
Level　2

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル

L2-1 A Christmas carol 　クリスマス・キャロル 　　クラシック／名作
L2-2 Alice in wonderland 　不思議の国のアリス 　　クラシック／名作
L2-3 American life 　アメリカンライフ 　　オリジナル／ノンフィクション
L2-4 Apollo 13 　アポロ13号 　　コンテンポラリー／実話
L2-5 Audrey Hepburn 　オードリー・ヘップバーン 　　オリジナル／人物紹介
L2-6 Babe : pig in the city 　ベイブ　都会へ行く　（『ベイブ』　続編） 　　映画－コンテンポラリー／動物

L2-7 
The sheep-pig　（Babe : the sheep
pig）

　ベイブ 　　映画－コンテンポラリー／動物

L2-8 Barack Obama 　バラク・オバマ 　　オリジナル／人物紹介
L2-9 Black beauty 　黒馬物語 　　クラシック／名作
L2-10 Dragonheart 　ドラゴンハート 　　映画－コンテンポラリー／ファンタ
L2-11 Extreme sports 　エクストリーム･スポーツ 　　オリジナル／スポーツ
L2-12 Five famous fairy tales 　５つの有名な童話 　　クラシック／童話
L2-13 Five plays for today 　今を生きるための５つの戯曲 　　オリジナル／短編集
L2-14 Gandhi 　ガンジー 　　オリジナル／人物紹介
L2-15 Gulliver's travels 　ガリヴァー旅行記 　　クラシック／名作
L2-16 Heidi 　アルプスの少女ハイジ 　　クラシック／名作
L2-17 Jurassic Park III 　ジュラシックパークⅢ 　　映画－コンテンポラリー／SF
L2-18 Kidnapped 　誘拐されて 　　クラシック／サスペンス

L2-19 
King Arthur and the Knights of
the Round Table

　アーサー王と円卓の騎士 　　クラシック／歴史

L2-20 London 　ロンドン 　　オリジナル／ノンフィクション
L2-21 Lost in New York 　ロスト・イン・ニューヨーク 　　オリジナル／人間関係
L2-22 Lost love and other stories 　ロスト・ラブ，他 　　オリジナル／短編集

L2-23 Marley & me
　マーリー　世界一おばかな犬が教えて
くれたこと

　　映画－コンテンポラリー／動物

L2-24 Marvel's the avengers 　アベンジャーズ 　　アメリカン・コミックヒーロー
L2-25 Moby Dick 　白鯨 　　クラシック／サスペンス
L2-26 Moonfleet 　ムーンフリート 　　クラシック／冒険
L2-27 Mr Bean in town 　ミスター・ビーン・イン・タウン 　　映画－コンテンポラリー／コメディ
L2-28 Of mice and men 　二十日鼠と人間 　　クラシック／名作
L2-29 Persuasion 　説得 　　クラシック／恋愛

L2-30 
Pirates of the Caribbean : the
curse of the Black Pearl

　パイレーツオブカリビアン　1：呪われた
海賊たち

　　映画－コンテンポラリー／冒険

L2-31 Project Omega 　プロジェクト・オメガ 　　オリジナル／サスペンス
L2-32 Robin Hood 　ロビン・フッド 　　クラシック／冒険
L2-33 Robinson Crusoe 　ロビンソン漂流記 　　クラシック／冒険
L2-34 Simply suspense 　シンプリー・サスペンス 　　クラシック／サスペンス

