【資料】関西国際センターが運営しているeラーニングリスト（「みなと」、オンラインコース） 2017年8月現在
媒体

システム

コース(LMS搭載サイト）

コース

コース

コース

コース

名前

JFにほんごeラーニング「みなと」

まるごと日本語オンラインコース
(Ａ1-1、Ａ1-2、A2-1)

ひらがなA1コース･カタカナA2コース

アニメ･マンガの日本語A1（あいさつ）コース

KCよむよむA1コース

アニメ･マンガの日本語A2（学校場面）コース

公開

2016年7月

2016年7月（A1-1)、2016年9月（A1-2)、
2017年8月（A2-1)

2016年7月

2016年9月（教師サポート付きコース）
2017年1月（自習コース）

2017年4月（自習コース）

2017年4月（教師サポート付きコース）
2017年7月（自習コース）

URL

想定ユーザー像

対象者の日本語レベル
(カッコ内はＪＦスタンダード相当)

タイプ

ねらい

https://minato-jf.jp/

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

地理的、時間的制約によって、日本語の教室に通うことができない 海外の一般学習者
学習者
日本語に興味はあっても地理的・時間的制約によって学ぶことがで 日本語入門レベル、日本の文字に興味がある人
これから日本語学習を始めたい人
きない人

日本語入門レベル、日本のアニメ･マンガファン

日本語入門レベル

日本語初級レベル、日本のアニメ･マンガファン

レベルを問わない（A1～C2)
※2016年度現在開講中のコースはA1レベルのみ

入門（A1）、初級（A2)

入門（A1)

入門（A1)

入門（A1)

初級（A2)

ＬＭＳ搭載プラットフォーム

LMS搭載コースサイト
自習コース（かつどう） 年2期（受講期間6ヶ月）
自習コース（かつどう・りかい）年2期（受講期間6ヶ月）
教師サポート付きコース（かつどう・りかい）年3期（3ヶ月）

自習コース 年2期（受講期間6ヶ月）

教師サポート付きコース 年5回（単発ライブレッスン）
自習コース 年2期（受講期間6ヶ月）

自習コース 年2期（受講期間6ヶ月）

教師サポート付きコース（受講期間1ヶ月）
自習コース 年2期（受講期間6ヶ月）

日本語と文化をまるごと学び、総合的な日本語力を身につける「み
「学びが選べる」：さまざまなオンラインコースからニーズに合ったも なと」のメインコース。
のを選び、場所や時間を選ばず、日本語を学習できる。JF日本語
ひらがな、カタカナの読み書きができるようになるコース。
学習サイト＆アプリのコーナーもあり、コース以外の学びの入り口と 気軽に学べる「自習コース（かつどう）」、しっかり学べる「自習コース
もなっている。
（かつどう・りかい）」、課題添削やライブレッスンなどの教師サポート
「人とつながる」：コミュニティで世界中の日本語学習者と交流でき 付きで仲間とともにさらに実践力をつけられる「教師サポート付き
る。
コース（かつどう・りかい）」がある。

アニメ･マンガのキャラクター表現であいさつができるようになるコー
関西センター内で開発したやさしい日本語で書かれた短い本
ス。
を、自分のペースで読む自習コース。
日本語未習者でも気軽に学べるコースで、日本語学習の動機づけ
とする。

