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New English Connections
成人学習者に適した英会話教材です
New English Connections is a six-level, general conversation course for 
adults who wish to develop their spoken English communication skills. 
Each text in the series focuses on the development of accuracy and 
fluency through twelve units, covering over 60 class hours. Drawing 
upon an integrated of listening, pronunciation, and communicative 
function targets, the course provides learners with the tools to 
meaningfully engage both the language and its speakers. 

New English Connectionsは英会話向上を目的とする成人学習者向け
の6レベル別日常英会話教材です。本シリーズは滑らかで正しい英会話
を学ぶため、レベルごとに全12ユニットの内容を網羅しています。リスニ
ング、発音、コミュニケーション学習を総合的に取り入れ、生徒が単語と
会話に関連性を導き出す手法を用いています。

Question Quest : The Language Card Game
Question Quest : The Language Card Game is an innovative and exciting addition to the EFL classroom. 
Players collect crystal points by strategically asking and answering everyday questions in English. Special cards like 
“What’s your answer?”and “Tell me more!”shake up gameplay and keep players on their toes!

クエスチョンクエスト：ランゲージカードゲームは革新的な楽しさをEFLクラスにもたらします。プレイヤーは、英語で日
常的な質問を聞いたり答えたりしながら、戦略的にクリスタルポイントを集めます。"What's your answer?" や"Tell me 
more!" のようなスペシャルカードをゲームに混ぜればプレイヤーの緊張は一気に高まります！

Question Quest : Photocopiable Resource
This Photocopiable Resource contains illustrated worksheets 
that expand on each question card from the main game. It 
can be used to prepare students for Question Quest matches 
or as a stand-alone resource.

New English Connections
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 12 71 978-89-17-20839-9 ￥2,000 +tax
Book 2 (+CD) 12 71 978-89-17-20840-5 ￥2,000 +tax
Book 3 (+CD) 12 83 978-89-17-20841-2 ￥2,000 +tax
Book 4 (+CD) 12 87 978-89-17-20842-9 ￥2,000 +tax
Book 5 (+CD) 12 83 978-89-17-20843-6 ￥2,000 +tax
Book 6 (+CD) 12 87 978-89-17-20844-3 ￥2,000 +tax

American
English

N EW!

Exploring Debate is a two-book debate series for students learning 
English as a foreign or second language. Interesting, topical themes 
will introduce students to new ideas and vocabulary while challenging 
them to think critically about each theme. Students will then have the 
opportunity to express their ideas and opinions, adding to a fun and 
engaging lassroom environment.
Exploring Debate は英語学習者のためのディベート用教材です。興味
深いテーマで生徒の思考力を高めながら新たな価値観や語彙を紹介、
生徒自身の考えや意見を交換し合うことによりクラスの雰囲気も明るく
なることでしょう。

Exploring Debate
多様なテーマでディベートスキルを磨きます

Exploring Debate Teacher's Guide

Various interesting and debatable topics 
5-step sections designed to gradually develop students’ fluency and  
discussion/debate skills
Activities designed to enhance students’ cognition and critical  
thinking
Extra teacher’s guides with lesson plan, answer keys, homework, and  
various model opinions

Exploring Debate
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 20 124 978-89-6198-304-4 ￥2,400 +tax
Book 2 (+CD) 20 124 978-89-6198-305-1 ￥2,400 +tax

Teacher's Guide 1 - 153 978-89-6198-317-4 ￥4,500 +tax

Teacher's Guide 2 - 156 978-89-6198-318-1 ￥4,500 +tax

American
English

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載 ‐英会話力とディスカッシ
ョン/ディベートスキルが序々に上達する5ステップ編成 ‐認知力と思考能
力を向上させるよう考案されたアクティビティー ‐ティーチャーズガイド
にはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録"

Classroom- 
tested series
英会話学校などで多数 

採用されています

Teacher's
Guide

Available

Free

 Follow us on ... eBooks ... www.pandabooks.jp 2

アクセスして簡単な登録フォームにご記入ください

www.newsademic.com/ric

ニュースアデミックは隔週で発行される国際的な新聞と関連 ウェブサイトからの20の記事で
構成されています。各記事は英語を第二外国語として学んでいる生徒やそのＥＬＴ講師のた
めに編集されています。
簡単に読み進められる2週間分の世界のトップニュース記事を取り上げています。それぞれの記事
は簡単に読み進められるように書かれており、適切な歴史的背景の情報も盛り込まれています。
ＰＤＦとＨＴＭＬの二つのフォーマットとイギリス英語版とアメリカ英語版にてご用意して
います。毎号に2セットのアクティビティーやワークシートと解答がついてきます。

Newsademic is a fortnightly international newspaper (20 articles) plus an associated website. It is 
written and edited for ELT teachers and students who are learning English as a foreign language.
The easy-to-read newspaper features the top world news stories that have made headlines during the 
previous two weeks. Articles are written in an easy-to-read style. Where appropriate historical 
background is also included.
The newspaper is produced in both a PDF and HTML format. It is available in both British and American 
English. Each issue is accompanied by two sets of activities or worksheets plus the respective answer keys.
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■

■

■

■

■

What is Newsademic?

100か国以上の教師、学生に

購読されています！

One of the great features of the app is the authors section which outlines a clear profile 
of the biographies of all the authors
This is a key feature of the app which allows students to search books according to 
their level both either by TOEIC or Eiken 
The app allows you to search for the type of area you like to read catagories are quite 
diverse from classics to mystery to adventure to name a few.
This convenient section puts all the books that you decide to purchase into one section 
so that they can be viewed easily at anytime. 

What is My Library?

詳しくはこちらへ

Available in both British & American English

iTunes Storeから無料メニューをダウンロードしてご利用ください。

Appサービス開始!!Appサービス開始!!

Tel: 03-3788-9201 /  Fax: 03-3788-9202
Email: elt@ricpublications.jp   Website: www.ricpublications.jp

著者

レベル

ジャンル

マイ・ライブラリー

Level

Author

Genres

My Library

全著者のプロフィールがわかります。
TOEICまたは英検のレベルで検索することができます。 
クラシックからミステリーまで好きなカテゴリーを検索することができます。
ダウンロードしたタイトルをいつでも簡単に見ることができるセクションです。

※ iPhone、iPad以外の機器では、ご利用できません（2013年9月現在）

マイ・ライブラリーマイ・ライブラリー
10月サービス開始!!10月サービス開始!!

■Unlimited access for students on campus
■Students can enjoy a variety of digital readers 
■Offering over 50 titles plus regular updates　
 Yearly subscription model
■Works on any pc/tablet and ipad  

■学生は、キャンパス内において制限なくアクセスできます。 
■学生は、さまざまな電子書籍を楽しめます。 
■50以上のコンテンツと定期的に行われる更新 
 一年ごとの定期購読
■PC、タブレット、iPad などデバイスを選びません。 

アールアイシー出版株式会社　
東京都品川区平塚2-5-8 五反田ミカドビル5F

Go to www.newsademic.com/ric and complete a simple online form

Get a free 

sample!! 
The latest issue of Newsademic + worksheets

無料サンプル配信中！ 
『Newsademic』最新号 ワークシート+

Panda books

Include two sets of activities/worksheets 
and answer keys

¥ 9,500+tax

購読料9,500円+tax【12 か月 (26 号 ) 】 
アクティビティーワークシート（２セット）+解答を含む

Price for 12 month subscription (26 issues) 

This two-book series teaches students how to confidently 
give presentations for large and small groups. The text 
illustrates the path to effective presentations through 
the steps of planning, writing, editing, practicing and 
presenting. It explores the skills of brainstorming, outlining, 
organizing, using visuals, voice projection, and non-verbal 
communication. Students make improvements in the areas 
of critical and logical thinking, as well as develop overall 
English skills by communicating experiences and opinions on 
topics that they choose and develop with teachers. Teachers 
are guided through each unit with support and assessment 
materials, an audio CD and a Teacher’s Manual.

本シリーズでは、少人数から大人数までを前に自信を持ってプ
レゼンテーションが行えるよう指導いたします。本編では構想
から書き方、編集方法、練習、発表まで、効果的なプレゼンテ
ーションの組み立て方を、順を追いながら解説します。ブレイ
ンストーミング、骨組み作り、まとめ方、視覚の活用方法、発声
方法、ノンバーバル・コミュニケーションのスキルも掲載してい
ます。生徒は教師との話し合いで決めたトピックに関する討論
をとおし、英語スキルの形成を図るのはもちろんのこと、倫理
的思考、批判的思考を養うことが可能になります。教師用のマ
ニュアルには、本シリーズの各ユニットに必要な補足、評価用
の情報と音声CDが含まれています。

Great Presentations
Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 96 978-4-903924-50-2 ¥ 2,400 +tax 
Book 2 (+CD) 96 978-4-903924-51-9 ¥ 2,400 +tax
Teacher's Guide 1 TBC
Teacher's Guide 2 TBC

Great Presentations
効果的なプレゼンテーションから発表までを解説します。

American
English

High Beginner to Lower Intermediate
中級

Beginner - High Beginner
初級

1 Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp

Communication  コミュニケーションe-learning  e-ラーニング

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載ㅡㅡ
英会話力とディスカッション/ディベートスキルが序々に上達する５ステップ編成ㅡㅡ
認知力と思考能力を向上させるよう考案されたアクティビティㅡㅡ
ティーチャーズガイドにはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録ㅡㅡ

Components:
Student Book (124p) / Audio CD
スチューデントブック（全124ページ）／オーディオCD

New
Level

New
Level

●	104 beautifully illustrated cards follow a crystal hunting team in a magical world
● Gameplay is easily modified for higher or lower level students
● Support website with tips for teachers, character bios, instructional videos, and more
● 104 枚の手描きのカード、マジカルワールドで冒険しながらクリスタルを集めよう
● 生徒のレベルに合わせて、簡単に難易度を調整できる
●	ウェブサイトのサポートには、先生向けティップ、キャラクター紹介、解説ビデオ、等々

Question Quest : Photocopiable Resource
Page ISBN Price
78 978-4-90392-466-3 ￥2,800 +tax

Question Quest : The Language Card Game
Cards ISBN Price
104 978-4-90392-452-6 ￥1,500 +tax

本ゲームの質問を展開させてイラスト付きワークシートにした
資料集は、すべて複写可能です。生徒たちのクエスチョンクエ
スト対戦の予習として、または単体でも学習教材となります。

American
English

View Sample Pages Online
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New English Connections
成人学習者に適した英会話教材です
New English Connections is a six-level, general conversation course for 
adults who wish to develop their spoken English communication skills. 
Each text in the series focuses on the development of accuracy and 
fluency through twelve units, covering over 60 class hours. Drawing 
upon an integrated of listening, pronunciation, and communicative 
function targets, the course provides learners with the tools to 
meaningfully engage both the language and its speakers. 

New English Connectionsは英会話向上を目的とする成人学習者向け
の6レベル別日常英会話教材です。本シリーズは滑らかで正しい英会話
を学ぶため、レベルごとに全12ユニットの内容を網羅しています。リスニ
ング、発音、コミュニケーション学習を総合的に取り入れ、生徒が単語と
会話に関連性を導き出す手法を用いています。

Question Quest : The Language Card Game
Question Quest : The Language Card Game is an innovative and exciting addition to the EFL classroom. 
Players collect crystal points by strategically asking and answering everyday questions in English. Special cards like 
“What’s your answer?”and “Tell me more!”shake up gameplay and keep players on their toes!

クエスチョンクエスト：ランゲージカードゲームは革新的な楽しさをEFLクラスにもたらします。プレイヤーは、英語で日
常的な質問を聞いたり答えたりしながら、戦略的にクリスタルポイントを集めます。"What's your answer?" や"Tell me 
more!" のようなスペシャルカードをゲームに混ぜればプレイヤーの緊張は一気に高まります！

Question Quest : Photocopiable Resource
This Photocopiable Resource contains illustrated worksheets 
that expand on each question card from the main game. It 
can be used to prepare students for Question Quest matches 
or as a stand-alone resource.

New English Connections
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 12 71 978-89-17-20839-9 ￥2,000 +tax
Book 2 (+CD) 12 71 978-89-17-20840-5 ￥2,000 +tax
Book 3 (+CD) 12 83 978-89-17-20841-2 ￥2,000 +tax
Book 4 (+CD) 12 87 978-89-17-20842-9 ￥2,000 +tax
Book 5 (+CD) 12 83 978-89-17-20843-6 ￥2,000 +tax
Book 6 (+CD) 12 87 978-89-17-20844-3 ￥2,000 +tax
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Exploring Debate is a two-book debate series for students learning 
English as a foreign or second language. Interesting, topical themes 
will introduce students to new ideas and vocabulary while challenging 
them to think critically about each theme. Students will then have the 
opportunity to express their ideas and opinions, adding to a fun and 
engaging lassroom environment.
Exploring Debate は英語学習者のためのディベート用教材です。興味
深いテーマで生徒の思考力を高めながら新たな価値観や語彙を紹介、
生徒自身の考えや意見を交換し合うことによりクラスの雰囲気も明るく
なることでしょう。

Exploring Debate
多様なテーマでディベートスキルを磨きます

Exploring Debate Teacher's Guide

Various interesting and debatable topics 
5-step sections designed to gradually develop students’ fluency and  
discussion/debate skills
Activities designed to enhance students’ cognition and critical  
thinking
Extra teacher’s guides with lesson plan, answer keys, homework, and  
various model opinions

Exploring Debate
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 20 124 978-89-6198-304-4 ￥2,400 +tax
Book 2 (+CD) 20 124 978-89-6198-305-1 ￥2,400 +tax

Teacher's Guide 1 - 153 978-89-6198-317-4 ￥4,500 +tax

Teacher's Guide 2 - 156 978-89-6198-318-1 ￥4,500 +tax
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ニュースアデミックは隔週で発行される国際的な新聞と関連 ウェブサイトからの20の記事で
構成されています。各記事は英語を第二外国語として学んでいる生徒やそのＥＬＴ講師のた
めに編集されています。
簡単に読み進められる2週間分の世界のトップニュース記事を取り上げています。それぞれの記事
は簡単に読み進められるように書かれており、適切な歴史的背景の情報も盛り込まれています。
ＰＤＦとＨＴＭＬの二つのフォーマットとイギリス英語版とアメリカ英語版にてご用意して
います。毎号に2セットのアクティビティーやワークシートと解答がついてきます。

Newsademic is a fortnightly international newspaper (20 articles) plus an associated website. It is 
written and edited for ELT teachers and students who are learning English as a foreign language.
The easy-to-read newspaper features the top world news stories that have made headlines during the 
previous two weeks. Articles are written in an easy-to-read style. Where appropriate historical 
background is also included.
The newspaper is produced in both a PDF and HTML format. It is available in both British and American 
English. Each issue is accompanied by two sets of activities or worksheets plus the respective answer keys.
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What is Newsademic?

