韓国における日本語マルチメディア教育
遁咽輿
多和田真一郎
韓国における日本語教育関係のWebを中心に、日本におけるそれも含めて、参考資料と
して(資料となるように)、収集してみたものである。

Ii."1:

1 、韓国における日本語学習関係のWeb
(1)日本語学習関係wcb
(2)日本語CD‑ROM
・日本の映画
・学習CD‑ROM
・日本語vcD
・日本語CD‑ROM関連web
(3)日本語学習関係の個人ホームページ
(4)日本語学習関係の同好会
2、日本における日本語学習関係のWcb
1、韓国における日本語学習関係のWeb
(1)日本語学習関係web
1 ) http://myhome.shinbiro.com/ kaiwa/index.html‑日本語学習同好会、日本映画の紹介、語
学資料収録
2 ) http://myhome.shinbiro.com/Tiananiml/home.htm‑ビジネス日本語の表現収録
3 ) http://www.bcline.comrjapanese/‑日本語学習、日本のアニメ、映画台本、留学情報等
4 ) http:〟cozykim.pe.k〟‑日本語と日本文化、外来語、テスト問題
5 ) http://home.taegu.net/Tconeko/‑慣用句、文法、会話、歌、日本語教育関連の論文紹介
6 ) http:仰ora.dacom.co.kr/ yamujin/‑日本の文字、書き順、単語学習、基礎文章学習、 CD‑
ROM‑Title紹介
7 ) http:〟my.netian.com/ nam60/‑日本の常識、日本語学習資料、
) http://forum.goldbank.co.kr/tomo/‑日本語同好会、日本ニュース及び生活記、地域勉強
会紹介
9 ) http://jpn.darakwon.co.kr/@iruka;/‑日本語学習グループ
ー
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10) http://www.janet21.co.kr/‑日本語の発音、会話と文法、聴解、読解
ll) http‥//www.didimddol.co.kr/japan.htm‑日本語の基礎及び文法講座、関連資料紹介等
12) http://dwchoi.x‑y.net/‑敬語、副詞、擬声語・擬態語表現紹介
13) http://210.218.66.12rsjbyeon/‑日本語の語桑及び文法、会話、読解資料、関連資料紹介
14) http://myhome.shinbiro.com/ bandis/index.htm‑日本の歌謡、会話、関連サイト紹介
15) http:〟galaxy.channeli.net,/akachan/‑各種の日本語語桑、漢字、文法、生活日本 語、各
種日本語能力認定試験、日本の大衆文化等
16) http://galaxy.channeli.net/anzu!‑日本語の文法説明、日本文学の翻訳、日本料理法
17) http://japanteacher.co.kr/‑ビジネス日本語、留学及び試験情報、会話学習方法等
18) http://myhome.netsgo.com/marien/default.htm‑日本語初級者対象の文法、読解、日本の
歌謡
19) http:〟myhome.shinbiro.com,/ urnnamu/index.htm‑初級者のための学習内容収録
20) http://www.jakoclub.co.kr/‑日本語同好会、アニメ台本及び学習資料
21) http:〟galaxy.channeli.net,伽esun/‑日本語の基礎、 web上日本語の使い方、関連サイト
22) http://www.japanmania.co.kr/‑漫画、アニメ、文法、翻訳など語学資料収録
23) http:〟my.netian.com/ brl125/一文化、会話、文法資料
24) http:〟my.netian.com/"nizidi/‑初級、中級の講義及び漫画、広告資料収録、学習サイト
:',i''1if

25) http:〟www.tomoclub.net/‑日本語の歌、文法、会話、基礎講座、放送聴取サービス
26) http://rose.ruru.ne.jp/multiplication/m‑net‑k.html‑韓国と日本とのE‑Mail学習サイト
27) http:〟myhome.netsgo.com/saiba!‑日本の歌を資料とする日本語勉強、日本の詩、日本
文法、関連Q&A

紹介

28) http://www.jade.dti.ne.jp/Tcocha/‑単語、文法、漢字学習情報
29) http://forum.netian.eom/@koja/‑最近の日本の動向、語学勉強、日本のWeb‑site、 E‑Mail
I!jiA

