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1.はじめに 

1-1.作成の動機 

  三年生の時に、工藤先生と張先生の「日語分科教學法（一）」を履修し、小

学校二年生の子供達に、日本語を教えるという貴重な機会を得た。 

  短い期間だが、かけがえのない思い出になり、子供達が日本語で挨拶でき

るようになった事を嬉しそうに教えてくれる姿は、今思い出してもほっこり

する。 

  この教育実習の経験がきっかけで、小学校低学年生を対象とした日本語教

育に興味が湧き、子供達の日本語学習に関して、自分にできることはないの

かと考えていた。そこで思いついたのは、教材のことだ。 

  台湾では、これまで、日本語学習のための教材が多く作られてきた。しか

し、子供向けの日本語教材がまだ少なく、教育実習当時にも、常に、利用で

きる、又は、参考できる日本語教材が見つからないことで、悩んでいた。 

  そのため、大学での最後の課題である専題研究のテーマとして、現在、台

湾ではまだ数少ない小学校低学年向けの日本語教材を一冊、完成させたい。 

 

1-2.作品の意義 

  現在、グローバル化の進展に伴い、外国との文化交流や経済活動が活発に

なり、異なる言語の話者と意思疎通が図れる能力も、より一層求められてい

る。 

その中で、異言語話者とコミュニケーションできる最も重要な手段として

考えられているのは、周知の通り、外国語能力だ。 

  台湾でも例外ではなく、子供達に語学力を身につけ、競争力を高めるため、

母語である中国語、世界共通語と認識されている英語以外の言語を第二外国語

として、子供に幼少の頃から学ばせる親は少なくない。 

更に、台湾の教育部は 2019年 8月より「十二年国民基本教育課程綱要 総

綱」というカリキュラムを導入し、第二外国語教育がより重視されるように

なり、日本語も一つの選択科目として履修することができる1。 

しかし、前述のように、台湾では、子供向けの日本語教材がまだ少ない。

従って、教材の難易度が子供にとって高過ぎることで、子供の学習意欲喪失

をもたらすのを避けるために、又は、子供にどう日本語を学ばせるか悩んで

いる親のために、子供向けの日本語教材を作る必要があるのではないだろう

 
1 國家教育研究院課程及教學研究中心(2017) 「十二年國民基本教育課程基本綱要 語文領域 

第二外國語文課程手冊」 3、63- 93 頁 
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か。 

1-3.目的と方法 

顏佩如ほか(2008)によれば、英語教育における教材としての絵本は、子供に

苦手意識を感じさせなく、子供の学習意欲を高め、興味を引き出すことに効果

があり、台湾の小学校では、子供の英語学習に対する不安を軽減し、英語に興

味を持たせるために、英語絵本を教材として用いている教師が少なくないとい

う2。 

絵本は子供の英語教育に良い影響を与えられるならば、子供の日本語教育に

おいても、日本語学習に対する不安の解消、又は興味を引き出すことなどの効

果が期待できるのではないだろうか。 

そのため、筆者は日本語を物語に合わせ、絵本という形式で、子供向けの日

本語学習教材を作ることとした。なるべく子供に負担をかけなく、更に、日本

語に対する興味を引き出し、楽しく学習できる一冊の日本語教材として使える

絵本を制作することを目的とする。 

2.作品の紹介 

この作品は単なる絵本ではなく、物語を楽しみながら日本語を学習できる一

冊の子供向けの日本語教材だ。 

故に、以下は「物語のあらすじ」、「対象と学習目標」、「教材設計に関して」、

「教材の使い方」の四つの部分に分け、この作品を紹介する。     

▲ 完成した絵本と付録教具 

 
2 顏佩如、游自達、洪如娟、李致菁(2008)「國小英語繪本教學之探討」 
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2-1.物語のあらすじ 

