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夏休みも目前となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

お子さまと一緒に来店されるファミリー層も多くなる季節、先月号「夏の自由研究にいかが？英語

で学ぶ理科」でご紹介した、生きものや自然について学べる弊社タイトルのフェア開催など、引き

続きご検討いただければ幸いでございます。 

最終ページには、お待たせしておりましたポップコンテストの優秀店発表がございます。 

どうぞお楽しみに！ 

 夏期休業についてのお知らせ  
弊社では、誠に勝手ながら下記の期間、夏期休業とさせて頂きますのでご案内申し上げます。 

 
夏期休業期間: 8 月13 日（月）～15 日（水）の 3 日間 

 
16 日（木）より平常どおり営業致します。 
つきましては、ご注文品の処理業務を、基本的に以下の通りとさせて頂きます。 
ご注文の弊社受付日が： 

8 日（水）まで        ⇒       夏期休業前に発送 
9 日（木）以降        ⇒       16 日（木）以降に発送 

ご注意：上記スケジュールは国内に在庫のある場合に限ります。 
正確な発送日については、ご注文毎に弊社からお返事する案内をご確認下さい。 
 
夏期休業期間中もご注文専用ファックス及び E メールは稼働しておりますので、どうぞご利用下さ

いませ。尚、ご注文の処理及びご返答は 16 日（木）以降となります。 
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 7 月 31 日（火） 電話受付時間変更のお知らせ  
社内会議のため、誠に勝手ながら 7 月31 日（火）は下記電話番号の受付時間を午後2 時までとさ

せていただきます。尚、今後も毎月最終営業日は同様の運用となる予定です。ご迷惑をお掛け致

しますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 

代表：   03-5444-5454 

 書店様専用お問合せ先：  03-5444-6092 

 

 

                           No.342  July 2018 

書店専用ウェブサイトバックナンバーwww.oupjapan.co.jp/shoten 

この度の西日本豪雨により被害を受けられました皆様に、謹んでお見舞い 

申し上げるとともに、被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 
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  リーダーご採用キャンペーンのご案内  

先月号にてご紹介致しましたリーダーご採用キャンペーンでございますが、引き続き拡販パック

のお申込みを受付中です。夏休みや 2 学期のリーダー採用をご検討の先生方に、ぜひご紹介を

お願い致します。詳細は 6 月号のご案内をご確認下さい。 

 
 

 オックスフォード大学出版局書籍販売促進セミナーのご案内  

今年も弊社出版物の説明会を、下記日程・会場にて予定しております。アピールのポイントをつか

み、お客様への適切なアドバイスができるよう、実際に商品に触れ、新商品や重点拡販商品の特

性などを学習していただく好機です。ぜひ開催予定を踏まえてご予定を組んでいただければと 

お願い致します。商品知識を深めて、売上げアップへ繋げて下さい！ 

詳細とお申込みフォームは、来月号にてご案内致します。 

 

10 月11 日（木） 大阪  第二吉本ビル  
（昨年と同会場、最寄り駅 JR 大阪駅、地下鉄四ツ橋線 西梅田駅） 

10 月18 日（木） 東京  TKP ガーデンシティ御茶ノ水 
（昨年と同会場、最寄り駅 都営新宿線 小川町駅、 
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅、 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅） 

 
 
昨年ご参加頂いた皆様から頂戴した感想です。 

 
 
 
 
 
 
 

 新刊のご案内  

Oxford Applied Linguistics  
世界中の応用言語学の専門家による著述を集めたシリーズに新タイトル 
Policy and Politics in Global Primary English 
近年、国際競争力の向上を目指し、政策として英語の早期教育に取り組む国が増

えています。幼児・児童英語の教育政策事例と現状について、各国の事情を比較考

察した一冊です。児童英語に携わる先生方をはじめ学校関係者、教育分野の研究

者の皆様にぜひお薦めください。 
9780194200547     5,090 円（本体）  発売中 
 

  

タイトル紹介だけでなく、背景

や著者の話、ディスプレイに

役立つ話題が盛り込まれて 
おり、とても興味喚起され  
ました。 

新刊情報を詳細にご説明頂けたので、

店頭でのご案内がしやすくなりそう 
です。 
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 学術一般書の新刊  

Devouring Japan:  
Global Perspectives on Japanese Culinary Identity 
「和食」が 5 年前にユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、伝統的な日本の食文