100か国以上の教師、学生に

購読されています！

One of the great features of the app is the authors section which outlines a clear profile 
of the biographies of all the authors
This is a key feature of the app which allows students to search books according to 
their level both either by TOEIC or Eiken 
The app allows you to search for the type of area you like to read catagories are quite 
diverse from classics to mystery to adventure to name a few.
This convenient section puts all the books that you decide to purchase into one section 
so that they can be viewed easily at anytime. 

What is My Library?

詳しくはこちらへ

Available in both British & American English

iTunes Storeから無料メニューをダウンロードしてご利用ください。

Appサービス開始!!Appサービス開始!!

Tel: 03-3788-9201 /  Fax: 03-3788-9202
Email: elt@ricpublications.jp   Website: www.ricpublications.jp
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My Library

全著者のプロフィールがわかります。
TOEICまたは英検のレベルで検索することができます。 
クラシックからミステリーまで好きなカテゴリーを検索することができます。
ダウンロードしたタイトルをいつでも簡単に見ることができるセクションです。

※ iPhone、iPad以外の機器では、ご利用できません（2013年9月現在）

マイ・ライブラリーマイ・ライブラリー
10月サービス開始!!10月サービス開始!!

■Unlimited access for students on campus
■Students can enjoy a variety of digital readers 
■Offering over 50 titles plus regular updates　
 Yearly subscription model
■Works on any pc/tablet and ipad  

■学生は、キャンパス内において制限なくアクセスできます。 
■学生は、さまざまな電子書籍を楽しめます。 
■50以上のコンテンツと定期的に行われる更新 
 一年ごとの定期購読
■PC、タブレット、iPad などデバイスを選びません。 

アールアイシー出版株式会社　
東京都品川区平塚2-5-8 五反田ミカドビル5F

Go to www.newsademic.com/ric and complete a simple online form

Get a free 

sample!! 
The latest issue of Newsademic + worksheets

無料サンプル配信中！ 
『Newsademic』最新号 ワークシート+

Panda books

Include two sets of activities/worksheets 
and answer keys

¥ 9,500+tax

購読料9,500円+tax【12 か月 (26 号 ) 】 
アクティビティーワークシート（２セット）+解答を含む

Price for 12 month subscription (26 issues) 

This two-book series teaches students how to confidently 
give presentations for large and small groups. The text 
illustrates the path to effective presentations through 
the steps of planning, writing, editing, practicing and 
presenting. It explores the skills of brainstorming, outlining, 
organizing, using visuals, voice projection, and non-verbal 
communication. Students make improvements in the areas 
of critical and logical thinking, as well as develop overall 
English skills by communicating experiences and opinions on 
topics that they choose and develop with teachers. Teachers 
are guided through each unit with support and assessment 
materials, an audio CD and a Teacher’s Manual.

本シリーズでは、少人数から大人数までを前に自信を持ってプ
レゼンテーションが行えるよう指導いたします。本編では構想
から書き方、編集方法、練習、発表まで、効果的なプレゼンテ
ーションの組み立て方を、順を追いながら解説します。ブレイ
ンストーミング、骨組み作り、まとめ方、視覚の活用方法、発声
方法、ノンバーバル・コミュニケーションのスキルも掲載してい
ます。生徒は教師との話し合いで決めたトピックに関する討論
をとおし、英語スキルの形成を図るのはもちろんのこと、倫理
的思考、批判的思考を養うことが可能になります。教師用のマ
ニュアルには、本シリーズの各ユニットに必要な補足、評価用
の情報と音声CDが含まれています。

Great Presentations
Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 96 978-4-903924-50-2 ¥ 2,400 +tax 
Book 2 (+CD) 96 978-4-903924-51-9 ¥ 2,400 +tax
Teacher's Guide 1 TBC
Teacher's Guide 2 TBC

Great Presentations
効果的なプレゼンテーションから発表までを解説します。
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Beginner - High Beginner
初級
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ティーチャーズガイドにはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録ㅡㅡ
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●	104 beautifully illustrated cards follow a crystal hunting team in a magical world
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● Support website with tips for teachers, character bios, instructional videos, and more
● 104 枚の手描きのカード、マジカルワールドで冒険しながらクリスタルを集めよう
● 生徒のレベルに合わせて、簡単に難易度を調整できる
●	ウェブサイトのサポートには、先生向けティップ、キャラクター紹介、解説ビデオ、等々
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78 978-4-90392-466-3 ￥2,800 +tax

Question Quest : The Language Card Game
Cards ISBN Price
104 978-4-90392-452-6 ￥1,500 +tax

本ゲームの質問を展開させてイラスト付きワークシートにした
資料集は、すべて複写可能です。生徒たちのクエスチョンクエ
スト対戦の予習として、または単体でも学習教材となります。

American
English

View Sample Pages Online



2014
www.ricpublications.jp
E-books: www.pandabooks.jp

■Communication  ■Reading  ■Writing  ■Readers  ■e-learning

ELT Catalogue 
R.I.C. Publications
英語教材カタログ

View over 1000 titles online! 

New English Connections
成人学習者に適した英会話教材です
New English Connections is a six-level, general conversation course for 
adults who wish to develop their spoken English communication skills. 
Each text in the series focuses on the development of accuracy and 
fluency through twelve units, covering over 60 class hours. Drawing 
upon an integrated of listening, pronunciation, and communicative 
function targets, the course provides learners with the tools to 
meaningfully engage both the language and its speakers. 

New English Connectionsは英会話向上を目的とする成人学習者向け
の6レベル別日常英会話教材です。本シリーズは滑らかで正しい英会話
を学ぶため、レベルごとに全12ユニットの内容を網羅しています。リスニ
ング、発音、コミュニケーション学習を総合的に取り入れ、生徒が単語と
会話に関連性を導き出す手法を用いています。

Question Quest : The Language Card Game
Question Quest : The Language Card Game is an innovative and exciting addition to the EFL classroom. 
Players collect crystal points by strategically asking and answering everyday questions in English. Special cards like 
“What’s your answer?”and “Tell me more!”shake up gameplay and keep players on their toes!

クエスチョンクエスト：ランゲージカードゲームは革新的な楽しさをEFLクラスにもたらします。プレイヤーは、英語で日
常的な質問を聞いたり答えたりしながら、戦略的にクリスタルポイントを集めます。"What's your answer?" や"Tell me 
more!" のようなスペシャルカードをゲームに混ぜればプレイヤーの緊張は一気に高まります！

Question Quest : Photocopiable Resource
This Photocopiable Resource contains illustrated worksheets 
that expand on each question card from the main game. It 
can be used to prepare students for Question Quest matches 
or as a stand-alone resource.

New English Connections
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 12 71 978-89-17-20839-9 ￥2,000 +tax
Book 2 (+CD) 12 71 978-89-17-20840-5 ￥2,000 +tax
Book 3 (+CD) 12 83 978-89-17-20841-2 ￥2,000 +tax
Book 4 (+CD) 12 87 978-89-17-20842-9 ￥2,000 +tax
Book 5 (+CD) 12 83 978-89-17-20843-6 ￥2,000 +tax
Book 6 (+CD) 12 87 978-89-17-20844-3 ￥2,000 +tax

American
English

N EW!

Exploring Debate is a two-book debate series for students learning 
English as a foreign or second language. Interesting, topical themes 
will introduce students to new ideas and vocabulary while challenging 
them to think critically about each theme. Students will then have the 
opportunity to express their ideas and opinions, adding to a fun and 
engaging lassroom environment.
Exploring Debate は英語学習者のためのディベート用教材です。興味
深いテーマで生徒の思考力を高めながら新たな価値観や語彙を紹介、
生徒自身の考えや意見を交換し合うことによりクラスの雰囲気も明るく
なることでしょう。

Exploring Debate
多様なテーマでディベートスキルを磨きます

Exploring Debate Teacher's Guide

Various interesting and debatable topics 
5-step sections designed to gradually develop students’ fluency and  
discussion/debate skills
Activities designed to enhance students’ cognition and critical  
thinking
Extra teacher’s guides with lesson plan, answer keys, homework, and  
various model opinions

Exploring Debate
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 20 124 978-89-6198-304-4 ￥2,400 +tax
Book 2 (+CD) 20 124 978-89-6198-305-1 ￥2,400 +tax

Teacher's Guide 1 - 153 978-89-6198-317-4 ￥4,500 +tax

Teacher's Guide 2 - 156 978-89-6198-318-1 ￥4,500 +tax

American
English

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載 ‐英会話力とディスカッシ
ョン/ディベートスキルが序々に上達する5ステップ編成 ‐認知力と思考能
力を向上させるよう考案されたアクティビティー ‐ティーチャーズガイド
にはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録"

Classroom- 
tested series
英会話学校などで多数 

採用されています

Teacher's
Guide

Available

Free
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アクセスして簡単な登録フォームにご記入ください

www.newsademic.com/ric

ニュースアデミックは隔週で発行される国際的な新聞と関連 ウェブサイトからの20の記事で
構成されています。各記事は英語を第二外国語として学んでいる生徒やそのＥＬＴ講師のた
めに編集されています。
簡単に読み進められる2週間分の世界のトップニュース記事を取り上げています。それぞれの記事
は簡単に読み進められるように書かれており、適切な歴史的背景の情報も盛り込まれています。
ＰＤＦとＨＴＭＬの二つのフォーマットとイギリス英語版とアメリカ英語版にてご用意して
います。毎号に2セットのアクティビティーやワークシートと解答がついてきます。

Newsademic is a fortnightly international newspaper (20 articles) plus an associated website. It is 
written and edited for ELT teachers and students who are learning English as a foreign language.
The easy-to-read newspaper features the top world news stories that have made headlines during the 
previous two weeks. Articles are written in an easy-to-read style. Where appropriate historical 
background is also included.
The newspaper is produced in both a PDF and HTML format. It is available in both British and American 
English. Each issue is accompanied by two sets of activities or worksheets plus the respective answer keys.

■

■

■

■

■

■

What is Newsademic?

100か国以上の教師、学生に

購読されています！

One of the great features of the app is the authors section which outlines a clear profile 
of the biographies of all the authors
This is a key feature of the app which allows students to search books according to 
their level both either by TOEIC or Eiken 
The app allows you to search for the type of area you like to read catagories are quite 
diverse from classics to mystery to adventure to name a few.
This convenient section puts all the books that you decide to purchase into one section 
so that they can be viewed easily at anytime. 

What is My Library?

詳しくはこちらへ

Available in both British & American English

iTunes Storeから無料メニューをダウンロードしてご利用ください。

Appサービス開始!!Appサービス開始!!

Tel: 03-3788-9201 /  Fax: 03-3788-9202
Email: elt@ricpublications.jp   Website: www.ricpublications.jp

著者

レベル

ジャンル

マイ・ライブラリー

Level

Author

Genres

My Library

全著者のプロフィールがわかります。
TOEICまたは英検のレベルで検索することができます。 
クラシックからミステリーまで好きなカテゴリーを検索することができます。
ダウンロードしたタイトルをいつでも簡単に見ることができるセクションです。

※ iPhone、iPad以外の機器では、ご利用できません（2013年9月現在）

マイ・ライブラリーマイ・ライブラリー
10月サービス開始!!10月サービス開始!!

■Unlimited access for students on campus
■Students can enjoy a variety of digital readers 
■Offering over 50 titles plus regular updates　
 Yearly subscription model
■Works on any pc/tablet and ipad  

■学生は、キャンパス内において制限なくアクセスできます。 
■学生は、さまざまな電子書籍を楽しめます。 
■50以上のコンテンツと定期的に行われる更新 
 一年ごとの定期購読
■PC、タブレット、iPad などデバイスを選びません。 

アールアイシー出版株式会社　
東京都品川区平塚2-5-8 五反田ミカドビル5F

Go to www.newsademic.com/ric and complete a simple online form

Get a free 

sample!! 
The latest issue of Newsademic + worksheets

無料サンプル配信中！ 
『Newsademic』最新号 ワークシート+

Panda books

Include two sets of activities/worksheets 
and answer keys

¥ 9,500+tax

購読料9,500円+tax【12 か月 (26 号 ) 】 
アクティビティーワークシート（２セット）+解答を含む

Price for 12 month subscription (26 issues) 

This two-book series teaches students how to confidently 
give presentations for large and small groups. The text 
illustrates the path to effective presentations through 
the steps of planning, writing, editing, practicing and 
presenting. It explores the skills of brainstorming, outlining, 
organizing, using visuals, voice projection, and non-verbal 
communication. Students make improvements in the areas 
of critical and logical thinking, as well as develop overall 
English skills by communicating experiences and opinions on 
topics that they choose and develop with teachers. Teachers 
are guided through each unit with support and assessment 
materials, an audio CD and a Teacher’s Manual.

本シリーズでは、少人数から大人数までを前に自信を持ってプ
レゼンテーションが行えるよう指導いたします。本編では構想
から書き方、編集方法、練習、発表まで、効果的なプレゼンテ
ーションの組み立て方を、順を追いながら解説します。ブレイ
ンストーミング、骨組み作り、まとめ方、視覚の活用方法、発声
方法、ノンバーバル・コミュニケーションのスキルも掲載してい
ます。生徒は教師との話し合いで決めたトピックに関する討論
をとおし、英語スキルの形成を図るのはもちろんのこと、倫理
的思考、批判的思考を養うことが可能になります。教師用のマ
ニュアルには、本シリーズの各ユニットに必要な補足、評価用
の情報と音声CDが含まれています。

Great Presentations
Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 96 978-4-903924-50-2 ¥ 2,400 +tax 
Book 2 (+CD) 96 978-4-903924-51-9 ¥ 2,400 +tax
Teacher's Guide 1 TBC
Teacher's Guide 2 TBC

Great Presentations
効果的なプレゼンテーションから発表までを解説します。

American
English

High Beginner to Lower Intermediate
中級

Beginner - High Beginner
初級

1 Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp

Communication  コミュニケーションe-learning  e-ラーニング

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載ㅡㅡ
英会話力とディスカッション/ディベートスキルが序々に上達する５ステップ編成ㅡㅡ
認知力と思考能力を向上させるよう考案されたアクティビティㅡㅡ
ティーチャーズガイドにはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録ㅡㅡ

Components:
Student Book (124p) / Audio CD
スチューデントブック（全124ページ）／オーディオCD

New
Level

New
Level

This Photocopiable Resource contains illustrated worksheets 
that expand on each question card from the main game. It 
can be used to prepare students for Question Quest matches 
or as a stand-alone resource.

Question Quest : The Language Card Game is an innovative and exciting addition to the EFL classroom. 