この絵本は一つの冒険物語だ。 

ある遠い魔法の王国に、一人の王子様がいる。その王子様は魔法がとても

好きで、世界で一番強い魔法使いになりたいが、ある日、王子様は石を他の

ものに変えるという魔法の練習をしている時、うっかり失敗してしまい、王

様の大切な宝物である 46個の魔法石をなくしてしまった。 

激怒した王様は、王子様を牢に閉じ込めろと命じた。王国のお姫様は牢に

閉じ込められたお兄さんである王子様を助けたいが、魔法石を全部見つけ出

さなければ、王子様を絶対許さないと王様が言い切った。 

それで、お姫様は王子様を助けるために、46個の魔法石を探す旅に出た。 

 

2-2.対象と学習目標 

この絵本は台湾の小学校低学年生を対象とした日本語学習の教材だ。この

絵本を通して、子供達に平仮名と日本語の単語を覚えさせたい。 

山田佳代子(2019)によれば、日本の小中学生、中国の小学生にとって、平

仮名、片仮名、漢字の中で、片仮名の文字認知は最も難しい傾向があるとい

う3。更に、平仮名と片仮名の字形は大いに異なるので、子供達の負担を重く

しないように、混乱を招かないために、この絵本は平仮名のみを教えること

とした。 

又、単語に関しては、この絵本では、平仮名の「を」と「ん」を除き、そ

れ以外の平仮名を使い、それぞれ一つの単語を取り入れ、合計 44個の単語を

教える。 

子供達に習得させたいのは平仮名と日本語の単語なので、平仮名の発音が

できるようになること、絵本に出てきた単語を覚え、聞いてわかる、又は言

えるようになることを学習目標とする。 

例を挙げると、平仮名の「あ」を見て、「あ」と読める。雨が降っているの

を見て、「あめ」だと言える。更に、「あめ」という単語を聞くと、「雨」のこ

とを指すのがわかるようになるのが目標だ。 

 

2-3.教材設計に関して 

前述した通り、この絵本はお姫様が牢に閉じ込められた王子様を助けるため

に、46個の魔法石を探す旅に出るという冒険物語だ。 

その 46 個の魔法石はそれぞれ一つの平仮名を表す。子供達は物語の中のお

姫様と共に、魔法石探しの旅に出て、全ての魔法石を見つけ出し、更に、この

魔法石探しの旅を通して、平仮名の発音と字形、日本語の単語を習得する。 

この絵本は注音符号、中国語の語呂合わせと絵を用い、子供達に平仮名と日

 
3 山田佳代子(2019) 「文字認知の発達についての一考察」118-119、121 頁  
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本語の単語を習得させたい。注音符号、中国語の語呂合わせで、子供たちに平

仮名と単語の発音を教える一方で、絵で子供に平仮名の字形を覚えさせる。実

際に絵本本文を例として説明すると、以下の通りだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページでは、お姫様が杖を逆に持ち、踊りながら、女の子に近づく怪し

い牛さんを見つけた。その牛さんは平仮名の「し」の魔法石を表し、又、その

魔法石を収集するため、子供達が正しい「呪文」を唱えなければならない。 

絵本本文に「呪文の唱え方」と「呪文に関するヒント」が書いてあり、「呪

文」の発音は平仮名、日本語の単語の発音に近く、牛さんの場合では、呪文の

ヒントは「拿著拐杖跳舞想吸引女生的牛(杖を持って踊って女の子の目を引か

せたい牛)」で、文章の中に書いてある呪文の唱え方通りに唱えれば、牛さん

を魔法石に戻せる呪文は「舞（ウ)吸（シ)」、「し」の魔法石を得るための呪文

は「吸(シ)」だということを知ることができる。 

このような方法で、子供達に「うし」という単語の意味と発音を習得させ、

更に、平仮名の「し」の形は、杖を逆に持つ様子を子供達に連想させ、字形を

覚えてもらい、こうして、魔法石を集めつつ、日本語を学習する。 

 

