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（リスニング・音声）

　◆ Practical Listening Skills〔英語耳でリスニング〕 
 　　　　for English Communication

　◇ Practical Listening Drills for Better Communication
  〔英語耳リスニングドリル ―練習問題集〕

　　◆〔英語耳でリスニング〕 
  B5・68pp. 定価（本体価格 1,800 円 +税）
      ISBN978-4-87571-168-1

　　◇〔英語耳リスニングドリル ―練習問題集〕
  A5 中綴冊子・32pp. 定価（本体価格 500 円 +税）
      ISBN978-4-87571-169-8

　本書は英語の音変化を集中的に勉強するための教材です。
アメリカ、カナダ、オーストラリアでのネイティブスピーカ
ーとのコミュニケーションにおける気づきに加えて、最新の
英語音声学の研究を踏まえて作成されています。
　音変化を、基本動詞、助動詞、前置詞、接続詞、修飾語句
の語法とともに学べるように、また、TOEIC®などの資格
試験にも対応できるように工夫してあります。
　「英語耳でリスニング」テキストでは、総合的な学習を、
そして、さらなる練習を加えるために、「英語耳リスニング
ドリル」－練習問題集もご用意。このドリルは、サブテキスト、
ウォーミングアップ用として、「単独」での使用も可能です。

船田 秀佳　著 / 英文校閲 Christine Lundell

【教師用CD有】【音声ダウンロード】

【教師用 CD有】【音声ダウンロード:可】

【テキスト編】

【ドリル編】
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（時事英語・総合）

B5・vi + 106pp. 定価（本体価格 1,900 円 +税）

【教師用 CD 有】 ISBN978-4-87571-167-4

木下善貞／江口雅子／ Adam Hailes　編著

    CONTENTS
Chapter 1  コロナウィルスによる中国の死者数が 100 を超える
Chapter 2  英国保守党が安定多数を確保。ジョンソン首相がBrexit に信任をえたと主張
Chapter 3  天皇が即位を宣言。国の象徴として役割をはたすことを誓う
Chapter 4  香港のデモ隊が 1997 年返還の記念日に警察と衝突
Chapter 5  膨れあがる社会保障費のなか、消費税が 10％に引きあげられる
Chapter 6  科学者たちが初めてとらえたブラックホールの映像を公開
Chapter 7  韓国、日本とのGSOMIA破棄決定を覆す
Chapter 8  日本、スコットランドをくだし、ワールドカップで初めて準々決勝へ
Chapter 9  安倍首相、憲政史上最長の在職期間達成
Chapter 10 リチウムイオン電池の功績で、吉野彰博士とほか 2名、ノーベル化学賞受賞
Chapter 11 中村哲医師、アフガニスタンで襲撃され死亡
Chapter 12 新作『スター・ウォーズ』は『スカイウォーカーの夜明け』とわかる
Chapter 13 米露が INF条約義務履行停止。日本は憂慮
Chapter 14 グレタ・トゥーンベリ、タイム誌の今年の人に選ばれて「少し驚いた」
Chapter 15 米、バグダッド爆撃でイランの最高司令官を殺害
略語一覧／時事用語一覧

木下善貞／江口雅子／ Adam Hailes　編著

News Gallery 2021
[ ニュース・ギャラリー2021]

【音声ダウンロード】

大好評テキスト・年度ごと全章更新

　毎日新聞のニュースwebサイト英語版 The Mainichiの記事を収
録。Vocabulary Check, Contents Check, True or False, Comprehension 
Question, Question-Answer, Listening Task, Writing Task, Discussion, 

Further Questionと多彩な Activitiesを通して総合的に英語の運用
能力を高めることを目的とした上級向テキスト。巻末に略語お
よび時事用語一覧を付している。

2021 年  新刊



iii

www.kaibunsha.co.jp 開文社出版

TEL 03-3358-6288
★各書籍のコード番号は、ISBN 内：アンダーラインをしてある 3桁番号です。

（総合）

ISBN978-4-87571-737-9

英文法の再学習
　本テキストは大学でのリメディアル教育のた
めに作られました。総合教材ですが、なかでも
基本的な文法項目を再点検し、復習することを
主目的としています。
学生は有名アスリートに関心大
　広く知られたトップアスリートをコンパクト
に紹介するショート・ストーリーがあって、ス
ポーツをするしないにかかわらず学生はこのテ
キストに一気に興味を引きつけられ学習に励む
ことになります。

【教師用 CD有】

今回登場のアスリート
八村 塁、大坂なおみ、羽生結弦、平野歩夢、
小平奈緒、錦織 圭、高梨沙羅、羽根田卓也、
大瀬良大地、五郎丸 歩、国枝慎吾、タカマツ
ペア、桐生祥秀、石川佳純

●毎年アスリートを部分入れ替え
●文法記述を丁寧に、しかも簡略に
●チャレンジコーナーなど練習問題を増加

努力し頑張って成績を
残してきたアスリート
に学生は共感します。

            

　English Learning 
　　　　　with Athletes

2021年度版

Unit1 名詞・代名詞　 Unit2 be 動詞　 Unit3一般動詞 (1)　Unit4一般動詞 (2)　
Unit5般動詞 (3)　Unit6助動詞 (1)　Unit7助動詞 (2)　Unit8受動態　Unit9不定詞　
Unit10動名詞　Unit11分詞　Unit12比較　Unit13関係詞　Unit14接続詞

努力し頑張って成績を努力し頑張って成績を

トップアスリートと学ぶ基礎英語 
英語教育研究会 著

音声ダウンロードが可になります！

【音声ダウンロード】

2021 年  新刊

B5・96pp. 定価（本体価格 1,800 円 +税）
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（総合・リメディアル）

石井隆之　監修
岩田雅彦・山口 修・平田千夏・Roy Obal

ISBN978-4-87571-166-7

                      　　　　 目　次

　Chapter 1　世界の結婚式　Weddings in the world
　Chapter 2　世界の葬式と埋葬文化  Funerals in the world
　Chapter 3　世界の成人式  Coming-of-age ceremonies in the world
　Chapter 4　世界のトイレ  Toilets in the world
　Chapter 5　世界のお酒   Alcoholic beverages in the world
　Chapter 6　世界の不思議な食べ物   Unusual foods in the world
　Chapter 7　世界の神話  Mythologies in the world
　Chapter 8　女性の地位  Woman’s status in the world
　Chapter 9　子どもの遊び  Children’s recreation in the world
　Chapter 10　ユニークなスポーツ  Unique sports in the world
　Chapter 11　不思議な風習を持つ国  Countries having strange customs
　Chapter 12　宗教と言語観と自然観  Religions vary in the world
　Chapter 13　左右が文化に与える影響　Is “right” always right?
　Chapter 14  待ち合わせと文化  P-time Culture and M-time Culture
　Chapter 15　過去指向と未来指向  The past versus the future

【音声ダウンロード】

　本書は、興味深く奥深い異文化のテーマを、日本文化と
の比較で論じた易しめの英文を元に、４技能の力を高める
目的で編まれた教材です。語彙チェック、パッセージ読解、
T/F問題を解くことで、Reading 能力を高め、会話穴埋め
問題を解くことで、Listening能力を鍛えながら、文法問題
と並べ替え問題などでWritingにも取り組めるよう工夫をし
ています。さらに、パッセージの音読とActive Learningを
行うことでSpeakingにもチャレンジができるようにした総
合英語教材の登場です。リメディアル教材としても好書。

2020 年 好評新刊

石井隆之　監修

Cross-Cultural Awareness

【教師用 CD有】

B5・72pp. 定価（本体価格 1,800 円 +税）

英語で学ぶ異文化の不思議

復習、確認用

小テストデータ

のご用意有
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2019・20 年度  新刊

使用する英単語は日常生活になじみのある単語ばかり、覚えるべき文法事項も、日常会
話をする上で最低限必要だと思われるものに絞り込んでいます。本テキストを使えば学
生さんが無理なく楽しく自然に英語力を伸ばしてくれることでしょう。
目　次
基本的な文法事項 
Unit 1　 ワクワクしています !　【感情を表す言葉、イコールの働きをする be動詞①】
Unit 2　メガネはどこにやったっけ？ 【場所を表す言葉、〈存在〉 を表す be動詞②】
Unit 3　毎日ネットサーフィンをします【時を表す言葉・一般動詞の現在形（1人称・2人称）】
Unit 4　お昼は学食で食べます【学校生活に関する言葉・一般動詞の現在形（3人称単数）】
Unit 5　 ゴールデンウィークはどこに行きましたか？【旅行や娯楽に関する言葉・一般動詞の過去形】
Unit 6　コンビニでアルバイトをしています　【店を表す言葉・現在進行形】
Unit 7　銀行でお金をおろしたばかりです　【買い物や店に関する言葉、現在完了（完了を表す）】・他  

