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n International Primary Courses

世界の５歳～11歳を対象とした国際基準の英語コースブックです。Cambridge 
Assessment International Education の最新のカリキュラムに準拠し、インタ
ーナショナルなトピックとハイレベルなスキルを通じ4技能をサポートしています。

Oxford English  
for Cambridge Primary

This six-level course designed for ages 5 to 11 ensures systematic devel-
opment of the core 4 skills and directly supports the latest Cambridge 
Primary English curriculum framework.

Primary

 Index p. 108

「質問型アプローチ」を使った理科用コースブック。カラフルなイラストと興味深い
トピックを通して、学習者に考えさせる力を養わせるための理科全般をカバーし
たシリーズ。6レベル。 

Oxford International Primary 
Science
An enquiry-based approach to science. 
This course helps your students to think like 
scientists through asking questions that help 
them to re�ect, and activities that encourage 
them to explore and practice. 6 levels.

世界のことをもっと知るリソースが豊富に掲載されており、地理だけでなく 
グローバルな社会科全般をカバーしています。6レベル。

Oxford International Primary
Geography
An international approach to geography that 
inspires students to discover the world around 
them. 6 levels.

「問題解決アプローチ」を使った算数用コースブック。単純な算数の練習だけでな
く、学習者が質問しあうインタラクティブなアプローチを用いて数学的な脳を作
る総合教材。6レベル。

Oxford International Primary
Maths
A problem-solving approach to maths. Engaging 
students in mathematical topics through asking 
questions that make them think, and activities that 
encourage them to explore and practice. 6 levels.

「世界の小学生」向けOxford International Primary シリーズに歴史のコース
ブックが仲間入りしました。従来の暗記型の学習法ではなく、学習者自身が考え
て学ぶ「探究型アプローチ」を用いています。インターナショナルなトピックを扱
い、歴史においても多角的な視野と思考力を身に付けられるようサポートします。
６レベル。 

Oxford International Primary 
History
A complete six-level primary course that inspires 
students’ curiosity about the past and develops 
historical skills. 6 levels.

社会のデジタル化に対応すべく、実生活に基づいた例が多く用いられインター 
ネットなどコンピューターに関する基礎知識が学習できます。6レベル。

Oxford International Primary 
Computing
A project-based approach to computing that 
equips students with the skills they need for the 
digital world. 6 levels.

イギリスのカリキュラムを基にした国際レベルのコースブック。読解力、ライティン
グ、文法、句読点の打ち方、綴り、語彙力を総合的にカバーしています。 EFL 向け
サポートも多く、習熟度レベルが異なるクラスにも対応できるよう、アクティビティ
にも難易度を付けています。６レベル。

Nelson English
This updated edition of the well-loved Nelson 
English continues to provide an integrated 
approach to teaching the core literacy skills at 
primary level: comprehension, writing, grammar, 
punctuation, spelling and vocabulary.

 Index p. 100

Secondary
Catapult
Enables students who are below expected 
standards within the 11-14 age range to make 
the progress they need to be ready for their next 
step. Catapult provides students with the skills 
and knowledge to advance con�dently with their 
English studies, while giving teachers all the tools 
they need to track progression. 2 levels.

 Index p. 87

11歳～14歳の対象年齢の中で、英語が得意でない学習者でも自信を持って学
び続けられるよう、必要な知識とスキルの定着を図るサポートをしています。アク
ティビティを通して理解力を深め、練習の機会を積むことができます。2レベル。
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Comprehensive, up-to-date and trusted resources that get the best 
out of IB learners, complete with the only Diploma Programme 
resources developed with the IB.