●	104 beautifully illustrated cards follow a crystal hunting team in a magical world
● Gameplay is easily modified for higher or lower level students
● Support website with tips for teachers, character bios, instructional videos, and more
● 104 枚の手描きのカード、マジカルワールドで冒険しながらクリスタルを集めよう
● 生徒のレベルに合わせて、簡単に難易度を調整できる
●	ウェブサイトのサポートには、先生向けティップ、キャラクター紹介、解説ビデオ、等々

Question Quest : Photocopiable Resource
Page ISBN Price
78 978-4-90392-466-3 ￥2,800 +tax

Question Quest : The Language Card Game
Cards ISBN Price
104 978-4-90392-452-6 ￥1,500 +tax

本ゲームの質問を展開させてイラスト付きワークシートにした
資料集は、すべて複写可能です。生徒たちのクエスチョンクエ
スト対戦の予習として、または単体でも学習教材となります。

American
English

View Sample Pages Online



 Moving Up Reading
 社会問題をテーマに読解力を強化

 Think About Reading
 理論的な考え方とリーディングスキルの習得に

Moving Up Reading
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 10 104 978-89-6198-206-1 ￥2,200 +tax
Book 2 (+CD) 10 104 978-89-6198-207-8 ￥2,200 +tax
Book 3 (+CD) 10 104 978-89-6198-208-5 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 104 978-89-6198-209-2 ￥2,200 +tax

Think about Reading (Student Book / Workbook / CD)
Unit Page(SB/WB) ISBN Price

Book 3 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-387-7 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-388-4 ￥2,200 +tax

Theme-based topics with one Science article and one Social  
Studies article
Reading Skill questions to focus critical thinking 
Graphic Organizers for a fuller understanding of passages 
Vocabulary Exercises to test a wide range of relevant words 
Audio recordings by native English speakers ㅡ
ユニットごとにテーマが設けられており、それぞれ科学と社会の分 ㅡ
野から一つずつ記事が掲載
リーディングスキル問題を通して正確で適切な理解を深めるこ ㅡ
とができます
表やイラストなどを使ってテキストのコンセプトや関連性、事実などに ㅡ
ついて、視覚的にまとめることにより、正確な読解力を身につけます
ネイティブによる音声をリスニングしながら発音の練習ができます ㅡ

● Fully reflect the linguistic needs of the intermediate reader
● Cover major content areas, such as biology and politics
● Get the reader to practice major question types for reading comprehension
● Develop the ability to use context in a systematic and effective manner
● Allow the reader to develop and reinforce logical thinking skills
● 中級の語学力の必要性を反映しています
● 生物学や政治など重要な内容をカバーしております
● リーディング・コンプリヘンションの重要な質問の演習をします
● システマティックで効果的な方法で文脈を使う才能を伸ばします
● 理論的な考え方のスキルの発展と強化を念頭においています

Academic Passages 1: Short Studies of Science
Academic Passages 2: Short Studies of Society

BEST
SELLER

Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp3

 Writing Journal
The ideal companion to assist with the 
development of writing skills. Over 90 
stimulating topics to motivate and 
challenge your students

Journal pages provide  
stimulating topics for regular 
writing 

Provides an excellent tool to  
practice regular writing  

Encourages organization of  
thoughts

フリースタイルのライティングのノート。各
ページのユニークなテーマに沿って英文を
書くことで、考えを整理しながら文章を組み
立てる力を養います。（A5サイズ）

“My University Journal” was written for 
Japanese university, junior college and 
vocational school students. The themes 
are student-focused and aim to build 
confidence while generating self-expression 
in English. Since there is an abundance of 
themes, students should be encouraged to 
feel free to do them at random, according 
to their own interests and situations, after 
which they can discuss their writing with 
partner.

 My University Journal
 Helene Jarmol Uchida

Jr. High School - Adult
中学生 ～ 一般

My University Journalは、日本の大学や短大の学
生、または語学学校の生徒向けに独自に作られた１
冊です。英語で文章を書くことに対し、自信を持っ
て楽しみながら取り組んでもらえるよう、生徒が関
心を持つようなテーマを集めており、その時々の気
分や状況に合わせて、好きなテーマを選んで書くこ
とができます。自分が書いたジャーナルをもとに、
ディスカッションをするのも良いでしょう。

College 
大学生

Unit Page Price ISBN
75 85 ￥990+tax 978-1-74126-978-9

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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Scholastic ELT Readers

Scholastic DVD Readers

Popcorn ELT Readers

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

With most of its titles taken directly from blockbuster 
movies and popular television programs, the 
Scholastic ELT Readers series naturally attracts my 
student's interest.  Also, the introductions, character 
listes, and factfile section enhance the reading 
experience.

Level 4 2,000 headwords (story: 15,000 words まで )

Level 2 1,000 headwords (story: 7,000 words  まで )

Level 3 1,500 headwords (story: 10,000 words  まで )

英検 2級～準 1級	 TOEIC 600

英検準 2級	 TOEIC 390

英検 2級	 TOEIC 550

Level 1 1000 headwords (story: 4,000 words まで ) 英検 2級		TOEIC 390

Level 2 1500 headwords (story: 5,500 words まで ) 英検 2級		TOEIC 550

Level 1 200 headwords (story: 500 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 250

Level 2 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 270

Level 3 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 3級		TOEIC 300

Moodle Quizzes are Available!  Please Contact Us for More Information! 6

Book only ￥900+tax
978-1-90835-132-6
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-133-3

Level 2 〈グリー ･ ザ ･ ビギニング〉

Glee-The Beginning

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

マッキンレー高校で新しい一年が始まり、グリー
クラブは「音楽と恋に落ちる」ショーの練習を
重ねてきた。彼らははその歌唱力でただの「オ
タク」ではない事を証明できるでしょうか？

Book only ￥900+tax
978-1-9083-5134-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-9083-5135-7

Level 2 〈グリー･フォーリン･エクスチェンジ〉

Glee-Foreign Exchange

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

シュースター先生はフランスのグリークラブを
一週間マッキンレー高校に招待。 2 つのグリー
クラブが土曜夜に開催される文化交流ショーの
ために練習を進めますが…。

Level 2  〈セナ〉

Senna Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90835-130-2
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-131-9

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

7,779 Words

1994 年サンマリノ・グランプリで悲運の死を遂
げた F1 ドライバー、アイルトン・セナ。41 の
グランプリ・レースと３度の世界選手権制覇し
た偉大な F-1 ドライバーの生い立ちをご紹介。

10277 Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90686-194-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90686-195-7

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

ヘンリー・ナイトは、子どもの頃大きな怪物が
ダートムーアで父親を殺すのを目撃。20 年後、
彼は、怪物が戻った事を確信し、優れた探偵
シャーロック・ホームズに助けを求めます。

- Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90835-136-4
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-137-1

Level 3 〈グリー･サマーブレイク〉

Glee: Summer Break

シュースター先生が夏休みにミュージックキャ
ンプの子ども達の面倒をみることを提案する。
しかし、レイチェルだけは練習を優先したいと
考え参加を躊躇する。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

10911 Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-128-9
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-129-6

Level 3           〈スティーブ･ジョブズ〉

Steve Jobs Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90922-142-0 
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90922-143-7

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

9,063 Words

ミス・ハヴィシャムの館で美少女エステラに惹
かれるようになったピップ。巨額の遺産が背後
にうごめく中、エステラと結婚を期待し紳士修
行のためロンドンへ向かう。

Level 2 〈大いなる遺産〉

Great Expectations

「デザインとは単に見た目ではなくどのように作
動するかです。」1976 年にカリフォルニアの車庫
でスタートしたアップルコンピューターと創立者
の一人スティーヴ・ジョブのバイオグラフィ。

Level 3 〈ボブ・マーリー〉

Bob Marley 

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-197-5
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-198-2

レゲエ音楽を代表するミュージシャン、ボブ・
マーリー。人権と平和運動を支えた彼の音楽は、
死後 30 数年を経た現在も世界中の多くの人々
を魅了し影響を与え続けている。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-40714-469-6
Book+CD ￥1,800+tax
ISBN: TBC

Level 3            〈パイの物語〉

Life of Pi

インドの少年パイが船でカナダに渡る途中に遭
難し、一緒に輸送されていたベンガルトラのリ
チャード・パーカーをはじめとした動物たちと
共に 227 日間を過ごすという物語。

事件の犠牲者ジェニファー・ウィルソンの調査
始めるシャーロック。今までで最も危険な事件
に巻き込まれる。コナン・ドイル原作 BBC の

「シャーロック」シリーズからの作品。

Level 4  〈シャーロック：ア ･ スタディー ･ イン ･ ピンク〉

Sherlock: A Study in Pink 2CDs

Book only ￥980+tax
978-1-90686-192-6
Book+CD ￥2,200+tax
978-1-90686-193-3

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

14,535 Words

￥1,800+tax
978-1-90835-176-0

Headwords: 1,000

￥1,800+tax
978-1-90835-185-2

Headwords: 1,000

Level 1 〈海辺〉

Brilliant Britain: The Seaside

Level 1 〈999 緊急事態〉

999 Emergency

ポップ界の生きる伝
説 Sugg は イ ギ リ ス
のビーチを旅します。
最新のビーチハット、
冬 場 の 水 泳 に パ ラ
カート、海辺に行く
と色々な発見があり
ます。

雷 に 打 た れ た サ ッ
カーチーム、３ヶ月
間太平洋にゴムボー
トで漂流したカップ
ルなど、興味津々の
実際にあった緊急事
態を紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-175-3

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-187-6

Headwords: 1,500

Level 2 〈紅茶のお話〉

Brilliant Britain: Tea

Level 2 〈チェンジング・ワールド〉

Changing World

イギリスで紅茶はな
ぜ 人 気 な の で し ょ
う？ボクシングチャ
ンピオンで紅茶中毒
の Barry McGuigan 
が疑問を解くためイ
ギリスを旅します。

海面上昇、砂漠の拡
大など自然環境の変
化は単なる地球の自
然なサイクルかもし
れません。過去から
どうやって地球温暖
化を防ぐか学びます。

￥1,800+tax
978-1-90835-174-6

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-184-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イングリッシュ ブレックファスト〉

Brilliant Britain: Breakfasts

Level 2 〈エキセントリック・ブリテン〉

Eccentric Britain

ミ ュ ー ジ シ ャ ン の
Goldie は毎朝イング
リ ッ シ ュ ブ レ ッ ク
ファストを食べてい
ます。田舎を巡りお
気に入りのメニュー
がどこから生まれた
のかを探ります。

イギリスは創造的で
奇抜な国。古代スコッ
トランドのブリーマ
ン、焼き豆風呂のキャ
プテン・ビーニーな
どを紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-170-8

Headwords: 1,000

Level 1 〈香港編〉

Take Away My Takeaway: 
Hong Kong

ファストフード中毒
の テ ィ ー ン エ イ
ジャーが香港へ行き、
本当の中華料理のテ
イクアウトを目の当
たりにします。

￥1,800+tax
978-1-90835-172-2

Headwords: 1,500

Level 2 〈ニューオーリンズ編〉

Take Away My Takeaway: 
New Orleans

10 代の少女たちがソ
ウ ル フ ー ド の 本 場、
アメリカ、ニューオー
リンズへ行き、南部
仕込みのフライドチ
キンに迫ります。

￥1,800+tax
978-1-90835-171-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イタリア編〉

Take Away My Takeaway: 
Italy

ピザ好きティーンエ
イジャーがピッツァ
マルゲリータの本場
イタリア、ナポリを
旅します。

￥1,800+tax
978-1-90835-173-9

Headwords: 1,000

Level 1 〈テキサス編〉

Take Away My Takeaway: 
Texas

ハンバーガー中毒の
ティーンエイジャー
がアメリカはテキサ
スの牧場を訪れ、ア
メリカの代表的なハ
ンバーガーを巡る旅
をします。

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-147-0
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-148-7

Headwords: 200
Word count: 486

中 国 の 冬 フ ェ ス
ティバルにてポー
は硬玉宮殿で重要
な夕食を主催。
ポーの料理はドラ

ゴン戦士であるカンフーの達人並み？ポー
やその仲間と一緒にキッチンでカンフーの
技とその楽しいお祭りを楽しみましょう！

Kung Fu Panda Holiday
カンフー・パンダ・ホリデイ

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-153-1
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-154-8

Headwords: 200
Word count: 546

森の仲間たちが冬
眠から目が覚める
と、森の周りが人
間の住宅街になっ
ていた！

困った森の仲間達に住宅街には食べ物があ
ると誘惑するアライグマのＲＪ。危険な人
の町での冒険はどんな結末に？

Over the Hedge
森のリトル・ギャング

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-151-7
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-152-4

Headwords: 200
Word count: 546

虎のシア・カーン
は、ジャッカルに
食べ物を探すよう
に命じる。

ジャッカルは少年モーグリを使いなんとか
コブラの卵を手に入れようと画策。コブラ
に知られたらどんな事になってしまうので
しょう。

The Jungle Book: The Cobra's Egg
ジャングル ･ ブック : コブラの卵

Book only ￥750 +tax

978-1-90835-149-4
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-150-0

Headwords: 200
Word count: 546

ジャングルには動
物が注意しなけれ
ばない危険がいっ
ぱ。豹のバギーラ

が人間のしかけた罠を発見。虎のシア・カー
ンは孤児の少年モーグリの面倒をみてくれ
る優しいクマのバルーを罠に落とし、モー
グリを標的に。

The Jungle Book: Man Trap
ジャングル ･ ブック : 罠

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-155-5
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-156-2

Headwords: 200
Word count: 546

『マダガスカルのペ
ン ギ ン : 金 色 の リ
スの失われた宝』

キング・ラットが金色のリスの宝の鍵を見
つけニューヨーク動物園が大騒動に。みん
なが期待するほどのお宝なのでしょうか？

The Penguins of Madagascar: 
The Lost Treasure of the Golden Squirrel

Book only ￥770+tax
978-1-90835-157-9
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-158-6

Headwords: 250
Word count: 889

長靴を履いたねこ
がサン・リカード
の孤児院でハンプ
ティ・ダンプティ
と出会い、親友に。

しかし成長するとともに、裕福になりたい
と願うハンプティの夢が二人の友情に亀裂
を生じさせます。

Puss in Boots: The Outlaw
長靴を履いたねこ：アウトロー

Book only ￥770+tax
978-1-90835-163-0
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-164-7

Headwords: 250
Word count: 889

石器時代展示会なんて退屈。ティムが非常
に奇妙な教師出会い、事態は一変！
冒険が始まります！

Time Jump: Back to the Stone Age
タイムジャンプ：石器時代へ戻る

Book only ￥790+tax
978-1-90835-188-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-189-0

Headwords: 300
Word count: 1116

キーランは空手の
青帯。しかし、彼
はものすごく短気。
クラスのお調子者
のライリーと喧嘩

ばかり。学校の空手競技で入賞できるので
しょうか？　謎のマスミ先生は彼を勝利へ
と導けるでしょうか？

Kieran's Karate Adventure
キーランの空手冒険

Book only ￥790+tax
978-1-90835-161-6
Book+CD ￥1,400 +tax

978-1-90835-162-3

Headwords: 300
Word count: 1116

ヨーロッパを横断
する旅の途中で移
動するサーカスと

合流。また新たな冒険が始まります！果た
してニューヨークの動物園へたどり着ける
のでしょうか？

Madagascar 3: Europe's Most Wanted  
マダガスカル 3：最重要指名手配

Book only ￥790+tax
978-1-90835-159-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-160-9

Headwords: 300
Word count: 1116

長い間アウトロー
だった長靴を履い
たねこプス。ハン
プティは彼の故郷、

サン・リカードの人々への汚名を返上する
計画があると持ちかけます。再びハンプ
ティを信頼していいのでしょうか？

Puss in Boots: The Gold of San Ricardo
長靴を履いたねこ：サン・リカードの黄金

Page ISBN Price
Academic Passages 1: Short Studies of Science - 978-4-905426-20-2 ￥1,600 +tax 
Academic Passages 2: Short Studies of Society - 978-4-905426-21-9 ￥1,600 +tax 
CD - - ￥2,000 +tax 

Unit Page ISBN Price
Introducing Global Stories 12 70 978-4-905426-00-4 ￥1,900 +tax
CD - - - ￥1,500 +tax

Unit Page ISBN Price
Global Stories 15 96 978-4-931424-18-0 ￥2,200 +tax 
CD - - - ￥1,500 +tax

 Introducing Global Stories  Global Stories 2/E
Four skills intermediate level text  
Grammar dictation, shadowing, vocabulary  
recycling and content-based activities  
First person narratives give moving  
examples of contemporary social 
problems 
96 full colour A4 pages  

中級者向けの4つのスキルテキスト ㅡ
文法、ディクテーション、シャドーイング、語句の使 ㅡ
いまわし、コンテンツに沿ったアクティビティ
一人称話法によって、現代の社会問題について実 ㅡ
例を伝える
A4版、96ページ、フルカラー ㅡ

BEST
SELLER

BEST
SELLER

N EW!
N EW!

