おおさか し り つ と し ょ か ん

と し ょ か ん

大阪市立図書館の図書館カードとパスワードがあれば、インターネットに
つか

おおさか し り つ と し ょ か ん

つながったパソコンかタブレットで使えます。大阪市立図書館のホーム
と し ょ か ん

ページで、図書館カードとパスワードでログインしてから、タイトル
キューアール

リストの Q

ひょうじ

よ

R コードでアクセスして表示されたリストから、読みたい

えいぶん

しりょう

えら

で ん し しょせき

英文リーダーを選び [この資料 をつかう]をクリックすると電子書籍
かね

ページにアクセスできます。お金はかかりません。

1.Girlz Rock!

しょうがっこうてい

ちゅうがくねん

（小 学 校 低 ～中 学 年 レベル）

じょうきょう

た

む

ふたり

おんな

こ

いろいろな 状 況 に立ち向かう２人の 女 の子をテーマにしたシリーズ。3 レベル。
■Level 1
・Hair scare
・Diary disaster
・Netball showdown
・The sleepover
・Bowling buddies
・School play stars
・Pool pals
・Horsing around
・Girl pirates
・Surf girls

タイトルリスト

■Level 2
・Newspaper scoop
・Snowball attack
・Dog on the loose
・Escalator escapade
・Cooking catastrophe
・Talent quest
・Wild ride
・Camping chaos
・Mummy mania
・Skater chicks
タイトルリスト
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■Level 3
・Birthday party bedlam
・Pony club
・Doubles trouble
・Soccer crazy
・Dance fever
・MiniGolf face-off
・Trapeze dreams
・Two at the zoo

タイトルリスト

2.Boyz Rule!

しょうがっこうてい

ちゅうがくねん

（小 学 校 低 ～ 中 学 年レベル）

にちじょうてき

おとこ

こ

あそ

こうどう

日 常 的 にあるような 男 の子の遊びや行動をテーマにしたシリーズ。4 レベル。

■Level 1
・Park soccer
・Golf legends
・Yabby hunt
・The tree house
・Bike daredevils
・Camping out
・Gone fishing
・Water rats

タイトルリスト

■Level 2
・Basketball buddies
・Rock star
・Secret agent heroes
・Wet world
・Skateboard dudes
・Bull riding
・Test cricket
・Tennis ace

タイトルリスト
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■Level 3
・Battle of the games
・Halloween gotcha!
・Rotten school day
・Hit the beach
・Race car dreamers
・Olympic champions
・On the farm
・Pirate attack

タイトルリスト

■Level 4
・Pie-eating champions
・Mega rich
・Kite high
・Paper round
・Mouse hunters
・Space invaders
・Freaky snow dude
・Bird crazy

タイトルリスト

しょうがっこうてい

ちゅうがくねん

じどうしょ

Boyz Rule!（小 学 校 低 ～ 中 学 年レベル）は、オーストラリアの児童書で
にんき

ベストセラーとなった人気シリーズです。
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3.Legends (in Their Own Lunchbox)
しょうがっこうちゅうがくねん

( 小 学 校 中 学年レベル)
きしゃ

ノープランの Rilery、記者の Kim、スーパーヒーローに
へんしん

変身する Noob、カンフーマスターの Lucy、シェフの Chez、
め

ざ

お

たの

スターを目指すステラが織りなす楽しいストーリー。
■Level 1
・Kim's pet scoop
・Chaz -superchef・Riley clowns around
・Noob -crimebuster・Lucy in a jam
・Stella and the pet parade
・Kim's tug of war
・Chaz and the missing mayo
・Riley versus the giant banana
・Noob and the librarian supervillain
・Lucy-kung-fu queen・Stella's got talent

タイトルリスト

■Level 2
・Kim's super science day
・Chaz at the fish market
・Riley and the fantastic plan
・Noob -amateur dentist・Lucy -the boss・Stella -circus star・Kim's fake cake bake
・Chaz -TV superstar? ・Riley and the treasure
・Noob -the boy who could fly –
・Lucy and the red street boyz
・Stella and the movie star

タイトルリスト

4

大阪市立図書館 2020.8

■Level 3
・Kim faces her fears
・Chaz at the aquarium
・Riley saves the day
・Noob's secret weapon
・Lucy to the rescue
・Stella's house of horrors
・Kim's film flops
・Chaz and the hotdogs
・Riley and the super plan
・Noob and the library ghost
・Lucy and the pop princess
・Stella and the flash mob

