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BBC チャールズ・ディケンズ コレクション

生誕200年記念！！
BBC Charles Dickens Collection

全9シリーズ
セット価格：
￥325,000

（税込￥341,250）

2012年7月
日本語字幕版
DVD新発売

1 クリスマス・キャロル
2 二都物語
3 ピックウィックペーパーズ
4 オリバー・ツイスト
5 マーティン・チャズルウィット
6 困難な時世
7 われらが友
8 デビッド・コパーフィールド
9 大いなる遺産

※現存するフィルムの状態によって、見づらい部分、聞きづらい部分のあることを、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
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9 . 大いなる遺産
GREAT EXPECTATIONS　
全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）
「ジェントルマン」への痛烈な批判
1861年に発表した長篇小説。彼の最高傑作と評されることも多い。幼い時に
両親をなくした孤児ピップに、さまざまな事件が起り、人間として成長するストー
リー。内容とそれを表現する技法が完全に調和している。英国人が理想と考え
る「ジェントルマン」像に対して、ディケンズが痛烈な批判を投げかけているが、
今日でも充分に通用する問題提起である。

チャールズ・ディケンズ
　Charles John Huffam 

Dickens  
（1812.2.7～1870.6.9　）

イギリスの小説家。20歳の時に雑誌

に投稿した短編が初めて採用され、

1836年に処女短編集「ボズのスケッ

チ集」を出版。最初の本格長編「ピッ

クウィック・ペーパーズ」（1836-37）が

出世作となる。主に下層階級の弱者

に焦点を当て、社会を諷刺した作品を

次々に発表した。英国内で非常に高

い人気を誇り、1992年から2003年

まで用いられた10UKポンド紙幣に肖

像画が描かれた。作品は現在でも度

々映画化されており、英語圏内に留ま

らず彼の作品が支持され続けている

ことを反映している。

全7シリーズセット価格　￥275,000（税込￥288,750）分売可

1. 「分別と多感 Sense and Sensibility」 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）

2. 「高慢と偏見 Pride and Prejudice」 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）

3. 「マンスフィールド・パーク Mansfield Park」 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）

4. 「エマ　恋するキューピッド Emma」 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）

5. 「ノーサンガー・アベイ Northanger Abbey」 全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）

6. 「説きふせられて Persuasion」 全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）

7. 「ジェイン・オースティンの後悔 Miss Austen Regrets」 全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）

BBC Charles Dickens  Collection

ß

●VODでのお取り扱いは不可です。

●監督：ジュリアン・ジャロル
ド●出演：シャーロット・ラン
プリング／ヨアン・グリフィズ
●1999年/イギリス/183分
/片面2層
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＜好評既刊＞
BBC ジェイン・オースティンコレクション



BBC チャールズ・ディケンズ コレクション
BBC Charles Dickens  Collection

1. クリスマス・キャロル
A CHRISTMAS CAROL  全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）

クリスマス精神を具体化した物語
1843年のクリスマス直前に発表した中篇小説。ロンドンの商業地域で金貸しを業とし
ている人情のかけらもない男エベネザー・スクルージはクリスマス・イヴに奇妙な夢を見
る。それは死んでしまった以前の共同経営者マーレイの幽霊が現れて、スクルージの
過去・現在・未来の姿を精霊の力をかりて見せつけるものだった。夢から醒めたスクル
ージは、いまの生き方を反省し、クリスマスの日から人情豊かな善人に生まれかわる。

2. 二都物語
A TALE OF TWO CITIES 全1枚 ￥25,000（税込￥26,250）
フランス革命を舞台とした愛と自己犠牲のロマンス
フランス革命時のロンドンとパリの二都市を舞台にした歴史小説で、1859年に完
結。フランスのサン・テヴレモン侯爵の圧力により無実の罪で長年バスチーユ監獄
に幽閉されていたマネット医師。その娘・ルーシーに一目ぼれした弁護士シドニー・
カートンは、ルーシーの想い人である侯爵の跡取り息子、チャールズ・ダーニーの身
代わりとして断頭台に登る。

3. ピックウィックペーパーズ
THE PICKWICK PAPERS 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）
19世紀英国版『弥次喜多道中記』
ディケンズが1837年に発表した最初の長篇小説であり、彼の小説家としての人
気をゆるぎないものとした出世作。実業から引退した初老の紳士ピックウィック氏
が、三人の若い友人と一人の頓智頓才に恵まれた召使サム・ウェラーと、五人で
英国を気ままに旅し、行く先ざきで滑稽なドジをくり返す。あのドストエフスキーが感
動し、『聖書』とともに座右の書としたのが、この本だったとのこと。