2-4.教材の使い方 

この絵本の使い方に関しては、日本語教師、又は平仮名とこの絵本に出てき

た単語に習熟している親が、絵本を子供達に読み聞かせ、更に、付録教具を利

用し、平仮名と日本語の単語を覚えさせるというように使ってもらいたい。 

以下は「付録教具の紹介」、「絵本と教具の使い方」の順番通りに、より詳し

く紹介する。 

 

2-4-1.「付録教具の紹介」 

この絵本は「魔法石の宝箱」と「魔法石カード」の二つの付録教具があり、

「魔法石の宝箱」は絵本の主人公であるお姫様が背負っている宝箱をデザイン

した平仮名表で、「魔法石カード」は物語の中にお姫様が探している魔法石を
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デザインしたひらがなカードだ。両方ともマグネット付きなので、「魔法石カ

ード」(ひらがなカード)を「魔法石の宝箱」(平仮名表)に貼ることができる。 

 

 

         

▲ 魔法石の宝箱               ▲ 魔法石の宝箱を開くと、 

一つの平仮名表になる 

 

 

▲ 魔法石の宝箱と魔法石カード 
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    ▲ 全ての魔法石カードを魔法石の宝箱に貼った様子 

 

2-4-2.「絵本と教具の使い方」 

この日本語教材として使える絵本とその付録教具の使い方は以下の通りだ。 

まず、教師や親がこの絵本を子供に読み聞かせる。そして、魔法石であるキ

ャラクターが登場する場合では、絵本の中に、キャラクターを魔法石に戻せる

呪文が書かれてあるので、子供にその呪文を唱えさせる。 

魔法石のキャラクターは絵本のページに貼ってあるので、子供が呪文を正確

に唱えるならば、教師や親はそのキャラクターをめくり、すると、魔法石が現

れる。 

それから、子供に絵本の中に書いてある魔法石を手に入れるための呪文を唱

えさせ、正しく唱えるならば、子供に魔法石カードの中に、その魔法石を見つ

け出させ、魔法石の宝箱に貼らせる。 

例えば、「し」の平仮名を表す牛さんを魔法石に戻せ、「し」の魔法石をもら

えた場合、子供に魔法石カードの中で、「し」のカードを探させ、魔法石の宝

箱の「し」の位置に貼ってもらう。 

このような流れで、子供にお姫様と共に 46 個の魔法石を収集し、物語を楽

しみながら、日本語を学習させたい。 

平島和美(2011)によれば、幼児や小学校低学年生の集中力が続かなく、切れ

やすいので、幼児や児童を対象とした授業には、教師がひたすら話すのではな

く、子供自身が手を動かす作業を入れ込むことも重要だという4。 

 
4 平島和美(2011)「台湾における幼児・児童日本語教育―北部の塾を例として―」 91-92、 

107頁 
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「魔法石の宝箱」と「魔法石カード」のこの二つの付録教具を利用すること

で、子供達は実際に魔法石を集めることができるため、物語を一方的に聞くこ

とより、参加意識をより高めることができるのではないだろうか。 

また、この絵本の物語が長く、６つの部分に分けられているため、一回の読

み聞かせは一つの部分のみにするのがお薦めだ。 

3.作品の構成 

前述のように、この絵本は６つの部分に分けられている。各部分の物語の

あらすじと子供達に覚えさせたい平仮名、単語は以下の通りだ。 

 

3-1.第一部分「尋找魔法石 出發！！」（魔法石を探しに出発！！） 

この部分は物語の序章で、なぜ、お姫様が魔法石探しの旅に出たのかにつ

いて描く。 

 