American
English

American
English

Unit Page Price
45 92 ￥990+tax

ISBN

978-1-86311-669-5

Readers  リーダーズ NEW TITLESReading  リーディング

Writing  ライティング BEST SELLERS

Paul Goldberg 
School of Policy Studies Kansai Gakuin
関西学院大学 総合政策学部

Scholastic ELT contains a lot of titles which attract 
students. As they are taken from popular movies 
and TV programs, learners who have watched 
the film can easily take a book and start reading, 
even though its English seems a little difficult.The 
recording is good and the speed is comfortably 
challenging, not too fast, nor too slow.

Atsuko Takase
Kinki University, lecturer  
近畿大学 講師 

Academic Passages introduces second language learners to 
academic topics. Each unit opens with a short introductory 
reading about a science topic (book 1) or a social studies topic 
(book 2). Four pictures depict key points about the topic. Using 
the pictures, students may brainstorm vocabulary, predict 
what the picture depicts, discuss or describe the picture with 
a partner. They then listen to a sentence that corresponds to 
the picture and writes it. Students then work with a partner 
to check their sentences and find differences. One feature 
of Academic Passages is the audio for the corresponding is 
available at three levels: beginner, intermediate and advanced. 
This flexible textbook is particularly  suited for students aiming 
to take the TOEIC or TOEFL tests.

『アカデミック・パッセージ』は、第二言語学習者に学術
的なトピックを紹介します。各ユニットは、科学トピック

（ブック 1）または社会トピック（ブック 2）についての
短い入門読書から始まります。まず、トピックの重要
なポイントを示す 4 つの写真があり、生徒は語彙をブ
レーンストーミング、パートナーと写真の内容につい
て予測、議論します。そして、写真がどの文章に対応
しているかを導き出します。その後、パートナーと協
力し文章をチェックして違いを見つけ出します。
また、アカデミック・パッセージは、初級、中級、上
級の 3 つのレベルに対応するオーディオが用意されて
います。このフレキシブルな教科書は特に TOEIC や
TOEFL のテスト受験する学生に適しています。

American
English

Teacher's
Guide

Free
Teacher's

Guide
Free

American
English

Introducing Global Stories is a four skills 
beginner level EFL/ESL textbook based on 
the popular Global Stories intermediate 
level text. 

グローバルな問題を取り上げている教材Global 
Storiesをもとに、初級者レベルの生徒が4つのス
キルを学べるように作られたテキストです。

Activities include Thinking Deeper, Great  
News in History and Country Watch? 
76 full colour A4 pages  
Thinking Deeper、Great News in  ㅡ
History、Country Watchなどのアクティビティ
A4版、76ページ、フルカラー ㅡ

C O M I N G

SOON

The Think About Reading series is aimed at helping students to master key reading skills as well 
as logical thinking skills. The series focus on key aspects of logical thinking skills, thus preparing 
the reader for various types of tasks requiring logical and creative thinking skills.

Think About Readingは、生徒の理論的な考え方のスキルと同様に、リーディング・スキルの習得を助け
るためのシリーズです。このシリーズは、道理にかなった考え方のスキル、ひいては理論的で創造性に
富んだ考え方のスキルを求められる、さまざまなタイプの課題の重要な側面に焦点をあてています。   

Components:
Student Book / Workbook / Audio CD
スチューデントブック／ワークブック／オーディオＣＤ

View Sample Pages Online View Sample Pages Online

View Sample Pages Online

Complete Listing Available Online



 Moving Up Reading
 社会問題をテーマに読解力を強化

 Think About Reading
 理論的な考え方とリーディングスキルの習得に

Moving Up Reading
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 10 104 978-89-6198-206-1 ￥2,200 +tax
Book 2 (+CD) 10 104 978-89-6198-207-8 ￥2,200 +tax
Book 3 (+CD) 10 104 978-89-6198-208-5 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 104 978-89-6198-209-2 ￥2,200 +tax

Think about Reading (Student Book / Workbook / CD)
Unit Page(SB/WB) ISBN Price

Book 3 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-387-7 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-388-4 ￥2,200 +tax

Theme-based topics with one Science article and one Social  
Studies article
Reading Skill questions to focus critical thinking 
Graphic Organizers for a fuller understanding of passages 
Vocabulary Exercises to test a wide range of relevant words 
Audio recordings by native English speakers ㅡ
ユニットごとにテーマが設けられており、それぞれ科学と社会の分 ㅡ
野から一つずつ記事が掲載
リーディングスキル問題を通して正確で適切な理解を深めるこ ㅡ
とができます
表やイラストなどを使ってテキストのコンセプトや関連性、事実などに ㅡ
ついて、視覚的にまとめることにより、正確な読解力を身につけます
ネイティブによる音声をリスニングしながら発音の練習ができます ㅡ

● Fully reflect the linguistic needs of the intermediate reader
● Cover major content areas, such as biology and politics
● Get the reader to practice major question types for reading comprehension
● Develop the ability to use context in a systematic and effective manner
● Allow the reader to develop and reinforce logical thinking skills
● 中級の語学力の必要性を反映しています
● 生物学や政治など重要な内容をカバーしております
● リーディング・コンプリヘンションの重要な質問の演習をします
● システマティックで効果的な方法で文脈を使う才能を伸ばします
● 理論的な考え方のスキルの発展と強化を念頭においています

Academic Passages 1: Short Studies of Science
Academic Passages 2: Short Studies of Society

BEST
SELLER

Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp3

 Writing Journal
The ideal companion to assist with the 
development of writing skills. Over 90 
stimulating topics to motivate and 
challenge your students

Journal pages provide  
stimulating topics for regular 
writing 

Provides an excellent tool to  
practice regular writing  

Encourages organization of  
thoughts

フリースタイルのライティングのノート。各
ページのユニークなテーマに沿って英文を
書くことで、考えを整理しながら文章を組み
立てる力を養います。（A5サイズ）

“My University Journal” was written for 
Japanese university, junior college and 
vocational school students. The themes 
are student-focused and aim to build 
confidence while generating self-expression 
in English. Since there is an abundance of 
themes, students should be encouraged to 
feel free to do them at random, according 
to their own interests and situations, after 
which they can discuss their writing with 
partner.

 My University Journal
 Helene Jarmol Uchida

Jr. High School - Adult
中学生 ～ 一般

My University Journalは、日本の大学や短大の学
生、または語学学校の生徒向けに独自に作られた１
冊です。英語で文章を書くことに対し、自信を持っ
て楽しみながら取り組んでもらえるよう、生徒が関
心を持つようなテーマを集めており、その時々の気
分や状況に合わせて、好きなテーマを選んで書くこ
とができます。自分が書いたジャーナルをもとに、
ディスカッションをするのも良いでしょう。

College 
大学生

Unit Page Price ISBN
75 85 ￥990+tax 978-1-74126-978-9

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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Scholastic ELT Readers

Scholastic DVD Readers

Popcorn ELT Readers

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

With most of its titles taken directly from blockbuster 
movies and popular television programs, the 
Scholastic ELT Readers series naturally attracts my 
student's interest.  Also, the introductions, character 
listes, and factfile section enhance the reading 
experience.

Level 4 2,000 headwords (story: 15,000 words まで )

Level 2 1,000 headwords (story: 7,000 words  まで )

Level 3 1,500 headwords (story: 10,000 words  まで )

英検 2級～準 1級	 TOEIC 600

英検準 2級	 TOEIC 390

英検 2級	 TOEIC 550

Level 1 1000 headwords (story: 4,000 words まで ) 英検 2級		TOEIC 390

Level 2 1500 headwords (story: 5,500 words まで ) 英検 2級		TOEIC 550

Level 1 200 headwords (story: 500 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 250

Level 2 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 270

Level 3 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 3級		TOEIC 300

Moodle Quizzes are Available!  Please Contact Us for More Information! 6

Book only ￥900+tax
978-1-90835-132-6
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-133-3

Level 2 〈グリー ･ ザ ･ ビギニング〉

Glee-The Beginning

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

マッキンレー高校で新しい一年が始まり、グリー
クラブは「音楽と恋に落ちる」ショーの練習を
重ねてきた。彼らははその歌唱力でただの「オ
タク」ではない事を証明できるでしょうか？

Book only ￥900+tax
978-1-9083-5134-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-9083-5135-7

Level 2 〈グリー･フォーリン･エクスチェンジ〉

Glee-Foreign Exchange

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

シュースター先生はフランスのグリークラブを
一週間マッキンレー高校に招待。 2 つのグリー
クラブが土曜夜に開催される文化交流ショーの
ために練習を進めますが…。

Level 2  〈セナ〉

Senna Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90835-130-2
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-131-9

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

7,779 Words

1994 年サンマリノ・グランプリで悲運の死を遂
げた F1 ドライバー、アイルトン・セナ。41 の
グランプリ・レースと３度の世界選手権制覇し
た偉大な F-1 ドライバーの生い立ちをご紹介。

10277 Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90686-194-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90686-195-7

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

ヘンリー・ナイトは、子どもの頃大きな怪物が
ダートムーアで父親を殺すのを目撃。20 年後、
彼は、怪物が戻った事を確信し、優れた探偵
シャーロック・ホームズに助けを求めます。

- Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90835-136-4
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-137-1

Level 3 〈グリー･サマーブレイク〉

Glee: Summer Break

シュースター先生が夏休みにミュージックキャ
ンプの子ども達の面倒をみることを提案する。
しかし、レイチェルだけは練習を優先したいと
考え参加を躊躇する。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

10911 Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-128-9
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-129-6

Level 3           〈スティーブ･ジョブズ〉

Steve Jobs Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90922-142-0 
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90922-143-7

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

9,063 Words

ミス・ハヴィシャムの館で美少女エステラに惹
かれるようになったピップ。巨額の遺産が背後
にうごめく中、エステラと結婚を期待し紳士修
行のためロンドンへ向かう。

Level 2 〈大いなる遺産〉

Great Expectations

「デザインとは単に見た目ではなくどのように作
動するかです。」1976 年にカリフォルニアの車庫
でスタートしたアップルコンピューターと創立者
の一人スティーヴ・ジョブのバイオグラフィ。

Level 3 〈ボブ・マーリー〉

Bob Marley 

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-197-5
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-198-2

レゲエ音楽を代表するミュージシャン、ボブ・
マーリー。人権と平和運動を支えた彼の音楽は、
死後 30 数年を経た現在も世界中の多くの人々
を魅了し影響を与え続けている。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-40714-469-6
Book+CD ￥1,800+tax
ISBN: TBC

Level 3            〈パイの物語〉

Life of Pi

インドの少年パイが船でカナダに渡る途中に遭
難し、一緒に輸送されていたベンガルトラのリ
チャード・パーカーをはじめとした動物たちと
共に 227 日間を過ごすという物語。

事件の犠牲者ジェニファー・ウィルソンの調査
始めるシャーロック。今までで最も危険な事件
に巻き込まれる。コナン・ドイル原作 BBC の

「シャーロック」シリーズからの作品。

Level 4  〈シャーロック：ア ･ スタディー ･ イン ･ ピンク〉

Sherlock: A Study in Pink 2CDs

Book only ￥980+tax
978-1-90686-192-6
Book+CD ￥2,200+tax
978-1-90686-193-3

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

14,535 Words

￥1,800+tax
978-1-90835-176-0

Headwords: 1,000

￥1,800+tax
978-1-90835-185-2

Headwords: 1,000

Level 1 〈海辺〉

Brilliant Britain: The Seaside

Level 1 〈999 緊急事態〉

999 Emergency

ポップ界の生きる伝
説 Sugg は イ ギ リ ス
のビーチを旅します。
最新のビーチハット、
冬 場 の 水 泳 に パ ラ
カート、海辺に行く
と色々な発見があり
ます。

雷 に 打 た れ た サ ッ
カーチーム、３ヶ月
間太平洋にゴムボー
トで漂流したカップ
ルなど、興味津々の
実際にあった緊急事
態を紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-175-3

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-187-6

Headwords: 1,500

Level 2 〈紅茶のお話〉

Brilliant Britain: Tea

Level 2 〈チェンジング・ワールド〉

Changing World

イギリスで紅茶はな
ぜ 人 気 な の で し ょ
う？ボクシングチャ
ンピオンで紅茶中毒
の Barry McGuigan 
が疑問を解くためイ
ギリスを旅します。

海面上昇、砂漠の拡
大など自然環境の変
化は単なる地球の自
然なサイクルかもし
れません。過去から
どうやって地球温暖
化を防ぐか学びます。

￥1,800+tax
978-1-90835-174-6

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-184-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イングリッシュ ブレックファスト〉

Brilliant Britain: Breakfasts

Level 2 〈エキセントリック・ブリテン〉

Eccentric Britain

ミ ュ ー ジ シ ャ ン の
Goldie は毎朝イング
リ ッ シ ュ ブ レ ッ ク
ファストを食べてい
ます。田舎を巡りお
気に入りのメニュー
がどこから生まれた
のかを探ります。

イギリスは創造的で
奇抜な国。古代スコッ
トランドのブリーマ
ン、焼き豆風呂のキャ
プテン・ビーニーな
どを紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-170-8

Headwords: 1,000

Level 1 〈香港編〉

Take Away My Takeaway: 
Hong Kong

ファストフード中毒
の テ ィ ー ン エ イ
ジャーが香港へ行き、
本当の中華料理のテ
イクアウトを目の当
たりにします。

￥1,800+tax
978-1-90835-172-2

Headwords: 1,500

Level 2 〈ニューオーリンズ編〉

Take Away My Takeaway: 
New Orleans

10 代の少女たちがソ
ウ ル フ ー ド の 本 場、
アメリカ、ニューオー
リンズへ行き、南部
仕込みのフライドチ
キンに迫ります。

￥1,800+tax
978-1-90835-171-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イタリア編〉

