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本書は『郁文堂　英語教科書カタログ 2021』を電子

化したものです。各ページの教科書のタイトル部分

をクリックすることで、各タイトルの詳細ページを開

くことができます（外部リンク）。採用見本のご請求、

遠隔授業でのご利用のお問い合わせ等につきまして

は、リンク先の各教科書のページよりお願いいたしま

す。

丸囲みの部分をクリッ

クしてください。外部

リンクが開きます。



◆	［　］内は書籍番号です。
◆	 ご注文は著者名，書名（または書籍番号），部数をご明示ください。
◆	 この目録の表示価格には，消費税は含まれていません。
◆	 重版に際しては価格が変更されることがありますのでご了承ください。

ごあいさつ

　平素は，小社の出版物に対し格別のご厚情を賜り，

誠にありがたく深く感謝申し上げます。

　ここに 2021年度用教科書カタログを作成いたしま

したのでお届けいたします。

　ご高覧の上，ご検討いただければ幸甚に存じます。

　今後とも引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

株式会社 郁文堂

●書籍・教授用資料等の全部又は一部をWEB上で無断掲載（写真・イラスト・
音声を含む）することは法律で禁じられています。また，テキスト本文の和訳，
練習問題の解答および録音内容を文字化したものを掲載することも禁じられ
ています。
●CD・カセットテープ等の音声教材を無断でテープその他に録音することは
禁じられています。



総 合 教 材

1

健康＆生活ニュースで磨く読解力・構文力
New Reading & Writing Power-Improving your English 
Skills Through Health and Lifestyle News
塚越博史 / 足利俊彦 共著

[2072]
B5判　104頁
CD付
￥2,000
教授用資料あり

● VOA の Special English から，面白く
読める健康・生活ニュースを５編厳選（＋応
用１編）．読解力はもちろん，英語の基礎力
を定着させることで定評のある Reading 
& Writing Power シリーズ第２弾です .
●ニュース本文の後は「概要・詳細把握問
題」．その後３種類のワークによって，様々
な形で同じ英文に触れ，定着度を高めます．
①「語彙・語法ワーク」＝重要語彙確認，②

「４語並べ替え」＝基礎構成力アップ，③「セ
ンテンス・ジャンブリング」（文の語句全て
の並べ替え）＝実践的構成力．
●学力レベルは大学初級～中級程度．学習
者に「できる，読める，理解できる喜び」を味
わってもらうことを心がけて編集しました．

好評

https://www.ikubundo.com/book/9784261020724


総 合 教 材

2

好評

サイエンス・ニュースで養う読解力・構文力
Reading and Writing Power-Expanding English Skills 
through Science News
塚越博史 / 足利俊彦 共著

[2070]
B5判　88頁
CD付
￥1,900
教授用資料（小テスト付）あり

●本書は VOA の Special Englishか
ら，Health Report の５編を厳選し，
英語の基礎力の向上と，それを「定
着させること」を目的としています．
●ニュース本文のあと ,「概要・詳細
把握問題」が続きます．そして①適
語補充（選択）等による「語彙・語
法ワーク」，②「４語並べ替え」によ
る基礎構文力アップ，③「センテン
ス・ジャンブリング」での，文の全
ての語句の並べかえ，の３種類のワ
ークにより，繰り返し様々な形で，
同じ英文に触れ，定着度を高めます．
●対応学力レベルは大学初級～中級
程度です．

https://www.ikubundo.com/book/9784261020700


総 合 教 材

3

好評

現代英国フォーカス
UK Focus
丸橋良雄 / 日髙真帆 / 伊藤恵一 / Jacoba Akazawa / 
Kim Bradford-Watts 共著

[2063]
B5判　96頁（傍注）
CD付
¥2,000
教授用資料（試訳付）あり

●本書は，リーディングとライティ
ングを主眼とした教材で，テーマは，
歴史，政治，地域文化，食文化，音
楽，文学，先端科学等々，様々な分
野，また様々な時代から取り上げ，
英国文化を本当に知るためには格好
の教材となっています．英国留学，
英国文化関連授業にも適用できます．
●全２０章からなる通年用で，各章
は，導入問題，読解文，内容理解問
題，英作文問題からなり語句の注釈
も充実しています．また，テキスト
のジャンルも叙述文，新聞記事，推
理小説，メール文等々多種多様とな
っています．

https://www.ikubundo.com/book/9784261020632


総 合 教 材

4

好評

表現する大学英語
Your Point of View—Necessary Vocabulary to Express 
Your Opinion about Controversial Topics 

