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AG5補習授業校情報交換会＃9「日本語で本を読ませる」終了後追加資料

🍀 サウスカロライナ ************************************ 

無料で閲覧できる読書用サイトのご紹介

サウスカロライナ補習校 谷田

＊ サイトの紹介は保護者とご相談をした後、保護者へメールをし、生徒さんたちへ転送していただいています。

えあ草子・青空図書館 （スマートフォン、タブレット、 PCいずれも対応）

縦書きで読めますが、青空文庫は主に著作権の切れている作品を収録しているため

対象が中学生以上になるでしょうか。

えあ草子 ：青空図書館検索ページ https://www.satokazzz.com/books/

えあ草子工房 （詳細など解説） https://www.satokazzz.com/airzoshi/#aozoraToshokan

コンプリート シャーロックホームズ （日本語/英文 スマートフォン、タブレット、 PC対応 ）

ご存知の方も多いと思いますが、日本語と原文（英文）が無料で読めるサイトです。

受け持ちの中学2年、3年生に紹介をしていましたが、当校の図書室には小学生向けに漫画になって
いるシリーズがあり、（漫画を）既に読んだ高学年（小5）の生徒も、このサイトから読んでいます。
英文が読めるサイトは必要ないとは思いましたが念のためご紹介しておきます。英語で読む方が

ラクな生徒さんにとっては、日本語で？な部分を英語で確認することもできますね。

日本語版

携帯で コンプリートシャーロックホームズ と

検索すると下記の表示になり、www.221b.jp が

日本語翻訳の作品が読めるものです。

英語版

検索をコンプリートシャーロックホームズ原文

にすると、下記の表示になり、URLが
www.freeenglish.jp と 221b とは
異なりますが、開くとサイトは同じ体裁で

英文で読めるようになっています。
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🍀 グリーンビル ************************************

お世話になります。

先ほどの情報交換会で、私が知っているサイトはほとんど出ていましたので、「役立ち情報」として
他の先生や本日参加された図書委員長さんからリンクが提供されるかと思います。
ですので、ミーティングの中で出てこなかった情報を２つお送りします。
（上記の「役立ち情報」に含まれているかもしれませんので、その場合はご放念ください。）

・絵本ナビ
https://www.ehonnavi.net/
ご存じの方も多いと思いますが、無料登録（有料もありますが）で、絵本の「ためしよみ」ができま
す。絵本が中心のようですが、小学校低学年・中学年・高学年・中高生向けや大人向け・文庫本など
の推薦や紹介もあります。

・光村図書「みつむらｗeb ｍagazine」　
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/index.html

　国語の教科書の出版社ですので、光村図書のウェブサイトを利用される先生は多いかと思います。
以前メールで定期配信されていた時に読んだものですので最新情報ではありませんが（2016年のも
の）、この中に「本を読んで考える練習をしよう」という特集があります。読んだことがない方には
お薦めします。

以上です。皆さんからのお役立ち情報・リンク集などを楽しみにしております。

米国サウスカロライナ州グリーンビル補習校
幼小学部主任/小６担当

スコット恵子✨ 💫

https://www.ehonnavi.net/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/index.html
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🍀 ポートオブサクラメント ************************************

 補習授業校情報交換会 #9  「 日本語で本を読ませる 」

                         アメリカ カリフォルニア州　ポートオブサクラメント補習授業校付属 めばえ幼稚園
                        主任兼担任 イモディノ えいこ 

 <幼稚園での取り組み>

 *オンライン保育中の読み聞かせ
  オンラインの時間が限られている為2ヶ月に1回程度
 *著作権を考慮して 
  絵本やお話をペープサートやパネルシアターにして伝える
  先日は七夕だったので、七夕のパネルシアターを行うなど
 *夏休みの絵本カード
  日本語の本を読んだり、読んでもらったら表に色をぬる
  →12月までオンライン保育が続く予定のため2学期も継続予定
  ・幼稚園には小さいが補習校と共同の図書室あり(現在は使用不可)
  ・保護者の中にはフルタイムで働いている方が日本語を母国語にする保護者であるため
  子どもと一緒に過ごす時間の多い日本語を母国語としない保護者にも対応していただける
  よう、動画での絵本の読み聞かせも可能