3-2.第二部分「找出他們吧！奇怪動物大作戰！」 

（見つけ出そう！！変な動物たちを） 

第二部分は一つの小さな動物の町で起きた物語だ。 

動物の町に辿り着いたお姫様は、鷹のお巡りさんから、最近、動物の町に

は見知らぬ動物達が何匹も現れ、その中に、悪戯好きな動物もいて、住民た

ちを困らせたということを聞いた。悩んでいる鷹のお巡りさんを助けたく、

お姫様は、変な動物達を探すのを手伝おうと決めた。 

しかし、その変な動物達は一体、どうやって現れたのか。最初のあやしい

動物に遭遇したお姫様は、その変な動物達の正体を突き止めたが、予想外の

ことが次から次へと発生する！ 

果たして、お姫様は、全ての動物たちを見つけ出せるのか？ 

この部分では、「動物」をテーマとして、子供達に動物に関する単語を覚え

させたい。以下のように、合計 11個の単語を教える。 

 

平仮名 単語 

し  牛（うし） 

う  馬（うま） 

と  鳥（とり） 

ぬ  犬（いぬ） 

る  猿（さる） 

わ  鰐（わに） 

ら  虎（とら） 

く  熊（くま） 
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ね  猫（ねこ） 

り  栗鼠（りす） 

へ  蛇（へび） 

 

3-3.第三部分「咦？！天空好吵鬧！」（え？！空が騒々しい！！） 

第三部分は夜空の王国という太陽の昇らない国で起きた物語だ。 

  この夜空の王国では、一年に一度、一つの大祭りが行われる。お祭りの当日

には、ちょうど、夜空の王国の空が最も綺麗に見える日なので、王国の人々は

この大祭りを楽しみにしている。 

しかし、お姫様が夜空の王国に着いた時、王国の兵士さんから、最近、夜

空の王国の空で、おかしいことがたくさん起きたので、今年のお祭りは中止

になるかもしれないという話を聞いた。 

住人たちに楽しみにされている大祭りを予定通りに行うことができるよう

に、お姫様は夜空の王国の空で起きた不思議な事件を解決しようと決めた。 

騒々しくなってしまった空に向け、お姫様は、無事に夜空の王国の空の静

けさを取り戻せるのか？ 

この部分では、「空」をテーマとして、以下のように、合計 8個の単語を子

供達に教える。 

 

平仮名 単語 

つ  月（つき） 

ひ  日（ひ） 

も  雲（くも） 

よ  夜（よる） 

ほ 星（ほし） 

に  虹（にじ） 

ま  稲妻（いなずま） 

め  雨（あめ） 

 

3-4.第四部分「討厭！！被花惡作劇了！！」 

          （やだ！！お花に悪戯された！！） 

第四部分は翡翠の島という豊かな自然に恵まれた小さな島で起きた物語だ。 

翡翠の島に住む住民達は代々、自然と共に生きてきた。しかし、最近、この

島では、植物や山、昆虫などが突然動き出し、又は、しゃべるようになり、更

に、島の住民達に対して悪戯をすることが頻繁に起こっていて、住民達を困ら

せ、怖がらせた。島の村長さんもこの事件に非常に悩んでいる。 

村長さんの力になりたいお姫様は、翡翠の島のあちこちを回り、悪戯好きな
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植物や山、昆虫などを探し、このおかしな事件の原因を明らかにしようとした。 

お姫様は、この翡翠の島で起きた「大自然のイタズラ事件」を解決できるだ

ろうか？ 

この部分では、「自然」をテーマとして、花、木、植物を中心に、子供達に

自然に関する単語を覚えさせたい。以下のように、合計 13個の単語を教える。 

 

平仮名 単語 

き  木（き） 

の  茸（きのこ） 

れ  枯葉（かれは） 

け  竹（たけ） 

む  毛虫（けむし） 

せ  蝉（せみ） 

さ  草（くさ） 

て  鉄（てつ） 

や  山（やま） 

そ  蠍（さそり） 

あ  蟻（あり） 

は 花（はな） 

ち 蜂（はち） 

 