L2-35 
Stranger than fiction : urban
myths

　ストレンジャー・ザン・フィクション：都市
伝説

　　コンテンポラリー／都市伝説

L2-36 Tales from Hans Andersen 　アンデルセン童話集 　　クラシック／童話
L2-37 Tales from the Arabian nights 　アラビアン・ナイト物語 　　クラシック／童話
L2-38 The Amazon rain forest 　アマゾンの熱帯雨林 　　オリジナル／ノンフィクション
L2-39 The ghost of Genny Castle 　ゴースト・オブ・ジニー・キャッスル 　　オリジナル／ホラー
L2-40 The importance of being earnest 　真面目が肝心 　　クラシック／人間関係
L2-41 The jungle book 　ジャングル・ブック 　　クラシック／冒険
L2-42 The lady in the lake 　湖中の女 　　コンテンポラリー／サスペンス
L2-43 The last of the Mohicans 　ラスト･オブ･モヒカン 　　映画－クラシック／歴史
L2-44 The mysterious island 　神秘の島 　　クラシック／冒険
L2-45 The prince and the pauper 　王様と乞食 　　クラシック／名作
L2-46 The railway children 　鉄道の子供達 　　クラシック／名作

L2-47 
The room in the tower and other
ghost stories

　塔の中の部屋，他 　　クラシック／短編集

L2-48 The scarlet letter 　緋文字 　　クラシック／名作
L2-49 The three musketeers 　三銃士 　　クラシック／冒険
L2-50 The voyages of Sindbad the sailor 　シンドバッドの冒険 　　クラシック／冒険
L2-51 The wave 　ザ・ウェーブ 　　コンテンポラリー／実話

L2-52
Three short stories of Sherlock
Holmes

　シャーロック・ホームズの3つの短編 　　クラシック／ミステリー

L2-53 Treasure Island 　宝島 　　クラシック／冒険
L2-54 Walkabout 　Walkabout―美しき冒険旅行 　　コンテンポラリー／冒険
L2-55 White Fang 　白い牙 　　クラシック／動物
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Level　3

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル

L3-1 A history of Britain 　英国史 　　オリジナル/歴史
L3-2 A midsummer night's dream 　夏の夜の夢 　　クラシック／名作
L3-3 A scandal in Bohemia 　ボヘミアの醜聞 　　クラシック／ミステリー
L3-4 Amistad 　アミスタッド 　　コンテンポラリー／奴隷問題
L3-5 An ideal husband 　理想の夫 　　クラシック／人間関係
L3-6 Becoming Jane 　ジェーン・オースティン　秘められた恋 　　映画－コンテンポラリー／人物紹介
L3-7 Billy Elliot 　ビリー・エリオット（リトル・ダンサー） 　　映画－コンテンポラリー／青春
L3-8 Braveheart 　ブレイブハート 　　映画－コンテンポラリー／歴史
L3-9 Dangerous game 　デンジャラス・ゲーム 　　オリジナル／ホラー
L3-10 David Copperfield 　ディヴィッド･コパフィールド 　　クラシック／冒険

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル

L3-11 Dr Jekyll and Mr Hyde 　ジキル博士とハイド氏 　　クラシック／ホラー
L3-12 Dracula 　ドラキュラ 　　クラシック／ホラー
L3-13 Emil and the detectives 　エーミールと探偵たち 　　クラシック／冒険
L3-14 Five one-act plays 　５つの一幕劇 　　オリジナル／コメディ
L3-15 Food for thought 　思考の糧（考えるべきこと） 　　オリジナル／社会問題
L3-16 Forrest Gump 　フォレスト・ガンプ 　　映画－コンテンポラリー／人生
L3-17 Ghost in the guitar 　ゴースト・イン・ザ・ギター 　　オリジナル／サスペンス
L3-18 Grey Owl 　グレイ･アウル 　　オリジナル／人物紹介
L3-19 Hamlet 　ハムレット 　　クラシック／名作