 <息子3人>

 *日本語の本で読みたい本は本人が選ぶ(漫画可)
  ある日突然「お母さんのお説教は長い」と言われ、どこからきたのか聞くと”ドラえもん”
 「おふくろ」と呼ばれ、聞くと”犬夜叉”など親が教えない日本語を漫画から得て、使う場面も
 あっていることなどがあるので漫画も可にしています
 *英語で一度読んだ本を日本語でも読む、またはその逆など
 *人との繋がりから新しい本を知る
  夏休み日本帰国時に短期で通っていた小学校の校長先生がおもしろいと言っていたから
  図書室の先生が勧めてくれたから
  日本帰国時に芥川龍之介の孫娘である芥川耿子さんと出会い本を紹介されたから
  アメリカの主治医の先生が好きな本と言って教えてくれたから
  など、人に勧められたり、人の話に出てきた本を読みたくなって読むことが多い
  (例えば ”蜘蛛の糸” など全て息子1人で読み内容が理解できるとは限らないので、親は息子
 のレベルにあった蜘蛛の糸の本を探す等、同じ本でも子どものレベルに合わせた本を選ぶ)
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 <有限会社白石書店>
https://www.youtube.com/channel/UCM8nlEkVbrXrpXEda2Msltw

(絵本~化学などのお話まで幅広いものがあります。)
2020年4月15日(水)から期間限定で絵本の読み聞かせ動画を白石書店YouTubeチャンネルで無 料公開
いたします。新型コロナウイルスの影響で学校の休校や商業施設の休業、外出自粛等で 国民のストレ
スが溜まっていると毎日のようにニュースで目にします。 特にお子様にかかる負担は計り知れませ
ん。 そんな中、他業界では不安を少しでも和らげようと「無料公開」という取り組みがなされてい 
ます。これに感銘を受け、書店として、弊社として何かできないかと出版社様と検討した結 果、絵本
の読み聞かせ動画をYouTubeで公開することが実現いたしました。 一人でも多くのご家庭の力にな
れればと思っております。

<東京学芸大学、東京学芸大こども未来研究所と朝日新聞社が実施した共同研究>
https://houkago.asahi.com/?iref=logo

(短い漫画などが含まれたものあります。)
「すき!がみつかる 放課後たのしーと」は、「あそびは最高の学び」をコンセプトに東京学芸 大学、
東京学芸大こども未来研究所と朝日新聞社が実施した共同研究の成果を活用したあそび のプラット
フォームです。
「すき!がみつかる放課後たのしーと パンチョのあそび☆ジム」をお使いいただくには、会 員登録(無
料)が必要です。小学校低学年(1~3年生)が対象のあそびで、言葉・数・表現・ 体あそびの4ジャンル
があります。1枚の「たのしーと」につき20~30分が目安です。

<ヨメルバ KADOKAWA児童図書編集部が運営するwebサイト>
https://yomeruba.com/about.html

(3月から無料でたくさんの本を公開していましたが現在は少なくなっているようです。)
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する、「安全に楽しく」本に触れることができ るweb
サイトです。絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳~小 学校高学年
向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情 報ほか、クイズ
やレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツがあります。
    
 *アプリのものは家庭の使用デバイスによって使えるものとそうでないものがあるので注意

 <学研のえほんやさん>
https://gakken-ep.jp/extra/ehonyasan2020sp/

App Store、Google Play Store からアプリをダウンロードして、このウェブページに記載の クーポン
コードを入力すると、英語付きの絵本15 作品を期間内無料で利用できます。(英語 と日本語を切り替
えて使用可能)

<森の絵本館>
 http://ehonkan.jp/about/

https://www.youtube.com/channel/UCM8nlEkVbrXrpXEda2Msltw
https://houkago.asahi.com/?iref=logo
https://yomeruba.com/about.html
https://gakken-ep.jp/extra/ehonyasan2020sp/
http://ehonkan.jp/about/
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500冊以上の絵本が読み放題 契約イラストレーターによる、クオリティが高いイラスト プロの声優に
よる、臨場感あふれるナレーション イラストとナレーションを盛り上げる、電子絵本ならではの
BGM これらを元に森のえほん館編集部が、自信を持って品質の高い絵本に仕上げております。

