
楽しく日本語学習☆オンライン教材一覧 

教材名（企業名） 内容 URL等 

NHK テレビ 

「にほんごであそぼ」 

NHK E テレ 1 

毎週月曜日～金曜日             

午前 6:35~午前 6:45(10 分)       

（再放送） 同日 午後 5:00~

午後 5:10(10 分) 

日本語のいろいろな言葉を楽しく学習できま

す。 

※NHK みんなのうた も おすすめです。 

https://www.nhk.or.jp/minna/ 

  好き
す き

な歌
うた

を覚えましょう
お ぼ え ま し ょ う

。 

 

 

https://www.nhk.jp/p/ni

hongo/ts/K8MXJPY2M

M/ 

マルチメディア 

『にほんごをまなぼう』

Ver.1.1 
制作：日本語指導教材研究会 

（平成 10・11・12 年度文部科学省委託） 

いろいろな国の言葉で、あいさつなど、 

学ぶことができます。 

Japanese（日本語） Portuguese（ポルトガル語） 

Chinese（中国語）  Spanish（スペイン語） 

Korean（韓国・朝鮮語） English（英語） 

Vietnamese（ベトナム語） Cambodian（カンボジア語） 

 

http://www.tokorozaw

a-

stm.ed.jp/d_base/nih

ongo/ 

 

東京都教育委員会 

「たのしいがっこう」 

School is fun 

快乐的学校 

２２カ国語で、日本の学校で使う日本語を学習

できます。This was published to help 

foreign students adjust to school life as 

quickly as possible and for use by schools. 

为了让外国儿童和留学生们尽快适应学校生活，

并让各学校能够灵活利用，发行的教材。 

https://www.kyoiku.m

etro.tokyo.lg.jp/scho

ol/document/japanes

e/tanoshi_gakko.html 

 

ちびむすドリル レベルに合わせたプリントのダウンロードが可

能。 

https://happylilac.ne

t/kisetsu-sozai.html 

 

ぷりんときっず 学年ごとのプリントのダウンロードが可能。 https://print-

kids.net/ 

 

 

多言語絵本の会 

Producing multilingual 

digital picture books  

 

いろいろな言語で絵本の読み聞かせを視聴

することができます。 

For Children in Japan can encounter many 

languages other than Japanese, and 

Foreigners in Japan can encounter their 

own languages. 

https://www.rainbow-

ehon.com/ 

 

デジタル絵本サイト 
世界各国の民話の翻訳サイト 

いろいろな言語でいろいろな国の民話が読めます。 

Please select your language. 

中国語 日本語 スペイン語 ノルウェー語 

スウェーデン

語 

英語 

インドネシア

語 

韓国語 

イタリア語 フランス語 ドイツ語 アミ語 

 

http://www.e-hon.jp/ 
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“NEWS WEB EASY  や

さ し い 日本語
に ほ ん ご

で 書いた
か い た

ニュース
に ゅ ー す

 

 

～「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ＥＡＳＹ」は外国人
がいこくじん

の

皆
みな

さんや、小学生
しょうがくせい

・中学生
ちゅうがくせい

の皆
みな

さんのために、

わかりやすいことばでニュース
に ゅ ー す

を伝
つた

えます。

～ 

   

  おうちの人
ひと

といっしょに 見て
み て

みましょう。 

① https://www3.nhk.o

r.jp/news/easy/ 

 

その他： 

【小・中・特別支援学校の保

護者様へ】ご自宅での学習

を支援します 

（船橋市役所） 

～学習支援に役立つ情報

を掲載～ 

学習計画を自宅で作成できるファイル。 

文部科学省や経済産業省が作成した学習支

援コンテンツ紹介ページを掲載。 

船橋市教育委員会が提供する学習支援教材 

・暗唱のすすめ 

・船橋版漢字検定「いいかんじ」 

教科書会社提供のコンテンツ 

（今年度、船橋市が採択している教科書会社

が提供しているコンテンツ） 

・動画教材スマートレクチャー（啓林館） 

・EduTown モノづくり（東京書籍） 

・EduTown SDGs（東京書籍） 

・算数（啓林館） http://wakuwakumath.net/ 

       など多数掲載している。 

https://www.city.funa

bashi.lg.jp/shisetsu/

bunka/0002/0001/00

03/p078540.html 

小学校における学校支援

コンテンツ 

（文部科学省） 

～各教科の活用できるリン

ク集を掲載～ 

教科ごとに活用できるリンク集を掲載。 

・NHK for school 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/?cid=dchk

-commonheader 

 

いろいろな学習
がくしゅう

ができます。 

 

・e-board 

・ドリルの王様 

など多数 

https://www.mext.go.

jp/a_menu/ikusei/gak

usyushien/mext_004

52.html 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
http://wakuwakumath.net/
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/0002/0001/0003/p078540.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/0002/0001/0003/p078540.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/0002/0001/0003/p078540.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/0002/0001/0003/p078540.html
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/?cid=dchk-commonheader
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/?cid=dchk-commonheader
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00452.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00452.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00452.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00452.html