タイトルリスト

しょうがっこうちゅう

こうがくねん

4.Get Real! （ 小 学 校 中 ～高学年レベル）
つか

さまざま

たび

で

Harry と Jesse がタイムマシンを使って、様々な旅に出ます。
■Level 1
・The time machine
・Ferret attack
・Just another day
・Planet Snoz
・Big city museum
・The flying machines
・Snooping Snoopalot
・The trouble with...
・The pirate play
・The last day

タイトルリスト
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■Level 2
・No laughing matter
・The birthday surprise
・Radio news
・Professor Dribble
・Assistant professor Toad
・The election
・Rockball
・Having a ball
・Crash bang zoom
・Going, goin g, gone!

タイトルリスト

5.Springboard Connect

しょうがっこうていがくねん

こうがくねん

めやす

む

（小 学 校 低学年～高学年（目安）向け）

ねん

ねんれんぞく

じゅしょう

2007年から「Primary Publisher of the Year」を 8年連続で受 賞 しているマクミラン・オース
だいこうひょう

かく

トラリアの大 好 評 リーダーズシリーズ。各レベル 5 タイトル。
しょうがっこうていがくねん

めやす

む

小 学 校 低学年（目安）向け

かく

こうせい

各タイトル 16 ページで構成

■Level 1
・I Hop
・The Tin
・What Am I
・Where Is Ted
・The Cat!

タイトルリスト

■Level 2
・At the Park
・Up the Tree
・My Brother
・Fruit
・It Was So Hot

タイトルリスト
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■Level 3
・What Can You Do?
・My Pop's Garden
・The Soup
・We Go to Town
・Baby Animals

タイトルリスト

■Level 4
・This Family
・Our Rooftop Garden
・Night and Day
・Skys New Home
・Emma the Elephant

タイトルリスト

■Level 5
・The Panda
・Otis is Lost
・The Meerkats' New Home
・The People Museum
・At The Market

タイトルリスト

■Level 6
・When We Started School
・Me and My Family
・What Are They
・Changing Seasons
・I Must Be Quick

タイトルリスト
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■Level 7
・Grandma Went to School
・The Shopping List
・Tigers
・The Ice Festival
・How Doctors Help

タイトルリスト

■Level 8
・Monsoon
・A Fun Day
・Making Things
・Special Days
・Make a Hat and a Mask

タイトルリスト

しょうがっこうちゅうがくねん

めやす

む

小 学 校 中 学年（目安）向け

かく

こうせい

各タイトル 16 ページで構成

■Level 9
・The Monkeys Go Bananas
・The Bell Garden
・Cool Bananas
・Being Famous
・Fly, Baby Birds!

タイトルリスト

■Level10
・Then and Now
・Hip-Hop!
・Sailing North
・Way to Go!
・Car Parts

タイトルリスト
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■Level11
・No Rules Day
・Counting Down
・Bigger and Smaller
・The Bamboo Family
・Desert Life

タイトルリスト

しょうがっこうこうがくねん

めやす

む

小 学 校 高学年（目安）向け

かく

こうせい

各タイトル 16 ページで構成。

■Level 12
・Big Day Out
・Trip Trouble
・Oily Feet
・The Day Sky
・Weather Tools

タイトルリスト

■Level 13
・A Star Named Jade
・Dear Penpal
・Insect Bodies
・The Cake Sale
・Jobs People Do

タイトルリスト

■Level 14
・The Ice Lantern
・Lost
・Life of a Butterfly
・The Lion City
・Food For All

タイトルリスト
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■Level 15
・Magnet Boy
・Greedy Monkey
・The Eco Park
・Living on Earth
・Let's Celebrate

タイトル
リスト

■Level 16
・Crazy Wheels Day
・Animals of the Coast
・The Green House
・Zara and the Band
・The Frozen Drink
タイトル
リスト

しょうがっこうこうがくねん

めやす

む

小 学 校 高学年（目安）向け
■Level 17

かく

こうせい

各タイトル 24 ページで構成。

・Digger's Best Bone
・Fruit and Vegetables
・Honey From Hive to Home
・Our Earth
・Why Crow is Black

タイトルリスト

■Level 18
・One of a Kind
・The Real Prize
・Kakadu
・Getting to Work
・Making Paper

タイトルリスト
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