 ■ Course books

 ■ Study guides

 ■ Skills and practice

 ■ Online course books

 ■ Print and online packs

 ■ Kerboodle subscription

Diploma Programme (DP) 

2018年シラバスに対応した、IB English Bの新コースブッ
ク。プリント版とデジタル版のコースブックがセットになって
います。読解力、ライティング、スピーキング、リスニングの
スキルの強化を図ります。特にデジタル版の音源より、リス
ニング力を鍛えます。

IBのDiploma Programmeで、知の理論（TOK）と同様
に必須科目とされている課題論文（Extended Essay）用
のテキストです。IB 指定校はもちろんアカデミックな論文
用のテキストとしてもご使用いただけます。

IB Diploma Science Programmeに向けた準備用のリソ
ースです。Diplomaに進むにあたり、IBの事前学習経験が
なくともスムーズに学習を進められるように、生物、化学、物
理の３教科に分かれた新シリーズです。IB校、またIB候補校
にも最適です。

IB English B

IB Extended Essay

IB Science Course Preparation

Packed full of interactive activities, this print and 
digital Course Book pack has been developed directly 
with the IB to fully re�ect all aspects of the new 
language acquisition syllabus, for �rst teaching in 
September 2018.

This step-by-step resource o�ers guidance on all 
aspects of the Extended Essay process.

Directly linked to Oxford's bestselling DP Science 
resources, this new Course Preparation resource 
thoroughly prepares students to meet the demands 
of IB Diploma Programme Science.

n International Baccalaureate (IB)

実社会で使える英語のスキルを盛り込んだイギリスの中学生向けシリーズ。
読解力をつけるためのリーディングが豊富に入っていて、よりハイレベルで
実践的な英語力を身につけたい中・高校生に適しています。

Ignite English aims to help reinvigorate KS3 English teaching and 
learning by providing exciting and motivational resources that 
address key issues for teachers and students. Each student book has 
been designed to develop a range of reading, writing and spoken 
English skills through a range of real-world contexts and immersive 
design.

Ignite English 

英語学習者にも使いやすく書かれた教
科別シリーズ。歴史、地理、数学、理科
に分かれています。

Science/Maths/Geography/
History

Oxford Content and Language Support 
series

Integrating content and language 
learning in a practical and easy-
to-use resource.

Activate

Activate（アクティベート）は、イギリスの中学生向け理科の教科書シリー
ズで、カリキュラムに合わせ、2通りの進め方ができるよう構成されています。
Physics（物理）、Chemistry（化学）、Biology（生物）を別教科として別冊で
教える場合（Separate Science Route）にも、すべてを１教科（理科）として
1冊にまとめて教える場合（Combined Science Route）にも対応できます。 

The Activate suite of resources o�ers a comprehensive and �exible 
solution for e�ective di�erentiation and assessment. All components 
in Activate are also available as separate Biology, Chemistry and 
Physics versions.

国際バカロレア
近年日本でも注目されている IB（国際バカロレア）用に国際バカロレア機構と
共同開発されたシリーズ。英語、科学、数学等「グループ１－ 6」と呼ばれる
ディプロマプログラムの分野をカバーしています。



General Interest
International Curricula/General Interest  /  国

際
バ
カ
ロ
レ
ア
・一
般
書

We regret that we are unable to send samples of these materials.
学術一般書の採用検討見本は承っておりません。ご了承ください。 81

　　 Sara Santrampurwala 
　　Kosta Lekanides 
　　Adam Rothwell 
　　Jill Rutherford
　　Roz Trudgon

知の理論
Theory of Knowledge

OXFORD IB SKILLS AND PRACTICE

オックスフォード大学出版局　　国際バカロレア（IB）　スキルと実践

国際バカロレア（ＩＢ）
ディプロマ プログラム 準拠　

IBのシラバスに沿ったTOKコースブックの補助教材。
学習の基礎を固め、理解を深めると同時に知の理論
に必要なスキルや思考力を養います。

Theory of Knowledge

Comprehensively supporting the TOK course 
book and mapped to the 2013 syllabus, this 
focused guide distils the big TOK ideas and 
builds student con�dence right from the start.

www.oupjapan.co.jp/academic/vsi

Very Short Introductions

 ■ Vibrant and accessible, this series is the perfect way to grow your 
knowledge.

