更新 2020年4月25日

一人(ひとり)で できる 勉強(べんきょう)サイト ＜幼稚園(ようちえん)／幼儿园／Kindergarten ・ 保育園(ほいくえん)／保育园／Nursery School＞
① パソコンやスマートフォンで勉強します／用电脑和智能手机学习／Study using a computer or smartphone.
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
ワオっち！ランド

1
2
3

文字、数、拼图、绘画

Character、Number、Puzzle、Painting

NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/program/

おはなし、うた
Gakken 家庭学習(かていがくしゅう) 応援(おうえん)プロジェクト

诗篇、歌

Story、Song

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
Story
https://happylilac.net/movie/
Character、Song
https://tadoku.org/japanese/free-books/
★ やさしい日本語の 本(ほん)です。

诗篇

おはなし
ちびむすドリル

4
5

https://waochi.wao.ne.jp/waochi-apps/

もじ、かず、パズル、おえかき

ひらがな、うた

文字、歌

にほんごたどく
おはなし

诗篇

Story

・ いろいろな言葉(ことば)で 勉強できます
Audible Stories

1

おはなし

stories.audible.com
Story

・・・ 日本語、English、Français、Deutsch、Italiano、Español

② 印刷(いんさつ)して 勉強します／印刷学习／Print and study
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
1
2
3
4

放課後(ほうかご)たのしーと ①

https://houkago.asahi.com/genre/kotoba.html?iref=gnavi

言葉(ことば)あそび

玩语言游戏

放課後(ほうかご)たのしーと ②
数(かず)・図形(ずけい)あそび

放課後(ほうかご)たのしーと ③

数字・图形游戏

Number・Shape

https://houkago.asahi.com/genre/hyougen.html?iref=gnavi

表現(ひょうげん)あそび

表现游戏

ちびむすドリル 幼児
ひらがな、カタカナ、かず、ぬりえ

word game

https://houkago.asahi.com/genre/kazu.html?iref=gnavi

expression

https://happylilac.net/kisetsu-sozai.html
文字、数、绘画

Character、Number、Painting

更新 2020年8月8日

一人(ひとり)で できる 勉強(べんきょう)サイト ＜ 小学生しょうがくせい (小学生 Elementary school students) ＞
① パソコンやスマートフォンで勉強します／用电脑和智能手机学习／Study using a computer or smartphone.
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
1
2
3
4
5

ITC 教材(きょうざい) eboard

https://www.eboard.jp/dashboard/
漢字 （かんじ）、算数 (さんすう)

Kanji、Mathematics

NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/program/

国語 (こくご)、算数 (さんすう)、社会 (しゃかい)

Japanese、Mathematics、Social studies

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/

Gakken 家庭学習(かていがくしゅう) 応援(おうえん)プロジェクト

学習(がくしゅう)ドリル、 百科事典 (ひゃっかじてん)、 授業動画 (じゅぎょうどうが)

進研(しんけん)ゼミ

Exercise books、Encyclopedia、Video for study

https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/
国語 (こくご)、算数 (さんすう)

東京(とうきょう)ベーシック・ドリル

Japanese、Mathematics

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/

国語 (こくご)、算数 (さんすう)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

Japanese、Mathematics、Science、Social studies

・ いろいろな言葉(ことば)で 勉強できます
1
2
3

京都教育大学公式YouTube kyokyochannel

https://www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-ytfZY0VvlBraQ

算数(さんすう) Mathematics ・・・ 日本語 (にほんご)、中文、English、조선말、português、Tiếng Việt

こんにちは 日本の歴史

https://nihonshigaikokujin.wixsite.com/nihonshigaikokujin

日本 (にほん) の 歴史 (れきし) 日本历史

Japanese history ・・・ 日本語 (にほんご)、中文、English、조선말、 español、ภาษาไทย

Audible Stories
おはなし

stories.audible.com
Story

・・・ 日本語、English、français、Deutsch、Italiano、español

② 印刷(いんさつ)して 勉強します／印刷学习／Print and study
1
2
3

ドリルの王様(おうさま)

https://happylilac.net/ssk/

国語 (こくご)、算数 (さんすう)、英語 (えいご) Japanese、Mathematics、English ・・・ 日本語 (にほんご)

ちびむすドリル 小学生 (しょうがくせい)
国語 (こくご)、算数 (さんすう)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

https://happylilac.net/syogaku.html
Japanese、Mathematics、English、Science、Social studies ・・・ 日本語 (にほんご)

京都教育大学 練習問題 (れんしゅうもんだい) 算数

http://tagengohonyaku.jp/

算数 (さんすう) Mathematics

★ 日本語 (にほんご)、中文、English、조선말、português、Tiếng Việt

更新 2020年4月25日

一人(ひとり)で できる 勉強(べんきょう)サイト ＜ 中学生ちゅうがくせい (初中生 Junior high school students) ＞
① パソコンやスマートフォンで勉強します／用电脑和智能手机学习／Study using a computer or smartphone.
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
ITC 教材(きょうざい) eboard
1
国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)
2
3
4
5
6
7
8
9

https://www.eboard.jp/dashboard/
Japanese、Math、English、Science、Social studies

NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/program/

国語 (こくご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

Japanese、Science、Social studies

ホントにわかる 動画授業(どうが じゅぎょう)

http://www.honwaka.me/

国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

映像授業(えいぞう じゅぎょう) Try It

Japanese、Math、English、Science、Social studies

https://www.youtube.com/channel/UCcj-cHmS0uD91MLjtdiN89Q/featured

数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

京都教育大学公式YouTube kyokyochannel

国語 (こくご)、 数学 (すうがく)

Gakken 家庭学習(かていがくしゅう) 応援(おうえん)プロジェクト

Math、English、Science、Social studies

https://www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-ytfZY0VvlBraQ
Japanese、Math

