）音声CD有/定価：本体1,600円＋税
音声DL可
ISBN978-4-7553-0101-8

A Revolution in Ideas
科学

心の

〈フロイトとその時代〉
（A2,B2）

■W.H.Brock[ed.] 要田圭治 編注 ISBN978-4-7553-0100-1
「心」を初めて科学的に捉えたフロイトの業績，彼の生きた時代。
カラー版 A5判・100頁/音声CD有・DL可/定価：本体1,600円＋税

The Origin of a Theory〈ダーウィンとその時代〉
（A2,B2） ISBN978-4-7553-0301-2

論
進 化 ■W.H.Brock[ed.] 小畠啓邦＋ジョン・カンスタブル 編注

カリフォルニアの高校での実話を基に，人種，格差，偏見，勇気，自信，信頼，
教育の意味など様々なテーマを問いつつ，
アメリカ社会の本質を描く。
B5判・120頁（全16章） 教授資料･教授用音声CD有
定価：本体2,000円＋税 ISBN978-4-7553-0360-9

アカデミー脚本賞受賞作品

Dead Poets Society（A ,D ,F ）
1

＜映画総合教材 『いまを生きる』＞
田中長子・本多浩子・山本厚子
Benedict Rowlett･中垣恒太郎 編著

今なお新しい「ダーウィニズム」の原点を豊富な図版と共に読む。
カラー版 A5判・110頁/音声CD有・DL可/定価：本体1,600円＋税

Solving Problems〈問題解決の技法〉（A1）
総合 ■Kevin Mark 編著

科学

ISBN978-4-7553-0344-9
人類のかかえる様々な課題や問題と問題解決を試みた人物をとり上げる。
B5判/75頁・教授資料（試説付） テープ有/定価：本体1,600円＋税

B5判・130頁（全14章＋試訳）
・教授資料・教授用音声CD有
定価：本体2,000円＋税 ISBN978-4-7553-0368-5
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Where Are You From?:
American Regions

（A １）

18 エッセイ 社会・文化・歴史

A Revolution in Ideas （A ２, B ２）
Sigmund Freud─His Life, Work and Times

〈地域で見るアメリカ〉（全15章）
■James M. Vardaman 編著
アメリカ合衆国を11の地域に分け，その地域の歴史と文化の独自性
を考えることによって，分裂するアメリカともいわれている様々な
顔をもつアメリカを知り，豊富なQuestionsにより英語力の定着と
発展を意図する。各章の本文は200語前後からなる３つのブロック
で構成され，それぞれが独立して読めるように工夫されている。
資料（試訳・CD・テスト）有■B5判・80頁・音声DL/定価：本体1,900円＋税（E‑146）

Fundamentals （A １, B １, F １）

〈フロイトとその時代〉
■William H.Brock

要田圭治 編注

フロイトは「無意識」の発見によって心理学の世界のみならず人間
を対象とするあらゆる学問研究，思想，芸術のために大きく道を拓
いた。本書は社会的・文化的影響関係を含めた幅広い視野の中で彼
の全体像を考察する。多数の図版を配し，事項中心に詳注を付した。
人文・自然の専攻分野を問わず多方面の学際的興味を満たす好著。
CD有・カラー版■A5判 Text 67＋Notes 30/定価：本体1,600円＋税
（E‑118）

The Origin of a Theory （A ２, B ２）

─Cultural Literacy for Students

〈英語で築く知の礎〉

Charles Darwin─His Life, Work and Times

〈ダーウィンとその時代〉
■E.D.Hirsch,Jr.(ed)

村田

薫 編注

歴史, 芸術, 音楽, 神話, 詩歌, 科学, 諺などさまざまな領域における
英語文化の基礎的知識を英語で学ぶためのテキスト。英語による文
章表現力を高める上で好適なモデルとなる明瞭簡潔で理解しやすい
本文が特長。英語で考え，書き，話すときに〈使える〉語彙，との
基準で本文中より選んだ《Words & Phrases》を適宜示した。
CD・教授資料有■B5判135頁（側注）Exercises 有/定価：本体1,600円＋税
（E‑124）

Back to the Basics （A １, B １）
─What You Need to Know about History, Myth, and Religion

■William H.Brock

小 畠 啓 邦
編注
Ｊ. カンスタブル

ダーウィニズムは現代に至っても多方面の分野と深く関わりを持っ
ている。本書はダーウィンの「生涯と業績」を，宗教・哲学・芸術・
政治などをも含む，当時の広い文化，社会的コンテクストに置いて
捉えようとしている。人文・自然の専攻分野を問わず，幅広い学際
的興味を満たす好著。カラー図版を多数配し，詳注を付した。
CD有・カラー版■A5判 Text 61＋Notes 30/定価：本体1,600円＋税
（E‑119）

Selection from
the Most Famous Speeches

〈現代スピーチ集〉

〈英語で学ぶ知の原点〉
■E.D.Hirsch, Jr.(ed.)

村田

薫 編注

好評のFundamentals─Cultural Literacy for Studentsの続編として，本
書は主に歴史（特に古代史）
・宗教・神話に焦点を絞った。世界の
文化を理解するうえで基本中の基本ともいえる事柄が，文章表現力
を高めるための恰好のモデルといえる平明な英語で語られているの
が最大の特徴。
内容理解を深めるために適宜日本語の解説を付した。
テープ・教授資料有■A5判・100頁（脚注）Exercises 付き/定価：本体1,500円＋税（E‑128）

■三浦 修
編著
鑑江龍一
ロックフェラーJr.，アインシュタイン，ケネディ等の著名人22人に
よる英語の公開スピーチを編集した。政治・哲学・化学・文学・音
楽と内容も多岐にわたり，平明な話し言葉が達意の書き言葉と合致
した一流のスピーチである。各章ごとに練習問題を設け注を施した。
教授資料・録音テープ有■A5判 90頁/定価：本体1,200円＋税
（ER‑004）
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Welcome to Britain [Revised Edition] （A １）

〈英国の「いま」を知りたい［改訂新版］
〉

20 エッセイ 社会・文化・歴史

Considering Tomorrow:
15 Changes to Prepare for （A １〜A ２）

〈変わりゆく世界：明日の世界を考える15のトピック〉

■Tim Knight 編著
好評テキストWelcome to Britainを英国の最新状況に対応させた「改
訂版」。伝統や文化など「変わらない」部分と時代に即して「変化
する」姿勢も併せ持つ英国社会の多様な実情を，日本との対比や具
体的な数値を用いて平易なBritish Englishで描く。本文はPart1〜3
の三部構成（各々250〜350words）とし，
「内容理解」の設問は各
partごとに配置。学生用音声DL対応。
CD・教授資料有り■B5判・98頁/定価：本体1,800円＋税
（E‑145）

London─The Story of a City （B １）

■James M. Vardaman・野地

薫 編著

「ベイシック・インカム」の考え方から「パンデミック」まで，変
わりゆく世界の明日を考えるための15のトピックからなる。各章の
本文は200語前後からなる３つのパッセジ合計600語前後で構成さ
れ， そ れ ぞ れ の パ ッ セ ジ が 独 立 し て 読 め る よ う に 工 夫 さ れ，
Comprehension Checkはパッセジ毎についている。
音声DL・資料(試訳付)・CD有■B5判・80頁/定価：本体1,900円＋税
（E‑147）

The Culture of Folk Humor （A ２, B ２）

〈民衆の笑いの文化〉

〈ビジュアル版・ロンドン歴史案内〉
■Fay Ross-Maganty

高橋

潔 編注

時代別，テーマ別にロンドン2000年の過去と現在を要領よく配列・
記述したものであり，英国史の優れた入門書ともなっている。一般
教養のテキストとして充分な情報が盛り込まれてはいるが，Notes
でも日本人の立場から欲しいと思われる情報を追加した。ロンドン
の歴史を目と活字で楽しみながら，英語力の向上を計る。
B5変型版 各頁写真入り（一部カラー）
■Text 61＋Notes（別冊）
32/定価：本体1,450円＋税
（E‑105）

Makers of the West （B １）

■Mikhail Bakhtin
H.Iswolsky（tr.）

島岡

将 編注

バフチーンによれば，中世の人びとは二つの文化をもっていたとい
う。一つは公式の生真面目な教会・封建文化であり，他の一つは民
衆の笑いの文化である。本書の課題は，中世およびルネッサンス期
における民衆の笑いの文化の問題を設立することであり，この文化
の独自性を特徴づけ，そのイメージ構成を明らかにすることである。
■Text 76＋Notes 25/定価：本体1,000円＋税
（E‑093）

What We Know About “Race” （A １）

〈人種を考える〉

An Introduction to the Western Culture

〈人物で読む西洋文化のミニマムエセンシャル〉
■Peter Milward

'22年新刊

小林

茂・木戸正幸 編著

西洋文学のバックグラウンドを知る上で必要不可欠な人物を宗教・
文学・美術・哲学・自然科学等の分野から22名選び，その思想，作
品，後世に与えた影響等を述べた書き下ろしエッセイ。語学テキス
トとしての条件を十分加味した平易明快な英文で書かれている。
録音テープ有■A5判 Text 90＋Notes 28/定価：本体1,300円＋税
（E‑111）

■Ashley Montagu

雨宮 剛
編注
田仲 勉

本書は「人種に関するユネスコ宣言」の起草者でもある著者により
人類学の正しい知識に基づいて書かれた「人種」に関する啓蒙書で，
人種観についての一般的な誤謬が科学的かつ説得力に富む筆致で論
断されている。文章は非常に平易なものであるが，事項は勿論，語
学的な注釈にも十分の配慮を施し万全を期した。
［在庫僅少］ 録音テープ有■Text 68＋Notes 24/定価：本体1,000円＋税
（E‑101）
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Travels with Charley （B ２, C ２）

〈チャーリィとの旅〉
■John Steinbeck

22 エッセイ 社会・文化・歴史

The Two Cultures and
the Scientific Revolution （A ２）

〈二つの文化〉

二宮 一次
編注
内山鉄二朗

■C.P.Snow

Holiday誌（1961-62）に掲載され当時のアメリカで非常な評判をと
りベストセラーとなった。
愛犬チャーリィを伴ってアメリカ国内を，
東部から中部を経て西部に至りさらに南部へと下る旅を続けなが
ら，アメリカの現実を鋭い目で感じ取り書きつづった探訪記。固有
名詞，人名，地名の注解には最善を尽くして編注。
■Text 53＋Notes 18/定価：本体1,000円＋税
（E‑001）

Notes of a Native Son （A ２）

上田

勤・行方昭夫 編注

1959年ケンブリッジで行なった講演の全文。大きなセンセーション
を巻き起こすとともに歴史的提案となる。西欧人の教養をなしてい
る文化的伝統と，急速な進歩をとげる自然科学との間隙が増大する
のに比例して，相互の流通性が失なわれる点に現代の危機があると
説く。幾度となく版を重ねた教養部学生必読の文化論。
■Text 56＋Notes 14/定価：本体1,100円＋税
（E‑024）

A Nice Cup of Tea （B ２）

〈アメリカの息子の手記〉
■James Baldwin

河野

徹 編注

■George Orwell

第一評論集 Notes of a Native Sonより19歳の時の回想を中心に収録。
自伝的序文の ʻAutobiographical Noteʼ，前半生の生い立ちを通し
て将来の展望を探る ʻNotes of a Native Sonʼ，欧州と米国の黒人に
対する感覚の相違を中心に白人対黒人の問題を多角的に論じた
ʻStranger in the Villageʼ の３編を選ぶ。
■Text 65＋Notes 29/定価：本体1,000円＋税
（E‑001）

The Long Revolution （B ３）

〈長期革命〉
■Raymond Williams

〈一杯の紅茶〉

佐野雅彦 編注

The Long Revolutionより芸術の重要性と文化伝統の成立方法を論じ
た ʻThe Analysis of Cultureʼ，「政治」と「経済」に環元する誤ま
りをつき，学習，伝達制度及び家族関係を導入すべしと論じた
ʻImages of Societyʼ の二論文。18世紀後半から現代に及ぶイギリス
社会の分析である。理解し易いように詳注を付した。
［在庫僅少］ ■Text 80＋Notes 17/定価：本体1,100円＋税
（E‑033）

小野寺

健 編注

一杯の紅茶─その味わいを通して，日常生活の香りやぬくもりに執
着にちかい愛情をいだくイギリス気質を，ひいてはイギリス文化を
暗 示 的 に 語 る 表 題 作 ほ か，ʻPropaganda and Demotic Speechʼ
ʻRaffles and Miss Blandishʼ。いずれも散文の名手オーウェルのイギ
リス的良識を実証する批評。詳しい注をつけた。
［在庫僅少］録音テープ有■Text 47＋Notes 18/定価：本体1,000円＋税
（E‑057）

Light and Shade （A ２, F ２）
in the History of English

〈英語─その光と陰〉

■¢ȱȸ著 三川基好 編注
原著The Adventures of English（2003）より終盤の3章を選んだ。
いまや国際語として世界を席巻している感のある英語を文学者の視
点で客観的にとらえ，その発達史における功罪と言語としての未来
を豊富な実例をあげて述べ，英語史や英語学を専門としない者にと
っても興味深く楽しんで読める内容となっている。
テープ有り■A5版・64頁/定価：本体1,500円＋税
（E‑132）

エッセイ 社会・文化・歴史 23

The Educated Imagination （F ３）

英語における聖書の言葉 （B １）

〈想像力とは何か〉
■Northrop Frye

山内久明 編注

What Is History? （B ３）

〈歴史とは何か〉
木内信敬
編注
高見幸郎

BBC（1961）で放送されたものより，ʻThe Historian and his Facts,
History Science and Moralityʼ ʻCausation in Historyʼ, ʻHistory as
Progressʼ を収録。「現代の歴史は過去を問題とすると共に，未来
を問題とするところから始まる」と論ずる現代の歴史家E. H. Carr
の主張が，平易な英文と明快な論旨で語られる。
■Text 64＋Notes 20/定価：本体1,400円＋税
（E‑002）

Childrenʼs Calendar （B １）

〈子供の四季
■Iona & Peter Opie

英語学習者のために

■J.D.Batten

欧米に絶大な影響力を持つカナダの批評家フライが，カナダ放送
（1963）で行なった６回にわたる講演の全文。独自の文学観に立っ
てヨーロッパ文化の本質を論じた文学論・文化論・教育論。明快平
易に語られ，文科・理科を問わず一般教養課程の学生にとって絶好
の啓蒙書となると同時に，フライ理解のための入門書である。
■Text 101＋Notes 34/定価：本体1,200円＋税
（E‑007）

■E.H.Carr

24 エッセイ 社会・文化・歴史

イギリスの祭と行事〉

室谷洋三 編注

イ ギ リ ス の 民 俗 学 者 Opie 夫 妻 の 名 著 The Lore and Language of
Schoolchildrenより ʻChildrenʼs Calendarʼ の章を収めた。正直で自
然なイギリスの子どもたちが，むかしから受け継がれてきたRoyal
Oak DayやHalloweenなどの楽しい年中行事に親しむ様子が生き生
きと描かれ，イギリスの「子供の四季」を再現する。
録音テープ有■Text 88＋Notes 36/定価：本体1,200円＋税
（E‑079）

H.G.Ives

髙橋教雄

上野尚美 編著

日頃聖書に触れる機会の少ない読者，聖書を通して英語の勉強をし
たいと思っている読者，それらの読者を対象に本書は書かれている。
聖書についての簡単な解説，日常生活の会話表現への聖書の多数の
影響例，映画・小説・スピーチなどに引用されている聖書の言葉の
豊富な例を紹介するとともに，日本語の要約と解説を付けた。
■174頁/定価：本体2,000円＋税
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Reading Current Issues: （A １）
Developing Communication Skills through English

〈知っておくべき日本と世界の論点・未来の夢〉
■トム・ディロン

西谷恒志 編著

日本や世界の論点になっている問題や将来の夢について知っておく
べき15のトピックについて最低限の知識を英語で「読み」学びなが
ら「聴く」
「考える」
「伝える」Exerciseをとおし「コミュニケーショ
ンする力」を伸ばす。各トピックの語数は約320語→440語。
資料（試訳・CD・テスト）有■B5判・80頁 音声DL/定価：本体1,800円＋税（EC‑072）

Japan in International Society （A １, B １）
─A Comparison of Facts and Figures

〈データから考える日本と世界〉
■James M. Vardaman 編著
世界の青年の意識調査をもとにした報告書のデータをもとにして解
説と論述を加えた章と，世界と日本を新しい具体的なデータをもと
にして比較解説し論述した章からなる。世界の若者の考え方，また
国際社会で日本はどのような存在なのかを知ることにより日本のあ
るべき姿を考えさせる一書。
英文は実用的な英語表現に満ちている。
CD・試訳有■B5判・64頁 音声DL可/定価：本体1,600円＋税
（E‑138）

Thinking about Japan, （A １, B １）
Now and Future 〈世界の中の日本，今とこれから〉
■James M. Vardaman 編著
「格差社会」
，
「ニート」
，
「小学校からの英語」
，
「学力低下」
，
「憲法第
九条」
，
「靖国神社」
，
「食糧自給率」など日本が抱えるさまざまな問
題を具体的な資料を基にした国際的な視野で客観的にとりあげ，現
実の認識と将来の展望を考えさせる。また，文中に使われている語
彙や言い回しを覚えれば内容のある話を外国人と実際にする場合や
時事的な英語を読んだり聞いたりする折の大きな力となる。全14章。
テープ・教授資料・試訳有■B5判・64頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑133）

26 エッセイ 比較文化・日本論

Adventures in Culture （A １, B １）

〈文化のさまざま〉

■Alan Farr 著
福田大昭
石川達朗 編
斎藤和夫

特別に書きおろされたエッセイ22編にそれぞれExercisesを付けた
総合教材である。エッセイの内容は比較文化的視野から述べられて
いて，学生がなんらかのディスカッションができるような指針を含
んでいる。英文は明解なspoken languageで使用語彙も基本的なも
のを中心に活用性の高い語句が用いられている。
Exercises付・テープ・教授資料有■A5判 88頁/定価：本体1,300円＋税
（ER‑011）

The Vanishing Hitchhiker （A １）
─American Urban Legends & Their Meanings

現代アメリカ都会伝説〈消えたヒッチハイカー〉
■J.H.Brunvand

能登路雅子 編注

いま，広くアメリカの若者の心を捕え，爆発的な人気を呼んでいる
urban legend。それは現代の都会を舞台にした到底ありそうもない
出来事についてのうわさ話が，妙な現実味を帯びて一種の伝説と化
したものである。本書は口語体で書かれている実際の都会伝説六話
と著者による解説を交互に出し，背景的詳注を付した。
録音テープ有■Text 62＋Notes 18/定価：本体1,000円＋税
（E‑106）

Consider the Differences （A １, B １）
─Fifteen Ways to See the World

〈世界の違いを知るための15章〉
■James M. Vardaman 編著
生活のあり方，産業や経済の実態，男女の平等性，教育に対する姿勢
など，世界の国々や人びとの状況，価値観など，具体的な資料をもと
に文化的な国際比較の視点で，平易な英語で綴った15の様々なジャン
ルにわたるトピックを基にした総合教材。各章はDialog /Vocabulary
/ Reading / Comprehension / Discussionからなる。
CD・教授資料（試訳付）有■B5判・72頁 音声DL/定価：本体1,700円＋税
（E‑140）
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Word-Watching （A １）
─Keywords in Todayʼs News