（総合）

B5・v＋ 93pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
高本孝子・納冨未世・Frank Bailey・田宮晴彦 著

Easy English Learning
Through Pattern Practice
[即問即答で サ

 ク サ ク

 覚える必修基礎英語 ]

ISBN978-4-87571-163-6【教師用 CD有】【音声ダウンロード】

（映画シナリオ・総合）

Miracle on 34th Street

映画のもつ最大の特徴であるリスニング強化をはかる！
アメリカのクリスマス期には必ず放映される定番の映画。本作以後４度
もリメイクされている人気ストーリー。15チャプターに分けた章ごとに、
その章に出た知っておくべき重要な語句、表現を使ってTOEICなどの
テストを念頭に置いた問題を付しています。テキストからその
ままの形で出題されるリスニングは、映画のもつ最大の特徴で
もあり、その強化を楽しみながら図る総合テキストとなります。

B5・122pp.　定価（本体価格 1,900 円 +税）

【教師用 CD有】

曽根田憲三/杉浦恵美子/曽根田純子/飯田泰弘/岡島勇太/ 子安惠子/佐々木真
帆美/白木玲子/菅原裕子/戸谷鉱一/中嶋こずえ/古田雪子/寶壺貴之/松原知
津子/武藤美代子/Daniel Langer

[三十四丁目の奇蹟 ]

ISBN978-4-87571-375-3
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（映画シナリオ・総合）

How To Marry A Millionaire

B5・105 ＋別冊注 52pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

曽根田憲三 /曽根田純子 /岡島勇太 /武藤美代子 /
久米和代 /子安惠子 /古田雪子 /寶壺貴之 /杉浦恵美子

[ 百万長者と結婚する方法 ]
　

　

ロマ
ンテ
ィッ
ク

コメ
ディ

編著

Marilyn Monroe Betty Grable Lauren Bacall

【教師用 CD】有 ISBN978-4-87571-374-6

　本書はオンラインによる機械翻訳を活用したユニークな英作文の教科書
だ。学生は①まず機械翻訳を用いて作った英文の誤りや不自然な部分を書
き直す。さらに、②その英文をネイティブ・スピーカーが書き直した英文
と比較する。これらの作業を通じて、学生は正しく自然な英語を書くため
にはどうすればよいかを段階的に学ぶことができる。内容も、日本人大学
生とアメリカ人大学生が日々の暮らしの様子やそれぞれの国の文化をメー
ルで紹介し合うという形式の、身近で興味深いトピックばかりである。作
文練習のほかに文法問題やリスニング問題も備えているので、学生は楽し
みながら総合的な英語力を修得することができるだろう。

（ライティング・リスニング）

B5・iii + 89pp.　定価（本体価格1,800円+税）【教師用 CD】有

ISBN978-4-87571-162-9

高本孝子・納冨未世・Frank Bailey・田宮晴彦 著

English Learning Through

       [ 英語で楽しくEメール！                                                                    
                            ― 機械翻訳から自然な英語へのアプローチ ]

from machine translation to natural English
E-mail Writing  

好評既刊
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（リーディング・総合）

B5・100pp. 定価（本体価格 1,900 円 +税）

【教師用 CD】有 ISBN978-4-87571-701-0

　『フード・インク』命の基礎となる食品、特に主要穀物、牛、豚、
鶏肉などがたった数社の多国籍企業によって牛耳られ、遺伝子組
み換え種子やホルモンの使用、情報隠蔽などの実態が明かされる。
　『ボーリング・フォア・コロンバイン』コロンバイン高校のお
ぞましい事件の背後には教育、労働、人種問題などがあることを
教える。アメリカでは銃の売行きがますます伸びている。
　『インサイド・ジョブ』金融業界を牛耳る一部の人々の果てしなき
欲望がリーマン・ショックを起こし、その体制は今も変わっていない。
　『シッコ』基本的人権に直接関わる「医療」を、国家と製薬会社
がともに「食いもの」にしてきたことを暴く。

細川祐子 編著　Simon Rosati 協力

 　　CONTENTS
　　　Unit 1 Food, Inc.  (1)
　Unit 2 Food, Inc.  (2)
　Unit 3 Food, Inc.  (3)
　Unit 4 Bowling for Columbine (1)
　Unit 5 Bowling for Columbine (2)
　Unit 6 Inside Job (1)
　Unit 7 Inside Job (2)
　Unit 8 Inside Job (3)
　Unit 9 Inside  Job  (4)
　Unit 10 Sicko
　Unit 11 Review and Expansion on Food, Inc. and Bowling for Columbine
　Unit 12 Review and Expansion on Inside Job and Inside Job

Documentary America
Food, Arms, and Financial Industries

【音声ダウンロード】

世界最強国アメリカの実態！

[ドキュメンタリー、アメリカ
　　―食品、武器と銃規制、金融 ]

ドキュメンタリー
が伝える事実は学
生にも教師にも衝
撃を与え、考えさせ
られるテキスト！

好評既刊
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B5・ii + 95pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
【教師用 CD】 ISBN978-4-87571-729-4

Frank Bailey・納冨未世・田宮晴彦・高本孝子　著
　やさしい英語で書かれた世界のあちこちに伝わるミステリーを、文法解
説を参考にして読みながら、作文力やリスニング力もつけていこうという
総合テキストです。巻末の文法解説が充実しており、機に応じてそちらを
参照するように誘導されるので、文法力の欠如する最近の大学生に相応し
いテキストです。全14章。

What Really Happened?

（リーディング・総合）

Energy, Education and War

　本テキストは、アメリカの様々な側面を伝える 6本のドキュメンタリ
ー映画作品の紹介と解説である。日本は好むと好まざるに関わらずアメ
リカ合衆国のあり方に大きく影響を受ける。アメリカが何を考え、何を
やってきたか、我々には大いに興味のあるところであり、フィルムが伝
える事実には強烈な衝撃を受ける。大学で受けた授業で学生の記憶に残
るテキストの一冊になるだろう。全 12 章。

B5・87pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

The United States of  America through Documentary Films
[ ドキュメンタリー映画が伝えるアメリカ

―エネルギー、教育、戦争 ]

【教師用 CD】有 ISBN978-4-87571-728-7

【音声ダウンロード】

６本の作品。The Oil Factor / Waiting for Superman / Jesus Camp / The Atomic States of America  
/ Who Killed the Electric Car ?  / Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara

[ ほんと？うそ？世界の　　ミステリー ]
びっくり

【音声ダウンロード】

細川祐子／ Keith Wesley Adams　編著

CONTENTS
Unit 1ナスカの地上絵 [ミステリー編 ]／ Unit 2 ナスカの地上絵 [解決編 ]／ Unit 3 ネス湖とネッ
シー [ミステリー編 ]／ Unit  4ネス湖とネッシー [解決編 ]／ Unit 5  魔のバミューダ海域 [ミステ
リー編 ]／ Unit 6 魔のバミューダ海域 [解決編 ]／ Unit 7ヒマラヤの雪男 [ ミステリー編 ]／ Unit 
8ヒマラヤの雪男 [ 解決編 ]／ Unit 9消えた乗組員の謎 [ ミステリー編 ]・・・

―World Mysteries Solved―

好評既刊
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　The Turn of the Screw『ねじの回転』は文豪ヘンリー・ジェ
イムズによるサイコ・テラーの傑作で、新米の住込み女性家
庭教師が赴任先で経験する物語です。学生は謎を解きながら
知らず知らずのうちに英語に集中し、没頭していることでし
ょう。大学基礎レベルのクラスを想定して作られ、英語を精
読する姿勢が自然と養われながら、文脈に支えられた深い語
彙力が身につく総合テキストです。

Robert H. Erickson　木村正俊　米山優子

Effective Reading and Writing
[ 読解・作文力をつけるグローバル・トピックス ]

【音声ダウンロード】

B5・ii + 97pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-155-1

Global Topics for （リーディング）

　本書はまとまりのある英文を読んで理解力を深めると同時に、
重要な語彙や語法に習熟し、さらに筋だった英文を正確に書く
能力を高めることを目標にした総合教材です。Exercises は I‒V
に分けそれぞれの形式で理解力と応用力を高める工夫をしてあ
ります。英文を書く量は比較的多く、英作文用テキストとして
も好適です。全24章。

B5・71pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
【教師用 CD】有細川祐子編著　Simon Rosati 協力

Henry James の傑作を simple english で楽しむ

The Turn of the Screw [ ねじの回転 ]
（リーディング・総合）

ISBN978-4-87571-143-8

野谷啓二　編注
A. C. Grayling　[ 今をよりよく生きるための哲学 ]

