
第５章

教育に関する資料



外国人向け教育相談窓口

団体名 所在地 対応言語 電話番号

日本語教育相談センター
（名古屋市教育委員会）

名古屋市 ポ・ス・中・韓・比 052-961-0418

（公財）名古屋国際センター
海外児童生徒教育相談

名古屋市 ポ・ス・英・中・韓・比・べ 052-581-0100

外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜実施校（全て県立高校）

学校名 学科名 地区 電話番号

名古屋南高等学校 普通科 尾張 052-613-0001

中川商業高等学校 商業科 尾張 052-361-7457

小牧高等学校 普通科 尾張 0568-77-1231

東浦高等学校 普通科 尾張 0562-83-0111

衣台高等学校 普通科 三河 0565-33-1080

豊田工業高等学校 工業科 三河 0565-52-4311

安城南高等学校 普通科 三河 0566-99-2000

豊橋西高等学校 普通科 三河 0532-31-8800

豊川工業高等学校 工業科 三河 0533-85-4425

関係機関

ここでは、教育に関する関係機関や団体、子どもに関する相談窓口等を掲載しています。また、教育に
限りませんが、各国の関係団体の一部も掲載しています。いずれも２０１７年３月現在、当協会で把握してい
る情報に基づいています。

海外帰国生徒にかかる入学者選抜実施校（名古屋市立以外は全て県立高校）

学校名 学科名 地区 電話番号

中村高等学校 普通科 尾張 052-411-7760

千種高等学校 国際教養科 尾張 052-771-2121

豊田西高等学校 普通科 三河 0565-31-0313

刈谷北高等学校 普通科 三河 0566-21-5107

豊橋東高等学校 普通科 三河 0532-61-3146

名東高等学校（名古屋市立） 国際英語科 尾張 052-703-3313
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学校名 学科名 所在地 電話番号 学校名 学科名 所在地 電話番号

夜
間

旭丘 普通 名古屋市 052-721-5351 横須賀 普通 東海市 0562-32-1278

明和 普通 名古屋市 052-961-2551 大府 普通 大府市 0562-46-5101

城北つばさ ものづくり 名古屋市 052-915-8643 豊田西 普通 豊田市 0565-31-0313

瑞陵 普通 名古屋市 052-851-7141 豊田工業 機械 豊田市 0565-52-4311

名古屋西 普通 名古屋市 052-524-5175 岡崎 普通 岡崎市 0564-51-0202

熱田 普通 名古屋市 052-652-5858 岡崎工業 機械 岡崎市 0564-51-1646

名南工業 機械 名古屋市 052-822-0242 碧南 普通 碧南市 0566-41-2564

瀬戸窯業 総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ 瀬戸市 0561-82-2003 刈谷東 機械 刈谷市 0566-21-3347

春日井 普通 春日井市 0568-81-2251 安城 普通 安城市 0566-76-6218

犬山 普通 犬山市 0568-61-0236 一色 普通 西尾市 0563-72-8165

古知野 普通 江南市
0587
-56-2508

豊橋工業 機械 豊橋市 0532-45-5635

小牧 普通 小牧市 0568-77-1231 蒲郡 普通 蒲郡市 0533-68-2074

一宮 普通 一宮市 0586-71-5514
名古屋市立
工業

工業技術 名古屋市 052-361-3116

津島 普通 津島市 0567-28-4158
名古屋市立
中央

普通･商業 名古屋市 052-241-6538

半田商業 総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ 半田市 0569-21-0251
豊橋市立
豊橋

普通･商業 豊橋市 0532-62-0278

昼
間

城北つばさ 普通 名古屋市 052-915-8643
名古屋市立
中央＊ 普通 名古屋市 052-241-6538

起工業 普通 一宮市 0586-61-3877
豊橋市立
豊橋＊ 普通 豊橋市 0532-62-0278

刈谷東＊ 普通 刈谷市 0566-21-3347 （＊は二部制）

愛知県内定時制高校一覧（名古屋市立・豊橋市立以外は全て県立高校）

学校形態 学校名 所在地 電話番号

ブラジル人学校

（学）イーエーエス伯人学校 豊橋

豊橋市

0532-54-0450

カンティーニョ・ブラジレイロ 0532-69-3434

エジャ・インテラチヴォ 0532-53-6690

（学）イーエーエス伯人学校 碧南
碧南市

0566-46-3404

エスコラ・セメンティーニャ・デ・ジェズス 0566-46-3722

（学）イーエーエス伯人学校 豊田

豊田市

0565-46-1313

エスコラ・ピンタンド・オ・セッテ 0565-43-3987

エスコラ・ネクター 0565-46-1844

エスコーラ・パウロ・フレイレ瀬戸 瀬戸市 0561-76-0094

エスコーラ・サンパウロ 安城市 0566-72-5545

エスコーラ・エスプレッサォン 武豊町 0569-84-1819

朝鮮学校

愛知朝鮮中高級学校 豊明市 0562-97-1324

名古屋朝鮮初級学校 名古屋市 052-451-4725

東春朝鮮初級学校 春日井市 0568-81-3035

愛知朝鮮第七初級学校 瀬戸市 0561-82-6308

豊橋朝鮮初級学校 豊橋市 0532-48-0224

フィリピン人学校 ELCC国際子ども学校 尾張旭市 0561-53-8937

愛知県内外国人学校一覧
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子ども向けの日本語教室及び学習支援団体（愛知県内）

当協会のウェブサイトで日本語教室一覧を閲覧できます。（一部掲載されていない教室もあります。）
日本語教育リソースルーム愛知県内日本語教室リスト： http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html

