多読クラブ通信（2013 年新春号）
新規入荷本のご案内（取り置きリクエストは stepworld@e-pal.co.jp まで。）
ＣＤ付き絵本 4 冊
●Over in the Meadow YL:1.3

総語数:400

●Tell Me a Scary Story...But Not TOO Scary YL:1.7 総語数:1200
●Musical Life of Gustav Mole YL:2.0
●Five Little Ducks YL:0.4

総語数:900

総語数:160

スタジオジブリのアニメ、英語吹き替えＤＶＤ。英語字幕が出ますが、英語の台詞とは合っていないのが難点。
ネットで見つけたスクリプトとも一致しませんでした。以下 16 作品が 6 枚のＤＶＤになっています。
●Laputa / Grave of the Fireflies / Whisper of the Heart
●Mononoke / Totoro / Nausicaa
●Kiki's Delivery Service / Porco Rosso
●The Cat Returns / Howl's Moving Castle / Tales from Earthsea
●Spirited Away / Ponyo / My Neighbors Yamadas
●Pom Poko / Arrietty
Usborne First Reading シリーズが 8 巻入荷。すべてＣＤ付き。ハードカバーです。
●Daydreamer YL:0.6
●Stone Soup YL:0.6

総語数:200
総語数:200

●Chicken Licken YL:0.8

総語数:700

●Old Mother Hubbard YL:0.6
●Little Giraffe YL:0.6

総語数:200

総語数:200

●Clever Rabbit and the Lion YL:0.6

総語数:300

●Musicians of Bremen YL:0.8

総語数:500

●Why the Sea is Salty YL:0.6

総語数:200

● Ink Drinker YL:2.2

総語数:2300

主人公の少年の家は本屋さん。お父さんは、本を溺愛している。少年は本なんて好きじゃなかった。
店の中にお気に入りの場所があり、そこで顧客を観察するのが大好き。ある日、不思議な客がやって
きて、本から何かをストローで飲んでいた！挿絵が多く、字も大きい。
●View from Saturday YL:4.5

総語数:42000

オリンスキー先生のクラスのノア、ナディア、イーサン、ジュリアンの 4 人は、エピファニー校の 6 年生
代表チームとしてアカデミック・ボウルを勝ち進んでいきます。それぞれが自分なりの試練を体験して
成長し、出会い、堅い友情で結ばれていく様子を見守りながら、先生自身もひとつの壁を乗り越えて
ゆきます。日本語版タイトル｢ティーパーティの謎｣
●Charlotte's Web YL:6.4

総語数:31500 （もともとありましたが、ＰＢ版で入荷）

静かな農場に住む子ブタのウィルバーとクモのシャーロット。ある日シャーロットが、ハムにされる運
命のウィルバーを助けるためにとった行動とは。19 カ国 1000 万人に愛されつづける名作。

●Attack of the Shark-Headed Zombie YL:3.5

総語数:10600

主人公の Keats と Henry はいとこ同士で仲良し。Steep Cliff Hill でスタントマンばりにボコボコした
岩肌の下り坂を自転車でとばして行ったところまではカッコよかったが、その先の崖から二人の自
転車は深い池の中にドボン！ 二人は新しい自転車を購入するために、二人の母親が働くスーパ
ーの掲示板でバイトの張り紙を見つける。その仕事をうまくこなせば大金を手にできるらしい。仕事
の依頼人に会いに行くが彼らを待っていたのは？
●Ruby Holler YL:5.0

総語数:44800

ダラスとフロリダは男女の双子で、生後まもなく母親に捨てられて以来ずっと孤児院暮らしだ。
二人は、強欲で薄情な孤児院の経営者に反抗を続け、いつも罰をうけている。また里親にも恵まれず、
何度も送り返されてしまう。そんな二人に、地元の森に住む老夫婦から、一緒に旅行にいって欲しい
という依頼がくる。大人に対して不信感しか持てない二人の心が、少しづつ少しづつ開いていく。時代
設定は現代だが、お伽話の様な不思議さに満ちている。
●Moon over Manifest YL:5.3

総語数:81400

Twelve-year-old Abilene Tucker is the daughter of a drifter who, in the summer of 1936, sends
her to stay with an old friend in Manifest, Kansas, where he grew up and where she hopes to find
out some things about his past.
●Small Steps YL:6.4

総語数:48100

あの Holes の続編。３年後、Armpit と X-Ray が Camp Green Lake に戻ってくる。
Cupcake Mysteries シリーズを 3 巻
メルとアンジーは小学校からの大親友。スイーツ好きなふたりは、念願かなって故郷に
小さなカップケーキ・ショップをオープンした。お店の評判は上々で、幸先のいいスター
トにほっとするメル。そこへお店の共同経営者でもある幼馴染みテイトの婚約者から、
ウェディングケーキの依頼が。いやいや引き受けたものの、これがお店を危うくする大
事件に発展するなんて…。
●Sprinkle with Murder YL:5.0

総語数:65000

●Buttercream Bump Off YL:5.0

総語数:75000

●Devotion of Suspect X YL:5.0

総語数:75000

●Death by the Dozen YL:5.0

総語数:75000

東野 圭吾の直木賞受賞作品「容疑者 X の献身」の英語版。数学だけが生きがいだった男の純愛ミ
ステリ。天才数学者でありながらさえない高校教師に甘んじる石神は愛した女を守るため完全犯罪
を目論む。湯川は果たして真実に迫れるか。
●Genius Files: Mission Unstoppable YL:4.8

総語数:51300

あの My Weird School シリーズの著者Ｇｕｔｍａｎさんの別の作品です。
●Seedfolks YL:3.5

総語数:11500

アメリカに移民してきた人たちが集まる北部 Cleveland が舞台。貧民街の一角にベトナム系移民の少
女が豆の種を植えたことがきっかけで、ゴミ溜めとなっていた場所が community garden に変身して
いき、人々の交流が生まれていきます。そこを見守る１３人の視点から語られる話。一部抜粋で高校
の英語教科書に載っていました。