（リーディング）

ISBN978-4-87571-480-4

A5・xiii+text69+notes12pp.　定価（本体価格 1,600 円 +税）
野谷啓二　編注

Hilaire Belloc
The Servile State [ 奴隷の国家 ]　

（リーディング）

　著者ヒレア・べロック（1870－ 1953）は、日本での知名度は
低いが英国では20世紀前半の英国文学界を代表する作家の一人
とみなされており、本書『奴隷の国家』（1912）は J. S. ミルの『自
由論』に匹敵する名著と評されている。学生諸君がお互い語り
合うに値する自己と知の研鑽のために、そして批判的思考を養
うのに最適なテキストである。ISBN978-4-87571-481-1

Applying Philosophy to the 21st CenturyThe Heart of Things

好評既刊

　本テキストは、決して抽象的な議論が積み重ねられる哲学書
ではない。「よき市民」たるために考えるべきことが全体的なテ
ーマである。効率化の理由で多くの大学から「教養」教育が失
われた現在、大学英語の時間に読まれるべき最もふさわしいテ
キストといえよう。全14章。

A5・iii + 69pp.　定価（本体価格 1,500 円 +税）

【教師用 CD】有

【教師用 CD】有

【教師用 CD】有
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B5・69pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

　　　　　Wicked and Shuddering Tales with Love
                       　for Listening, Reading, Grammar and Oral Practice

（総合）

細川祐子編著／Edward Schindler 協力
[ 愛と恐怖の物語 ]

Chap. 1 ～ 2  Sredni Vashtar   Hector H. Munro
Chap. 3 ～ 5  The Canterville Ghost   Oscar Wilde
Chap. 6 ～ 7  On the Brighton Road   Richard Middleton
Chap. 8 ～ 9  A Pair of Hands   Arthur Q. Couch
Chap. 10 ～ 12 The Romance of Certain Old Clothes  Henry James
Chap. 13 Exit Questions

                       
　　　　　

                                                                                                                                          

ISBN978-4-87571-151-3

A5・text99+ 別冊注 27pp. 　定価（本体価格 1,600 円 +税）
【教師用 CD】有

ISBN978-4-87571-142-1

細川祐子　編注

ISAK DINESEN (Karen Blixen)

Babette’s Feast [ バベットの晩餐会 ]
（リーディング）

カレン・ブリクセンはデンマーク語と英語の両刀使いで、アー
ネスト・ヘミングウェイやアルバート・カミユと2度もノーベ
ル文学賞を争ったが受賞を逸している。「バベットの晩餐会」は
長らく大作家の短編の一つ程度の扱われ方であったが、ガブリ
エル・アクセル監督による映画が1987年に公開されるや、様々
な国で翻訳され世界的な注目を浴びるところとなった。

（総合・文法・会話）

B5・iv + 133pp.　定価（本体価格 1,900 円 +税）

ISBN978-4-87571-157-5

高本孝子／納冨未世　編著

使い勝手の良さ抜群の、画期的な総合英語教材 !!

Welcome to the Fantastic English World of Bewitched

● DVD謹呈可

[『奥様は魔女』のファンタスティック・イングリッシュ・ワールド]

アメリカの人気ドラマ『奥さまは魔女』のスクリプトより、と
びきり愉快な3話を収録。英語が苦手な学生でも、ドラマを楽
しみながら、無理なく総合的な基礎力をつけられる。

（総合・ライティング・リスニング）

From Japanese English 

B5・71pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

to Natural English

高本孝子／ Frank Bailey 著
【教師用 CD】有

ISBN978-4-87571-159-9

楽しく、効率よく英語を学べる初級～中級向テキスト。章の
構成は次のように3ステップとなっている。単語を学ぶ ⇒ 単
語を使ったフレーズを作る ⇒ フレーズを使った英文を作る。

[ 3ステップ式日常英語ライティング・リスニング ]

好評既刊

【音声ダウンロード】

【音声ダウンロード】

【教師用 CD】有
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Breakthrough with Grammar in Context
[ 読み、聞き、話す実践文法 ]

（総合・文法）

細川祐子編著／Edward Schindler 協力

文法を確かなものにしつつ語彙力をつけ、英語で読み書きした内容を
論理的かつ簡潔なかたちで伝えることができるようになることを目的
とした総合テキスト。グローバルなトピックスと多彩なwork が学生の
授業に対する緊張と集中をもたらします。

B5・79pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-154-4

（文法・リーディング）

B5・ii + 115pp.　定価（本体価格 1,900 円 +税）

ISBN978-4-87571-156-8

松井豊次・小西章典・溝口健二 編著

本テキストは主として新たに大学に入学した学生が英文法を復習し、文
法力を生かして英文を読解する力を伸ばす目的で編纂されている。各レ
ッスンは中学校や高等学校で学んできた文法知識の復習・整理と練習問
題、さらにその文法知識を活用しながら読解していく長文と練習問題の
２部構成になっている。全28章。

First Year English
習熟度別・文法と読解のコア演習

[ ファースト・イヤー・イングリッシュ ]

（総合・文法・作文）

木村正俊　著

[ 文法から学びなおす基礎英語 ]
Upward English

B5・ii + 97pp.　定価（本体価格 1,900 円 +税）
本テキストは、基礎的な英文法と構文の知識を確認したうえで、
英文の理解力と英作文力を高め、それによってコミュニケーシ
ョンのスキルを確かなものに仕上げることを目標にしている。
学生には音読や、容易な「ひとくち英会話」の暗記、くりかえ
し発声、日常的な運用練習の積み重ねを要求している。

（文法）

久保善宏／毛利史生／古川武史／永末康介／鄭 磊　著
[ 新カンタン英文法 ]

New Marvelous English Grammar

B5・82pp.　定価（本体価格 1,200 円 +税）

ISBN978-4-87571-586-3

カンタン英文法とは、一見カンタン（簡単）そうに見える英語の様々
な文法現象の背後にも規則性があることを提示したものです。これ
によって、学習者が「へー！」とカンタン（感嘆）し、英文法に対
する面白さを知ることが出来るということを狙いとしています。本
書は、その『カンタン英文法』シリーズの初級用として、学生諸君
に英文法の面白さを体験してもらう。

ISBN978-4-87571-158-2

好評既刊

【教師用 CD】有

【教師用 CD】有

【教師用 CD】有
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B5・iii + 75pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
【教師用 CD】有

（リーディング・文法）

宮原一成　編注

STEADY STEPS with VOA!

ISBN978-4-87571-152-0

B5・iii + 84pp.　定価（本体価格 1,700 円 +税）

Let’s Enjoy SF Short-Shorts
（リーディング・ライティング）

ISBN978-4-87571-746-1

Fredric Brown

高本孝子・池園　宏　編注
[ 超短篇ＳＦで楽しく学ぶ読解・英作文 ]

[VOA Special Englishで学ぶ大学英語入門 ]
―リーディングと基本文法のスパイラル学習―

ISBN978-4-87571-478-1

（リーディング）

[ ファッショナブル・イングランド ]
細川祐子 著／Keith Adams 協力

（リーディング）

Issues in Bioethics
[ 生命倫理の諸問題 ]

松村瑞子 /因京子 /新島龍美
    谷口秀子 /吉村治郎 /藤崎睦男 /高橋勤 /志水俊広 /新藤照夫 編注

 B5・ text62 ＋ exercises60pp 定価（本体価格 2,000 円 +税）

ISBN978-4-87571-479-8 文献解読を通して学ぶアカデミック・イングリッシュ

B5・vi+text93+ 別冊注 32pp. 定価（本体価格 2,200 円 +税）

フレドリック・ブラウンは星新一流SFショートショーの元祖的
存在でアメリカSF小説界の巨匠である。彼の短編小説集の中か
ら７編を収録。物語を楽しみ、発展的な英語学習を促すため様々
な工夫が凝らされている。全14章。 【教師用 CD】有

VOAの平易な英文でリーディング力を養成、英文内に出現する
構文や文法事項を学習、情報収集の方法を身に付け情報の価値
を見極める能力育成も目指す。全15章。

FASHIONABLE ENGLAND

17世紀初頭チャールズ I世の衣装の一瞥から始めて、19世紀末
までのイングランドの人々の服飾を切り口にして、イギリスの
文学作品、雑誌記事、風刺、肖像画などを読み解いたユニーク
で興味溢れるテキスト。 【教師用 CD】有

好評既刊

（2021 年定価改定）
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Roman Holiday

　世界中を席巻した名作映画のシナリオ
で英語学習を存分に楽しんでいただきた
い。読解、文法中心のexersiseを付す。

B5・ii + 102pp.
定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-372-2

若さ溢れるオードリーの魅力！

曽根田憲三／曽根田純子／田中長子／
中林正身／中村真理／羽井佐昭彦／
宮津多美子／宮本節子／渡辺幸倫　編注

[ ローマの休日 ]

