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記録的な猛暑となった今年の夏も、いよいよ終盤に入りましたが、皆様如何お過ごしでしょうか。

今月号では、一足先に弊社の秋のイベントである「オックスフォード大学出版局 書籍販売促進セ

ミナー」の詳細なご案内を 2・3 ページに掲載しております。お客様への日々のご案内に、直ぐお役

立ていただける内容となっております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
 

 8 月 31 日（金） 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 8 月 31 日（金）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。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、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 
 

 ELT 及び児童書関連商品価格改定のお知らせ  
 

ELT の一部、並びに『オックスフォード・リーディング・ツリー』を含む児童書関連商品の一部につい

て、2018 年 10 月 1 日より価格改訂を実施させていただきます。 
為替の変動や発行元での価格変更を反映するもので、お取引先の皆様にはご迷惑をおかけいた

しますが、ご理解の上ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
なお、対象商品と新価格につきましては準備が整い次第、「書店様・取引先様 専用ページ」に掲

載いたしますので、詳細に関してはそちらをご確認下さい。 
http://www.oupjapan.co.jp/shoten 

 
 イギリスの児童書の新刊  

 
The Woollies 著：Kelly McKain、絵：Jon Stuart 
“Let’s imagi-knit!” 思いついたものは全て毛糸を編んで作ることができるユニークなスー

パーパワーを持った毛糸のキャラクター達が海や山へと冒険に出かけます。カラフルな

CG 絵本で読み聞かせや夏休みの読書用にもおススメです！ 
ペーパーバック、全 4 タイトル、各 32 ページ（245 x 245mm)、イギリスの対象年齢 2 歳～ 
詳細は注文書をご覧ください。 

 学術一般書の新刊  

 
Copyright: What Everyone Needs to Know® 
ウェブ上の記事、写真、イラスト、音楽の大部分は誰かが著作権を持っています。 
インターネットや SNS は、情報の収集と発信・拡散を飛躍的に手軽で気楽なものにした一方

で、一度発信された情報はともすれば意図せずに世界中に拡散されることも。 
法の趣旨や概要、現状と経緯、そして現在の議論など、もはや余所事ではなくなった 
著作権について、誰もが知っておくべき事柄をコンパクトにまとめた一冊です。 
9780199941162   2,200 円（本体）  発売中 
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 書店専用ウェブサイトバックナンバーwww.oupjapan.co.jp/shoten 
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オックスフォード大学出版局 2018年書籍販売促進セミナーのご案内 

 

毎秋恒例の弊社出版物の説明会ですが、本年は名称を書籍販売促進セミナーに変更、内容も大

幅に改め開催させて頂くことになりました。 

メイン会場の説明会では、皆様の売上アップに繋がるように、注目の新刊から人気定番商品まで

主要タイトルの特徴やアピールポイントをご案内致します。また、副会場では小規模の説明会に加

え、実際の商品をご覧頂き、弊社スタッフに直接ご相談頂ける場も設けます。 

各テーマごとに短めのプレゼンテーションとなっておりますので、ご関心のあるセッションに自由に

ご参加下さいませ。 

セミナーの後には、ささやかながら皆様の交流の場もご用意しております。ご多忙のところ

誠に恐縮ではございますが、スタッフ一同皆様のご参加をお待ちしております。 
 
【大阪】 2018年 10月 11日(木) 開場13:30 開始14:00 
第二吉本ビル 8 階 A+B会議室 大阪市北区梅田 2-2-2 
JR大阪駅より徒歩 2 分、地下鉄四ツ橋線西梅田駅徒歩すぐ 
【東京】 2018年 10月 18日(木) 開場13:30 開始14:00 
TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3C 
千代田区神田駿河台 3-11-1三井住友海上駿河台新館 3F 
都営新宿線 小川町(東京都)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 B3b出口直結 
※御茶ノ水界隈には複数の TKPがございますためお間違いの無いようご注意下さい。 
 
