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最初に質問です 
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 日本語のコースや授業でウェブサイトやアプリ、
ツールを 使ったことがありますか？ 

 
 どんなウェブサイトやアプリ、ツールを使いまし
たか？ 



なぜ、eラーニング？ 
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 日本語学習者にとって 

   いつでもどこでも自分のペースでできる 
   自分がやりたい練習ができる 
       継続学習に役立つ 
 

 日本語教師にとって 

       学習者支援に役立つ 
     授業に役立つ     
 



研修会の目標 
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 国際交流基金（JF）が開発した日本語学習の
ためのeラーニング教材（プラットフォーム、オ
ンラインコース、サイト、アプリ）について知る。 

      →学習者に紹介できる。 

 

 eラーニング教材の活用アイデアを得る。 

   →教室で活用できる。 

 
 



研修会の流れ 
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１．「JFにほんごeラーニング みなと」と  

  日本語オンラインコース紹介、体験              

    

２．日本語学習サイト＆アプリ紹介、体験 
 
 

 

３．eラーニング教材の活用 

  ・どう使う？活用例の紹介               

   ・グループワーク： 
    eラーニング教材の活用方法を考えよう！ 

   ・全体共有、意見交換 

  

【アンケート記入、質疑応答】 

60分 
 
 
60分 
 
60分 
 15分 
 30分 

  
 15分 
 

30分 



1. 「JFにほんごeラーニング みなと」と 
  日本語オンラインコース 

• 2016年7月に公開 

• 学習管理システム（LMS）を備えた   

日本語学習のためのプラットフォーム 

 
• 世界中の誰でも利用できる 

 オンラインコースで日本語が学べる 

 コミュニティで仲間と交流できる 

 サイトやアプリにアクセスできる 

「みなと」でできること 
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https://minato-jf.jp/ 
 

【表示言語：日、英、西、中、尼、泰、越】 

https://minato-jf.jp/
https://minato-jf.jp/
https://minato-jf.jp/
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日本語コース 

自習コース：12種類37コース 

教師サポート付きコース：10種類 

コース
タイプ 

解説 
言語 

レベル 

 学習 
カテゴリ 

 開講 
 拠点 



      まるごとコース    

• 日本語（聞く・話す・読む・書く）と日本文化を総合的
に学べるインタラクティブなコース 
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• 学習サポートコンテンツ、マイページで自学自習支援 

https://www.marugoto-online.jp/info/jp 

 

入門（A1） 初級１（A2） 



 

      コースブック 自習コース 解説言語 

 

入門
（A1） 

 1～10課 

まるごとA1-1（かつどう） 英語 

スペイン語 

インドネシア語 

タイ語 

中国語 

ベトナム語 

（日本語） 
 

まるごとA1-1（かつどう・りかい） 

11～18課 

まるごとA1-2（かつどう） 

まるごとA1-2（かつどう・りかい） 

初級1

（A2） 
 1～10課 まるごとA2-1（かつどう・りかい）自習 英語 

スペイン語 

（日本語） 
 11～18課 まるごとA2-2（かつどう・りかい）自習 

      まるごとコース    



ひらがな・カタカナコース 

• ひらがな、カタカナの読み書きを一通り学べる 

• 負担なく文字を学べる 
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入門（A1） 



アニメ・マンガの日本語コース 
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• アニメ･マンガに現れる日本語表現を学べる。 

• A1は単発ライブレッスンや自習教材で学習の動機づけ。 

• A2はキャラ表現を学び、マンガを読み、アフレコ。 

入門（A1） 初級（A2） 

中国語版あり 



KCよむよむ 

• やさしい日本語で書かれた本を自分の好きなものから
自由に読むことができる。 

• 本は多読用のKCオリジナルのもの。 

１．太郎くんの夏休み 

２．天王寺動物園 

３．私の一日 

４．図書館 

５．金剛山 

６．はじめまして、わたしは 

  アインです 

７．アインさんインタビュー 
 

入門（A1） 



スピーチ 

• 自国の観光地について、短い簡単なスピーチをする。 

• 教師のサポートを受けて、ステップ・バイ・ステップで学ぶ。 

初級（A2） 

日本で いちば
ん おすすめの  

かんこうちは  

おきなわで
す。・・・ 



俳句入門 

• 日本語の俳句を詠んだり、作ったりするコース。 

• コースグループで受講者同士の俳句にコメントしあえる。 

中級（B1） 



ビブリオバトル 

• 日本語を使って、「ビブリオバトル」（本を紹介するコミュ
ニケーションゲーム）を行うコース。 

• 受講生が投票で一番よかったチャンプ本を決める。 

中級（B1-B2） 



体験しよう！ 
「みなと」の日本語コース 
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体験しよう！ 
「みなと」の日本語コース 
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 「自習コース」を体験し、気づきをポストイットにメモしよう。 

 

 コースの特徴、自学自習のための工夫 

 

 教室で活用できそうな点 

 

