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24256 平成18年度・19年度　国内の日

本語教育の概要
文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語課 平成20年3月 38 国内の、外国人に対する日本語教育（教育機関数、教

師数、学習者数）と、日本語教師養成（教育機関数、教
師数、学習者数）について、毎年11月1日付で調査。下
記のURLからダウンロードできる。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/in
dex.html

非売品

24319 平成22年度　在外教育施設にお
ける指導実践記録　第三十三集

東京学芸大学国際教
育センター

東京学芸大学国際
教育センター

平成22.12.24 240 日本人学校の教育・運営の実践報告集。日本語・日本
(学校)文化の指導から、在外での教科指導カリキュラ
ムの工夫、国際理解・現地理解教育、学校経営まで、
各国の事情とそれぞれの在外教育施設の実情におけ
る実践が興味深い。

非売品

24006 平成15年度　私費外国人留学
生生活
実態調査　概要

㈶日本国際教育協会 平成16年3月 32 外国人留学生に対する支援を検討するため、私費留
学生5500人を対象として、生活実態調査を実施。経済
状況、アルバイト、宿舎、保証人、卒業後の進路等に
ついて調査。複写・複製厳禁。

非売品

14039 多文化共生への価値の研究
研究成果報告書

多文化共生を考える
研究会

常葉学園大学
多文化共生と美意識
研究会

2010.3.31 172 常葉学園大学紀要。 非売品

14053 多文化共生的視点による美意
識の研究研究成果報告書

多文化共生と美意識
研究会

常葉学園大学　多文化2008.3.31 150 常葉学園大学紀要。 非売品

24323 多文化共生　－共創・協働－
創立20周年

清水日本語交流の会 2010.1.9 75 「清水日本語交流の会」の20年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、表彰、記事など。

非売品

24006 平成15年度私費外国人留学生
生活
実態調査　概要

財団法人
日本国際教育協会

財団法人
日本国際教育協会

2004. 32 外国人留学生に対する支援を検討するため、私費
留学生5500人を対象として、生活実態調査を実施。経
済状況、アルバイト、宿舎、保証人、卒業後の進路等
について調査。

非売品

21006 全養協フォーラム　第4回/サブ
カルチャーと日本語教育の接点
を探る

全国日本語教師
養成講座連絡協議会

全国日本語教師
養成講座連絡協議
会

2006. 3.31 87 日本のサブカルチャーの現在についての報告と、
日本語教育との関係についてのパネル討論。マンガ、
アニメ、ゲーム等が、日本や日本語に興味を持つきっ
かけになっていることや、マンガやアニメの日本語教育
教材としての可能性を紹介。

非売品

21007 青葉・緑・都筑地区
日本語ボランティア研修講座
報告書

（財）横浜市国際
交流協会

平成3年3月 72 研修内容　①出産から就学までの制度とそれに
関する手続きの流れ　②就学後の受け入れと現状　③
パソコンを使って教材作成

非売品

21024 平成15年度文化庁委嘱
「日本語ボランティア活動の支
援・推進事業」報告書　地域日
本語支援コーディネータ研修　日
本語ボランティア研修　地域日
本語教育活動推進シンポジウム
日本語教育相談業務活動報告

（公社）国際日本語普及協会（AJALT) 2004. 3.31 353 各県の地域コーディネータ研修と日本語ボランティア研
修の研修内容の報告、シンポジウムの報告、相談業務
の報告。各県の実情を考慮した研修内容となってい
る。自治体職員や学校教職員への研修、コーディネー
タの育成等が提言された。

非売品

21025 日本語ボランティアシンポジウム
2005
子どもたちのこと　知っています
か?　報告書

東海日本語ネットワーク 2006. 5.31 146 東海日本語ネットワークの活動報告。シンポジウムで
は「子どものためにできること」と子どもたちの現状報告
と久里浜少年院の鷲野氏の講演。研修講座は、「若者
のための日本語ボランティア理解講座」「シニアのため
の日本語ボランティア講座」を実施。

非売品

21026 日本語ボランティアシンポジウム
2003
明日をひらくネットワーク　報告
書

東海日本語ネットワーク 2004. 5. 146 東海日本語ネットワークの活動報告。シンポジウムで
は、日本語支援だけでなく外国人の様々な問題に取り
組んできた活動を報告。パネルディスカッションでは、
学習者、ボランティア研修、ネットワーク運営それぞれ
の視点から地域日本語支援活動についての歴史と未
来が検討された。

非売品

21033 日本語ボランティア研修講座報
告書

日本語ボランティア
研修講座企画運営委
員会

(財)横浜市海外
交流協会

1999. 3. 165 研修講座の報告書。「基調講演」+「コース」の講座で、
コースはA:学習者のニーズを知ろう、B:指導技術の向
上のために、C:初めての学習者を受け入れるの3つ。

