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彩流社 

『マーク・トウェイン コレクション』  
全20巻 26冊 

赤色 

青色 

緑色 

 トムソーヤの冒険の著者として知られるマーク・トウェイン。 

『マーク・トウェイン  コレクション』は、ほぼ全作品の訳書である。 

小説・エッセイ・旅行記と幅広く執筆しており、 

最初の真のアメリカ人作家ともいわれている。 

KinoDenのメリット 

 26タイトル 同時アクセス１：190,740円（本体価） 

◆『マーク・トウェイン コレクション』内容紹介◆ 
『トム・ソーヤーの冒険』や『ハックルベリィ・フインの冒険』の著者マーク・トウェイン
（１８３５〜１９１０）は、アメリカの国民的作家であり世界的に有名で 

あるが、そのイメージがあまりに強いため、そのほかの多彩な作品、活動について
はアメリカでさえ意外に知られていない。 

小説だけでなく、紀行、文明論、ルポ、講演、などを手がけ、作品においても、 

ミステリー、哲学書、歴史物語、SF、幻想小説など、当時の先端の科学や思想
と向き合い、時代と格闘した足跡が記されている。また先駆的・実験的な、今日
の文学に大きな影響を与えるものを数多く遺している。その全貌を明らかにした
のが当コレクションであり、アメリカ以外の国で、これほどのボリューム、内容を備え
たものはないといってよいだろう。文学史的にも貴重なものであり、アメリカ文学を
研究、愛好する人にとって、最良かつ不可欠な資料である。 

全20巻26冊。 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

マーク・トウェイン【著】村川武彦【訳】 KP00025557 彩流社 199410 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900

マーク・トウェインコレクション 1

まぬけのウィルソンとかの異形の双生児
9784882023227

マーク・トウェイン【著】吉田映子【訳】 KP00025558 彩流社 199412 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900

マーク・トウェインコレクション 2A

ミシシッピの生活(上)
9784882023265

マーク・トウェイン【著】吉田映子【訳】 KP00025492 彩流社 199501 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900

マーク・トウェインコレクション 2B

ミシシッピの生活(下)
9784882023272

マーク・トウェイン【著】

柿沼孝子/佐藤豊【共訳】
KP00025561 彩流社 199504 EPUBリフロー ¥5,830 ‐ ¥8,690

マーク・トウェインコレクション 3

地球からの手紙
9784882023449

マーク・トウェイン【著】

吉岡栄一/古山みゆき【共訳】
KP00025556 彩流社 199506 EPUBリフロー ¥5,280 ‐ ¥7,920

マーク・トウェインコレクション 4

人間とは何か？
9784882023500

マーク・トウェイン【著】

山本長一/佐藤豊【共訳】
KP00025491 彩流社 199509 EPUBリフロー ¥6,380 ‐ ¥9,570

マーク・トウェインコレクション 5

ミステリアス・ストレンジャー４４号
9784882023616

マーク・トウェイン【著】柿沼孝子【訳】 KP00025493 彩流社 199601 EPUBリフロー ¥6,380 ‐ ¥9,570

マーク・トウェインコレクション 6

トム・ソーヤーの冒険
9784882023753

マーク・トウェイン【著】山本長一【訳】 KP00025560 彩流社 199603 EPUBリフロー ¥8,470 ‐ ¥12,650

マーク・トウェインコレクション 7

ハックルベリィ・フィンの冒険
9784882023869

マーク・トウェイン【著】飯塚英一【訳】 KP00025551 彩流社 199607 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900

マーク・トウェインコレクション 8A

ヨーロッパ放浪記(上)
9784882024033

マーク・トウェイン【著】松本昇 KP00025552 彩流社 199609 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900

マーク・トウェインコレクション 8B

ヨーロッパ放浪記(下)
9784882024040

マーク・トウェイン【著】有馬容子【訳】 KP00025559 彩流社 199611 EPUBリフロー ¥6,050 ‐ ¥9,020

マーク・トウェインコレクション 9

細菌ハックの冒険
9784882024163

マーク・トウェイン【著】

吉岡栄一/錦織裕之【共訳】
KP00025549 彩流社 199701 EPUBリフロー ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 10A

地中海遊覧記(上)
9784882024279

マーク・トウェイン【著】

吉岡栄一/飯塚英一/錦織裕之【共訳】
KP00025550 彩流社 199704 EPUBリフロー ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 10B