30) http://home.hanmir.com/ jal5/‑日本語の上級課程の学習教材と関連サイト紹介
31) http://www.digitaljapan.co.kr/‑日本総合情報サイト、日本語学習
http:〟www.ilbono.com‑ゲーム、歌、漫画、 C Fなどで習う日本語
33) http‥〟my.netian.comrtopnipon‑日本語学習資料リンク集、日本のCF、 MP3 、日本の芸
能人ホームページリンク
34) http://www.aha15.co.kr‑単語、文法、ひらがな練習等、動画
35) http://my.dreamwiz.com/minl973‑日本の観光地、日本の天気、日本語会話
36) http:〟www.kyosil.com‑大学入試の外国語などを運営する教育専門サイト
37) http:仙iut.kumoh.ac.kr/ yorokobi‑日本語会話同好会、各種の日本関連情報
‑
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38) http://www.freechal.com/ilbon‑簡単な日本語会話と歌、写真、サイト紹介
39) http://www.jculture.co.kr/mi卜日本語単語のゲーム、最新日本文化情報、留学・試験情
!',

40) http://www.isetan.co.kr‑口語体の日本語表現の学習
41) http://jesus73.pe.kr‑日本の宗教&日本語教育
42) http://www.jakoclub.co.kr‑日本人との出会い、日本地域紹介
43) http://www.imckorea.com/hakwoQ/‑日本語インターネット会、日本語毎日勉強、日本語
能力試験問題紙、日本資料
44) http:〟imckorea.com/‑日本語専門教育、日本語認定試験、日本語同好会
45) http:〟saturn.interpia98.net/ kyoto‑京都大学韓国人留学生会、留学生活紹介、リンク集
46) http://www.homestudyclub.co.kr‑日本語の文字ゲーム、 T V ‑ CM、日本語カラオケ、
漫画で習う日本語、ドラマ日本語、日本の芸能人紹介等
47) h坤://www.hongjpc.co.kr/‑インターネット日本語教育、サイト紹介。

(2)日本語CD‑ROM
<日本の映画>
1 ) shallWeDance‑日本語字幕、韓日完訳台本
2 ) AprilStory一日本語字幕、韓日完訳台本
3 ) LoveLetter一日本語字幕、韓日完訳台本
<学習CD‑ROM>
1 )楢山節考‑MagicCaptionMovie :韓日字幕選択
見て、聞いて、感じて、付いて学習する立体学習CD‑ROM
2 ) Goodmorning独学日本語一日本語を基礎から独学
3 ) NHKすらすら日本語一日本語学習CD‑ROM
4)ふれあい日本語1‑教材+cD
5)金栄振

個人指導

日本語

動映像

講義cD 1

6)独学日本語1
7)漫画で習う日本語会話1
8)日本語ジャーナル1
9)日本語ホームステイクラブ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE
10) NIHONGO CHART‑教材+CD‑ROM+講義TAPE
NIHONGO CHART

2 ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE

NIHONGO CHART

3 ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE

NIHONGO CHART

4 ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE
‑
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NIHONGO CHART

5 ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE

NIHONGO CHART

6 ‑教材+CD‑ROM+講義TAPE

<日本語

VCD>

日本語原音、韓国語字幕、日本映画 vcD
1)駅(降旗康男監督)

(制作)延世ディジタルメディア㈱

2)踊る大捜査線(本広克行監督)

(制作) Daumメディア

3) shallwedance (周防正行監督)

(制作)スタマクス

4) SAMURAIFICTION (中野裕之監督)

(制作)ツデイエントティマント

5) Loveletter (岩井俊二監督)

(制作)アルトメディア

6) AprilStory

(制作)アルトメディア

7) PoPPoYa
<日本語CD‑ROM

岩井俊二監督)

降旗康男監督)ツデイエントティマント
関連のWeb>

1 ) http://www.kidshop.co.kr/product/p̲cd/etc/japanese.htm

2 ) http://bora.dacom.co.krryamujin/yamujin/ANNE.HTM
3 ) http:〟www.dialog.cnk〟cdrom/cdsub̲htm!cd̲cng/cde53.htm1
4 ) http://my.netian.comrj8052/product2.htm
5 ) http ://my.netian.comrroks82 1/special/gif/ajapO 1.htm
http://www.clickgogo.co.kr/i‑mall/way‑cart/nhk.html
7 ) http:〟nihon.korea.ac.k〟nihongo,/linguistics/textfile/text.html
) http://www.uacd.co.kr/Edus/ETC/itiban.htm
9 ) http://www.yamasa.org/acj s/network/!(orean/competition/index.html