非売品

22016 多言語生活情報の提供・流通
～その現状とこれから～

財団法人　神奈川県国際交流協会 2005. 3. 自治体が発行する多言語資料の流通・活用状況をアン
ケート調査や関係機関へのヒアリングを行い調査して
いる。情報提供の課題と展望について提言されてい
る。

23003 多文化化する公営住宅における
居住者の意識・焼津市T団地で
の調査

池上重弘 静岡文化芸術大学 2004. 3 109 焼津市T団地の日本人と外国人居住者に対して、
外国人との交流、近隣との付き合い、団地での生活上
の諸問題等について調査を実施。

非売品

23006 岡山県在住外国人アンケート調
査結果報告書

財団法人　岡山県国際交流協会 2005. 6. 123 岡山県国際交流協会が、在住外国人支援事業を
検討するために実施した調査報告書。

非売品

23007 育てよう！　私たちの多文化共
生社会

編集・発行　日本財団 2002.3.31 2001年に実施されたシンポジウム等の報告書。
外国人支援NPOやボランティア団体の役割について医
療や教育などをテーマに、具体的なプログラムの事業
例、評価、提案などが記載されている。

23009 教師と共に創る多文化共生教育
実践・
多文化共生教育実践プロジェク
ト演習２００３報告書

群馬大學教育学部付属学校教育臨床総合セン2004. 3. 149 群馬大学教育学部の学生が学校や地域で児童の支援
活動を行った際の報告集。放課後学習支援の企画と
実施、開発教育地域セミナーinぐんまに参加した際の
記録。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
23004 多文化共生社会に向けた調査

報告書
（財）自治体国際化協会平成17年3月 124 全国の自治体、地域国際化協会にアンケートを実施

し、多文化共生事業の紹介をしている。また、課題を踏
まえクレアに求められる取り組みや方向性について触
れられている。

非売品

23017 山形県在住外国人アンケート調
査結果報告書

山形県文化環境部・
財団法人山形県国際
交流協会

2006. 5. 72 平成18年に実施された在住外国人の抽出調査。
生活、医療、日本語学習、地域活動、災害・緊急時の
対応等について調査。

非売品

23018 留学生ふれあいトーク｢異文化・
多文化コミュニ
ケーションin北海道｣報告書

独立行政法人　日本学生支援機構札幌支部 2005. 3. 44 北海道で学ぶ留学生同士の交流と、各地を訪ねてそ
の地域の人々と交流し北海道を知る・体験する事業の
報告。

非売品

23019 ｢留学生ふれあい交流in北海道｣
報告書

(社)北方圏センター 2004. 3. 85 夏と冬に北海道で学ぶ留学生の交流事業を実施した
報告書。留学生同士の交流と、普段訪れることの少な
い道内の地域を訪問し、そこの人々と交流。

非売品

23021 在住外国人との共生社会構築
に関する調査

(財)岐阜県国際交流
センター

2005. 1. 岐阜県における在住外国人の概要、増加原因、
社会的背景、国・県・外国人集住都市会議・経済界の
動きについて触れられている。外国人生活実態のアン
ケート、ヒアリングの集計結果もまとめられている。

24001 留学生交流推進会議
参考資料集/各地域の取組状況
について

文部科学省高等教育
局
学生支援課

（同左） 2005. 3 775 各都道府県「留学生交流推進会議」の委員名簿と
実施した事業の活動報告。

非売品

24004 ニューカマー児童生徒の就学・
学力・進路の実態把握と環境改
善に関する研究（その１）

研究代表者　志水宏吉・大阪大学教授 2006. 3 363 関西（大阪府）と東海（静岡県）の外国人高校生の
就学・学力・進路の実態調査。学業だけでなく、母語の
問題、友人関係、家族（家庭環境）の問題など、外国人
生徒を取り巻く問題を幅広く調査。

非売品

24005 共に生きる地域を目指して/
ニューカマーの子供達がいきい
きと暮らすために

(財)横浜市国際交流協会 2001. 3 93 横浜市国際交流協会の子ども支援の研修講座報告
書。事例発表者に、大学研究者、教員、教育委員会、
ボランティア、外国人児童の保護者、元外国人児童な
ど。

非売品

24008 資料8「県内の高等教育機関に
おける留学生の現状」・資料9
「我が国留学生制度の概要」
（2006）

静岡県留学生等交流
推進協議会・文部科学
省

2006 （資料８）は平成18年度の静岡県内の大学の留学生人
数、国籍、宿舎状況の統計データ資料
（資料９）は平成18年度の留学生受け入れと派遣の統
計データ資料

非売品

24015 「グローカル」をめざした留学生
と地域との交流

独立行政法人　日本学生支援機構 平成18. 1.27 126 留学生と地域の国際化に関するシンポジウムと
分科会の報告。留学生の地域交流、海外大学や地域
での国際交流の取り組みが報告されている。

非売品

24016 グローバリゼーション時代の留
学生の就職支援

独立行政法人　日本学生支援機構 2006.10.31 106 留学生の就職支援のシンポジウムと分科会の報告。
留学生の就職支援の課題、留学生の就職事情や就職
体験談。