幸重美津子 / Blair M. Kelsen / Joseph S. Cravotta, Ⅲ 共著

［2050］
B5判　65頁＋Glossary 5頁
￥1,800
教授用資料（試訳付）あり
教室用テープあり

●自分の意見を形成し，それを主張
するための語彙力と発話能力の育成
に重点を置いた四技能開発教材で
す．ボキャブラリーの強化から始ま
り，トピックのリーディング，リス
ニングによる理解度チェック，ペア
ワークによる表現演習，ライティン
グと進み，自分の意見を形成し表現
できるように工夫してあります．
●トピックは興味深く，取り組みや
すく，かつ controversial なものに
厳選しました．また各ユニットの最
後にインターネットを利用した補強
課題も設けました．半期用教材とし
てもご使用いただけます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261020502


好評総 合 教 材

5

［2023］
B5判　120頁（傍注）
￥1,800
教授用資料あり
教室用テープ（2本組）あり

●自分たちの文化だけを正当化し，
他の文化を相対化する視点が欠落する
ところに「文化摩擦」は生まれます．
常に自らの立場を意識しつつ，いかに
行動するかが問われています．
●本書では我々を取り巻く身近な問
題を手掛かりに，どのようなスタン
スでものを考えるべきかを，日米比
較の視点を盛り込みながら，デート
やスポーツなど日常的なものから，
銃や老人問題など社会的なものまで
硬軟織り交ぜました．
●平易な英文と，注，文法事項，英
問英答問題，和文英訳問題という構
成になっています．

現代若者文化事情——日米比較
Young Pop Cultures—Japanese and Americans

石黒昭博 / William Essig / 山内信幸 / 宇田千春 共著

https://www.ikubundo.com/book/9784261020236


6

好評

ニュース・フォー・ソート
—「ジャパンタイムズ・ウィークリー」を読む
News for Thought—Selections from The Japan Times Weekly

大角美佐子 / 高田治美 / Stephen Wolfe 編著

[2071]
B5判　104頁（傍注） 
CD付
¥2,000
教授用資料（小テスト付）あり

● The Japan Times Weekly から文
化，社会，科学の分野を中心に現代社会
が抱える諸問題の記事を厳選しました．
●各ユニットは本文と vocabulary, 
skimming and scanning, careful 
reading, summary listening の４つ
の練習問題から構成されています．
● skimming and scanning では記事
のポイントや概要の理解の確認ができ，
careful reading では精読とライティン
グ，summary listening では１００
words 程度での内容の確認ができます．
●巻末の５つの Further Reading は自
習やサマリーの作成等に使用できます．
TM に「復習用小テスト」を付けました．

時 事 英 語

https://www.ikubundo.com/book/9784261020717


7

好評

国際化の英語——歴史的背景を踏まえて〈新版〉
Crystal,D.: English around the world
菅原俊也 編

［2006］
A5判　50頁＋本文の要点・注28頁
￥1,500
教室用テープあり

●本書は，英語学者・言語学者とし
て名高いＤ.Crystalの“The English 
Language”の中の１章を収めまし
た．国際語として成長している「英
語」を，各地域毎の歴史的背景を踏
まえながら解説しています．本文は
大学一般教養程度の難易度の英語で
書かれており，英語の教養としての
知識を深めることもできます．
●[発音][語法]のように着眼点が細
かく明記された豊富な注を付したこ
とにより，比較的高度な英語学，言
語学の知識を必要とする学科等の使
用にも対応しています．

文化・論説

https://www.ikubundo.com/book/9784261020069


8

好評

ショート・ショート・ストーリーズ
Short Short Stories—An Anthology with Exercises

高橋　潔 編

●イギリス，アメリカ，カナダの作
家により書かれた小説１３編を選び
ました．少ない単語数で書かれた読
みやすいものばかりですが，それぞ
れがきちんとした内容・テーマをも
っています．日常英語，若者の英語
などもとり入れられているので，「生
きた英語」の姿を知ることができま
す．
●各章末には，その物語に現れた運
用度の高い表現を中心とした，鑑賞
と表現の訓練ができる Exercises 
を，巻末には，物語の背景，英米語
の差，スピーチレベルなどに配慮し
た詳しい注を付けました．