1 0 ) http://dialog.co.kr/cdrom/cdsub̲htm/cdjpt/cdj07.html
1 1 ) http://www.dialog.co.kr/cdrom/cdsub̲htm/cdJpt/cdjO7.html

<日本語関係の主な出版社>
1 )日本語BANK一語学研修プログラム、留学案内、日本語教材及び日本文化雑誌
C‑Japan紹介、購入案内
2)進明出版社 一 日本語専門語学教材出版、新刊及びベストセラー紹介
3)時事日本語 一 日本語教材専門出版
<日本語関係の個人ホームページ>
1 ) http:〟soar.ssu.ac.krmanakang! (サイト名:日本語さんぼ) ‑日本語入門、敬語、中
級学習の要点整理。
2 ) http:〟myhome.shinbiro.comrbandis/index.htm ハンディと日本語を)インターネット
での日本語入力及び歌で習う日本語学習資料収録
3 ) http://user.chollian.netrkangsel (Kang, seung‑hwan)一日本のニュースリスト、韓国の
‑
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サイトリスト
4 ) http:〟myhome.shinbiro.com/"datum4/index.html (White‑Christmas) ‑クリスマスのイ
メージとキャロルファイル、日本語学習サイト
5 ) http://my.dreamwiz.com/see fight/ (Kimjyung‑kun)一漢文と日本語学習、芸能人写真
公開
6 ) http://my.netian.com/Tdanukim/ (kianukim)一日本語能力試験、漢字能力試験紹介
7 ) http://myhome.naver.com/jin537/ (日本語旅行情報) ‑東京地域の旅行情報、日本語
インターネット利用法紹介
i ) http://my.dreamwiz.com/rjshhee/ (Ryu,Jyung‑hee)一日本語基礎知識、料理常識など
紹介
9) http://my.dreamwiz.com/soojic/ (soojic)美しい詩、日本語勉強、推薦サイトリンク集
10) http://user.chollian.net/ cdcopy/ (Pakjong‑yung) ‑日本語会話、生活法律紹介
ll) http://my.netian.comr7773/ (Pakjyung‑kyu)一日本語勉強サイト集
12) hq3://galaxy.channeli.net/headspin/ (headspinet)一日本語科専門資料
13) http:〟user.chollian.net/ yky303/ (日本への航海) ‑Webでの日本語の見方、新開、雑

誌、情報提供
14) http://my.netian.com/ nico0525/ (ゆんちゃんの日本話) ‑日本語学習コーナー、日本
の歌謡及び映画紹介
15) http://myhome.hananet.netrkimonero,/ (きもね) ‑日本語学習
16) http://my.netian.com/ mega9277! (オンダルの後商) ‑日本語の学習、サッカー、映
画、リンク集
17) http://my.netian.comrfresh93/ (日本)一日本及び日本語サイトリンク集
18) http://www.digitaljapan.co.kr/ (日本大探検) ‑日本のリンク集、日本関連の記事
19) http:〟www.din.or.jp/'tommy/ainuKorean.htm (とみた

たかし) ‑ハングル・日本

語・英語の詩、アイヌ民族の言語紹介。
20) http‥//members.tripod.lycos.co.kr/ hiskbj/ (hoang,in‑sang)一日本文化、歴史、常識と
日本語学習資料提供
(4)日本語学習関係の同好会
1 ) http://forum.goldbank.co.kr/tomo/ (ともだち) ‑日本語同好会、日本のニュース及び
生活記、地域の会の紹介。
2 ) http://forum.netian.eom/@koja,/ (Koja) ‑netian日本語同好会、最近の日本の動向、語
学学習、日本のWed‑site情報提供