非売品

24048 ブラジル人学校等における日本
語指導の状況及び課題　上巻
（報告篇）

宇都宮　裕章編著 静岡大学 2010.3.20 99 ブラジル人学校で日本語授業をしながら、参与観察に
よる実態調査、協働による現場への還元を行い、実践
の評価を通して、ブラジル人学校における日本語指導
の状況と課題を検討した。

非売品

24049 ブラジル人学校等における日本
語指導の状況及び課題　下巻
（資料篇）

宇都宮　裕章編著 静岡大学 2010.3.20 161 調査の中で収集した第一次資料。ワークショップ
配布資料（ブラジル人学校等の日本語教育の内容、教
材等）、学習支援冊子『Vamos ser amigos!?（ともだちに
なろう）』、学校配布資料『学校大すき！』を所収。

非売品

24051 文部科学省　「社会人の学びな
おしニーズ対応教育推進プログ
ラム」委託事業　多文化共生社
会の構築に資する日本語教員
養成プログラム

浜松学院大学 浜松学院大学 平成21年3月 143 平成19年度～21年度にかけて、浜松学院大学が
実施した社会人向けの日本語教員養成プログラムの
報告。プログラムの内容だけでなく、実施運営の詳細、
事業評価、資料(申込書やシラバス）など、研修講座の
実施に役に立つ情報を収録。

非売品

24058 「生活者としての外国人」に対す
る日本語教育の標準的カリキュ
ラム案について

文化審議会国語分科会 平成22.5.19 162 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の
標準的カリキュラム案として、生活上の行為をすべて網
羅し、膨大な項目数となっている。

非売品

24210 地域と企業の連携による外国人
労働者のための企業内日本語
教室における日本語教育カリ
キュラムについて

（公財）浜松国際交
流協会

平成20.3.31 163 企業内日本語教室を開講するため、企業と外国人
従業員のニーズ調査を行った。地域住民の外国人に
対する意識・外国人が良く利用する店舗の環境・外国
人の日本語学習状況の調査のほか、工場内でのやり
取りを文字おこしをして、必要な語彙や表現を分析。協
会HPからダウンロードも可。

非売品

24238 平成19年度　文化庁日本語教
育研究委嘱　外国人に対する実
践的な日本語教育の研究開発
（「生活者としての外国人」に対
する日本語教育事業）

(社)日本語教育学会 (社)日本語教育学会 2008.3.31 181 「生活者としての外国人」に対する実践的な日本語
教育支援を実施するための調査として、生活実態調査
を実施、外国人労働者の就労現場視察と聞き取り調
査、外国人配偶者への聞き取り調査を報告。日本語教
育支援者の支援充実のため、日本語ボランティア養成
講座・研修講座の実態調査と分析を行い、コーディ
ネータの役割を紹介。

非売品

24239 平成20年度　文化庁日本語教
育研究委託外国人に対する実
践的な日本語教育の研究開発
（「生活者としての外国人」のた
めの日本語教育事業）

(社)日本語教育学会 (社)日本語教育学会 2009.3.31 274 「生活者としての外国人」の日本語教育支援のため
に、①地域日本語教育システム作りプロジェクト、②日
本語ニーズ調査プロジェクト、③カリキュラム開発プロ
ジェクト、④人材育成のためのプログラム開発プロジェ
クトが行われた。

非売品

24240 平成20年度　在外教育施設にお
ける指導実践記録　第三十一集

東京学芸大学国際教育センター 2009.1.20 287 日本人学校の教育・運営の実践報告集。日本語・
日本(学校)文化の指導から、在外での教科指導カリ
キュラムの工夫、国際理解・現地理解教育、学校経営
まで、各国の事情とそれぞれの在外教育施設の実情
における実践について記されている。

非売品
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24241 平成13年度　文化庁委嘱「地域

日本語教育活動の充実」事業
日本語教育相談業務報告書

(公社)国際日本語普及協会 平成14.3.31 54 地域の日本語支援教者からの相談業務を実施。
予想される相談内容を分類し対応するため、地域の養
成講座の受講生アンケート、日本語教材、各団体HPの
FAQを収集し、分析。

非売品

24242 平成19年度　文化庁委嘱事業
生活者としての外国人のための
モジュール型カリキュラムの開
発と学習ツールの作成

コミュニカ学院 コミュニカ学院 平成20年3月 302 国内外の定住者への自国語教育調査報告、日本語
ポートフォリオ（学習ツール、ポルトガル語とスペイン
語）。モジュール型カリキュラムは、「働きながら3年間
で学習可能な行動リスト」の紹介と、学習者一人一人
に応じてオーダーメイドで作るカリキュラムとしての理
念を提案。

非売品

24243 平成18年度文部科学省外国人
教育に関する調査研究　　外国
人労働者の子女の教育に関す
る調査研究(3)日系外国人児童
生徒を対象とする「学校」の現状
と課題に関する調査研究