● DVD謹呈可
【CD付テキスト】

（映画シナリオ）

[ シャレードﾞ ]
Charade

主演 :　オードリー・ヘップバーン
　　 　 ケーリー・グラント

曽根田憲三／曽根田純子 /田中長子　編注

● DVD謹呈可

ISBN978-4-87571-370-8

B5・iii+101pp   定価 ( 本体価格 1,800 円 +税 )

Shane
曽根田憲三／Gary Bourke ／宮本節子／中林正身／中村真理／曽根田純子／
船水直子／安田孝子／石垣弥麻／三井敏朗／三井美穂／田中長子　編注

[ シェーン ]

B5・iv + 91pp　定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-373-9

● DVD謹呈可 読解、文法中心の exersise を付し、
リスニング練習問題など余禄が充実。

【CD付テキスト】

好評既刊
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風呂本武敏　編注

Richard J. Kelly / Ciaran L. Quinn　　　　　　　　　　　　　　　　　　（リーディング）
A Look at Ireland─ Introduction to Irish ltural Studies─

B5・text40＋notes 30pp.　定価（本体価格1,600円+税）

English Communication in the Classroom

B5・iii + 94pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-736-2

[ 英語コミュニケーション総合演習 ]　改訂版

前川智子著　Jim Kunzman 協力

（総合英語）

【教師用 CD】有
B5・i + 147pp.　定価（本体価格 1,900 円 +税）

Step Up! Your English Skills
（リーディング・文法）

ISBN978-4-87571-740-9

溝口健二 /小西章典 /松井豊次 /梅田礼子　編著

[ ステップアップ！基本英語 ]—習熟度別・読解と文法演習—

B5・i + 93pp 定価（本体価格 1,800 円 +税）
【教師用 CD】有

[ 目からうろこの 新世界事情 ]
A synergetic learning in listening and reading

World Cross-section

細川祐子編著 /Keith Adams 協力
 ● The Economistのコラ
 ム記事をむりなく読む !

ISBN978-4-87571-741-6

（リーディング・総合）

PEACE TALK
―Improve your reading skills and vocabulary―

[ ピース・トーク ]

（リーディング）

B5・i + 75pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

ISBN978-4-87571-153-7【教師用 CD】有

【音声ダウンロード】

好評既刊

EUとして急速に大きく変貌しようとしているヨーロッパの中での小国の位置、最
大難関の宗教紛争などにも言及。文化事情，地域研究などの副読本にも最適。

ISBN978-4-87571-475-0
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Welcome to CANADA!

DVD有

中谷安男 /Thomas Caton/
Scott McInnes/ 岩田京子 /土屋唯之 

B5・iii + 75pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
ISBN978-4-87571-739-3

[ カナダへようこそ！ ]

（リスニング）

New Listening Theory and Practice

B5・i + 90pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）

【CD別売・2枚組 /定価（本体 1,000 円 +税）】 ISBN978-4-87571-743-0

● Natural English 聞き取りの決定版！

[ 映画英語の聞き取り方 ]

矢作三蔵　編著

Natual English for Beginners

ISBN978-4-87571-733-1

B5・ii + 48pp.　定価（本体価格 1,200 円 +税）

英語リスニングの基本

[ 英語聞き取りへの近道 ]

矢作三蔵／ Richard Caraker著

A New Approach to Natural English

　　　B5・iii+48pp. 定価（本体価格 1,600 円 +税）
【CD 2 枚付】

William Phalon／ Edward Torrico 協力　　矢作三蔵 著

●シャドウィングを導入した最初のテキスト！

ISBN978-4-87571-543-6

[Shadowing による TOEIC,TOEFL 制覇］

English Expert

B5·ii+ 74pp.　定価（本体価格 1,800 円 +税）
ISBN978-4-87571-549-8

●シャドウィングを武器に英語のエキスパートを目指す！

From Sound to Meaning
[ Shadowing による英語完全制覇 ]
依田　良／ Richard Caraker著

【音声ダウンロード】

好評既刊

【音声ダウンロード】

【音声ダウンロード】

【教師用 CD】可
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The Narratives in English Paintings
［イギリス物語画の物語］

細川祐子・阿部美春　著　Elizabeth Kenney　協力
B5・iv ＋ 69pp. ＋別冊注 42pp.　定価（本体価格 2,200 円 +税）

イギリス「物語画」の自由な鑑賞と再評価を促す。John Everret Millais / Henry 
Alexander Bowler / Henry Wallis / Ford Madox Brown / Robert Braithwaite Martineau / 
James Jacques Joseph Tissot

ISBN978-4-87571-476-7
Adrian J. Pinnington

On Britain─An Introduction─

［イギリスを読む］
長岩寛・松田英　編注

A5・ii ＋ text 96pp.　定価（本体価格 1,400 円 +税）

イギリスの歴史，政治，宗教，生活など全般にわたる幅広い文化を正しく理解する
ためのテキスト。全 24章 1回ごとの読切りで，各章末には注釈のほかに練習問題
も付す。文化事情，地域研究などにも最適。 ISBN978-4-87571-466-8

William Phalon

What America is Talking About
—Liberal and Conservative Views on Issues in the News—

［アメリカ社会をどう読むか］
川村幸夫・奥村直史　編注

A5・ii ＋ 87pp.　定価（本体価格 1,400 円 +税）
アメリカが抱える、貧富の差、宗教、銃規制などさまざまな問題に対して、保守
とリベラル双方の見解を対比。 ISBN978-4-87571-473-6

evergreen

【教師用 CD】有

【教師用 CD】有

好評既刊

（2021 年定価改定）

ISBN978-4-87571-165-0

English Essentials for Self-Learners

【教師用 CD】有

川端 新・Susanne Balogh 編著
阿部 曜子・富山 晴仁・西嶌 俊彦・向井 剛

　大学の初年次に受ける一般英語教育のために作られた本テキストは、英語によ
る自校教育を内容に、「自律した英語学習者」の育成を目標とした総合教材です。
各レッスンは、学生の関心を引きやすい「四国大学での学生生活」をトピックス
とし、リスニングとリーディング活動を中心とした二部構成です。中学校や高等
学校で既習の文法事項の復習や、授業外での英語学習を促すコラムなどを通じて、
学習者が「英語学習の仕方を学ぶ」ことを目指す1冊です。

B5・84pp. 定価（本体価格 1,900 円 +税）

大学生活を英語でサーフィン
―発信型英語学習への道―

【音声ダウンロード】

（総　合）
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宇田和子 著

ブロンテ姉妹の食生活
生涯、作品、社会をもとに

　ブロンテ研究と食文化研究を融合させたユニークな書。ブロンテ姉妹の食
生活解明にあたって用いられているものは、３姉妹と関連人物達の生涯、主
要 3作品、社会背景、そして多くの他領域の研究である。読みやすい文体と
書式で書かれ、多くの図版を交え、広範な視点から、ブロンテ姉妹の食生活
について楽しんで読める１冊となっている。製菓・製パン・レシピ開発にも
携わる筆者の実際的な指摘や料理に密着した作品の読みが、今までにないブ
ロンテ研究を生んでいる。

NEW
新刊

　序　論　文学研究と食文化研究
 　第１章　ブロンテ家の時代
 　第２章　ブロンテ家の家系とパトリック・ブロンテ
 　第３章　エリザベス・ブランウェル
 　第４章　パトリック・ブランウェル・ブロンテ
 　第５章　召使達
 　第６章　シャーロット・ブロンテと『ジェイン・エア』
 　第７章　エミリー・ブロンテと『嵐が丘』
 　第８章　アン・ブロンテと『アグネス・グレイ』
 　結　論　ブロンテ姉妹の食生活
   あとがき

A5判並　286頁　定価（2,200本体円＋税） ISBN978-4-87571-883-3

★「在庫僅少」、「品切」書籍につきましてのご相談は、小社へ直接ご連絡をお願い致します。
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NEW
新刊