学校場面のアニメ・マンガの中で使われている男の子と女の
子の表現を学ぶコース。

①かつどう
日本語をたくさん聞き、話す練習を通して、コミュニケーションの実
践力を身につける。

コンテンツ内容

モバイル対応

多言語対応

①イントロダクション
＜教師サポート付きコース＞
コースの流れを確認する。
②りかい
①事前教材（コースによっては割愛）
日本語のしくみ（文字、ごい、文法、文型）について学ぶ。
アニメ･マンガのキャラクター毎に異なるあいさつ、自己紹介などの
②本を読む
表現を学ぶ。
A1レベルの日本語で読める本を自由に好きな順番で読む。
③学習のサポート
①教材
１．太郎くんの夏休み
全体のサポート：コースで学ぶ内容の一覧や日本語の基礎資料、 ・清音・濁音を行ごとに連想イラストなどで学び、練習する。
②ライブレッスン
①オンラインコース
２．天王寺動物園
文法資料や語彙帳、漢字リストなどをいつでも参照できる。
・拗音、特殊音等について学び、練習する。
ライブレッスンで、他の学習者とともに、事前教材で学んだことを
様々なオンラインコースの登録、受講、学習の進捗管理などを行う
３．私の一日
課ごとのサポート：その課で学ぶ「ことば」「きほんぶん」「かんじ」の ・ひらがな／カタカナやことばの読み、書き（タイピング）を練習す
確認し、キャラクター表現であいさつや自己紹介をする。
ことができる。
４．図書館
意味や説明がいつでも調べられる。
る。
５．金剛山
各学習内容のサポート：学習内容に応じて、新しいことばや表現、 ・確認のクイズもある。
＜自習コース＞
②コミュニティ
６．はじめまして、わたしはアインです
日本の文化情報などの補足説明がある。
・オプションで手書き用の練習シートもある。
①教材
登録ユーザーが自分の興味・関心に応じてコミュニティの作成、参
７．アインさんインタビュー
アニメ･マンガのキャラクター毎に異なるあいさつ、自己紹介などの
加をし、世界中のユーザーとつながることができる。
④マイページ
②テスト
表現を学び、クイズで確認し、話す練習をする。
③クイズ
学習進捗：学習の進捗が記録され、学習した箇所、課題の提出、テ ・ひらがな／カタカナの読み書きができるようになったかテストする。
③ＪＦ日本語学習サイト＆アプリ
クイズで内容が理解できたかチェックする。
ストの受験などを一覧で確認できる。
②テスト
これまでにＪＦで開発されたサイトやアプリをまとめたページ。各拠
ポートフォリオ：自己評価や学習の過程で書いた課題、テストの結
音声を聞いて、キャラを選ぶ、キャラクターにあったセリフを選ぶ、正
点の講座への入り口もある。
④全部読んだら振り返ろう
果などが記録され、学習成果を確認できる。
※アプリ「HIRAGANA Memory Hint」「KATAKANA Memory Hint」の しい会話を作るなど、キャラクター表現ができるようになったかテスト
自分のコースでの読書を振り返る。
連想イラスト、「まるごと＋」の音声、画像を活用。
する。
※『まるごと 日本のことばと文化入門A1』とサイト「まるごと+」「まる
オプションで「読書記録」、「朗読音声」あり。
ごとのことば」を活用した自学自習用のオンラインコースサイトで学
※サイト「アニメ･マンガの日本語」の「キャラクター表現」コンテンツ
ぶ。「みなと」とデータ連携している。
を活用。
※関西センターで作成した「KCよむよむ」シリーズのオリジナル
作品を活用。
※A1-1は『まるごと入門（A1)』第1課～第10課、A1-2は第11課～第
18課に該当。A2-1は『まるごと初級（A2)』第1課～第10課に該当。

あり
ページ表示、登録等動作は可。
コース受講時の教材動作保障は学習要素による。

あり

Adobe Captivate9で制作。
PC推奨。

Adobe Captivate9で制作。
PC推奨。

PC推奨。

日本語
英語

日本語
英語、2017年5月スペイン語、インドネシア語、タイ語

英語

英語、2017年8月スペイン語、中国語

英語

2017年7月末ユーザー登録者数：16,262名（159カ国・地域）
総ページビュー：1,886,340PV(2017年7月末時点）
国別上位10位
１．マレーシア
６．イギリス
２．メキシコ
７．フィリピン
３．アメリカ合衆国
８．スペイン
４．オーストラリア
９．ベトナム
５．インドネシア
10．日本

登録者数

2016年度のユーザー登録者数：10,530名（156カ国・地域）
国別上位10位
１．マレーシア
６．フィリピン
２．オーストラリア
７．ベトナム
３．メキシコ
８．イギリス
４．アメリカ合衆国
９．ブラジル
５．インドネシア
10．スペイン

＜教師サポート付きコース、自習コース＞
①教材＋クイズ
動画で男の子と女の子の表現を学び、クイズで確認する。
②教材＋クイズ
「アニメ・マンガの日本語」サイト内にある「場面別表現（学
校）」内のマンガを読み、クイズで内容確認する。
③課題
男の子か女の子になって、セリフを言う。
※課題：音声を録音して、提出する。（教師サポート付きのみ）
④学習のふりかえり
学習をふりかえる。
※サイト「アニメ･マンガの日本語」の「場面別表現（学校）」コン
テンツを活用。