‑
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2、日本における日本語学習関係のWeb
1 ) http:〟www.enteract.com/ sonobe/japan/‑基本的な日本語の日常会話を学習するO
2 ) http:〟www3.wind.ne.jp/gahoh/index.htm‑ひらがな、カタカナ、漢字の書き順ムービー
が見られるホームページ。 Mac用スタックも掲載
3 ) http://jin.jcic.or.jp化idsweb/language.html‑画像や音声を使った日本語学習を紹介
4 ) http://www2.ak.cradle.titech.ac.jp,!Rise/top.htm‑日本語教材用に作られたQuickTimを使っ
た4コマ漫画
5 ) http:〟www2.big.or.jprhajime/hihongo/index.html‑日本語教師が開設するウェッブ版日本
語講座、クイズ、コラム、リンク集他
6 ) http:〟www.0‑inon.com/classa3.html‑日本語サービス‑日本語学習者を対象にしたゲー
ム、ニュース等
7 ) http://www3.justnet.ne.jp/Tcanaku/‑短期滞在のための日本語会話を紹介。自己紹介、数、
注文等のテーマ別に学習
) http://www.asahi‑net.or.jprft5k‑ymd/learn.html‑外国人のための日本語指導、外国人社員
の日本語習得、定住外国人のための日本語教室開設等の活動紹介
9 ) http://www.kyoto.zaq.ne.jp/wakjapan/index.html‑日本語研究会主催日本語公開講座案内
10) http:〟W叫apanese.com,/‑日本語を学ぶ人へ各種の教材を提供。日本語教師の検索も可
能
ll) http://www.ingjapan.ne.jp化ojpclass/‑日本語学習のページ。挨拶や食べ物、買い物、歴
史を通して学ぶ。
12) http://www.bekkoame.ne.jpryabu/‑日本語の紹介。ひらがな、かたかな、漢数字などの
表記についてなど。
13) http://www.asahi‑net.or.jp/ nj3n‑bb/‑現役日本語教師が日本語教育と文学について語る。
伝言板もある。
14) http://www.alc.co.jp/nihongoji/nk/nkhome.html‑アルク日本語関連プログラムー「月刊日

本語」 「日本語ジャーナル」等をを発行。日本語教育に関する情報を提供。
15) http://www.linkclub.or.jp/ cdl‑tska/index.html一元アナウンサーが提案する日本語を昔で
楽しむ「音ことば」や音一覧表。
16) http://www.tokai.or.jp/undoujyo/‑漢字の運動場一漢字学習を助けるソフト。
17) http://www.asahi‑net.or.jp/ if2n‑szk/jcont.html‑日本語学習経験のない人を対象とした、
ごく初歩的な「外国語としての日本語」の紹介。
18) http:〟language.tiu.ac.jp/‑日本語学習者用の辞書ツール、ふりがなツール、語桑チェッ
カー、漢字チェッカー等
19) http://www.alc.co.jp/jquiz/jquiz.html‑時事用語、慣用語句、方言他を総合的に出題○こ
‑
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とばに関するアンケートも。
20) http://www.nihongoryoku.co.jp/‑日本語の運用能力に関する試験実施要項
21) http‥//www4.justnet.ne.jp/ kugutsu/‑人形で教える日本語、人形劇教授法の理論、実践方