■Peter Milward

〈現代日本を語る〉

石塚倫子 編注

政治・経済，教育，環境，労働・余暇，生と死など，現代社会を生
きる我々をとり巻く時事的な諸問題を端的に表す15のキーワードを
めぐって，著者の独自の見解を思う存分率直に語った書き下ろしエ
ッセイ。ユーモアのオブラートに包まれた辛らつなコメントに対し
て学生の主体的な意見を引き出しながら読み進む速読用教材。
［在庫僅少］ 著者吹き込みテープ有■Text 70＋Notes 20/定価：本体1,250円＋税（E−121）

Echoes of the Environment （A ２）

28

エッセイ

言語・芸術・文学

Light and Shade （A ３, F ３）
in the History of English

〈英語─その光と陰〉

■¢ȱȸ著 三川基好 編注
原著The Adventures of English（2003）より終盤の3章を選んだ。
いまや国際語として世界を席巻している感のある英語を文学者の視
点で客観的にとらえ，その発達史における功罪と言語としての未来
を豊富な実例をあげて述べ，英語史や英語学を専門としない者にと
っても興味深く楽しんで読める内容となっている。
テープ有り■A5版・64頁/定価：本体1,500円＋税
（E‑132）

The Art of Making Sense （A １）

─Interviews with 12 Japanese Leaders

〈ことばと論理〉

〈環境の未来−日本からの提言〉
■ASLE-Japan/文学・環境学会

髙田賢一・Bruce Allen
編注
横田由理・相原優子

The Daily Yomiuri連載特集をテキスト用に編集した。日野啓三/中村
元/堂本暁子/平岩外四/浅岡美恵/後藤康男/原田正純/松田美夜子/
市田則孝/稲本 正/内田 繁/森島昭夫以上12名との環境をめぐるイン
タビューは20世紀型の文明そのものを問い直す貴重な提言となって
いる。巻末に環境関連用語集・年表・和英対照環境語彙集を収録。
［在庫僅少］ テープ・教授資料有■B5判80頁
（側注）
/定価：本体1,600円＋税
（E‑127）

■Lionel Ruby

藤田 孝
編注
秋保慎一

著者はルーズヴェルト大学で哲学を講じた。標題の原著は，明晰な
思考とその有効な表現法についての入門書としての定評あるもの。
その3,000語に限定されたLadder Editionより，ことばと論理の問題
について特に関心を呼ぶ７章を収めた。
［在庫僅少］ ■Text 69＋Notes 22/定価：本体1,100円＋税
（E‑064）

Essays on Language and Poetry （F ２）

〈言語学と詩学〉
■Roman Jakobson

山中桂一 編注

著者の50余年にわたる言語学・詩学研究の総決算とも言うべき代表的
論文２編 ʻLinguistics and Poeticsʼ, ʻPoetry of Grammar and Grammar
of Poetryʼ を収める。注釈は詳注とし，訳語の提示よりも内容の理解
を助けること，背景を掘り下げることに意を用いて，考えられ得る最
良のもののひとつと呼ぶにふさわしいものにした。
■Text 84＋Notes 40/定価：本体880円＋税
（E‑090）
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Language and Society （F ２）

30 エッセイ 言語・芸術・文学

The Educated Imagination （F ３）

〈言語と社会〉
■Peter Trudgill

阿波加清志 編注

〈想像力とは何か〉
■Northrop Frye

最近の研究成果をふまえて，社会言語学をわかりやすく紹介した
Sociolinguistics：An Introductionから，ʻLanguage and Societyʼ，
ʻLanguage and Sexʼ を選んだ。本書は，豊富な具体例と平明な英
文で理解しやすく書かれている。言語に関する論述が多い現在，有
意義なテキストであると信ずる。
■Text 69＋Notes 13/定価：本体1,000円＋税
（E‑070）

Looking at Languages （F １）

山内久明 編注

欧米に絶大な影響力を持つカナダの批評家フライが，カナダ放送
（1963）
で行った６回にわたる講演の全文。独自の文学観に立ってヨ
ーロッパ文化の本質を論じた文学論・文化論・教育論。明快平易に
語られ，文科・理科を問わず一般教養課程の学生にとって絶好の啓
蒙書となると同時に，フライ理解のための入門書である。
■Text 101＋Notes 34/定価：本体1,200円＋税
（E‑007）

English Poems and Their Meanings （F １）

〈ことばを眺める〉
■J.A.Robinson

秋保慎一
編注
藤田 孝

ことばに対して興味をかき立て，意欲を燃やさせることを狙いとし
ている。原著はLocal search seriesの一書で若い人達の課題研究，
調査の手引き書として書かれたものである。原文は極めて平易で明
快なイギリス英語で書かれている。貴重な写真と挿絵をそのまま生
かし，注は見落しがちな表現などを中心に補足した。
録音テープ有■A5判 Text 57＋Notes 21/定価：本体1,200円＋税
（E‑082）

Language in History （F １）

〈英詩へのいざない〉
■Peter Milward

木村俊幸 編注

エリザベス朝から19世紀末までの17名の詩人の有名な詩25編を暗唱
用に編み，主題別に５項目各５編ずつ全25章に分け，著者の滋味豊
かなコメントをそれぞれに付けた。各章には詩人と作品に関するコ
ラムを設け，格好の英詩入門テキストとなるよう配慮されている。
テープ・教授資料有■A5判 Text 75＋Notes 25/定価：本体1,600円＋税
（E‑115）

Poems of Either Shore （F １）

〈言語の歴史〉
■Harold Goad

藤田 孝
編注
秋保慎一

Language in History（1958）より全体の論旨が要約されていて，精
読にも速読にも適する ʻIntroductoryʼ，ʻThe Expansion of Englishʼ，
ʻSummary and Conclusionʼ を収録。言語と社会の相関関係を浮き
彫りにする。注解は精読することを念頭に入れて固有名詞・人名・
地名に重点，参考事項を加えて万全を期した。
■A5判 Text 61＋Notes 69/定価：本体1,165円＋税
（E‑009）

〈詩のかけ橋〉
■Peter Milward

山内正一 編注

英米22人の詩人の有名な詩25編（イギリス19編，アメリカ６編）を
暗唱用に編み，テーマ別に５項目，各５編づつ全25章に分け，著者
の平易な滋味溢れるコメントを付した。各章末には詩人と作品に関
するコラムを設けて，英文の詩に初めて接するものにとっても格好
の入門テキストとなるよう配慮されている。
テープ・教授資料有■A5判 Text 89＋Notes 33/定価：本体1,600円＋税
（E‑120）
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Words and the Word （F ３）

32

エッセイ

哲学・教育・人生

The Aims of Education （F ３）

〈教育の目的〉

from Secondary Worlds

〈詩とことば〉
■W.H.Auden

河村錠一郎 編注

■T.S.Eliot

1967年，T.S.エ リ オ ッ ト 記 念 講 演 と し て 論 じ ら れ，Secondary
Worldsと題して出版されたなかから選んだ本エッセーは，底知れ
ぬ深遠さを持ちながら表現はあくまで平明である。純粋な形式とし
て「詩」を考える著者の立場は，言葉までが消費の対象と化す現代
にあって，さりげないなかに鋭さを秘める。詳注を付した。
［品切］ 録音テープ有■Text 40＋Notes 12/定価：本体800円＋税
（E‑050）

Fundamentals （A １, B １, F １）

村田

〈英語で築く知の礎〉

薫 編注

歴史, 芸術, 音楽, 神話, 詩歌, 科学, 諺などさまざまな領域における
英語文化の基礎的知識を英語で学ぶためのテキスト。英語による文
章表現力を高める上で好適なモデルとなる明瞭簡潔で理解しやすい
本文が特長。英語で考え，書き，話すときに〈使える〉語彙，との
基準で本文中より選んだ《Words & Phrases》を適宜示した。
CD・教授資料有■B5判135頁（側注）Exercises 有/定価：本体1,600円＋税
（E‑124）

Back to the Basics （A １, B １）

〈英語で学ぶ知の原点〉
村田

〈芸術・教育・人生〉
■Herbert Read

笹本正樹
編注
増渕正史

芸術と教育と人生に関する講演Art and Education（1964）から，
リー
ドの芸術教育観を知るのに好適と思われる ʻArt and Lifeʼ ʻArt as a
Unifying Principle in EducationʼʻEducation through Artʼ を収録。
本書は，Readの理想「平和のための教育」の表明である。文体は
明快，注は懇切・丁寧に付けた。
■Text 72＋Notes 41/定価：本体1,100円＋税
（E‑058）

Winds of Education （A １）

─What You Need to Know about History, Myth, and Religion

■E.D.Hirsch, Jr.(ed.)

旦 編注

Art and Education （A ２）

─Cultural Literacy for Students

■E.D.Hirsch,Jr.(ed)

和田

1950年11月シカゴ大学で行われた講演。初期の文芸評論に見られる
難解さはなく，平明な文体と鋭敏な論旨で進められる。著者の本格
的教育論である本書は，人間・社会・宗教の三つの教育の目的にも
とづいて論じられる。技術的運用面の改革のみを強調する教育論の
多い現代に多くの重要な示唆を与える。詳注を付す。
■Text 95＋Notes 19/定価：本体1,100円＋税
（E‑004）

薫 編注

好評のFundamentals─Cultural Literacy for Studentsの続編として，本
書は主に歴史（特に古代史）
・宗教・神話に焦点を絞った。世界の
文化を理解するうえで基本中の基本ともいえる事柄が，文章表現力
を高めるための恰好のモデルといえる平明な英語で語られているの
が最大の特徴。
内容理解を深めるために適宜日本語の解説を付した。
テープ・教授資料有■A5判・100頁（脚注）Exercises付き/定価：本体1,500円＋税
（E‑128）

for Rapid Reading and Discussion

〈英語を学ぶ皆さんへ─議論のための12章〉
■Peter Milward

栩木伸明 編注

Asahi Evening Newsに掲載された著者の英語教育論を速読・ディス
カッション用に編集し，パラグラフ構成の理解をはじめとした設問
を設けた。語義・文法中心の脚注に加え巻末には事項に関する詳注
を付し学習者の便宜をはかった。教育論議喧しい今日，必読の書。
［在庫僅少］
テープ・教授資料有■A5判Text70頁＋Notes20頁/定価：本体1,300円＋税
（E‑123）
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Mechanisms of Escape （A ３）

野中

エッセイ

科学

A Revolution in Life Sciences （B ２）

〈逃避のメカニズム〉
■Erich Fromm

34

涼 編注

〈生命科学のあけぼの
─ウィリアム・ハーヴィーとその時代〉
■ Jack Meadows (ed.)

名著Escape from Freedom（1941）より中心部分を抜粋し，全体の論
旨を理解しやすくなるように編集した。自由の尊厳を知りながら自
由を怖れる現代人に共通の逃避的な精神のメカニズムを，具体的か
つ明快に分析している。定評のある名文で書かれ，フロムの入門書
であるとともにその思想の原型を示している。
■Text 60＋Notes 5/定価：本体1,000円＋税
（E‑006）

A Mathematicianʼs Apology （A ２）

〈一数学者の弁明〉

虎岩正純
編注
虎岩直子

音声DL可
血液循環を発見し，ガリレオやニュートンと並ぶ近代科学の先駆者
William Harvey（1578−1657）
。本書は彼の発見を歴史的，文化的
コンテクストの中で描く斬新な構成による一般向けのテキストであ
る。文科系の授業にも，彼の名前を初めて知る者にとっても科学と
文化の関わり合いを考えるのに好適なテキストと言える。
CD有・カラー版・傍注・B5判 64頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑115）

A Revolution in Ideas （A ２, B ２）
Sigmund Freud─His Life, Work and Times

〈フロイトとその時代〉
■G.H.Hardy

窪田鎮夫 編注

イギリスを代表する数学者の一人である著者は，この著で純粋数学
者としての立場を詩・チェスなどと対比してわかり易く説いている。
それは，学問・教養とは何か，人間はどう生きるかということへの
関心を刺激する一助にもなるだろう。本文中の数学の定理，証明，
解説はわかり易さを旨として選ばれている。
録音テープ有■Text 72＋Notes 10/定価：本体1,000円＋税
（E‑062）

■William H.Brock

要田圭治 編注
音声DL可
フロイトは「無意識」の発見によって心理学の世界のみならず人間
を対象とするあらゆる学問研究，思想，芸術のために大きく道を拓
いた。本書は社会的・文化的影響関係を含めた幅広い視野の中で彼
の全体像を考察する。多数の図版を配し，
事項中心に詳注を付した。
人文・自然の専攻分野を問わず多方面の学際的興味を満たす好著。
CD有・カラー版■A5判 Text 67＋Notes 30/定価：本体1,600円＋税
（E‑118）

The Origin of a Theory （A ２, B ２）
Charles Darwin─His Life, Work and Times

〈ダーウィンとその時代〉
■William H.Brock

小 畠 啓 邦
編注
Ｊ. カンスタブル

音声DL可
ダーウィニズムは現代に至っても多方面の分野と深く関わりを持っ
ている。本書はダーウィンの「生涯と業績」を，宗教・哲学・芸術・
政治などをも含む，当時の広い文化，社会的コンテクストに置いて
捉えようとしている。人文・自然の専攻分野を問わず，幅広い学際
的興味を満たす好著。カラー図版を多数配し，詳注を付した。
CD有・カラー版■A5判 Text 61＋Notes 30/定価：本体1,600円＋税
（E‑119）
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What Makes Us Healthy? （A １, B １）

36 エッセイ 科学

Solving Problems （A １）

〈総合教材

Sixteen Topics on Our Health and Well-being

問題解決の技法〉

〈健康とより良き生活のための16章〉
■Christofer Bullsmith・木村俊幸・米川聖美 編著
1 健康とは何か/2 ガンとその予防/3 薬あれこれ/4 メタボの基礎知
識/5 健康診断の長所と短所/6 アレルギーと免疫システム/7 パンデ
ミック（世界的流行病）/8 食物の保存と食品添加物/9 ストレスと
うつ病の関連性/10 ビタミンの歴史とサプルメント/11 長寿社会と
アルツハイマー病/12 老いと若さ/13 栄養と食生活/14 理学療法の
効用/15 iPS 細胞の基礎知識/16 笑いの特性
音声DL可
教授資料（試訳付）
・教授用CD有■B5判・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑061）

■Kevin L. Mark 編著
「問題」や「課題」をいかに解決に導くか。日常的に身近なものか
ら一見解決不可能と思われるものまで様々な問題や課題を取り上げ
る。各章300語程度の短く平易な英文ながら使える語彙と表現の宝
庫となっている。理系，文系を問わず将来に亘って有為なトピック
を時には楽しみ，あるいは考えながら読み進めて戴きたい。全16章。
テープ・教授資料（試訳・テスト付）有■B5判・75頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑134）

World Today−Reading VOA Science Topics （A １）

The Two Cultures and
the Scientific Revolution （A ２）

〈世界が見える─VOAサイエンストピックを読む〉
〈二つの文化〉

■C.P.Snow

上田

■木塚晴夫 編注

勤・行方昭夫 編注

1959年ケンブリッジで行なった講演の全文。大きなセンセーション
を巻き起こすとともに歴史的提案となる。西欧人の教養をなしてい
る文化的伝統と，急速な進歩をとげる自然科学との間隙が増大する
のに比例して，相互の流通性が失なわれる点に現代の危機があると
説く。幾度となく版を重ねた教養部学生必読の文化論。
■Text 56＋Notes 14/定価：本体900円＋税
（E‑024）

What We Know About “Race” （A １）

〈人種を考える〉
■Ashley Montagu

雨宮 剛
編注
田仲 勉

本書は「人種に関するユネスコ宣言」の起草者でもある著者により
人類学の正しい知識に基づいて書かれた「人種」に関する啓蒙書で，
人種観についての一般的な誤謬が科学的かつ説得力に富む筆致で論
断されている。文章は非常に平易なものであるが，事項は勿論，語
学的な注釈にも十分の配慮を施し万全を期した。
［在庫僅少］ 録音テープ有■Text 68＋Notes 24/定価：本体1,000円＋税
（E‑101）

設問：語彙＋リスニング＋内容理解T/F＋短文穴埋め完成＋和文英訳
ＶＯＡの科学記事より，今日的で分かりやすく，かつ学習者の興味
を引きそうな300語から500語程度の短いものを選んだ。内容は身近
な健康の話題もあれば新技術の発見もあり，また，技術革新の負の
問題もある。理系，文系を問わず知的興味に訴える20章。
テープ＋教授資料（全訳例付）有■B5判・88頁/定価：本体1,700円＋税
（E‑137）

エッセイ

37

随筆・随想

A Nice Cup of Tea （B ２）

小野寺

小説

イギリス

The Road from Colonus （F ３）

〈一杯の紅茶〉
■George Orwell

38

健 編注

一杯の紅茶──その味わいを通して，日常生活の香りやぬくもりに
執着にちかい愛情をいだくイギリス気質を，ひいてはイギリス文化
を暗示的に語る表題作ほか，ʻPropaganda and Demotic Speechʼ
ʻRaffles and Miss Blandishʼ。いずれも散文の名手オーウェルのイギ
リス的良識を実証する批評。詳しい注をつけた。
［在庫僅少］ 録音テープ有■Text 47＋Notes 18/定価：本体1,000円＋税
（E‑057）

Unheard Melodies （B １）

〈コロノスをあとに〉

and The Point of It

■E.M.Forster

川西

進 編注

The Road from Colonus（1947）よりギリシャ悲劇に想を托し，現代
英国短編文学の代表的逸品であるʻThe Road From Colonusʼと，
男の生と死と再生を物語る幻想的短編ʻThe Point of Itʼの２編を選
ぶ。それぞれ人を救うもの，その人の生を価値あらしめるものは何
かという問題が，現代口語文で描かれる。
■Text 48＋Notes 11/定価：本体950円＋税
（F‑011）

A Chapel among the Mountains （B ３, F ３）

─An Autobiography of Music

and Other Stories

〈山のチャペル〉

〈わが心のメロディー〉
■Peter Milward

小木野

初 編注

今日，音楽を聞きたい者はいつどこででも音楽を楽しむことができ
る。しかし，文明の恩恵の氾濫する中にあって，真に魂を揺さぶら
れる音楽的感動をどれほど体験できるであろうか。著者は音の世界
が我々に深い淵より呼びかけてくる静寂のひと時の恵みを，自身の
体験から読者に伝えてくれる。注は特に詳しくしてある。
［在庫僅少］ 著者吹き込みテープ有■Text 66＋Notes 62/定価：本体950円＋税（E‑104）