教室名 主催団体 所在地 電話番号

夏休み子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

名古屋YWCA ガリ勉クラブ
（高校部、高校準備部、作文部、漢字部）

（公財）名古屋YWCA 名古屋市 052-961-7707

トライシクル・プロジェクト
フィリピン人移住者センター
（FMC）

名古屋市 052-242-8360

らくらく日本語教室
（特活）東海外国人生活サ
ポートセンター

名古屋市 070-5338-1081

みどり多文化日本語教室 みどり多文化共生ボラネット 名古屋市 052-624-6110

岩屋ひまわり教室 CSN豊橋 豊橋市 npocsn@yahoo.co.jp

EAS豊橋日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

豊橋市 0532-54-0450

岩西小放課後教室 岩西小学校 豊橋市 0532-61-2557

東陽中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 0532-55-5470

牟呂中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 0532-55-5470

豊岡・東部中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

南陽中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

石巻中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

いわた寺子屋 いわた寺子屋 豊橋市 0532-62-6236

Vivaキッズ日本語ひろば Vivaおかざき！ 岡崎市 080-5141-1132

日本語ひろば ジュニア 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

放課後学習支援教室「寺子屋いちみん」 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

日本語教室 はらやま
ボランティアグループ
日本語教室 はらやま

瀬戸市 0561-84-0545

カンチーニョ デ サベール
パウロ・フレイレ瀬戸

エスコーラ
パウロ・フレイレ瀬戸

瀬戸市 0561-76-0094

日本語教室（うさぎ） 半田国際交流協会 半田市 0569-26-1929

春日井日本語教室 NPO ア・セントリー 春日井市 080-3622-2299

豊川市「こぎつね教室」 豊川市役所 豊川市 0533-89-2158
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教室名 団体名 所在地 電話番号

PECLA 日本語教室
（公財） 豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

千両日本語教室 千両日本語教室 豊川市 0533-83-0130

わしづか日本語教室 わしづか日本語教室 碧南市 0566-48-26７８

あさひ日本語教室 あさひ日本語教室 碧南市 0566-48-5412

EAS碧南日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

碧南市 0566-46-3404

スリーエス日本語教室 国際プラザ スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 小垣江市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 一ツ木市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

EAS豊田日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

豊田市 0565-46-1313

日本語教室 Curso Sol Nascente （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

放課後学習支援事業「ゆめの木教室」
青少年自立支援事業「そら」

（特活）子どもの国 豊田市 052-808-9783

衣台放課後日本語教室 衣台放課後日本語教室 豊田市 0565-33-1080

高校生サポート教室 （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

土曜日教室 （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

子ども日本語教室 安城市国際交流協会 安城市 0566-71-2260

にしおっこカラフル 西尾市国際交流協会 西尾市 0563-65-2178

多文化ルームKIBOU （社福）せんねん村 西尾市 0563-65-3601

「おかえりなさい」日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

「シェイクハンズ」子ども日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

さくら教室・つぼみ教室 （特活）アジャスト 犬山市 0586-85-5263

外国人児童向け放課後学習支援教室
「子ども塾」

江南市国際交流協会
ふくらの家

江南市 0587-54-1111

にほんご教室
多文化社会コミュニケーション
プロジェクト

小牧市 0568-76-3178

古雅日本語教室 NPO ア・セントリー 小牧市 080-3622-2299

MOMOきっず MOMOきっず 小牧市 0568-75-8469

キッズエスペランサ ちたビジョンプロジェクト 知多市 0562-51-6291
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教室名 団体名 所在地 電話番号

学習支援教室 みらい （特活）みらい 知立市 080-3679-0765

高浜にほんご教室 高浜にほんご教室 高浜市 090-1821-3762

子ども日本語教室 豊明市国際交流協会 豊明市 0562-92-8317

豊明日本語教室「プラス・エデュケート」 （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

小学生のための放課後学習支援クラス （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

放課後学習支援クラス （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

北名古屋市国際交流協会子ども日本語教室 北名古屋市国際交流協会 北名古屋市 0568-22-1111

Passo a Passo （特活）トルシーダ みよし市 080-3283-2395

しろあと日本語教室 小学生 しろあと日本語教室 新城市 0536-22-3727

しろあと日本語教室 中学生 しろあと日本語教室 新城市 0536-22-3727

いしはまにし日本語教室 いしはまにし日本語教室 東浦町 0562-84-0661

愛知県内の子どもの母語教室

言語 団体名 所在地 電話番号

ポルトガル語

（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

希望の光（ルース ダ エスペランサ） 豊田市 090-6644-5869

PECLA（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会 豊川市 0533-83-1571

（特活）ABT豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601

小牧市大城児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-78-0046

小牧市味岡児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-75-4999

スペイン語
（特活）シェイクハンズ 犬山市 0568-61-0971

PECLA（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会 豊川市 0533-83-1571

中国語
（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601
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外国人対象の相談窓口