 疑問点 
 



２．JF日本語学習サイト＆アプリ 
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    まるごと＋ 

    ひろがる もっといろんな日本と日本語 

    アニメ･マンガの日本語 

    日本語学習ポータルサイトNIHONGO eな 

    エリンが挑戦！にほんごできます。 

    日本語でケアナビ 

       HIRAGANA Memory Hint   

       KATAKANA Memory Hint  

       KANJI Memory Hint 1,2,3  

       エリンと挑戦！にほんごテスト  

ウェブサイト 

アプリ 

https://www.erin.ne.jp/jp/


• コースブック『まるごと 日本の
ことばと文化』の学習サポート
サイト 

• 課題遂行、異文化理解を重視 

• 動画などを活用した各種練習
ができる 
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まるごと＋（まるごとプラス） 

入門（A1） 初級２（A2） 初級１（A2） 

http://a2.marugotoweb.jp/en/challenge_drama/challenge/?id=2


• 自分の楽しみを通して、
いろいろな日本や日本
語について学べる 

• 12のトピックに関する情

報を読んだり、聞いたり
できる 

• JFSのA1,A2レベルの
日本語でわかる使える 

• マルチデバイス対応 

• 記事更新型 

ひろがる もっといろんな日本と日本語 
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入門（A1） 初級（A2） ~ 



アニメ・マンガの日本語 

• ポップカルチャーからの
日本語学習の動機づけ 

• アニメ･マンガに現れる   
キャラクターやジャンル
の日本語表現をアニメ･
マンガの世界観の中で
楽しく学べる 
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入門（A1） 中級（B2） ~ 

中国語版あり 



• 日本語学習に役立つ
サイトやツールを紹介
するポータルサイト 

• eな情報局、記事更新型 

• アプリも紹介 

• サイト検索機能とわかり
やすい紹介記事      
カテゴリー、レベル           
eなコレ           

キーワード検索   

日本語学習ポータルサイト NIHONGO eな 

22 入門（A1） ~ 上級（C2） 



• モバイル端末（スマートフォン・タブ
レット） 用かな学習アプリ 

HIRAGANA/KATAKANA Memory Hint 
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• 連想イラストとクイズで楽しくかな
を学べるアプリ 

• 覚えられたかどうか確認するため
のクイズも充実 

入門（A1） 



• モバイル端末（スマートフォン・タブ
レット）用漢字学習アプリ 

• 連想イラストとゲームで楽しく漢字を
学べる 

• 「まるごと+」の漢字コンテンツの連想
イラストを活用 

※ KANJI 1「まるごと+」入門（A1） ことば80 単漢字58 

   KANJI 2「まるごと+」初級1（A2 ） ことば158 単漢字180 

   KANJI 3「まるごと+」初級2（A2 ）ことば161 単漢字195 
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KANJI Memory Hint1＆2 

入門（A1） ~ 初級（A2） 



体験しよう！ 
JF日本語学習サイト＆アプリ 
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体験しよう！ 
JF日本語学習サイト＆アプリ 
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サイト、アプリを体験し、気づきをポストイットにメモしよう。 

 

 サイト、アプリの特徴、自学自習のための工夫 

 

 教室で活用できそうな点 

 

 疑問点 

   
 



JFのeラーニング教材の工夫と特徴 
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 主体的に学べるインタラクティブな教材 

  自学自習でも聞く、話す、読む、書くなどさまざまな学習活動 

 自分で選べる選択肢 

  学習スタイルや興味・関心に合わせて選べる 

  スモールステップと段階的な学習 

  導入→確認を繰り返す小単位の段階的な学習で達成感 

 自律学習支援 

  学習目標を明示し、達成度、成果を自身で確認 

  指示やナビゲーションを明確にし、迷わないUIデザイン 

 学習のサポート 

  解説、ヒントなどを参照しながら学べる、日本語表記への配慮  

 



３. eラーニング教材の活用 

  学期開始前の準備学習として 

   「ひらがなコース」（修了証提出）、アプリを活用 

  

 

 

 授業と併用して（授業前、授業中、授業後） 

   前：「まるごとコース」で自習、授業で会話や文化（反転授業） 

    前：「ひらがなコース」で自習、授業で活動（反転授業） 

    中：「アプリ」を投影してかな導入、ペア練習時間（競って楽しく） 

    中：「まるごと+」の動画や「ひろがる」の記事で、ディスカッション 

    後：「まるごと+」やアプリで、文法、語彙、漢字を練習 

 

 

    

 

 教室で紹介し、授業以外の場で自習 

   「NIHONGOeな」で自分に合うeラーニングを探して自律 

     学習計画を立てる（学期中のプロジェクト、長期休暇などに） 

    「ひろがる」「アニメ･マンガの日本語」など、 

     教科書以外で興味のある日本語・文化を自由に学ぶ 
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• eラーニングの日本語