4/6判　336頁　定価（本体2,500円＋税）

 英語圏小説と老い
執筆者一覧　   池園 宏･池田 祐子・岩下 いずみ・鵜飼 信光・金子 幸男・    

                     柴田 千秋・高本 孝子・濱 奈々恵・原田 寛子 （五十音順）

　人間が避けて通ることのできない老い。英語圏小説で老いはどのように描かれてきたのだ
ろうか。本書は19世紀から21世紀の著名な英語圏作家に焦点を当て、作家ごとに異なる「老い」
の表象に迫るものである。取り上げる作家と主な作品は、ジョージ・エリオット『サイラス・
マーナー』、オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』、ジョージ・マクドナルド『リ
リス』、ジェイムズ・ジョイス『ダブリンの市民』、アガサ・クリスティー『書斎の死体』『鏡
は横にひび割れて』、マーガレット・アトウッド『キャッツ・アイ』『昏き目の暗殺者』、カズオ・
イシグロ『わたしたちが孤児だったころ』『わたしを離さないで』『忘れられた巨人』、デイヴィッ
ド・ロッジ『ベイツ教授の受難』、マーガレット・ドラブル『昏い水』の９作家、13作品以上。
のどかな田舎に住む老人、写真に映る老人、若さに執着する老人、執着から解放される老人、
今を生きる老人、過去と折り合いをつける老人など、多角的な考察によってさまざまな老人
像を浮き彫りにする。各論文の冒頭に作者略歴と作品梗概あり。

<目　次 >
　まえがき　　　　　　　　　　　 　
　第一章 コテージ・イングリッシュネス
　―ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』における老人表象・・・・・・・・金子 幸男

　第二章 老いと闘うデカダン
　―オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』における老若の表象・・・・・・池田 祐子

　第三章 生へ至る死
　―ジョージ・マクドナルド『リリス』における老いから若さへの回帰・・・・・・・鵜飼 信光

　第四章 ジェイムズ・ジョイス 『ダブリンの市民』における家族の肖像写真と老い・・岩下 いずみ
　
　第五章 愛される国民的おばあちゃん　　　　　　　　　　　　　　　
　―ミス・マープルに見る老いとイギリスらしさの再構築・・・・・・・・・・・・・濱 奈々恵

　第六章 マーガレット・アトウッド作品における「老い」の意味　
　―『キャッツ・アイ』、『昏き目の暗殺者』を中心に・・・・・・・・・・・・・・・柴田 千秋

　第七章 カズオ・イシグロ文学における老いの表象　　　　　　　　　　
　―近年の長編小説を中心に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池園 宏

　第八章 判決は「死（デス）」と「難聴（デフ）」
　―デイヴィッド・ロッジ『ベイツ教授の受難』・・・・  ・・・・・・・・・・・・・高本 孝子
 
　第九章 老いを転覆させる 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　―マーガレット・ドラブル『昏い水』における終わらない生・・・・・・・・・・・原田 寛子

　あとがき、執筆者一覧

ISBN978-4-87571-099-8
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　本書は、イギリスの様々な事柄について、著者の気の向くままに綴られたもの
です。いわゆる専門書・研究書としてではなく、一般向けの入門書として書かれ
ています。とりわけ、「序章　イギリス、15 のいろいろ」は、イギリスの文化の
諸相について書かれたもので、興味深く読めるでしょう。また、その後続く５つ
の章では、著者が永年にわたり大学で学生たちに教えて来た数々の文学的テーマ
のうち、より興味深いと思われる問題を平易に述べたものです。イギリス文学・
文化の諸相について、好みにしたがって順不同でお読みいただき、楽しむ事がで
きる 1冊です。

村里好俊　著

イギリス文学 ･文化の散歩道
　　―シェイクスピア／シドニー／メアリ・ロウス／ワイルド

ISBN978-4-87571-098-14/6判　282頁　定価（本体2000円＋税）

――アメリカ文学における帰属と越境
ホームランドの政治学

小谷耕二　編

　本書は「ホームランド」を一つのキーワードとしてアメリカ文学を論じたものである。「ホ
ームランド」という言葉は９．11 同時多発テロ直後、ブッシュ（父）大統領によってテロ
や外敵の脅威から国土を守るという文脈で用いられたとのことである。アメリカという国家
は移民によって作られた国であり、渡ってきた多くの移民が国家としてのアメリカを「ホー
ムランド」とするのかそれとも父祖の祖国を「ホームランド」とするのかアメリカのナショ
ナル・アイデンティは基本的に二重性を帯びている。アメリカが抱えるこの問題を考慮して
「ホームランド」という視点からアメリカ文学を考察するという試みには意義や拡がりがあ
ると思われる。取りあげたのはソロー、トウェイン、フォークナー、カレン・テイ・ヤマシ
タ、ギレルモ・ヴェルデッキアといった作家たち、それにH･G・ウェルズの流れをひく侵略
文学と SF映画などであり、アメリカ文学のほんの一部をカバーしているにすぎない。しか
し各論考はそれぞれの視角と方法論から果敢に迫って「ホームランド」からアメリカ文学を
読むことの可能性の一端を示している。

4/6判　上製本286頁　定価（本体2,600円＋税）
ISBN978-4-87571-097-4

ホームランドの政治学

ISBN978-4-87571-097

準新刊

準新刊
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ISBN978-4-87571-588-7
A5判　361頁　定価（本体2,500円＋税）

Psychological Passives and the Agentive 
Prepositions in English: A Historical Study
『英語心理動詞の受動文と共起する前置詞の歴史的研究』

竹田津　進　著

全文英文

　本書では、心理動詞 (surprise, amaze, shock, startle等 ) の受動文（心理受動文）がとる動作主の
前置詞が歴史的にどう推移したか、電子コーパスを使って調査分析している。１章 be surprised 
構文は atを伴うと言われてきたが、ここ十数年の英語では by が atの倍近く出現している。２
章　be surprised 構文のとる atと byの選択要因について。３章　surpriseと同義の心理動詞の受
動文も byが増加している。４章　Dickensが心理受動文とともにbyを多用したのはなぜか。５
章　be surprised + by 構文の、物理的な意味から心理的な意味への意味変化について。６章７章
　心理受動文と共起する動名詞が減少し、how-節が増加している現象について。８章９章 OED
を編集した Onions と Bradleyが動詞 surpriseや心理受動文のとる前置詞をどう扱ったか。１０章 
心理動詞の過去分詞形は形容詞としてだけでなく、受動文としても機能することを論証。
　この研究は、英語史、コーパス言語学、語法研究、辞書学、文体論、意味論などの分野のさ
まざまなテーマを考察しているので、幅広い読者に裨益すると思われる。

準新刊

ISBN978-4-87571-810-9

A5判　191頁　定価（本体2,000円+税）

ギャスケル作品小事典
多比羅 眞理子　編著

　長い間ギャスケルの中編、短編は未開の領域でしたが、2015 年 12 月に日本ギャスケル協
会編の『 エリザベス・ギャスケル中・短編小説研究』が出版され、ギャスケルの短編の世
界にも光が当てられ始めました。時を置かずして 2016 年 3 月、『ギャスケル中・短編小事典』
を世に送りました。出版当初、「このような事典があると便利」「読みやすい」という感想が
寄せられ、『ギャスケル中・短編小説事典』には所収しなかった長編やエッセイなども含め
た『事典』作成に向けて活動を開始。本書は先に出した『小事典』の続編となります。
　前回、そして今回の編集にあたって、ギャスケルの作品をほぼ全域にわたって紹介。ディ
ケンズがギャスケルを「千夜一夜のシェヘラザード」と称したように、実に多岐にわたって
ギャスケルは作品を表しているのです。長編では『 メアリ・バートン』 や『 ルース』の社
会小説、『シルヴィアの恋人』のような歴史小説、さらには『従妹フィリス』や『妻たちと
娘たち』に代表される家族関係を中心にした家庭物語、また、短編ではゴシック的な要素の
ある『魔女ロイス』「グリフィス家の一族」の作品など、そのテーマの広さを実感します。

準新刊
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不世出の18世紀英国作家スターンのウィットとユーモアにあふれた
物語世界を紹介し、その文学的魅力を解明する。

坂本　武　編
ローレンス・スターンの世界

ISBN978-4-87571-093-6

A5判　381頁　定価（本体3,000円＋税）

ISBN978-4-87571-093-6

＜目次＞
はしがき 　坂本　武
スターン略年譜
序　章 ローレンス・スターン研究を展望する 内田　勝
第Ⅰ部　スターンの主要作品世界を概観する
　第 1章　『ポリティカル・ロマンス』
    ──スターンの生涯、一七五九年の変　          坂本　武
　第 2章　『トリストラム・シャンディ』
    ─―知と情と笑いあふるるファミリー・ヒストリー 
                                                                     坂本　武
　第 3章　スターンと観念連合  落合一樹
　第 4章　『ヨリック氏説教集』の技法         内田　勝
　第 5章　『センチメンタル・ジャーニー』
    ──調和への旅  久野陽一
　第 6章　恋する闘病記、『イライザへの日記』
    ──病んだ身体とエロス化される医療      　木戸好信