 ■ Written by the very best minds, they combine analysis and 
enthusiasm with new ideas.

 ■ 一流の専門家が新たな視点も盛り込みながら、各分野の信頼できる概観を提
供します。少々難解に思えるトピックもコンパクトにまとめられており、知識の幅
を広げるのに最適のシリーズです。専門分野について初めて英語で触れる読者
にもお薦めします。

For the full list of titles available, please visit: 

Small format, big impact. Now over 580 subjects.

ポケットサイズで約580以上のトピックを網羅する
人気のシリーズ

知の理論 (日本語訳付き版)

Skills and Practice

シリーズ一律　税込1,404円（本体価格1,300円）

本体価格5,200円

Humanities
1. Multilingualism ISBN: 9780198724995

2. English Literature ISBN: 9780199569267

3. English Language ISBN: 9780198709251

4. Languages ISBN: 9780199590599

5. Thinking and Reasoning ISBN: 9780198787259

Social Sciences
1. Globalization, 4th edition ISBN: 9780198779551

2. Modern Japan ISBN: 9780199235698

3. Food ISBN: 9780199661084

4. American History ISBN: 9780195389142

5. The United Nations, 2e ISBN: 9780190222703

Natural Sciences
1. Nutrition ISBN: 9780198779551

2. Psychology, 2e ISBN: 9780199670420

3. The History of Medicine ISBN: 9780199215430

4. Computer Science ISBN: 9780198733461

5. Philosophy of Science, 2e ISBN: 9780198745587

分類別年間ベストセラー（2017年4月～2018年3月） 2017 Bestsellers

理解を深める上でカギとなる論点や意識すべき視座について 
整理した無料の「リーディング・ガイド」がございます。本編の 
執筆者によりまとめられており、読者が各トピックに対する理解を
深めるのに用いるほか、ディスカッションの呼び水として、また 
ライティングの課題にと幅広くご活用いただけます。

Download 
Free PDF 
Reading Guides

Written by our expert authors, these guides will help you 
to question why you think what you think.

MYP向けに書かれており、一つ上のDP (Diploma Programme) に向けた英語
力習得のためのコースで、IBカリキュラムのPhase 3 & 4に対応しています。自ら
考え行動を促すためのアイデアなども盛り込まれ、IB校だけでなくハイレベルな
探求型学習法やアクティブラーニングを取り入れている中学、高等学校でもお
使いいただけます。

MYP English Language Acquisition
Develop con�dent MYP 
English language learners who 
are ready to progress

Middle Years Programme (MYP) 

国際バカロレア（IB）の中の、11歳～16歳を対象としたMYP (Middle Years 
Programme)に準拠した理科関連教科のシリーズ。Years 4 & 5に新たに、
ChemistryとPhysicsが加わりました。

MYPに準拠した数学のシリーズ。Years 4 & 5に加えて、新たにYears 1-3が加わ
る予定です。

MYP Science

MYP Mathematics

Drive achievement at MYP level and build a strong foundation for IB DP

Develop mathematically con�dent, inquiring thinkers
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Victorian Verse

ISBN:9780199556311
¥2,473  (¥2,290)

Oxford Books of  
Prose and Verse

 ■ Celebrated editors present a fabulous array of writing, opening our 
eyes to the riches and variety of various genres, themes and countries.

 ■ 著名な選者を起用し、様々な分野、テーマ、国の詩や短編、随筆、紀行文を精選
し、解題つきでご紹介しているシリーズです。

 ■ 原典に挑戦してみたいが小説は敷居が高い…と感じる読者にもお薦めです。学
習者向けのリーダーを卒業したら挑戦してみませんか。きっとお気に入りとなる
一篇がみつかるでしょう。

For the complete list of the series, please contact:
ag.japan@oup. com

For the complete list of the series, please contact:
ag.japan@oup. com

English Short
Stories
ISBN:9780199561605
¥1,901  (¥1,760) Artificial 

Intelligence

ISBN:9780190602390

Short Stories

ISBN:9780199583133
¥1,901  (¥1,760) Climate Change, 

2e

ISBN:9780190866105

The News Media

ISBN:9780190206208

English Ghost 
Stories
ISBN:9780199556304
¥2,473  (¥2,290) Food Politics, 2e

ISBN:9780199322381

Oxford World’s Classics

 ■ Oxford World’s Classics have brought readers closer to the �nest 
writers for more than 100 years.