PC推奨。

英語

2017年7月末コース受講者数（累計）： 1,386名
2017年7月末コース受講者数（累計）： 13,292名
総ページビュー：1,890,941PV(2017年7月末時点）
2016年度のコース受講者数：7572名
A1-1（かつどう）自習コース 1034+2235=3269名
A1-1（かつどう・りかい）自習コース 1252+1814=3066名
A1-2（かつどう）自習コース 436名
A1-2（かつどう・りかい）自習コース 730名
A1-1（かつどう・りかい）教師サポート付きコース 19名、27名
A1-2（かつどう・りかい）教師サポート付きコース 25名
※自習コースは開講期間ごとの受講者人数（7月～9月＋10月以
降）

2017年7月末コース受講者数（累計）： 7,162名
2017年4月～7月のコース受講者数：1,944名
ひらがなＡ1自習コース 1,160名
カタカナＡ1自習コース 784名
2016年度のコース受講者数： 5,218名
ひらがなA1自習コース 1033+2265=3298名
カタカナA1自習コース 580+1340=1920名

2017年度(4月～7月)のコース受講者数
アニメ･マンガの日本語A1（あいさつ）教師サポート付きコース
6月：23名
アニメ･マンガの日本語コースA1（あいさつ）自習コース 481名
2016年度のコース受講者数
アニメ･マンガの日本語A1（あいさつ）教師サポート付きコース
9月：9名
10月：20名
11月：27名
12月：27名
3月：24名
アニメ･マンガの日本語コースA1（あいさつ）自習コース 775名

2017年7月末コース受講者数（累計）： 579名
2017年7月末コース受講者数（累計）： 904名

アニメ･マンガの日本語A2（学校表現）教師サポート付きコース
2017年4月： 73名
7月： 52名
アニメ･マンガの日本語A2（学校表現）自習コース 454名

【資料】関西国際センターが運営しているeラーニングリスト（Webサイト・アプリ）2017年8月現在
Ｗｅｂサイト

媒体

日本語でケアナビ

名前

2007年7月

公開

URL

アニメ・マンガの日本語

http://nihongodecarenavi.jp/

2010年2月

http://anime-manga.jp/

アプリ
NIHONGO eな

まるごと＋(プラス)

2010年4月

入門(A1) 2013年2月
初級1(A2) 2014年6月
初級2（A2)2017年7月
まるごとのことば 2013年8月

みんなで聞こう 日本の歌

ひろがる

2016年6月

http://nihon-no-uta.jp/

HIRAGANA Memory Hint

KATAKANA Memory Hint

KANJI Memory Hint 1,2

英語版 2015年8月
インドネシア語版 2015年9月
タイ語版 2016年1月

英語版 2015年9月
インドネシア語版 2015年9月
タイ語版 2016年1月

1 英語版 2016年11月
2 英語版 2017年2月

もっといろんな日本と日本語

2016年8月

https://hirogaru-nihongo.jp/

App store (ios）
Google Play （Android）
Amazon

App store (ios）
Google Play （Android）
Amazon

App store (ios）
Google Play （Android）
Amazon

http://nihongo-e-na.com/

https://marugotoweb.jp/

日本語学習者で入門レベルの人
日本語の文字に興味がある人

日本語学習者で入門レベルの人
日本語学習者で初級レベルの人
日本語の文字に興味がある人

看護や介護を職業とする人

日本のアニメ・マンガが好きな人

日本語学習サイト、アプリを探している人

日本語を趣味として勉強している人
日本の歌を通して、言葉や文化に触れたい
日本・日本語に興味を持っているが、留学
『まるごと-日本のことばと文化-』を使用して 日本語学習者
日本語学習者で入門レベルの人
やビジネスなどの直接的な学習目的がない
日本語を学習している人
日本語や日本文化、日本の歌に興味があ
日本語の文字に興味がある人
人
る人
日本や日本語が好きな日本語学習者

日本語能力試験の旧4級程度（A1～）

レベルを問わない（A1～B2）

入門から上級（A1～B2）

入門から初級（A1～A2）

レベルを問わない（A1～B2）

入門から初級（Ａ1～Ａ2）

入門（A1)

入門（A1）

KANJI1 入門（A1）
KANJI2 初級（A2)