第Ⅱ部　スターンを同時代の文学シーンにおいて見る
　第 7章　ローレンス・スターンの詩学      　武田将明
　第 8章　ホビーホースとキホーティズム
    ──スターンと同時代人          加藤正人
　第 9章　月の魔力──ブレイクとスターン     　鈴木雅之
　第 10章　『トリストラム・シャンディ』は「珍奇」な作    
                 品か？
     ──サミュエル・ジョンソンとローレンス・スターン
                                                                     原田範行
　第 11章　スターンと十八世紀イギリス出版文化 
           井石哲也
第Ⅲ部　スターンの受容とポップ・カルチャー
　第 12章　スターンと日本          落合一樹
　第 13章　ラノベ世代の『トリストラム・シャンディ』
    ──スターンと現代日本オタク文化          木戸好信
　第 14章　漫画版および映画版の『トリストラム・シャン     
                 ディ』          内田　勝

―海軍言説とアンテベラムの作家たち―

海洋国家アメリカの文学的想像力

中西佳世子 /林以知郎 編　

＜目次＞
序 林　以知郎

第Ⅰ部　海洋国家アメリカと海軍の言説空間
　海洋国家アメリカと海軍の創設 　　阿川尚之
　十九世紀アメリカ海軍の教育制度 　　布施将夫
 ──海軍兵学校の規律重視から海軍大学校の
　　　　　　効率重視へ
　バーバリー海賊と建国期のアメリカ文学   佐藤宏子
　士官候補生たちの「誤読」 　　林以知郎
 ──艦上の読書共同体と「物書く／船乗り」
　　　　　　たちのいさかい

第Ⅱ部　海洋国家アメリカの文学的想像力
　ホーソーンが編集した二つの航海記の海軍言説と
　『緋文字』                                                       大野美砂

　海洋国家アメリカの揺籃期、海軍の生成と文学の開花は軌を一にしていた。

　ホーソーンとペリーが共有した海軍言説　中西佳世子
 ──イマジネーションと現実の接点
　船乗りの民主主義 　　真田　満
 ──合衆国の理想と現実 
　元水夫の物語　　　　　　　　　　　　西谷　拓哉
 ──メルヴィルの海洋文学における抒情性と
 　　ノスタルジア
　混沌のトポス、拡散する海図 　　橋本安央
 ──「エンカンターダズ」を読む 
　二つの軍艦物語を通して変化するメルヴィルの視座
 　　　　　　　　　　　　　　　　辻　祥子
 ──人種と階級、それぞれの「深淵」をめぐって
　島嶼国家アメリカへの道 　　貞廣真紀
 ──再建期、大西洋横断電信ケーブル、ホイ
　　　　　　ットマン

4/6判　上製本　336頁　定価（本体2,800円＋税）ISBN978-4-87571-092-9 本体2,800円＋税）
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アンソニー・トロロープ　著／木下善貞　訳

「バーセットシャー年代記」
6連作の全巻翻訳完成　図書館必備！

ISBN978-4-87571-059-2
バーチェスターの塔
4/6 判 678 頁 上製

定価（本体 2,800 円＋税）

ISBN978-4-87571-068-4
フラムリー牧師館
4/6 判 707 頁 上製

定価（本体 3,000 円＋税）

ISBN978-4-87571-056-1
慈善院長

4/6 判 279 頁 上製
定価（本体 1,800 円＋税）

ISBN978-4-87571-062-2
ソーン医師

4/6 判 757 頁 上製
定価（本体 3,000 円＋税）

ISBN978-4-87571-078-3

バーセット最後の
年代記（上）
4/6 判 571 頁 上製

定価（本体 2,800 円＋税）

ISBN978-4-87571-083-7

バーセット最後の
年代記（下）
4/6 判 583 頁 上製

定価（本体 2,800 円＋税）

ISBN978-4-87571-083-7ISBN978-4-87571-080-6
アリントンの
「小さな家」
4/6 判 880 頁 上製

定価（本体 3,600 円＋税）

ISBN978-4-87571-080-6

日本図書館協会
選定図書

本シリーズの翻訳
完成によって、初
めてトロロープが
本格的に日本に紹
介されたと言える。

アンソニー・トロロープ   自　伝

ISBN978-4-87571-095-0

4/6判　361頁　定価（本体2,800円＋税）
〈 An Autobiography 〉木下善貞　訳

『自伝』は、本質的に著作で富と名声と安定した生活をえた成功の物語だ。
本書では、読者の理解を容易にするため自身の小説のあらすじをすべて載
せている。彼が成功のチャンスをつかんだアイルランドの地図、監督官と
して馬で巡ったイングランドの州地図も添えている。その他、彼の編集長
としての体験、エジプトのパシャとした郵便の取り決め、米国政府とした
著作権の交渉、中南米やオーストラリアへの旅行記、南北戦争の報告、当
時の旅のおもしろいエピソードなどがてんこ盛りだ。本邦初訳！
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　近代以降、プロテスタントの文化規範は英文学のバックボーンとなったが、
18世紀の啓蒙運動は皮肉にも、その「鬼子」とも言うべき中世主義を産み落
とす。中世（反近代）主義という豊かな土壌から、カトリシズムに根差した
文学が登場する。イギリスのカトリック・ルネサンスである。

野谷啓二　著
オックスフォード運動と英文学

ISBN978-4-87571-096-7

A5判　232頁　定価（本体2,400円＋税）

松田雅子／松田寿一／柴田千秋　訳

　アトウッドの長編7作目。少女時代に恐怖のいじめを受け、自分が無価値
で無意味な存在と思い込まされたトラウマを絵画に表現することでサバイバ
ルをはかり、憎しみの呪縛から自分自身を救い出していく画家半生の物語。
完成までに四半世紀を要したという本作はアトウッドの自伝的要素が強いと
考えられており、読後に読者の胸に深い余韻を残す傑作！

マーガレット・アトウッド

4/6判　576頁　定価（本体2,800円＋税）

キャッツ・アイ   
〈 Cat’s Eye 〉    本邦初訳！ 

ISBN978-4-87571-085-1

武田千枝子／矢作三蔵／山口志のぶ　訳　　本邦初訳！

ウィリアム・ディーン・ハウエルズ 〈 A Modern Instance 〉

　19世紀後半から20世紀初めにかけ、一流文芸誌を通じてアメリカのリア
リズム文学育成に努めたハウエルズは、日本の一般読者にはなじみの薄い作
家で、ここに訳出された『近ごろよくあること』はもとより、数多いこの作
家の作品の邦訳書は今日にいたるまで皆無であった。本作品は、南北戦争終
結後十年近くを経過した混乱するアメリカ社会を背景に、ひと組の若い夫婦
の結婚生活が破綻をきたすまでの経緯を詳細に描いた長編小説であり、離婚
という問題を扱ったおそらくアメリカ最初の小説といわれている。　

近ごろよくあること
4/6判　576頁　定価（本体2,600円＋税）

ISBN978-4-87571-090-5

架空の国に起きる不思議な戦争
戦場の傷とともに生きる兵士たち

津久井良充・市川　薫　編著
ISBN978-4-87571-880-2A5判　335頁　定価（本体3,000円＋税）

目　次 
巻頭論文　来たるべき戦争 
1 章　奇怪な内乱の起きる不思議な国 
2 章　変奏されるアイルランド史 7 章　戦場で心の傷を負う兵士たちの「それから」
3章　戦場のクーフリン 8 章　[ 特別寄稿 ]　自然と向き合う人間に見えるもの
4章　若き炭鉱王を脅かす見えない戦争の影  9 章　ある現代美術家の告白
5章　戦争映画の中の「音楽」と「兵士」たち 巻末エッセイ　世界文学への扉をあける
6章　核時代の到来を予言した作家 あとがき・他

 7 章　戦場で心の傷を負う兵士たちの「それから」
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ナサニエル・ホーソーン伝
Nathaniel Hawthorne: A Biography

Randall Stewart著　　丹羽隆昭 訳

ISBN978-4-87571-088-2

A5判　上製本　432頁　定価（本体3,700円＋税）

原著者ランダル・スチュアートは早くからホ－ソーン研究に取り組んで
卓越した研究業績を挙げており、本書は彼の代表的著作のひとつである。
現代におけるホ－ソーン研究の原点となった記念碑的存在で、極論すれ
ば本書の恩恵を受けていない研究書は一つもない。

成田雅彦、西谷拓哉、髙尾直知　編著

ホーソーンの文学的遺産
ロマンスと歴史の変貌

A5判　上製本　462頁　定価（本体4,800円＋税）

ISBN978-4-87571-084-4

　世紀を飛び越え、国境を横断し、文学ジャンルをまたぎ、様々な芸
術様式に変身を遂げながら、21世紀の現在なお大きな影響を持ちつつ
「生き続ける」古典アメリカ作家の秘密と魅力を解き明かす。