相談窓口 電話 言語 相談日 時間

（公財）愛知県国際交流協会
多文化共生センター 052-961-7902

ポ･日 月～土 10:00～18:00

ス 月～金

13:00～18:00
英 月･火･木･金

比 水

中 月

（公財）名古屋国際センター
情報カウンター

052-581-0100

ポ･ス 火～日
10:00～12:00
13:00～17:00

英 火～日 9:00～19:00

中
火～金 13:00～17:00

土･日 10:00～12:00
13:00～17:00

韓･比 木･土･日
13:00～17:00

ベ 日

豊橋市
外国人相談

0532-54-8205 ポ･ス･英 火～金
13:00～16:00

（受付は15:30まで）

（公財）豊橋市国際交流協会
日常生活相談

0532-55-3671 ポ
火～木、第1,3,5土と翌日
の日、第2,4土の前日の金
と翌週の月

10:00～17:00

英 月～日 9:00～17:00

岡崎市
外国人相談

0564-23-6480
ポ・英 月～金 8:30～17:15

中 月～木 8:30～16:15

岡崎市
りぶら国際交流センター

0564-23-3148

ス 木･土･日

9:15～17:00
英 月･火･金～日

中 月･火･木～日

比 火･木･土

一宮市国際交流協会
国際交流ウェルカムひろば

0586-85-7076
（事務局）

英･中･比 第1日 13:30～15:30

会場に電話はありません。

瀬戸市国際センター
外国人相談

0561-83-7719

ポ 第1,3水(市役所市民
課) 10:00～12:00

13:00～17:00
(受付は16時まで)ス

火（第2,4,5火は、市役
所市民課）

英 月～金 8:30～17:15

半田国際交流協会
一般相談

0569-26-1929 英･中
月～金
(第3月･火を除く) 10:00～16:00

日 10:00～12:00

春日井市
外国人相談

0568-85-6620

ポ 第2,4水
9:00～12:00

13:00～16:00ス 第3水

英･比 第1水

豊川市
外国人相談

0533-89-2158

ポ 月～金 8:30～17:15

英
月･金 9:45～17:15

火～木 10:15～17:15

（公財）豊川市国際交流協会
外国人相談

0533-83-1571 ス･英･中･日 月～金 8:30～17:15

津島市
行政相談 0567-24-3456 日

第1金
(祝日を除く) 10:00～12:00

碧南市
市民課 0566-41-3311 ポ･ス 月･金 9:00～12:00

刈谷市
生活相談

0566-62-1058

ポ･ス 月～金

8:30～17:00比 月･火･木･金

中 火～金

英：英語、ポ：ポルトガル語、ス：スペイン語、中：中国語、韓：韓国・朝鮮語、比：フィリピノ語/タガログ語、仏：フランス語、日：日本語
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相談窓口 電話 言語 相談日

豊田市
外国語相談 0565-34-6626 ポ･ス･英 月～金 8:30～17:15

（公財）豊田市国際交流協会
多言語相談窓口（生活相談） 0565-33-5931

ポ 土･日 10:00～16:00

英
火～金 9:00～19:00
土･日 9:00～17:00

中

火 13:00～16:00
水～金･日 10:00～16:00

土 9:00～12:00

安城市
外国人相談 0566-71-2266

ポ 月･火･木･金 8:30～17:15

比 月～金 9:00～16:00

西尾市
外国人相談 0563-65-2178 ポ･ス･英 第1,3金 13:00～16:00

犬山市
外国人相談窓口 0568-44-0398

ポ･ス 金
13:00～16:30

英･中･比 第1火

江南市国際交流協会
ふくらの家 外国人生活相談 0587-56-7390

ポ･ス
英･中･比 月～金

10:00～12:00
13:00～15:00

小牧市
外国人相談 0568-76-1120

ポ 月～金 9:00～12:00
13:00～17:00ス･英 月･火･木

稲沢市
ポルトガル語による相談 0587-32-1111 ポ 第1,3金 9:30～12:30

新城市
外国人相談窓口 0536-23-7621 ポ 火 13:00～15:00

東海市国際交流協会
在住外国人生活相談 0562-32-5339 英･比 第2火 13:00～15:00

大府市国際交流協会
外国語相談 080-4525-5931

ポ 水

13:00～17:00
ス 第4水

英 月～金

中 第2水

知多市
外国人生活相談 0562-33-3151

ポ
月 9:00～12:00

13:00～16:00

木･金 9:00～12:00

ス 火 9:00～12:00
13:00～16:00

知立市
外国人相談 0566-83-1111 ポ 月～金 9:30～12:00

13:00～16:00

高浜市
日系人相談 0566-52-1111 ポ

月～金 8:30～17:00

土･日 8:30～12:15

(土･日以外の祝日および年末年始を除く)

日進市（日進市国際交流協会）
外国人相談窓口 0561-73-1131 ポ･ス

英･中･韓 月～金 9:00～12:00
13:00～16:00

（特活）たはら国際交流協会 0531-22-2622 日 週3日 10:00～18:00

北名古屋市国際交流協会
外国人生活相談 0568-22-1111 － 月～金 8:30～17:15

みよし市
一般相談 0561-32-2111 ポ 火･金 13:00～16:00

みよし市
保育・子育て相談 0561-32-2111 ポ 金 9:00～12:00

扶桑町
多文化共生センター
外国人相談

0587-93-1111 英･中
木 19:00～20:30

日 13:30～15:00

東浦町
外国人相談窓口

0562-83-3111
（東浦町役場）

ポ

月・金 8:30～17:00

水 10:30～19:00

木 13:00～17:00

英・比 月～金 13:00～16:00

0562-83-0318
（県営東浦住宅集会所）

ポ 木 8:30～12:00



子どもの養育や心身の障害に関する相談（公的機関）

機関名 管轄区域 電話番号

中央児童・障害者相談センター
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名
古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡

052-961-7250

海部児童・障害者相談センター 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 0567-25-8118

知多児童・障害者相談センター 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 0569-22-3939

西三河児童・障害者相談センター 岡崎市、西尾市、額田郡 0564-27-2779

豊田加茂児童・障害者相談センター 豊田市、みよし市 0565-33-2211

新城設楽児童・障害者相談センター 新城市、北設楽郡 0536-23-7366

東三河児童・障害者相談センター 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 0532-54-6465