3-5.第五部分「海底王國歡迎你！」（海の王国へようこそ！！） 

第五部分はお姫様が海の王国へ行く話だ。 

お姫様は海の王国の使者である海亀さんを助け、その海亀の使者さんに誘わ

れ、海の王国に向かった。更に、イルカの王様は、海亀の使者さんを助けたお

礼として、お姫様を王宮での食事会に招待した。しかし、その食事会で、缶に

入れた塩が突然、長い食卓の上に走り出したという事件が起きた。 

そこで、イルカの王様は、魔女の占いから、近い将来に、おかしいことが起

きるという情報を得、又、今度の塩の件以外に、王宮から少し離れたところに

ある廃墟でも、不思議な事件が起きたのをお姫様に打ち明けた。 

その海底の廃墟では、一体、何が起きたのか？お姫様の海底廃墟での冒険の

幕が上がる！ 

この部分では、「海」をテーマとして、海に関する単語を中心に、子供達に

覚えさせたい。以下のように、合計 12個の単語を教える。 

 

平仮名 単語 

ふ  船（ふね） 
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み  波（なみ） 

す  砂（すな） 

お  塩（しお） 

ゆ  お湯（おゆ） 

え  海老（えび） 

こ  蛸．章魚（たこ） 

か  蟹（かに） 

い  烏賊（いか） 

た  帆立（ほたて） 

な  魚（さかな） 

ろ 城（しろ） 

 

3-6.第六部分「去完妖怪島後就回家吧！！」 

            （妖怪の島に行ってから帰ろう！！）  

最後の第六部分では、お姫様が妖怪の島という人影のなく、不気味な小さな

島に辿り着き、その島で、二匹の妖怪と出会った。 

それから、ついに 46 個の魔法石を全て揃え、お姫様はやっと魔法の王国に

向かった。 

その先には、どのようなことがお姫様を待っているのか？ 

この部分では、平仮名の「を」と「ん」を子供達に覚えさせたい。 

 

 

 

 

 

 

 

4.制作における困難点 

4.1 イラストレーターとの打ち合わせ 

この作品の作成は筆者が絵本の物語を綴り、それから絵本の下書きを描き、

完成した下書きをメールで協力してくれたイラストレーターに送り、綺麗な絵

を描いてもらうという流れで進んでいたが、イラストレーターが多忙のため、

筆者と直接会って打ち合わせることが滅多にできなく、更に、筆者は絵を描く

のが上手ではなく、下書きが読み難い可能性もあるので、時折、イラストレー

ターが描き終えた絵は、筆者が送った下書きと異なることがある。このような

場合では、再び絵の表現について相談し、描き直してもらうことになるので、

平仮名 

ん 

を 
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絵本作成の進捗にも影響を及ぼす。 

悩んでいた筆者が考えた解決策は、求めている絵のイメージをなるべく言語

化し、下書きの上に書くこと、又は、イメージに近いイラストを提示すること

だ。幸い、この二つの方法を通して、イラストレーターの絵が筆者の下書きと

違うことが減った。 

今回の経験により、対面の打ち合わせの大切さをつくづく実感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 筆者が描いた汚い下書き 

▲ イラストレーターが描いてくれた絵 

（丸付けた部分は筆者が描いた下書きと違う所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ イラストレーターが描き直してくれた絵 
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4.2 レイアウトと絵本の印刷、製本に関する知識や経験の不足 