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/

百科事典 (ひゃっかじてん)、 授業動画 (じゅぎょうどうが)

Encyclopedia、Video for study

N予備校(よびこう)

https://www.nnn.ed.nico/

国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご) Japanese、Math、English

★ 登録 (とうろく)、アカウント作成 (さくせい)が 必要 (ひつよう)です。

進研(しんけん)ゼミ
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/
国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご) Japanese、Math、English
まんがで学ぼう！高校卒業と在留資格(VISA) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=q5xC48A15K0
在留資格 (ざいりゅうしかく) について

Study about the status of Residence

・ いろいろな言葉(ことば)で 勉強できます
こんにちは 日本の歴史
https://nihonshigaikokujin.wixsite.com/nihonshigaikokujin
1
日本 (にほん) の 歴史 (れきし) 日本历史 Japanese history ・・・ 日本語 (にほんご)、中文、English、조선말、 español、ภาษาไทย
Audible Stories
stories.audible.com
2
おはなし Story ・・・ 日本語、English、français、Deutsch、Italiano、español
② 印刷(いんさつ)して 勉強します／印刷学习／Print and study
1
2
3

ちびむすドリル 中学生(ちゅうがくせい)
国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

https://happylilac.net/highschool.html
Japanese、Math、English、Science、Social studies ・・・ 日本語 (にほんご)

京都教育大学 練習問題 (れんしゅうもんだい) 数学

http://tagengohonyaku.jp/

数学 (すうがく) Math ・・・ 日本語 (にほんご)

やまぐち 学習支援 (がくしゅうしえん) プログラム
国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

https://shien.ysn21.jp/gakushi/
Japanese、Math、English、Science、Social studies ・・・ 日本語 (にほんご)

更新 2020年4月25日

一人(ひとり)で できる 勉強(べんきょう)サイト ＜ 高校生こうこうせい (高中生 High school students) ＞
① パソコンやスマートフォンで勉強します／用电脑和智能手机学习／Study using a computer or smartphone.
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
1
2
3
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ITC 教材(きょうざい) eboard

https://www.eboard.jp/dashboard/
数学 (すうがく) Ⅰ

Math Ⅰ

NHK 高校講座 (こうこう こうざ)

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

国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご)、理科 (りか)、社会 (しゃかい)

Japanese、Math、English、Science、Social studies

N予備校(よびこう)

https://www.nnn.ed.nico/

国語 (こくご)、数学 (すうがく)、英語 (えいご) Japanese、Math、English

★ 登録 (とうろく)、アカウント作成 (さくせい)が 必要 (ひつよう)です。

まんがで学ぼう！高校卒業と在留資格(VISA) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=q5xC48A15K0

在留資格 (ざいりゅうしかく) について

Study about the Status of Residence

・ いろいろな言葉(ことば)で 勉強できます
1
2

こんにちは 日本の歴史

https://nihonshigaikokujin.wixsite.com/nihonshigaikokujin

日本 (にほん) の 歴史 (れきし) 日本历史

Audible Stories
おはなし

Japanese history ・・・ 日本語 (にほんご)、中文、English、조선말、 español、ภาษาไทย

stories.audible.com
Story

・・・ 日本語、English、français、Deutsch、Italiano、español

更新 2020年8月8日

一人(ひとり)で できる 勉強(べんきょう)サイト ＜ にほんご (日本語 Japanese) ＞
① パソコンやスマートフォンで勉強します／用电脑和智能手机学习／Study using a computer or smartphone.
・ 日本語(にほんご)で 勉強します
1
2
3
4

NEWS WEB EASY-NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
NHKのニュースです。 やさしい日本語 (にほんご) です。

WEBマガジン「MATCHA」

https://matcha-jp.com/easy/

WEB マガジン です。 日本(にほん)のことを 知(し)ることができます。 やさしい日本語(にほんご) です。

YouTubeチャンネル 「日本語の森」

https://www.youtube.com/user/freejapaneselessons3

YouTubeです。 日本語(にほんご)の 文法(ぶんぽう)、ことば、漢字(かんじ)を 勉強(べんきょう)できます。

にほんごたどく
おはなし

诗篇

https://tadoku.org/japanese/free-books/
Story

★ やさしい日本語 (にほんご)の 本 (ほん) です。

・ いろいろな言葉(ことば)で 勉強できます
国際交流基金 『いろどり 生活の日本語』
1

https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/53/

日本語の教科書 (きょうかしょ) (入門 ～ 初中級)
やさしい日本語、English
中文、English、조선말、português、Tiếng Việt 、español、ภาษาไทย、français、Deutsch、Italiano、မြန်ြာဘာသာစကာား、Bahasa Indonesia、русский язык

文化庁： つながるひろがる にほんごでのくらし
2

NHK WORLD JAPAN： Learn Japanese
3

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=JA

生活(せいかつ)のなかで使(つか)う日本語(にほんご)の会話(かいわ)
日本語(にほんご)の音(おと)をローマ字(じ）で表示(ひょうじ)できます
日本語、English、簡体中文、Português、Español、Tiếng Việt

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/learnjapanese/

レベル別(べつ)で、日本語(にほんご)の勉強(べんきょう)ができます。仕事(しごと)、文法(ぶんぽう)
বাাংলা、မြန်ြာဘာသာစကာား、华语、English、Français、ह िं दी、Bahasa Indonesia、코리언、、فارسی
、العربيةPortuguês、Русский、Español、Kiswahili、ภาษาไทย、Türkçe、、اردوTiếng Việt

4

Audible Stories
おはなし

stories.audible.com
Story

・・・ 日本語、English、français、Deutsch、Italiano、español