地中海遊覧記(下)
9784882024293

マーク・トウェイン【著】

吉田映子 木内徹【共訳】
KP00025516 彩流社 199811 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 11A

西部放浪記(上)
9784882025313

12

13

14

9

10

11

“旅人”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余年前のドイツを行くトウェ

イン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨー

ロッパを語る。

生物実験で本当は鳥になるはずだったのに、コレラ菌になってしまった主人公は人間の体内に入る。そこには

騒然とした細菌国家があった……。当時、世界的に注目を浴びていたダーウィンの『進化論』への痛烈な批

判を込めて描く。　本邦初訳。

NO

内容紹介

1

2

3

4

5

6

7

8

「まぬけのウィルソン」は、指紋採集を趣味とする弁護士が、黒人と白人の取替え、そして殺人事件に至る悲

喜劇を解決するミステリー作品の原点。「かの異形の双生児」は、奇形のイタリア貴族が米国で巻き起す南

北戦争時代のコミカル劇。

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自身の４年間の水先案内人時

代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れ

た風土記でもある。

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自身の４年間の水先案内人時

代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れ

た風土記でもある。

“キリスト教と性”をテーマとした表題作は、「大天使」サタンに擬し、人間のもつ偽善性を赤裸々に描く。「アダ

ムとイヴの日記」は、「創世記」にヒントをえてトウェインの女性観を披露した作品。「クリスチャン・サイエンス」は

本邦初訳。

“ソクラテスになったマーク・トウェイン”。老人と若者との対話形式で、近代社会を支える人間存在を、自らの

欲望で動く「機械」にすぎないと断言するパラドックス的人間論。作者晩年の代表作でペシミズムの影が現れ

た哲学的な作品。

時代は中世。舞台はオーストリアの古城。超能力を持つ正体不明のストレンジャー44号に「分身」と「本体」

に分裂した人間像を与え、その自由奔放な行動を通じて、「無意識」という名の人間の深層心理を浮き彫り

にした先駆的作品。

冒険小説の古典として文学史にのこる名作は意外に知られていない？　自由奔放な少年トムとハックを中

心に描く本書は、少年少女小説の形式をとりながらも、当時の閉塞したアメリカ社会への批判を根底に秘め

た大人のメルヘンであった。

「トム・ソーヤーの冒険」の続編にあたる本書は、放浪を宿命づけられたハックを主人公に描いたもので、“南

部人”としてのトウェインの顔が随所に現れた作品としても論争の的になっている。巻末に新たに発見された原

稿を追補。

“旅人”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余年前のドイツを行くトウェ

イン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨー

ロッパを語る。

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの“お上りさん”の旅。豪華蒸気船に乗りジブラルタル海峡を

渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレスチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文

学の傑作。

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの“お上りさん”の旅。豪華蒸気船に乗りジブラルタル海峡を

渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレスチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文

学の傑作。

トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところから始まる本書は、カーソン、

ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわたる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。

本邦初の完訳。
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マーク・トウェイン【著】木内徹【訳】 KP00025517 彩流社 199811 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 11B

西部放浪記(下)
9784882025320

マーク・トウェイン【著】三瓶眞弘【訳】 KP00025466 彩流社 199901 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 12

アメリカの爵位権主張者
9784882025337

マーク・トウェイン【著】山本長一【訳】 KP00025500 彩流社 199904 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 13

王子と乞食
9784882025344

マーク・トウェイン【著】飯塚英一【訳】 KP00025518 彩流社 199907 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 14A

