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＜付録＞副教材・教具 
身の回りにあるものが工夫次第で楽しく教えるための教材・教具になる。教えるための

準備には時間がかかるので、一つの教具でいろいろな使い方を考えて教えるとよい。 
 副教材・教具         使      い     方 
１ 実物 小学校低学年の児童には有効である。高学年や中学生は写真や絵カ

ードを使って指導するとよい。 
２ 模型・おもちゃ 

（キャラクター） 
実物が用意できない場合は、いくつか用意しておき、ゲームなどの

活動に使うと楽しく活動できる。 
３ さいころ １から６までの数字の他にも大きな数や絵など工夫して使うとよ

い。２つ使うと算数の計算にも楽しく取り組める。すごろく 
４ 算数セット 計算や図形、時計など入っているので、算数で日本語を指導するの

に便利。 
５ おりがみ 色の名前や折る作業を通して動詞を覚えさせることができる。 
６ 粘土 細長い棒状にして、文字を作ったり、動物などの形を作ったりして、

楽しみながら言葉を学ぶことができる。 
７ 写真 実際に学習に必要なものなどをデジカメで写して使ってもよいが、

雑誌や広告の写真を切り抜いて厚紙に貼ってもよい。パウチしたり、

クリアーファイルに入れたりして、何回も使えるようにしたい。 
８ 絵 場面の様子を絵にかき、絵を見て日本語を指導する。できれば、実

際に活動させるようにして、定着を図る。 
９ 紙芝居 市販の紙芝居を使って、聴解指導をしたり、お話の楽しさを味わわ

せたりする。文型指導の際、自作の紙芝居で指導するとよい。 
10 絵本 お話の内容を理解させたり、言葉図鑑で語彙を増やしたりすること

ができる。 
11 文字カード 厚紙にひらがな、かたかな、漢字などをフェルトペンや毛筆で書き、 

文字指導やゲームに使用する。 
12 数カード 算数の学習やゲームに使用する。３セットくらいあるとよい。 
13 文型カード 基本文型を細長い紙に書き、文型練習に使う。嵩張るので、二つに

折り、指導する課を書いたインディックスを貼っておくとよい。 
14 絵カード 厚紙に絵を書き、カードの端に品詞別に色分けをしておくと使いや

すい。語彙の導入、活用の練習に使うとよい。 
15 変わり絵 ２枚～４枚くらいの厚紙に順々に変わっていく絵をかき、語彙を理

解させる。例えば「おぼれる」など。１枚の紙の裏表に絵をかき、

違いからわからせるようにしてもよい。 
16 フ ラ ッ シュ カ ー ド 瞬間的にパッと見せて（フラッシュさせて）使うことに由来してい

る。良く使われるものは、カードに文字が書いてあるもので、動詞



の活用などの形の変換の練習に使う。 
17 漫画 話し言葉でかかれているので、会話の練習になる。４コマ漫画を使

ってなかなか理解できない表現を説明している市販本もある。 
18 手品 コップや箱、ハンカチなどを使って、簡単な手品をすることにより、

違いが分かり、集中して学習に取り組むことができる。 
19 ワークシート 穴埋め、適語補充、正誤、多岐選択などの形式の問題、漢字の読み

書きの練習、言葉集めや文型の練習、クロスワードやクイズなど。

簡単なイラストを入れたものがよい。 
20 ゲーム たくさん考えられるが、主なものとして、カードとり・○○ごっこ・

ビンゴゲーム・神経衰弱・動作指示ゲーム・当てっこゲーム・禁止

ゲーム・命令ゲーム・ふくわらい・じゃんけん・探し物ゲーム・指

示ゲーム・順番ゲーム・動作ゲーム・形容詞ゲーム・すごろく・じ

んとり・迷路ゲーム 
21 ＶＴＲ 市販されている学習ビデオを使って、日本文化理解に役立てること

ができる。 
22 ＣＤ 「にほんごをまなぼう」「たのしいにほんご」などのＣＤが市販され

ているので、授業中、自習に使うとよい。 
23 テープ 日本語を聞いて理解する力を伸ばす。作成にあたっては、教科書の

本文や文型練習の例文などが基本で、さらに本文の内容に関する質

問と答え、応用聴解問題などを録音する。 
24 コンピュータ ワードで作文をしたり、同音異義語の中から適切な文字を選んで書

いたりすることができる。 
25 マグシート 裏が磁石になっていて、黒板・ホワイトボードにそのまま貼れる。

表は水性マーカーで字が書け、何度でも使える。また、マグネット

の代わりに小さく切って、テープなどで絵カードやフラッシュカー

ドに貼れば、黒板・ホワイトボードに貼ることができる。 
26 貼 っ て はが せ る の り 児童生徒の作品などを貼ったり、移動させて貼って、仲間わけをし

たりするときに使うと便利である。解答を隠してさっとはがして使

うと意欲的に取り組むことができる。 
27 ５０音表 常に教室に貼っておき、確認させる。 
28 筆順表 書き順ごとに色分けして使うとよい。 
29 復習プリント ボランティアの指導時間は限られているので、復習プリントを作成

し、学習後、宿題として渡したり、クラスでの授業・自習のときに

使ったりすると良い。 
                       作成（研究員 井上惠子） 