Take Away My Takeaway: 
Italy

ピザ好きティーンエ
イジャーがピッツァ
マルゲリータの本場
イタリア、ナポリを
旅します。

￥1,800+tax
978-1-90835-173-9

Headwords: 1,000

Level 1 〈テキサス編〉

Take Away My Takeaway: 
Texas

ハンバーガー中毒の
ティーンエイジャー
がアメリカはテキサ
スの牧場を訪れ、ア
メリカの代表的なハ
ンバーガーを巡る旅
をします。

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-147-0
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-148-7

Headwords: 200
Word count: 486

中 国 の 冬 フ ェ ス
ティバルにてポー
は硬玉宮殿で重要
な夕食を主催。
ポーの料理はドラ

ゴン戦士であるカンフーの達人並み？ポー
やその仲間と一緒にキッチンでカンフーの
技とその楽しいお祭りを楽しみましょう！

Kung Fu Panda Holiday
カンフー・パンダ・ホリデイ

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-153-1
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-154-8

Headwords: 200
Word count: 546

森の仲間たちが冬
眠から目が覚める
と、森の周りが人
間の住宅街になっ
ていた！

困った森の仲間達に住宅街には食べ物があ
ると誘惑するアライグマのＲＪ。危険な人
の町での冒険はどんな結末に？

Over the Hedge
森のリトル・ギャング

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-151-7
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-152-4

Headwords: 200
Word count: 546

虎のシア・カーン
は、ジャッカルに
食べ物を探すよう
に命じる。

ジャッカルは少年モーグリを使いなんとか
コブラの卵を手に入れようと画策。コブラ
に知られたらどんな事になってしまうので
しょう。

The Jungle Book: The Cobra's Egg
ジャングル ･ ブック : コブラの卵

Book only ￥750 +tax

978-1-90835-149-4
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-150-0

Headwords: 200
Word count: 546

ジャングルには動
物が注意しなけれ
ばない危険がいっ
ぱ。豹のバギーラ

が人間のしかけた罠を発見。虎のシア・カー
ンは孤児の少年モーグリの面倒をみてくれ
る優しいクマのバルーを罠に落とし、モー
グリを標的に。

The Jungle Book: Man Trap
ジャングル ･ ブック : 罠

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-155-5
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-156-2

Headwords: 200
Word count: 546

『マダガスカルのペ
ン ギ ン : 金 色 の リ
スの失われた宝』

キング・ラットが金色のリスの宝の鍵を見
つけニューヨーク動物園が大騒動に。みん
なが期待するほどのお宝なのでしょうか？

The Penguins of Madagascar: 
The Lost Treasure of the Golden Squirrel

Book only ￥770+tax
978-1-90835-157-9
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-158-6

Headwords: 250
Word count: 889

長靴を履いたねこ
がサン・リカード
の孤児院でハンプ
ティ・ダンプティ
と出会い、親友に。

しかし成長するとともに、裕福になりたい
と願うハンプティの夢が二人の友情に亀裂
を生じさせます。

Puss in Boots: The Outlaw
長靴を履いたねこ：アウトロー

Book only ￥770+tax
978-1-90835-163-0
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-164-7

Headwords: 250
Word count: 889

石器時代展示会なんて退屈。ティムが非常
に奇妙な教師出会い、事態は一変！
冒険が始まります！

Time Jump: Back to the Stone Age
タイムジャンプ：石器時代へ戻る

Book only ￥790+tax
978-1-90835-188-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-189-0

Headwords: 300
Word count: 1116

キーランは空手の
青帯。しかし、彼
はものすごく短気。
クラスのお調子者
のライリーと喧嘩

ばかり。学校の空手競技で入賞できるので
しょうか？　謎のマスミ先生は彼を勝利へ
と導けるでしょうか？

Kieran's Karate Adventure
キーランの空手冒険

Book only ￥790+tax
978-1-90835-161-6
Book+CD ￥1,400 +tax

978-1-90835-162-3

Headwords: 300
Word count: 1116

ヨーロッパを横断
する旅の途中で移
動するサーカスと

合流。また新たな冒険が始まります！果た
してニューヨークの動物園へたどり着ける
のでしょうか？

Madagascar 3: Europe's Most Wanted  
マダガスカル 3：最重要指名手配

Book only ￥790+tax
978-1-90835-159-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-160-9

Headwords: 300
Word count: 1116

長い間アウトロー
だった長靴を履い
たねこプス。ハン
プティは彼の故郷、

サン・リカードの人々への汚名を返上する
計画があると持ちかけます。再びハンプ
ティを信頼していいのでしょうか？

Puss in Boots: The Gold of San Ricardo
長靴を履いたねこ：サン・リカードの黄金

Page ISBN Price
Academic Passages 1: Short Studies of Science - 978-4-905426-20-2 ￥1,600 +tax 
Academic Passages 2: Short Studies of Society - 978-4-905426-21-9 ￥1,600 +tax 
CD - - ￥2,000 +tax 

Unit Page ISBN Price
Introducing Global Stories 12 70 978-4-905426-00-4 ￥1,900 +tax
CD - - - ￥1,500 +tax

Unit Page ISBN Price
Global Stories 15 96 978-4-931424-18-0 ￥2,200 +tax 
CD - - - ￥1,500 +tax

 Introducing Global Stories  Global Stories 2/E
Four skills intermediate level text  
Grammar dictation, shadowing, vocabulary  
recycling and content-based activities  
First person narratives give moving  
examples of contemporary social 
problems 
96 full colour A4 pages  

中級者向けの4つのスキルテキスト ㅡ
文法、ディクテーション、シャドーイング、語句の使 ㅡ
いまわし、コンテンツに沿ったアクティビティ
一人称話法によって、現代の社会問題について実 ㅡ
例を伝える
A4版、96ページ、フルカラー ㅡ

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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American
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American
English

Unit Page Price
45 92 ￥990+tax

ISBN

978-1-86311-669-5

Readers  リーダーズ NEW TITLESReading  リーディング

Writing  ライティング BEST SELLERS
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Paul Goldberg 
School of Policy Studies Kansai Gakuin
関西学院大学 総合政策学部

Scholastic ELT contains a lot of titles which attract 
students. As they are taken from popular movies 
and TV programs, learners who have watched 
the film can easily take a book and start reading, 
even though its English seems a little difficult.The 
recording is good and the speed is comfortably 
challenging, not too fast, nor too slow.

Atsuko Takase
Kinki University, lecturer  
近畿大学 講師 

Academic Passages introduces second language learners to 
academic topics. Each unit opens with a short introductory 
reading about a science topic (book 1) or a social studies topic 
(book 2). Four pictures depict key points about the topic. Using 
the pictures, students may brainstorm vocabulary, predict 
what the picture depicts, discuss or describe the picture with 
a partner. They then listen to a sentence that corresponds to 
the picture and writes it. Students then work with a partner 
to check their sentences and find differences. One feature 
of Academic Passages is the audio for the corresponding is 
available at three levels: beginner, intermediate and advanced. 
This flexible textbook is particularly  suited for students aiming 
to take the TOEIC or TOEFL tests.

『アカデミック・パッセージ』は、第二言語学習者に学術
的なトピックを紹介します。各ユニットは、科学トピック

（ブック 1）または社会トピック（ブック 2）についての
短い入門読書から始まります。まず、トピックの重要
なポイントを示す 4 つの写真があり、生徒は語彙をブ
レーンストーミング、パートナーと写真の内容につい
て予測、議論します。そして、写真がどの文章に対応
しているかを導き出します。その後、パートナーと協
力し文章をチェックして違いを見つけ出します。
また、アカデミック・パッセージは、初級、中級、上
級の 3 つのレベルに対応するオーディオが用意されて
います。このフレキシブルな教科書は特に TOEIC や
TOEFL のテスト受験する学生に適しています。

American
English

Teacher's
Guide

Free
Teacher's

Guide
Free

American
English

Introducing Global Stories is a four skills 
beginner level EFL/ESL textbook based on 
the popular Global Stories intermediate 
level text. 

グローバルな問題を取り上げている教材Global 
Storiesをもとに、初級者レベルの生徒が4つのス
キルを学べるように作られたテキストです。

Activities include Thinking Deeper, Great  
News in History and Country Watch? 
76 full colour A4 pages  
Thinking Deeper、Great News in  ㅡ
History、Country Watchなどのアクティビティ
A4版、76ページ、フルカラー ㅡ

C O M I N G

SOON

Price

The Think About Reading series is aimed at helping students to master key reading skills as well 
as logical thinking skills. The series focus on key aspects of logical thinking skills, thus preparing 
the reader for various types of tasks requiring logical and creative thinking skills.

Think About Readingは、生徒の理論的な考え方のスキルと同様に、リーディング・スキルの習得を助け
るためのシリーズです。このシリーズは、道理にかなった考え方のスキル、ひいては理論的で創造性に
富んだ考え方のスキルを求められる、さまざまなタイプの課題の重要な側面に焦点をあてています。   

Components:
Student Book / Workbook / Audio CD
スチューデントブック／ワークブック／オーディオＣＤ

View Sample Pages Online View Sample Pages Online

View Sample Pages Online

Complete Listing Available Online



 Moving Up Reading
 社会問題をテーマに読解力を強化

 Think About Reading
 理論的な考え方とリーディングスキルの習得に

Moving Up Reading
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 10 104 978-89-6198-206-1 ￥2,200 +tax
Book 2 (+CD) 10 104 978-89-6198-207-8 ￥2,200 +tax
Book 3 (+CD) 10 104 978-89-6198-208-5 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 104 978-89-6198-209-2 ￥2,200 +tax

Think about Reading (Student Book / Workbook / CD)
Unit Page(SB/WB) ISBN Price

Book 3 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-387-7 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-388-4 ￥2,200 +tax

Theme-based topics with one Science article and one Social  
Studies article
Reading Skill questions to focus critical thinking 
Graphic Organizers for a fuller understanding of passages 
Vocabulary Exercises to test a wide range of relevant words 
Audio recordings by native English speakers ㅡ
ユニットごとにテーマが設けられており、それぞれ科学と社会の分 ㅡ
野から一つずつ記事が掲載
リーディングスキル問題を通して正確で適切な理解を深めるこ ㅡ
とができます
表やイラストなどを使ってテキストのコンセプトや関連性、事実などに ㅡ
ついて、視覚的にまとめることにより、正確な読解力を身につけます
ネイティブによる音声をリスニングしながら発音の練習ができます ㅡ

● Fully reflect the linguistic needs of the intermediate reader
● Cover major content areas, such as biology and politics
● Get the reader to practice major question types for reading comprehension
● Develop the ability to use context in a systematic and effective manner
● Allow the reader to develop and reinforce logical thinking skills
● 中級の語学力の必要性を反映しています
● 生物学や政治など重要な内容をカバーしております
● リーディング・コンプリヘンションの重要な質問の演習をします
● システマティックで効果的な方法で文脈を使う才能を伸ばします
● 理論的な考え方のスキルの発展と強化を念頭においています

Academic Passages 1: Short Studies of Science
Academic Passages 2: Short Studies of Society

BEST
SELLER

Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp3

 Writing Journal
The ideal companion to assist with the 
development of writing skills. Over 90 
stimulating topics to motivate and 
challenge your students

Journal pages provide  
stimulating topics for regular 
writing 

Provides an excellent tool to  
practice regular writing  

Encourages organization of  
thoughts

フリースタイルのライティングのノート。各
ページのユニークなテーマに沿って英文を
書くことで、考えを整理しながら文章を組み
立てる力を養います。（A5サイズ）

“My University Journal” was written for 
Japanese university, junior college and 
vocational school students. The themes 
are student-focused and aim to build 
confidence while generating self-expression 
in English. Since there is an abundance of 
themes, students should be encouraged to 
feel free to do them at random, according 
to their own interests and situations, after 
which they can discuss their writing with 
partner.

 My University Journal
 Helene Jarmol Uchida

Jr. High School - Adult
中学生 ～ 一般

My University Journalは、日本の大学や短大の学
生、または語学学校の生徒向けに独自に作られた１
冊です。英語で文章を書くことに対し、自信を持っ
て楽しみながら取り組んでもらえるよう、生徒が関
心を持つようなテーマを集めており、その時々の気
分や状況に合わせて、好きなテーマを選んで書くこ
とができます。自分が書いたジャーナルをもとに、
ディスカッションをするのも良いでしょう。

College 
大学生

Unit Page Price ISBN
75 85 ￥990+tax 978-1-74126-978-9

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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Scholastic ELT Readers

Scholastic DVD Readers

Popcorn ELT Readers

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

With most of its titles taken directly from blockbuster 
movies and popular television programs, the 
Scholastic ELT Readers series naturally attracts my 
student's interest.  Also, the introductions, character 
listes, and factfile section enhance the reading 
experience.

Level 4 2,000 headwords (story: 15,000 words まで )

Level 2 1,000 headwords (story: 7,000 words  まで )

Level 3 1,500 headwords (story: 10,000 words  まで )

英検 2級～準 1級	 TOEIC 600

英検準 2級	 TOEIC 390

英検 2級	 TOEIC 550

Level 1 1000 headwords (story: 4,000 words まで ) 英検 2級		TOEIC 390

Level 2 1500 headwords (story: 5,500 words まで ) 英検 2級		TOEIC 550

Level 1 200 headwords (story: 500 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 250

Level 2 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 270

Level 3 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 3級		TOEIC 300

Moodle Quizzes are Available!  Please Contact Us for More Information! 6

Book only ￥900+tax
978-1-90835-132-6
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-133-3

Level 2 〈グリー ･ ザ ･ ビギニング〉

Glee-The Beginning

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

マッキンレー高校で新しい一年が始まり、グリー
クラブは「音楽と恋に落ちる」ショーの練習を
重ねてきた。彼らははその歌唱力でただの「オ
タク」ではない事を証明できるでしょうか？

Book only ￥900+tax
978-1-9083-5134-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-9083-5135-7

Level 2 〈グリー･フォーリン･エクスチェンジ〉

Glee-Foreign Exchange

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

シュースター先生はフランスのグリークラブを
一週間マッキンレー高校に招待。 2 つのグリー
クラブが土曜夜に開催される文化交流ショーの
ために練習を進めますが…。

Level 2  〈セナ〉

Senna Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90835-130-2
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-131-9

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

7,779 Words

1994 年サンマリノ・グランプリで悲運の死を遂
げた F1 ドライバー、アイルトン・セナ。41 の
グランプリ・レースと３度の世界選手権制覇し
た偉大な F-1 ドライバーの生い立ちをご紹介。

10277 Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90686-194-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90686-195-7

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

ヘンリー・ナイトは、子どもの頃大きな怪物が
ダートムーアで父親を殺すのを目撃。20 年後、
彼は、怪物が戻った事を確信し、優れた探偵
シャーロック・ホームズに助けを求めます。

- Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90835-136-4
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-137-1

Level 3 〈グリー･サマーブレイク〉

Glee: Summer Break

シュースター先生が夏休みにミュージックキャ
ンプの子ども達の面倒をみることを提案する。
しかし、レイチェルだけは練習を優先したいと
考え参加を躊躇する。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