一宮児童相談センター 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 0586-45-1558

春日井児童相談センター 春日井市、小牧市 0568-88-7501

刈谷児童相談センター 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 0566-22-7111

名古屋市中央児童相談所
名古屋市千種区、東区、北区、中区、昭和区、瑞穂
区、守山区、緑区、名東区、天白区

052-757-6111

名古屋市西部児童相談所
名古屋市西区、中村区、熱田区、中川区、港区、南
区

052-365-3231

外国語が通じる発達障害児向け機関

団体名 所在地 電話番号

こどもサポート教室「きらり」安城校 安城市 050-3533-0309

こどもサポート教室「きらり」豊橋校 豊橋市 0532-35-6030

こどもサポート教室「きらり」新豊橋校 豊橋市 0532-39-7147

こどもサポート教室「きらり」北山校 豊橋市 050-3533-0248

こどもサポート教室「きらり」豊田校 豊田市 050-3533-0247

こどもサポート教室「きらり」桃花台校 小牧市 0568-78-4976

こどもサポート教室「きらり」港第一校 名古屋市港区 052-387-8625

NAK-NÚCLEO DE APOIO「KIRARI」 安城市 0566-91-7117

児童デイほほえみ 豊田市 0565-43-3006

児童発達支援・放課後等デイサービスPoco a poco 豊橋市 0532-69-2333
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当協会のホームページでは、県内で活動する民間国際交流団体のうち、各国と交流を持つ団体の情

報が検索できます。

民間国際交流団体検索 http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/dantai/ngo.html
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各国の関係団体

国 団体名 活動内容 所在地
連絡先、E-mail、

URL

インドネ
シア

ナゴヤ・インドネシア
文化協会

インドネシア・フェスティバル、留
学生、研修生、及び国際結婚し
た家族会との交流

名古屋市
URL：http://pkin-
melati.jimdo.com/

タイ
在日タイ人ネットワー
ク

在日タイ人ボランティアによる相
互扶助

東京都
0８０-３５０８-１５４３
URL：
http://tnj.jimdo.com 

韓国
（特活）コリアンネット
あいち

障害者、高齢者のための支援活
動、生活・法律相談

名古屋市 052-910-3309

中国
日本中国友好協会
愛知県連合会

国際交流、中国残留孤児支援
活動、留学生の就職相談・生活
相談等

名古屋市 052-763-1152

フィリピ
ン

フィリピン人移住者セ
ンター（FMC）

在日フィリピン人の直面する諸
問題の相談対応

名古屋市 052-242-8360

中部フィリピン友好
協会

フィリピンに関する講座、フィリピ
ンフェスティバル、交流会

名古屋市
052-977-5197

ベトナ
ム

名古屋ベトナムネット
学校等での通訳、日本語教室で
の学習支援

名古屋市

070-5589-5608
E-mail: 
758vietnamnet@gma
il.com 

ブラジ
ル

（特活）ABT豊橋ブラ
ジル協会

ラジオニッケイ(ウェブラジオ)で
の市政情報の提供、日本語教室、
ポルトガル語教室、外国人のた
めの税務相談会等

豊橋市 0532-39-3437

NPO在日ブラジル人
を支援する会（NPO
SABJA）

法令・労働・教育・健康・心理・
一般事項に関する電話相談・支
援等

東京都 050-6861-6400

ペルー
（公財）豊川市国際
交流協会ラテンアメ
リカ部会

母語教育支援、ラテンアメリカの
文化伝承、国際交流活動等

豊川市 0533-83-1571



● 「かすたねっと」－文部科学省ウェブサイト

外国人児童生徒の受入れ実績が豊富な地域で作成・公開された多言語の学校文書を検索するこ

とができるサイトです。

http://www.casta-net.jp/bunsho/

● 「外国人児童生徒受入れの手引き」－文部科学省発行 発行年：2010年

日本語指導担当教員をはじめとした学校の職員や教育委員会の職員のための手引書です。外国人

児童生徒の実態や各職員の役割、日本語指導のあり方などを解説しています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

● 「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」－文部科学省／2015年

日本の学校制度や組織、就学の手続き、学校生活についての概要がわかるガイドブックです。

ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピノ語版、中国語版、英語版、韓国・朝鮮語版、ベトナム語版が

あります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

● 「プレスクール実施マニュアル」－愛知県／2009年

プレスクールを実施、運営する際のポイントや指導の進め方が記載されたマニュアルです。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000028953.html

● 「～1年生になるまえに～小学校入学への手引」－愛知県／2016年

小学校に入学する子どもをもつ保護者のための手引書です。学校生活や準備するものをイメージ

できるよう説明したり写真で図示したりしています。日本語の説明文にポルトガル語、中国語、タガロ

グ語、スペイン語、英語が併記されている冊子です。

http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/124323_89817_misc.pdf

● 「幼稚園・保育園ガイドブック」－愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム ／2013年

幼稚園や保育園での生活や行事などを具体的に説明し、園生活で必要になるものをイラストや写

真で図示しています。ポルトガル語版、スペイン語版、中国語版、タガログ語版、英語版があります。

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_gaidobook.html

● 「小学校ガイドブック」－愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム ／2015年

小学校での生活や行事などを具体的に説明し、学校生活で必要になるものをイラストや写真で図
示しています。ポルトガル語版、スペイン語版、中国語版、タガログ語版、英語版があります。
http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_shougaidobook%20.html

ここでは、外国人の就学・進学を考える時、学校生活の指導をする時などに活用できる
資料、多言語版の資料、日本語指導をする時に活用できる資料などを掲載しています。

就学・学校生活に関する資料
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教育に役立つ資料



● 「外国につながる子どもたちの進路開拓ガイドブック」－愛知県／2012年

外国につながる子どもたち及び保護者のための進路を考えるガイドブックです。高校入試の仕組

み、高校卒業後に考えられる進路などを記載しています。ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピノ

語版、中国語版（簡体字、繁体字）、英語版があります。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/shinro-gidebook.html