■D.H.Lawrence

西村孝次 編注

波乱万丈の一生を送った著者の遺稿短編集Phoenixの第２巻より著
者の持ち味が充分出ている３編を収録。チロル農民の生活を描く
ʻA Chapel among the Mountainsʼ, 断絶や愛の不毛を描くʻThe
Thimbleʼ, 名作Women in Loveの壮麗な悲劇的交響曲への導入部とし
て知られるʻPrologue to Women in Loveʼ。
■Text 70＋Notes 19/定価：本体1,100円＋税
（F‑031）

The Fishing-Boat Picture （F ２）

〈漁船の絵〉
■Alan Sillitoe

海老塚敏男
編注
海老塚 博

短編集The Loneliness of the Long Distance Runner（1959）よりʻThe
Fishing Boat Pictureʼ, ʻThe Decline and Fall of Frankie Bullerʼ を
選ぶ。イギリス文学界で異色かつ重要な著者の特色は，かつて経験
した下層階級の生活をリアルなタッチで，力強くテンポの早い文章
で描いていることである。
■Text 55＋Notes 14/定価：本体700円＋税
（F‑023）

小説 イギリス 39

The Summer after the War （F １）

40 小説 イギリス

Oxbridge Blues and Other Stories （F ２）

〈オックスブリッジ

and A Family Supper

〈カズオ・イシグロ秀作短編二編〉
■Kazuo Ishiguro

深澤

1986年度ウィットブレッド賞，1989年度ブッカー賞，2017年度ノー
ベル文学賞を授与された，イギリスで活躍する日系人作家カズオ・
イシグロの短編２編。古い世代の日本人が持っていたものに対する
憧憬と，時にはある種の反発が詩的な効果と平明な英文で描き出さ
れ，しっとりした余韻を残す秀作短編２編。
音声CD有■A5判 Text 45＋Notes 5/定価：本体1,200円＋税
（F‑074）

Taste and Other Stories （C １, F １）

〈ダール短編集〉
■Roald Dahl

川崎寿彦
編注
神尾美津雄

表題作の他，南仏リヴィエラ海岸を舞台に，若者の束の間の愛の体
験を描いた “All We Want Is Your Happiness, Bryan” を始め，
“Bridal Suite”，“We Wonʼt Talk About Jonathan”，“The Siege of
Mrs Smith-Paris” の４編の掌編小説を収め，著者の軽妙で酒脱な
作風を十分に楽しめるものにした。
■Text 62＋Notes 18/定価：本体950円＋税
（F‑071）

The Romance of
An Ugly Policeman （C ２）

〈巡査の恋〉

植村 洋
編注
松山幹秀

■P.G.Wodehouse

Someone Like Youの中からダールの短編の名手たるを遺感なく発揮
し て い る と 思 わ れ る 吉 行 淳 之 介 氏 も 絶 賛 し た ʻTasteʼ， お よ び
ʻGalloping Foxleyʼ，ʻSkinʼ の３編を選んだ。それぞれ違った短編の
醍醐味を味わさせてくれる出来映えである。注釈は事項，文法的説
明等も詳しく付けられ，速読，熟読ともに適している。
■Text 78＋Notes 28/定価：本体1,100円＋税
（F‑063）

The Other Woman （D ２, E ２）

〈もう一人の女〉
■Doris Lessing

■Frederic Raphael

俊 編注

ブルース〉

相楽幸助 編注

短編集Five（1954年モーム賞受賞）のうちの１編を収録。第二次大
戦中及び直後のロンドンを背景に，若い女性の運命や転変をやや戯
画化を混えて簡潔な文体で描き出している。抑制された中に生き生
きとした情感を伝える的確な文章に，著者の才能の豊かさを見る。
慣用句や特殊な語義など語学的注に重点をおいた。
■Text 105＋Notes 12/定価：本体1,100円＋税
（F‑016）

小西友七 編注

短編集 The Man with Two Left Feet（1917）より，ロンドンでの料理
女と巡査の風変りなロマンスを描いたʻThe Romance of an Ugly
Policemanʼと，ニューヨークでの若い男女と黒猫にまつわる物語の
ʻBlack and Luckʼ の２編を収録。注解にあたっては語学的に詳しく
すると同時に背景的な事柄に注意した。
［在庫僅少］ ■Text 50＋Notes 30/定価：本体1,100円＋税
（F‑028）

小説

41

選集（イギリス）

English Short Stories of the 1970s （F ２）

42 小説 選集（イギリス）

映画化された英米文学24

そのさわりを読む
（F １, F ２）

〈最新イギリス短編集〉
■F.Tuohy,W.Trevor
L.Lerner

神谷正太郎
編注
植木 研介

わが国でもまだあまり紹介されていない1970年代のイギリスの短編
の中から, F.Tuohy ʻThe White Stickʼ, W.Trevor ʻThe Tennis
Courtʼ，L.Lerner ʻA Kind of Family Reunionʼ を収録。３編とも，
きわめて柔軟な文体と意識的な技巧によって，様ざまな角度から現
代イギリスの社会と生活に光をあててくれる。
録音テープ有■Text 87＋Notes 18/定価：本体1,400円＋税
（F‑059）

Three Short Stories by
Modern English Women Writers （F ２）

〈現代イギリス女流作家短編集〉
︿

■E.Bowen : Mysterious Ko r
D.Lessing : An Old Woman and Her Cat
M.Drabble : Crossing the Alps

井出弘之
室谷洋三 編注
佐野 晃

古来，イギリスには優秀な女流作家が多い。ここには，現代の代表
的女流作家三人の，それぞれの特性を充分に発揮した短篇を収録。
■A5判 Text 68＋Notes 18/定価：本体1,300円＋税
（F‑067）

English Stories of Youth （D ２, F ２）

〈イギリス青春物語〉
■F.O' Conner,F.King,
S.O' Faolain

佐野 晃
編注
塩谷清人

青春とは何か？ 社会の不条理な建前と，本音との隔りを微妙に揺
れ動く恋。それぞれ異なった舞台に展開する青春。OʼFaolain ʻThe
Talking Treesʼ，Oʼconnor ʻUprootedʼ，King ʻTo the Camp and
Backʼ いずれもイギリスおよびアイルランド作家を通じて，青春期
の意識のヴェクトルを跡づけるみずみずしい傑作。
録音テープ有■Text 84＋Notes 26/定価：本体950円＋税
（F‑039）

■行方昭夫・河島弘美 編著

音声DL可
英米の文学の名作には映画化されたものが少なくない。それら名作
から24作を選び，それぞれの「さわり」ともいうべき50行ほどの原
文を抜粋して詳注を付し，各章冒頭には作家と作品の簡単な解説の
頁を設けた。「さわり」の玩味熟読，文学史的な使い方，ときには
映像を用いて，
など用途は広い。
「英文法ガイド」を収録。p.14参照。
教授用CD・教授資料（全訳例付）有■A5判・120頁/定価：本体1,800円＋税
（F‑079）

College Reader for Everybody （F １）

〈詳注・詳解
■W.S.Maugham, K.Mansfield
G.Orwell, E.M.Forster

英語の読み方〉

行方昭夫・上島建吉
編注
柴田稔彦・川西 進

英語が身につかない，あるいは拒否反応を起こす，本書はそうした
学生を対象に，単語や熟語の説明，文法面の分析，他の英文読解に
応用可能な英語の常識なども学習できるよう配慮した各編注者の個
性溢れる詳注を付した。今世紀前半の代表的な四作家の短編・エッ
セイを選び，左頁に英文，右頁にノーツという趣向を凝らした。
録音テープ有■四六判 Text 60＋Notes 55/定価：本体1,300円＋税
（F‑077）

〈ファンタジーへの誘い〉
The Princess September
and Other Stories （C １, F １）
■W.S.Maugham,
E.M.Hemingway,R.Dahl

古川弘之
編注
杉山克枝

三人の著名な作家たちの珍しい短編を集めたのが本書である。ʻThe
Princess Septemberʼはタイの王姫とオームの童話であり, ʻThe
Good LionʼはHoliday（1951）に掲載された優れた小編である。ʻThe
Boy Who Talked with Animalsʼは，巨大な亀と少年の交流を頂点
にしたファンタジーの世界を描いている。
［在庫僅少］ テープ有■Text 62＋Notes 13/定価：本体900円＋税
（F‑056）

小説

43

アメリカ

Of This Time, Of That Place （D ３）

The Wheel of Love （D ２, E ２）

〈学園生活〉
■Lionel Trilling

アメリカの小さな大学を舞台とした物語で，1943年に発表されて以
来，現代短編小説の傑作として大学生用の教科書に広く用いられて
いる。若い文学の教師を中心に，自己の狂気を知らずに知的探求に
沿頭する学生と，世俗性に満ちて課外活動では大物であるが，文学
作品などを全然理解出来ない学生を対照をなして描く。
■Text 65＋Notes 16/定価：本体1,000円＋税
（F‑026）

Preservation and Other Stories （F ２）

〈レイモンド・カーヴァー短編選集〉
村田

薫 編注

ʻPreservationʼ，
ʻThe Third Thing That Killed My Father Off ʼ，
ʻThe Compartmentʼの３作品を収める。いずれも短編作家としての
Carverの資質と力量が充分に発揮された作品である。注は口語表
現を中心に丹念につけた。なお，作家Carverと収録した３編につ
いて詳しい解説を付けた。
［品切］
■Text 57＋Notes 21/定価：本体1,000円＋税
（F‑068）

Circle of Light （E ２）

〈窓のあかり〉
■Irwin Shaw

and Four Summers

■J.C.Oates

本間長世 編注

■Raymond Carver

44 小説 アメリカ

長谷川正平 編注

短編集 Love on a Dark Street（1965）より作者独自の人間性探求が，
男女間の愛情の不安・幻滅を題材として巧みに描き出された２編を
収録。ʻCircle of Lightʼ は推理的要素を加味し，ʻThe Man who
Married a French Wifeʼ では映画的手法で，夫婦間の不安な愛情
に焦点をあわせ，都会的スマートなタッチで描く。
■Text 83＋Notes 12/定価：本体1,200円＋税
（F‑021）

〈愛の車輪〉

秋保慎一
編注
藤田 孝

現代アメリカ小説界の中心とも呼びうる存在の著者の代表的短編集
（1965）よりʻThe Wheel of Loveʼ，ʻFour Summersʼ の２編を選ぶ。
女流作家特有の観察眼と筆さばきによるきめこまかい心理描写で，
女性の微妙な愛の感情を見事に描く。現代アメリカ文学理解への手
がかりとして生きた英語学習にも好適の書。
録音テープ有■Text 57＋Notes 21/定価：本体1,000円＋税
（F‑036）

小説

選集（アメリカ）

45

Six Short Stories
by Japanese American Writers （A ２, F ２）

〈日系アメリカ人の心と歩み─短編集〉
■Y.Uchida, W.Yamauchi, H.Yamamoto
V.Harada, M.Yamada, D.Takehara
山本岩夫・桧原美恵・小林 茂 編注
国際化が声高に叫ばれる中で顧みられることの少ない「日系アメリ
カ人の心と歩み」を描く優れた短編小説６編からなる異色の選集。
CD有 音声DL可■Text 70＋Notes 17/定価：本体1,400円＋税
（F‑076）

A Study of the Short Story （F １）

〈アメリカ短編小説の読み方〉

46 小説 選集（アメリカ）

Horrible Stories from
Modern American Authors （C ２, F ２）

〈現代アメリカ短編恐怖小説集〉
■E.Hemingway : The Killers
F.O'Connor : A View of the Woods
T.Capote : A Tree of Night

馬場弘利 編注

現代アメリカを代表する短編小説の名手三人が卓越した小説技法を
駆使した作品集。三者三様の〈恐怖の場面〉を提示してくれる。
■Text 70＋Notes 18/定価：本体1,000円＋税
（F−050）

America:The Postwar Scenes （B ２, F ２）
Stories from Great Esquire Fiction

〈アメリカ─戦後の精神風土〉
■T.Capote : Miriam
A.Bierce : Chickamauga
C.Aiken : Impulse

諸川重剛
編注
上岡克己

本書は，アメリカのハイスクールで使用されているテキストから３
編を選び，
作品の末尾に設問を付して短編小説の読み方を示唆した。
三者三様の人生の追求を描く。
［在庫僅少］ 教授資料有■Text 66＋Notes 14/定価：本体1,100円＋税
（F‑058）

In the Midst of the Changing World （F ２）

■ J.Jones : Two Legs for the Two of Us
B.J.Friedman : Black Angels
R.Ford : Rock Springs

第２次世界大戦とベトナム戦争。２つの戦争の後，アメリカ人の意
識はどのように変化して来たのだろうか。50年代から80年代にかけ
てそれぞれの時代を端的に特徴付ける短編３作を厳選。
■Text 69＋Notes 20/定価：本体1,100円＋税
（F−073）

American Stories of Youth （D ２, F ２）

〈変わる世界のただなかで〉
■L.B.De Jenkins, L.Silko
J.C.Oates, B.Malamud

今村楯夫 編注

〈アメリカ青春物語〉

荒このみ
編注
湯 原 剛

60年代後半からのアメリカの新しい社会的な動きを背景にした70年
代の秀れた創作活動の中から４編を厳選した。Martha Foley編 The
Best American Short Stories（1973,75）よりL.B.Jenkins; ʻTyrannyʼ，
L.Silko; ʻLullabyʼ，J.C.Oates; ʻSilkieʼ，B.Malamud; ʻGodʼs Wrathʼ
を収録。精読・速読ともに好適。
［在庫僅少］ ■Text 71＋Notes 17/定価：本体1,200円＋税
（F−048）

■ J.Jones : Valentine
C.McCullers : Sucker
J.Knowles : A Turn with the Sun

二宮 一次
編注
佐々木 肇

「青春とは何か？」を３つのアメリカ短編小説の異なったプリズム
を通して表わした。「平易なアメリカ小説」を念頭に選んだ３編。
■Text 76＋Notes 30/定価：本体950円＋税
（F−019）

小説

選集（アメリカ） 47

Contemporary American Stories
of Fantasy （C ２） 〈現代アメリカ幻想小説集〉
■ J.Steinbeck, G.Vidal
J.Updike, D.Barthelme

志村正雄 編注

本書は30年代作家Steinbeck; ʻThe Affair at 7 Rue de M─ʼ，40年代
作家Vidal; ʻThe Ladies in the Libraryʼ，50年代作家Updike; ʻDuring
the Jurassicʼ，60年代作家Barthelme; ʻMe and Miss Mandibleʼを収
めた。作家の重みを案配し，学生の興味を斟酌し，語学的難易度を
併慮した点が長所となっている。
［品切］
■Text 68＋Notes 24/定価：本体1,000円＋税
（F−041）

International Political
Science Fiction （C １, F １）
■M.Reynolds, J.Bone,
P.Anderson

〈国際未来小説集〉

Glenn D.Hook 編注

本書に収録した３編はS.F.短編小説として第一級の作品であり，国
際問題について深く考えさせられるものである。ʻPacifistʼは暴力的
手段に訴えて平和を獲得し得るかがテーマであり，ʻTriggermanʼ
は米ソ間の冷戦状態が一触即発の状況の設定で物語は展開される。
ʻThe Helping Handʼ は大国の援助について考えさせられる作品。
■Text 93＋Notes 14/定価：本体880円＋税
（F−055）

48

小説

選集（英米）

映画化された英米文学24

■行方昭夫・河島弘美 編著

そのさわりを読む
（F １, F ２）

音声DL可
英米の文学の名作には映画化されたものが少なくない。それら名作
から24作を選び，それぞれの「さわり」ともいうべき50行ほどの原
文を抜粋して詳注を付し，各章冒頭には作家と作品の簡単な解説の
頁を設けた。「さわり」の玩味熟読，文学史的な使い方，ときには
映像を用いて，
など用途は広い。
「英文法ガイド」を収録。p.14参照。
教授用CD・教授資料（全訳例付）有■A5判・120頁/定価：本体1,800円＋税
（F‑079）

その他

49

Reading English Step by Step （A １, F １〜A ２, F ２）

50

詩

歌

English Poems and Their Meanings （F １）

〈英文読解ステップbyステップ〉
■Lafcadio Hearn, Helen Keller
Philip K. Dick, Robert Lynd

行方昭夫・川西 進
編注
柴田稔彦・上島建吉

読解力を高めたいのに実力がつかない，教科書の英文は退屈だと嘆
いている，本書はそんな学生が楽しく学べるようにとの方針で作ら
れた。素材は物語，自伝，小説，エッセイの４ジャンル，国籍も英
米，時代も19世紀と現代，と変化に富ませ，注を本文の対頁に配し
た。巻末に〈英文法ガイド〉を設け読解に必須の事項を解説した。
テープ有■A5判 100頁（対頁注）/定価：本体1,800円＋税
（F‑078）

The Life of Lazarillo de Tormes （F ２）

〈英詩へのいざない〉
■Peter Milward

木村俊幸 編注

エリザベス朝から19世紀末までの17名の詩人の有名な詩25編を暗唱
用に編み，主題別に５項目各５編ずつ全25章に分け，著者の滋味豊
かなコメントをそれぞれに付けた。各章には詩人と作品に関するコ
ラムを設け，格好の英詩入門テキストとなるよう配慮されている。
テープ・教授資料有■A5判 Text 75＋Notes 25/定価：本体1,600円＋税
（E‑115）

Poems of Either Shore （F １）

〈ラサリリョ・デ・トルメス〉
■tr.W.Merwin

柴田稔彦 編注

■Peter Milward

1554年のスペインに現われ，一少年の遍歴をにがわらいで描いたこ
の書は，いわゆる「ピカレスク小説」のジャンルを確立し，以後の
小説の歴史に始源的地位を占めることになった。生き生きとした米
国語を駆使したW.S.Merwin訳より，全体の４分の３を選んだ。初
学者にも理解できるように詳注を付した。
［在庫僅少］
■Text 81＋Notes 14/定価：本体950円＋税
（F‑020）

The Illustrated Old Possum （C １, F １）
Old Possumʼs Book of Practical Cats

■T.S.Eliot

〈詩のかけ橋〉
山内正一 編注

英米22人の詩人の有名な詩25編（イギリス19編，アメリカ６編）を
暗唱用に編み，テーマ別に５項目，各５編づつ全25章に分け，著者
の平易な滋味溢れるコメントを付した。各章末には詩人と作品に関
するコラムを設けて，英文の詩に初めて接するものにとっても恰好
の入門テキストとなるよう配慮されている。
テープ・教授資料有■A5判 Text 89＋Notes 33/定価：本体1,600円＋税
（E‑120）

Shakespeareʼs SONNETS （F ３）

〈キャッツ〉

古川弘之 編注

ミュージカル “キャッツ” の原作でもある，エリオットの世界への
楽しい入門書である。人間を思わせるさまざまな個性をもった愉快
な猫たちが登場する，韻文で書かれた楽しい書である。原書の豊富
なカラーさし絵をそのまま生かし，視覚的にも楽しいものにした。
注は原詩の洒落気を損うことのないよう配慮し，工夫してある。
P.ミルワード教授吹き込みテープ有
■A5判 Text 57＋Notes 12/定価：本体1,700円＋税
（F‑057）