国際カリキュラム研究会群馬大学 2007年3月 193 ブラジル人学校とペルー人学校の実態調査、校長への
アンケート調査と訪問インタビュー調査により、ブラジル
人学校の現状が明らかにされている。

非売品

24244 言語少数派生徒を対象とした教
科学習支援における指導ストラ
テジーの分析

研究代表者　清田淳子 お茶の水女子大学
大学院

2008.3.31 41 国際教室の取り出し指導担当教師が、国語の「日本語
による先行学習」の場面で、どのような指導ストラテ
ジーを用いて学習支援を行っているかを分析。その結
果、非言語的なストラテジーと言語的ストラテジーの両
方を用いて、内容理解を促すとともに、明示する・整理
する・分類するなどのストラテジーを用いて教材文の筋
が把握できるように働きかけていた。対話を促し、母語
使用を受け入れることも確認された。

非売品

24245 母語を活用した教科学習の過程
と結果の分析　日本語を母語と
しない児童生徒の場合

研究代表者　岡崎眸 お茶の水女子大学
大学院

2008.3.31 237 日本語を母語としない中学生に対する取り出し授業
で、「母語による先行学習」あるいは「日本語による先
行学習」を行う支援と、翻訳教材文の作成による支援
を実施し、その際どのようなサポートが適切かを検討し
た。母語と日本語のどちらの先行学習が学習支援に効
果的かという問題ではなく、母語の支援者がいるか、
日本語の支援者がいるか、それぞれの場合にどのよう
な支援が適切か、どう連携するかを示唆している。

非売品

24246 平成13年度　文化庁委嘱「地域
日本語教育活動の充実」事業
地域日本語教育指導員（コー
ディネータ）研修　地域日本語教
育活動推進シンポジウム

(公社)国際日本語普及協会 平成14.3.31 345 日本語を支援している人々の中から中核となるコー
ディネータ(企画・運営・調整役)の育成を目指し、各県
の支援体制の整備を図るための研修の報告。

非売品

24247 平成20年度　文化庁委嘱　学習
者参加型カリキュラムの開発
『リソース型生活日本語』の発展
的活用を目指して

(公社)国際日本語普及協会 2009.3.31 200 AJALTが作成し、HPで公開している『リソース型生活
日本語』を、「生活者としての外国人」に対する日本語
教育の教材として使えるように、学習方法の提示と学
習教材の提案を行っている。

非売品

24248 平成20年度　文化庁委嘱　学習
者参加型カリキュラムの開発
『リソース型生活日本語』の発展
的活用を目指して

(公社)国際日本語普及協会 2009.3.31 200 AJALTが作成し、HPで公開している『リソース型生活
日本語』を、「生活者としての外国人」に対する日本語
教育の教材として使えるように、学習方法の提示と学
習教材の提案を行っている。

非売品

24249 社団法人設立２５周年記念誌
四半世紀の歩み

(公社)国際日本語普及協会 2002.12.15 199 AJALTの25年の歩み、組織、日本語教育事業、出版・
広報活動、研究調査活動をまとめたもの。

非売品

24250 Ｈ19年度　文化庁地域日本語教
育支援事業　《人材育成》報告
書

(公社)国際日本語普及協会 2008.4. 49 AJALTが実施した日本語ボランティア研修プログラム
の研修内容の報告、受講者アンケート集計。

非売品

24257 平成21年度　国内の日本語教
育の概要

文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語課 2010.3. 28 国内の、外国人に対する日本語教育（教育機関数、教
師数、学習者数）と、日本語教師養成（教育機関数、教
師数、学習者数）について、毎年11月1日付で調査。
URLからダウンロードできる。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/in
dex.html

非売品

24258 実践シェアの会　～子どもの日
本語教育の実践を共有しよう～
立ち上げ報告会～第5回報告会

実践シェアの会 実践シェアの会 2003.10.1 263 外国につながる子どもの日本語教育・教科教育に携
わっている人たちが、実際に行った授業や実践を参加
者同士で報告し、ディスカッションする会の報告。実践
報告の予稿（レジュメや配布資料）と、意見交換・質疑
応答・報告者のコメント・参加者アンケートを収録。

非売品

24259 静岡中国語講座報　創立30周
年記念号　2005年6月　第３４号

静岡中国語講座 静岡中国語講座 2005.9. 124 「中国語を学んで日中友好の架け橋となろう」をスロー
ガンとして、静岡の人々に中国文化と中国語を広める
一方、中国帰国者支援を行い、やがてその日本語教
育部門が「静岡日本語教育センター」となり、多くの日
本語学習者を受け入れるとともに、現在県内外で活躍
する日本語教師を養成して来た。会の記念誌。

非売品

24261 地域に求められる日本語教育
-多文化共生社会実現のキー
ワード-

静岡大学国際交流センター 2009.3.30 99 基調講演とパネルディスカッション、配布資料とアン
ケートを所収。地域日本語ボランティア支援とその課題
について報告。

