
         

アニメ･マンガでよく使われる
キャラクターやジャンルの日本
語を楽しく学べるサイト。 
【英・西・中・韓・仏・日】 

『まるごと』で学ぶ人の自習を
サポートするサイト。各種練
習を行ったり、日本の生活や
文化が学べるサイト。 
【英・西・日】 

日本語学習に役立つサイト
やアプリをわかりやすく紹
介するポータルサイト。 
【英・中・韓・日】 

連想イラストで「ひらがな」
「カタカナ」を楽しく覚え、ク
イズで確認できるアプリ。 
【英・インドネシア・タイ】 

日本語と文化をまるごと学び、総合的な日本語力をつける「みなと」のメインコース。JFが開発した
コースブック『まるごと  日本のことばと文化』のシラバスに沿い、オンラインで自学自習できる。初
学者向け入門（A1）レベルから初級（A2）レベルまで開講。日本語をゼロから学び始めて、レベル

アップを図ることができる。【英・西・中・インドネシア・タイ・ベトナム・仏・日】 
 

●まるごとオンラインコース 

様々な日本語学習オンラインコースを提供するプラットフォーム。いつでもどこでもインターネットを通じて日本語を学べ
る機会を提供。学習者同士が交流できるコミュニティ機能も設置。PCだけでなくスマホやタブレットにも対応。JF海外拠
点が独自にコースを制作、運用することも可能。みなとを活用して運用する各種オンラインコースは以下を中心に年間
約150コースを開講。 【英・西・中・インドネシア・タイ･ベトナム・日】 

【プラットフォーム】「JFにほんごeラーニング みなと」 
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看護や介護の分野で必要な語彙や
表現を調べることができるサイト。 
【英・インドネシア・日】 

 日本語でケアナビ 

ひろがる もっといろんな日本と日本語 

学習者が自分の興味があるト
ピックから日本語と日本文化
を学べるサイト。【英・日】 

漢字の形を連想させるイラスト
と2種類のゲームで楽しく漢字
を学べるアプリ。【英】 
 

 KANJI Memory Hint 1,2,3 

●「ひらがな・カタカナ」コース 
インタアクティブな教材で、ひら
がなやカタカナの読み書きを一
通り学ぶ自習コース。 

●「アニメ･マンガの日本語」コース 
「アニメ･マンガの日本語」サイトの素
材を活用して、キャラクターやジャン
ル別の日本語表現などを学ぶコース。 

●「華道」コース 
動画とクイズで華道の基本と生け
方を学び、バーチャル華道ゲーム
で体験もできる自習コース。 

●海外拠点によるコース 
JF海外拠点が独自に開講す
る日本語オンラインコース。 

  【スマートフォン用アプリ】    【ウェブサイト】 

WEB版エリンが挑戦！にほんごできます。 

若い学習者を対象に制作された
日本語映像教材で日本語と日本
文化を学べるサイト。【英・西・葡・
中・韓・仏・インドネシア・タイ・日】 

エリンと挑戦！にほんごテスト 

カードゲームやマンガ、クイズを通し
て日本語の初級の語彙や表現を楽
しく学び、どのくらい覚えたかを確認
できるアプリ。 【英・インドネシア】 

国際交流基金 日本語学習eラーニングの概要 
 
                       ※【 】内は対応言語（一部のコンテンツのみ対応する言語も含む） 



日本語学習コンテンツの一例 

「みなと」で受講できるオンラインコース 

ウェブサイト モバイル端末用アプリ 



         

A site that allows you to have fun 
while learning Japanese language 
often used by various characters 
and genres of anime and manga. 

This is a site to support the self-
study of those studying 
‘Marugoto’. The site allows you 
to conduct a variety of practise 
exercises, and to learn about the 
Japanese lifestyle and culture. 

A portal site that introduces 
you to sites and apps that help 
with studying Japanese in an 
easy to understand way. 

A site that allows you to search for 
vocabulary and expressions required in 
the fields of nursing and healthcare. 

An app that allows you to have 
fun memorizing ‘Hiragana’ and 
‘Katakana’ using mnemonic 
pictures and quizzes to test 
yourself. 

This is the main course of ‘Minato’, and gives you a complete study of the Japanese language and culture, providing you with a 
comprehensive Japanese language ability. It allows you to do self-study at your own pace online, while following the syllabus of the 
course book developed by The Japan Foundation, ‘Marugoto Japanese Language and Culture’. Courses are available from a 
Beginner’s Level (A1) to the Elementary Level (A2). With this course you can start your study of Japanese from zero and then plan 
on how to level up from there. 

●Marugoto Online Course 

This is a platform providing a variety of online courses for learning the Japanese language. It provides the opportunity to study Japanese 
anytime and anywhere via the internet. It also contains a community function that allows students to interact with each other. It’s 
accessible not only with a PC, but also via smartphones and tablets. It’s also possible for the overseas offices of The Japan Foundation to 
create and operate their own individual courses. Focusing on the courses described below, each year approximately 150 courses are 
made available and conducted using the Minato platform. 

【Platform】 ‘JF Japanese Language e-Learning Minato’ 
 

Marugoto Plus (Marugoto+) 
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Hirogaru, get more of Japan and Japanese 

A site that allows the learner to 
study the Japanese language 
and culture via a topic of their 
own interest. 

An app that allows you to have fun 
learning Kanji using mnemonic 
pictures of the character shapes 
and 2 types of games. 

 

 KANJI Memory Hint 1,2,3 

● ‘Hiragana/Katakana’ Course 
A self-study course using interactive 
materials to learn the basics of 
reading and writing hiragana and 
katakana. 

●’Japanese in Anime & Manga’ Course 
A course for learning Japanese expressions etc., 
of different characters and genres  using 
materials from the site ’Japanese in Anime & 
Manga’. 

●’KC Yom Yom’ Course 
A self-study course done at your 
own pace where you read a 
short book written in simple 
Japanese. 

●Course from Overseas Offices 
Original Japanese language online  
courses offered by overseas offices  
of The Japan Foundation. 

  【Apps for Smartphones】   【Website】 

Erin's Challenge! I Can Speak Japanese 
 A site where you can study Japanese 

language and culture using video 
materials in Japanese designed for 
young learners. 

Erin's Challenge! Japanese Test 
 An app that allows you to have fun learning 
Japanese language vocabulary and 
expressions using card games, manga, and 
quizzes, and allows you to test how much 
you have remembered. 

Overview of The Japan Foundation’s Japanese Language e-Learning Program 