［2001］
A5判　57頁＋注22頁
￥1,500
教授用資料あり
教室用テープあり

小　　　説

https://www.ikubundo.com/book/9784261020014


9

好評

ショート・ショート・ストーリーズ　II
Short Short Stories II—An Anthology with Exercises

高橋　潔 編

●アメリカでベストセラーとなった 
“Chicken Soup for the Soul”から
‘The Circus’‘A Legacy Of Love’
他，心温まる１３編を収録しました．
どれも５００語前後の易しい文章で書
かれた親しみやすい作品です．
●注は詳しく付けてありますので，
辞書を引くことに煩わされずに，じ
っくり内容を味わうことができます．
また，作品中の重要表現を使った英
作文，和訳，語彙などの練習問題と，
他にカセットテープを活用したリス
ニング問題も織り込みましたので，
読む・聞く・書くという総合的な演
習にもお使いいただけます．

［2026］
A5判　46頁＋注34頁
￥1,500
教授用資料あり
教室用テープあり

小　　　説

https://www.ikubundo.com/book/9784261020267


10

好評

未来への贈り物
Carson, R.: The Sense of Wonder
小林章夫 / 岩政伸治 共編

［2033］
A5判　39頁（傍注）
￥1,400

●“Silent Spring” のレイチェル・カ
ーソンが，次世代へのメッセージとし
て病床で手を入れ続けた未完の小品 

“The Sense of Wonder” を編集し
ました．
●甥のロジャーと共にメイン州の森や
海辺を探索する中で生まれた，自然へ
の愛情あふれる作品です．類まれな文
章力で，自然の中で感じる心を失わな
いことの大切さをうたい上げています．
●注は使いやすいように，テキストと
見開きの形にしました．また，事項注
にとどまらず，カーソンの息遣いにま
で踏み込んだ詳しい解説を試みました．

エ ッ セ イ

https://www.ikubundo.com/book/9784261020335


［2043］
A5判　86頁（傍注）
￥1,600
教授用資料あり
教室用テープあり

●２０世紀は地球の資源を使って豊
かな暮らしを追及してきましたが，
環境破壊の重大さにやっと人間が気
付いたのは２０世紀後半になってか
らのことです．この環境破壊から人
類の生活圏を守るというテーマを，
人生の大半を２１世紀に生きる現代
の若者にこそ，真剣に考えて欲しい
と願い，このテキストを編みました．
●練習問題は英語力が確実に向上す
るよう工夫し，英語で読んだ内容を
確認し，知識として頭の中に定着さ
せるためのもの，重要語彙の復習，
語法上の問題と，バランスをとって
配しました．

人と環境のサイエンス
Ecology and Human Impact
高橋　宏 / 塚越博史 / 大場浩正 共編

好評総 合 教 材

11

https://www.ikubundo.com/book/9784261020434
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コミュニケーション

大学生の生活英会話
トピック
...AND YOU?

［2048］
B5変型判　109頁＋Glossary 9頁
￥1,900
教室用テープあり

休日，メディア，感情，趣味な
ど，各ユニットごとのテーマに
沿って，会話練習をします．各
ユニットは，ペアワーク，グル
ープ・ディスカッション，リス
ニング，ロール・プレイなどで
構成されています．少人数のグ
ループで練習することによって，
英語を使う機会を最大に増やす
ことができるでしょう．
自由度がかなり高いので，学生
の英語力に合わせて，楽しみな
がらの授業を展開することがで
きます．
また，巻末に Glossary を用意
しました．

Randell / Bunday 共著

生きた英語を磨くため，海外で
の様々な場面を想定したテキス
ト作りを目指しました．[Lis-
ten] では，現実の場面をイメー
ジしながら，聴き取り練習をし
ます．[Travel Tip] では，海外
で役立つ情報を盛り込みました．
[English Point] のフレーズは，
日常よく使うものを集めました．
[Practices] は Dialog を材料
に，英語の運用能力を高める訓
練と，即答練習です．[On your 
own] では，英語で自分を表現
する能力を磨きます．また楽し
みながら学べる Special Activ-
ity を４課毎に配しました．

アップ・アンド・アウト
—生きた英語を磨く
Up and Out — Expressing
Yourself in English

［2036］
B5判　89頁　
CD付
￥2,200
教授用資料あり

Hardy / 五味田 / 佐藤 共著

https://www.ikubundo.com/book/9784261020489
https://www.ikubundo.com/book/9784261020366


コミュニケーション 自 然 科 学

このテキストは逐語訳をするの
ではなく，論点を把握すること，
英語で書かれたものから多くの
知識を得ることを目的としてい
ます．題材は環境・健康に関す
るものを，学術的なものから雑
誌記事まで幅広く集めました．環
境問題についてはゴミ問題，水・
空気の汚染などを扱い，我々が
すべきこと，人間の日常生活が
環境に与える影響を学びます．健
康問題についてはアロマセラピ
ー，エイズ，現代社会のストレ
スなどの記事を選びました．ゲ
ーム，練習問題も適宜付しまし
た．