タイプ

検索

学習

検索（記事更新あり）

学習

検索、学習

学習（記事更新あり）

学習

学習

学習

ねらい

アニメ・マンガを入り口として、楽しく日本語 インターネット上にある日本語学習に役に立
日本で看護師・介護職従事者として就労し
を学ぶことで、日本語や日本文化への理解 つサイトやツールを、わかりやすく紹介し、イ 『まるごと』の「入門（Ａ1）」「初級1（Ａ2）」「初 日本の歌を入り口として、日本語学習の動
ようとする日本語学習者とその日本語教育
を深め、さらなる日本語学習の動機づけと ンターネットを利用して日本語を楽しんだり、 級2（A2)」で学ぶ人の自習サポート。
機づけとする。
援助者の支援。
する。
学んだりするのをサポート。

想定ユーザー像

対象者の日本語レベル
(カッコ内はＪＦスタンダード相当)

一度ダウンロードすれば、オフラインで利用
学習者が興味・関心を持つ題材を通して日
一度ダウンロードすれば、オフラインで利用 １）アプリの特性を生かし、気軽に「楽しく」漢
できるモバイル端末用アプリの特性を生か
本や日本語に触れることで、より幅広い日
できるモバイル端末用アプリの特性を生か 字を学べる。
し、隙間時間を利用して、連想イラストで楽
本や日本語を知り、それを学習の継続につ
し、隙間時間を利用して、連想イラストで楽 ２）連想イラストで「楽しく」漢字を学べる。
しくひらがなを学び、クイズで確認できる。
なげる。
しくカタカナを学び、クイズで確認できる。
３）2種類のゲームで漢字を「楽しく」繰り返し
練習することで達成感を感じられる。

①やってみよう(ドラマでチャレンジ、かいわ)
教科書のトピックごとに「Can-do」を１ずつ確
認し、会話動画で練習できる。

①辞書機能
約8,000の項目語と初級文型を使用した約
4,400の例文を収録。

コンテンツ内容

②リストの作成
「タグナビ」を使って自分だけのことばや表
現のリストが作れる。
③例文検索
24の場面やことばから例文が検索できる。

モバイル対応

多言語対応

あり

日本語
英語
インドネシア語

①トップ動画
トピックと関わりのある場所や人の動画を見
①Ｍemory Hints
ることができる。
このアプリのメインコンテンツで、連想イラス
②せいかつとぶんか
トを見ながら、ひらがなを学習することがで
各トピックの「生活と文化」のテーマに沿った
②記事
①キャラクター表現
きる。
動画や情報を見ることができる。
トピックに関する記事を読んだり、動画を視
アニメ･マンガで典型的に見られるキャラク
聴したりして日本語に触れることができる。
ターの特徴的な表現（一言フレーズ、文法、
②Quiz
③イントロダクション（入門（A1)のみ）
記事は随時更新される。
呼称、発音）が学べる。
ひらがなを覚えたら、４つのタイプのクイズ
①サイト検索
日本や日本語についての基本的な情報の ①歌検索
で確認することができる。
「話す」「聞く」などの12のカテゴリーと日本 紹介。「Japan Knowledge」「Pronunciation」 ジャンル（童謡・唱歌、インディーズ）、視聴 ③トピックと私
②ジャンル表現
Read the Hiragana：ひらがなを見て、ローマ
語レベルからサイト／アプリを検索すること 「Grammar」「Writing」「Kanji」の5つのカテゴ ランキング、日本語レベル、50音順、アル
日本人のトピックとの関わりを視聴する動画
海外で人気の4ジャンル（恋愛、学校、忍
字を選ぶ
ができる。
リーに分かれている。
ファベット順などで日本の歌を検索すること コンテンツ。日本人の様々な考え方や話し
者、侍）に特徴的な表現が学べる。
Choose the Hiragana：ローマ字を見て、ひら
ができる。
方を知ることができる。
②-1場面別表現
がなを選ぶ
②eなコレ
④トレーニング
マンガを読みながらフレーズやオノマトペ、
Listen & Choose：音声を聞いて、ひらがなを
利用の目的に合わせて、複数のサイトや
文字・語彙・文法の説明を読んだり、練習し ②動画
④漢字
文化情報が学べる。
選ぶ
ツールを組み合わせて使う方法、サイトや たりできる。
選択した歌のテロップつき動画を、かな･
トピックの世界観を楽しみながら、トピックに
②-2用語クイズ
Similar Hiragana：ローマ字を見て、よく似た
ツールを使った学習方法などを提案してい
ローマ字の歌詞をみながら、視聴できる。歌 関連する漢字語彙や漢字の知識を増やす
ジャンル用語を初級200、中級500、上級
ひらがなの中から正しいものを選ぶ
る。
「まるごとのことば」
詞カードのダウンロードも可能。
ことができる。漢字のタイピング練習もあり。
1000のレベル別にクイズで学べる。
まるごと+を補完する、語彙のコンテンツ。
②-3漢字クイズ
③Hiragana Table
①検索
⑤食
ジャンルによく登場する漢字を初級、中上
五十音表の文字をタップすると、ひらがなの
まるごとのことばを検索できる。
トピックに関連する食べ物の写真を見て、短
級のレベル別にゲームで学べる。
発音が確認できます。また、日本語の表記
②自分のリスト
い日本語を読むことができる。
についての基本的な解説とひらがなの説明
トピック、課、コースブック、品詞などで絞り
を見ることができる。
込み、自分の語彙リストを作成できる。
⑥コメント
③コレクション
トピックについてコメントしあうことで、世界中
カレンダー、時間、位置、数、色の語彙一
の人とつながることができる。
覧。