〈ソネット集〉
■川西

進 編注

「世界最高の愛の詩集」といわれるソネット集の注釈本（全154編収
録）
。あるものはひたすらうつくしく，あるものは人生の暗黒面を
臆せず切り開く。その広大多様な世界への道しるべとして，一般教
養の学生にも使えるよう配慮しながら，最新の英米文学界の成果を
も努めて取り入れ，精密な注と解説を付した。
■四六判 Int.20＋Text 80＋Notes 79/定価：本体1,800円＋税
（CE‑001）

英訳古典双書

51

The Divine Comedy （F ３）
平川祐弘
編注
川西 進

Old Possumʼs Book of Practical Cats

■T.S.Eliot

C.E.Nortonの平明な散文訳より「地獄篇」全体の約５分の３と「煉
獄篇」の一部を抜粋し収録した。英訳のため，日本語の翻訳より原
文の調子，文体，思想などをより忠実に伝えており，読み方も自ず
と深くなろう。38頁の解説をつけると共に，注は詳しくし，古風な
用語，表現には平易な英語による説明や訳文を与えてある。
［在庫僅少］
■B6上製 Int.38＋Text 117＋Notes 92/ （CT‑005）

The Iliad （F ３）

〈イリアッド〉
■Homer

児童文学・民話・ファンタジー

The Illustrated Old Possum （C １, F １）

〈神曲〉
■Dante Alighieri
tr.Charles E.Norton

52

中野里皓史 編注

「古典中の古典」とも言い得る名作Iliad を英国叙事詩の伝統の中で
の位置を知る手がかりになるように編むと共に，解説・詳注を付記
した。BookⅠはS.Butler，ⅨはW.Leaf, A.Lang, E.Myers，ⅩⅥは
Edward Earl of Derby，ⅩⅫⅫ，A.Pope，ⅩⅩⅣはG.Chapmanの
英訳に拠る。
［品切］
■B6上製 Int.20＋Text 120＋Notes 50/ （CT‑001）

The Odyssey （F ３）

〈キャッツ〉

古川弘之 編注

ミュージカル “キャッツ” の原作でもある，エリオットの世界への
楽しい入門書である。人間を思わせるさまざまな個性をもった愉快
な猫たちが登場する，韻文で書かれた楽しい書である。原書の豊富
なカラーさし絵をそのまま生かし，視覚的にも楽しいものにした。
注は原詩の洒落気を損うことのないように配慮し，工夫してある。
P.ミルワード教授吹き込みテープ有
■A5判 Text 57＋Notes 12/定価：本体1,700円＋税
（F‑057）

〈素敵な置時計と動物たち〉
The Very Fine Clock
and Other Illustrated Stories （C １, F １）
■A.Sillitoe, M.Spark
E.Bowen

室谷洋三 編注

Sillitoe, Spark Bowenの彼等の作品としてはそれぞれ珍しい童話を
３編収めた。田舎の猫が体験する冒険談 ʻThe City Adventures of
Marmalade Jimʼ， 心 や さ し い 置 時 計 の 物 語 ʻThe Very Fine
Clockʼ，ユーモラスな虎の話 ʻThe Good Tigerʼ，いずれも楽しい作
品である。各々優れた画家による美しい挿絵を付した。
録音テープ有■A5判 Text 60＋Notes 8/定価：本体1,300円＋税
（F‑051）

The Nursery “Alice” （C １, F １）

〈オディッセー〉
■Homer
tr,T.E.Shaw (Lawrence of Arabia) et al.
大場建治
編注
滝川一郎
壮絶な復讐物語を大枠に，多彩な漂流冒険譚を配して，血沸き肉躍
る面白さの『オディッセー』である。T.E.Shawの散文訳を中心に，
W.Cowperのblank verse 訳，A.Popeのheroic couplet 訳を加えて
英文科の入門の教室でも味読に耐えられるよう配慮した。
［品切］
■B6上製 Int.26＋Text 132＋Notes 94/
（CT‑006）

〈もう一つの『不思議の国のアリス』
〉
■Lewis Caroll

室谷洋三 編注

普通『アリス物語』と言われているものを，ありきたりのretoldも
のと違い，原作者自身が精魂こめて４分の１に縮めたものが本書で
ある。『アリス物語』中の難解な詩や語句を省くと共に挿絵につい
ても細心の注意を払っている。本書にも原作と同じJ.Tennielによ
る挿絵をそのままとり入れ楽しいものにした。
［在庫僅少］ 録音テープ有■A5判 Text 56＋Notes 8/定価：本体1,200円＋税
（F‑054）

児童文学・民話・ファンタジー 53

Old Peterʼs Russian Tales （F １）
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戯曲

Amadeus （F ２）

〈ピーターおじいさんの語るロシアの民話〉

〈アマデウス〉
■Peter Shaffer

■Arthur Ransome

岡部匠一 編注

世界のどこよりもおとぎ話や民話が豊かなロシアに，古くから伝え
られてきたおとぎ話を児童文学の作家アーサー・ランサムが採録し
た原著より５編を採った。ランサムの香り高い英文で綴られるロシ
ア民話は，読者を想像力のはばたく純真な世界へと連れていってく
れることであろう。背景となる知識の注解には特に意を注いだ。
録音テープ有■Text 82＋Notes 37/定価：本体1,200円＋税
（F‑064）

〈ファンタジーへの誘い〉
The Princess September
and Other Stories （C １, F １）
■W.S.Maugham,
E.M.Hemingway,R.Dahl

古川弘之
編注
杉山克枝

三人の著名な作家たちの珍しい短編を集めたのが本書である。ʻThe
Princess Septemberʼはタイの王姫とオームの童話であり，ʻThe
Good LionʼはHoliday（1951）に掲載された優れた小編である。ʻThe
Boy Who Talked with Animalsʼは，巨大な亀と少年の交流を頂点
にしたファンタジーの世界を描いている。
［在庫僅少］ 録音テープ有■Text 62＋Notes 13/定価：本体900円＋税
（F‑056）

倉 橋 健
編注
甲斐萬里江

1823年11月のウイーン。32年も前に死んだモーツァルトの死因をめ
ぐり信じ難い噂が囁かれていた──。ロンドン，ニューヨークの上
演では数々の賞に輝き，わが国でも本編注著の翻訳による台本で上
演され好評を博す。テキストはPenguin Plays（1981）より完全収録。
注は音楽用語，歴史事項などにも十分意を尽くしてある。
［在庫僅少］ ■A5判 Text 110＋Notes 15/定価：本体1,500円＋税
（D‑008）

The Glass Menagerie ─ acting edition （F ２）

〈ガラスの動物園─上演版〉
■Tennessee Williams

浅田寛厚 編注

いまや「アメリカの古典になった」といわれるほどの名作。本書は
劇評家たちから高い評価を得た初演時の舞台を再現した上演版テキ
ストである。ブロードウェイ初演時の装置図，同スケッチ，舞台写
真を挿入するほか，初学者にも配慮して演劇的な詳注を付した。文
学専攻以外の教材対象としても十分な可能性を持つ。
［品切］ ■A5判 Text 86＋Notes 52/
（D‑015）

Private Lives （E ２）

〈私生活〉
■Noël Coward

青木信義 編注

1930年の自作自演以来絶えず上演され，最高傑作と言われた喜劇。
生き生きとしたスマートな会話を駆使して，再婚したとたん元の相
手に惚れなおしてしまった男女の姿を描く。ふたりのやりとりの中
にウィットがあふれ，巧みな起承転結でまとめた作劇術の鮮やかさ
の中に，著者のすぐれた手練のさえがみられる。
［在庫僅少］ ■Text 101＋Notes 11/定価：本体1,400円＋税
（D‑003）

戯曲 55

The Caretaker （F ２）

56 戯曲

Fool for Love （F ２）

〈管理人〉
■Harold Pinter

〈フール・フォア・ラヴ〉

大場建治 編注

現代イギリス演劇を代表する著者の，世界的な問題作であることは
もちろん，
ʻPinteresque Worldʼへの絶好の案内役を果たす，もっと
も明快な作品である。注解は，一般教養の大学生に十分理解できる
よう万全の配慮を施した。ひろく現代の美術，文明の問題を考える
うえでも，逸することのできぬ待望のテキスト版。
［在庫僅少］ ■Text 74＋Notes 14/定価：本体1,100円＋税
（D‑004）

Chicken Soup with Barley （A ２, E ２）

■Sam Shepard

黒川欣映 編注

荒涼としたモーテルの部屋で，ほとんど動物的に引き合い，反発し
合うEddieとMay。強烈な視覚的イメージ，独創的な言葉の組み合
わせと特異なリズム，登場人物のきわだった行動のなかに愛という
捉えがたい情念を描き出す鬼才サム・シェパードの代表作。
［在庫僅少］ ■Text 77＋Notes 12/定価：本体1,000円＋税
（D‑012）

Lady Frederick （E ２, F ２）

〈大麦入りのチキンスープ〉
■Arnold Wesker

大河内康行
編注
久田 竹一

〈レディ・フレデリック〉
■W.Somerset Maugham

イギリス演劇界を担う，最も有力な劇作家である著者の第１作
Chicken Soup with Barley（1958）。Weskerの特徴を最もよく示す劇
であり，著者の声価を決定的にした力作。人間の愛憎の葛藤を鋭く
描いている。現代口語英語の教材として最適であり，俗語・慣用句・
言いまわしに注解の重点をおいた。
■Text 94＋Notes 22/定価：本体900円＋税
（D‑002）

Watch on the Rhine （A ２, F ２）

A Play: The Elephant Man （F ２）

〈ラインの監視〉
■Lillian Hellman

海保眞夫 編注

劇作家としても華々しい足跡を残した著者の出世作となった記念す
べき作品。魅力あふれる中年の未亡人Lady Frederickと彼女に夢
中になる若い侯爵を中心に展開されるこの戯曲は，会話の面白さを
主体にした風習喜劇であるゆえに分り易く，一般教養の語学テキス
トとして好適であろう。
［在庫僅少］ ■Text 85＋Notes 27/定価：本体1,000円＋税
（D‑013）

小池美佐子 編注

反ナチスの反戦プロパガンダ劇と短絡的に解釈されがちであるが，
作者の人間と社会を見る目は深く, 鋭く, そして温かい。スペイン戦
争から第二次世界大戦にかけての歴史上の事件や人物がさりげなく
言及されているが，
それは登場人物の経歴の中に組み込まれており，
読者は登場人物への理解と共に，世界史を身近に感じるであろう。
■A5判 Text 73＋Notes 14/定価：本体1,200円＋税
（D‑010）

〈戯曲─エレファントマン〉
■Bernard Pomerance

奥村義博 編注

映画化されたものとは違う視点から描かれ，戯曲の持つ可能性にあ
らためて衝撃を受ける現代演劇の問題作。ヴィクトリア朝末期のロ
ンドンを主舞台に，
「苦」のみを与えられた「象人間」の魂の完成と，
近代をになったエリート科学者の魂の喪失とを並行して描きなが
ら，近代西洋文明が築きあげたものの本質を鋭く照射する。
■A5判 Text 70＋Notes 22/定価：本体1,300円＋税
（D‑014）

映画総合教材・シナリオ
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映画シナリオ

Singinʼ in the Rain （C １, D １）

Dead Poets Society

〈映画総合教材『いまを生きる』
〉
■田中長子・本多浩子・山本厚子
編著
Benedict Rowlett・中垣恒太郎
ふんだんなExerciseとTaskを用いて生きた英語の効果的な習得を
図ることを目的とし，ディスカッション・トピックも各章に提示。
各章末のコラム『映画「いまを生きる」の背景』は本映画の基調と
なるテーマやアメリカ文化，各文学作品などについて解説しており
作品の理解を深めてくれる。テキスト巻末には本書で取り上げたス
クリプトの試訳を掲載した。全14章。
資料・教授用CD有・DVD有■B5判･130頁（全14章）/定価：本体2,000円＋税（EC‑060）

Freedom Writers （A １, B １, D １）

映画シナリオ 〈雨に唄えば〉
■Betty Comden Adolph Green
曽根田憲三・渡辺幸俊 編注
ミュージカル映画最高傑作の一つ。1920年代後半の，トーキーの出
現により大きく変化する映画界を背景に，華麗な歌と踊りと軽妙な
会話に託した恋の物語は滑稽でありながら哀愁を誘ってやまない。
ビデオテープ併用で授業はより充実したものになろう。
■A5判 Text 82＋Notes 23/定価：本体1,500円＋税
（S‑003）

The Lady Vanishes （A １, C １）

〈映画総合教材『フリーダム・ライターズ』
〉
■田中長子・山本正代・本多浩子
編著
山本厚子・Benedict Rowlett・小澤奈美恵
２度のオスカーに輝く女優ヒラリー・スワンクが主演した2007年の社
会派感動作。原作は実在の高校教師と生徒たちが自らの体験を綴った
全米ベストセラーThe Freedom Writers Diary (1999)。ロス暴動に象
徴される人種間の対立深まるʼ90年代のアメリカで，国境や人種を超
越したクラスを作り上げた実話を描く秀逸な作品。設問，解説充実。
教授資料･教授用CD･DVD有■B5判･120頁（全16章）/定価：本体2,000円＋税（EC‑054）

映画シナリオ

ヒチコックの〈バルカン超特急〉

■Frank Launder Sidney Gilliat
曽根田憲三・渡辺幸俊 編注
ヒチコック，イギリス時代の最高傑作とも言われる作品。大陸横断
列車の中で忽然と姿を消した老嬢を探す男女が知らされる驚愕すべ
き事実。ユーモアと機知に富んだ会話に乗ってスピーディーに展開
されるスリラー。ビデオテープ併用で授業はより充実したものにな
ろう。
■A5判 Text 93＋Notes 19/定価：本体1,500円＋税
（S‑002）

To Have and Have Not （A １, C １）

Casablanca

〈映画シナリオ

カサブランカ〉

■曽根田憲三・石垣弥麻・中垣恒太郎・長尾主税・三井敏朗 編注
いまなおその輝きを失わない映画『カサブランカ』。その完全版
Screenplayを大学生向けのテキストに編集。全体を22の場面に分け
て詳注を付し，各章末には文法事項や語句確認のための Exercise
を設けた。アカデミー「脚本賞」をも受賞した本作品は練りに練ら
れた深みのある台詞の連続で読み物としても飽きることがない。
教授資料有り■B5版 115頁（脚注）
/定価：本体1,900円＋税
（S‑001）

映画シナリオ〈脱
■William Faulkner
Jules Furthman

出〉

曽根田憲三・渡辺幸俊
編注
M.G.Brashear

ヘミングウェイの同名の原作を，フォークナーの脚色を得て，監督
ハワード・ホークス，主演ハンフリー・ボガート，ローレン・バコー
ルと強力な布陣で映画化した快作の完全シナリオ版。
注は脚注とし，
英英辞典形式の詳注を付した。別冊の教授用comprehensioncheckも用意した。
■B5変型106頁（脚注）/定価：本体1,600円＋税
（S‑004）

総合英語
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Considering Tomorrow:
15 Changes to Prepare for （A １〜A ２）

'22年新刊

〈変わりゆく世界：明日の世界を考える15のトピック〉
■James M. Vardaman・野地

薫 編著

「ベイシック・インカム」の考え方から「パンデミック」まで，変
わりゆく世界の明日を考えるための15のトピックからなる。各章の
本文は200語前後からなる３つのパッセジ合計600語前後で構成さ
れ， そ れ ぞ れ の パ ッ セ ジ が 独 立 し て 読 め る よ う に 工 夫 さ れ，
Comprehension Checkはパッセジ毎についている。
音声DL・資料(試訳付)・CD有■B5判・80頁/定価：本体1,900円＋税
（E‑147）

Where Are You From?:
American Regions

（A １）

〈地域で見るアメリカ〉（全15章）
■James M. Vardaman 編著
アメリカ合衆国を11の地域に分け，その地域の歴史と文化の独自性
を考えることによって，分裂するアメリカともいわれている様々な
顔をもつアメリカを知り，豊富なQuestionsにより英語力の定着と
発展を意図する。各章の本文は200語前後からなる３つのブロック
で構成され，それぞれが独立して読めるように工夫されている。
資料（試訳・CD・テスト）有■B5判・80頁・音声DL/定価：本体1,900円＋税（E‑146）

Reading Current Issues: （A １）
Developing Communication Skills through English

〈知っておくべき日本と世界の論点・未来の夢〉
■トム・ディロン

西谷恒志 編著

日本や世界の論点になっている問題や将来の夢について知っておく
べき15のトピックについて最低限の知識を英語で「読み」学びなが
ら「聴く」
「考える」
「伝える」Exerciseをとおし「コミュニケーショ
ンする力」を伸ばす。各トピックの語数は約320語→440語。
資料（試訳・CD・テスト）有■B5判・80頁・音声DL/定価：本体1,800円＋税（EC‑072）

60 総合英語

You Make the Decision （A １）
─Fifteen Topics for Critical Thinking

〈クリティカルな思考を養うための15章〉
■James M. Vardaman 編著
防犯カメラ，農産物の行方，身体の改造，教育における飴と鞭，著
作権，女性と仕事，など350語程度の平易な英文で書かれた現代の
社会が抱える様々な15のトピックを素材にして，読解力や聴解力を
伸ばすばかりでなく，読んだ文章を自分で吟味思考する態度と力を
養うことを目的にした教材。豊富な設問を用意した。
（全15章）
教授用音声CD・試訳有■B5判・72頁/定価：本体1,800円＋税
（E‑142）

Consider the Differences （A １, B １）
─Fifteen Ways to See the World

〈世界の違いを知るための15章〉
■James M. Vardaman 編著
生活のあり方，産業や経済の実態，男女の平等性，教育に対する姿勢
など，世界の国々や人びとの状況，価値観など，具体的な資料をもと
に文化的な国際比較の視点で，平易な英語で綴った15の様々なジャン
ルにわたるトピックを基にした総合教材。各章はDialog /Vocabulary
/ Reading / Comprehension / Discussionからなる。
音声CD・資料（試訳付）有■B5判・72頁 音声DL可/定価：本体1,700円＋税
（E‑140）

Thinking about Japan, （A １, B １）
Now and Future 〈世界の中の日本，今とこれから〉
■James M. Vardaman 編著
「格差社会」
，
「ニート」
，
「小学校からの英語」
，
「学力低下」
，
「憲法第
九条」
，
「靖国神社」
，
「食糧自給率」など日本が抱えるさまざまな問
題を具体的な資料を基にした国際的な視野で客観的にとりあげ，現
実の認識と将来の展望を考えさせる。また，文中に使われている語
彙や言い回しを覚えれば内容のある話を外国人と実際にする場合や
時事的な英語を読んだり聞いたりする折の大きな力となる。全14章。
テープ・教授資料・試訳有■B5判・64頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑133）
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Comprehensive Reading:
Getting Key Skills through 15 Topics （A １〜A ２）
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Fundamentals （A １, B １, F １）
─Cultural Literacy for Students

〈読解力を磨く現代の話題15章〉
■トム・ディロン

マイケル・シャワティ

西谷恒志 編著

宇宙船の副産物／フットボール人気の陰で／断食の功罪／内気のすばら
しさ／健康的な地中海料理／芸術のハブ都市ニューヨーク／卑劣なネット
いじめ／通訳者の能力とは／ドライバーの危ない心理など，
400語前後で
構成された現代性に富んだ15のトピックを元に，
文脈を捉え，
読む力をつけ，
本文中の語句を活用して書く力をもつける工夫された多様なExercises。
CD・資料・小テスト有■B5判・80頁 音声DL可/定価：本体1,800円＋税
（EC‑064）