<絵本アプリ PIBO(ピーボ)>
 http://pibo.jp

無料360冊以上の絵本から選べる。

<絵本ナビ>
 https://www.ehonnavi.net/browse_all/

サイト名は絵本ナビですが、幼児、児童、大人まで幅広い本の紹介や購入、1冊1回ずつです が全
ページの試し読みが可能です。各学年ごとのベストセレクションがあり、そこを参考にし て次に読
む本を息子に勧めたりしています。

例)小学3年生向けベストセレクション
 https://www.ehonnavi.net/shopping/category_list.asp?n=2800

    
 <絵本ナビ YouTube>
 https://www.youtube.com/channel/UC31aMuTnwrBtGqqGnDXIkMA

作者さんインタビュー、読み聞かせ、仕掛け絵本、絵本グッツ紹介など絵本を楽しむコンテン ツが
沢山!出版社110社以上の協力を得て運営されている唯一の公認サイト、絵本ナビ。 その動画コンテン
ツを集めたチャンネルです。

<名作語り>
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/index.html

学年ごとにお話の語りがありますが、お話の内容は幼児から楽しめるものだと思います。 例)小1「う
らしまたろう」、小3「ブレーメンのおんがくたい」など

<YouTube>
「読み聞かせ」「絵本」「アナウンサー」などで検索すると様々な本が出てきます。 小学3年生の息
子は宿題の本読みで読む本を探す!と言って探し始めた数分後に、なぜか YouTubeから好きな本を探
し、「読む時に画面を大きくして消音(ミュート)にして再生した ら、自分で絵本を読むのとおんなじ
だからこれでいい!」と選んでいました。少し斬新な方法 ですが、アイディアとしては息子の発想が
使えると思うのでシェアします:)

<読み聞かせCD> 
https://www.digigi.jp

http://pibo.jp
https://www.ehonnavi.net/browse_all/
https://www.ehonnavi.net/shopping/category_list.asp?n=2800
https://www.youtube.com/channel/UC31aMuTnwrBtGqqGnDXIkMA
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/index.html
https://www.digigi.jp
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日本お昔話、こども論語、笑うことわざ、宮沢賢治童話全集を紹介させていただきましたが、 歴史、
児童書、童話、落語など様々なジャンルのものがあります。 息子3人寝室が違うため、廊下でこのCD
をかけて寝る前のお話にしていた時期もあります。

<落語CD> 
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BM05D9Y/ref=dp-kindle-redirect?

リージョンコードがあり日本のDVDを車内で見ることができませんが、我が家ではこのCDな ら聞く
ことができるので活用しています。長男はこのCDや落語のDVDから落語に興味を持 ち、落語の本を
読むようになりました。
    
 <NEWS WEB EASY やさしい日本語で書いたニュース>
 https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

小学3年生の息子にも分かりやすい言葉で書かれていて1つのトピックにつき10分前後で読 み終える
ことができます。自分で読むことの他に、ニュースを聞くことと、漢字の読みを消す こともですきま
す。ニュース記事に関連した動画も同じ画面に出てきたりするので、分かりや すいと思います。

<本>
 日本から送る時の難点が送料のため、いくつかの名作などをまとめた本を活用しています。 それぞ
れ各学年ごとのものがあります。1作品読み終えるのにそこまで時間がかからずに読め るのでおすす
めです。

陰山英男の読書が好きになる名作-1年生-陰山-英男/dp/ 4062188422
*10分で読める物語 1年生 (よみとく10分)
 https://www.amazon.co.jp/dp/405204987X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WWFaFbZ6ZYBH5

*なぜ?どうして?かがくのお話1年生 (よみとく10分)
https://www.amazon.co.jp/dp/4052050444/ref=sspa_dk_detail_4?