非売品

24262 地域に求められる日本語教育
-多文化共生社会実現のキー
ワード-

静岡大学国際交流センター 2009.3.30 99 基調講演とパネルディスカッション、配布資料とアン
ケートを所収。地域日本語ボランティア支援とその課題
について報告。

非売品

24263 平成17年度　外国籍児童就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 平成18.7.31 42 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末5日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。事前研修、
家庭訪問、活動記録、学生レポート、保護者アンケー
ト、スタッフ報告書。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24264 平成19年度　外国籍児童就学

前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 2008.6.13 47 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末3日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。活動記録、
学生レポート、保護者アンケート、スタッフ報告書。

非売品

24265 平成20年度　外国籍児童就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 48 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末5日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。活動記録、
学生レポート、保護者・スタッフ感想。

非売品

24266 平成20年度文化庁委嘱「生活者
としての外国人」のための日本
語教育事業　企業内日本語教
室カリキュラム開発　報告書

（公財）浜松国際交流協会 平成21.3.31 132 企業内日本語教室第3期の実践報告。研修内容は、工
場内のアナウンスや安全教育から、消防署、レストラ
ン、病気のときなど。1期、2期の講座から改善の過程も
記されている。本報告書は、HICEのHPからダウンロー
ドできる。

非売品

24267 平成14年度　浜松市立佐鳴台
小学校　研修集録　世界に生き
る小さな国際人

浜松市立佐鳴台小学校 2003.3 58 佐鳴台小学校で、「小さな国際人の育成」を目標に掲
げ、各学年・各活動での取り組みや指導の工夫を収
録。

非売品

24271 平成19年度　文化庁委嘱　「生
活者としての外国人」に対する
日本語教育事業（外国人に対す
る実践的な日本語教育の研究
開発）

代表者　伊藤健人 群馬県外国人に対す
る実践的な日本語教
育の研究開発に関す
る運営委員会

2008.3.31 47  ①本語受講者・講師（ボランティア）・協会担当者それぞ
れが考える「理想の日本語教室」、②前述の3者が考え
る「生活に必要な日本語表現」、③日本語能力の評価
の方法、の3点について調査した。短時間でも実施可
能であり、OPIは会話授業にも応用できることから、OPI
の研修の意義を唱えている。

非売品

24274 平成19年度　文化庁委嘱　対話
を中心とした交流活動のカリキュ
ラム

学校法人吉岡教育学園 平成20.3.31 98 ゼロ初級の学習者に対して、クラス形式の日本語教育
を行うためのカリキュラムを開発。生活編とお付き合い
編の計15編からなり、活動の流れと指導の際の留意
点、活動（交流・話題の展開の仕方など）、コミュニケー
ションツール（準備するもの）を詳しく紹介している。

非売品

24275 武蔵野市地域日本語教育推進
事業報告書～市民活動としての
日本語「共育」の試み～

武蔵野市地域日本語教育推進委員会 平成12年3月 221 「武蔵野方式」の紹介。クラス形式の日本語教室（有給
の日本語講師）+マンツーマン形式（日本語交流員）が
組み合わせられている。

非売品

24276 外国につながりをもつ子どもの
教育に関する調査プロジェクト
報告書

多文化共生教育ネット
ワークかながわ、・か
ながわ国際交流財団

2010.6. 76 神奈川県の外国人生徒の高校進学の現状と課題につ
いての調査報告。量的調査からは、「在県外国人等特
別募集」の定員の拡充と受検対象者の条件緩和が唱
えられ、インタビュー調査からは、進路情報のアクセス
の問題と高校生活における様々な不安が報告された。

非売品

24277 日本語ボランティア研修講座
共に生きる地域を目指して　ＰＡ
ＲＴ2　報告書

横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ） 2002.3. 87 子ども支援の研修講座の報告書。①ニューカマーの子
どもの日本語・教科・母語の現状、②現場で役立つ子
ども向け日本語・教科指導のノウハウ、③ニューカマー
の子どもたちの支援のために何ができるか。

非売品

24278 日本語ボランティアシンポジウム
2007　日本語スピーチ…私の思
い

東海日本語ネットワーク、・名古屋国際センター2008.5.31 115 東海日本語ネットワークの活動報告書。シンポジウム
では日本語教室で学ぶ外国人の体験スピーチ、研修
講座は「若者のための日本語ボランティア理解講座」と
「シニアのための日本語ボランティア講座」を実施した
際の報告。

非売品

24279 日本語ボランティアセミナー2008
平成20年度　文化庁委嘱事業シ
ンポジウム

（公財）浜松国際交流協会 2009.3.31 98 シンポジウム「企業内日本語教室」、基調講演「漢字の
学習と日本語ボランティアの役割」、パネルディスカッ
ション「バイリンガル教師による新たな取り組み」。