Active Training for Reading
and Writing through 15 Topics （A １）

〈読む力，
書く力をつける 15トピックのアクティブ・
トレーニング〉
■マイケル・シャワティ

トム・ディロン

西谷恒志 編著

スマホ依存症／フランス人は映画好き／FitzgeraldとHemingway／怖い
ドライアイ／高齢社会と向き合う／シェイカー教徒の手作り家具／無人機ド
ローンの平和的利用法／Nice! 昔の意味はNot nice!／など，350語前後
で構成された15のトピックを元に，文脈を捉え，読む力をつけ，本文中の
語句を活用して書く力をもつける工夫された練習問題。
資料完備／小テスト有■B5判・80頁 音声DL可/定価：本体1,800円＋税
（EC‑063）

Japan in International Society （A １, B １）
─A Comparison of Facts and Figures

〈データから考える日本と世界〉
■James M. Vardaman 編著
学校へ通う意義，社会で成功するには，若者の悩みや心配ごと，社
会規範についての考え方，世界の教育予算など，世界の青年の意識
調査をもとにした報告書のデータをもとにして解説と論述を加えた
章と，世界と日本を新しい具体的なデータをもとにして比較解説し
論述した章からなる。世界の若者の考え方，また国際社会で日本は
どのような存在なのかを知ることにより日本のあるべき姿を考えさ
せる一書。英文は実用的な英語表現に満ちている。
音声DL可
教授用音声CD・試訳有■B5判・64頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑138）

〈英語で築く知の礎〉
■E.D.Hirsch, Jr.(ed)

村田

薫 編注

歴史, 芸術, 音楽, 神話, 詩歌, 科学, 諺などさまざまな領域における
英語文化の基礎的知識を英語で学ぶためのテキスト。英語による文
章表現力を高める上で好適なモデルとなる明瞭簡潔で理解しやすい
本文が特長｡英語で考え，書き，話すときに〈使える〉語彙，との
基準で本文中より選んだ《Words & Phrases》を適宜示した。
CD・教授資料有■B5判135頁（側注）Exercises 有/定価：本体1,600円＋税
（E‑124）

Exploring the Globe through
The Times and The Guardian （A ２〜A ３）

〈『タイムズ』と『ガーディアン』
でめぐる知の世界〉
■田中孝信・野田三貴・筒井香代子 編著
世界の最新の動きを知らせつつ普遍的な側面も含んだ記事から成
る，中級から上級者向けのテキスト第２段。記事は「抗生物質が効
かないわけ」「肌の色の違う双子への偏見」
「人工知能が意識を持っ
たら」
「愛する故人を堆肥に」など。専攻を問わず学習者の知的好
奇心を刺激せずにはおかない12章。学生用音声ダウンロード対応。
教授用CD・教授資料（全訳例付）有■B5判・110頁/定価：本体2,000円＋税
（E‑144）

Cool Japan and the World （A １〜A ２）
─Reading Newspapers Today

〈英字紙で読む日本と世界〉
■浦部尚志・大須賀寿子 編著
Japan News , Japan Times から，ビッグ・データ，18歳国民投票，
女性管理職，錦織圭，ハラルと学食，ファイバー素材と自動車，外
国人看護師など現代の若者に読んでもらいたい400語から1000語程
度の記事を厳選。未来に向けた幅広い視点と英文読解力を養うこと
を目標に，詳注を付し豊富なExerciseを設けた。
（全15章）
音声DL・資料・試訳・テスト有■B5判・100頁/定価：本体2,000円＋税
（E‑143）
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Welcome to Britain [Revised Edition] （A １）
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Topics in Contemporary World （A １）

〈英国の「いま」を知りたい［改訂新版］
〉

〈読んでおきたい現代のトピック〉（CD付）

■Tim Knight 編著
好評テキストWelcome to Britainを英国の最新状況に対応させた「改
訂版」。伝統や文化など「変わらない」部分と時代に即して「変化
する」姿勢も併せ持つ英国社会の多様な実情を，日本との対比や具
体的な数値を用いて平易なBritish Englishで描く。本文はPart1〜3
の三部構成（各々250〜350words）とし，
「内容理解」の設問は各
partごとに配置。学生用音声DL対応。
CD・教授資料有り■B5判・98頁/定価：本体1,800円＋税
（E‑145）

Reading for Success─Doing Business in Japan （A １, B １）
ケ ー ス ス タ デ ィ

〈企業研究で学ぶ実用英語リーディング〉

■杉本美穂・鶴田

日常英語の総合トレーニング（CD付） （A １）
─Basic Grammar in Common Use

■西谷恒志
■Christopher Weaver・新井恭子・有光奈美 編著

音声DL可
Apple, Coca Cola, P&G, Tiffany, Google, McDonaldʼs,
Starbucksなど，日本で事業展開する外国系企業を18社取り上げた。
各社の市場調査や販売戦略策定等の実践過程を学生が追体験しなが
らスキミングやスキャニングの技法を用いて読解力を培う。企業研
究を通じ，学生たちのキャリア意識を高めながら英語力をも伸ばす。
教授資料（テスト付）･CD有■B5判･80頁（全18章）/定価：本体1,700円＋税
（EC‑052）

Solving Problems （A １）

学 編著

現代の若者にとって知っておきたい，あるいは知っておくべき話題
を国内外から集めて編集し工夫をこらした練習問題をつけた全14課
の総合教材。各課の本文には脚注に加えて，やや難解な語句には易
しい英語で言い換えた注をルビにして添えてある。練習問題を含め
て各課を1回の授業で終えられるよう本文の長さも配慮してある。
教授資料（試訳付）有り■B5判・72頁・CD付／定価：本体1,800円＋税
（E‑135）

多々良和臣

マイケル・シャワティ 著

日常の英語表現で頻繁に使われる基本的な文法の知識を習得し，そ
れを感覚的に身にしみこませて実際のコミュニケーションで「使え
る英語」にすることを目標とした。（全15章）
１章の構成①学習する文法事項を含んだ簡単な英文。音声を聴き空所
を補充する。②例文と解説による文法項目の代表的な用法を学習。確
認用ミニテスト付。③設問：ディクテーション/選択完成/語順整序
教授用資料完備■B5版（CD付き）
・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑053）

スキット基礎英語（CD付）─Welcome to Japan （A １）

〈問題解決の技法〉
■Kevin L. Mark 編著
「問題」や「課題」をいかに解決に導くか。日常的に身近なものか
ら一見解決不可能と思われるものまで様々な問題や課題を取り上げ
る。各章300語程度の短く平易な英文ながら使える語彙と表現の宝
庫となっている。理系，文系を問わず将来に亘って有為なトピック
を時には楽しみ，
あるいは考えながら読み進めて戴きたい。全16章。
テープ・教授資料（試訳・テスト付）有■B5判・75頁/定価：本体1,600円＋税
（E‑134）

■大石和欣・大橋理枝・Jon M. Brokering 編著
日・英・米の文化を背景にした15のスキットを中心に構成。日常的
な状況で，基礎的な表現を使いながら自己表現がどこまでできるか
を主眼とし，文法事項の復習と発音の確認もとりいれた。スキット
は英語の基本的なエッセンスを総合的に包含し，平易ながら洗練さ
れた会話は，学習者の意欲的な英語習得につながることを企図。
教授資料（全訳例付）有■B5判・115頁（CD付）定価：本体1,800円＋税
（EC‑051）

時事英語
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Exploring the Globe through
The Times and The Guardian （A ２〜A ３）
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5 Steps for Paragraph Writing （A １, F １）

'21年 刊

〈５つのステップで学ぶパラグラフ・ライティング〉

〈『タイムズ』と『ガーディアン』
でめぐる知の世界〉
■田中孝信・野田三貴・筒井香代子 編著
世界の最新の動きを知らせつつ普遍的な側面も含んだ記事から成
る，中級から上級者向けのテキスト第２段。記事は「抗生物質が効
かないわけ」
「肌の色の違う双子への偏見」
「人工知能が意識を持っ
たら」
「愛する故人を堆肥に」など。専攻を問わず学習者の知的好
奇心を刺激せずにはおかない12章。学生用音声ダウンロード対応。
教授用CD・教授資料（全訳例付）有■B5判・110頁/定価：本体2,000円＋税
（E‑144）

Reading the World through The Times and The Guardian
〈
『タイムズ』
と
『ガーディアン』
で読む今日の世界〉
（A ２〜A ３）
■田中孝信・筒井香代子・野田三貴 編著
世界の最新の動きを知らせつつ同時に普遍的な側面も含んだ記事か
ら成る，中級から上級者向けのテキスト。収録記事はThe Times と
The Guardian から論説を中心に取った。薬物依存，ファッション
業界の人種差別，次世代ゲーム機，企業の経営戦略，など，文系・
理系を問わず学習者の知的好奇心を刺激せずにはおかない。
全12章。
CD＋教授資料（全訳例付）有■B5判・80頁/定価：本体1,800円＋税
（E‑136）

Cool Japan and the World （A １〜A ２）

■前田哲宏・河野淳子・Simon Rosati 編著
パ ラ グ ラ フ の 基 本 構 造 で あ る，Topic Sentences, Supporting
Sentences, Concluding Sentencesを備えた10文程度のワン・パラグ
ラフで構成される文章を効率よく作成するためのテキスト。パラグ
ラフ・ライティングの入門書として「型」から学ぶように作られて
おり，物事を順序良く，簡潔に述べる手法を学ぶ。
資料完備■B5版・90頁+解答用紙/定価：本体2,000円＋税
（EC‑074）

Write it Right！ （A １〜A ２）

〈英語ならこう言う・ポイント200〉
■木塚晴夫 編著
豊富な正誤用例の解説を用いて，日本語と英語のニュアンスや発想
の違いを見極め，状況に応じた正しい語句の選択に重点をおいて編
集した作文教材。設問には写真や４コマ漫画をふんだんに使うこと
により，適正な英語表現を具体的な場面と結び付けたイメージとし
て身につける効果を狙った。全20章。
教授用音声CD・教授資料有■B5判・120頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑056）

Common Expressions in English Writing （A １〜A ２）

〈英作文のコア表現180〉

─Reading Newspapers Today

〈英字紙で読む日本と世界〉
■浦部尚志・大須賀寿子 編著
Japan News , Japan Times から，ビッグ・データ，18歳国民投票，
女性管理職，錦織圭，ハラルと学食，ファイバー素材と自動車，外
国人看護師など現代の若者に読んでもらいたい400語から1000語程
度の記事を厳選。未来に向けた幅広い視点と英文読解力を養うこと
を目標に，詳注を付し豊富なExerciseを設けた。
（全15章）
音声DL・資料・試訳・テスト有■B5判・100頁/定価：本体2,000円＋税
（E‑143）

■木塚晴夫 編著
各章のUseful Expressionsでは頻出する重要表現を示し，文法的に
もまた発想上も正しい文と誤った文とを対比するなどして理解しや
すいよう編集されている。国際語としての英語で何とか自分の考え
を相手に伝えたいと思っている学生諸君に英語を正しく使う力を飛
躍的に向上させて欲しい，との願いから誕生したテキスト。全20章。
教授用CD/教授資料有り■B5版 110頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑046）
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Common Errors in English Writing （A １, F １） '21年 刊

Thinking for Writing （F １〜F ２）

〈英語的発想を学ぶための英作文と英文法〉

─New Edition

〈読み・書く

68 英作文・文法

英語表現のポイント15章〉

■木塚晴夫・Roger Northridge 編著
マクミランランゲージハウスから発売され大ロングセラーになって
いたCommon Errors in English Writing の改訂新版。改訂にあたり，
各ユニットの冒頭は日本の文化や社会に関するエッセイに変更，
Exercisesは全面的に新しい問題に差し替え，Reading and Writing
の授業にも好適な内容構成となっている。
教授資料有・音声DL■B5判・96頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑075）

Writing Contemporary Topics in 15 Units
（A １〜A ２）

■町田 章 編著
認知言語学の視点を取り入れ，高校までで学習してきた英文法の整
理と強化を行ないつつ，英語母語話者に受け継がれている英語の
「ものの見方」を具体的な表現を通して学習する。
左ページに例文と問題，そして，右ページには板書メモ用のノート
欄を設けて，左右見開きの構成とした。全14章。
音声DL
教授用CD・資料有■B5判・110頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑070）

A Natural Writing Book （A １〜A ２）

〈状況別イラスト英作文12章〉

〈文法・用法もよくわかる トピック英作文15章〉
■木塚晴夫 編著

■Kevin L.Mark 編著

現代の社会や世相に関するトピックを素材にして，文法の重要事項
や英語の間違いやすい用法も学習し，話題になりやすいトピックを
英語で表現する力を養うことを目的にする。各章，
「warm-up」か
ら「語句の理解と定着」まで６種の設問を用意。全15ユニット＋
Collocation Exercises 50問。
教授用CD・資料有■B5判・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑065）

Writing Primer （A １〜A ２）
─Basic Grammar in English Writing

日本の学生の日常生活と彼等の本音を描いた４コマ漫画を見ながら，
シンプルで自然な英語表現を学ぶことを目的とした全12章の作文教
材。各章冒頭では学生が誤り易い表現や不自然な表現について正し
い自然な表現と対比させて解説した。テープには全ての正答をNatural
Speedで吹き込み，リスニングや口頭作文の練習にも応用可能。
テープ・教授資料（評価テスト付）有■B5判84頁/定価：本体1,500円＋税
（EC‑022）

Learnersʼ Writing Clinic （A １〜A ２）
Support for Smooth and Natural Communication

〈文法力を伸ばす英作文〉
■木塚晴夫 編著
日本人が英語を書いたり話したりする時に最も重要なのは文法の基
礎知識である。1章から17章までは正確な英文を書く基礎になる文
法事項の解説にスペースを割き，18章と19章では「日本人が間違え
やすい英語」を列挙し，20章ではわれわれが英語を書く時に最も苦
労するcollocation，特に名詞と動詞の結びつきを取り上げた。
教授用音声CD＋教授資料有■B5判 116頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑049）

〈英作文クリニック360例〉
■Kevin L.Mark 編著
独自のLearnerʼs Corpusを基に日本の学生に特有な誤用表現や不自
然な表現360項目を例にとり簡潔な解説と共に改善例を示した。各
例文をトピック別に12章に配分し，練習問題で自然な英語表現の定
着をはかった。各章のEssay Writing Techniquesでは文章の組立
て方の要点を示し，効果的な意思の表現・伝達の技法を学ぶ。
テープ・教授資料（評価用テスト付）有■B5判・96頁/定価：本体1,600円＋税
（EC‑030）
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E-mail Communication （A １〜A ２）

70 英作文・文法
Ⓡ

TOEIC テストの簡潔英文法から作文へ （A １〜A ２）

〈Eメール作文コミュニケーション〉
■浅木つる江・Kevin Knight 編著

■西谷恒志・マイケル・シャワティ 編著

英文Eメールの書き方を効果的に学ぶため，大学生に必要な15の目的
別に豊富な例文を配した。各章Model E-mail / Exercises for Useful
Expressions / E-mail Writing / E-mail Response / E-mail Challenge
から成り，身近な話題をテーマに，パターン活用からクリエイティ
ヴライティングへと楽しみながら無理なく進むことができる。
教授資料・CD有■B5判 80頁/定価：本体1,600円＋税
（EC‑036）

An Effective Approach
to Good English Writing （A １〜A ２）

〈良い英文表現への近道〉
■山村三郎 編著
ある一つのまとまった思想・内容のある文を正しい自然な英語で表
現する練習を数多く行うことを主眼としている。このような考えか
ら，比較的長い文を演習問題として採用した。注は原文を英語の慣
用に従って，いかにほぐすかに重点をおき，日英両国語間の構文・
表現等の違いに特別な注意を払った。
教授資料有■A5判 64頁/定価：本体1,200円＋税
（C‑002）

A New Guide
to English Composition （A １〜A ２）
■正保富三
編著
笹井常三

〈現代英作文演習〉

英作文練習の材料提供を目的としている。
第一部で把握の難しい日・
英語の相違点を中心に学び，第二部では特に応用範囲の広い基本動
詞８語の用法に習熟する練習をし，第三部は日常生活や社会問題な
ど様々な話題を英語で表現する練習である。英語を書く上で心得て
おくべき最小限のルールをまとめ，Appendixとした。
教授資料有■A5判 86頁/定価：本体1,200円＋税
（C‑004）

TOEIC ®のPart5で頻繁に問われる文法問題を徹底分析して文法事
項を整理。要点を簡潔に説明し，具体的な用法を例文で補い，文法
の学習をとりつきやすいものにするよう工夫。作文用の豊富な練習
問題も用意し，スコアアップとともに作文力がつく。丸暗記して使
えるような実用的な英語表現を集めてある。
（全15ユニット）
教授用資料完備■A5判・120頁/定価：本体1,200円＋税
（EC‑061）

日常英語の総合トレーニング（CD付） （A １）
─Basic Grammar in Common Use

■西谷恒志

多々良和臣

マイケル・シャワティ 著

日常の英語表現で頻繁に使われる基本的な文法の知識を習得し，そ
れを感覚的に身にしみこませて実際のコミュニケーションで「使え
る英語」にすることを目標とした。（全15章）
１章の構成①学習する文法事項を含んだ簡単な英文。音声を聴き空所
を補充する。②例文と解説による文法項目の代表的な用法を学習。確
認用ミニテスト付。③設問：ディクテーション/選択完成/語順整序
教授用資料完備■B5版（CD付き）
・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑053）

Develop Your Writing Skills in English （A １〜A ２）

〈文法・作文基礎演習〉
■金子 稔
編著
石川幸光
できるだけ抵抗なく英作文に取り組めるよう配慮・工夫し，演習項
目は基本的なものに絞った。PartⅠ: 日本語と異なる発想の主語を
中心に学習し，目的語・補語の様々な形態を確認，PartⅡ: 動詞に
関する基本事項の演習及び修飾法の検討，PartⅢ: 使用頻度の高い
Phrasal Verbsの学習，と三部構成をとっている。
［在庫僅少］ 教授資料有■A5判 69頁/定価：本体1,400円＋税
（C‑006）
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Unique College English （A １）

〈ユニーク英語講座 ─ 英語の根幹〉

72

TOEIC・検定対策

An Intermediate Training Course for the TOEIC® L&R Test
TOEIC® L&R テスト トレーニング（中級編）
（A ２）
［新形式問題対応版］

■行方昭夫 著
基礎的な英語力が不足している学生に対し，英語について多面的な
快い刺激を与え，基礎力を養い，学習意欲を取り戻して欲しいとい
う著者の願いをこめ，同時に大学生特有のプライドを十二分に配慮
しながら編集した。２部構成になっており，章立てにかかわらずご
自由に授業をすすめられ，半期，通年どちらのクラスにも使用可。
教授資料（試験用問題付）有■A5判・120頁/定価：本体1,400円＋税
（EC‑037）