<漫画コロコロコミック>
https://corocoro.jp/

息子がコロコロコミックが好きなのですが、一時日本からの配送が止まっていたので、ネット で読
んでいました。現在無料で読めるものは限られています。
       

https://www.amazon.co.jp/dp/B01BM05D9Y/ref=dp-kindle-redirect?
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
https://www.amazon.co.jp/dp/405204987X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WWFaFbZ6ZYBH5
https://www.amazon.co.jp/dp/4052050444/ref=sspa_dk_detail_4?
https://corocoro.jp/
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🍀 ベルリン中央学園 ************************************

2020年7月5日時点でのオンライン無料サイトをまとめました。
少しでも皆様のお役に立てていただけましたら幸いです。

ベルリン中央学園補習授業校　図書委員長　
有田由紀子

～オンライン無料書籍サイト～

赤ちゃん向けの絵本
あかえほ～赤ちゃん絵本のWeb図書館
年齢、食べ物、動物、季節など、さまざまなジャンルから検索することができます。

https://www.akaeho.net/

赤ちゃん＆子ども向けの絵本
チャイルドダック
かわいいイラストと音がおもしろい！絵本と動画の両方が楽しめます。

https://designalikie.com/book/

幼児＆低学年向け
e-douwa

日本の昔話、グリム童話、イソップ童話、アンデルセン童話など世界の名作が楽しめます。

http://www.e-douwa.com/mobile/

幼児＆低学年向け
日テレアナウンサー読み聞かせ
日テレアナウンサー達による「読み聞かせ動画」サイトです。

https://cu.ntv.co.jp/program/televiva-storytelling/

幼児＆低学年向け
クレヨンハウス
子どもの本の専門店としても有名なクレヨンハウスからの読み聞かせ動画。
落合恵子さんが読み聞かせをしてくれている本もあります！
https://www.crayonhouse.co.jp/shop/pg/1roudoku200317/

https://www.akaeho.net/?fbclid=IwAR1DohK4R1Llk7m8VKIxOcNqwWGXVvFsJ64_NWua8wvX0Uc2-8cApDbCCNk
https://designalikie.com/book/?fbclid=IwAR0REWYLJiPKIKb4X_ymI_8heICOS9jZjQzWPgHq0GAGmj8cBrmXPCt0hmQ
http://www.e-douwa.com/mobile/?fbclid=IwAR1v3Rw4_gd8I4_Zg0S0akjmEkXv2-qbtRoSaKM0FUoDX5Mlcl_EhX30Efo
https://cu.ntv.co.jp/program/televiva-storytelling/?fbclid=IwAR3EBdF8COnLr5npHdiXeIkJrIB3jaBsMYwPUCWLbf1t3NI2mcHRiN1UTig
https://www.crayonhouse.co.jp/shop/pg/1roudoku200317/
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幼児＆低学年向け
学研の絵本　読み聞かせ動画
幼稚園・保育園・こども園向けの月刊絵本や、書店で売っている絵本を、学研の絵本編集者さん達が
読み聞かせてくれます。
https://www.oyakocan.jp/sp/readbooks/

幼児と中・高学年
学研応援ライブラリー
幼児用絵本と、中・高学年まで楽しめる学習漫画があります。
https://bpub.jp/2020spring

小・中学生向け
KADOKAWA児童書ぼーたるサイト～ヨメルバ～
小中学生に人気の角川つばさ文庫から、7/31まで、厳選した人気作品30冊を無料で読むことができま
す。
https://yomeruba.com/news/entry-10101.html

小・中学生・高校生向け
小学館　夏休み自学サポート
小学館版学習漫画少年少女日本の歴史（全24巻）
https://kids-km3.shogakukan.co.jp/

中学生・高校生・大人向け（リスニングのみ）
Audible：ハリーポッター、吉川英二作品、夏目漱石作品、福沢諭吉作品など、38冊の日本語の本を
無料で聞くことができます。

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122527011?
ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-13

https://www.oyakocan.jp/sp/readbooks/
https://bpub.jp/2020spring
https://yomeruba.com/news/entry-10101.html
https://kids-km3.shogakukan.co.jp/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122527011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-13
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122527011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-13

