
多読学会 多読オンラインシステムアンケート（コスモピア） 
 
(0)  システムの名前 
コスモピア e ステーション 
 
(1)  システムの特徴 
 
ブラウザベースで多聴多読ができるオンライン電子図書館。 
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。 
 
 
(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 
 
＜稼働し始めた時期＞ 
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。 
 
＜2020 年５月末現在、利用している教育機関数＞ 
利用中は約 50 団体 
 
＜利用している生徒数＞ 
約 5000 名 
（一般会員数：73000 名） 
 
(3) システム動作の主な言語、副言語 
日本語 
 
 
(4) ONLINE 読書可能なタイトル数 
 
タイトル数 959 冊 
コンテンツ数 1172（CH1 コンテンツを含む） 
 
 
(5) 読書可能な主なシリーズ 



10 Ways To 
AlphaExplore 
AlphaKids Plus 
Bob Books 
Building Blocks Library 
CosmoPier Library 
Foundations Reading Library 
Graded Pocket Readers 
Greek Roman Myths 
Happy House Aesop's Fables 
Happy Readers 
Highlights 
I Love Poems 
Innova Graded Readers 
Jack and Jill's Reading 
Magic Adventures 
Our World Readers 
Pocket Readers 
Popular Rewards 
Red Rocket Readers 
School Adventures 
Smart Readers 
Teen ELI Readers 
Vera The Alien Hunter 
ラダーシリーズ 
 
＜今後登録予定のシリーズ＞ 
Alphakids 
Alphabet Books 
AlphaExplore 
AlphaWorld 
Eli Young Adult Readers 
Foxton Readers 
Time Readers 
Smithonian Readers 
Highlights Voice Leveld Readers 



 
 
 
(6) 2020 年 6 月末現在のタイトル、各タイトルの語数の CSV.LIST 
 
 
(7) 利用生徒の登録・削除・クラス変更をすることを運営者側 
  が可能ですか？ 可能な場合は、その手順を教えてください。 
 
生徒の登録・クラス変更は可能です。 
削除も可能ですが、一部不具合があり現在対応中です。 
 
＜生徒の登録手順＞ 
①CSV ファイルに登録する生徒アカウントの下記情報を入力します。 
・アカウント ID 
・名前（姓・名） 
・パスワード 
・e メールアドレス（ダミー可） 
・アカウント権限（生徒 or 講師） 
・登録フラグ(登録 or 削除) 
 
②CSV ファイルをシステムで取り込みます。 
 
③取り込んだアカウントをグループ分けします。 
 具体的には、取り込んだアカウントをどのグループに入れるか設定する作業です。 
 
＜クラス変更の手順＞ 
①登録したいクラスの画面に行き、追加したいメンバーを選んでチェック、そして更新ボタ

ンを押す。 
②メンバーを削除したいクラスの画面に行き、削除したいメンバーのチェックをはずして、

更新ボタンを押す。 
 
※ひとりが複数のグループに所属することが可能なため、各グループへの登録＋削除の作

業をすることで所属するクラスを変更することができます。 
 
＜生徒の削除手順＞ 



※現在不具合として対応中ですが、対応後は下記の手順で削除できるようになります。 
①登録時に使用した CSV ファイルの登録フラグ項目に「削除フラグ」を入れて、システム

で取り込む。 
 
  
 
(8) 本の検索機能について教えてください。 
 
下記の項目で検索することができます。 
 
・e ステーション内で設定しているレベル（レベル 0-レベル 6） 
  レベル 0=YL0.0-0.9 
  レベル 1=YL1.0-1.9 
  レベル 2=YL2.0-2.9 
  レベル 3=YL3.0-3.9 
  レベル 4=YL4.0-4.9 
  レベル 5=YL5.0-5.9 
  レベル 6=YL6.0 以上 
・ジャンル 
・語数 
・英検レベル（出版社が公表しているシリーズのみ） 
・シリーズ名 
・（シリーズ名を指定した状態で）シリーズごとのレベル 
・キーワード検索（タイトル名、著者名、関連キーワードなど） 
 
また検索結果を下記でソート可能です。 
・人気順 
・シリーズ順（シリーズごとのレベル順） 
・レベル順 
・タイトル順 
・新着順 
・ランダム順 
 
 
 
(9) 生徒が読んだ本、総語数、（テストの結果等）の一覧機能 



 
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 
 
が一覧で表示可能です。 
 
 
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。 
 
 
※近日中に、課題図書に指定していない本についても、 
生徒の全読書履歴として、上記の①～⑥の項目が一覧で見ることができるようになります。 
 
 
(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？ 
 
クラス設定可能です。 
先生は 1 クラスにつき複数名設定可能です（人数制限なし）。 
 
 
(11) クラス全体へのメッセージ機能。 
 
所属するクラスのメンバーのための「教室ページ」にて、 
先生からのお知らせを掲示することができます。 
お知らせスペースは、簡易エディター（太字装飾やリンク設定などが可能）で編集すること

ができ、 
先生のみ更新することができます。 
 
 



(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 
 
メッセージ機能はありますが、返信機能がありません。 
ただいま返信機能を追加中で、7 月 20 日（月）からプレビュー版がご利用いただけるよう

になります。 
 
 
(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 
 
メッセージ機能はありますが、返信機能がありません。 
ただいま返信機能を追加中で、7 月 20 日（月）からプレビュー版がご利用いただけるよう

になります。 
 
(14) 課題図書の指定、閲覧の制限機能 
 
課題図書は制限数なく指定することができます。 
課題図書の締め切り日の設定はありませんが、 
教室ページの掲示板機能にて、生徒に課題の締め切り日を伝えることができます。 
先生が課題図書としての指定をはずすと、生徒の課題図書リストから該当の本が消えます。 
 
 
(15) 料金の請求書払い（後払い）が可能か、月払いは可能か 
（後払い）は可能です 
（月払い）は、原則は一括払いをお願いしていますが、相談に応じます 
 
 
(16) 最小利用人数 
 
5 名より 
 
 
(17)  最低利用月数 
 
６か月以上、１か月単位延長可能 
 
 



(18)  料金 （例：１ケ月 ２０人、５０人、５００人、１０００人） 
 
（5 人～499 人まで） 
 
英語読み放題コース：6 ヵ月（月単価 200 円）、1 年（月単価 170 円）、2 年（月単価 150
円）、それ以上（相談に応じます） 
英語聞き放題コース：6 ヵ月（月単価 190 円）、1 年（月単価 150 円）、2 年（月単価 100
円）、それ以上（相談に応じます） 
読み＋聞きセットコース：6 か月（月単価 300 円）、1 年（月単価 209 円）、2 年（月単価 167
円）、それ以上（相談に応じます） 
 
（500 人以上） 
 
英語読み放題コース：相談に応じます 
英語聞き放題コース：相談に応じます 
読み＋聞きセットコース： 相談に応じます 
 
 
(19)  申し込み先の URL, メアド 
 
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 
学校版をお試しできるデモアカウントをお送りいたします。 
https://www.cosmopier.com/contact/contact.html 
 
または下記担当へ直接ご連絡ください。 
h.ono@cosmopier.com (営業担当：小野) 
tachibana@cosmopier.com（運営担当：立花） 
 
★学校版のパンフレット電子版 
https://cosmopier.com/samplebooks/estCatalogue2019/ 
 
 
(20)  運営主体の会社名、会社の URL 
 
コスモピア株式会社 
https://www.cosmopier.com/ 



 
 
 