化への関心は高まる一方です。訪日外国人が最も期待を寄せるのが「食」であるこ

とも、各種調査で明らかにされています。本書はそんな「和食」の定義、世界で注目

される理由に注目しながら、歴史的変遷や文学や映画の中での描写、日本人のア

イデンティティ形成に果たす役割まで多角的に考察するものです。日本在住の外国

人はもとより、知的関心の強い訪日客に向け、日本関連書コーナーにいかがでしょ

うか。 
9780190240417   3,500 円（本体）  発売中 
 

 イギリスの辞書・児童書の新刊  

Oxford Junior Illustrated Dictionary/Thesaurus New Edition 
先月ご紹介した「Oxford First Dictionary/Thesaurus」の次のレベルの人気辞典。挿

絵を交えてわかりやすく解説されているのが特徴で、英語だけでなく他教科のリソ

ースとしてもお使いいただけます。 

ハードカバー/ペーパーバック、272 ページ(246 x 189mm)、イギリスの対象年齢6 歳～ 

 

Dr. KittyCat is Ready to Rescue: Peanut the Mouse 著：Jane Clarke  
犬猫好きに人気のフィクション「猫ちゃん先生」のシリーズの最新タイトルで今回は助

手として活躍中の「ネズミのピーナッツ」が主人公。転んで手とあごを怪我したピーナ

ッツは普段の冷静さを失いパニック状態に！ちゃんと治療を受けられるでしょうか？ 

ペーパーバック、96 ページ（185x129mm） イギリスでの対象年齢：5 歳以上  

 

Am I Yours? 著・絵：Alex Latimer 
ある一つの恐竜の卵が風に吹かれてコロコロと流されてしまいます。たまたまその卵を

見つけた5匹の優しい恐竜たちは日が暮れる前に卵の持ち主を見つけて届けてあげよ

うと試みます。人気作家の Alex Latimer が手掛け、他人への心遣いがテーマのほのぼ

のした一冊です。 

ペーパーバック、32 ページ（270x230mm,） イギリスの対象年齢：2 歳以上   

 

 オックスフォード・リーディング・ツリー（ORT）シリーズ 一部価格改定のお知らせ    
この度、為替レートの変動、イギリス本国での価格変更になどに伴い、2018 年 10 月 1 日よりオ

ックスフォード・リーディング・ツリー関連書籍の一部の価格を約 5%～10%値上げさせていただくこ

とになりました。お取引先の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解いただくとともに今

後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

詳細は次号以降でご案内致します。 
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 ポップコンテスト結果発表！  

2 月号で告知致しましたポップコンテストですが、今年も数多くの書店さまにご参加いただきまして、

誠にありがとうございました。厳正な審査の結果、今年は以下二店舗を優秀店と選ばせて頂きま

した。 賞品として、弊社日本支局のウェブサイト「ご購入について」のトップページに、お店の詳細

な情報をご紹介させて頂きます。良い本があれば…と期待して書店を訪れるお客様の関心を引き、

購入の後押しとなる素敵なポップの作製を、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
 
 

ORT の魅力である、【イギリスの小学校で実際に使われている「教科書」】を一瞥しただけで分かる

ようアピール頂いた上で、よくお客様から頂く質問である「対象年齢」「どのレベルから始めれば？」

「順番通りに読み進めなくてはいけない？」を、カラフルな Q マークの手作りポップにてご案内下さ

っている丸善書店日本橋店様。 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

ORT についてお尋ね頂くことの多

い、基本シリーズと、その他のシリ

ーズについて、ポップにて分かり易

く紹介して下さった 
紀伊國屋書店梅田本店様。 
手作りのポップは温かさがあり、す

んなりと読み手に伝わります。 
 

 
 
 
 
 
 

丸善書店 日本橋店様 

紀伊國屋書店 梅田本店様 



ISBN 本体価格 ご注文数

9780194200547 Oxford Applied Linguistics: Policy and Politics in Global Primary English 発売中 ¥5,090

9780190240417 Devouring Japan (Paperback) 発売中 ¥3,500

9780192767226 Oxford Junior Illustrated Dictionary Hardback 発売中 ¥2,000

9780192767233 Oxford Junior Illustrated Dictionary Paperback 発売中 ¥1,690

9780192767189 Oxford Junior Illustrated Thesaurus Hardback 発売中 ¥2,000

9780192767196 Oxford Junior Illustrated Thesaurus Paperback 発売中 ¥1,690

9780192765994 Dr. KittyCat is Ready to Rescue: Peanut the Mouse 発売中 ¥920

9780192759467 Am I Yours? 7月中旬 ¥1,080

番線印

email
ご注文日

オックスフォード大学出版局

fax 0120-300-974
email order.japan@oup.com

電話　                                                                         FAX 

学術一般書の新刊

ご注文用紙　＜OUPトレードニュース 2018年7月号＞

タイトル

貴店名                                                                        ご担当者　

イギリスの生徒向け辞書の新刊

ELT新刊