● 「外国につながる子どもたちの進路応援ガイドブック」－愛知県／2012年

外国につながる子どもたちの進路を考える支援をしているNPOやボランティアの人のためのガイド

ブックです。進路に関する情報、進路・志望校選びを支えるためのポイントなどが記載されています。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/shinro-gidebook.html

● 外国人児童のための教材－愛知教育大学 外国人児童生徒支援リソースルーム

愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルームが開発した教材がリスト掲載されています。

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai.html

● 外国につながる子どもたちのための教材－東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター

東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センターが開発した教材がリスト掲載されています。日本

語と多言語で併記されている教材です。

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social.html

● 中学教科単語帳－宇都宮大学HANDSプロジェクト

中学校で使う頻度が高い単語を集めた日本語と多言語の２か国語併記の単語帳です。ポルトガル語、

スペイン語、フィリピノ語、タイ語・中国語、ベトナム語があります。

http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/download/725/

● 「学校教育におけるJSLカリキュラム」－文部科学省

日本語指導と教科指導を統合し、学習に参加するための力を育成するためのカリキュラムです。小学

校編、中学校編に分かれており、それぞれ共通項目や教科別項目等で構成されています。

・小学校編 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm

・中学校編 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm

● 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA－文部科学省

文部科学省が開発した日本語能力の評価ツールについて書かれた冊子です。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

● 「たのしい1ねんせい」－愛知県 発行年：2016年

プレスクールでの指導や途中編入した子どもに対する指導のための学習教材。学校生活に必要

になる言葉が日本語とポルトガル語、中国語、タガログ語、スペイン語、英語と併記されています。

http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/124323_89816_misc.pdf

子どもの進路に関する資料

日本語学習に関する資料

学習教材
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● 「イチからはじめる外国人の子どもの教育ー指導に困ったときの実践ガイド」
臼井智美 編／株式会社教育開発研究所／２００９年

● 「外国人児童生徒のための支援ガイドブック～子どもたちのライフコースによりそって～」
齋藤ひろみ 編著／今澤悌・内田紀子・花島健司 著／株式会社凡人社／２０１１年

● 「『移動する子どもたち』と日本語教育ー日本語を母語としない子どもへのことばの教育
を考えるー」

川上郁男 編著／株式会社明石書店／２００６年

● 「ブラジル人と小学校教師のための学校生活まるごとガイド ポルトガル語訳つき」
須藤とみゑ・池上摩希子 著／スリーエーネットワーク／2003年

● 「新教育現場のポルトガル（ブラジル）語」
田所清克・伊藤奈希砂 著／国際語学社／2003年

● 「教育現場のスペイン語」
小波津由美子・坂東省次 著 ／国際語学社／2005年

● 「子ども・保護者・地域を変える 多文化共生の学校を創る『理想は高く、現実に絶望しない』
教師集団の実践」

加藤幸次 監修／東浦町立石浜西小学校 編著／2009年

● 「国際理解ハンドブック ブラジルと出会おう」
IPEAポルトガル語教室・谷啓子・富本潤子 編著／株式会社国土社／２００１年

● 「国際理解ハンドブック 中国と出会おう」
納村公子 編著／株式会社国土社／２０００年

● 「国際理解ハンドブック 韓国・朝鮮と出会おう」
ヨコハマハギハッキョ実行委員会・山本すみ子 編著／株式会社国土社／１９９９年

● 「国際理解ハンドブック フィリピンと出会おう」
ピナツボ復興むさしのネット・山田伸男・出口雅子 編著／株式会社国土社／２００２年

● 「母語教育サポートブック『KOTOBA』－家庭／コミュニティで育てる子どもの母語－」
ー愛知県／2013年

外国人の親が子どもたちに母語の大切さを教えたり、母語による学習支援ができるようにするため

の冊子です。ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピン語版、中国語版、韓国・朝鮮語版があります。

併せて「外国人コミュニティ母語教育等支援事業報告書」を発行しています。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000060441.html

母語に関する資料

書籍
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

あ アスペルガー症候群 Síndrome de Asperger Síndrome de Asperger

い いじめ Maltratar, assediar (Bullying) Acoso escolar

一般入試 Exame de admissão escolar Prueba general de acceso

か 外国人学校 Escola estrangeira Colegio de extranjeros

外国人生徒等選抜
Exame de admissão escolar para

estudantes estrangeiros

Selección de alumnos extranjeros y

otros

下学年編入 Baixo inclusão de grau Trasferencia a curso inferior

学習支援 Auxílio educacional Apoyo al estudio

学習障害（LD） Dificuldades de aprendizagem Dificultades de aprendizaje

各種学校 Escola profissional Colegio de categoría “diverso”

学力検査 Exame de capacidade escolar Prueba de conocimientos

貸付制度 Sistema de empréstimo Sistema de préstamo

学校 Escola, colégio Colegio, escuela

家庭 Lar, casa Hogar

き 義務教育 Escolaridade obrigatória Educación obligatoria

教育 Educação Educación

教育委員会 Concelho de educação Comité de Educación

教育制度 Sistema de ensino Sistema educativo

教育ローン Empréstimo de educação Préstamo educativo

こ 合格 Aprovação Aprobado

工業科 Curso industrial Modalidad técnica industrial

校則 Normas escolares Normas escolares

高等学校（高校） Colegial
Colegio de educación secundaria

superior, colegio de bachillerato

高等学校卒業程度
認定試験

Teste de certificado de graduação do
ensino médio

Examen de evaluación equivalente a

graduado en secundaria superior

公立 Público Público

語学相談員 Consultor de línguas Consultor de idioma

さ 在留資格 Qualificação de residência Permiso de residencia

し 支援 Auxílio Apoyo

市区町村役場 Escritório municipal Municipalidad, alcaldía, ayuntamiento

試験 Exame, teste Examen

自己責任 Auto-responsabilidade Responsabilidad propia

児童（小学生児）
Criança (Crianças estudantes de escola
primária)