10911 Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-128-9
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-129-6

Level 3           〈スティーブ･ジョブズ〉

Steve Jobs Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90922-142-0 
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90922-143-7

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

9,063 Words

ミス・ハヴィシャムの館で美少女エステラに惹
かれるようになったピップ。巨額の遺産が背後
にうごめく中、エステラと結婚を期待し紳士修
行のためロンドンへ向かう。

Level 2 〈大いなる遺産〉

Great Expectations

「デザインとは単に見た目ではなくどのように作
動するかです。」1976 年にカリフォルニアの車庫
でスタートしたアップルコンピューターと創立者
の一人スティーヴ・ジョブのバイオグラフィ。

Level 3 〈ボブ・マーリー〉

Bob Marley 

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-197-5
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-198-2

レゲエ音楽を代表するミュージシャン、ボブ・
マーリー。人権と平和運動を支えた彼の音楽は、
死後 30 数年を経た現在も世界中の多くの人々
を魅了し影響を与え続けている。

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-40714-469-6
Book+CD ￥1,800+tax
ISBN: TBC

Level 3            〈パイの物語〉

Life of Pi

インドの少年パイが船でカナダに渡る途中に遭
難し、一緒に輸送されていたベンガルトラのリ
チャード・パーカーをはじめとした動物たちと
共に 227 日間を過ごすという物語。

事件の犠牲者ジェニファー・ウィルソンの調査
始めるシャーロック。今までで最も危険な事件
に巻き込まれる。コナン・ドイル原作 BBC の

「シャーロック」シリーズからの作品。

Level 4  〈シャーロック：ア ･ スタディー ･ イン ･ ピンク〉

Sherlock: A Study in Pink 2CDs

Book only ￥980+tax
978-1-90686-192-6
Book+CD ￥2,200+tax
978-1-90686-193-3

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

14,535 Words

￥1,800+tax
978-1-90835-176-0

Headwords: 1,000

￥1,800+tax
978-1-90835-185-2

Headwords: 1,000

Level 1 〈海辺〉

Brilliant Britain: The Seaside

Level 1 〈999 緊急事態〉

999 Emergency

ポップ界の生きる伝
説 Sugg は イ ギ リ ス
のビーチを旅します。
最新のビーチハット、
冬 場 の 水 泳 に パ ラ
カート、海辺に行く
と色々な発見があり
ます。

雷 に 打 た れ た サ ッ
カーチーム、３ヶ月
間太平洋にゴムボー
トで漂流したカップ
ルなど、興味津々の
実際にあった緊急事
態を紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-175-3

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-187-6

Headwords: 1,500

Level 2 〈紅茶のお話〉

Brilliant Britain: Tea

Level 2 〈チェンジング・ワールド〉

Changing World

イギリスで紅茶はな
ぜ 人 気 な の で し ょ
う？ボクシングチャ
ンピオンで紅茶中毒
の Barry McGuigan 
が疑問を解くためイ
ギリスを旅します。

海面上昇、砂漠の拡
大など自然環境の変
化は単なる地球の自
然なサイクルかもし
れません。過去から
どうやって地球温暖
化を防ぐか学びます。

￥1,800+tax
978-1-90835-174-6

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-184-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イングリッシュ ブレックファスト〉

Brilliant Britain: Breakfasts

Level 2 〈エキセントリック・ブリテン〉

Eccentric Britain

ミ ュ ー ジ シ ャ ン の
Goldie は毎朝イング
リ ッ シ ュ ブ レ ッ ク
ファストを食べてい
ます。田舎を巡りお
気に入りのメニュー
がどこから生まれた
のかを探ります。

イギリスは創造的で
奇抜な国。古代スコッ
トランドのブリーマ
ン、焼き豆風呂のキャ
プテン・ビーニーな
どを紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-170-8

Headwords: 1,000

Level 1 〈香港編〉

Take Away My Takeaway: 
Hong Kong

ファストフード中毒
の テ ィ ー ン エ イ
ジャーが香港へ行き、
本当の中華料理のテ
イクアウトを目の当
たりにします。

￥1,800+tax
978-1-90835-172-2

Headwords: 1,500

Level 2 〈ニューオーリンズ編〉

Take Away My Takeaway: 
New Orleans

10 代の少女たちがソ
ウ ル フ ー ド の 本 場、
アメリカ、ニューオー
リンズへ行き、南部
仕込みのフライドチ
キンに迫ります。

￥1,800+tax
978-1-90835-171-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イタリア編〉

Take Away My Takeaway: 
Italy

ピザ好きティーンエ
イジャーがピッツァ
マルゲリータの本場
イタリア、ナポリを
旅します。

￥1,800+tax
978-1-90835-173-9

Headwords: 1,000

Level 1 〈テキサス編〉

Take Away My Takeaway: 
Texas

ハンバーガー中毒の
ティーンエイジャー
がアメリカはテキサ
スの牧場を訪れ、ア
メリカの代表的なハ
ンバーガーを巡る旅
をします。

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-147-0
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-148-7

Headwords: 200
Word count: 486

中 国 の 冬 フ ェ ス
ティバルにてポー
は硬玉宮殿で重要
な夕食を主催。
ポーの料理はドラ

ゴン戦士であるカンフーの達人並み？ポー
やその仲間と一緒にキッチンでカンフーの
技とその楽しいお祭りを楽しみましょう！

Kung Fu Panda Holiday
カンフー・パンダ・ホリデイ

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-153-1
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-154-8

Headwords: 200
Word count: 546

森の仲間たちが冬
眠から目が覚める
と、森の周りが人
間の住宅街になっ
ていた！

困った森の仲間達に住宅街には食べ物があ
ると誘惑するアライグマのＲＪ。危険な人
の町での冒険はどんな結末に？

Over the Hedge
森のリトル・ギャング

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-151-7
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-152-4

Headwords: 200
Word count: 546

虎のシア・カーン
は、ジャッカルに
食べ物を探すよう
に命じる。

ジャッカルは少年モーグリを使いなんとか
コブラの卵を手に入れようと画策。コブラ
に知られたらどんな事になってしまうので
しょう。

The Jungle Book: The Cobra's Egg
ジャングル ･ ブック : コブラの卵

ジャッカルは少年モーグリを使いなんとか

Book only ￥750 +tax

978-1-90835-149-4
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-150-0

Headwords: 200
Word count: 546

ジャングルには動
物が注意しなけれ
ばない危険がいっ
ぱ。豹のバギーラ

が人間のしかけた罠を発見。虎のシア・カー
ンは孤児の少年モーグリの面倒をみてくれ
る優しいクマのバルーを罠に落とし、モー
グリを標的に。

The Jungle Book: Man Trap
ジャングル ･ ブック : 罠

が人間のしかけた罠を発見。虎のシア・カー

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-155-5
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-156-2

Headwords: 200
Word count: 546

『マダガスカルのペ
ン ギ ン : 金 色 の リ
スの失われた宝』

キング・ラットが金色のリスの宝の鍵を見
つけニューヨーク動物園が大騒動に。みん
なが期待するほどのお宝なのでしょうか？

The Penguins of Madagascar: 
The Lost Treasure of the Golden Squirrel

Book only ￥770+tax
978-1-90835-157-9
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-158-6

Headwords: 250
Word count: 889

長靴を履いたねこ
がサン・リカード
の孤児院でハンプ
ティ・ダンプティ
と出会い、親友に。

しかし成長するとともに、裕福になりたい
と願うハンプティの夢が二人の友情に亀裂
を生じさせます。

Puss in Boots: The Outlaw
長靴を履いたねこ：アウトロー

Book only ￥770+tax
978-1-90835-163-0
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-164-7

Headwords: 250
Word count: 889

石器時代展示会なんて退屈。ティムが非常
に奇妙な教師出会い、事態は一変！
冒険が始まります！

Time Jump: Back to the Stone Age
タイムジャンプ：石器時代へ戻る

Book only ￥790+tax
978-1-90835-188-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-189-0

Headwords: 300
Word count: 1116

キーランは空手の
青帯。しかし、彼
はものすごく短気。
クラスのお調子者
のライリーと喧嘩

ばかり。学校の空手競技で入賞できるので
しょうか？　謎のマスミ先生は彼を勝利へ
と導けるでしょうか？

Kieran's Karate Adventure
キーランの空手冒険

Book only ￥790+tax
978-1-90835-161-6
Book+CD ￥1,400 +tax

978-1-90835-162-3

Headwords: 300
Word count: 1116

ヨーロッパを横断
する旅の途中で移
動するサーカスと

合流。また新たな冒険が始まります！果た
してニューヨークの動物園へたどり着ける
のでしょうか？

Madagascar 3: Europe's Most Wanted  
マダガスカル 3：最重要指名手配

Book only ￥790+tax
978-1-90835-159-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-160-9

Headwords: 300
Word count: 1116

長い間アウトロー
だった長靴を履い
たねこプス。ハン
プティは彼の故郷、

サン・リカードの人々への汚名を返上する
計画があると持ちかけます。再びハンプ
ティを信頼していいのでしょうか？

Puss in Boots: The Gold of San Ricardo
長靴を履いたねこ：サン・リカードの黄金

Page ISBN Price
Academic Passages 1: Short Studies of Science - 978-4-905426-20-2 ￥1,600 +tax 
Academic Passages 2: Short Studies of Society - 978-4-905426-21-9 ￥1,600 +tax 
CD - - ￥2,000 +tax 

Unit Page ISBN Price
Introducing Global Stories 12 70 978-4-905426-00-4 ￥1,900 +tax
CD - - - ￥1,500 +tax

Unit Page ISBN Price
Global Stories 15 96 978-4-931424-18-0 ￥2,200 +tax 
CD - - - ￥1,500 +tax

 Introducing Global Stories  Global Stories 2/E
Four skills intermediate level text  
Grammar dictation, shadowing, vocabulary  
recycling and content-based activities  
First person narratives give moving  
examples of contemporary social 
problems 
96 full colour A4 pages  

中級者向けの4つのスキルテキスト ㅡ
文法、ディクテーション、シャドーイング、語句の使 ㅡ
いまわし、コンテンツに沿ったアクティビティ
一人称話法によって、現代の社会問題について実 ㅡ
例を伝える
A4版、96ページ、フルカラー ㅡ

BEST
SELLER

BEST
SELLER

N EW!
N EW!

American
English

American
English

Unit Page Price
45 92 ￥990+tax

ISBN

978-1-86311-669-5

Readers  リーダーズ NEW TITLESReading  リーディング

Writing  ライティング BEST SELLERS

Paul Goldberg 
School of Policy Studies Kansai Gakuin
関西学院大学 総合政策学部

Scholastic ELT contains a lot of titles which attract 
students. As they are taken from popular movies 
and TV programs, learners who have watched 
the film can easily take a book and start reading, 
even though its English seems a little difficult.The 
recording is good and the speed is comfortably 
challenging, not too fast, nor too slow.

Atsuko Takase
Kinki University, lecturer  
近畿大学 講師 

Academic Passages introduces second language learners to 
academic topics. Each unit opens with a short introductory 
reading about a science topic (book 1) or a social studies topic 
(book 2). Four pictures depict key points about the topic. Using 
the pictures, students may brainstorm vocabulary, predict 
what the picture depicts, discuss or describe the picture with 
a partner. They then listen to a sentence that corresponds to 
the picture and writes it. Students then work with a partner 
to check their sentences and find differences. One feature 
of Academic Passages is the audio for the corresponding is 
available at three levels: beginner, intermediate and advanced. 
This flexible textbook is particularly  suited for students aiming 
to take the TOEIC or TOEFL tests.

『アカデミック・パッセージ』は、第二言語学習者に学術
的なトピックを紹介します。各ユニットは、科学トピック

（ブック 1）または社会トピック（ブック 2）についての
短い入門読書から始まります。まず、トピックの重要
なポイントを示す 4 つの写真があり、生徒は語彙をブ
レーンストーミング、パートナーと写真の内容につい
て予測、議論します。そして、写真がどの文章に対応
しているかを導き出します。その後、パートナーと協
力し文章をチェックして違いを見つけ出します。
また、アカデミック・パッセージは、初級、中級、上
級の 3 つのレベルに対応するオーディオが用意されて
います。このフレキシブルな教科書は特に TOEIC や
TOEFL のテスト受験する学生に適しています。

American
English

Teacher's
Guide

Free
Teacher's

Guide
Free

American
English

Introducing Global Stories is a four skills 
beginner level EFL/ESL textbook based on 
the popular Global Stories intermediate 
level text. 

グローバルな問題を取り上げている教材Global 
Storiesをもとに、初級者レベルの生徒が4つのス
キルを学べるように作られたテキストです。

Activities include Thinking Deeper, Great  
News in History and Country Watch? 
76 full colour A4 pages  
Thinking Deeper、Great News in  ㅡ
History、Country Watchなどのアクティビティ
A4版、76ページ、フルカラー ㅡ

C O M I N G

SOON

The Think About Reading series is aimed at helping students to master key reading skills as well 
as logical thinking skills. The series focus on key aspects of logical thinking skills, thus preparing 
the reader for various types of tasks requiring logical and creative thinking skills.

Think About Readingは、生徒の理論的な考え方のスキルと同様に、リーディング・スキルの習得を助け
るためのシリーズです。このシリーズは、道理にかなった考え方のスキル、ひいては理論的で創造性に
富んだ考え方のスキルを求められる、さまざまなタイプの課題の重要な側面に焦点をあてています。   

Components:
Student Book / Workbook / Audio CD
スチューデントブック／ワークブック／オーディオＣＤ

View Sample Pages Online View Sample Pages Online

View Sample Pages Online

Complete Listing Available Online



 Moving Up Reading
 社会問題をテーマに読解力を強化

 Think About Reading
 理論的な考え方とリーディングスキルの習得に

Moving Up Reading
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 10 104 978-89-6198-206-1 ￥2,200 +tax
Book 2 (+CD) 10 104 978-89-6198-207-8 ￥2,200 +tax
Book 3 (+CD) 10 104 978-89-6198-208-5 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 104 978-89-6198-209-2 ￥2,200 +tax

Think about Reading (Student Book / Workbook / CD)
Unit Page(SB/WB) ISBN Price

Book 3 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-387-7 ￥2,200 +tax
Book 4 (+CD) 10 86/41 978-89-6198-388-4 ￥2,200 +tax

Theme-based topics with one Science article and one Social  
Studies article
Reading Skill questions to focus critical thinking 
Graphic Organizers for a fuller understanding of passages 
Vocabulary Exercises to test a wide range of relevant words 
Audio recordings by native English speakers ㅡ
ユニットごとにテーマが設けられており、それぞれ科学と社会の分 ㅡ
野から一つずつ記事が掲載
リーディングスキル問題を通して正確で適切な理解を深めるこ ㅡ
とができます
表やイラストなどを使ってテキストのコンセプトや関連性、事実などに ㅡ
ついて、視覚的にまとめることにより、正確な読解力を身につけます
ネイティブによる音声をリスニングしながら発音の練習ができます ㅡ

● Fully reflect the linguistic needs of the intermediate reader
● Cover major content areas, such as biology and politics
● Get the reader to practice major question types for reading comprehension
● Develop the ability to use context in a systematic and effective manner
● Allow the reader to develop and reinforce logical thinking skills
● 中級の語学力の必要性を反映しています
● 生物学や政治など重要な内容をカバーしております
● リーディング・コンプリヘンションの重要な質問の演習をします
● システマティックで効果的な方法で文脈を使う才能を伸ばします
● 理論的な考え方のスキルの発展と強化を念頭においています

Academic Passages 1: Short Studies of Science
Academic Passages 2: Short Studies of Society

BEST
SELLER

Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp3

 Writing Journal
The ideal companion to assist with the 
development of writing skills. Over 90 
stimulating topics to motivate and 
challenge your students

Journal pages provide  
stimulating topics for regular 
writing 

Provides an excellent tool to  
practice regular writing  

Encourages organization of  
thoughts

フリースタイルのライティングのノート。各
ページのユニークなテーマに沿って英文を
書くことで、考えを整理しながら文章を組み
立てる力を養います。（A5サイズ）

“My University Journal” was written for 
Japanese university, junior college and 
vocational school students. The themes 
are student-focused and aim to build 
confidence while generating self-expression 
in English. Since there is an abundance of 
themes, students should be encouraged to 
feel free to do them at random, according 
to their own interests and situations, after 
which they can discuss their writing with 
partner.