4. オリバー・ツイスト
OLIVER TWIST 全２枚 ￥50,000（税込￥52,500）

天涯の孤児のたどる苦難の人生航路
1838年に完結した長篇小説で、もともとは彼が編集長をつとめた月刊雑誌に連
載された。主人公のオリバー・ツイストは、生まれながらの孤児。虐待に耐えかねて
一人でロンドンへ逃げて行くが、そこでも悪人の住む暗黒街に誘い込まれる。しか
し、彼は生来の純真さを失うことなく、最後には恩人によって家庭に引き取られ、
彼の身許も明らかにされる。

7. われらが友
OUR MUTUAL FRIEND 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500） 
19世紀英国の全断面をパノラマ的に描いた社会派ミステリー
1865 年に発表、生前に完結した最後の長篇小説。内容、技法ともに円熟の境
地に達した作品と評される。大富豪が死に、遺産を相続する長男が海外から帰
国したが、ロンドン港でテムズ河に落ち行方不明となる。死んだと思われていた彼
だが……と、ミステリー仕立てのプロットが展開される。同時に、上流社会に何とか
入り込もうと悪戦苦闘する下層の若い男女の悲喜劇がそれにからんでいく。

8 . デビッド・コパーフィールド
DAVID COPPERFIELD 全1枚  ￥25,000（税込￥26,250）
『ハリー・ポッターと賢者の石』主演ダニエル・ラドクリフ、デビュー作！
1850年に発表した長篇小説で、自叙伝的な内容を持つ。愛情に育まれ、恵まれ
た家庭から、一転して、悪夢のような、敵意にみちた視線と労苦にさいなまれるど
ん底の生活へ、そしてまた、まわりの人たちの暖かい心に包まれるまで…。激しく
変転する境遇に生きる少年デビッドを、ダニエル・ラドクリフが完璧に演じきってい
る。この作品を見たクリス・コロンバス監督がラドクリフをハリー役に抜擢した。

●監督：モイラ・アームストロ
ング●出演：マイケル・ホー
ダン/ジョン・ル・メスリエール
●1977年/イギリス/60分/
片面1層

●監督：ブライアン・ライトヒ
ル●脚本：ジャック・デイヴィ
ス●ナレーション：レイ・ブル
ックス●出演：ナイジェル・ス
トック/クライヴ・スイフト●
1985年/イギリス/297分/
片面2層

●監督：ガレス・デイヴィス
●脚本：アレクサンダー・バ
ロン●出演：エリック・ポータ
ー/マイケル・アットウェル●
1985年/イギリス/333分/
片面2層

●脚本：ピーター・ハーディン
グ●監督：マイケル・Ｅ・ブライ
アント●出演：ポール・シェリ
ー/ナイジェル・ストック●
1980年/イギリス/172分/片
面2層

●監督：ペドロ・ジェームズ●
脚本：デヴィッド・ロッジ●出
演：ポール・スコフィールド/ピ
ート・ポストレスウェイト●
1994年/イギリス/339分/
片面2層

●監督：ピーター・バーンズ●
脚色：ピーター・ブレーンズ●
製作：リチャード・ラングリッジ
●出演：アラン・ベイツ/ボブ・
ペック●1994年/イギリス
/102分/片面2層

●監督：ジュリアン・ファリノ
●脚本：サンデー・ウェルチ
●出演：スティーヴン・マッキン
トッシュ/アンナ・フリエル●
1998年/イギリス/352分/片
面2層

●監督：サイモン・カーティス 
●出演：ダニエル・ラドクリフ/
ボブ・ホスキンス/マギー・スミ
ス●1999年/イギリス/180
分/片面2層

5 . マーティン・チャズルウィット
MARTIN CHUZZLEWIT 全2枚 ￥50,000（税込￥52,500）
青年が体験する試練の人生修業
1843年１月から1844年7月まで毎月一冊分冊刊行した長篇小説。青年マーティ
ン・チャズルウィットの人生修業の旅を描いた物語。マーティンは建築家（と称する）
ペクスニフに弟子入りするが、ひどい扱いを受け、破門されてしまう。その後、アメリ
カにまで放浪の旅を続けてから、世の荒浪にもまれて立派な大人となって戻って
来る。そして試練のすべては祖父から孫へのテストだったと明らかになる。

6. 困難な時世
HARD TIMES 全 1枚 ￥25,000（税込￥26,250）

現代にも通じる社会と教育への警鐘
1854年に発表した長篇小説。19世紀中頃に英国の工業都市プレストンで現実
に起こった工場労働者の大ストライキに関心をそそられた作者が、現地を取材し
て書いた。発表とともに賛否の大きな反響をまき起こした。単なるルポルタージュ
小説ではなく、英国中産階級の基本的生活原理「実用主義」と、それを教育の
場で応用した「役に立つ実践教育」に鋭い警鐘を鳴らしている。

ベテランから若手No.1まで
粒ぞろいの俳優陣&豪華スタッフを揃え、

BBCが制作した豪華絢爛9タイトル！！