L3-20 How to be an alien
　英国人入門（いかにしてガイジンになる
か）

　　コンテンポラリー／エッセイ

L3-21 Jane Eyre 　ジェーン・エア 　　クラシック／恋愛

L3-22 
Jim Smiley and his jumping frog
and other stories

　ジム・スマイリーと彼の飛び蛙，他 　　クラシック／短編集

L3-23 King Lear 　リア王 　　クラシック／名作
L3-24 K's first case 　Kの初めての事件 　　オリジナル／ミステリー

L3-25 
Leaving Microsoft to change the
world

　マイクロソフトでは出逢えなかった天
職

　　コンテンポラリー／自伝

L3-26 Madame Doubtfire 　ミセス・ダウト 　　映画－コンテンポラリー／コメディ
L3-27 Martin Luther King 　マーティン・ルーサー・キング 　　オリジナル／人物紹介
L3-28 Marvel's captain America : civil 　キャプテン・アメリカ：シビル・ウォー 　　アメリカン・コミックヒーロー
L3-29 Marvel's Thor 　ソー 　　アメリカン・コミックヒーロー
L3-30 New York 　ニューヨーク 　　オリジナル／ノンフィクション
L3-31 Notting Hill 　ノッティングヒルの恋人 　　映画－コンテンポラリー／恋愛

L3-32 Noughts and crosses
　コーラムとセフィーの物語 ― 引き裂か
れた絆

　　コンテンポラリー／恋愛

L3-33 Othello 　オセロ 　　クラシック／名作

L3-34 
Pirates of the Caribbean : at
world's end

　パイレーツ・オブ・カリビアン　3：ワール
ド・エンド

　　映画－コンテンポラリー／冒険

L3-35 
Pirates of the Caribbean : dead
man's chest

　パイレーツ・オブ・カリビアン　2：デッド
マンズ・チェスト

　　映画－コンテンポラリー／冒険

L3-36 Princess Diana 　プリンセス･ダイアナ 　　オリジナル／人物紹介
L3-37 Psycho 　サイコ 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス
L3-38 Romeo and Juliet 　ロミオとジュリエット 　　クラシック／名作
L3-39 Sense and sensibility 　分別と多感 　　クラシック／恋愛

L3-40 
Sherlock Holmes and the mystery
of Boscombe Pool

　シャーロック・ホームズとボスコム谷の
惨劇

　　クラシック／ミステリー

L3-41 Stories from Shakespeare 　シェイクスピア物語 　　クラシック／名作
L3-42 Stories of survival 　ストーリーズ・オブ・サバイバル 　　オリジナル／実話
L3-43 The Beatles 　ザ・ビートルズ 　　オリジナル／人物紹介
L3-44 The black cat and other stories 　黒猫，他 　　クラシック／ホラー
L3-45 The Canterbury tales 　カンタベリー物語 　　クラシック／名作
L3-46 The cellist of Sarajevo 　サラエボのチェリスト 　　コンテンポラリー／戦争
L3-47 The climb 　クライム 　　オリジナル／冒険
L3-48 The Count of Monte Cristo 　モンテ・クリスト伯（岩窟王） 　　クラシック／冒険

L3-49 
The fall of the house of Usher and
other stories

　アッシャー家の崩壊，他 　　クラシック／サスペンス

L3-50 The fugitive 　逃亡者 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス
L3-51 The interpreter 　インタープリター 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス
L3-52 The island of Doctor Moreau 　ドクター・モローの島 　　クラシック／SF
L3-53 The last king of Scotland 　スコットランドの黒い王様 　　コンテンポラリー／人間関係
L3-54 The return of Sherlock Holmes 　シャーロック・ホームズの帰還 　　クラシック／ミステリー
L3-55 The ring 　ザ・リング 　　オリジナル／サスペンス
L3-56 The Swiss family Robinson 　スイスのロビンソン 　　クラシック／冒険



L3-57 The thirty-nine steps 　39階段 　　クラシック／ミステリー
L3-58 The turn of the screw 　ねじの回転 　　クラシック／ホラー

Level　4

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル

L4-1 1984 　1984年 　　クラシック／SF
L4-2 Alexander the Great 　アレキサンダー大王 　　オリジナル／歴史
L4-3 Checkmate 　チェックメイト 　　コンテンポラリー／SF
L4-4 Detective work 　ディテクティブ・ワーク 　　オリジナル／サスペンス
L4-5 Doctor Faustus 　ファウスト 　　クラシック／劇作
L4-6 Emma 　エマ 　　クラシック／恋愛
L4-7 Evening class 　イヴニング・クラス 　　コンテンポラリー／人間関係
L4-8 Falling leaves 　落葉歸根（落葉帰根） 　　コンテンポラリー／自伝
L4-9 Famous women in business 　フェイマス・ウィメン・イン・ビジネス 　　オリジナル／人物紹介
L4-10 Gladiator 　グラディエーター 　　映画－コンテンポラリー／歴史
L4-11 Inventions that changed the world 　世界を変えた発明 　　オリジナル／ノンフィクション