―芸術思想と長編創作の技法―
ホーソーンのプロヴィデンス

中西佳世子　著

　ホーソーンは『旧牧師館の苔』以降、短編から長編へと創作スタ
イルを移行させたが、そのどの長編ロマンスにもプロヴィデンス（神
の摂理）の概念と語が遍在しており、本書はそのプロヴィデンスの
文学装置としての有用性とテーマを関連付けて包括的に論じたもの
である。

ISBN978-4-87571-091-2

4/6判　290頁　定価（本体2,800円＋税）

曽根田憲三・羽井佐昭彦・宮本節子・堤龍一郎・
上條美和子・上原寿和子・Gary Bourke　著

英語の授業を英語でおこなうための
表現集

A5判　155頁　定価（本体1,600円＋税）

ISBN978-4-87571-587-0先生方のためのありとあらゆる有用でシンプルな表現が満載。
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ハイブリッド・フィクション
──人種と性のアメリカ文学──

4/6判　上製本　370頁　定価（本体2,400円＋税）

ISBN978-4-87571-070-7

アメリカの歴史は人種差別と性差別の歴史であったと言っても言い過ぎ
ではないだろう。本書は特に人種と性（ジェンダー／セクシュアリティ）
に焦点を合わせて「白人」「黒人」「男性」「女性」の作家たちが、アメリ
カ国家の本質としてのハイブリディティを、ハイブリッドな手法によっ
て抉り出していることを論証するものである。し

山下　昇　著

島田太郎　訳

オールソンは日本ではつい最近まで一般の読者人にはほとんど知られて
いなかったが、二〇世紀後半のアメリカ詩壇ではもっとも重要な一人と
目されている。そのオールソンによる独特のメルヴィル論、『白鯨』論で
貴重な一冊である。難解で音符のような原文を翻訳できるのは日本では
訳者の島田太郎先生しかいない。

チャールズ・オールソン

4/6判　233頁　定価（本体1,600円＋税）

ISBN978-4-87571-077-6ISBN978-4-87571-077-6

わが名はイシュメイル

青山誠子　著

シェイクスピアいろいろ

4/6判　271頁　定価（本体1,600円＋税）

ISBN978-4-87571-073-8

…シェイクスピアの生きた時代、シェイクスピア作品における女性と結
婚観、罪と裁きの問題、そして「時」の破壊力への挑戦と、平易な語り
口ながら幅広いテーマを縦横に論じている。…シェイクスピア諸作品に
さらに深く踏み込むためのヒントが随所に現れた好著である。

（『週刊読書人』2014/4/11）

ISBN978-4-87571-072-1

詩人スペンサーのこころ
田中　晉　著

4/6判　上製本　304頁　定価（本体3,500円＋税）

日本図書館協会選定図書

独創的な解釈に支えられた画期的スペンサー論…スペンサーのみを論じた
単著としては、1936年出版の老田三郎氏の著書に次いで本書が二度目で
はないか。本書はその意味でも待望久しかった本格的なスペンサー研究書
である。…著者にはスペンサーの哲学的思想的諸問題を作品に照らして論
じるための、詩自体を鋭利に読み解く英語力と鑑識眼、深遠で該博な知識
と叡智、力量が濃密・豊富に備わっている。　（『週刊読書人』2014/2/8）
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西谷拓哉／成田雅彦　編

アメリカン・ルネサンス

A5判　上製本　446頁　定価（本体4,800円＋税）

ISBN978-4-87571-071-4

絶 版
─批評の新生─

【特別寄稿】リチャード・コプリー（宮川雅・訳）　ポーとの冒険、ホーソーン
との冒険／第一部　アメリカン・ルネサンスの起源と軌跡　　伊藤詔子　高橋
勤　藤村希　高梨良夫／第二部　アメリカン・ルネサンスの女性像再考　　巽
孝之　成田雅彦　城戸光世　福岡和子／第三部　黒人のアメリカン・ルネサン
ス　　大野美砂　高尾直知　西谷拓哉　進藤鈴子／第四部　アメリカン・ルネ
サンスのレトリックと文体　　井上健　阿部公彦　橋本安央／第五部　アメリ
カン・ルネサンスと日本　　中西佳世子　阿野文朗　加藤雄二

入子文子監修／谷口義朗・中村善雄　編著

水と光

A5判　上製本　390頁　定価（本体3,600円＋税）

ISBN978-4-87571-065-3

─アメリカの文学の原点を探る─

第 I部 第一章　水野眞理　　第二章　入子文子
第Ⅱ部 第三章　巽　孝之　　第四章　伊藤詔子　　第五章　妹尾智美　　

第六章　舌津智之　第七章　常山菜穂子　第八章　中村善雄
第Ⅲ部 第九章　　里内克巳　　第十章　　疋田知美　　第十一章　谷口義

朗　第十二章　山下　昇　第十三章　吉原あけみ　第十四章　古木
圭子　　第十五章　石原敏子　第十六章　武藤脩二

＜執筆者＞高尾直知、大串尚代、中村善雄、辻祥子、本岡亜沙子、城戸
光世　倉橋洋子、大野美砂、内堀奈保子、メーガン・マーシャル／生田
和也訳

越境する女
──19世紀アメリカ女性作家たちの挑戦──

A5判　上製本　236頁　定価（本体2,600円＋税）

ISBN978-4-87571-076-9

倉橋洋子／辻祥子／城戸光世　編

（『アメリカ学会会報』2015 年４月 15日号）…書物全体として、人種・階級・
ジェンダー・宗教に関する伝統的因習に挑んだ女性たちの姿を生き生き
と描きだすことに見事に成功している。

ハリウッド映画でアメリカが読める

4/6判　上製本　304頁　定価（本体2,200円＋税）

ISBN978-4-87571-075-2

曽根田憲三　著

日本図書館協会選定図書

ハリウッド映画が映し出したアメリカの真実。夢と希望に満ちた社会、人
種差別や格差社会を生み出す社会、社会主義・共産主義への危機感、銃
社会の可否などの問題意識等等が生み出した多岐にわたるそれぞれの映
画を詳細に検証。『ローマの休日』が赤狩りの恐怖を巧みに批判などの指
摘には瞠目。
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異端の英語教育史
加藤洋介　著

4/6判　207頁　定価（本体1,600円＋税）

ISBN978-4-87571-670-9

ギャスケル中・短編小事典
A Guide to Elizabeth Gaskell’s Short Stories

多比羅 眞理子　編

ISBN978-4-87571-809-3

A5判　155頁　定価（本体1,600円＋税）

舞台を観る、読む、語る

4/6判　上製本　304頁　定価（本体3,000円＋税）

ISBN978-4-87571-879-6

シェイクスピアの『ハムレット』からロイド＝ウェバーの『キャッツ』まで、
劇団四季や俳優座などの上演プログラムに掲載された文章をはじめとし
て、西洋演劇の魅力を縦横に語りつくしたエッセイ集。イギリスの劇作家・
舞台作品が主に採り上げられた西洋演劇史の入門書であると同時に、演
劇を生み出した背景や文化をめぐる探求の書でもある。

佐久間康夫　著

1．ギャスケルの短編小説／ 2．ヴィクトリア時代女性史の中のギャスケ
ルの位置づけ／ 3．短編小説解説　1847 年「リビー・マーシュの三つの
祭日」から 1863 年「クランフォードの鳥籠 ( ケージ ) まで 33編。ギャス
ケルの短編小説を中心に、作品の背景、翻訳・作品名、掲載誌、主な登
場人物、あらすじ、作品のテーマ／4．ギャスケルの生涯／5．書誌（英文、
和文）／ 6．あとがき／ 7．索引

… 英語教育は実用的な学問または訓練とみなされ、同時代の人文学のな
かで例外的に巨大な市場と結びついた。表面的にはほかの領域から離れて
発展し、それが思想と文学と歴史学と政治学に対してもつ関係は見えな
くなった。だから、それらを取り込んだ広い視野でその発展を記述すれば、
新しい英語教育論を提供することができる。これは本書全体の執筆を支
えた確信である。…（「あとがき」より）

　ゴールディング（1911‒93）はノーベル文学賞受賞作家ながら、わが国ではその
作品研究は不当と言いたくなるほど少ない。本書は、本邦で15年ぶり6冊目の研
究書として、この不世出の小説家が残した重厚なテクストに誠実に正対することの
意義を再確認すると同時に、〈読むこと〉〈読まれること〉に対してゴールディング
が抱いていた問題意識のありようを、彼が作家生活を送った時代の文脈に置いて検
討する。自作の読まれ方や読者の理解度、世評を極度に意識していた作家ゴールディ
ングは、同時代のいわゆる受容美学や読者反応理論の趨勢を批判的に映し出す鏡と
なり得る。本書はその鏡と鏡像の両方をあわせて丹念に読み解く試みである。