教育現場での活用ア
イデアや授業教材 
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KCクリップ 

http://jfkc.jp/clip/ 

http://jfkc.jp/clip/


eラーニング教材：「まるごと＋ 入門（A1）」 
対 象 者  ：入門（Ａ１）レベル 

学習目標    ： ① 日本人の朝と夜の時間の使い方を知る。 
            ② 自国で朝と夜の時間の使い方を振り返る。 
 
学習の流れ： 
①簡単な質問やクイズ（日本人の平均睡眠時間）でトピックを導入する。 
 

②日本人の朝と夜の過ごし方を紹介する。 
 ・まるごと＋入門（A1)の「せいかつとぶんか」 
  トピック５「せいかつ」の「朝の風景」、「夜の風景」の動画を見る  
 ・いろいろな人の朝晩の過ごし方を紹介する 
 ・日本人の活動を見て、どう思ったかシェアする 
 ・自国での朝と夜の過ごし方をグループで話す 
 

③自分の国独特の活動をコースのSNSでシェアする。（宿題） 
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どう使う？活用例１ 

http://a1.marugotoweb.jp/life_and_culture.php?tp=5&movie=1


どう使う？活用例２
http://www.jfkc.jp/clip/anime/lesson.html 

eラーニング教材：「アニメ･マンガの日本語」キャラクター表現、場面別表現 
対象者：中級（B1）レベル 
学習目標： 
① キャラクターによる表現の特徴を知り、なりきって話すことができる。 
② 短いストーリーマンガを読み、あらすじを理解できる。 
学習の流れ： 
① 「アニメ･マンガの日本語」のCharacter Expressionsの女の子と男の子の

表現の例で特徴を説明する（②のマンガに現れる例で）。 
② 「アニメ･マンガの日本語」のSchool Expressions by Sceneのマンガを配

布し、各自またはグループで読む。 
③ 全体でストーリーについて場面ごとに確認する（内容確認のQ&Aや

キャラクター表現探し）。セリフ、オノマトペ等は音声でも確認する。 

④ グループで役割を決め、キャラクターになりきって、話す。グループで練
習して、アテレコのようにマンガ場面と合わせて発表する。 
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http://www.jfkc.jp/clip/anime/lesson.html


どう使う？活用例３ 

eラーニング教材：「みなと」の「俳句入門B1自習コース」 
対象者：中級（B1）レベル 
学習目標： 

① 俳句の特徴について読んで、俳句に関係があることば（拍、季語、切れ
字など）を理解できるようになる。 

② 俳句を読んで、どんな情景か理解できる。 

③ 俳句の作り方のポイントに注意しながら、季節や自然をテーマに俳句
を作ることができる。 

学習の流れ： 
① 事前教材としてSTEP1「俳句って何？」を見てくる。 
② 授業中に、STEP２「俳句を作ろう」の俳句を鑑賞し、STEP３「俳句を作

ろう」のワークシートと季語リストを使って、自分で詠んでみる。クラス内
で共有する。 

③ 授業後に、俳句コースのグループに投稿する。（時間があったら、他の 

   受講生の俳句にコメントする） 
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どう使う？活用例4 

eラーニング教材：「まるごと+」初級1（A2）「生活と文化研究所」 
対 象 者   ：中上級（B2）レベル 

学習目標     ：① 日本の社会問題についての動画を見たり、 

                          記事を読んだりして、概要を理解できる。 

             ② 社会問題の解決策についてディスカッションできる。 
 

学習の流れ： 
① 日本の「少子化対策」に関する記事やデータ 

   ・ニュースタイトルやキーワードで問題の内容を予想。 

   ・データでわかることについて話したり、キーワードを確認したりする。 
 

② 「まるごと＋ 初級1（A2）」の「生活と文化研究所」  

  ・トピック１「妻と夫の役割」「注目！この人 四ツ谷氏」動画を見る。 

  ・記事をジグゾー読み（各自担当分）し、要点を共有する。 

  ・全体を読み、関連記事（同僚への遠慮、パタハラ）を読む。 
 

③「少子化対策」についてグループでディスカッションする。 

 

 

33 

http://www.jfkc.jp/clip/marugoto/lesson.html 

http://a2.marugotoweb.jp/ja/life_and_culture/topic/1/people/index.html
http://www.jfkc.jp/clip/marugoto/lesson.html


グループワーク 
 eラーニング教材の活用方法を考えよう！ 

 

１．どのeラーニング教材を活用するか決める 

   コース、サイト、アプリ、教科書、SNS等、組み合わせる？ 

 

２．対象者、学習目標を設定する 

   日本語レベル、学習の狙い、何ができるようになる？ 

 

３．学習の流れを考える 

   授業前、授業中、授業後？学習内容と流れは？     
34 



発表＆意見交換 
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研修目標＜達成確認＞ 
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 国際交流基金（JF）が開発した日本語学習の
ためのeラーニング（プラットフォーム、オンラ
インコース、サイト、アプリ）について知る。 

      →学習者に紹介できる。 

 

 eラーニング教材の活用アイデアを得る。 

   →教室で活用できる。 

 
 



日本語学習のためのeラーニング 
 

最新情報は… 
 

 公式サイト  

  KC：http://www.jfkc.jp/ 
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http://www.jfkc.jp/
http://www.jfkc.jp/