■今村洋美・野田恵剛・西村 智・柳 朋宏
Gregory A. King・David Laurence・Cameron Smith 編著
全12章のTrainingではそれぞれのテーマに関連した語彙を学び，基
本的な文法事項を確認した後，各テーマに沿った新TOEIC形式の
リスニング問題，リーディング問題に取り組む。ミニテスト（50問）
＋模擬テスト（100問）を併録。学生用音声ダウンロード対応。
資料（PDFのみ）・CD有■B5判・130頁/定価：本体2,000円＋税
（EC‑068）
［新形式問題対応版］/副教材にも最適/各巻全15ユニット
Ⓡ

●TOEIC TEST LISTENING SECTION実践演習（A １〜A ２）
教授用CD・資料有■B5判・64頁・音声DL/定価：本体1,000円＋税
（EC‑066）
Ⓡ

●TOEIC TEST READING SECTION実践演習（A １〜A ２）
教授用資料有■B5判・64頁/定価：本体1,000円＋税
（EC‑067）

■Tom Dillon・Michael Schauerte・Barbara Yamashita・西谷恒志 編著
リスニング用とリーディング用の分冊。各ユニットはそれぞれのパート
を適宜組み合わせて1ユニットあたりの量的バランスに配慮し，全15ユ
ニットの総問題数の内訳は実際の各パートの問題数の比率とほぼ同率。
ディクテーション活用
Ⓡ

TOEIC TEST 単語 頻度順徹底マスター（A １〜A ３）
▲

▲

スコア450 550

650をめざす600語＋66表現

■井上 治･Lance Burrows･吉野成美･Paul Leeming 編著
スコアアップに効果的な600語（名詞300語，動詞180語，形容詞100
語，副詞20語）と66の表現（熟語・構文・定型表現）を厳選し，適
切な練習問題とディクテーションで確実に定着させる。
450→550をめざす300語（第1部），550→650をめざす300語（第2部）
の2部構成。各章4頁で構成，15章＋15章＝全30章。
教授資料・テスト・音声CD有■B5判・136頁（全30章）/定価：本体1,800円＋税（EC‑059）
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ディクテーション活用・短文で覚える
Ⓡ
TOEIC Testスコア400-500 /英検準2級レベル

頻出英単語300精選（A １）
■西谷恒志・Barbara Yamashita 編著
テストに頻出する基本単語の決定版（全15ユニット各4頁）
。
中高で習うTOEIC頻出英単語とTOEIC独自単語を合わせて300語精
選。頻度のみならず出題回数の多い「本当に出る英単語」を，短く
シンプルな英文のディクテーションでマスター。TOEIC ® Test英単
語学習の入門書であり，英検準2級の必修的な単語をカバーしている。
音声DL/教授用CD・資料（テスト付）有■B5判・60頁/定価：本体1,000円＋税（EC‑071）
ディクテーション活用
Ⓡ

●レベル550・TOEIC Test 基本単熟語チェック（A １〜A ２）
全15章■教授資料・CD有■B5判 72頁/定価：本体950円＋税
（EC‑041）
Ⓡ

●レベル650・TOEIC Test 必修単熟語チェック（A ２〜A ３）
全15章/音声DL■教授資料・CD有■B5判 72頁/定価：本体1,000円＋税
（EC‑042）

■西谷恒志・吉塚

弘 編著

Ⓡ

TOEIC テストの単語・熟語データを分析し到達スコア目標別にもっと
もTOEICライクな語句のエッセンス450をそれぞれ厳選。Dictation形
式で確認作業をすることが可能で副教材として好適。
Ⓡ

TOEIC テストの簡潔英文法から作文へ（A １〜A ２）

■西谷恒志・マイケル・シャワティ 編著
TOEIC ®のPart5で頻繁に問われる文法問題を徹底分析して文法事
項を整理。要点を簡潔に説明し，具体的な用法を例文で補い，文法
の学習をとりつきやすいものにするよう工夫。作文用の豊富な練習
問題も用意し，スコアアップとともに作文力がつく。丸暗記して使
えるような実用的な英語表現を集めてある。
（全15ユニット）
教授用資料完備■A5判・120頁/定価：本体1,200円＋税
（EC‑061）
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ディクテーション活用
Ⓡ

TOEIC Test コア300 Words（A １〜A ２）
スコア450から550をめざすために必修の300語を厳選！ 復習用テスト
15回分付

■西谷恒志 編著
Ⓡ

TOEIC Testの単語データを分析し，出現度が高く，TOEIC受験には
必要不可欠な300語を厳選した。TOEIC特有のコロケーションを重視
した実用的な例文の穴埋めディクテーションで効果的な習得を目指す。
教授資料（復習テスト付）
・音声CD有■B5判 72頁/定価：本体1,000円＋税
（EC‑050）
Ⓡ

（CD付）
TOEIC Test 総合レッスン
［完全模試付］
（A ２〜A ３）

■今村洋美・野田恵剛・柳 朋宏
編著
Patrick Miller・Brian Wistner
1st STAGE：テーマ別トレーニング（全12章）
各章最初の頁では具体的なテーマに沿った語彙を学び，基本的な
文法事項を確認した後，TOEIC形式の問題に取組む。
2nd STAGE：完全模擬試験（全200問）
リスニング，リーディング各100問を収録。
教授資料・教授用模試テープ有
■B5判・135頁＋CD付/定価：本体2,000円＋税
（EC‑043）
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リスニング・会話

Listening to Dialogues on Social Issues（A １）

Enjoying College Life（A １）
─Writing and Listening Practice with Natural English

〈社会的な問題についての会話リスニング15章〉

〈ジムのキャンパスライフ〉
■Kevin L. Mark 著

伊藤由起子 編

学校の試験や入試のための英語に終始してきた学習者に自然で意味
のある英語を大学の授業を通して楽しみながら身につけてもらうこ
とを目標にした。アメリカの大学1年生Jimの学生生活を中心にし
た4コマ漫画を題材にして，表現力を中心にコミュニカティヴな英
語力を伸ばすために工夫された設問が無理なく配置されている。
全14ユニット・教授用資料・CD有■B5判・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑057）

■James M. Vardaman・野地

薫 編著

各章のダイアローグは日常で話題になる様ざまな社会的な問題につ
いての女性と男性とのやり取りからなり，総語数は300語から320語
程度となっている。聴解力を伸ばし，口語表現を身につけることを
目的とし，聴きとり部分で使われた表現の応用例文も多数学べるよ
うにしてある。章末には学習者の発信を促す設問も用意してある。
CD･試訳有■B5判・72頁･教授用音声/定価：本体1,800円＋税
（EC‑069）

日常表現リスニング15章（CD付）
（A １〜A ２）

Sounds Real!
Authentic Listening and Speaking Practice（A ２〜A ３）

〈おもいっきり英語コミュニケーション〉
■Allyson MacKenzie・安山秀盛 編著
Friends / Family / Relationships / Travel abroad / University /
Work / Future plansの７つをテーマに，聞いて，話すTaskをふん
だんに設けた。TOEICスコア450−550を目ざすクラスに最適。各
章は, Vocabulary Preview / Short Dialog / Pronunciation /
Speaking / Proverbs and Sayings の５部構成。（全15章）
資料・CD有■B5判・100頁（音声ダウンロード）/定価：本体1,900円
（EC‑062）

Listening Practice for Daily Expressions

■マイケル・シャワティ 西谷恒志 著
日常の基本的な表現のリスニングを通して，実際のコミュニケー
ションの場での聴く力と表現力を豊かなものにすることを企図。
ExercisesはTOEICのリスニング全パートの形式を設ける。
各ユニットの構成（全15ユニット）①会話の空所を埋めるディク
テーション。②短文を活字と音声で学ぶ。理解確認用のDictation
Check。総計165の表現。③Exercises：穴埋め式ディクテーショ
ン5問。/ TOEIC〈写真描写問題〉2問。/ TOEIC〈応答問題〉2
問 / TOEIC〈会話問題〉2問。/ TOEIC〈説明文問題〉2問。
教授用資料完備■B5判（CD付き）
・80頁/定価：本体1,800円＋税
（EC‑055）

Listen Up!─For Better Active Communication（A １〜A ２）

Finding Yourself at College
Listening and Writing Practice with Natural English（A １）

〈20の場面で学ぶ実践リスニング〉（CD付）

〈新感覚で学ぶ本物英語〉
■Kevin L. Mark 編著
アメリカの学生生活を描く四コマ漫画を活用し，聴く・書くの練習
に主眼を置きながら読む・話すを含めた “４技能”の習得が有機的に
関連し合うよう作られた全12章の新感覚総合教材。各章７種のユ
ニークな問題を設け,コミュニケーションのための英語力を養うこ
とを目的とした。教授資料には５回分の復習・評価用テストを収録した。
テープ全４巻・教授資料（120頁）有■B5判 100頁/定価：本体1,400円＋税
（EC‑017）

■新井恭子・有光奈美・Allyson MacKenzie・山口志のぶ 編著
リスニング力の向上には具体的な場面に身をおいてその状況に応じた
表現を聞き取り，学ぶことが大切。会話とパッセージの章を交互に配
し，会話の章には発音練習が，パッセージの章には学校文法の復習が
ある。各章４頁目のTOEIC問題の音声は教授用CDにのみ収録。全20章。
教授用CD２枚＋教授資料（全訳例付）
有
■B5判・88頁＋CD付/定価：本体1,800円＋税
（EC‑048）
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Listening Lessons though 15 Inspirational Movies（A １〜A ２）

〈現代映画のセリフで鍛えるリスニングスキル〉

78 リスニング・会話

Keys to Listening Success （A １〜A ２）

'22年新刊

〈場面・機能・音変化で学ぶ実践リスニング〉

■小泉勇人 編著
『メン・イン・ブラック』
，
『オデッセイ』
，
『ジュノ』など，1980年代
後期〜2010年代に公開され，我々の世界観に新たな視点を提供してく
れる秀作映画15本より，印象的でリスニングに好適な台詞10行ほどを
取り上げた。吹き込み編集した音声の聴き取りと音読の練習を繰り返
しながらリスニング力の習得を目指す。全15章。6頁をご参照下さい。
本書に映像資料はございません。
教授資料・CD有■B5判・90頁・音声DL/定価：本体1,800円＋税
（EC‑073）

Sounds Real!
Authentic Listening and Speaking Practice（A ２〜A ３）

〈おもいっきり英語コミュニケーション〉
■Allyson MacKenzie・安山秀盛 編著
Friends / Family / Relationships / Travel abroad / University /
Work / Future plansの７つをテーマに，聞いて，話すTaskをふん
だんに設けた。TOEICスコア450−550を目ざすクラスに最適。各
章は, Vocabulary Preview / Short Dialog / Pronunciation /
Speaking / Proverbs and Sayings の５部構成。（全15章）
資料・CD有■B5判・100頁（音声ダウンロード）/定価：本体1,900円
（EC‑062）

（CD付）─Welcome to Japan（A １）
スキット基礎英語

■大石和欣・大橋理枝・Jon M. Brokering 編著
日・英・米の文化を背景にした15のスキットを中心に構成。日常的
な状況で，基礎的な表現を使いながら自己表現がどこまでできるか
を主眼とし，文法事項の復習と発音の確認もとりいれた。スキット
は英語の基本的なエッセンスを総合的に包含し，平易ながら洗練さ
れた会話は，学習者の意欲的な英語習得につながることを企図。
教授資料（全訳例付）有■B5判・115頁（CD付）定価：本体1,800円＋税
（EC‑051）

■西谷 恒志・Tom Dillon 編著
15の日常的なコミュニケーション場面，15のノーション・ファンク
ション，15の音変化，それぞれを効果的に組み合わせた構成で多様
な状況の英語表現に触れることにより，聴き取り力の確実な向上を
目指す。TOEIC対策にも無理なく応用できる内容。自習用音声DL，
提出用解答用紙付き。別途，
Exercises用の教授用音声CDがあります。
音声DL・資料・CD有■B5判・80頁＋解答用紙/定価：本体2,000円＋税
（EC‑076）

リスニング副教材
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“ディクテーション活用”
Ⓡ

TOEIC Test コア300 Words（A １〜A ２）
■西谷恒志・Michael Schauerte 編著
■TM
（テスト付）
・CD有■B5判 72頁/定価：本体1,000円＋税
スコア450〜550をめざすために必須の300単語を厳選
Ⓡ

レベル550・TOEIC Test 基本単熟語チェック（A １〜A ２）
全15章■教授資料・CD有■B5判 72頁/定価：本体950円＋税
Ⓡ

レベル650・TOEIC Test 必修単熟語チェック（A ２〜A ３）
全15章/音声DL■教授資料・CD有■B5判 72頁/定価：本体1,000円＋税
■西谷恒志・吉塚 弘 編著
Ⓡ
TOEIC テストの単語・熟語データを分析し到達スコア目標別に
もっともTOEICライクな語句のエッセンスをそれぞれ厳選。

Dialog Dictation Exercises Advanced Course

〈副教材

実用英会話書取り練習帳〉

■神田弘慶＋G.T.Gainer 著 テープ全２巻■A5判 24綴/定価：本体800円＋税
海外旅行や海外生活に必要となる具体的な場面設定。アメリカ人男
女による短い対話をNatural Speedで録音した。吹込は全文を２回，
ブランク部分をもう一回収録。作文力や会話力の向上にも効果的。

Dictation with Idioms in Action

〈副教材

決まり文句書取り練習帳〉

■神田弘慶＋G.T.Gainer 著 テープ全１巻■A5判 24綴/定価：本体800円＋税
平素よく耳にする英語表現を集めた対話形式の書取り練習帳。

15 Minutes Dictation Exercises

〈副教材

英語書取り練習帳〉

■神田弘慶 著

テープ全２巻■A5判 30綴/定価：本体800円＋税
ショートエッセイ30編を収める。基礎的書取り教材。

Episode Listening〈副教材
■神田弘慶 著

エピソードリスニング〉

録音テープ全２巻■B5判 22綴/定価：本体820円＋税
古今東西22人の有名人のエピソードを素材にしたリスニング教材。
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■ ピクチャレスクとイギリス近代 ■

新

刊

一般書・研究書

■ 緑の信管と緑の庭園 ■

2021年3月刊

岩永弘人先生退職記念論集
岩永弘人・諏訪友亮・谷本佳子 編著
シェイクスピア，イギリス文学，詩論，演劇論，アメリカ文学，英語教育等の寄
稿者31人による論考を７つのテーマ別に編集。タイトル「緑の信管と緑の庭園」
には文学的なもの，若さの象徴と学園，教育への意味と思いが込められている。

A5上製・431頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0423-1

今村隆男 著
ピクチャレスクの多くの文献の中から観光，庭園，建築という三つの分野におけ
る作品を分析することを通して，ピクチャレスクの風景の多面性や重層性とイギ
リス近代社会の流れのなかでの風景論のパラダイムの変容を明らかにする。

A5上製・486頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0426-2

■ エミリ・ディキンスンの南北戦争 ■

新

刊

■ メランコリーの詩学 ■

キーツとオード

2020年11月刊

山内正一 著
「メランコリー」はキーツを苦しめ続け，詩人・医者・病者という三幅対の立場
は苦しみを倍加させ，オードに代表されるキーツならではの詩境を生みだした。
1819年作のオード6編を制作順にそれぞれ章立てし，各作品の特質を分析する。

A5上製・436頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0422-4

金澤淳子 著
ディキンスンは動乱の時代からどれほどの影響を受けたのか，そしてどのように
内なる思索へと踏み込んでいったのか。ディキンスンの「詩」の言葉を，その時
代に置いて読むことにより，その詩の本質と新たな読みの可能性を探る。

A5上製・234頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0424-8

■ ジョン・キーツと理想の詩的世界 ■

■ わたくしを生きた女性たち ■
二〇世紀のイギリス女性評伝集
三神和子・小池久恵・丸山協子 編著
加藤彩雪・佐藤牧子・中村麻衣子・林

2020年7月刊

美里・溝上優子・吉田尚子 著

女性の権利拡大のうねりが大きくなった20世紀初頭のイギリスで活躍した女性
のなかから，とくに9名を取りあげてその活動の内容と生涯を紹介した評伝集。

新

刊

A5上製・284頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0421-7

詩人たちからの受容と変容
児玉富美惠 著
「美しいものは永遠の喜びである」，
「美は真であり，真は美である」。没後200年
になるイギリス・ロマン派の詩人ジョン・キーツと過去の詩人たちとの影響関係
を分析し，キーツの精神的形成過程と彼の求めた理想の詩的世界を考察する。

A5上製・356頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0425-5

■ 生粋のイングランド人 ■

2020年3月刊

ダニエル・デフォー 著 西山 徹 編訳／高谷 修・服部典之・福本宰之 訳
ウィリアム３世時代末期に書かれた詩『生粋のイングランド人』The True-Born
Englishman (1700‐01）の本邦初訳版。解説と詳注に図版111点を添える。

A5上製・216頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0417-0

■ ドン・ジュアン （上）（下）■
バイロン 著

新

刊

東中稜代 訳

ロマン派を代表する詩人のひとりバイロンの長編叙事詩Don Juan の全訳を上下2
巻の新訳で刊行。主に政治的，社会的，文学的な観点から，バイロンは自分の思考
を，感性を，歯に衣着せず縦横無尽に，シリアスにまたコミックに表現した。この
風刺的な叙事詩『ドン・ジュアン』は，21世紀においても重要な意味を持つ。

A5版・上556頁/下538頁 定価：各本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0418-7 ISBN978-4-7553-0419-4

い ま

■ 現代に生きるサマセット・モーム ■
清水

2020年3月刊

明著

モームの主要作を取り上げて，その主要人物像やモームの芸術観，人生観を考察する
ことにより作家モームの特質を考えて，読者にモームの新たな読み方も喚起させる。

A5上製・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0416-3

一般書・研究書
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■ 文学に飽きた者は人生に飽きた者である ■
2020年3月刊
鈴木章能／安藤 聡 編著 J. Hillis Miller・青山加奈・大木理恵子・
小林 徹・佐藤 努・常名朗央・関戸冬彦・瀬上和典・田中浩司・鄧 犁・
平沼公子・松本一裕・三井美穂・山木聖史 著 特別寄稿／筒井正明
今，
私たちが文学を読むということははたしてどういうことなのか。
特別寄稿1本の
ほか16本の論考を集める，
明治学院大学名誉教授筒井正明先生の喜寿記念論文集。

四六上製・320頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0420-0
モンスター

84

一般書・研究書

■ 読者ネットワークの拡大と文学環境の変化 ■
19世紀以降にみる英米出版事情
小林英美・中垣恒太郎 編著 河原真也・閑田朋子・園田暁子・藤原雅子・
松井優子・水野隆之・三原 穂・吉田えりか・池末陽子・金澤淳子・
君塚淳一・後藤 篤・山内 圭 著
読者層の拡大に伴う19世紀以降の出版事情，文学あるいは作家をめぐる環境の変
化をイギリス編とアメリカ編に分けて編集した。

