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大阪電気通信大学における英語多読プログラム：
リーディングシャワーの試み
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0.1-2.6 

ノンフィクションとフィク

ションをテーマに取り扱って

います。巻末に内容に対する

質問が設けられています。 

⑪ 
  

(Houghton Mifflin Leveled 

Readers)  
0.1-0.6 

0.2-1.2 

ディズニー、機関車

トーマスなどの、なじ

みのあるお話が多いで

す。 

⑭ 
  

(Step Into Reading)  

ディズニーとのコレボ

レーションで実現した最

高のグレイテッド・リー

ダーズのシリーズです。 

⑯ 
  

(Penguin Kids Readers)  
0.4-2.2 

文章の一部がイラストになっ

ているテキストで、初心者に

ぴったりです。巻末に文中イ

ラストのフラッシュカードが

付いてます。 

⑳ 
  

(All-Aboard Reading)  

0.6 

からだは大きいが気は優

しい赤い犬、クリフォー

ドの絵本シリーズ。ほの

ぼのします。 

㉒ 
  

(Clifford Picture Books)  

0.6 

ポップコーンはDream 

Worksの大ヒット映画を

中心に、楽しいタイトル

がたくさんあります。 

㉓ 
  

(Popcorn ELT Readers)  

0.7-0.9 

楽しい物語を通して文章

力や発音を学べるシリー

ズです。 

⑫ 
  

 (Jack And Jill's Reading)  

0.2-1.2 

元気な女の子サムとそ

の友達を中心とした物

語。家庭問題や障がい

など、まじめなお話も

あります。 

㉔ 
  

(Longman Literacy 

Land)  0.1-1.4 

これを読めば、タイトルに

なっているテーマについて

情報通になれます。 

㉕ 
  

(Longman Literacy Land 

Info Tail)  
1.0 

学園もの。学生同士の恋・

友情・サスペンス・冒険な

どの物語で人気の高いシ

リーズです。 

㉗ 
  

(Foundations Reading 

Library)  
0.6-1.2 

サスペンスや恋愛ものが

中心のシリーズです。 

㉘ 
  

(Cambride English 

Readers)  1.4 

マンガ形式の本、文学

作品の書きかえ版が中

心です。 

㉚   

(Macmillan Readers)  

0.8-1.8 

学生が主人公で、楽しめる

物語が中心です。 

㉛ 
  

(Macmillan New Wave 

Readers)  0.8-2.4 

マンガ形式、ブックゲー

ム形式など、様々な形態

を取り入れたシリーズで

す。 

㉜   

(Oxford Book Worms)  

0.8-2.0 

アメリカのカリキュラムに

沿った理科のリーダーズで

す。科学的な文章に触れて

知識を深めることが出来ま

す。 

㉝ 
  

(National Geographic 

Science)  
0.1-3.0 

National Geographic 

Digital Media の高品質な

写真と映像をベースにした

ノンフィクション・リー

ダーシリーズです。 

㉞   

(Footprint Reading 

Library)  2.0-4.6 

アメリカの子ども向け

の本。動物を主人公に

したものや、アメリカ

の歴史を背景とした物

語が多いです。 

㉟   

(I Can Read Books)  

0.4-1.2 

有名な文学作品の書きか

えや映画のストーリー、

著名人の伝記などがあり

ます。 

⑰ 
  

(Penguin Granded 

Readers)  0.8-2.4 

イギリスの童謡や童話

がやさしく書きかえて

あります。 

⑧   

(Cambride Story Books)  

0.4-0.6 

⑬ 
 

(Ready To Read)  

アメリカの著名人の子ど

も時代を題材にしたもの

や、Henry and Mudgeシ

リーズ、スポンジ・ボブ

のシリーズが中心です。 

0.3-1.6 

 
(Compass Young Learners 

Classic Readers)  
00.6 

物語＋劇＋単語リストの

三本立て。やさしい英語

で童話や昔話を読み直す

とよくわかります。 

 

㉑ 

⑨ 
 

(Ready, Action!)  

さあ、よーい、アク

ション！劇仕立ての

ストーリーにはよく

知られているものも。

イラストもGOOD。 

0.5 

テレビでも人気の「おさるの

ジョージ」シリーズ。いたず

らっ子のジョージが毎回騒動

を起こします。 

㉖ 
  

(Curious George)  
0.5-1.5 

物質や重量など、科学的な

事柄を英語で解説してあり

ます。科学・数学・健康の

３つのジャンルがあります。 

㉙   

(Rookie Read-About 

Science)  1.2 

ペンギン・ヤング・リー

ダーズはカラフルで楽し

いイラストが満載。自然

に英語と仲良くなれます。 

⑮   

(Penguin Young Readers)  

0.3-0.8 

色鮮やかなイラストや写

真で読みやすい、フィク

ションとノンフィクショ

ンのリーダーズです。 

⑥   

(Everyday Book Box)  

0.2-0.5 

動物たちと楽しく暮らす、

WISHY-WASHYおばさん

夫婦の日常生活（？）を

描いています。 

⑦   

(Wishy-Washy 

Readers)  0.1-0.9 

かわいいイラストと魅

力ある物語のエキサイ

ティングなシリーズで

す。５段階のレベルが

あります。 

⑩ 
  

(Helbling Young Readers)  

0.4-0.8 

かわいいイラストで、世界

各地の民話や心温まるお話

を集めています。 

④ 
 

(Addison-Wesley  

Publishing Company)  
0.5 0.5 

今日も誰かが困ってい

る？賢いカールが仲間

の悩みを解決してくれ

て・・・。可愛い動物

たちが活躍するシリー

ズです。 

②  
(Macmillan My Readers)  

世界中の人、場所、物につ

いて写真つきで分かりやす

く書かれています。読むと

楽しくてわくわくしてくる

リーダーズです。 

③ 
 

 (Welcome Books)  0.5 
0.1-0.5 

Kipper（キッパー）、Biff

（ビフ）、Chip（チップ）の

わんぱくな３兄弟と、やん

ちゃな愛犬Floppy（フロッ

ピー）を中心とした楽しい 

物語です。 

①   

(Oxford Reading Tree)  

0.1-2.6 

ほのぼのとした動物シ

リーズです。 

⑲  (Orion Early Readers  

 Animal Series） 0.6-0.8 

なにもかもが真っ黒な家

に住んでいる魔女のウィ

ニーと、猫のウィルバー

の愉快な物語。 

⑱  (Winnie the Witch） 
0.8-1.2 

⑤ (Magic Adventures)  

転校生の女の子は実

は・・・。コミック

仕立てで、単語もイ

ラストで説明してく

れています。 

0.5 
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多読用書籍以外の貸出冊数も増加傾向がみられる 
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(M ) (SD )
77.75 34.194 t (960) p
101.05 52.056 -15.95 0.000
57.32 29.761 t (960) p
61.31 26.777 -4.267 0.000
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(M ) (SD )
94.67 39.198 t (912) p
108.16 44.576 -11.781 0.000
66.75 26.311 t (912) p
67.23 25.298 -0.562 0.574
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大阪電気通信大学図書館 第３回シンポジウム「図書館多読
への招待」	  in	  多治見 2016.11.27