法、実例集等。
22) http:〟www.geocities.co.jp/Milkyway‑Kaigan,!3484/‑重要文型や文法事項の例文、日本語
教育に関する情報、文通コーナー等
23) http:〟www.sun‑inet.or.jp/"quilpie/‑留学生による、日本への留学生のための各種情報。
日本語能力試験や大学の案内、各相談所、 「困った時はここに相談」等
24) http://uxOl.so‑net.ne.jprol779uma/learn.htm‑経験10年以上の日本語教師がわかりやすく、
楽しく、力のつく授業をする。日本語能力試験対策のほか小、中、高校生の教科の補
習もひきうけている。
25) http://moon.f‑edu.fukui‑u.ac.jp/‑コンピュータを利用した日本語教育等。日本語読解支
援システム
26) http:〟www.ivg.co.jp/ic!一便いやすく、高い効果が期待できる映像教材の紹介。
27) http://www.kjls.or.jp/‑日本語教育関連の事業をしている団体。講座案内、学生や教師
の声を掲載
28) h坤://casa2.dokkyo.ac.jp/ japan/‑日本文化の紹介、日本語学習ページ
29) http://www.sal.tohoku.ac.jp/ gothit/!(anren.html‑東北大学文学部の後藤斉氏による「言語
学、各個別語学、言語教育学とその関連領域」に関する膨大なリンク集
30) http://www.big.or.jp/ jas/‑新しい学習・教授法であるサジェストペデイアの研究と普及
を目的に設立された学術団体のWeb page。サジェストペデイア(Suggestoped ia)は、
ブルガリアのロザノフ・ガテバ両博士が開発したもので、現在、特に語学教育関係者
の間で注目されている。このWebpageも主たる話題は語学・言語教育に関するものだ
が、サジェストペデイアの周辺領域とも言える様々な分野(芸術、心理療法等)の記
事も掲載されている
http:〟member.nifty.ne.jp/nihongo/‑日本語教育関連情報を提供するWeb。 Web pageは、
日本語教科研究会の活動紹介、ケイ・インターナショナルランゲージスクールの紹介、
日本語教育スタッフユニオンの事業案内、学会・研究会情報、日本語教育関連Siteリ
スト集などからなる。 『JLENewsletter』は『日本語教育通信』の姉妹Site。現在更新を
中断している。
32) http:〟www.pantomime.org/nihongo/‑地方自治体や国際交流団体に日本語教授法講座・
日本語講座を提供する活動を行っている「日本語教師のネットワーク」。 Webは、会
の活動紹介、講座の案内、研究会記録等からなる。
33) http:〟www.gu.edu.au!school/1叫japanesemain,/private.kaz.suggestopedia.html‑オーストラ
ー
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リアのGriffith Universityにおいて日本語教育に携わっている萩原一彦氏の『サジェス
トペデイアと加速学習研究のためのリンクページ』。氏の論文も掲載されている。
http:〟www.edogawa‑u.ac.jp/mainoue/index‑j.html‑江戸川大学社会学部助教授の井上雅
子氏は、フランス語教育の授業にサジェストペデイアの諸要素を応用実践している。
wcbでは、その研究ノートおよび学会関係の情報が掲載されている。学生が作成した
レポートや氏の短歌作品の紹介もある。
35) http://www.age.ne.jp/x/yokoo/index.html‑福岡で日本語教師をしている横尾恵子氏の
web。日本語教室から、エッセイ、 Link等からなる。 MidiやAiffの音声を取り入れた
ページ(Myroom)もあり、随所に仕掛けが。猫がマスコットになっている。
36) http:〟www.venus.dtinet.or.jp/'stone/一国語教師(高校)のすとん氏のWeb。リンク集が

中心で、日本語・国語関係、国文学関係、国語教育 & 教育全般、電脳・雑学 関
係の便利なページ等が紹介されている。他に、写真館やエッセイなども。氏はNifty
Serveの会議室も主催
37) http://basil.cs.inf.shizuoka.ac.jp/Tcitamura,/‑静岡大学情報学部情報科学科の北村達也氏の
wcb。氏は、 www上の日本語読解支援システムについて研究しており、 web上でシ
ステムを公開している。 Webpageは、研究活動、日本語読解支援、文書、授業 関連、
リンク等からなる。
38) http://www3.famille.ne.jp/ michiko/‑新潟で日本語教師をしている鈴木紀子氏の『日本
語、日本語教育、家族新聞のページ』 wcb。 Webpageは、日本語教室便り、旅日記、
家族新聞、 BBS、 CHATルーム、リンク等からなる。
39) http://www.asahi‑net.or.jp/ nj3n‑bb/‑福岡で日本語教師をしている馬場直美(ばばな)
氏の『日本語・日本語教育・日本文学のページ』 web。 Webpageは、日本語に挑戦、
日本語日誌、日本語と文化、日本語教師って、文学散歩、リンク、 BBS等からなる。
40) http://www.nihong0‑online.org/‑日本語研究社提供、日本語検定協会・情報センターの
協力によるWeb。秋田点氏が制作・運営。日本語・日本語教育情報に関する総合的情
報を提供する。今日の話題、求人情報、日本語学校・教室・養成講座・関連団体のデ
ータ、教師の控え室・交流広場、日本語と教え方に関する記事、掲示板など、質・量
ともに非常に充実したSite
41) http:〟www.bl.mmtr.or.jp/ idu230/‑泉更生氏によるWeb。日本語教育史についての情報