赤道に沿って(上)
9784882025351

マーク・トウェイン【著】飯塚英一【訳】 KP00025519 彩流社 200003 EPUB(固定） ¥8,250 ‐ ¥12,320

マーク・トウェインコレクション 14B

赤道に沿って(下)
9784882025368

マーク・トウェイン【著】

吉岡栄一/佐野守男/安岡真【共訳】
KP00025483 彩流社 200007 EPUB(固定) ¥7,700 ‐ ¥11,550

マーク・トウェインコレクション 15

ハワイ通信
9784882025375

マーク・トウェイン【著】砂川宏一【訳】 KP00025496 彩流社 200010 EPUB(固定） ¥12,320 ‐ ¥18,480

マーク・トウェインコレクション 16

アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー
9784882025382

マーク・トウェイン【著】金谷良夫【訳】 KP00025531 彩流社 200104 EPUB(固定） ¥10,450 ‐ ¥15,620

マーク・トウェインコレクション 17

マーク・トウェイン　スピーチ集
9784882025399

マーク・トウェイン【著】野川浩美【訳】 KP00025480 彩流社 200109 EPUB(固定） ¥9,570 ‐ ¥14,300

マーク・トウェインコレクション 18

地球紀行
9784882025405

マーク・トウェイン/C.D.ウォーナー【共著】

柿沼孝子【訳】
KP00025505 彩流社 200112 EPUB(固定） ¥8,250 ‐ ¥12,320

マーク・トウェインコレクション 19A

金メッキ時代(上)
9784882025412

マーク・トウェイン/C.D.ウォーナー【共著】

錦織裕之/柿沼孝子【共訳】
KP00025506 彩流社 200201 EPUB(固定） ¥8,250 ‐ ¥12,320

マーク・トウェインコレクション 19B

金メッキ時代(下)
9784882025429

有馬容子 KP00025545 彩流社 200204 EPUB(固定） ¥6,820 ‐ ¥10,230

マーク・トウェインコレクション 20

マーク・トウェイン新研究

夢と晩年のファンタジー

9784882025436

24
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トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところから始まる本書は、カーソン、

ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわたる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。

本邦初の完訳。

産業社会が開花する19世紀末のアメリカ社会の混乱を鋭く体現した奇想天外な物語。『金メッキ時代』の

15年後の2カ月間を描く本書は、空想癖のある爵位権主張者と、平等主義に憧れる英国の子爵との奇妙

な出会いを描く傑作。本邦初訳。

歴史上実在の英国国王ヘンリー８世の死からその息子エドワード６世即位までの期間を背景に、人間の

残酷さと優しさを、皇太子エドワードと少年トムを主人公に“とりかえばや物語”として描いた初の歴史小説。

事業に失敗したトウェインは借金返済のため一年間にわたる世界講演旅行に出かける。その訪問先はフィ

ジー、オーストラリア、ニュージーランド、セイロン、インド、南アフリカである。好奇心旺盛な彼はここでも鋭い観

察力を発揮する。本邦初訳。

世界講演旅行の後編は大インド紀行　本邦初訳！ トウェイン研究者として有名なニューヨーク市立大学教

授のフレッド・キャプランの解説付。

サンフランシスコ「ユニオン紙」の特派員トウェインが、併合前（1866年）の知られざるカメハメハ五世治世

下のハワイ王国の風景・気候・歴史・政治・伝説・宗教・生活、そして馬や猫の話までを活写した貴重な現

地報告！旅行記の体裁をとった本書は、その後の紀行作家の先駆をなす書となった。付録として、「講演者

トウェイン」の名を高めた「サンドイッチ（ハワイ）諸島」の講演を付す。

中世のアーサー王時代にタイムスリップした近代人ハンクの奇想天外な物語!人間の悲喜劇を描くトウェイン

の頂点をなす作品。喧嘩相手の一撃で気絶して意識を取り戻してみると、そこは騎士道精神に貫かれた６

世紀のイギリスであった。主人公ハンク・モーガンは、近代科学の知識を駆使したことからアーサー王の目に止

まり、多くの改革や教育に手を染める。そして、みずからも諸国遍歴の旅へ出て、数々の冒険を体験してい

く。

講演の名手トウェインが体現するアメリカ世界。自由、平等、民主主義、ユーモア、アイロニー、アメリカンド

リーム……カーネギー、ロックフェラー、ヘレン・ケラー、ルーズベルト大統領、そして同志文豪ゴーリキー……本

書はマーク・トウェインのアメリカを物語る40年に及ぶ講演の記録である。本書に登場するアメリカを代表する

多彩な顔ぶれ、19世紀から20世紀にかけての歴史的諸問題に真摯に向き合ったトウェインの素顔や人生

観を垣間みることのできる貴重な書である。本邦初訳！

知られざるトウェインの魅力を満載した貴重な未発表品集！　本邦初訳の『地球紀行』は、ほぼ年代順に

編集されている点で、トウェインの作家人生を辿る道しるべとなっている。初の渡英経験をもとに書いた「忘れ

られない真夜中の経験」をはじめ、中期のヨーロッパ紀行文を経て、宗教や政治を批判した作品にいたる

時、読者は、トウェインの作家としての生涯を一足飛びに駆け抜けることが出来るであろう。

南北戦争後のバブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The Gilded Age)という歴史に