詳細は専用のウェブサイト（www.oupjapan.co.jp/ts/2018）でもご案内しております。 
参加ご希望の方はウェブサイトから、もしくは下記に必要事項をご記入の上、FAX にてお申
込み下さい。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
貴社名（貴店名） 

返信者お名前（フルネーム）  E メール 

お電話番号  FAX 番号 

 
会場（参加ご希望の会場一つに丸印をお付けください） 大阪 ／東京 
＊下記参加ご希望欄のイベントの□にチェック（✔）をお入れください。 

参加者ご氏名（フリガナもお願いします） セミナー 懇親会(18時) 

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

FAX送信先：0120-300-974  
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時間割(予定) 
 

 
メイン会場 サブ会場・ディスプレイ 

14:00 開会 

14:25 

児童向けコースブック入門編 

ELT っていっぱいあってよく分からない。そんな時に

はまずこのコースブックを。すぐに分かる定番教材の

基礎知識。 

General Books/Books On Japan 

話題になりそうな新刊・近刊、訳書と一緒にアピールで

きる一般書、日本関連書を中心に店舗様向けの商品をご

紹介いたします。 

14:45 

15 分で分かるリーダーの基礎 

そもそもリーダーって何？ORT から OBW まで、読

み物教材についてご案内します。 

Higher Education (学部向け専門科目テキスト） 

改訂の動向が気になるテキストや邦訳の刊行情報、取扱

を始めた Sinauer など。ご質問大歓迎です。 

15:00 Break 

15:20 

Let's Go 5th edition 大特集 

児童向け教材として不動の人気を誇る Let's Go がこ

の秋 6 年ぶりに改訂。旧版からの変更点や店頭での

アピールポイントなどを徹底解説。 

  

15:40 

Wide Angle 

大学生～大人向けコースブックの New title。

「Real-World English」をキーワードに実践的な英

語を学べるテキストをご紹介。 

  

15:55 

辞書セミナー2018 

英英辞書界の横綱 OED から英語学習者向けの大定番

OALD やさらには日本でも人気のイギリスの子供向

け辞書など、辞書制作に長い歴史を持つ OUP が誇る

ラインナップを一堂にご紹介。 

リーダーfor 学校営業 

早くも人気の新刊 Global Issues や中学校高校向けに今

年より開始したテキストデータご提供サービスなど外

商、営業ご担当者向けリーダー市場最前線のご紹介。 

16:15 Break 

16:30 

VSI/WENK 

広く大学教養課程の英語、専門課程の原書講読のテキ

ストとして使用されている人気のシリーズ。基本の

「き」から、店頭での展開例までおさらいします。 

ORT の愉快な仲間たち 

ORT にはメインシリーズの他にもたくさんの「仲間たち」

シリーズがあります。それぞれの特徴や ORT との違いな

どをご説明いたします。 

16:45 

中高生から大人まで各種教材総まとめ 

中学校、高校で多くご採用頂いているタイトルからビ

ジネス英会話用の教材や自学自習向けの売れ筋など、

押さえておきたい定番既刊書を厳選してご案内しま

す。 

児童書新刊＆自宅学習用おススメ教材 

クリスマス向けの絵本などの新刊児童書や自宅学習用ア

イテムをご紹介。フェア用アイデアのご参考に是非。 

    

イギリス及び国際カリキュラム教科書 

イギリスだけでなく国際的に使われている小中高校向け

の教科書を、理科や数学など英語以外の教科も含めご紹

介いたします。 

17:30 閉会 

 



ISBN 本体価格 ご注文数

9780199941162 Copyright: What Everyone Needs to Know® 発売中 ¥2,200

9780192747846 The Woollies: Follow the Footprints 発売中 ¥1,080

9780192747853 The Woollies: Flying High 発売中 ¥1,080

9780192747860 The Woollies: Pirates Ahoy! 発売中 ¥1,080

9780192766687 The Woollies: Join the Parade! 8月上旬入荷予定 ¥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8月号＞

タイトル

貴店名                                                                        ご担当者　

イギリスの児童書の新刊