L4-12 King Solomon's mines
　キング・ソロモンの秘宝（ソロモン王の
洞窟）

　　クラシック／冒険

L4-13 
Knife edge　（Noughts And
Crosses　2）

　ナイフ・エッジ　（『コーラムとセフィーの
物語』　続編）

　　コンテンポラリー／人生

L4-14 Lorna Doone 　ローナ・ドーン 　　クラシック／恋愛
L4-15 Love actually 　ラブ・アクチュアリー 　　映画－コンテンポラリー／恋愛
L4-16 Macbeth 　マクベス 　　クラシック／名作
L4-17 Marvel's guardians of the galaxy 　ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 　　アメリカン・コミックヒーロー
L4-18 On the beach 　渚にて 　　映画－コンテンポラリー／SF
L4-19 Seven 　七つの大罪 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス
L4-20 Shakespeare : his life and plays 　シェークスピア：生涯と作品 　　オリジナル／人物紹介
L4-21 Strangers on a train 　見知らぬ乗客 　　映画－コンテンポラリー／ミステリー
L4-22 Teacher man 　ティーチャー・マン 　　コンテンポラリー／自伝
L4-23 The bourne identity 　ボーン・アイデンティティ 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス

L4-24 
The Canterville ghost and other
stories

　カンタヴィルの幽霊，他 　　クラシック／ホラー

L4-25 The client 　依頼人 　　コンテンポラリー／サスペンス
L4-26 The doll's house and other stories 　人形の家，他 　　クラシック／短編小説
L4-27 The go-between 　仲介者 　　クラシック／人間関係
L4-28 The house of stairs 　階段の家 　　コンテンポラリー／サスペンス

L4-29 
The locked room and other horror
stories

　鍵のかかった部屋，他 　　クラシック／ホラー

L4-30 The merchant of Venice 　ベニスの商人 　　クラシック／名作
L4-31 The picture of Dorian Gray 　ドリアン・グレイの肖像 　　クラシック／名作
L4-32 The time machine 　タイム・マシン 　　クラシック／SF

L4-33 
Three adventures of Sherlock
Holmes

　シャーロック・ホームズの冒険 　　クラシック／ミステリー

L4-34 Unbowed 　へこたれない 　　コンテンポラリー／自伝

Level　5

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル
L5-1 2001 : a space odyssey 　2001年宇宙の旅 　　コンテンポラリー／SF
L5-2 A tale of two cities 　二都物語 　　クラシック／歴史
L5-3 A time to kill 　評決のとき 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス

L5-4 British and American short stories
　ブリティッシュ・アンド・アメリカン・
ショート・ストーリーズ

　　コンテンポラリー／短編集

L5-5 Cold mountain 　コールド マウンテン 　　映画－コンテンポラリー／恋愛
L5-6 Doctor Zhivago 　ドクトル・ジバゴ 　　映画－コンテンポラリー／人生

L5-7 Four weddings and a funeral
　フォー・ウェディング（4つの結婚式と1
つの葬式）

　　映画－コンテンポラリー／恋愛

L5-8 Heart of darkness 　闇の奥 　　クラシック／冒険
L5-9 Jamaica inn 　ジャマイカ･イン 　　クラシック／サスペンス
L5-10 Jane Eyre 　ジェーン・エア 　　クラシック／恋愛
L5-11 Middlemarch 　ミドルマーチ 　　クラシック／人間関係
L5-12 More tales from Shakespeare 　続 シェイクスピア短編集 　　クラシック／名作集
L5-13 On the road 　オン･ザ･ロード 　　コンテンポラリー／旅
L5-14 Outstanding short stories 　傑作短編集 　　クラシック／短編集
L5-15 Pride and prejudice 　高慢と偏見 　　クラシック／恋愛
L5-16 Rebecca 　レベッカ 　　クラシック／ホラー
L5-17 Round the world in eighty days 　八十日間世界一周 　　クラシック／冒険
L5-18 Sherlock Holmes short stories 　シャーロック・ホームズ短編集 　　クラシック／ミステリー