Niño
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Asperger’s Syndrome
阿斯波哥尔综合症(一
种不善交际，兴趣偏
狭的内向症状)

Asperger's Syndrome 아스퍼거 증후군

Bully 欺负 Mang-api 이지메, 집단괴롭힘

General entrance 
examination

一般入学考试 Pangkalahatang Pagsusulit
sa Pagpasok

일반입시

International school 外国人学校 Paaralang Pandaigdig 외국인학교

Selection of foreign 
students

外国人学生等选拔 Pagpili ng mga banyagang mag-
aaral

외국인생도등 선발

Transfer to lower grade 下学期编入 Paglipat sa mababang baitang 하학년편입

Study support 学习支援 Suporta sa pag-aaral 학습지원

Learning disability 学习障碍 Pag-aralan ang kahinaan 학습장애

Miscellaneous school 各种学校 Sari-saring paaralan 각종학교

Academic achievement test 学力检查 Pang-akademyang
Pagsusulit

학력검사

Lending system 贷款制度 Sistema ng pagpapaupa 대부제도

School 学校 Paaralan 학교

Home 家庭 Pamilya 가정

Compulsory education 义务教育 Obligadong Pag-aaral 의무교육

Education 教育 Edukasyon 교육

Board of education 教育委员会 Kapulungan pang edukasyon 교육위원회

Educational system 教育制度 Sistema ng Pag-aaral 교육제도

Educational loan 教育贷款 Pautang para sa pag-aaral 교육대출

Pass 通过，合格 Pumasa 합격

Industrial course 工业系 Pang-industriya kurso 공업과

School regulations 校规 Alituntunin ng paaralan 교칙

High school 高中学校（高中） Mataas na paaralan 고등학교

High School Equivalence 
Examination

高中毕业考试
Pagsusulit na katumbas ng high 
school, ito ay para sa mga hindi
nakapagtapos ng high school

고등학교졸업정도
인정시험

Public 公立 Publiko 공립
Language learning instructor 
for foreign students

外语学习咨询者 Tagapayo na maaaring makipag-
usap sa wikang banyaga

어학상담원

Status of residence 在留资格 Katayuan ng pananatili 재류자격

Support 支援 Tulong 지원

Municipal office 市区町村办事处 Munisipyo 시/구/초/손 관청

Examination 考试 Pagsusulit 시험

Out-of-pocket expense 自己的责任 Sariling gastos 자기부담

Elementary school children 儿童 Mga batang nasa elementarya 초등학교재학아동
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

し 児童相談センター Centro de consulta à criança Centro de Consulta del Niño

児童デイサービス Day service infantil Centro de día infantil

自閉症 Autismo Autismo

志望校 Escola preferida Colegio al que se desea entrar

就学援助 Assistência educacional Ayuda a la escolarización

就学年齢 Idade escolar Edad escolar

就学前健診 Exame médico pré-escolar
Examen médico previo a la
escolarización

就職 Emprego, trabalho Colocación laboral

授業料 Custo escolar Tasa de clases

出願 Pedido de admissão Aplicación

障害者 Deficiente físico ou mental Persona con deficiencia

奨学金 Bolsa de estudos Beca

小学校 Escola primária Colegio de educación primaria

商業科 Curso de comércio Modalidad comercial

書類選考 Seleção por exame dos documentos Evaluación de documentos

私立 Particular, privado Privado

進学 Ingressar na escola superior Acceso (a un ciclo superior)

申請 Requerimento Solicitud

進路 Futuro escolar Camino a seguir

す 推薦入学 Admissão escolar por recomendação Acceso con recomendación

スクールカウンセラー Conselheiro escolar Consultor escolar

スクールソーシャルワーカー Assistente social escolar Asistente social escolar

せ 成績 Nota escolar Notas, resultados

成績証明書 Certificado de nota escolar Certificado de notas

生徒（中学・高校生）
Aluno, estudante (Estudante do ginásio

e colegial)
Alumno (de secundaria)

専攻 Especialização Especialidad

専修学校 Escola de especialização Colegio vocacional

先生 Professor Profesor(a), maestro(a)

大学入試センター試験
Exame de capacitação para
universidade (Centā Shiken)

Examen del Centro Nacional de
Exámenes de Acceso a la

Universidad

全日制 Sistema de educação integral
Programa educativo de tiempo
completo

専門学校 Escola técnica Colegio especializado

そ 総合学科 Curso geral Modalidad integrada

卒業 Graduação, formatura Graduación

卒業証明書 Certificado de graduação Certificado (diploma) de graduación

た 大学 Faculdade, universidade Universidad
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Consultation Center for 
Children’s Affairs

儿童咨询中心 Sanggunian center para sa mga
bata

아동상담센터

Day service center for 
children

儿童节服务 Serbisyo para kalingain ang mga
bata

아동데이서비스

Autism 自闭症
Autism(mga batang mahirap
makipag-komunikasyon,mahina
ang imahinasyon)

자폐증

School of one’s choice 希望报考学校 Paaralang mapagpipilian 지망교

School expense subsidy 上学援助 Tulong na salapi sa paggastos
sa paaralan

취학원조

School age 上学年龄 Edad na pampaaralan 취학연령
Physical checkup before 
entering school