実は最初、絵本の制作はこれほど難しいとは思わなく、ただ完成した絵に、

文字を入れさえすれば良いだろうと思っていた。しかし、実際にレイアウトを

してみると、気をつけなければならないことが多く、自分の予想より遥かに難

しかった。 

例を挙げると、絵や文字の画質が粗くなること、又は絵の色が印刷で変わっ

てしまうことを避けるために、解像度と絵のカラーモードを設定する必要があ

るので、Adobe Illustratorや Adobe indesignなどのデザイン・レイアウト

ソフトを使用した方が効率的だが、どのソフトも使ったことがなく、慣れない

作業に苦戦した。 

更に、製本に関する知識が乏しいため、セーフラインの設定を間違えてしま

い、印刷屋の店員さんから指摘をもらい、当時完成したレイアウトを全てやり

直したこともあった。 

レイアウトと印刷、製本に関する知識が不足していることにより、多くの困

難に遭遇したが、今回の経験があるからこそ、レイアウトソフトの使い方と本

の制作の流れ、注意すべきことについて、僅かながらも分かるようになり、非

常に有意義な経験だと思っている。 

5.貰った評価 

この絵本を三人の小学校低学年生に読み聞かせ、更に、塾で小学校低学年生

を担当する教師一人、日本語を勉強したい社会人二人にも読んでもらった。学

習者と教師からの評価は以下の通りだ。 
 

5-1.三人の小学校低学年生からの評価と読み聞かせの記録 

2021年 4月 10日(土) 筆者自身は知り合いの先生が勤めている塾の教室で、

この絵本を小学校 1年生の女の子一人、2年生の男の子一人、女の子一人、合

計三人の子供に読み聞かせた。又、この絵本の物語が長いため、今回は絵本の

第三部分までしか読み聞かせていなかった。 

小学校二年生の二人は両方とも活発な子供で、平仮名と単語の語呂合わせで

ある魔法石の呪文を大声で唱えてくれた。そして、読み聞かせの途中にも、「お

姫様が可愛い！」、「鷹のお巡りさん、魔法ができなくて格好悪い！」などの絵

本のキャラクターについてのコメントをくれ、読み聞かせが終わった後も、二

人の子供から「続きが聞きたい！」、「また来てくれるの？」などの嬉しいコメ

ントをもらい、更に、今回の読み聞かせにより、覚えた日本語の単語も言って

くれた。 

しかし、一年生の女の子は内気な子供で、呪文を殆ど唱えてくれなかった。 

読み聞かせが終わった後、「難しかった？」と聞くと、首を横に振り、「面白か
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った？」と聞くと、頷いてくれたが、より詳しい感想を聞くことができなかっ

たのは少し残念だと思っている。 

 

5-2.塾で小学校低学年生を担当する教師からの評価 

女性、25歳、2021/4/11 

この作品は良い教材になると思います。日本語は私の専門分野ではないが、

この教材に取り入れた絵と語呂合わせを使った記憶法は子供の学習に役立つ

と思います。 

何故かというと、子供達に丸暗記させるより、絵で平仮名の字型を連想させ

た方が、子供達の学習興味を引き出せ、より容易に平仮名の字型を覚えさせる

ことができると思うからです。 

又、私の観察によると、小学校低学年生は語呂合わせで暗記するのが好きな

ので、語呂合わせを使って日本語の単語と平仮名の発音を覚えさせるこの教材

は、子供達にとって、覚えやすい一冊だと思います。 

そのほかに、物語も充実していて、ちょっと長いけど、冒険気分が味わえる

作品なので、子供達も気に入ってくれるでしょう。 

それから、私からのほんの少しのアドバイスですが、この教材をデジタル化

してみるのもいいかもしれません。こうすると、呪文をかけて魔法石であるキ

ャラクターを魔法石に戻せるのも、より生き生きと表現できるのではないかと

思います。 

（我覺得這會是本很棒的教材，雖然日文並不是我的專業，但我認為這本教材所

使用的圖像聯想及諧音記憶法對小朋友的學習是會有所幫助的。 

因為比起讓小朋友們死背，透過圖畫聯想的方式，更能引起小朋友的學習興趣，

也能讓小朋友更簡單地去記下平假名的字型。 

且就我個人的觀察，低年級的小朋友很喜歡用諧音來背誦，而這本教材正好利用

了諧音來幫助記憶單字和平假名的發音，所以我覺得對於小朋友而言會是好記憶

的。 

故事內容也很豐富，雖然篇幅較長，但我覺得這是一本很有冒險感的作品，小朋

友們應該也會喜歡。 

另外我的一點小建議是感覺可以把這本教材做成電子書，這樣一來在施咒語讓魔

法石變回原形的表現上也可以更加生動。） 

 

