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Welcome to our 2018 Catalogue
Catalogue icons／カタログのアイコンについて

British English

American English

International English

Speaking

Listening

Writing

Reading

Student Book

Student Book with CD, 
ROM or Multi-ROM*
＊ Computer and audio CD

functionality

イギリス英語

アメリカ英語

インターナショナル英語

スピーキング

リスニング

ライティング

リーディング

スチューデントブック

スチューデントブック＋CD、または
＋ROM、または＋Multi-ROM*
＊ パソコンではROM、CDプレイヤーでは
音声CDとして使用できます。

スチューデントブック＋ワークブック

ワークブック

指導書

日本語版指導書

教師用リソースブック

Audio CD

DVD

CD-ROM

Graded Reader

Classroom Presentation
Tool
All course content in one place — 
Student Book, Workbook, audio, 
answer keys and Teacher’s resources 

Online Practice
A learning support system including 
interactive activities, automatic 
marking, extra resources and more.

Online Resources
Free downloadable resources
and links to teacher and student
websites.

音声CD

DVD

CD-ROM

リーダー

電子黒板用ソフトウェア
スチューデントブック、ワークブック、
オーディオ、解答集、教師用リソースを
収録しています。

オンラインプラクティス
インタラクティブなアクティビティや
自動採点ツール、補助資料など多様な
コンテンツで学習をサポートします。

オンラインサポート
ダウンロード可能なリソースなど
無料のウェブサポートがあります。

Find out more at : 
www.oup.com/elt/learnonline

Find out more at : 
www.oup.com/elt/teachersclub

e-Book, Apps, 
Oxford Learner’s Bookshelf

Find out more at : www.oup.com/elt/fingertips

Combined Student 
Book and Workbook

Workbook

Teacher’s Book

Teacher’s Book (Japanese)

Teacher’s Resource Book
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New and Best-Selling Titles
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Before Class／能力を正しく測定

During Class／それぞれの学習をしっかりサポート

After Class／発展的な学習を支援

Young Learners
幼児～小学生向け

Junior/Senior High School
中高生向け

Senior High School/College/Adult
高校・大学・一般向け

Skills
スキル別

Business/ESP
ビジネス英語・専門別英語

Testing/Exams
試験対策

Grammar/Vocabulary
文法・ボキャブラリー

Learner’s Dictionaries
学習者用辞書

Readers
リーダーズ

Resources/Reference
リソースブック・参考書

International Curricula/General Interest
国際バカロレア・一般書

Index/Order Form
インデックス・オーダーフォーム
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Online Placement Test
Place your students in the right class. 
英語力を迅速に判定し、それぞれの力に合ったクラスへと導きます。

Online Practice
A rich learning experience with interactive activ-
ities that consolidate learning in class.

オンラインならではのインタラクティブなアクティビティ
など、充実の学習内容でサポートします。

Classroom Presentation Tool

Apps

Everything you need for your interactive whiteboard in one con-
venient place. 

電子黒板を最大限に活用できるソフトウェア。

Empower your students with apps 
designed for language learning.

種類も豊富なオックスフォードの英語 
学習アプリで着実に実力アップ。

Oxford Learner’s Bookshelf
e-books turn the Student Book into a highly inter-
active and personal learning experience.

タブレット端末で利用できるコースブック。従来のテキストとは
ひと味ちがうインタラクティブな学習体験を実感できます。

Oxford Online Skills Program
100% online four-skills practice for general and 
academic English.  

一般的な英語とアカデミック・イングリッシュに対応し
た、4技能強化のための完全オンラインコースです。

The Oxford Online Practice Test
Helps students prepare for international exams such as TOEIC®, 
TOEFL® and IELTSTM. Teachers can view test scores and identify areas 
of weakness to focus on in class. 

TOEIC®、TOEFL®、IELTSTMといった英語検定試験には、効率的に多くの問題を
こなせるオンライン学習が最適。採点結果は課題点の特定と強化に役立ちます。

For more information, visit: 

www.oupjapan.co.jp/catalogue/digital



Education is 
at the heart of 
everything we do.

Through collaborating with teachers, we 
work to create the best possible environment 
for learning and teaching through various 
kinds of activities.

私たちは「教育のみに力を注ぐ」ことを理念のひとつに据え
先生方と手を携えながら多岐にわたる活動を展開し、
良質な教育と学びの場をご提供しています。

Place of exploration and exchange
Oxford University Press (OUP) is driven by its mission to 
support teachers and education. By participating in workshops, 
academic seminars, conferences, lectures and symposia, OUP 
provides opportunities for like-minded professionals to get 
together to explore topics and exchange ideas. 

弊社出版物の著者、研究者、 教師トレーナーなど第一線で活躍
する専門家の方々を国内外から招聘し、講演会やシンポジウム、 
ワークショップ、 セミナーの開催や学会への参加を通して、 教育
現場と向き合う先生方を支援しています。 また、志を同じくする
先生方との交流の場も提供します。

Events

Contact us at: elt.japan@oup. comwww.oupjapan.co.jp



A variety of formats �tting 
the needs of the times

OUP publishes over 6,000 titles per year, from dictionaries and 
academic books to textbooks, graded readers and children's 
books. The content OUP produces covers a broad range of subjects 
corresponding to the diverse needs of educators. By transforming 
the way content is delivered, OUP o�ers a range of innovative digital 
teaching materials to assist educators in the digital classroom.

辞書や学術書から、 教科書、 リーダー、 児童書まで、 年間6000点あまりにおよぶ書
籍を出版しており、英語教育教材は多様なニーズに対応した教材を各種ご用意して
います。 また、オンライン教材や学習管理システム（LMS）などICT化の進む教育現
場でお役立ていただける、デジタル教材の開発にも力を入れています。

Products

Supporting your future

Oxford Quality Programme

Consulting
OUP assists institutions in creating vibrant, educational experiences 
for their students and teachers through a wide range of support, 
from selecting materials and providing advice on how to use them 
e�ectively, to arranging teacher training and long-term curriculum 
planning. 

教材選定のコンサルティングはもとより、長期的な展望を踏まえたカ
リキュラム作成や、教材活用のアドバイス、教師トレーナーの派遣、教
員研修のアレンジメントなど、幅広いサポートを通して活気ある教育
現場の創造と、グローバルに活躍する人材の育成をお手伝いします。

The Oxford Quality Programme is an agreement 
between OUP and selected schools worldwide 
who share a commitment to excellence in the 
teaching of English.

オックスフォード・クオリティ・プログラムとは、卓越した英
語教育を提供するというコミットメントを共有するべく、
オックスフォード大学出版局と世界中の厳選された教育
機関との間で提携・執行される教育プログラムです。

We are proud to be working with Chinzei Keiai 
Elementary School, which will be the �rst Oxford 
Quality school in Japan!

日本初のオックスフォード・クオリティ・プログラム加入校である学
校法人鎮西敬愛学園敬愛小学校様と協力し、教案作成や、同校の
先生方向けに特別にデザインした教員研修を実施しています。

Teachers and students from Chinzei 
Keiai Elementary School