上学前健康检查 Pisikal na checkup bago
magpasukan

취학전검진

Taking a job 就职 Maghanap ng trabaho 취직

Tuition 学费 Bayad sa pag-aaral 수업료

Application for admission 申请资料 Aplikasyon para sa pagpasok 출원

Person with disability 残疾人 Taong may kapansanan 장애자

Scholarship 奖学金 Pautang scholarship 장학금

Elementary school 小学 Paaralan Elementarya 초등학교

Commercial course 商业系 Kursong pang komersiyal 상업과
Selection based on 
documents

根据书面材料(档案
等)进行审核 Kasulatang ipapalabas 서류선고

Private 私立 Pribado 사립

Advancement to higher 
education

升学 Pagsulong sa mataas na
edukasyon

진학

Application 申请 Aplikasyon 신청

Future path 前途 Hinaharap na landas 진로

Admission on 
recommendation

推荐入学 Rekomendasyon sa pagpasok 추천입학

School counselor 学校个人生活指导员 Tagapayo ng paaralan 스쿨카운셀러

School social worker 学校社会工作者 Social worker sa paaralan 스쿨소셜워커

Academic performance 成绩 Pang-akademya pagganap 성적

Grade report 成绩证明书 Pang-akademiyang sertipiko 성적증명서

Student (junior high/high
school)

学生 Mag-aaral sa junior high/high 
school

중/고등학교학생

Major 专业 Pangunahin 전공

Specialized training college 专科学校 Paaralan panghanapbuhay 전수학교

Teacher 老师，医生 Guro 선생님
Preliminary university 
entrance examination
(National Center Test)

上大学前的共同测试
(全国统一考试)

Unang pagsusulit sa pagpasok
sa unibersidad

대학입시센터시험

Full-time course 全天制 Pag-aaral ng lubos 전일제

Professional training college 专门学校 Propesyonal na pagsasanay sa 
kolehiyo

전문학교

General course 综合学校 Pangkalahatan kurso 종합학과

Graduation 毕业 Pagtatapos 졸업

Graduation certificate 毕业证明书 Diploma ng pagtatapos 졸업증명서

University, college 大学 Unibersidad, Kolehiyo 대학



日本語 ポルトガル語 スペイン語

た 大学院 Pós-graduação Escuela de posgrado

ダブル・リミテッド

Adjetivo usado para crianças que não
dominam o idioma materno e também o
japonês (Daburu Rimittedo)

Persona con doble limitación de

idioma (en lengua materna y lengua
de acogida)

注意欠陥多動性障害
(ADHD)

Transtorno de hiperatividade e déficit de
atenção

Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (ADHD)

中学夜間学校 Sistema de educação ginasial noturna
Escuela nocturna de educación
secundaria básica

中学校 Ginásio
Colegio de educación secundaria
básica

中学校卒業程度認定
試験

Teste de certificado de graduação do

ensino ginasial

Examen de evaluación equivalente a
graduado en secundaria básica

て 定時制 Sistema de educação noturna Programa educativo de tiempo parcial

と 特別支援学級 Classe especial de auxílio educacional Clase de apoyo especial

飛び級 Pular um grau escolar Salto de grado

取り出し授業 Programa de aulas fora da sala de aula Clase aparte

に 日本学生支援機構
Serviço de auxílio aos estudantes do
Japão

Organización Japonesa de Servicios

para Estudiantes

日本語教室 Sala de japonês Aula de japonés

日本語能力試験 Teste de proficiência japonesa
Examen Oficial de Nivel de Lengua
Japonesa

入学願書 Pedido de admissão escolar Solicitud de ingreso

入学金 Taxa de matrícula Tasa de ingreso

入学試験 Exame de admissão Examen de ingreso

年度 Ano (fiscal, escolar, etc.) Año (administrativo)

は 発達障害 Transtorno de desenvolvimento Trastorno del desarrollo

ひ 引きこもり
Adjetivo usado para pessoas que se
excluem socialmente (Hikikomori)

Autoencierro

PTA Concelho de pais e mestres Asociación de padres y profesores

費用 Custo Gastos

ふ 不就学 Pessoa sem escolaridade No escolarización

普通科 Curso regular Modalidad general

不登校 Pessoa que não frequenta a escola No asistencia al colegio

フリースクール Escola de educação livre (Furī sukūru) Escuela libre (para niños que no van al

colegio)

プレスクール Pré-escola Preescolar

へ 返済 Devolução Devolución (del préstamo)

編入 Inclusão, ingresso
Transferencia (desde otro centro
educativo)

ほ 保育園 Creche Guardería

放課後 Depois das aulas Extraescolar

母語 Língua materna Lengua materna

保護者 Pais e responsáveis Tutor (del niño)

補助金 Subsídio Subvención
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Graduate school 研究生 Pinagtapusan paaralan 대학원
Double limited (problem of 
double limitation of language 
in mother language and the 
language of host country

两种语言都不是
很擅长

Double limited(problema sa lenguahe, sa
sariling wika at sa wika na ginagamit ng 
ginagalawang bansa)

더블 리미티드

Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder

注意力不集中多
动性障碍

Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder

주의력결핍과다
행동장애

Evening junior high school 
classes

中学夜间学校 Juinior high school pang-gabing klase 중학야간학급

Junior high school 中学 Junior high school 중학교

Junior High school 
Equivalence Examination

中学毕业考试

Para sa mga hindi nakapagtapos ng 
Jr.high school , ito ay isang pagsususulit
katumbas ng Jr. high school para 
makapasok sa Sr. high school

중학교졸업정도
인정시험

Part-time course 定时，准时制 Pansamantala kurso 정시제

Class for supporting children 
with special needs

特别支援班级 Natatanging kurso para sa mga bata na
nangangailangan ng tulong

특별지원학급

Advanced placement 跳班，跳级 Pagsulong sa mas nakakataas na grado 월반

Separately given class 挑选上课 Natatanging leksyon 특별수업

Japan Student Services 
Organization (JASSO)