残る言葉をつくった。C.D.ウォーナーとの共作で1873年に出版され、南北戦争後の腐敗し堕落した社会

や、富への夢だけを追い求める人びとを描き、中味のない「金メッキの時代」を風刺的に表現している。投機

熱にわく西部、ウォール街の金融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してく

れる文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

南北戦争後のバブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The Gilded Age)という歴史に

残る言葉をつくった。C.D.ウォーナーとの共作で1873年に出版され、南北戦争後の腐敗し堕落した社会

や、富への夢だけを追い求める人びとを描き、中味のない「金メッキの時代」を風刺的に表現している。投機

熱にわく西部、ウォール街の金融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してく

れる文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

名作『ハックルベリィ・フィンの冒険』の「脱出のエピソード」から、後期に多数書かれた未完の作品、『ミステリア

ス・ストレンジャー44号』までの作品を通し、トウェインの「ファンタジーの世界」を今注目の研究者が初めて明

かす。日本におけるトウェイン関係の詳細な文献目録付き。

マーク・トウェインコレクション全20巻 26冊  

同時アクセス1 190,740円（本体） / 同時アクセス3 285,670円（本体） 



株式会社 紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

～KinoDenで読める海外文学～ 
KinoDenではマーク・トウェイン以外にも 

様々な海外文学が読めます。 

おすすめタイトルを一部をご紹介いたします。 

NO   
著者 Product ID 出版社名 

底本刊行 
年月 

フォーマット 
同時 

アクセス1 
本体価 

同時 
アクセス 

2 

同時 
アクセス3 
本体価 

書名 ISBN 内容紹介 

1 

  クリス・コルファー KP00014018 平凡社 201807 EPUBリフロー ¥3,960 ‐ ¥5,940 

願いをかなえる呪文 
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ １ 

9784582315110  

『glee／グリー』のクリス・コルファーが贈る全米ベストセラーの冒険ファンタジーシリーズ。ある日、双子のアレックスとコ
ナーは、12歳の誕生日におばあちゃんにもらった絵本、『ザ・ランド・オブ・ストーリーズ』の中に吸い込まれてしまう。そ
こはおとぎ話の「いつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたし、めでたし」の後の世界だった。双子は元の世界に戻るた
め、「願いをかなえる呪文」を探す冒険に出る。全7巻 

2 

  アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ KP00014250 平凡社 200601 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135 

星の王子さま 9784582765625  

「人間たちが探しているものは、たった一輪のバラとか、ほんの少しの水のなかに、ちゃんと見つかるものなんだよ…」子
供のまなざしを借りた大人批判の物語という原著者の意図を見事に日本語化。内藤訳への対抗から新訳がこぞっ
て大人の物語に変えるなか、稲垣直樹による新定番訳といいうる唯一の訳業。 

3 

  A．C．ドイル H．メルヴィル KP00014326 平凡社 201608 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥4,620 

クィア短編小説集           
名づけえぬ欲望の物語 

9784582768442  

LGBTの枠をも相対化する「クィア」な視点から巨匠たちの作品８編を収録。もと「変態的・倒錯的」といった蔑称と
しても使われた「クィア」。差別に抗うなか、かつて“恥”であった名称は“誇り”へと変わった。いま、「クィア」という語は、
二つの意味をもつ。ひとつは性的マイノリティ全般を示す総称としての「クィア」。もうひとつは、いかなる範疇にも属さ
ない―LGBTのどれでもない―名づけえぬ欲望。あらゆるものを包摂しながら、あらゆる境界をすりぬけてゆく、不思
議で奇妙な作品集。 

4 

  ストラパローラ KP00014441 平凡社 201606 EPUBリフロー ¥7,040 ‐ ¥10,560 

愉しき夜  
ヨーロッパ最古の昔話集 

9784582837308  

フランスのペロー、ドイツのグリムへと繋がるヨーロッパの昔話文学の源流に位置する古典の初訳。「長靴をはいた猫」
「シンデレラ」「眠り姫」の類話を収めたバジーレの先駆となるイタリアの短篇特語集。 