が豊富である。日本語教育史講座・年表、台湾情報、論文・参考文献、日本語教育関
連情報、リンク集、掲示板等よりなる。非常に充実したSite
42) http://dasan.sejong.ac.kr/ morishin!hpj.html‑韓国の世宗大学校で日本語教師をしている
森山新氏のWeb。 Web pageは、日本語教育・日本語学、韓国の日本語教育情報、氏の
研究・著書の紹介、日本語広場、リンク集等からなる。 KOreanVersionもある。
‑
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43) http://akizuki.pr.co.kr/‑韓秋月康夫氏のWeb。 Webは、日本語授業日記、韓国地方都市
生活情報、 「壁」 (エッセイ)、つぶやき広場(BBS)、日本語教科書書きたい放題
(BBS)、日本語業界の回想記、リンク集等からなる。
44) http‥仙ome.alc.co.jp/db/owa/bbsJap‑アルクの『日本語教育情報センター』 (http:〟www.
alc.co.jp/nihongoji/centre/)内にあるBBS。日本語教師と日本語教育関係者の交流の場
として設けられ、日本語と日本語教育に関する記事を自由に投稿・閲覧できる。 Web
は「月刊日本語」編集部が運営している。
45) http://www.aianet.ne.jprorlando,/VWW/DAT/mljpn.html‑福島比昌子氏による国内の人文
系メーリングリストの案内。日本語教育のMLも紹介されている。美術史、地域研究、
文学、言語学・外国語教育、社会学・人類学、音楽学、心理学、精神医学・分析学、
哲学・思想、歴史、科学・自然史、資料と情報検索、ビジネス・経済のMLを掲載。
E‑mailとネチケットに関する記事もある。
46) http://www.fed.hirosaki‑u.ac.jp/ ogura/links/links.htm‑弘前大学の小倉肇氏による国語科
教育と日本語関連のリスト集。国語科教育、日本語学、研究機関・学校、学会・研究
会、研究者、関連サイト、教科書・出版社・書店、図書リスト、紀要・雑誌、論文、
教材・ソフト、図書館・文庫・博物館などの膨大なリストとなっている。
47) http:〟www.kokken.go.jp仙kyubul/cgi‑bin/Index.cgi‑日本語教育センター日本語教育指
導普及部のWeb。 Web pageは、調査研究プロジェクト、伝言掲示板、文献検索用サー
チエンジン(研究所所蔵の文献検索)、日本語教育指導普及部の他のページへのリン
ク、関連研究機関へのリンク等からなる。
48) http://www.kokken.go.jp/jsl/‑日本語教育研修室と日本語教育研究会(OB会)の有志が
管理・運営しているwcb。日本語教育行事ニュース、日本語教育研修室と活動の概観、
事業の紹介、日本語教育研究会の紹介、所蔵文献の紹介、研究情報、掲示板、日本語
教育関連のサイト集、学習素材(写真素材集)、日本語教育見聞等からなる。
49) http://wwwsoc.nacsis.ac.jp!nkg/index.html‑社団法人日本語教育学会のWeb。ニュース、

日本語教育学会の紹介(目的、歴史、組織、入会案内、事業報告等)、研究・刊行・
研修・調査研究・日本語教育啓発の各事業について、学会誌、刊行物、研究・教育情
報、会員のためのページ、リンク集などからなる。
50) http:〟www.3anet.co.jp/‑ 「みんなの日本語シリーズ」等の教科書・教材を出版してい
る会社のWeb。出版案内、近刊案内、研修案内、リンク集など。
51) http:〟www.cmpk.or.jp/user/aiueoscl/‑市川日本語学院(在千葉県市川市)の学院長であ
る山口寛氏の運営のWeb。 Webは、 「あいうえおのページ」 (学院の紹介)、 「ガラスの
ページ」 (ガラス瓶の工芸品の紹介)、文部省所管の社会教育団体の「S.Y.Dのページ」
の3つのメニューよりなる。
‑
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52) http:〟www2.justnet.ne.jpru!index.htm‑関西および関東で日本語教育関係者の草の根ネ
ットワークを作ろうと活動している団体のWeb。 Webは、 HomePage・とも新聞のバ
ックナンバーの情報、ともと一言、図書紹介、就職情報・参加募集案内、日本語教
室・生徒募集のお知らせ等からなっている。
53) http://ha2.seikyou.ne.jp仙ome/Yasuo.Ouchi/‑専門学校で日本語教育に従事している大内
泰夫氏のWeb。 Webは、日本語を教える、ヨーロッパの写真集、韓国関係のお部屋、
Macのお部屋、リンク集、ゲストブック等からなる。辞書・教材についての解説が詳
しく、リンク集も充実している。
54) http://www.mainichi.co.jp/eye/‑新しい情報
55) http://www.yomiuri.co.jp/etc/mini.htm‑新しい情報、読売オンラインミニ辞典
56) http://www.asahi.com/paper/column.html‑新しい情報、朝日新聞「天声人語」
57) http://www.bekkoame.or.jp/%7Ey.kawakami/‑うわさとニュースの研究会、新情報
58) http://www.ntt.co.jp/japan/index‑j.html‑日本文化についての情報
59) http://www.japan‑guide.com/quiz/index̲e.hts‑JAPAN QUIZ、日本文化についての情報
60) http://www.mahoroba.or.jp/%7EgonbeOO7/hog/shouka/00̲songs.html‑ごんベ007の好きな