なし

英語
スペイン語
韓国語
中国語
フランス語

なし（入門A1）
あり
あり（初級1（A2）、初級2（A2)、まるごとのこ あり
(ただし、アプリ紹介のみブラウザ幅で対応)
とば）

日本語
英語
中国語
韓国語

日本語
英語
スペイン語（入門A1、まるごとのことば）
インドネシア語（初級１（A2）「生活と文化」の
英語
み）
※「まるごとのことば」は入門（A1)、初級１
（A2)、初級2（A2)とも英語、スペイン語、イン
ドネシア語、タイ語に対応

①Ｍemory Hints
連想イラストで、漢字を学習ことができる。
①Ｍemory Hints
①-1 Memory Hint
このアプリのメインコンテンツで、連想イラス 連想イラストで漢字の字形や意味を学習
トを見ながら、カタカナを学習することができ す ることができる。
る。
「漢字ことば」でトピックごとの漢字語彙の
意味（英語）、読み（かな・音声）、書き順、例
②Quiz
文を見ることができる。
カタカナを覚えたら、４つのタイプのクイズで ①-2 Kanji Check
確認することができる。
「いみ」「よみ」「イラスト」のチェックボックス
Read the Katakana：カタカナを見て、ローマ で表示・非表示を選び項目をチェックでき
字を選ぶ
る。
Choose the Katakana：ローマ字を見て、カタ ①-3 Kanji Table
カナを選ぶ
本アプリで学習できる漢字をトピックごとの
Listen & Choose：音声を聞いて、カタカナを 表で見ることができる。
選ぶ
Similar Katakana：ローマ字を見て、よく似た ②Game
カタカナの中から正しいものを選ぶ
②-1 Kanji Memory
漢字を意味、読み、字形でマッチングする
③Katakana Table
ゲーム
五十音表の文字をタップすると、カタカナの
②-2 KanjiI Catch
発音が確認できます。また、日本語の表記 漢字の正しい意味、読みをキャッチする
についての基本的な解説とカタカナの説明 ゲーム
を見ることができる。
※KANJI 1（「まるごと+」入門（A1)の漢字）
KANJI 2（「まるごと+」初級（A2）の漢字）

あり

あり
あり
あり
(スマートフォン、タブレット対応、ＰＣ用では (スマートフォン、タブレット対応、ＰＣ用では (スマートフォン、タブレット対応、ＰＣ用では
ない)
ない)
ない)

日本語
英語

英語
インドネシア語
タイ語

英語
インドネシア語
タイ語

総ダウンロード数（2017年7月末）： 107,875 総ダウンロード数（2017年7月末）： 81,550

PV（ページビュー）

総ページビュー（2017年7月末）：
6,799,248PV
2016年度年間：756,485PV

総ページビュー（2017年7月末）：
17,019,917PV
2016年度年間：1,496,468PV

総ページビュー（2017年7月末）：
7,999,004PV
2016年度年間：1,221,634PV

総ページビュー（2017年7月末）：
8,018,684PV
2016年度年間：2,740,016PV

総ページビュー（2017年7月末）： 230,037PV 総ページビュー（2017年7月末）：356,922PV 2016年度ダウンロード数：75,345
2016年度：199,640PV
2016年度：271,614PV
81,109（英語版）
6,790（インドネシア語版）
4,088（タイ語版）

2016年度ダウンロード数：57,630
60,695（英語版）
4,384（インドネシア語版）
2,974（タイ語）

英語

総ダウンロード数（2017年7月末）： 85,519
2016年度ダウンロード数：43,732
38,076（KANJI 1)
5,646（KANJI 2)

