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多読学会協賛会員の行っている多読オンラインシステムを紹介します。各社からのアンケート回答の原

文は、末尾からのリンクを御覧ください。ここでは、比較検討しやすいよう、各社のアンケートを、多読

学会理事の古川が簡単にまとめたものを紹介します。 
なお、（古川）とあるのは、古川が実際に使った個人的感想・意見です。 
 
 
(1)  システムの名前と特徴 

 
eSTA:コスモピア e ステーション 

  本だけではなく、スピーチやニュース、その他なまトークを集めた音声ライブラリ 
 （聞き放題コース）もご利用いただけるのが特徴です。 
  ※絵本が多く、日本語ベースなので、初心者に向いている。 
  上位レベルの本が Ladder シリーズしかないのが弱点。（古川） 
 
myON:マイオン(myON by Renaissance) 

  本だけでなく、ニュースもあり。 
 英米の小中学校で最も使われているオンライン多読システム 
 ※ノンフィクションの本が充実。英語ベースなので、中上級者向け。（古川） 
 
Xrdg:Xreading 

  日本の学校での多読に特化したシステム。もっとも国内で利用されている。 
 すべての本に理解度テストが附属している。 
 理解度テストの合格レベルは教師が調整可能。 
 ※MMR,CER が全レベル揃っていて、幅広い生徒層に対応できる。もともと大学向け 
  なので、やさしい本が少ないのが弱点。中上級者に最適なシステム。（古川） 
 
ORC:Oxford Reading Club 

  ORT,Dolphin Readers などのやさしい絵本から、OBW0-6,ODM0-6 を含むので、初心者から  英語上

級者まで対応が可能。下から上まで、多読に必要なレベルの本が、もれなく 
 揃っているのが特徴。 
 ※小規模の英語教室には使い易いが、大人数の利用には向いていない管理システム 
 が欠点。また、料金が高く、請求書払いができないのが欠点。（古川） 
 
SCH:Schoalstic Bookflix/Trueflix/Literacy Pro Library 

 動画ビデオ絵本、静止画絵本中心の Bookflix, ノンフィクション中心の Trueflix, 易しい絵本から、 
 難しい小説までの Literacy Pro Library の３つのオンラインブックシステムを提供。 
 
 



(2) 稼働し始めた時期、2020 年５月末現在、利用している教育機関数、生徒数 

 
一般的に、稼働期間が長く、多くのユーザーのいるシステムが安定的でお勧めです。 
 
eSTA:2017 年 11 月から一般ユーザー向けの一般版開始。 
      2018 年春から LMS 機能つきの学校版開始。 
      学校版利用は約 50 団体（約 5000 名） （一般会員数：73000 名） 
myON:2010 年。 
     ルネサンスの現在の利用教育機関数約 62000 校（米国約 80%） 
     生徒数（約 1800 万人） 
Xrdg:2014 年 
   350 の高校・大学で利用。利用生徒数 4 万人 
ORC :2019 年 10 月 
   利用教育機関 非公表 利用者数 非公表 
SCH :Bookflix  2008 年 約 100 機関、約 2,000 人(日本国内） 
     Trueflix   2008 年   約 10 機関、約 350 人(日本国内） 
   Literacy Pro Library  2014 年、約 100 機関、約 10,000 人(日本国内） 
 
(3) システム動作の主な言語、副言語 

 
eSTA:日本語 
myON:英語、スペイン語、中国語 
Xrdg:英語、日本語（タイ語、中国語を準備中） 
ORC :日本語、英語 
SCH :英語 
 
(4) ONLINE 読書可能なタイトル数 

 
eSTA:タイトル数 959 冊 コンテンツ数 1172（CH1 コンテンツを含む） 
myON:6100 冊とニュース記事毎日 5 件追加 
Xrdg:1200 冊 (2021.04 までに 1500 冊になる予定） 
ORC :900 冊 
SCH : Bookflix 280 冊 
      Trueflix 205 冊 
      Literacy Pro 1,230 冊 
 
(5) 読書可能な主なシリーズ 

 
eSTA:BBL,FRL, Ladder, Magic Adventures, Vera, Happy Readers など 
myON:米国の教育系出版社 Capstone 社の本はほぼ収録 
Xrdg:MMR1-6,CER0-6,BBL1-9,FRL1-7 など GR が充実 
ORC :ORT,ORI,ORD, Dolphin, Let's Go, OCT, OBW, ODM 等 
SCH :Bookflix: Rookie Read-About, 
     Trueflix: A True Book 



     Literacy Pro: Goosebumps, Maze Runner など 
  
(6) 2020 年 6 月末現在のタイトル、各タイトルの語数の CSV.LIST 

 
eSTA:閲覧可能図書リスト(CSV) 
myON:閲覧可能図書リスト(xlsx) 