A5判・320頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0297-8

■ エコクリティシズムの波を超えて ■

取 扱 説 明 書

■ 怪物のトリセツ ■

人新世の地球を生きる

ドラキュラのロンドン，ハリー・ポッターのイギリス
坂田薫子 著
ゴシック小説等に登場する怪物たちが，時代の社会的，文化的諸問題をどう映し
出しているのかを考察し，非日常的・超自然的な存在である怪物の核心を捉える。

塩田 弘・松永京子・浅井千晶・伊藤詔子・大野美砂・上岡克己・藤江啓子 編著
「エコクリティシズム研究学会」の20年余にわたる研究活動と実績から生み出さ
れた，各執筆者のエコクリティシズムによる独自の視点が光る27編の論文集。

A5判・460頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0401-9

A5上製・244頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0414-9

■ ロマン主義エコロジーの詩学 ■
■ トマス・ハーディの小説世界 ■
登場人物たちに描き込まれた国際事情と「グレート・ブリテン島」的世界
橋本史帆 著
複雑な国際情勢を抱えていた19世紀イギリスと世界との関係をハーディはどの
ようにみていたのかを作品の分析を通し考察してハーディ文学への理解を深める。

環境感受性の芽生えと展開

小口一郎 編著／植月惠一郎・金津和美・川津雅江・直原典子・丹治
大石和欣・山内正一・𠮷川朗子 著

愛・

環境に対する近代的な感受性の芽生えとその歴史的展開を考えることにより，環
境と人間の関係を文化論のレベルで考え直すことを意図する環境批評の実践。

A5上製・304頁 定価：本体4,000円＋税 ISBN978-4-7553-0288-6

A5上製・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0415-6

■ 戦争・文学・表象 ■
■ 憑依する英語圏テクスト ■

亡霊・血・まぼろし

福田敬子・上野直子・松井優子 編著 富山太佳夫 序
椎名美智・庄司宏子・三好みゆき・越智博美・吉川純子・武田ちあき 著
社会やテクストに取り憑く様ざまな「亡霊」について分野や英語圏各地域を横断
しつつ多角的に考察し読み解き，問題提起した論集。

A5判上製・246頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0412-5

試される英語圏作家たち

福田敬子・伊達直之・麻生えりか・西本あづさ 編著

富山太佳夫 序

全13編の論考を4部にまとめた論文集。第1部「戦争，社会，個人」第2部「戦
争の歴史化」第3部「偏在する遠い戦争」第4部「日常に潜入する戦争」

A5上製・329頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0283-1

■ 土着と近代 ■
グローカルの大洋を行く英語圏文学

■ アイルランド詩とナショナル・アイデンティティ ■
及川和夫 著
アイルランドの詩人たちが，自己のアイデンティティと国家のアイデンティティ
を同時進行で構築するという問題といかに格闘してきたかという過程を考察する。

A5判上製・233頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0409-5

栂 正行・木村茂雄・武井暁子 編著
伊勢芳夫・北島義信・山本 伸・杉浦清文・小杉

世・小野俊太郎 著

インド，パキスタン，アフリカ，イギリス，カリブ，オセアニアそして日本と「偏
在する土着，偏在する近代」のさまざまな様態を探る9編の論考を集める。
「土着」
と「近代」との複雑な関係が多角的な照明をあてることにより浮かびあがる。

A5上製・368頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0287-9

一般書・研究書

85

■ 全訳『チャイルド・バラッド』全三巻 ■
バラッド研究会 編訳

薮下卓郎・山中光義・中島久代 監修

フランシス・ジェイムス・チャイルド（Francis James Child）が編集した『英
蘇バラッド集』
（The English and Scottish Popular Ballads， 10 vols.,
Boston, 1882-98）全305 +１篇を全訳再構成し詳注を付した｡

１巻 A5判上製･400頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN4-7553-0226-9
２巻 A5判上製･346頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN4-7553-0227-7
３巻 A5判上製･540頁 定価：本体4,800円＋税 ISBN4-7553-0228-5【品切】

86

一般書・研究書

ウィリアム・モリスの長編物語詩

森松健介 訳

『地上の楽園』全2巻 本邦初訳
ウィリアム・モリスの詩人としての声価を一挙に高めた長編物語詩The Earthly
Paradise（1868,69,70）を2巻本として刊行。日本ではこれまで伝説的にしか
知られていなかった長編物語詩が達意の日本語訳に訳注と解説を付していま蘇る。

■ 地上の楽園 ■

春から夏へ
A5上製・480頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0290-9

■ 地上の楽園 ■

秋から冬へ
A5上製・654頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN978-4-7553-0294-7

■ バラッド詩学 ■
山中光義 著
長い年月をかけて人々によってうたい継がれてきた伝承バラッド。その伝承バラッドに内
在する様々な ʻartʼ を「バラッド詩学」として28項目に整理したバラッド詩の手引書。

A5判上製・124頁 定価：本体2,000円＋税 ISBN978-4-7553-0251-0

■ クリスティーナ・ロセッティ

抒情詩とソネット選 ■

橘川寿子 編訳【品切】

■ ヴィクトリア朝の詩歌（Ⅰ）■
森松健介 著
第Ⅰ部 忘れたくない詩人と詩群 第Ⅱ部 女性「小」詩人の評価
どんな時代にも放置すれば忘れ去られる，心を打つ詩がある。ヴィクトリア朝時代
の「忘れてはならない」名詩と詩人に光を当てた，著者の詩魂あふれる一書。

四六判上製・343頁 定価：本体3,200円＋税 ISBN978-4-7553-0413-2

ヴィクトリア朝社会の中で，この世を超越した存在に目を向け続けた，ひとりの女
性詩人が残した詩の真髄を，彼女の抒情詩やソネットのなかに探る対訳詩集。

四六上製･136頁 定価：本体1,400円＋税 ISBN978-4-7553-0260-2

■ プロミーシュース解放およびその他の詩集 ■
附『改革への哲学的見解』

■ 石炭殻の道 ■

アンドルー・モーション詩選集

伊木和子 訳
第19代英国桂冠詩人の最新詩集The Cinder Path （2009）より，
「ファウンド・
ポーエム」2篇を含む詩篇17篇を訳出。

パーシー・ビッシュ・シェリー著

原田

博訳

ロマン派の代表的詩人シェリーのPrometheus Unbound with Other Poems
（1820）に解説と詳注を付した新訳。「改革への哲学的見解」（本邦初訳）も併録。

四六上製・592頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0404-0

四六上製・96頁 定価：本体1,400円＋税 ISBN978-4-7553-0245-9

■ 税 関 アンドルー・モーション詩集 ■
伊木和子 訳
第19代英国桂冠詩人アンドルー・モーションの「最も完成度の高い」と評される
最新詩集The Customs House (2012)より原詩のおよそ三分の二を訳出した。

四六上製・100頁

■ 新選

定価1,400円＋税

ISBN978-4-7553-0273-2

ジョン・クレア詩集 ■

森松健介 訳
自然を愛した点では，ワーズワスやキーツをさえ上まわるが，我が国では僅かしか
紹介されていないイングランド寒村生まれの詩人ジョン・クレア（1793-1864）。
自然の《荒廃》は《財欲》によって引き起こされたとも歌う彼の詩は，人間の生存
を脅かす深刻な環境問題に直面する現代人の《自然》への愛好心に強く訴える。
ウェルス

四六上製・384頁 定価：本体2,700円＋税 ISBN978-4-7553-0281-7

■ チェンチ一族 ■

五幕から成る悲劇

パーシー・ビッシュ・シェリー 著

藤田幸広 訳

近親相姦，親殺し，公開処刑というスキャンダラスな内容が盛り込まれた16世紀
末ローマのある一族の滅亡の記録を基に，詩人が社会に敢然と問うた異色の詩劇。

四六判上製・246頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0410-1

■ 死と乙女たち ■
ファニー・ウルストンクラフトとシェリー・サークル
ジャネット・トッド 著

平倉菜摘子 訳

英国女性作家研究者として名高い著者がメアリー・シェリーの姉であるファニー・ウルス
トンクラフトを中心に据えた伝記的研究であると同時に，独自の視点が光る，急進的でロ
マン主義的な思想がその時代の「ものを考える人たち」に与えたインパクトを読み取る。

四六判・416頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0289-3
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■ 奇跡の年 ■ （戯曲）

サマセットのドロシー・ワーズワス

フィービー・M・リーズ 作

岩永弘人 著
イタリアの詩人ペトラルカの影響を強く受けた英国エリザベス朝後期の恋愛連作ソネット
を扱う。ソネットの歴史と特徴を述べた総論と9人の詩人を論じた12章の各論からなる。

A5判・244頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0254-1

水野

薫訳

登場人物は七人の女性だけの巧妙に仕組まれた戯曲。しかし読者は，一七九七年
から一七九八年にかけてのいわゆる ʻannus mirabilisʼ と呼ばれる年にワーズワ
ス姉妹とコールリッジをめぐってなにが起こったのかを実感することになる。

四六判並製・144頁 定価：本体1,600円＋税 ISBN978-4-7553-0275-6

■ コウルリッジにおける想像力の体系 ■

■ イングリッシュ・エレジー ■

髙山信雄 著

ルネサンス，ロマン派，20世紀
岩永弘人・植月恵一郎 編
取り上げた詩人：Sidney, Spenser, Jonson, Marlowe, Donne, Milton,
Marvell, Gray, Blake, Whitman, Yeats, Lawrence, Heaney

A5判・270頁
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定価：本体2,800円＋税

ISBN4-7553-0214-5

「コウルリッジの想像力と神秘思想」，
「想像力の機能と詩人の条件」など9編の論
考を収める。

A5判上製・240頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN4-7553-0231-5

■ キーツの想像力―妖精・牧歌 ■
髙橋雄四郎 著

■ 学術研究と文学創作の分化 ■
三原

18世紀後半イギリスの古詩編集

穂著

18世紀後半の古詩編集者パーシーとマクファーソンを中心に考察し，その時代
におけるliteratureにかかわる活動の実態を編集という観点から明らかにする。

A5上製・168頁 定価：本体2,400円＋税 ISBN978-4-7553-0286-2

■ ワーズワスとコールリッジ ■
山田

詩的対話十年の足跡

豊著

英国ロマン主義を代表するワーズワスとコールリッジの主要な詩の多くが極めて
密度の高い対話から生み出されているばかりでなく，詩それ自体が対話的関係に
ある事実に着目して，その足跡を詳細にたどることを主要なテーマとしている。

A5上製･597頁 定価：本体5,200円＋税 ISBN978-4-7553-0272-5

■ ワーズワスと妹ドロシー ■
山田

グラスミアの我が家への道

豊著

兄への想いを綴るドロシーの手紙や日記，妹の影響が見て取れる兄の詩作の数々
を分析するとともに，二人の愛の成長過程を紐解いていく。

A5判上製・512頁 定価：本体5,200円＋税 ISBN978-4-7553-0240-4

■ ワーズワスと紀行文学 ■
山田

妹ドロシーと共に

豊著

ワーズワスは書斎に閉じこもって思索する詩人ではなかった。独自の「紀行文学」
としての観点からワーズワスの作品と関係資料を改めて緻密に読み直した書。

A5判上製・343頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0413-2

妖精のイメージと牧歌の表現形式を意識する視点からキーツの想像力を理解し，確
認する諸論考を中心に「宮沢賢治の妖精」
（書き下ろし），
「イギリス風景画論」を併録。

四六上製・258頁

定価2,500円＋税

ISBN978-4-7553-0282-4

■ Mythological Impersonation in John Keats ■【英文】
鎌田明子 著［ジョン・キーツにおける神話的偽装］
キーツ研究の新しい地平を探る英文論文。[Contents] Chapter 1: Personal Mythopoeia /Chapter 2:
Roads to a New Mythology /Chapter 3: A New Mythology: Aspiration and Achievement

A5判上製・174頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0253-4

■ 美神を追いて ■
西山

−出口保夫先生退職記念論文集−

清・小堀隆司・桑子利男・及川和夫 編著

外国人研究家4名の特別寄稿に門下生の論文19編，知己によるエッセイを収める。

A5判上製・280頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN4-7553-0218-8

■ 知の冒険

イギリス・ロマン派文学を読み解く ■

［西山 清先生退職記念論文集］
市川

純・伊藤健一郎・小林英美・鈴木喜和・直原典子・藤原雅子 編著

日本，イギリス，ドイツのロマン派文学研究の権威による論考も収録，英語論文，
キーツ関連日本語論文，その他のロマン派関連論文の3部構成からなる。

A5上製・304頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0299-2

■ イギリス・ロマンティシズムの光と影 ■
初井貞子/黒瀬悠佳子 編著 園井千音・吉田正憲・後藤美映・光永武志・
田中千惠子・山口裕美・田吹長彦 著
1974年の設立以来，着実な研究活動を続けてきた「イギリス・ロマン派文学研
究会」の設立時の会員から新しい世代の会員までをふくめた9名の論考を収める。

A5判上製・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0261-9

一般書・研究書
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■ ヴィクトリア朝の人と思想 ■
R.D.オールティック 著
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■ エリザベス・ギャスケルの小説研究 ■

要田圭治・大嶋

浩・田中孝信 訳

ヴィクトリア朝時代の文学と社会に関心を持つものにとって必携の一冊。

A5判上製・544頁 定価：本体4,600円＋税 ISBN4-7553-0208-0

男尊女卑的な人間観とは異なるユニテリアンとしての信仰に基づく女性観を持つ
ギャスケルがその思想を小説の中でどのように伝えようとしているのか考察。

A5判上製・576頁 定価：本体4,600円＋税 ISBN978-4-7553-0266-4

■ ヴィクトリア朝の〈文芸〉と〈社会改良〉■
向井秀忠/近藤存志 編著
富山太佳夫・丹治 愛・由井哲哉・能澤慧子・川端康雄・菅

小説のテーマと技法を基に
足立万寿子 著

靖子 著

ヴィクトリア朝時代を生きた文人・詩人・批評家・画家・デザイナー・建築家な
どの芸術家および彼らの作品と時代との結びつきを確認し，芸術家たちは社会的
現実の改変や改良にどのように関わり，役割を果たし得たのかを考える10論考。

A5判･304頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0262-6

■ 脇役たちの言い分 ■

ジェイン・オースティンの小説を読む

坂田薫子 著
オースティンの小説に登場する女性の脇役たちの人生に注意し，その言い分に耳
を傾ける。そして，時にはヒロインに自己主張の場を与えながらも，オースティ
ンの生きた時代の英国社会の思想や，作者自身の主義主張を考察する。

A5上製・304頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0279-4

■ ヴィクトリア朝の都市化と放浪者たち ■
小池 滋・武井暁子・要田圭治・松本靖彦・閑田朋子・栂 正行・田中孝信 著
ヴィクトリア朝の人々の生に変容を迫った都市化という現象を包括的な視点で捉
え，放浪する人間が内包する問題を文化・社会的視点から分析し，繁栄の時代と言
われるヴィクトリア朝とその文学を従来とは違う角度から読み解いた論文集。

A5上製・292頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0274-9

■ バーバラ・ピム全貌 ■
森松健介 著
一九三〇年代から八〇年にかけての変わりゆくイギリスの姿を背景に，人間界の
美醜と善悪の感覚をユーモアのあふれる読みやすい文章で小説に昇華させたバー
バラ・ピム。その諸作品の魅力を余すところなく伝えピムの世界へと読者を誘う。

A5判並製・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0277-0

■ ヴィクトリア朝小説と犯罪 ■
西條隆雄・要田圭治・朝日千尺・大嶋

二〇世紀のジェーン・オースティン

浩・田中孝信・河村民部 著

「リージェンシーの風土（
」西條）
／
「1830年代の小説（
」要田）
／
「殺人と売春」
（朝日）
（大嶋）／「淑女の殺人」
（田中）／「誰がジュードを殺したのか」
（河村）
「嬰児殺し」

A5判上製・400頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN4-7553-0219-6

■ オーウェル−20世紀を超えて ■
奥山康治・佐藤義夫 編著

日本オーウェル協会創立25周年記念論集

G.オーウェルの作品の多様な読み方とその人物像が浮かびあがる17の論考。

A5判上製・324頁 定価：本体3,300円＋税 ISBN4-7553-0220-X

■ ヴィクトリア朝の生権力と都市 ■
要田圭治 著
都市の抱える問題が深刻になるヴィクトリア朝期において仕組まれた新しい統治
の方法を具体的な資料を提示して検証し，生かされる人間の存在を考察する。

四六判・288頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0239-8

■ ディケンズのジェンダー観の変遷 ■
中心と周縁とのせめぎ合い
田中孝信 著
ジェンダーの流動化を意識しながら，同時に中心世界の一員としての自己を意識
するディケンズは自分自身をも含めた社会をどのように見るに至るのだろうか。

A5判上製・484頁 定価：本体4,000円＋税 ISBN4-7553-0229-3

■ オーウェルと旅 ■

日本オーウェル協会設立三十五周年記念出版

佐藤義夫 編著
オーウェルは旅をすることによって，
その経験を文学作品の中に取り入れた。
「オー
ウェル会」として1977年に発足した日本オーウェル協会の会員による「オーウェ
ルと旅」をテーマにした論文10編，ルポ2編，創作1編からなる記念出版。

A5判上製・332頁 定価：本体3,300円＋税 ISBN978-4-7553-0276-3

■ ジョージ・オーウェルの世界 ■
ミリアム・グロス 編

大石健太郎 監訳

18人の執筆者によるオーウェルの回想と作品，時代の現代史的検証。

A5判・280頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0243-5
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■ トマス・ハーディ全貌 ■
日本ハーディ協会 編

日本ハーディ協会創立五〇周年記念論集

執筆者総数45名による多角的，重層的な論集。ハーディ文学の全体像を提示。

A5判上製・832頁 定価：本体6,000円＋税 ISBN978-4-7553-0235-0

■ トマス・ハーディの文学と二人の妻 ■
「帝国」「階級」
「ジェンダー」「宗教」を問う
土屋倭子 著
ヴィクトリア朝の社会的・文化的コンテクストとハーディと二人の妻との関係性
から，
「帝国」
「階級」
「ジェンダー」
「宗教」などハーディ文学の主題を読み解く。

四六判・412頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0403-3
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■ イギリス小説の愉しみ ■

深澤俊先生退職記念論文集

塩谷清人・富山太佳夫 編
25名の執筆者を擁した「イギリス小説史」としても読める論集。

A5判上製・472頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0247-3

■ サッポーたちの十八世紀 ■
近代イギリスにおける女性・ジェンダー・セクシュアリティ
川津雅江 著
サッポーや「サッポー」と呼ばれた女性詩人たちの詩的言説などを検証し，近代
イギリスにおけるジェンダーの構築と女性の社会的地位の関係を明らかにする。

A5上製・352頁 定価：本体4,600円＋税 ISBN978-4-7553-0263-3

■ ハーディ文学は何処から来たか ■
伝承バラッド，英国性，そして笑い
井出弘之 著
『テス』に伝承バラッドの響き”
“
を聴き，“ハーディに帰るべきふるさとはありや
なしや” と問い，“その英国人気質と笑い” まで作家の至芸に迫る。