非売品

24280 日本語ボランティアセミナー2009 （公財）浜松国際交流協会 2010.3.31 194 ラウンドテーブル「子どもたちの日本語と学習支援」「子
どもへの教育支援と支援者のの役割」「就労支援の日
本語」「支援団体のネットワーク」「コミュニケーション能
力の習得」「日本語の評価方法」、事業報告「就労支援
のための日本語教育」、文化庁「日本語教育施策」に
ついて実施報告。

非売品

24281 日本語ボランティアセミナー　ＪＡ
ＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬＵＮＴＥＥＲ　ＳＥ
ＭＩＮＡＲ

浜松市・浜松国際交流
協会

浜松市・浜松国際交
流協会

2005.3. 220 基調講演「これからの日本語教育とボランティア」、
ワークショップ「異文化体験と理解について」、分科会
「年少者に対する日本語教育」「異文化の中で日本語
を学ぶ」「教案づくり」「地域の日本語学習指導」「ITの
利用」について実施報告。

非売品

24282 多文化共生社会に根ざす協働
学級の構築に関するカリキュラ
ム開発実践研究

宇都宮　裕章　編著 静岡大学 2008.3.31 331 多文化・多言語環境にある教育現場の実態調査を通じ
て、対話型カリキュラムの開発、関係者間のネットワー
クの拡充、学び合いと支援員活動の事業化を提言。

非売品

24283 外国人の子どもの教育環境に関
する実態調査　2003～2004年度
報告書　ダイジェスト版

可児市企画部まちづくり推進課 2006.3.31 192 2003年調査「可児市の外国人の子供の居住状況と教
育環境の調査」と2004年調査「可児市の子供の教育環
境と成育環境、進学・進路の調査」についての報告。

非売品

24284 在住外国人の日本語習得支援
活動からみた生活支援のあり方
－福岡市地域日本語教育推進
事業報告書－

福岡市地域日本語教育推進委員会 2001.3. 159 福岡市における、児童生徒・成人に対する各団体の日
本語支援活動の報告と日本語学習者へのアンケート
調査報告。

非売品

24285 西原町地域日本語教育事業報
告書　－小さな町の地球市民を
めざして－

西原町地域日本語
教育推進委員会

2001.3.31 131 沖縄県西原町の日本語教育事業報告。日本語教室活
動、講演会、スピーチ大会、日本語教材の作成、事業
後アンケートの分析。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24286 平成19年度　文化庁委嘱　バイ

リンガル教師養成講座　外国人
市民の自立に資する日本語教
室設置のために

（公財）浜松国際交流協会 2008.3.31 41 母語と日本語能力を活かした外国人の日本語指導者
の養成を行い、企画委員会の議事、講座内容、課題、
受講者座談会等が収録されている。

非売品

24287 フォーラム在住外国人児童生徒
のための教材開発から見える課
題とその解決にむけて報告書

東京外国語大学　多
言語・多文化教育研究
センター

2008.8.31 45 教材開発と指導者育成のための協力体制の構築につ
いて。分科会「ブラジル人コミュニティと教育における連
携」「算数教材の領域別系統表」「分散地域における教
育支援システムの構築」「集住地域における教育支援
システム構築」の報告。

非売品

24288 特定非営利活動法人多文化子
ども支援ネット2003・2004年度年
度末報告書

特定非営利活動法人
多文化子ども支援ネッ
ト事務局

2005.3.31 103 NPO法人多文化子ども支援ネットの活動報告。久里浜
少年院見学会、久里浜少年院鷲野次長講演会、講演
会「移動した子どもの心」ワークショップ「作文指導法」、
研修会「第9回実践シェアの会」の報告。

1,080円

24289 平成20年度　文部科学省委託
事業　総合的な放課後対策推進
のための調査研究　袋井市青木
町放課後活動支援教室 報告

ＮＰＯ法人国際教育文化交流会 平成21年3月 32 袋井市における南米系外国人児童生徒への放課後支
援事業の報告。「袋井市青木町住民アンケート調査
（属性・健康・子どもの教育・相互理解）」

非売品

24290 ＮＰＯを核とした生涯学習活性化
事業　多文化共生・生涯学習社
会における外国人コーディネー
ターの養成

ＮＰＯ法人国際教育文化交流会 平成２１年3月 21 袋井市において中核となる外国人コーディネータの養
成事業。2.5時間×週3回×9カ月、日本語教育（能力試
験2～3級を受験）と袋井市役所職員等の講義。日本語
教育では、インターネット教材を使用。

非売品

24291 地域と企業と行政の連携による
多文化共生社会のための日本
語教育支援の提言

浜松国際交流協会　編 地域日本語連携推
進協議会

平成20年3月25日15 HICEによる企業内日本語教室の報告を中心に、外国
人労働者・在住者のための日本語教育支援における
地域と企業と行政の連携を提言。

非売品

24293 わが国の留学生制度の概要
受入れ及び派遣

文部科学省高等教育局学生支援課 平成17年5月 47 平成18年度の留学生受け入れと派遣の統計データ資
料

非売品

24294 話っ、輪っ、和っ！2009　明日に
向かって　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ａｈｅａｄ
ｎｏｗ！　中島記念国際交流財
団助成事業