5 

  エマニュエル・ボーヴ KP00015199 白水社 201307 EPUBリフロー ¥2,200 ‐ ¥3,300 

ぼくのともだち 9784560071847  

「孤独がぼくを押し潰す。ともだちが欲しい。本当のともだちが！」職ナシ、家族ナシ、恋人ナシ。都会で孤立し無為
に過ごす青年の、とびきり切なくとびきり笑えるともだち探し。 

6 

  ルイス・セプルベダ KP00020963 白水社 201903 EPUBリフロー ¥1,980 ‐ ¥2,970 

カモメに飛ぶことを教えた猫 9784560072233  

銀色のつばさのカモメ、ケンガーは、ハンブルクのとあるバルコニーに墜落する。そこには1匹の黒い猫がいた。名前は
ゾルバ。瀕死のカモメは、これから産み落とす卵をこの猫に託す。そして、3つの厳粛な誓いをゾルバに立てさせる。黒
猫のゾルバが、ひん死のカモメに誓った三つの約束。その約束をまもるには、大いなる知恵と、なかまたちの協力が必
要だった。愛と感動と勇気の世界的ベストセラー小説。 

7 

  P・G・ウッドハウス KP00025426 国書刊行会 200502 EPUBリフロー ¥3,300 ‐ ¥5,500 

比類なきジーヴス 
ウッドハウス・コレクション 

9784336046758  

ぐうたらでダメ男の若旦那バーティーと、とんち男の召使いジーヴス。世界的に有名なこの名コンビと、オマヌケな友人
ビンゴやお節介屋のアガサ伯母さんたちが繰り広げる抱腹絶倒の人間喜劇。これであなたもウッドハウス中毒!!全
世界が爆笑？比類なき大名作短編集。全13巻 

8 

  ジャン・ジオノ KP00025474 彩流社 200607 EPUB固定 ¥4,070 ‐ ¥6,050 

木を植えた男 9784779111822  

樹木や森林の重要性をいち早く物語で表現したジオノ。世俗的な報酬をいっさい求めることなく黙々と森林再生に
努めたブフィエ。読者がそれぞれ自分の状況に応じてこの物語を楽しんで読めばいい。文学は多様な読み方が可能
なのである。 

9 

  井波律子 KP00032279 平凡社 201811 EPUBリフロー ¥5,280 ‐ ¥7,920 

中国奇想小説集             
古今異界万華鏡 

9784582837896  

『捜神記』『唐代伝奇』『聊斎志異』『子不語』など六朝から清代まで、変幻自在の奇想幻想小説約30篇を、ミス
テリ評論家でもある練達の中国文学者が精選、新訳でお届けする。 

10 

  ヴィクトール・ユゴー KP00032399 平凡社 201912 EPUBリフロー ¥3,520 ‐ ¥5,280 

レ・ミゼラブル 第一部 
ファンチーヌ 

9784582768923  

極貧のさなか、たった一片のパンを盗んだがため十九年ものあいだ獄に繋がれねばならなかった主人公ジャン・ヴァル
ジャン。出獄後の世の厳しさのなか、唯一彼に深い慈悲をほどこす「正しい人」ミリエル司教。改心しマドレーヌ市長
に変貌した主人公を執拗に怪しみ追いつづけるジャヴェール警部。ただ一度の「純愛」から悲惨な短い生を終える
哀れなファンチーヌ。そして、残された娘コゼット。フランス文学に燦然と輝く金字塔の新訳決定版。全5巻 

11   

ヴァージニア・ウルフ KP00032415 平凡社 202002 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥4,620 

幕間 9784582768978  

ヨーロッパ各地で独裁者が台頭し再び戦争の影が迫りつつあった一九三九年六月。イギリスの内奥に位置するオリ
ヴァー家の屋敷ポインツ・ホールでは、年に一度の野外劇が上演されようとしていた―。一昼夜の出来事に、田園の
日常と、迫りくる戦争の気配と時代の気配を見事に描き出したヴァージニア・ウルフの遺作、待望の新訳。 

12 

  Ｗ・Ｇ・ゼーバルト KP00032474 白水社 202002 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥9,900 

アウステルリッツ 9784560097489  

ウェールズの建築史家のアウステルリッツは、帝国主義の遺物の駅舎、裁判所、要塞都市、病院、監獄を見て回り、
語り手の〈私〉に向かって驚くべき博識を開陳し、暴力と権力の歴史を語る。 
解説：多和田葉子 

ICT営業本部 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 FAX：03-5436-6921 

〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 