四六判・264頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0252-7

■ トマス・ハーディ ■

■ T. S. エリオットの作品と本質 ■

モダニズム的知性の結晶

田口哲也 著
主要な詩作品をルネサンス以後の欧米の歴史の中に投げ込み，詩人が生きた時代
の精神との関連の中で作品を解釈し，その意味を欧米の精神史の中に位置づける。

A5判上製・160頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0270-1

詩から小説への橋渡し

■ 英国批評研究序説 ■

土岐恒二・森松健介 著
本質的に詩人であるハーディの詩的な心がどのように小説に持ち込まれているか
を考案する。ハーディの詩と歌曲との関連も論じて示唆に富む。

A5上製・172頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0285-5

T.S.エリオット，サミュエル・ジョンソン，ワーズワス，以上3名の詩人・批評
家の批評的散文を取り上げた論考6編を収める。

四六判・256頁

小説の読み方・論じ方

ジョンソンからエリオットへ

桑子利男 著

定価：本体2,400円＋税

ISBN4-7553-0211-0

■『はるか群衆を離れて』についての10章 ■
十九世紀英文学研究会 編

福岡忠雄 監修

渡千鶴子・菅田浩一・高橋路子 編著 風間末起子・北脇徳子・
坂田薫子・杉村醇子・高橋和子・筒井香代子・橋本史帆 著
ハーディの『はるか群衆を離れて』の「厚みと奥行き」に届くべく10編の論考。

四六上製・216頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0295-4

■ トマス・ハーディの小説世界 ■
登場人物たちに描き込まれた国際事情と「グレート・ブリテン島」的世界
橋本史帆 著
複雑な国際情勢を抱えていた19世紀イギリスと世界との関係をハーディはどの
ようにみていたのかを作品の分析を通し考察してハーディ文学への理解を深める。

A5上製・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0415-6

■ グレアム・グリーンの小説 ■

宗教と政治のはざまの文学

宮本靖介 著
第Ⅰ部は主に中期以降の作品を取り上げた16編の論考を収め，第Ⅱ部は「文学
者と社会」との関連を述べた４編の論考を収める。

A5判上製・300頁 定価：本体3,200円＋税 ISBN4-7553-0224-2

■『ダブリン市民』と聖書のイメージ ■
辻

弘子 著

ジェイムズ・ジョイスのDubliners より9編をとりあげ，「愛」を求めて苦悩する
主人公たちの姿を丹念に考察する。

四六判・164頁

定価：本体1,900円＋税

ISBN4-7553-0221-8
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■ 教養小説，海を渡る ■
■ エリザベス・ボウエンを読む ■
エリザベス・ボウエン研究会 編
全3部構成，執筆者18名20編の論考から成る，ボウエン文学の全体像をとらえ
ると共にその本質を極めようとする本格的研究書。

A5上製・424頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN978-4-7553-0293-0

杉浦清文・武井暁子・林

四六判上製・250頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0406-4

■ 越境する英米文学 ■
新井英夫・辻

■ デイヴィッド・ロッジの小説世界 ■
森

晴秀 著

ユーモアと笑いにみちた多声的表現方法で展開されるロッジの小説世界の魅力を
余すところなく伝える好著。巻末にはロッジとの特別インタビューを掲載した。

A5判上製・294頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0257-2

二十一世紀のV・Ｓ・ナイポール
栂

正行 著

ナイポールの21世紀の作品群を，ときに20世紀の先行作品と比較しつつ，とき
にそれらの予兆性を探りつつ，細部に至るまで読み取ろうとする意欲的目論み。

四六上製・168頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0298-5

人種・階級・家族

祥子・細川美苗・森

有礼 著

「他者への希求」としての「越境」をテーマに論じて文学の解放的な潜在性を探
る意欲的な論集。執筆者の専門分野の各々2本の計6論考を収める。

A5上製・212頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0278-7

■ マージナリア ■
村田

隠れた文学，隠された文学

薫・森田典正 編著

現在の批評，研究の激しい動きの中で隠れてしまった文学，隠されてしまった文
学を再検討の場に持ち出し新たな光を与える，との趣旨で編まれた15編の論集。

A5判・390頁

■ 絨毯とトランスプランテーション ■

久博 著

19世紀初めにドイツで主流となった教養小説が文学ジャンルとして定着し，ヨー
ロッパ他国へ，そして海を渡り，世界に広がるダイナミクスを伝える６論考。

定価：本体2,500円＋税

ISBN4-7553-0209-9

■ ジョンソン博士に乾杯 ■
英米文学談義
安藤

［江藤秀一教授退官記念論文集］

聡・大木理恵子・鈴木章能 編著

13名の執筆者が江藤教授の主要研究テーマであるジョンソン博士の生涯から
キーワードを拾い上げ，各自の専門分野や関心のあるテーマに即して論じる。

四六上製・234頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0291-6

■ イギリス・フランスの中世ロマンス ■
語学的研究と文学的研究の壁を越えて
今井光規・原野 昇・山口惠里子・田尻雅士・Maldwyn Mills・隈元貞広 著
文学的研究と語学的研究を有機的につなぐ5編の論文を収める。

A5判上製・192頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0249-7

■ 旅と文化 ■

英米文学の視点から

植月惠一郎・吉田一穂 編著
小山誠子・清水由布紀・杉本久美子・横山孝一・塚本美穂 著
英米文学の「旅」を考える5論考，ヴィクトリア朝時代の旅行記を基に「日本の視
覚的イメージの形成」を探る論考，ハーンの「古い日本発見の旅」についての論
考の計７論考。

四六判上製・172頁 定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0411-8

■ 実像への挑戦 ■
■ Eloquence of Chaucer's Women:
The Wife of Bath, Criseyde, and Prudence ■ ［英文］
チョーサーが描く雄弁な女性たち ―バースの女房，クリセイデ，プルーデンス
野地

薫著

チョーサーの描いた異なるタイプの女性たちを「雄弁」という視点から分析し，
その特徴や本質を明らかにすることで，チョーサーの女性観を多角的に探る。

A5上製・248頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0405-7

英米文学研究

欧米言語文化学会 編
英米の作家の《円熟》をテーマに論じた15編の論考を収める。

A5判・260頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0246-6

■ Ivy Never Sere ■【英文】
滝川

睦・川津雅江・田中智之 編

名古屋大学英文学会創立50周年を記念した文学と英語学計33編の英文論文集。

A5判上製・555頁 定価：本体5,000円＋税 ISBN978-4-7553-0244-2

一般書・研究書
■ ヘルメスたちの饗宴 ■
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一般書・研究書

■ ディズマル・スワンプのアメリカン・ルネサンス ■

英語英米文学論文集

松島正一 編
松島正一先生の学習院大学ご退職を機に，氏の主宰する読書会「群島水曜会」の
会員を中心に企画された論文集。20年にわたる読書会の記録と報告を併録する。

A5判上製・790頁 定価：本体10,000円＋税 ISBN978-4-7553-0265-7

■ 英文学の地平 ■

テクスト・人間・文化
植木研介先生退職記念論文集
要田圭治・大嶋 浩・田中孝信 編著

ポーとダークキャノン
伊藤詔子 著
「ポーの墓場詩からゴシック・ネイチャー」
，「キメラからサイボーグまで」，
「〈沼
地のアメリカンルネサンス〉とアメリカ文学のダークキャノン」，「ホーソーン，
フォークナー，ストウ，オーツ，ポー」を場所の想像力，ポストヒューマン・エ
コクリティシズムで解き明かす，著者の文学研究を結実させた渾身の一冊。

A5上製・304頁 定価：本体3,200円＋税 ISBN978-4-7553-0296-1

■ カウンターナラティヴから語るアメリカ文学 ■

シェイクスピアからイシグロに至る5世紀にまたがる時代の小説論，文化論など，
極めて多岐にわたる論考二十四編を収める。

A5判上製・492頁 定価：本体4,400円＋税 ISBN978-4-7553-0250-3

伊藤詔子 監修

新田玲子 編集

作家固有のナラティヴを作家が生きたそれぞれの時代に対する「カウンターナラ
ティヴ」という観点からとらえてアメリカ文学を読みなおした20編の論文集。

A5判上製・370頁 定価：本体3,400円＋税 ISBN978-4-7553-0269-5

■ 薬

局 ■

十七世紀末ロンドン医師薬剤師大戦争
サミュエル・ガース 著
西山 徹 編訳・高谷 修／服部典之／福本宰之 訳・岡

■ エコクリティシズムの波を超えて ■
照雄 序

英国社会の歴史的枠組みの変化を象徴する医師と薬剤師との領域争いを主題に，
古典の巧みな改作やパロディをちりばめた疑似英雄詩＝風刺物語詩の傑作。原文
の言葉遊びの面白さと巧みさを伝える翻訳に88枚の図版とともに詳注を付した。

A5上製･188頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0280-5

■ 感情の人 ■

「エコクリティシズム研究学会」の20年余にわたる研究活動と実績から生み出さ
れた，各執筆者のエコクリティシズムによる独自の視点が光る27編の論文集。

A5判・460頁 定価：本体3,800円＋税 ISBN978-4-7553-0401-9

■ オルタナティヴ・ヴォイスを聴く ■

ヘンリー・マッケンジー 著

久野陽一・細川美苗・向井秀忠 訳

18世紀後半英国小説の流行ジャンルでもあり英文学史上の重要ジャンルである
「感傷小説」の代表的作品The Man of Feeling の本邦初訳版。

四六判上製・240頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0237-4

室谷洋三 訳
Joanna Joanna, The One Alone の二編を収め，天賦の才能を時に戯曲にも向
けた作者の新たな面と魅力を引き出す。

四六判・240頁

定価：本体2,500円＋税

ジョージ・メレディス

アルフレッド・スートロ

ISBN4-7553-0216-1
共著

■ 戯曲「エゴイスト」■［本邦初訳］

アメリカ文学内のエスニック・ジェンダーを中心に，カリブ，アフリカの英語文学
も含めた環境文学の名作73作と音楽，映画も加えた作品の紹介と解説。

■ 環境批評の未来 ■

環境危機と文学的想像力
ローレンス・ビュエル 著
伊藤詔子・横田由理・吉田美津・三浦笙子・塩田 弘 訳

環境批評の過去と現在を詳細に描ききり，その全体像を見えやすくすると共に，
「場所」の議論を深める中で環境批評の可能性を論じる批評集成の一書。

A5判・272頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0234-3

■ グリーンライティング ■

酒井健治郎・植苗勝弘 訳・解説
戯曲版『エゴイスト』の全訳に加え，「戯曲『エゴイスト』の誕生の経緯」，「小
説『エゴイスト』
」，「戯曲と小説の比較」の三論考を付した。

定価：本体2,800円＋税

エスニシティとジェンダーで読む現代英語環境文学103選
企画 エコクリティシズム研究会 監修 伊藤詔子
編集 横田由理・浅井千晶・城戸光世・松永京子・真野 剛・水野敦子
A5判・408頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0259-6

■ アイリス・マードック戯曲二編 ■

四六判・280頁

人新世の地球を生きる
塩田 弘・松永京子・浅井千晶・伊藤詔子・大野美砂・上岡克己・藤江啓子 編著

ISBN4-7553-0215-3

ジェイムズ･C･マキュージック 著

ロマン主義とエコロジー
川津雅江・小口一郎・直原典子 訳

英米の詩人・作家をとりあげた，文学と環境を結ぶ批評の先駆的名著の邦訳。

A5判上製・448頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN978-4-7553-0242-8

一般書・研究書
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■ Henry D. Thoreau:
His Educational Philosophy and Observation of Nature ■
ソローの教育哲学と自然観察（英文）
小野美知子 著
自然と教育の相互関係という視点から，ソローの著作活動の全体を分析し，ソロー
の思想が独特の教育哲学として解釈され得ることを証明する。

A5上製・264頁 定価：本体3,000円＋税 ISBN978-4-7553-0258-9

■ マーク・トウェインと近代国家アメリカ ■

一般書・研究書

■ 神の残した黒い穴を見つめて ■
アメリカ文学を読み解く／須山静夫先生追悼論集
松本

昇・大﨑ふみ子・行方

中垣恒太郎 著
A5上製・352頁 定価：本体4,000円＋税 ISBN978-4-7553-0264-0

■ マーク・トウェインと私 ■
少女とマーク・トウェインの友情の物語
野川浩美 訳

トウェイン72歳，ドロシー11歳の時に出会ってからの二人の交流を綴る。

均・高橋明子 編著

翻訳・評論・聖書研究などに数々の優れた業績を残した故須山静夫先生を追悼す
るのにふさわしい内容を備えた論集。第一部「アメリカ南部をめぐって」9論考，
第二部「神・聖書・人としての生き方を巡って」9論考の計18論考を収める。

A5上製・329頁 定価：本体3,200円＋税 ISBN978-4-7553-0271-8

■ 悪魔とハープ ■
池末陽子・辻

マーク・トウェイン研究の最近の動向を視野に入れつつ，トウェインの文学世界
における，近代国家イデオロギーと異文化をみる眼差しについて考察する。

ドロシー・クイック 著
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エドガー・アラン・ポーと十九世紀アメリカ

和彦 著

ポーの一生をたどりつつ，彼の作品とその世界がもつ意味を掘り下げて分析する。

A5判・256頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0236-7

■ ポーの宇宙観 ■

その存在論

竹村直之 著
“The Bells” について／ “Eureka” について／『ユラリウム』のリフレインの意
味／ポーと論理／ポーと思想／ポーと埴谷雄高／ポーとスウェーデンボルグ

四六判・206頁

定価：本体1,500円＋税

ISBN4-7553-0203-X

四六判・256頁 定価：本体2,200円＋税 ISBN978-4-7553-0241-1

■ H.D.ソローの『種子を信ずる』■
■ アメリカ 1914−32 ■
ウィリアム・ルクテンバーグ 著

繁栄と凋落の検証
古川弘之・矢島 昇 訳

繁栄と凋落の時代を検証したアメリカ研究の必読書として名高い原著の翻訳。

A5判上製・382頁 定価：本体4,200円＋税 ISBN4-7553-0223-4

■ Contemporary Australian Studies: Literature, History,
Film and Media Studies in a Globalizing Age ■
現代オーストラリア研究［英文］
有満保江・鈴木雄雅 編著
オーストラリア，中国，台湾，韓国，日本と国籍を異にする計6名の執筆者による，
豪日交流基金の出版助成を受けて刊行された学際的論文集。

A5上製・xiii+151頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0292-3

奥田穣一 著
没後125年を経て1993年に編集刊行されたソローの自然史研究の成果でもある
遺作を，ソロー作品全体の重要キーワードを手掛かりに丹念に繙いた労作。

四六判上製・173頁 定価：本体2,500円＋税 ISBN978-4-7553-0256-5

■ ヒロインの妊娠 ■
イーディス・ウォートンとセオドア・ドライサーの
小説における「娘」像とその選択
吉野成美 著
19世紀末から20世紀初頭という同時代に活躍した二人の作家の作品におけるヒ
ロインが，家父長制社会の中で「娘」から「母」になるまでのプロセスを考察。

四六上製・208頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0400-2

一般書・研究書
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■ Aspects of the Translation and Reception of British
Children's Fantasy Literature in Postwar Japan ■【英文】
【英国ファンタジー児童文学の戦後日本における翻訳と受容】
田中美保子 著
Ⅰ: Fairies in Fantasy Literature /Ⅱ: Importing Fantasy Literature Through
Translation /Ⅲ: Some Attempts at New Fantasy Literature

A5判上製・512頁 定価：本体8,000円＋税 ISBN978-4-7553-0255-8

■ 落穂を拾う ■
髙橋雄四郎 著
著者が，これまで折に触れて発表してきた，専門に関わるエッセイ，恩師や故郷
の思い出，漢詩，古典，古代史などについての滋味あふれるエッセイを集める。

四六判上製・250頁 定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0268-8

■ 風が語っていった事 ■
岩永弘人 著
イギリス文学を専門とする著者が同人誌等に発表してきた詩をまとめた個人詩集。

A5判・130頁 定価：本体1,800円＋税 ISBN978-4-7553-0407-1

■ 英語の書記体系 ■
ビビアン・クック 著

岡田

毅・石崎貴士 訳

第2言語習得理論，言語学研究の権威による,英語の書き方（書記体系）に関する入
門書でありながらも包括的な専門書The English Writing System の邦訳。

A5判・296頁 定価：本体3,500円＋税 ISBN978-4-7553-0238-1

■ 実践「コンピュータ英語学」■
テキストデータベースの構築と分析
岡田

毅著

文字認識からデータベースの構築・分析にいたる手法を個人研究者のために英語
学的見地から具体的に解説した先駆的研究書。

A5判・300頁

定価：本体2,500円＋税

■ 英語教育にスパイスを ■

ISBN4-7553-0206-4

教員免許更新講習に向けて

上野尚美 責任編集
1：小学校英語活動における指導 2：通訳訓練法を取り入れた指導 3：データ
収集・プレゼン技術を生かした指導 4：語彙習得のプロセスとその指導 5：
映画を効果的に利用する英語の指導 6：英語学習指導に必要な基礎知識

B5判（CD付）
・172頁 定価：本体2,800円＋税 ISBN978-4-7553-0248-0
単行本の見本請求はご容赦下さい。

テキスト見本のご請求には挿入の葉書をご利用下されば幸いに
存じます。お急ぎの際は e-mail，ＦＡＸ，あるいは直接お電話
にてお申し込み下さい。
新刊テキストにつきましては，出来次第順次お送りさせて戴き
ます。
なお，［在庫僅少］の表示のあるテキストにつきましては，ご
注文時には既に品切れとなっている場合もあり，ご迷惑をお掛
けすることもございますので，予めご必要部数をお問合わせ下
さりたくお願い申し上げます。

弊社の個人情報の取り扱いについて
◎弊社は，先生方の個人情報を，弊社の個人情報取扱方針に従って
厳正に管理し，個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として
適切に取り扱います。
◎弊社では，先生方の個人情報を，次のような目的の範囲内で利用
させていただきます。
・ご請求頂いたテキスト見本の発送。
・ご注文頂いた書籍の発送。
・カタログ，新刊見本，テキストご採用時の付属品の発送。
これらの場合，カタログ等の送付は弊社（業務委託先を含みます）
が行い，先生方からの申し出があれば中止します。
◎先生方の個人情報の取り扱いを含む業務を他社に委託する際は，
委託先に対して先生方の個人情報が漏洩・流出することのないよう
厳重な管理を義務付けます。
◎弊社は，法令の定める場合を除き，先生方の個人情報を，事前に
ご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
◎弊社は，個人情報保護のための内部管理体制を随時見直し，継続
的に改善して参ります。
弊社の個人情報の取り扱いについてのお問い合わせは下記までご連
絡ください。
TEL: 03-3814-0491
E-mail: info@otowatsurumi.com
株式会社 音羽書房鶴見書店

株式
会社

音羽書房鶴見書店

〒１１３−００３３
東京都文京区本郷３−26−13
電 話 ０３−３８１４−０４９１
F a x ０３−３８１４−９２５０
e-mail：info@otowatsurumi.com
http：//w w w . o t o w a t s u r u m i . c o m
2021 年 8 月に移転致しました。
電話番号等に変更ございません。

