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尚美学園大学メディアセンター

No. シリーズ名 レベル タイトル 著者 出版社 URL 資料ID

1 にほんご多読ブックス 0 田舎のネズミと町のネズミ：イソップ物語より  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024734 80000597

2 にほんご多読ブックス 0 屋久島  片山 智子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024735 80000598

3 にほんご多読ブックス 1 船  松田 緑 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024736 80000599

4 にほんご多読ブックス 1 招き猫 谷川 順子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024737 80000600

5 にほんご多読ブックス 2 サルとカニ  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024738 80000601

6 にほんご多読ブックス 2 裸の王様  アンデルセン 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024739 80000602

7 にほんご多読ブックス 2 赤ずきんちゃん：グリム童話より  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024740 80000603

8 にほんご多読ブックス 2 悪魔の散歩  豊島 与志雄 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024741 80000604

9 にほんご多読ブックス 2 ジャックと豆の木：イギリス民話より  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024742 80000605

10 にほんご多読ブックス 2 シンデレラ  シャルル・ペロー 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024743 80000606

11 にほんご多読ブックス 2 「二人の恋人」他2話：イソップ物語より  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024744 80000607

12 にほんご多読ブックス 2 ヘンゼルとグレ－テル：グリム童話より  NPO多言語多読 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024745 80000608

13 にほんご多読ブックス 2 老人の町  今井 弘美 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024746 80000609

14 にほんご多読ブックス 2 屁っこき嫁  唐澤 晴美 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024747 80000610

15 にほんご多読ブックス 3 よだかの星  宮沢 賢治 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024748 80000611

16 にほんご多読ブックス 3 梨とり兄弟  川本 かずこ 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024749 80000612

17 にほんご多読ブックス 3 ばかオンダル: 三国史記より  徐 毅植 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024750 80000613

18 にほんご多読ブックス 3 日本の神話～海幸山幸：古事記より  松田 緑 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024751 80000614

19 にほんご多読ブックス 3 大男の話  新美 南吉 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024752 80000615

20 にほんご多読ブックス 3 天狗の鼻  豊島 与志雄 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024753 80000616

21 にほんご多読ブックス 4 五兵衛と津波  小泉 八雲 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024754 80000617

22 にほんご多読ブックス 4 広島宮島  中崎 温子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024755 80000618

23 にほんご多読ブックス 4 女王卑弥呼  芥川 龍之介 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024756 80000619

24 にほんご多読ブックス 4 奈良の大仏  長嶋 啓子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024757 80000620

25 にほんご多読ブックス 4 おちくぼ物語  李 園園 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024758 80000621

26 にほんご多読ブックス 4 落語：「馬小屋の火事」「風呂敷包み」  白石 ひろ子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024759 80000622

27 にほんご多読ブックス 4 中国の悲しい恋物語：「孟姜女」「梁山伯と祝英台」  コナン・ドイル 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024760 80000623

28 にほんご多読ブックス 4 信長・秀吉・家康：戦国時代を生きた三武将  中崎 温子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024761 80000624

29 にほんご多読ブックス 4 クリスマス・キャロル  チャールズ・ディケンズ 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024762 80000625

30 にほんご多読ブックス 4 京都  小松 和恵 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024763 80000626

31 にほんご多読ブックス 4 羅生門 ; トロッコ  浦川 やす子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024764 80000627

32 にほんご多読ブックス 4 赤毛クラブ  長嶋 啓子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024765 80000628

33 にほんご多読ブックス 5 坂本龍馬  日本を変えた若者  中崎 温子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024766 80000629

34 にほんご多読ブックス 5 野口英世  日本が生んだ世界的医学者  宮島 京子 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024767 80000630

35 にほんご よむよむ文庫 3 むじな ; 幽霊滝  小泉 八雲 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028012 80000631

36 にほんご よむよむ文庫 3 かぐや姫  高橋 宗子 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028013 80000632

37 にほんご よむよむ文庫 3 芥川龍之介短編集：蜘蛛の糸 ; 鼻  芥川 龍之介 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028014 80000633

38 にほんご よむよむ文庫 3 かげのこいびと  山本 泰子 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028015 80000634

39 にほんご よむよむ文庫 3 幸せな王子：The happy prince  オスカー・ワイルド アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028016 80000635

40 にほんご よむよむ文庫 3 アラジンと魔法のランプ  :『アラビアン・ナイト』より  粟野 真紀子 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028017 80000636

41 にほんご よむよむ文庫 4 雪女  小泉 八雲 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028019 80000637

42 にほんご よむよむ文庫 4 杜子春  芥川 龍之介 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028020 80000638

43 にほんご よむよむ文庫 4 走れメロス  太宰 治 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028021 80000639

44 にほんご よむよむ文庫 4 野菊の墓  伊藤 左千夫 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028022 80000640

45 にほんご よむよむ文庫 4 耳なし芳一 ; 梅津忠兵衛の話  小泉 八雲 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028023 80000641

46 にほんご よむよむ文庫 4 森鷗外短編集  高瀬舟/最後の一句  森 鴎外 アスク出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028024 80000642

※学外で電子ブックを利用する場合は、最初に認証画面が表示されるので、Maruzen eBook Library（MeL）のIDとパスワード（学内ポータルやマイライブラリに掲載）を入力して[認証する] ボタンを押してください。

＊No. 1~34【にほんご多読ブックス】は電子ブックに音声読み上げ機能が付いています。

＊NPO多言語多読のサイトから朗読音声をダウンロードできます→https://tadoku.org/japanese/audio-downloads

1／1