 My University Journal
 Helene Jarmol Uchida

Jr. High School - Adult
中学生 ～ 一般

My University Journalは、日本の大学や短大の学
生、または語学学校の生徒向けに独自に作られた１
冊です。英語で文章を書くことに対し、自信を持っ
て楽しみながら取り組んでもらえるよう、生徒が関
心を持つようなテーマを集めており、その時々の気
分や状況に合わせて、好きなテーマを選んで書くこ
とができます。自分が書いたジャーナルをもとに、
ディスカッションをするのも良いでしょう。

College 
大学生

Unit Page Price ISBN
75 85 ￥990+tax 978-1-74126-978-9

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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Scholastic ELT Readers

Scholastic DVD Readers

Popcorn ELT Readers

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

With most of its titles taken directly from blockbuster 
movies and popular television programs, the 
Scholastic ELT Readers series naturally attracts my 
student's interest.  Also, the introductions, character 
listes, and factfile section enhance the reading 
experience.

Level 4 2,000 headwords (story: 15,000 words まで )

Level 2 1,000 headwords (story: 7,000 words  まで )

Level 3 1,500 headwords (story: 10,000 words  まで )

英検 2級～準 1級	 TOEIC 600

英検準 2級	 TOEIC 390

英検 2級	 TOEIC 550

Level 1 1000 headwords (story: 4,000 words まで ) 英検 2級		TOEIC 390

Level 2 1500 headwords (story: 5,500 words まで ) 英検 2級		TOEIC 550

Level 1 200 headwords (story: 500 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 250

Level 2 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 4級		TOEIC 270

Level 3 250 headwords (story: 800 words  まで ) 英検 3級		TOEIC 300

Moodle Quizzes are Available!  Please Contact Us for More Information! 6

Book only ￥900+tax
978-1-90835-132-6
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-133-3

Level 2 〈グリー ･ ザ ･ ビギニング〉

Glee-The Beginning

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

マッキンレー高校で新しい一年が始まり、グリー
クラブは「音楽と恋に落ちる」ショーの練習を
重ねてきた。彼らははその歌唱力でただの「オ
タク」ではない事を証明できるでしょうか？

Book only ￥900+tax
978-1-9083-5134-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-9083-5135-7

Level 2 〈グリー･フォーリン･エクスチェンジ〉

Glee-Foreign Exchange

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

シュースター先生はフランスのグリークラブを
一週間マッキンレー高校に招待。 2 つのグリー
クラブが土曜夜に開催される文化交流ショーの
ために練習を進めますが…。

Level 2  〈セナ〉

Senna Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90835-130-2
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-131-9

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

7,779 Words

1994 年サンマリノ・グランプリで悲運の死を遂
げた F1 ドライバー、アイルトン・セナ。41 の
グランプリ・レースと３度の世界選手権制覇し
た偉大な F-1 ドライバーの生い立ちをご紹介。

10277 Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90686-194-0
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90686-195-7

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

Level 3  〈シャーロック：バスカヴィルの猟犬〉

Sherlock: The Hounds of 
Baskerville

ヘンリー・ナイトは、子どもの頃大きな怪物が
ダートムーアで父親を殺すのを目撃。20 年後、
彼は、怪物が戻った事を確信し、優れた探偵
シャーロック・ホームズに助けを求めます。

ヘンリー・ナイトは、子どもの頃大きな怪物が

- Words

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

Book only ￥950+tax
978-1-90835-136-4
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-137-1

Level 3 〈グリー･サマーブレイク〉

Glee: Summer Break

シュースター先生が夏休みにミュージックキャ
ンプの子ども達の面倒をみることを提案する。
しかし、レイチェルだけは練習を優先したいと
考え参加を躊躇する。

シュースター先生が夏休みにミュージックキャ

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

10911 Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-128-9
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-129-6

Level 3           〈スティーブ･ジョブズ〉

Steve Jobs Biography

Book only ￥900+tax
978-1-90922-142-0 
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90922-143-7

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

9,063 Words

ミス・ハヴィシャムの館で美少女エステラに惹
かれるようになったピップ。巨額の遺産が背後
にうごめく中、エステラと結婚を期待し紳士修
行のためロンドンへ向かう。

Level 2 〈大いなる遺産〉

Great Expectations

「デザインとは単に見た目ではなくどのように作
動するかです。」1976 年にカリフォルニアの車庫
でスタートしたアップルコンピューターと創立者
の一人スティーヴ・ジョブのバイオグラフィ。

「デザインとは単に見た目ではなくどのように作「デザインとは単に見た目ではなくどのように作

Level 3 〈ボブ・マーリー〉

Bob Marley 

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-90835-197-5
Book+CD ￥1,800+tax
978-1-90835-198-2

レゲエ音楽を代表するミュージシャン、ボブ・
マーリー。人権と平和運動を支えた彼の音楽は、
死後 30 数年を経た現在も世界中の多くの人々
を魅了し影響を与え続けている。

レゲエ音楽を代表するミュージシャン、ボブ・

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

- Words

Book only ￥950+tax
978-1-40714-469-6
Book+CD ￥1,800+tax
ISBN: TBC

Level 3            〈パイの物語〉

Life of Pi

インドの少年パイが船でカナダに渡る途中に遭
難し、一緒に輸送されていたベンガルトラのリ
チャード・パーカーをはじめとした動物たちと
共に 227 日間を過ごすという物語。

インドの少年パイが船でカナダに渡る途中に遭 事件の犠牲者ジェニファー・ウィルソンの調査
始めるシャーロック。今までで最も危険な事件
に巻き込まれる。コナン・ドイル原作 BBC の

「シャーロック」シリーズからの作品。

Level 4  〈シャーロック：ア ･ スタディー ･ イン ･ ピンク〉

Sherlock: A Study in Pink 2CDs

Book only ￥980+tax
978-1-90686-192-6
Book+CD ￥2,200+tax
978-1-90686-193-3

     ジャンル

●映画

●TVドラマ

●オリジナル

14,535 Words

￥1,800+tax
978-1-90835-176-0

Headwords: 1,000

￥1,800+tax
978-1-90835-185-2

Headwords: 1,000

Level 1 〈海辺〉

Brilliant Britain: The Seaside

Level 1 〈999 緊急事態〉

999 Emergency

ポップ界の生きる伝
説 Sugg は イ ギ リ ス
のビーチを旅します。
最新のビーチハット、
冬 場 の 水 泳 に パ ラ
カート、海辺に行く
と色々な発見があり
ます。

雷 に 打 た れ た サ ッ
カーチーム、３ヶ月
間太平洋にゴムボー
トで漂流したカップ
ルなど、興味津々の
実際にあった緊急事
態を紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-175-3

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-187-6

Headwords: 1,500

Level 2 〈紅茶のお話〉

Brilliant Britain: Tea

Level 2 〈チェンジング・ワールド〉

Changing World

イギリスで紅茶はな
ぜ 人 気 な の で し ょ
う？ボクシングチャ
ンピオンで紅茶中毒
の Barry McGuigan 
が疑問を解くためイ
ギリスを旅します。

海面上昇、砂漠の拡
大など自然環境の変
化は単なる地球の自
然なサイクルかもし
れません。過去から
どうやって地球温暖
化を防ぐか学びます。

￥1,800+tax
978-1-90835-174-6

Headwords: 1,500

￥1,800+tax
978-1-90835-184-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イングリッシュ ブレックファスト〉

Brilliant Britain: Breakfasts

Level 2 〈エキセントリック・ブリテン〉

Eccentric Britain

ミ ュ ー ジ シ ャ ン の
Goldie は毎朝イング
リ ッ シ ュ ブ レ ッ ク
ファストを食べてい
ます。田舎を巡りお
気に入りのメニュー
がどこから生まれた
のかを探ります。

イギリスは創造的で
奇抜な国。古代スコッ
トランドのブリーマ
ン、焼き豆風呂のキャ
プテン・ビーニーな
どを紹介します。

￥1,800+tax
978-1-90835-170-8

Headwords: 1,000

Level 1 〈香港編〉

Take Away My Takeaway: 
Hong Kong

ファストフード中毒
の テ ィ ー ン エ イ
ジャーが香港へ行き、
本当の中華料理のテ
イクアウトを目の当
たりにします。

￥1,800+tax
978-1-90835-172-2

Headwords: 1,500

Level 2 〈ニューオーリンズ編〉

Take Away My Takeaway: 
New Orleans

10 代の少女たちがソ
ウ ル フ ー ド の 本 場、
アメリカ、ニューオー
リンズへ行き、南部
仕込みのフライドチ
キンに迫ります。

￥1,800+tax
978-1-90835-171-5

Headwords: 1,500

Level 2 〈イタリア編〉

Take Away My Takeaway: 
Italy

ピザ好きティーンエ
イジャーがピッツァ
マルゲリータの本場
イタリア、ナポリを
旅します。

￥1,800+tax
978-1-90835-173-9

Headwords: 1,000

Level 1 〈テキサス編〉

Take Away My Takeaway: 
Texas

ハンバーガー中毒の
ティーンエイジャー
がアメリカはテキサ
スの牧場を訪れ、ア
メリカの代表的なハ
ンバーガーを巡る旅
をします。

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-147-0
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-148-7

Headwords: 200
Word count: 486

中 国 の 冬 フ ェ ス
ティバルにてポー
は硬玉宮殿で重要
な夕食を主催。
ポーの料理はドラ

ゴン戦士であるカンフーの達人並み？ポー
やその仲間と一緒にキッチンでカンフーの
技とその楽しいお祭りを楽しみましょう！

Kung Fu Panda Holiday
カンフー・パンダ・ホリデイ

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-153-1
Book+CD ￥1,350+tax
978-1-90835-154-8

Headwords: 200
Word count: 546

森の仲間たちが冬
眠から目が覚める
と、森の周りが人
間の住宅街になっ
ていた！

困った森の仲間達に住宅街には食べ物があ
ると誘惑するアライグマのＲＪ。危険な人
の町での冒険はどんな結末に？

Over the Hedge
森のリトル・ギャング

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-151-7
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-152-4

Headwords: 200
Word count: 546

虎のシア・カーン
は、ジャッカルに
食べ物を探すよう
に命じる。

ジャッカルは少年モーグリを使いなんとか
コブラの卵を手に入れようと画策。コブラ
に知られたらどんな事になってしまうので
しょう。

The Jungle Book: The Cobra's Egg
ジャングル ･ ブック : コブラの卵

Book only ￥750 +tax

978-1-90835-149-4
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-150-0

Headwords: 200
Word count: 546

ジャングルには動
物が注意しなけれ
ばない危険がいっ
ぱ。豹のバギーラ

が人間のしかけた罠を発見。虎のシア・カー
ンは孤児の少年モーグリの面倒をみてくれ
る優しいクマのバルーを罠に落とし、モー
グリを標的に。

The Jungle Book: Man Trap
ジャングル ･ ブック : 罠

Book only ￥750 +tax
978-1-90835-155-5
Book+CD ￥1,350+tax

978-1-90835-156-2

Headwords: 200
Word count: 546

『マダガスカルのペ
ン ギ ン : 金 色 の リ
スの失われた宝』

キング・ラットが金色のリスの宝の鍵を見
つけニューヨーク動物園が大騒動に。みん
なが期待するほどのお宝なのでしょうか？

The Penguins of Madagascar: 
The Lost Treasure of the Golden Squirrel

Book only ￥770+tax
978-1-90835-157-9
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-158-6

Headwords: 250
Word count: 889

長靴を履いたねこ
がサン・リカード
の孤児院でハンプ
ティ・ダンプティ
と出会い、親友に。

しかし成長するとともに、裕福になりたい
と願うハンプティの夢が二人の友情に亀裂
を生じさせます。

Puss in Boots: The Outlaw
長靴を履いたねこ：アウトロー

Book only ￥770+tax
978-1-90835-163-0
Book+CD ￥1,370+tax
978-1-90835-164-7

Headwords: 250
Word count: 889

石器時代展示会なんて退屈。ティムが非常
に奇妙な教師出会い、事態は一変！
冒険が始まります！

Time Jump: Back to the Stone Age
タイムジャンプ：石器時代へ戻る

Book only ￥790+tax
978-1-90835-188-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-189-0

Headwords: 300
Word count: 1116

キーランは空手の
青帯。しかし、彼
はものすごく短気。
クラスのお調子者
のライリーと喧嘩

ばかり。学校の空手競技で入賞できるので
しょうか？　謎のマスミ先生は彼を勝利へ
と導けるでしょうか？

Kieran's Karate Adventure
キーランの空手冒険

Book only ￥790+tax
978-1-90835-161-6
Book+CD ￥1,400 +tax

978-1-90835-162-3

Headwords: 300
Word count: 1116

ヨーロッパを横断
する旅の途中で移
動するサーカスと

合流。また新たな冒険が始まります！果た
してニューヨークの動物園へたどり着ける
のでしょうか？

Madagascar 3: Europe's Most Wanted  
マダガスカル 3：最重要指名手配

Book only ￥790+tax
978-1-90835-159-3
Book+CD ￥1,400 +tax
978-1-90835-160-9

Headwords: 300
Word count: 1116

長い間アウトロー
だった長靴を履い
たねこプス。ハン
プティは彼の故郷、

サン・リカードの人々への汚名を返上する
計画があると持ちかけます。再びハンプ
ティを信頼していいのでしょうか？

Puss in Boots: The Gold of San Ricardo
長靴を履いたねこ：サン・リカードの黄金

Page ISBN Price
Academic Passages 1: Short Studies of Science - 978-4-905426-20-2 ￥1,600 +tax 
Academic Passages 2: Short Studies of Society - 978-4-905426-21-9 ￥1,600 +tax 
CD - - ￥2,000 +tax 

Unit Page ISBN Price
Introducing Global Stories 12 70 978-4-905426-00-4 ￥1,900 +tax
CD - - - ￥1,500 +tax

Unit Page ISBN Price
Global Stories 15 96 978-4-931424-18-0 ￥2,200 +tax 
CD - - - ￥1,500 +tax

 Introducing Global Stories  Global Stories 2/E
Four skills intermediate level text  
Grammar dictation, shadowing, vocabulary  
recycling and content-based activities  
First person narratives give moving  
examples of contemporary social 
problems 
96 full colour A4 pages  

中級者向けの4つのスキルテキスト ㅡ
文法、ディクテーション、シャドーイング、語句の使 ㅡ
いまわし、コンテンツに沿ったアクティビティ
一人称話法によって、現代の社会問題について実 ㅡ
例を伝える
A4版、96ページ、フルカラー ㅡ

BEST
SELLER

BEST
SELLER

N EW!
N EW!