話っ、輪っ、和っ！
2009実行委員会

静岡県留学生等交
流推進協議会

2010.1. 150 静岡県内の留学生と日本人学生の交流ワークキャン
プの記録。

非売品

24295 平成18年度　経済産業省委託
事業　平成18年度　構造変化に
対応した雇用システムに関する
調査研究　報告書

海外技術者研修協会　 海外技術者研修協
会

平成19年3月 89 日本企業で就業中の元留学生と企業に対するインタ
ビューとアンケートによる留学生の就学促進にあたって
の課題についての実態調査、ビジネスに必要な日本語
能力・そのカリキュラムについての文献調査。

非売品

24333 地域日本語教育支援コーディ
ネータ研修
地域日本語教育活動推進シン
ポジウム

㈳国際日本語普及
協会

平成15.3.31 347 （公社）国際日本語普及協会が文化庁から委嘱を受
け、全国30か所で実施した研修内容の報告書

非売品

24334 平成17年度　外国籍児童　就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交
流協会

平成18.7.31 42 小学校就学前の外国籍児童が日本の公立小学校を体
験するプログラムの実施報告書

非売品

24335 日本語ボランティアセミナー2005 浜松市、㈶浜松国際
交流協会

平成18.6.1 169 基調講演（西原鈴子氏）、講演（イシカワエウニセアケミ
氏）、パネルディスカッション「多文化共生社会と地域の
日本語教育」他、セミナーの報告書。

非売品

24336 静岡県における日本語学習支
援　第1回静岡大学留学生セン
ター公開シンポジウム報告書

静岡大学留学生センター　編 2011.3.30 105 基調講演（佐々木倫子氏）、地域日本語教育支援に関
わるボランティア、日本語学校教師等からの事例報告
が記載されているシンポジウム報告書。

非売品

24337 平成14年度　外国籍児童の教
育指導に関するプロジェクト報告
書

静岡大学教育学部　編　静岡大学教育学部 2003.3.31 116 旧清水市における外国籍児童・住民の状況と行政の
対応、学校現場の状況等についての報告書。

非売品

24338 2003年度　日本語教育実習報
告書

静岡大学教育学部 平成16.2.15 106 静岡大学教育学部に在籍する学生が静岡市日本語教
育センター、国際ことば学院、静岡大学留学生センター
で体験した日本語教育実習についての報告書。

非売品

24339 年少者日本語教育実践研究
№4

早稲田大学大学院
日本語教育研究科

2005.3.31 88 JSLバンドスケールを活用し、JSL児童が抱える読み書
きの問題、支援体制についての研究報告書。

非売品

24340 武蔵野市地域日本語教育推進
事業報告書～市民活動としての
日本語「共育」の試み～

武蔵野市地域日本
語教育推進委員会

平成12年3月 221 非売品

24341 日本語教育ブックレット1　　多言
語環境にある子どもの言語能力
の評価

独立行政法人国立
国語研究所

2002.3.31 59 1「子どもに対する評価をどう考えるか」佐藤郡衛（東京
学芸大学）、2「バイリンガル児の言語能力評価の観点
－会話能力テストOBC開発を中心に」中島和子（トロン
ト大学）、3「学習言語能力をどう図るか－TOAMの開
発：言語習得と保持の観点から」岡崎敏雄（筑波大学）

非売品

24342 全養協フォーラム：日本語教師、
日本語教育第4回　～サブカル
チャーと日本語教育の接点を探
る～　実施報告書（報告集6）

全国日本語教師養成講座連絡協議会　編 2006.3.31 87 日本のサブカルチャーの現在についての報告と、日本
語教育との関係についてのパネル討論。マンガ、アニ
メ、ゲーム等が、日本や日本語に興味を持つきっかけ
になっていることや、マンガやアニメの日本語教育教材
としての可能性を紹介。

1,000円

24343 地域日本語学習支援の充実
－共に育む地域社会の構築へ
向けて－

文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語
課

平成16年7月 256 地域における日本語学習支援活動の歩みと現状、事
例報告などがまとめられている。在住外国人が抱えて
いる様々な問題や多文化共生社会構築のために必要
な環境整備等について執筆されている。