「なつかしい童謡・唱歌・寮歌・わらべ歌・民謡」、日本文化についての情報
61 ) http://www.wnn.or.jp/wnn‑tokyo/english/young/jindex.html‑Japan Thru Young eyes、日本
文化についての情報Multi‑Cu
62) http:〟www.netlaputa.ne.jp/'tokyo3/‑lturaトPedia、日本文化についての情報
63) http:〟www皿ars.dti.ne.jp/ memo/‑おばあちゃんの知恵袋ホームページ、日本文化につ
いての情報くらしの知恵袋
64) http://town.hi‑ho.ne.jp/box/demo/life/‑日本文化についての情報
65) http://www.age.ne.jp/x/net‑j/chie/‑知恵袋大辞典、日本文化についての情報
66) http://hunter.joy.ne.jp/tokyometro‑今日を見る 明日を読む 中づりハンター、日本文
化についての情報
67) http://wwwl.kirin.co.jp/hall/talklive/index.htm‑カウンタートークライブ、日本語につい
ての情報
68) http://www.aozora.gr.jp/‑青空文庫、日本語についての情報
69) http://www.avcc.or.jp/papyrus,!index.html‑ぱぴるす、日本語についての情報
70) http://www.bekkoame.ne.jp/ akanet/‑あかねホームルーム、日本語についての情報
71) http:仙uzan.f‑edu.fukui‑u.ac.jp/bungaku.htm‑日本文学等テキストファイル、日本語につ
いての情報
72) http://www.noda‑hs.noda.chiba.jp/nodatei/‑若者言葉、日本語についての情報
73) http://www.orange.ne.jp/ kibita/dwd/dwdmain.html‑投稿!ナウな死語辞典、日本語につ
‑
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いての情報
74) http://www.maruzen.co.jp/‑丸善、日本語についての情報
75) http://www.geocities.com/Tokyo/4220/1'otowaza.html‑ことわざ、日本語についての情報
<日本の教育リソース>
1 ) http://www.yahoo.co.jp/Education侭esources‑教育、きょういく情報、学習指導要領域
2 ) http:〟www.apic.or.jp/resources/EdResourcesSJIS.html‑教育現場で活用できるAPICNET
オリジナルの教育リソースを提供
3 ) http://l'enkyu.mukogawa‑u.ac.jp化youiku/1's/kstop.html‑情報教育・インターネットと教育
の関連ニュース
4 ) http:仙osei.cc.u‑tokai.ac.jp/%7Emaetayof/int.html‑インターネットと教育リンク集
5 ) http://l'enkyu.mukogawa‑u.ac.jp化youiku化S‑情報教育・インターネットと教育関連ニユ
‑ス
6 ) http:〟www.apic.or.jp/indexSJIS.html‑教育リソース 世界の教育ネットワーク外国人の
ための日本情報・日本語情報

グローバル・シチズン・スクエア、スポンサー

APICNETフアウンデイング、国際協力プラザの案内
7 ) http://www.degi.co.jp/linkfdr/link2.html‑教育専門情報lネットスクールl帰国・海外子
女教育I海外留学l外国からの日本留学l海外教育リソース

8 ) http://okumedia.cc.osaka‑kyoiku.ac.jp/%7Eibata/internet.htm‑Internetの教育関連サーバー
の研究
9 ) http://www.lib.mie‑u.ac.jp/Topics/Link凡12.html‑インターネットと教育資料探し、国立
教育研究所教育研究文献情報データベースEDMARSE、まなびねっと(文部省生涯学
習i,;,i
10) http://kenkyu.mukogawa‑u.ac.jp!NAKAUYE/ryutsu/top.html‑教育資源、教育手段として
のインターネット(語学教育に関連)

「日本語教育」 「日本語学習」 「日本語サイト」等をキーワードとして検索したものをも
とに利用しやすいように「編集」を行った。参照したサイト関連に感謝申し上げる。

‑
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