 ■ Including popular favorites and lesser-known books, the series has 
grown to over 800 titles. 

誰もが知る有名な物語から隠れた名作まで、古典や文芸作品の数々を100年以上
に渡り読者に提供し続けているシリーズです。各作品に相応しい専門家を校訂者に
迎え、最新の研究動向を踏まえた解題、注釈、年代記、関係書目を付し、メソポタミ
ア神話から20世紀の小説の名著に渡るまで800以上の作品をご紹介しています。

www.oupjapan.co.jp/academic/owc
For the full list of titles available, please visit: 

Download 
Free Audio Guides 
in MP3

Selected titles are accompanied by a free Audio Guide.

What Everyone Needs to Know

 ■ Expert writers give a Q and A brie�ng on issues in the news.
 ■ This acclaimed series is accessible to readers with various levels of 
background knowledge.

現代社会の諸問題を取り上げるシリーズ。一流のエキスパートがこれらを読み解く
のに欠かせない背景や争点を整理し、信頼の置ける情報をコンパクトに概括しま
す。多くのタイトルでQ&A形式を採っており、文体も簡明です。気になるニュースの
背景や経緯について少し掘り下げてみたい学生、ビジネスパーソンにお薦めです。

CONCISE Q&A GUIDES TO COMPLEX ISSUES

シリーズ一律　税込2,376円（本体価格2,200円）

Concise Medical, 
9e
ISBN:9780199687817
¥2,279  (¥2,110)

English Language, 
2e
ISBN:9780199661282
¥2,473 (¥2,290)

Science, 7e

ISBN:9780198738374
¥2,473 (¥2,290)

Politics and IR, 4e

ISBN:9780199670840
¥2,473 (¥2,290)

www.oupjapan.co.jp/opr

Oxford Quick Reference

 ■ Over 100 subject reference dictionaries o�ering a wealth of 
information.

 ■ Each subject covers several thousand entries with authoritative 
explanations of all the key terms. 

手軽なペーパーバックの辞典のシリーズです。類義語・イディオム・語法、語源・引
用句などの言語辞典から、あらゆる専門領域の用語辞典まで、100タイトル以上
を刊行しています。専門用語辞典は、通常の英英辞典には掲載していない、その
分野ならではの単語や語義に加え、略称や専門団体の名称なども収録していま
す。重要なキーワードは一覧表やグラフ等を用いて概念まで解説しているものも。
また、多くの専門用語辞典には無料のコンパニオン・ウェブページが設けられてお
り、信頼の置ける最新の情報を提供する専門団体のホームページ等へのリンクを
ご提供しています。

For the full list of titles available, please visit: 

1. Alice's Adventures in Wonderland and Through the 
Looking-Glass

ISBN: 9780199558292

2. Hamlet: The Oxford Shakespeare ISBN: 9780199535811

3. The Importance of Being Earnest and Other Plays ISBN: 9780199535972

4. A Midsummer Night's Dream: The Oxford Shakespeare ISBN: 9780199535866

5. To the Lighthouse ISBN: 9780199536610

年間ベストセラー（2017年4月～2018年3月） 2017 Bestsellers

www.oupjapan.co.jp/academic/wentk
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Hardback   928 pages   ISBN: 9780199661350   ¥4,752 (¥4,400) 

Hardback   928 pages   ISBN: 9780199661350   ¥4,752 (¥4,400) 

Fowler’s Dictionary of Modern English Usage

Garner’s Modern English Usage

 ■ The most trusted and respected English usage guide.
 ■ Expert advice on thousands of issues of grammar, style, 

spelling, punctuation and vocabulary.
 ■ Completely revised and updated to re�ect usage in the 

twenty-�rst century.