非売品
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24346 第11回外国人児童生徒教育

フォーラム
だれでも参加できる外国人児童
生徒教育支援-行政・NPO・学校

東京学芸大学国際
教育センター

2011.3.23 100 豊田市、札幌市、千葉県より児童・生徒支援について
の事例報告が行われ、全体討議の様子が記載されて
いる報告書。

非売品

24353 「介護のための日本語教室」に
みる在住外国人の社会的自立
に向けた地域日本語教育

公益㈶浜松国際交流協介護のための日本語
教室運営委員会

平成23.3.31 48 平成20年～22年度に実施した日本語教室の報告書。
実施に至るまでの経緯と内容について記されている。

非売品

24355 「生活日本語の指導力の評価に
関する調査研究」－報告書－

㈳日本語教育学会 平成２２年度文化庁
日本語教育研究委
託「生活日本語の指
導力の評価に関する
調査研究」運営委員
会

2011.3.31 158 文化庁の研究委託を受けて「生活者としての外国人」
に対する日本語教育における指導力の評価に関する
調査研究を結果をまとめた報告書。

非売品

21029 日本語教育論集　21号　２００５ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成17年3月 66 日本語教育や日本語教師教育の実践に関わる論文と
研修報告を収録。フランス語のe-learningの実践、日本
語教師実習生と多文化共生日本語教育、教師としての
自己成長、個別対応型日本語授業における教師の役
割。

非売品

21029-2 日本語教育論集　22号　２００６ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所日
本語教育部門

平成18年3月 71 現場に役に立つ授業実践の報告と研修報告。韓国人
学習者の文章構成能力、中国人学習者の「きっと」の
習得、辞書の検索能力を養成する初級漢字指導、「こ
うして」の意味用法。

非売品

24172 日本語教育論集　23号　２００７ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成19年3月 54 日本語教育実践研究論文。格助詞「に」と「で」の混
同、文法学習に関する姿勢と学習効果、「ね」の意味の
とらえ方。

非売品

24173 日本語教育論集　24号　２００８ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成20年3月 87 日本語教育実践論文。特集「教科書で教える」、台湾
人学習者の現場指示の習得、進学動機の自覚を促す
教育実践。

非売品

24174 日本語教育論集　25号　２００９ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成21年3月 95 日本語教育実践研究論文集。学会誌『日本語教育』に
おける「実践研究」論文の変化、文章の難易度とパラフ
レーズ、実践研究の公表。

非売品

14038 第10回外国人児童生徒教育
フォーラム　外国につながる生
徒の進路選択とその支援をめ
ぐって

東京学芸大学国際教
育センター

東京学芸大学国際
教育センター

2010. 103 外国につながる高校生の進路選択とその支援に関す
るフォーラムの記録。①進路選択のガイダンスの取り
組み、②神奈川県の外国人生徒の進路実態の報告、
③定時制高校の事例、④ブラジル人学校の進路の特
徴について、事例報告。

非売品

14046 文部科学省委託研究｢平成21年
度外国人教育に関する調査研
究｣報告書　ブラジル人等の教
育機会の現状と課題について
ブラジル人学校等の準学校法人
設立・各種学校認可の課題

研究代表者　中村安秀 2010.3. 330 ブラジル人学校を公共的観点から位置づけ、学校運営
を安定させるために、準学校法人設立や各種学校認
可を受けることは重要であるが、その際に直面する申
請や資格取得に関する課題を分析。研究概要と第3章
「準学校法人設立各種学校認可の取得に関する具体
的な支援のあり方(マニュアル)」はポルトガル語版あ
り。

非売品

24306 異質・異文化との共生　創立10
周年記念誌

清水日本語交流の会 2000.1.9 38 「清水日本語交流の会」の10年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、名簿、蔵書リストな
ど。

非売品

24307 多文化共生　－共創・協働－
創立20周年

清水日本語交流の会 2010.1.9 75 「清水日本語交流の会」の20年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、表彰、記事など。

非売品

24311 日本語講座　日本の文化・お習
字　日本語でのスピーチ作品集
Ｎｏ．31平成20年度

清水日本語交流の会 清水日本語交流の
会

2009.3. 40 学習者のスピーチ原稿、書道作品を収録。 非売品

24377 介護の仕事を始めよう！　～外
国人のための就職支援講座～

㈶埼玉県国際交流協会㈶埼玉県国際交流
協会

平成23年3月 44 2009年より実施した「介護の仕事に役立つ日本語教
室」開催経緯と内容の紹介。

24317 始動する外国人材による看護・
介護―受け入れ国と送り出し国
の対話

安里和晃・前川典子 笹川平和財団 2009.7. 87 EPAによる看護師介護士の受け入れが始まったことを
受けて開催されたワークショップの報告。受入の制度と
背景、送り出し国（インドネシア・フィリピン）の動向、海
外に（オーストラリア・台湾・シンガポール）おける外国
人材の受入方、日本での受入の現状が報告された。

非売品

24318 ｢生活者としての外国人｣の日本
語能力の測定・評価に関する調
査研究報告書

東京外国語大学 東京外国語大学 平成22.3.31 267 「生活日本語コミュニケーション能力」の測定と評価を
目的とし、OPIを活用した会話データを収集・分析、漫
画表現を素材として日本語母語話者の解釈情報を収
集・分析。

非売品

14099 外国人児童生徒教育の充実方
策について（報告）

初等中等教育におけ
る外国人児童生徒教
育の充実のための検
討会

平成20年6月 59 受入状況、意義、地方公共団体等の役割と責任、就学
支援、適応指導や日本語指導についてまとめられてい
る。

非売品