日本学生支援机
构

Japan Student Services
Organisation (JASSO)

일본학생지원기
구

Japanese class 日语教室 Japanese class 일본어교실

Japanese Language 
Proficiency Test

日语能力考试 Pagsusulit sa kakayahan ng Wikang
Hapon

일본어능력시험

Admission application form 入学申请书 Application form para sa pagpasok 입학원서

Admission fee 入学金 Bayad pagpasok 입학급

Entrance examination 入学考试 Pagpasok na pagsusulit 입학시험

School year 年度 Piskal na taon 년도

Developmental disorder 发育障碍 Developmental disorder 발달장애

Acute social withdrawal 闭门不出 Ayaw lumabas ikinukulong ang sarili sa
silid at ayaw makipag-usap sa tao

히키코모리

Parent Teacher Association 父母与老师联合 Kapisanan ng Magulang at Guro 사친회

Expense 费用 Gastos 비용

Non-enrollmant of school 没有报名上学 Non-enrollmant ng paaralan 불취학

General course 普通科目 Pangkalahatan kurso 보통과

Refusing to attend school 拒绝上学 Ayaw pumasok sa paaralan 등교거부

Free school 自由学校 Libreng paaralan 프리스쿨

Preschool program for 
students before 1st year of 
elementary school

上小学之前的预
备班

Programa para sa preschool na mga
mag-aaral bago mag ika-1taon ng 
elementarya

프레스쿨
(초등학교전
준비 학교)

Repayment 偿还 Pagbabayad 변제

Transfer 编入 Paglilipat 편입

Nursery school 托儿所 Nursery school 보육원

After school 放学后 Pagkatapos ng eskwela 방과후

Mother language 母语 Katutubong wika 모어

Parents and guardians 监护人 Magulang at Katiwala 보호자

Subsidy 补助金 Tulong na salapi 보조금



日本語 ポルトガル語 スペイン語

め 面接 Entrevista Entrevista

も 文部科学省
Ministério de Educação, Cultura, Esporte,
Ciência e Tecnologia

Ministerio de Educación, Cultura,
Deportes, Ciencia y Tecnologías

よ
幼児（１歳から小学校入
学前の子ども）

Bebê, criança de colo (Crianças que ainda
não ingressaram na escola primária)

Niño(a) (de corta edad)

幼稚園 Jardim de infância Escuela Infantil

呼び寄せ Trazer os familiares para o país
Traída (de una persona desde el

extranjero)
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Interview 面试 Pakikipanayam 면접

Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology

文部科学省
Kagawarang-bansa ng Pag-aaral, 
Kultura,Laro,
Siyensiya, at Teknolohiya

문부과학성

Children over 1 before entering 
elementary school

幼儿 Mga bata higit sa 1taon bago
pumasok sa elementarya

유아 (1세부터
초등학교 입학전
아동)

Kindergarten 幼儿园 Kindergarden 유치원

Bringing over (from foreign 
countries)

召集 Anyayahan (mula sa banyagang
bansa)

불러들임
(해외에서)



在留資格は27種類あり、決定された在留資格で認められている活動以外の活動を行うことはでき

ません。また、在留期間を超えて在留する場合は期間更新の許可が必要です。

なお、子どもが就学する際も、在留資格についての問題が起こることがあります。（→P.50）

在留資格一覧
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在留資格 在留期間 代表的な職業等 就労
制限

外交 外交活動を行う期間 外交官 △

公用 5年・3年・1年・3月・30日・15日 国際機関職員 △

教授 5年・3年・1年・3月 大学教授 △

芸術 5年・3年・1年・3月 音楽家、芸術家 △

宗教 5年・3年・1年・3月 宗教家 △

報道 5年・3年・1年・3月 外国の報道特派員 △

高度専門職 5年または無期限
法務大臣が指定する機関の研究者、技
術者、経営者

△

経営・管理 5年・3年・1年・4月・3月 企業の経営者、管理者 △

法律・会計業務 5年・3年・1年・3月 弁護士 △

医療 5年・3年・1年・3月 医師、看護師 △

研究 5年・3年・1年・3月 政府機関や私企業の研究者 △

教育 5年・3年・1年・3月 中学校・高等学校等の語学講師 △

技術・人文知識
・国際業務

5年・3年・1年・3月 システムエンジニア、通訳、デザイナー △

企業内転勤 5年・3年・1年・3月 外国の事業所からの転勤者 △

興行 3年・1年・6月・3月・15日 舞踊家、プロスポーツ選手 △

技能 5年・3年・1年・3月 外国料理コック △

技能実習
1年・6月または1年を超えない範囲で法務大臣
が個々に指定する期間

技能実習生 △

文化活動 3年・1年・6月・3月 日本文化の研究者 ×

短期滞在 90日・30日・15日以内の日を単位とする期間 観光旅行者 ×

留学
4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3
月・1年・6月・3月

大学生、高校生、小中学生、日本語学校
生

×

研修 1年・6月・3月 研修生 ×

家族滞在
5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年
3月・1年・6月・3月

在留外国人が扶養する配偶者・子 ×

特定活動
5年・3年・1年・6月・3月または法務大臣が個々
に指定する期間（5年を超えない範囲）

ワーキングホリデー、経済連携協定に基づ
く外国人看護師・介護福祉士候補者

△

永住者 無期限 永住許可のある者 ○

日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6月 日本人の配偶者・子・特別養子 ○

永住者の配偶者等 5年・3年・1年・6月 永住者の配偶者・子 ○

定住者
5年・3年・1年・6月または法務大臣が個々に指
定する期間（5年を超えない範囲）

日系3世、定住者の配偶者、日本人の6
歳未満の養子

○

※就労制限： ○ 制限なし、△ 一定範囲可、× 不可


