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を お持ちでない方は、大阪市立図書館のいずれかへお申し出ください。

大阪市立図書館電子書籍 EBSCO eBooks ページ

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=494
大阪市立図書館のホームページで、図書館カードとパスワードでログイン
し、タイトルリストの QR コードでアクセスして表示されたリストから、読みたい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ページにアクセスできます。

1.Read Smart Readers 「［レベル別］英語ポケット文庫」
日本人英語学習者のレベルや志向に照準を絞って企画・編集された英文リーダーシリーズ。
■Level 2

英検 3 級

・Ice Station at the End of the World
南極観測所最後の日
・Culture Shock in Japan
外国人が見た「何これ!? ニッポン」
・Japanese Communities Around the World
グローバル日系人社会の実像
・Conspiracy Theories
世界「とんでも」陰謀説
・Homestay in the UK
英国ホームステイ日記
・Homestay in the USA
アメリカ・ ホームステイ日記
・Homestay in Australia
オーストラリア・ホームステイ日記

タイトルリスト
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■Level 3
英検準 2 級
・The Bradfi eld Push New Sherlock Holmes 1
ブラッドフィールドのギャング

新シャーロック・ホームズ 1

・Haircuts and Another Japanese Tale
ニッポン人の心 :「散髪」ほか 1 編
・Click and Other Japanese Tales
ニッポン人の心: 「カシャッ」ほか 2 編
・This Is Facebook!
これがフェイスブックだ!

タイトルリスト

■Level 4 英検 2 級
・The World of "Anne of Green Gables"
『赤毛のアン』の世界

タイトルページ

■Level 5

英検準 1 級

・The Story of the Kennedys - From Ireland to Japan
ケネディ家の人々―アイルランドから日本へ

タイトルページ

『英語多読 すべての悩みは量が解決する！』繁村 一義、酒井 邦秀、NPO 多言語多読

アルク. 2018

日本人の英語の悩みをすべて解消する「多読」の最新
事情と実践法が分かる本。暗記も努力も我慢も必要ナシ！
誰でもできる英語をたくさん吸収するコツを教えます。
日本人に英語が苦手な人が多い理由は、英語の吸収量が
圧倒的に不足しているから。普通の英語学習では不可能な
質・量の英語の吸収を可能にする「多読」で、今度こそ、
本当の英語力を身に付けませんか？
タイトルページ
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2.Macmillan Readers
英語学習者向けにレベル付けされた
シリーズ
■レベル 1 Starter Level
基本語約 300 語
英検 4 級～3 級
・Gulliver’s Travels in Lilliput
・The Magic Barber
・The Umbrella
・The Lost Ship
・Ski Race
・In the Frame
・Photo Finish
・Sara Says No!
・Around the World in Eighty Days
・L.A. Detective
・Blue Fins
・Shooting stars

タイトルリスト

電子書籍 EBSCO eBooks には、英語学習用の電子書籍もご用意してます。
音声ダウンロードが可能な英語学習用の電子書籍もあり、EBSCOhost のページの検索窓に
「音声ダウンロード」と入力すると該当の資料の一覧が表示されます。
電子書籍本文中にダウンロードの方法が記載されています。手順に従ってダウンロードして
ください。（手続きの方法は出版社によって異なります）
例えば株式会社「アルク」から出版されている資料については、「アルクダウンロード
センター」から「電子書籍版」の音声データを無料でダウンロードできるものがあります。
詳しくはアルクダウンロードセンター(https://www.alc.co.jp/dl/)をご参照ください。
※無料の新規登録が別途必要となります。

「アルク」の英語学習用のスマホアプリ「ALCO」でのご利用のマニュアルは、
大阪市立図書館 ホームページ 「電子書籍 EBSCO eBooks サービスガイド」ページ、
「スマートフォンやタブレットで使えますか？」の項に掲載しています。
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■レベル 2 Beginner Level
基本語約 600 語
英検 3 級～準 2 級
・The Three Musketeers
・This Is London
・Anna and the Fighter
・A Tale of Two Cities
・The Mill on the Floss
・The Long Tunnel
・Rich Man Poor Man
・Money for a Motorbike
・Marco
・Washington Square
・Newspaper Boy
・Picture Puzzle
・The Truth Machine
・The Signalman and The Ghost at the

Trial

・Billy Budd
・Northanger Abbey
・Good Wives
・The Trumpet-major
・The Phantom of the Opera
・The Last of the Mohicans
・The House on the Hill
・The Black Tulip
・L.A. Raid
・Dangerous Journey
・Jane Eyre
・The Last Leaf and Other Stories
・The Adventures of Tom Sawyer
・The man in the iron mask
・The adventures of
Huckleberry Finn
・Princess Diana
・Little women
・Hawk-eye, the pathfinder

タイトルリスト

レベル 3・4・5・6 のタイトルも
ご利用いただけます
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