書籍一覧 https://www.renaissance.com/myon-digital-library/?tab=core&pn=1 
 (リンクをクリックする際、ブラウザーは Chrome がお勧めです) 

Xrdg:閲覧可能図書リスト(xlsx) 
ORC :閲覧可能図書リスト(CSV) 

SCH :閲覧可能図書リスト Bookflix    Trueflix  Literacy Pro 
 
(7) 利用生徒の登録・削除・クラス変更をすることを学校の側で可能ですか？  

 
eSTA:生徒の登録・クラス変更が可能。一人の生徒を複数クラスにも登録可 
  削除も可能ですが、使い勝手が悪く現在対応中です。 
myON:可能 
Xrdg:可能 なお、csv ファイルを送付してもらえれば、スタッフが原則代行。 
ORC :可能 ※しかし、生徒へのチケット配布は手作業のみで非効率的 
SCH :不可    
 
※eSTA,ｍｙON,Xrdg は user_id の設定をこちらで指定でできるが、ORC は、user_id の指定ができな

いので、クラスの割付を手作業で行うしかない。user_id, 初期パスワードの設定が一括でできないシス

テムは非常に使い勝手が悪い。（古川） 
 
(8) 本の検索機能について教えてください。 

 
eSTA:YL、ジャンル、語数、英検レベル、 
myON:ATOS レベル、Lexile レベル、年齢興味レベル、フィクション・ノンフィクション等 
Xrdg: pub/series, genre, type (original story, retold classic. etc), 
    format (narrative, comic, etc)で検索可能 
ORC : シリーズごと、レベル別、またはタイトル名 
SCH : タイトル、テーマ、レクサイル値、分野等で検索可能 
 
(9) 生徒が読んだ本、総語数、（テストの結果等）の一覧 

 
eSTA:課題図書とした設定した本について、 
  ①本のタイトル   ②最大閲覧率（%） 
  ③クイズの結果   ④サマリーとして入力した作文の内容 
  ⑤初回閲覧日    ⑥最終閲覧日 
 が一覧で表示可能。 
  読んだ語数は、一覧機能ではなく生徒単位のページに移動して、 
  生徒の年間の総語数の推移を見ることができます。 
  ※課題図書に指定していない本についても、 

file://mars/web/jera-tadoku/2020-07-eSTATION-List.csv
file://mars/web/jera-tadoku/2020-04-US%20myON_Core_list.xlsx
https://www.renaissance.com/myon-digital-library/?tab=core&pn=1
file://mars/web/jera-tadoku/2020--04-Xreading%20List.xlsx
file://mars/web/jera-tadoku/2020-07-ORC_Contents.csv


   生徒の全読書履歴として、上記の①～⑥の項目が一覧可能となる予定 
    
myON:すべてあり（生徒アカウントと教師アカウント両方） 
 
Xrdg: Book title, words read, reading time, reading speed, listening time, 
      quiz score, book rating が生徒アカウント、教師アカウントから閲覧可能 
 
ORC : 読んだ本の冊数、読んだ語彙数、総学習時間数 
 
SCH : Bookflix:なし (オプションで記録用冊子あり) 
      Trueflix:なし (オプションで記録用冊子あり) 
      Literacy Pro: 自動記録機能あり 
 
(10) クラスの設定は可能か？ クラス設定で、先生の設定は複数可能か？ 

 
eSTA:可能。１クラスに複数の先生の設定も可能。 
myON:可能。１クラスに複数の先生の設定も可能。 
Xrdg:可能。１クラスに複数の先生の設定も可能。 
ORC :可能。１クラスに１名の先生のみ設定可能 
SCH :可能。１クラスに複数の先生の設定も可能。 
 
(11) クラス全体へのメッセージ機能。 

 
eSTA:クラス掲示板を通じて可能 
myON:プロジェクト機能を使い、メッセージ発信可能。 
Xrdg:開発中(2020 秋に実装予定） 
ORC :無し 
SCH :Bookflix/Trueflix: 無し 
   Literacy Pro: 特定の書籍を選択後、その書籍をクラス全体に assign した場合、 
                  その書籍のメッセージ機能から可。 
 
(12) 生徒から担当の先生へのメッセージ機能および返信機能 

 
eSTA:メッセージ機能あり。※返信機能の追加を検討中 
myON:なし。ただし、生徒は完読書に星評価と匿名でレビューを書き込むことが可能。 
 レビューはスクール内のみでの共有となります。 
Xrdg :開発中(2020 秋に実装予定） 
ORC :無し 
SCH :Bookflix/Trueflix: 無し 
   Literacy Pro: 特定の書籍を選択後、その書籍をクラス全体に assign した場合、 
       その書籍のメッセージ機能から可。 
 