 ■ Garner's Modern American Usage has been renamed Garner's 
Modern English Usage. Coverage of global english in this 
usage guide has been signi�cantly expanded

 ■ The �rst language usage guide to include the "Garner's 
Language-Change Index"

 ■ Over 6,000 entries, essays, and citationstwenty-�rst century.

Paperback  168 pages  ISBN: 9780199670741   ¥1,901 (¥1,760)

How to Write: Successful Essays
 ■ Easy-to-follow guidance on how to plan, research and write 

essays and dissertations.
 ■ Contains FAQs from real students and directs you straight to 

the answers.
 ■ Includes advice on setting out footnotes, references and 

bibliographies.

大学進学準備をするイギリスの高校生～人文・社会科学系の新大学1年
生を対象とした「小論文・レポートの書き方」です。テーマを選ぶところか
ら完成までの過程を、全体のタイムマネジメントも含めて丁寧に指南しま
す。わずか160ページにエッセンスをまとめた手に取りやすい1冊です。

変化が急速で、将来の予測が困難な時代にあっては、基礎学力の定着・向上に加
え、情報リテラシーや批判的思考力、コミュニケーション能力などの習得が重視さ
れるようになってきています。幅広い刊行物の中から、ここでは代表的なものをご
紹介いたします。

英語ネイティブが使用する辞書や文法書、ライティング作法などに関するレファレン
スブックは、ビジネスや留学で日常的に英語を使用される方や、さらに磨きをかけた
い上級者にもお薦めです。

Academic Skills Language References

Paperback 240 pages ISBN: 9780199010165  ¥3,802  (¥3,520)

Making Sense: 
A Student’s Guide to Research and Writing

 ■ Straightforward language to discuss the basics of research 
and writing.

 ■ Up-to-date guidelines for documentation and referencing 
and provides the most current guidelines for documentation, 
including coverage of MLA, APA, CSE, and Chicago styles and 
referencing.

アカデミックライティングの基本を丁寧に押さえた手引き。専攻分野を問
わず、学部1-2年生にお薦めです。

Paperback  768 pages  ISBN: 9780190278540   ¥7,549 (¥6,990)

Scientific Writing and Communication
 ■ Guides scientists through the entire process of applying for a 

grant, from the initial letter of inquiry to proposal revision and 
submission. 

 ■ Relevant and multi-disciplinary good and bad examples taken 
from real research papers and grant proposals. 

 ■ Special features for ESL students and researchers are 
presented in an easy-to-follow style, appealing to both native 
and non-native English speakers.

ライティングのテクニックを、実際の論文や申請書類から引用した例文
を用いながら解りやすく段階的に解説します。論文のみならず、計画書
や申請書、プレゼンテーションの構成までを指南する実用的な参考書で
す。授業にて教科書としてもご利用いただける作りです。

Paperback  152 pages  ISBN: 9780199549092   ¥5,324 (¥4,930) 

Presenting Science
 ■ Based on experience of teaching graduate students about the 

art of scienti�c presentation.

理系のプレゼンテーションの効果的な組み立て方や表現法方法をコンパ
クトにまとめたガイドブック。日常的なブリーフィングからフォーマルな
講演まで、様々なシチュエーションで確実に伝える秘訣を紹介します。

Hardback   432 pages  ISBN: 9780199533190   ¥3,802 (¥ 3,520) 

Oxford Modern English Grammar
 ■ A descriptive grammar of the English language̶covering 

both American and British English.
 ■ Very basic through to the most complex grammar points 

covered in a very clear and accessible manner.
 ■ Makes use of authentic spoken and written examples.