人間の知恵
—環境と健康
Current Issues around Us

［2022］
B5判　87頁（傍注）
￥1,800
教授用資料あり
教室用テープ（2本組）あり

市川泰弘 編

ノンバーバル・コミュニ
ケーション
Nonverbal Communication

［2052］
B5判　114頁（傍注）
￥1,800
教授用資料あり
教室用テープ（2本組）あり

会話における意志疎通に必要不
可欠な「ノンバーバル・コミュ
ニケーション」に着目した書き
下ろし教材です．日本人が苦手
とするジェスチャー等の動作を
はじめ，衣服，環境等様々な要
素が伝達する意味を考察し，比
較文化にまで高めました．加え
てこれらにまつわる慣用句も紹
介します．易しい英語で定義づ
けた語彙や随所に配した写真，
様々な練習問題が内容理解を促
進．各課末には理解を応用へと
高める実践問題を用意しました．
効果的なコミュニケーションス
キルの養成に不可欠の１冊です．

北尾 S. Kathleen / 北尾謙治 共著

13

https://www.ikubundo.com/book/9784261020526
https://www.ikubundo.com/book/9784261020229


小　　　説

［2010］
A5判　54頁＋注26頁
￥1,500
教室用テープあり

Roald Dahl の短編集 “Tales 
of the Unexpected”, “More 
Tales of the Unexpected” か
ら ‘The Umbrel la Man’, 

‘The Way up to Heaven’，
‘Dip in the Pool’，‘Lamb to 
the Slaughter’ の４編を収め
ました．やさしい英語と軽快な
文章，物語の意外な展開．ダー
ルならではのシンプルな描写，
生き生きした会話の中に登場人
物の微妙な心理が描き出されま
す．学生自ら自分の英語力で，
ただ単に話の筋を追うだけでは
ない「英語で読む楽しさ」を見
い出すことができます．

菅原俊也 編

１回の授業で読み切れる短いも
のを中心に１６編を収録．Alice 
Walker，Richard Brautigan 
などによる１１編を前半に，長さ・
内容がより挑戦的な Raymond 
Carver の５編を後半に配しま
した．子どもごころとその成長
過程を描いたもの，離婚直前の
若い夫婦のぎくしゃくした緊張
感を描いたものなど，いずれも
最近のアメリカ風俗が浮き彫り
にされています．各ストーリー
に内容理解問題，語彙練習，英
作文の３種類の Exercises を用
意しました．また，詳細な注を
付しました．

ミニ・フィクション
Mini-Fiction

賭けに溺れて
—ダール傑作短編集
Dahl, R.: Dip in the Pool

[2039]
A5判　104頁＋注30頁
￥1,600
教授用資料あり
教室用テープ（2本組）あり

中山喜代市 / 石原敏子 共編

14

https://www.ikubundo.com/book/9784261020106
https://www.ikubundo.com/book/9784261020397


1515

語彙力アップ教材 文　　　法

本書は日常の英語表現の中で極
めて頻繁に使われる基本動詞の
用例を取り上げ，その文法的構
造を明確にすることにより，自
然と英語の応用表現の幅を広げ
ていくことができます．
豊富な用例を交えて詳しく丁寧
に解説しました．EXERCISES
では，聞き取り，穴埋め，間違
い探し，和訳，作文など，さま
ざまな形式の問題を用意し，バ
ランスの取れた構成になってい
ます．英文法を大学生向きの切
り口でおさえ直させるためにも，
格好の教材です．

かたちで学ぶ基礎英語
—基本動詞36を使いこなす

［2061］
B5判　96頁
￥1,800
教授用資料あり
教室用テープあり

小中秀彦 著

工科学生のためのイディ
オムノート〈改訂新版〉
Brush up your technical 
English!

[2064]
B5判　46頁＋付録19頁
CD付
￥2,000
教授用資料あり

本書は，日常の熟語表現や工学
系の専門的熟語表現を，無理な
く習得できることを目指した教
材です．各課では，基本動詞を
用いた熟語表現を５例ずつ例文
付きでとりあげ，やさしいエク
ササイズを通して自然と身に付
くように工夫しました．各課の 
Short Reading は，再度全面
的に見直しをし，やさしくバラ
エティーに富んだものを選びま
した．付属の CD には，各課の
熟語表現と巻末の専門単語を収
録しました．専門単語には聞き
ながら覚えられるよう，日本語
訳も吹き込みました．

市川泰弘 編

https://www.ikubundo.com/book/9784261020649
https://www.ikubundo.com/book/9784261020618
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