American
English

American
English

Unit Page Price
45 92 ￥990+tax

ISBN

978-1-86311-669-5

Readers  リーダーズ NEW TITLESReading  リーディング

Writing  ライティング BEST SELLERS

Paul Goldberg 
School of Policy Studies Kansai Gakuin
関西学院大学 総合政策学部

Scholastic ELT contains a lot of titles which attract 
students. As they are taken from popular movies 
and TV programs, learners who have watched 
the film can easily take a book and start reading, 
even though its English seems a little difficult.The 
recording is good and the speed is comfortably 
challenging, not too fast, nor too slow.

Atsuko Takase
Kinki University, lecturer  
近畿大学 講師 

Academic Passages introduces second language learners to 
academic topics. Each unit opens with a short introductory 
reading about a science topic (book 1) or a social studies topic 
(book 2). Four pictures depict key points about the topic. Using 
the pictures, students may brainstorm vocabulary, predict 
what the picture depicts, discuss or describe the picture with 
a partner. They then listen to a sentence that corresponds to 
the picture and writes it. Students then work with a partner 
to check their sentences and find differences. One feature 
of Academic Passages is the audio for the corresponding is 
available at three levels: beginner, intermediate and advanced. 
This flexible textbook is particularly  suited for students aiming 
to take the TOEIC or TOEFL tests.

『アカデミック・パッセージ』は、第二言語学習者に学術
的なトピックを紹介します。各ユニットは、科学トピック

（ブック 1）または社会トピック（ブック 2）についての
短い入門読書から始まります。まず、トピックの重要
なポイントを示す 4 つの写真があり、生徒は語彙をブ
レーンストーミング、パートナーと写真の内容につい
て予測、議論します。そして、写真がどの文章に対応
しているかを導き出します。その後、パートナーと協
力し文章をチェックして違いを見つけ出します。
また、アカデミック・パッセージは、初級、中級、上
級の 3 つのレベルに対応するオーディオが用意されて
います。このフレキシブルな教科書は特に TOEIC や
TOEFL のテスト受験する学生に適しています。

American
English

Teacher's
Guide

Free
Teacher's

Guide
Free

American
English

Introducing Global Stories is a four skills 
beginner level EFL/ESL textbook based on 
the popular Global Stories intermediate 
level text. 

グローバルな問題を取り上げている教材Global 
Storiesをもとに、初級者レベルの生徒が4つのス
キルを学べるように作られたテキストです。

Activities include Thinking Deeper, Great  
News in History and Country Watch? 
76 full colour A4 pages  
Thinking Deeper、Great News in  ㅡ
History、Country Watchなどのアクティビティ
A4版、76ページ、フルカラー ㅡ

C O M I N G

SOON

The Think About Reading series is aimed at helping students to master key reading skills as well 
as logical thinking skills. The series focus on key aspects of logical thinking skills, thus preparing 
the reader for various types of tasks requiring logical and creative thinking skills.

Think About Readingは、生徒の理論的な考え方のスキルと同様に、リーディング・スキルの習得を助け
るためのシリーズです。このシリーズは、道理にかなった考え方のスキル、ひいては理論的で創造性に
富んだ考え方のスキルを求められる、さまざまなタイプの課題の重要な側面に焦点をあてています。   

Components:
Student Book / Workbook / Audio CD
スチューデントブック／ワークブック／オーディオＣＤ

View Sample Pages Online View Sample Pages Online

View Sample Pages Online

Complete Listing Available Online



2014
www.ricpublications.jp
E-books: www.pandabooks.jp

■Communication  ■Reading  ■Writing  ■Readers  ■e-learning

ELT Catalogue 
R.I.C. Publications
英語教材カタログ

View over 1000 titles online! 

New English Connections
成人学習者に適した英会話教材です
New English Connections is a six-level, general conversation course for 
adults who wish to develop their spoken English communication skills. 
Each text in the series focuses on the development of accuracy and 
fluency through twelve units, covering over 60 class hours. Drawing 
upon an integrated of listening, pronunciation, and communicative 
function targets, the course provides learners with the tools to 
meaningfully engage both the language and its speakers. 

New English Connectionsは英会話向上を目的とする成人学習者向け
の6レベル別日常英会話教材です。本シリーズは滑らかで正しい英会話
を学ぶため、レベルごとに全12ユニットの内容を網羅しています。リスニ
ング、発音、コミュニケーション学習を総合的に取り入れ、生徒が単語と
会話に関連性を導き出す手法を用いています。

Question Quest : The Language Card Game
Question Quest : The Language Card Game is an innovative and exciting addition to the EFL classroom. 
Players collect crystal points by strategically asking and answering everyday questions in English. Special cards like 
“What’s your answer?”and “Tell me more!”shake up gameplay and keep players on their toes!

クエスチョンクエスト：ランゲージカードゲームは革新的な楽しさをEFLクラスにもたらします。プレイヤーは、英語で日
常的な質問を聞いたり答えたりしながら、戦略的にクリスタルポイントを集めます。"What's your answer?" や"Tell me 
more!" のようなスペシャルカードをゲームに混ぜればプレイヤーの緊張は一気に高まります！

Question Quest : Photocopiable Resource
This Photocopiable Resource contains illustrated worksheets 
that expand on each question card from the main game. It 
can be used to prepare students for Question Quest matches 
or as a stand-alone resource.

New English Connections
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 12 71 978-89-17-20839-9 ￥2,000 +tax
Book 2 (+CD) 12 71 978-89-17-20840-5 ￥2,000 +tax
Book 3 (+CD) 12 83 978-89-17-20841-2 ￥2,000 +tax
Book 4 (+CD) 12 87 978-89-17-20842-9 ￥2,000 +tax
Book 5 (+CD) 12 83 978-89-17-20843-6 ￥2,000 +tax
Book 6 (+CD) 12 87 978-89-17-20844-3 ￥2,000 +tax

American
English

N EW!

Exploring Debate is a two-book debate series for students learning 
English as a foreign or second language. Interesting, topical themes 
will introduce students to new ideas and vocabulary while challenging 
them to think critically about each theme. Students will then have the 
opportunity to express their ideas and opinions, adding to a fun and 
engaging lassroom environment.
Exploring Debate は英語学習者のためのディベート用教材です。興味
深いテーマで生徒の思考力を高めながら新たな価値観や語彙を紹介、
生徒自身の考えや意見を交換し合うことによりクラスの雰囲気も明るく
なることでしょう。

Exploring Debate
多様なテーマでディベートスキルを磨きます

Exploring Debate Teacher's Guide

Various interesting and debatable topics 
5-step sections designed to gradually develop students’ fluency and  
discussion/debate skills
Activities designed to enhance students’ cognition and critical  
thinking
Extra teacher’s guides with lesson plan, answer keys, homework, and  
various model opinions

Exploring Debate
Unit Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 20 124 978-89-6198-304-4 ￥2,400 +tax
Book 2 (+CD) 20 124 978-89-6198-305-1 ￥2,400 +tax

Teacher's Guide 1 - 153 978-89-6198-317-4 ￥4,500 +tax

Teacher's Guide 2 - 156 978-89-6198-318-1 ￥4,500 +tax

American
English

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載 ‐英会話力とディスカッシ
ョン/ディベートスキルが序々に上達する5ステップ編成 ‐認知力と思考能
力を向上させるよう考案されたアクティビティー ‐ティーチャーズガイド
にはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録"

Classroom- 
tested series
英会話学校などで多数 

採用されています

Teacher's
Guide

Available

Free
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アクセスして簡単な登録フォームにご記入ください

www.newsademic.com/ric

ニュースアデミックは隔週で発行される国際的な新聞と関連 ウェブサイトからの20の記事で
構成されています。各記事は英語を第二外国語として学んでいる生徒やそのＥＬＴ講師のた
めに編集されています。
簡単に読み進められる2週間分の世界のトップニュース記事を取り上げています。それぞれの記事
は簡単に読み進められるように書かれており、適切な歴史的背景の情報も盛り込まれています。
ＰＤＦとＨＴＭＬの二つのフォーマットとイギリス英語版とアメリカ英語版にてご用意して
います。毎号に2セットのアクティビティーやワークシートと解答がついてきます。

Newsademic is a fortnightly international newspaper (20 articles) plus an associated website. It is 
written and edited for ELT teachers and students who are learning English as a foreign language.
The easy-to-read newspaper features the top world news stories that have made headlines during the 
previous two weeks. Articles are written in an easy-to-read style. Where appropriate historical 
background is also included.
The newspaper is produced in both a PDF and HTML format. It is available in both British and American 
English. Each issue is accompanied by two sets of activities or worksheets plus the respective answer keys.

■

■

■

■

■

■

What is Newsademic?

100か国以上の教師、学生に

購読されています！

One of the great features of the app is the authors section which outlines a clear profile 
of the biographies of all the authors
This is a key feature of the app which allows students to search books according to 
their level both either by TOEIC or Eiken 
The app allows you to search for the type of area you like to read catagories are quite 
diverse from classics to mystery to adventure to name a few.
This convenient section puts all the books that you decide to purchase into one section 
so that they can be viewed easily at anytime. 

What is My Library?

詳しくはこちらへ

Available in both British & American English

iTunes Storeから無料メニューをダウンロードしてご利用ください。

Appサービス開始!!Appサービス開始!!

Tel: 03-3788-9201 /  Fax: 03-3788-9202
Email: elt@ricpublications.jp   Website: www.ricpublications.jp

著者

レベル

ジャンル

マイ・ライブラリー

Level

Author

Genres

My Library

全著者のプロフィールがわかります。
TOEICまたは英検のレベルで検索することができます。 
クラシックからミステリーまで好きなカテゴリーを検索することができます。
ダウンロードしたタイトルをいつでも簡単に見ることができるセクションです。

※ iPhone、iPad以外の機器では、ご利用できません（2013年9月現在）

マイ・ライブラリーマイ・ライブラリー
10月サービス開始!!10月サービス開始!!

■Unlimited access for students on campus
■Students can enjoy a variety of digital readers 
■Offering over 50 titles plus regular updates　
 Yearly subscription model
■Works on any pc/tablet and ipad  

■学生は、キャンパス内において制限なくアクセスできます。 
■学生は、さまざまな電子書籍を楽しめます。 
■50以上のコンテンツと定期的に行われる更新 
 一年ごとの定期購読
■PC、タブレット、iPad などデバイスを選びません。 

アールアイシー出版株式会社　
東京都品川区平塚2-5-8 五反田ミカドビル5F

Go to www.newsademic.com/ric and complete a simple online form

Get a free 

sample!! 
The latest issue of Newsademic + worksheets

無料サンプル配信中！ 
『Newsademic』最新号 ワークシート+

Panda books

Include two sets of activities/worksheets 
and answer keys

¥ 9,500+tax

購読料9,500円+tax【12 か月 (26 号 ) 】 
アクティビティーワークシート（２セット）+解答を含む

Price for 12 month subscription (26 issues) 

This two-book series teaches students how to confidently 
give presentations for large and small groups. The text 
illustrates the path to effective presentations through 
the steps of planning, writing, editing, practicing and 
presenting. It explores the skills of brainstorming, outlining, 
organizing, using visuals, voice projection, and non-verbal 
communication. Students make improvements in the areas 
of critical and logical thinking, as well as develop overall 
English skills by communicating experiences and opinions on 
topics that they choose and develop with teachers. Teachers 
are guided through each unit with support and assessment 
materials, an audio CD and a Teacher’s Manual.

本シリーズでは、少人数から大人数までを前に自信を持ってプ
レゼンテーションが行えるよう指導いたします。本編では構想
から書き方、編集方法、練習、発表まで、効果的なプレゼンテ
ーションの組み立て方を、順を追いながら解説します。ブレイ
ンストーミング、骨組み作り、まとめ方、視覚の活用方法、発声
方法、ノンバーバル・コミュニケーションのスキルも掲載してい
ます。生徒は教師との話し合いで決めたトピックに関する討論
をとおし、英語スキルの形成を図るのはもちろんのこと、倫理
的思考、批判的思考を養うことが可能になります。教師用のマ
ニュアルには、本シリーズの各ユニットに必要な補足、評価用
の情報と音声CDが含まれています。

Great Presentations
Page ISBN Price

Book 1 (+CD) 96 978-4-903924-50-2 ¥ 2,400 +tax 
Book 2 (+CD) 96 978-4-903924-51-9 ¥ 2,400 +tax
Teacher's Guide 1 TBC
Teacher's Guide 2 TBC

Great Presentations
効果的なプレゼンテーションから発表までを解説します。

American
English

High Beginner to Lower Intermediate
中級

Beginner - High Beginner
初級

1 Website: ricpublications.jp / Tel: 03-3788-9201 / Email: elt@ricpublications.jp

Communication  コミュニケーションe-learning  e-ラーニング

ディベートに相応しい、さまざまな議題を掲載ㅡㅡ
英会話力とディスカッション/ディベートスキルが序々に上達する５ステップ編成ㅡㅡ
認知力と思考能力を向上させるよう考案されたアクティビティㅡㅡ
ティーチャーズガイドにはレッスンプラン、解答集、課題集、多様な意見例を収録ㅡㅡ

Components:
Student Book (124p) / Audio CD
スチューデントブック（全124ページ）／オーディオCD

New
Level

New
Level

●	104 beautifully illustrated cards follow a crystal hunting team in a magical world
● Gameplay is easily modified for higher or lower level students
● Support website with tips for teachers, character bios, instructional videos, and more
● 104 枚の手描きのカード、マジカルワールドで冒険しながらクリスタルを集めよう
● 生徒のレベルに合わせて、簡単に難易度を調整できる
●	ウェブサイトのサポートには、先生向けティップ、キャラクター紹介、解説ビデオ、等々

Question Quest : Photocopiable Resource
Page ISBN Price
78 978-4-90392-466-3 ￥2,800 +tax

Question Quest : The Language Card Game
Cards ISBN Price
104 978-4-90392-452-6 ￥1,500 +tax

本ゲームの質問を展開させてイラスト付きワークシートにした
資料集は、すべて複写可能です。生徒たちのクエスチョンクエ
スト対戦の予習として、または単体でも学習教材となります。

American
English

View Sample Pages Online