英語学研究の成果を反映した、体系的な現代英文法の決定版として
2011年に刊行したものです。記述文法の最も基礎的なところから最も
複雑なところまで網羅し、明快に解説します。 

Paperback 928 pages ISBN: 9780198767251  ¥4,752 (¥4,440)

New Oxford Style Manual

Oxford A–Z series

 ■ The essential handbook for all writers and editors.
 ■ Gives expert advice on writing and preparing copy and the 

spelling of words, covering headings, hyphenation, UK and 
US usage, capitalization, punctuation, indexing, and much 
more.

100年以上に渡り信頼を得てきたオックスフォード版スタイルマ
ニュアルです。

Handy and pocket-sized, Oxford A–Z series provides clear and expert advice 
to help with di�erent aspects of writing. The books o�er expert help on 
commonly confused areas based on evidence of real-life mistakes from the 
Oxford English Corpus. 

ISBN: 9780199669189    ¥1,523 (¥1,410)  

ISBN: 9780199652457    ¥1,328 (¥1,230)  

ISBN: 9780199669172    ¥1,523 (¥1,410) 

Oxford A–Z of Grammar and Punctuation: 2nd Edition

1001 Words you Need to Know and Use:
An A–Z of Effective Vocabulary

Oxford A–Z of English Usage: 2nd Edition

Oxford Guide to Plain English: 4th Edition

ISBN: 9780199684625    ¥1,328 (¥1,230) Oxford A–Z of Better Spelling

2nd Edition

8th Edition

4th edition

4th edition

3rd edition

3rd Edition

 ISBN: 9780198717706    ¥1,523 (¥1,410) 

edited by Jeremy Butterfield

edited by Bryan Garner

Making Sense in Education, 2e 9780199024964 ￥3,802 (￥3,520)

Engineering and the 
Technical Sciences, 5e

9780199010257 ￥3,802 (￥3,520)

Geography and 
Environmental Sciences, 6e

9780199010226 ￥3,802 (￥3,520)

The Life Sciences, 2e 9780199010288 ￥3,802 (￥3,520)

Psychology, 2e 9780199010318 ￥3,802 (￥3,520)

Religious Studies, 2e 9780199010349 ￥3,424 (￥3,170)

Social Sciences, 6e 9780199010196 ￥4,374 (￥4,050)

Also Available from the Making Sense series:
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グローバル人材には異文化の理解・適応力が必須とされますが、海外から見た
日本がどのように見え、どのように理解されているかを知ることは、異文化を
知ることにつながります。また、日本の歴史に関する既知の事柄が英文ではど
のように表現されているかを知ることも、英語で自国の文化について語ったり
発信したりする上で役立つでしよう。
ここでは忙しい方向けのコンパクトな概説書から、海外で日本学を専攻する学
生に使用されているものまで、代表的なタイトルのいくつかをご紹介します。

Books on Japan
 ■ OUP’s diverse publication programme encourages advanced English 
learners in Japan to familiarize themselves with the history of their 
own homeland written in English.

 ■ From a wide selection of books on Japan in our list, here are some of 
the most popular titles; from compact and easy-to-access paperbacks 
to textbooks for courses on modern Japan in higher education.

A Modern History of Japan: From Tokugawa 
Times to the Present 
International 3rd Edition

Paperback  176 pages  ISBN: 9780199235698   ¥1,404 (¥1,300) 

Modern Japan: A Very Short Introduction

Christopher Goto-Jones

明治から21世紀までの現代日本の歴史、経済、政治、文化を簡明
にまとめたVSIシリーズのベストセラーです。

 ■ This Very Short Introduction explodes the myths 
and reality of modern Japan by taking a concise 
look at its history, economy, politics and culture.

Paperback  432 pages  ISBN: 9780199930166   ¥6,458 (¥5,980)

Andrew Gordon

幕末から東日本大震災までを論じる本書は、もともと英語圏の
高等教育課程における日本史の教科書として執筆されたもの
です。日本史を日本という場で展開されたひとつの「近代」の物
語という視点でまとめている点、政治史、社会史、経済史、文化
史をダイナミックに織り合わせ重層的な歴史として語っている
点が特徴です。

 ■ Paints a richly nuanced and strikingly original portrait 
of the last two centuries of Japanese history and 
places Japan in a global context.