ウィリアム・ゴールディングの読者
  宮原一成 著A5判　vi ＋ 382頁　定価（本体3,000円＋税）

ISBN978-4-87571-089-9

在庫僅少
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スコットランド文学

オスカー・ワイルドの世界

〈記憶〉 で読む英語文学

人間関係から読み解く文学

比較文化学の地平を拓く

──その流れと本質──

──危難のときの人間関係──

富士川義之／玉井暲／河内恵子　編著

現代英語文学研究会　編

日本人間関係・文学と人間関係研究会　編

日本比較文化学会関東支部

木村正俊　編著

A5判　537pp.　定価（本体3,500円＋税）

A5判  上製本　vi ＋ 648pp.　定価（本体4,800円＋税）

4/6判　350pp.　定価（本体2,200円＋税）

4/6判  上製本　228pp.　定価（本体2,400円＋税）

A5判  上製本　424pp.　定価（本体3,800円＋税）

ISBN978-4-87571-058-5

ISBN978-4-87571-069-1

ISBN978-4-87571-877-2

ISBN978-4-87571-074-5

ISBN978-4-87571-066-0

ISBN978-4-87571-

ISBN978-4-87571-

ISBN978-4-87571-

日本図書館協会選定図書
スコットランド独特の歴史や文化の生み出す豊穣な想像力が多くの魅力的な作品を紡ぎだす。

ワイルドの人生と作品は実に多面的である。その多面性の内に宿る真実を、総勢 32名
の多彩な執筆陣により探っていく。本書なしにワイルドは語れない！

現代的視点で文学テクストを読むシリーズの第四弾。80年代以降、歴史、心理、文学、アー
ト諸領域を越境し、共時的関心を呼び覚ましている「記憶」、とりわけ「文化的記憶」と「ト
ラウマ的記憶」を手がかりに、文学テクストに、その想起と忘却のダイナミズムを辿る。

東西の文学作品を通じて、先人達の多様な危難の時の向かい合い方、克服の経過を考察。

23名の執筆者が、それぞれの興味関心および専門領域におけるアプローチを通して文
化を比較し、そこから見えるものを抉り出した論考集である。

ISBN978-4-87571-052-3

阿部美恵・多比羅眞理子　編著
A5判  上製本　201pp.　定価（本体1,800円＋税）

エリザベス・ギャスケル
──孤独と共感──
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ISBN978-4-87571-581-8

    英語研究のバックロード
　　著者英語研究のメーンストリート、バックロード全30章。

稲積包昭　著
4/6判  上製本　295pp.　定価（本体2,800円＋税）

英語史研究・教育の衰退を憂えた研究者たちが立ち上げた研究会の記録。

ISBN978-4-87571-584-9

ISBN978-4-87571-061-5

新英米文学研究会　編著

A5判  上製本　iii+692pp.　定価（本体3,800円＋税）

英米文学を読み継ぐ
──歴史・階級・ジェンダー・エスニシティの視点──

英語 vs. 日本人
─日本人にとって英語とは何か─
日本人の英語および日本語との向き合い方を考える。

森光有子・中島寛子　著
　4/6判  上製本　vi ＋ 362pp.　定価（本体2,400円＋税）

ISBN978-4-87571-669-3日本図書館協会選定図書

ISBN978-4-87571-582-5

　ことばの響き
─英語フィロロジーと言語学─

三浦常司教授古希記念献呈論文集

今井光規・西村秀夫　編
A5判  上製本　237pp.　定価（本体2,800円＋税）

A5判  上製本　viII ＋ 392pp.　定価（本体2,800円＋税）

ISBN978-4-87571-060-8

新世紀の英語文学
─ブッカー賞総覧2001―2010─

イギリスの最も権威ある文学賞、ブッカー賞の過去10年間の作品を完全網羅！

高本孝子・池園宏・加藤洋介　共編

英語史研究ノート
田島松二・末松信子　編

4/6判  428pp.　定価（本体2,000円＋税）

品 切

絶 版



xiv info@kaibunsha.co.jp開文社出版

★各書籍のコード番号は、ISBN 内：アンダーラインをしてある 3桁番号です。

ISBN978-4-87571-872-7

A5判　210pp.　定価（本体2,000円＋税）

ISBN978-4-87571-992-2

島﨑はつよ　著

A5判  上製本　240pp.　定価（本体3,000円＋税）

ジェイン・オースティンの
語りの技法を読み解く

ISBN978-4-87571-583-2

　チョーサーの詩学
         中世ヨーロッパの＜伝統＞とその＜創造＞

          チョーサー文学研究にはフランス、イタリアの文化、文学を無視できない。」
河崎征俊　著

4/6判  上製本　488pp.　定価（本体4,600円＋税）

ISBN978-4-87571-063-9

 　ディケンズ朗読短編選集（Ⅱ）
           これまで未訳のまま残されていた朗読台本７篇の初訳

小池滋／西條隆雄 編訳
4/6判  271pp　定価（本体1,800円＋税）

日本図書館協会選定図書

イギリス社会と犬文化
──階級を中心として──

人と犬の関係はどのように変化し、どのような犬が誕生、絶滅したのか。

下田尾　誠　著

ISBN978-4-87571-064-6

   新しい天、新しい地
──文学における先見的体験──

J・C・オーツの英米文学新批評。H.ジェイムズ、V.ウルフ、ロレンス等、10作家を論ず。

J・C・オーツ 著／吉岡葉子 訳
4/6判  上製本　vii ＋ 444pp.　定価（本体3,000円＋税）

日本図書館協会選定図書

ISBN978-4-87571-995-3

   作家の信念
──人生、仕事、芸術──

40年以上にわたり執筆活動を続ける J・C・オーツの信条、生活態度を率直に語る。

J・C・オーツ 著／吉岡葉子 訳
4/6判  上製本　266pp.　定価（本体2,000円＋税）
日本図書館協会選定図書
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　ラパチーニの娘
       小論　ホーソーンと二人の女性

「愛」は「毒」を浄化することなのか、「毒」を受容することなのか。

矢作三蔵　訳
B6変形判  上製本　197pp.　定価（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87571-053-0

　美の芸術家　ホーソーン
　　小論　作家とその妻―「一言も訊かないともうきめています」

ホーソーン短篇の傑作『美の芸術家』の新訳

矢作三蔵　訳
B6変形判  上製本　197pp.　定価（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87571-996-0

ISBN978-4-87571-999-1

溝口健二　著
4/6判  上製本　295pp.　定価（本体2,800円＋税）

──詩人誕生への軌跡──

4/6判  上製本　410pp.　定価（本体3,200円＋税）

草が生い茂り、川が流れる限り
──アメリカ先住民作家の先駆者たち──

ISBN978-4-87571-997-7

西村頼男　著

『草の葉』以前のホイットマン

ISBN978-4-87571-057-8

安河内英光　著
4/6判  上製本　340pp.　定価（本体2,800円＋税）

──メルヴィル、フォークナー、バース他──

アメリカ文学とバートルビー現象

ISBN978-4-87571-054-7

安河内英光／馬塲弘利　編著

4/6判  上製本　354pp.　定価（本体2,800円＋税）

──一九八〇年代のアメリカ小説──

ポストモダン・アメリカ

日本図書館協会選定図書

在庫僅少
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★各書籍のコード番号は、ISBN 内：アンダーラインをしてある 3桁番号です。

ISBN978-4-87571-998-4

ロブ・グレアム著　　佐久間康夫訳
A5判  上製本　146pp.　定価（本体2,200円＋税）

シェイクスピアの世界
見開き完結の 64テーマ、シェイクスピアものしり帖。生涯と作品を楽しく解説。

日本図書館協会選定図書

ISBN978-4-87571-987-8

ロブ・グレアム著　　佐久間康夫訳

A5判  上製本　146pp.　定価（本体2,000円＋税）

演劇の世界
ギリシャ時代から現代劇までの名作プロットを中心にした演劇百科。

日本図書館協会選定図書

ISBN978-4-87571-055-4

スティーヴン・ペティット著　　佐久間康夫訳
A5判  上製本　146pp.　定価（本体2,200円＋税）

オペラの世界
オペラものしり帖、予備知識がなくても楽しめる入門書。

日本図書館協会選定図書

ISBN978-4-87571-874-1

近畿大学英語村─村長の告白
近畿大学の名物となった英語村設立から運営に至るまでのノウハウを公開。

北爪佐知子 著　
A5判 237pp.　定価（本体1,600円＋税）

新刊予告 /予定
★ 語られぬ他者の声を聴く―イギリス小説にみる＜平和＞を探し求める言葉たち

★ 日本の心に共感したアメリカ文学

★ ジョイス・キャロル・オーツのアメリカ―家族・女性・性・黒人問題から読み説く

★ 十三世紀東西交流史研究

Coming Soon !

在庫僅少