L5-19 Tales from Shakespeare 　シェイクスピア短編集 　　クラシック／名作集
L5-20 Tales of mystery and imagination 　怪奇と幻想の物語 　　クラシック／短編集
L5-21 Fall from innocence : the body 　スタンド・バイ・ミー　― 秋の目覚め 　　映画－コンテンポラリー／青春

L5-22 The Bourne supremacy
　ボーン・スプレマシー　（『ボーン・アイデ
ンティティ』　続編）

　　映画－コンテンポラリー／サスペンス

L5-23 The brethren 　裏家業 　　コンテンポラリー／サスペンス
L5-24 The citadel 　城砦 　　コンテンポラリー／医療
L5-25 The firm 　ザ・ファーム　法律事務所 　　映画－コンテンポラリー／サスペンス
L5-26 The five people you meet in 　天国の５人 　　コンテンポラリー／人間関係
L5-27 The grapes of wrath 　怒りの葡萄 　　クラシック／名作
L5-28 The great Gatsby 　グレート・ギャツビー 　　コンテンポラリー／恋愛
L5-29 The hound of the Baskervilles 　バスカヴィル家の犬 　　クラシック／ミステリー
L5-30 The invisible man 　透明人間 　　クラシック／SF
L5-31 The mayor of Casterbridge 　カスターブリッジの市長 　　クラシック／人間関係
L5-32 The partner 　パートナー 　　コンテンポラリー／サスペンス
L5-33 The pelican brief 　ペリカン文書 　　コンテンポラリー／サスペンス
L5-34 The phantom of the Opera 　オペラ座の怪人 　　クラシック／サスペンス
L5-35 The prisoner of Zenda 　ゼンダ城の虜 　　クラシック／人間関係
L5-36 The rainmaker 　レインメーカー 　　コンテンポラリー／サスペンス
L5-37 The story of the Internet 　インターネット物語 　　オリジナル／ノンフィクション

L5-38 
The strange case of Dr Jekyll and
Mr Hyde

　ジキル博士とハイド氏の奇妙な関係 　　クラシック／ホラー

L5-39 The war of the worlds 　宇宙戦争 　　クラシック／SF
L5-40 World folktales 　世界の民話 　　クラシック／民話
L5-41 Wuthering Heights 　嵐が丘 　　クラシック／恋愛

Level　6

　ラベル 　タイトル 　邦題 　　ジャンル
L6-1 Crime and punishment 　罪と罰 　　クラシック／名作
L6-2 The moonstone 　月長石 　　クラシック／ミステリー
L6-3 The beach 　ザ・ビーチ 　　映画－コンテンポラリー／冒険
L6-4 Animal farm : a fairy story 　動物農場 　　クラシック／動物
L6-5 East of Eden 　エデンの東 　　映画－クラシック／名作
L6-6 Saving Private Ryan 　プライベート・ライアン 　　映画－コンテンポラリー／戦争
L6-7 Memoirs of a geisha 　SAYURI 　　映画－コンテンポラリー／人生
L6-8 Captain Corelli's mandolin 　コレリ大尉のマンドリン 　　コンテンポラリー／恋愛
L6-9 Oliver Twist 　オリバー･ツイスト 　　クラシック／名作
L6-10 Brave new world 　すばらしい新世界 　　コンテンポラリー／SF
L6-11 Madame Bovary 　ボヴァリー夫人 　　クラシック／人間関係
L6-12 The testament 　テスタメント 遺言状 　　コンテンポラリー／サスペンス
L6-13 Misery 　ミザリー 　　映画－コンテンポラリー／ホラー