 ■ O�ers the �nest synthesis to date of Japan’s 
passage through militarism, World War II, the 
American occupation and the subsequent economic 
rollercoaster.

Paperback  464 pages  ISBN: 9780190619589   ¥3,769 (¥3,490)

Japan and the Shackles of the Past
R. Taggart Murphy

投資銀行を経て経済評論家として約40年日本に居住した著者
が、世界の大国でありながら、外からはよくわからないことの
多い日本社会について、歴史的経緯を振り返りながら概説しま
す。「本音と建て前」の使い分けをはじめとする日本の政治や
社会の「奇妙さ」に対する独自の批評や解説を盛り込んでいま
す。自国について理解を深め、英語で議論する力をつける必要
性を感じているビジネスパーソンにもお薦めしたい一冊です。

 ■ Sweeping, magisterial historical account of Japan 
from the feudal era to the present day.

 ■ Features a powerful analysis of contemporary 
Japanese society, politics and culture as well as its 
economy.

 ■ Focuses in particular on the history of the US–Japan 
relationship and its prospects.

Paperback  208 pages  ISBN: 9780190239169   ¥4,072 (¥3,770) 

The Long Defeat: 
Cultural Trauma, Memory, and Identity in Japan

Akiko Hashimoto

憲法改正、領土問題、歴史認識問題はなぜ、こんなにも軋轢を招
くのか。米国で教壇に立つ気鋭の社会学者が比較文化の視点か
ら、日本の「敗戦の文化」を考察します。これからの日本のあり方
を考えるのに若い世代にぜひお薦めしたい一冊です。

 ■ Contributes to the transnational discourse on wars 
and atrocities

 ■ Utilizes theories of collective memory and politics of 
regretand atrocities

 ■ Shows how and why defeat remains an indelible part 
of national life in JapanThe Oxford Book of Japanese Short Stories

Paperback  496 pages  ISBN: 9780199583195   ¥1,901 (¥1,760) 

Theodore W. Goossen

日本の近現代文学を代表する作家による35の短編作品を、文久
生まれの森鴎外 『山椒大夫』から吉本ばなな 『キムチの夢』まで、
作家の生年順に収録しています。

 ■ This collection of short stories spans the whole of 
Japan’s modern era from the end of the nineteenth 
century to the present day.

 ■ Includes two Nobel-prize winners: Oe and Kawabata 
and the acclaimed writers Tanizaki, Mishima and 
Murakami.

Paperback  232 pages   ISBN 9780195392531    ¥5,281 (¥4,890)

James L. Huffman

文学作品、日記等の文献に加え、美術作品や大衆文化などの視
覚資料を豊富に用いて近代史をひもときます。

Modern Japan: A History in Documents

 ■ A mixture of textual and visual documents, 
including literature, diaries, art and pop culture, 
build a textured history of modern Japan.

Paperback  176 pages  ISBN: 9780195368086   ¥3,316 (¥3,070)

Japan in World History
James L. Huffman

200頁以下でまとめられた、古墳時代から今日までの日本の通史。

 ■ Here is a page-turning, compact history of Japan 
from earliest times to the present, with a focus on 
its often tempestuous, often creative relationships 
with other countries.

P. 81～84の掲載商品の価格は予告なく変更する場合がございます。また、ご採用検討用の 
お見本のご提供ができないものもございますので、この点あらかじめご了承ください。
詳しくは、お電話（03–5444-5454）かEメール（ag.japan@oup. com）でお問い合わ
せください。

Prices and Inspection Copies for items listed from page 81 through 84:
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notice. Please also be advised that not all titles are available for inspection. 
For further information, please contact Oxford University Press Japan by 
telephone at 03–5444-5454 or by e-mail at ag.japan@oup. com.