(13) 先生から担当の生徒個人へのメッセージ機能および返信機能 

 



eSTA :メッセージ機能はありますが、返信機能がありません。 
    ※返信機能を追加中。 
  ※生徒を選択するのが、大人数、複数クラスの設定では困難（古川） 
myON :なし。ただし、プロジェクトのライティングタスクにおいては教師からの 
   コメントを書き込むことができます。 
Xrdg :開発中(2020 秋に実装予定） 
ORC :無し。ただし、マンスリーレポートに教師からのコメントを入力することは可能。 
SCH :Bookflix/Trueflix 無し 
   Literacy Pro 特定の書籍を選択後、その書籍をクラス全体に assign した場合、 
       その書籍のメッセージ機能から可。 
 
(14) 課題図書の指定、閲覧の制限機能 

 
eSTA :設定可。設定の取り消し可。閲覧の制限機能は無し 
myON :設定可。設定の取り消し可。閲覧の制限機能は無し 
Xrdg :設定可。各図書に期限も設定可。シリーズやジャンルごとの閲覧制限も可能。 
ORC :不可。 
SCH :Bookflix/Trueflix 無し 
   Literacy Pro 課題図書指定可能。特定の本の非表示（個人、クラス全体）可能。 
   
(15) 料金の請求書払い（後払い）が可能か、分割払いは可能か 

 
eSTA :請求書で後払い可。原則年払い（月払い相談可） 
myON :請求書で後払い可。年払いのみ 
Xrdg :請求書で後払い可。原則学期ごとの請求 
ORC :後払い不可。チケット制で先払い 
SCH :請求書で後払い可。一括払いのみ 
 
(16) 最小利用人数 

 
eSTA :5 人 
myON :100 人 
Xrdg :1 人（日本と米国）、20 人（日米以外） 
ORC :1 人（ただし、チケットは、最低 60 枚事前購入が必要） 
SCH :20 名（全システテム共通） 
 
(17)  最低利用月数 

 
eSTA :6 月、１月単位で延長可 
myON :1 年（初年度のみ、開始月～年度末も可） 
Xrdg :１月 
ORC :１月 
SCH :１年 
 



(18)  料金 （生徒一人当たり） 

 
eSTA :読み放題コース 半年(1200 円）１年（2000 円） 2 年(3600 円） 
    読み聞き放題  半年(1800 円）１年（2500 円)  2 年(4000 円） 
      ※500 人以上割引あり 
myON :基本図書 6000 冊 年間($10=約 1060 円  生徒人数による） 

   追加図書  年間 年間($9.8=約 1038 円） 
    ニュース 年間($4=約 424 円） 
    スターアセスメント（テスト）年間（$11.70=約 1240 円） 
Xrdg :１月(600 円） 半年(1500 円)  １年(2500 円） 
   ※大人数での利用の場合、割引有り 
   ※研究目的、発展途上国からの利用には特別割引あり 
ORC : 1 月(900 円）  半年(5400 円） １年(10800 円） 
   １ケ月に一人１枚のチケットが必要。最低購入単位 60 枚 大量購入で割引有 
     251 枚以上 855 円  501 枚以上 810 円 1001 枚以上 765 円 
   2001 枚以上 720 円 5001 枚以上 675 円 1 万 1 枚以上 630 円 
SCH :Bookflix/Trueflix 各々年 1000 円（記録冊子付 年 1500 円） 
   Literacy Pro 年 2200 円 
 
(19)  申し込み先。問合せ先 

 
eSTA : https://www.cosmopier.com/contact/contact.html 
      連絡先 h.ono あっと cosmopier.com (営業担当：小野) 
myON : https://www.myon.com/index.html 
     連絡先 Mayumi.brown あっと renaissance.com 
Xrdg: https://wwww.Xreading.com 
ORC : https://www.oxfordreadingclub.jp/  
   連絡先 elt.japan あっと oup.com 
SCH : 連絡先 customersupport あっと scholastic.asia 
 
(20)  運営主体の会社名、会社の URL 

 
eSTA :コスモピア株式会社（東京） https://www.cosmopier.com/ 
myON :ルネッサンスラーニング（イギリス）  https://www.Renaissance.com 
   https://www.facebook.com/RenLearnJP/ 
Xrdg:XLearning Systems 合同会社（大阪）  https://wwww.Xreading.com 
ORC :オックスフォード大学出版局 https://www.oupjapan.co.jp 
SCH :Scholastic Inc（アメリカ） 
   Bookflix http://scholastic.asia/en/reading-programs-and-resources/book-flix 
     Trueflix http://scholastic.asia/en/reading-programs-and-resources/book-flix 
     Literacy Pro http://scholastic.asia/en/literacy-pro-library 
 
アンケート原本(pdf) 

 



eSTATION     myON    Xreading   Oxford Reading CLub      Scholastic   
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