5-3.日本語を勉強したい二人の社会人からの評価 

5-3-1.男性、30 歳、2021/4/7 

大学の時に日本語の授業を受けたことがありますが、真面目に授業を聞かな

かったので、五十音すらまともに覚えていませんでした。今も「あ、い、う、

え、お」しか覚えていません。 

日本語を勉強して上手になりたいと何度も思ったが、五十音が覚えにくくて、
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覚えても、すぐ忘れてしまい、暗記することも面白くないですから、いつも五

十音を暗記する段階で諦めてしまいました。 

でも、この教材は物語も、絵も、語呂合わせを使った記憶法もあるので、五

十音表をそのまま暗記するのがつまらないなあと思っている人にとって、おす

すめできる一冊だと思います！ 

そして、ちょっと惜しいなと思うところは、強いて言えば、少し分厚いかな

と思います。 

（大學的時候有修過日文課，但沒有很認真上課，連五十音都沒記熟，現在也只

記得あいうえお的平假名。 

雖然一直都很想學好日文，但每次都在背五十音的時候就放棄了，因為不太好記、

背了很快就會忘，而且背五十音本身也不太有趣。 

但這本教材有故事也有圖片和諧音記法，我認為對於覺得背五十音表很無聊的

人來說，會是一個不錯的選擇。再來如果要說比較可惜一點的地方的話，我是

覺得頁數有一點多……） 

 

5-3-2.男性、27 歳、2021/4/9 

特別な教材だと思います！最初、「呪文を唱えて！」と言われた時、ちょっ

と戸惑ったが、まさかその呪文は日本語の単語と五十音の発音だとは思いませ

んでした。不思議だなあと、その時思いました。 

もうすぐ 30 歳になる僕にとって、呪文を唱えるのは、やはり少し恥ずかし

いが、子供なら、たぶん喜ぶと思います。 

（我覺得這是一本很酷的教材！雖然一開始被說要唸咒語的時候有點不知所措，

但沒想到那些咒語就是日文單字跟五十音的發音！當下覺得很神奇！ 

我已經快三十歲了，要我唸咒語真的會有點不好意思，不過如果是小朋友的話應

該會喜歡吧！） 
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6.感想と謝辞 

およそ半年をかけて、ついにこの作品を完成した。この作品は一つの教材と

して、一冊の絵本として、まだ足りない所が多いかもしれないが、自分にでき

ることを全てやりきり、自分の全力を尽くしたと思うので、悔いはない。 

しかし、筆者自身の力だけではなく、多くの方々からの協力があったからこ

そ、この作品を完成させることができた。 

まず、指導教授の工藤節子先生から作品の方向性や先行研究に関する有益な

アドバイスを多くもらったのみならず、物語の続きや平仮名、日本語単語の語

呂合わせが思いつかず、諦めたくなった時にも、物語が面白いかどうか心配し

ている時にも、常に先生からの温かいコメントに救われ、支えられ、作品に対

して少し自信を得た。 

工藤先生の指導なくしては、諦めやすい性格の筆者が、最後まで諦めず、一

冊の作品を完成させることはできなかった。ここに工藤先生に対して心より深

謝の意を表したい。 

次に、作品のイラストレーターである邱子芯さんにも感謝の意を表したい。 

アルバイトと勉強で忙しいにも関わらず、作品の絵を描くのを協力してくれ

たことは本当に感謝に堪えない。 

まるで魔法使いのように、筆者が描いた読み難い下書きを綺麗な絵に仕上げ、

更に、絵コンテやキャラクターデザインに関するアドバイスもくれ、筆者の要

望に応え、絵を何回も書き直したこともあった。子芯さんの協力がなければ、

この作品の完成は不可能だ。 

最後に、この作品を読んでもらい、感想とアドバイスをくれた方々にも、言

葉で表せないほど感謝している。 

作品制作の途中は多くの困難に遭い、諦めたいと思ったこともあったが、多

くの温かい協力、励ましの言葉をもらったお陰で、最後に、一冊の日本語教材

として使える絵本を無事に完成させることができた。 
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