
●法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表
●文部科学省 学校基本調査 統計表
●文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 （2014年度）

出 典

第1章

第２章

●文部科学省 外国人児童生徒受入れの手引き
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

●文部科学省 各学校段階における入学資格等について（文科省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/06042105/008.htm

●文部科学省 高等学校入学資格
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/sikaku/1311012.htm

●文部科学省 高等学校卒業程度認定試験
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

●文部科学省 大学・大学院入学資格について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111319.htm

●文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成26年度）の結果について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/__icsFiles/afieldfile/2015/06/26/1357044_01_1.pdf

●文部科学省 学校における教育相談に関する資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/120/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2016/02/12/13660
25_07_1.pdf

●愛知県教育委員会 愛知県の公立高等学校を目指す外国人の方へ
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/225137.pdf

●海外からの編入学について（愛知県教育委員会）
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027288.htm

●一般財団法人自治体国際化協会多文化共生ポータルサイト
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/learn/enter_education.html

●日本留学総合情報ガイド
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj05j.html

●日本留学ポータルサイトGateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/modules/pico/index.php?content_id=11

●文部科学省「諸外国の教育統計」平成27年度版
●外務省 諸外国・地域の学校情報

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/index.html
●キッズ外務省 世界の学校を見てみよう！

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/index.html
●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ー／臼井智美 編／(株)教育開発

研究所／２００９年
●日本語能力試験

http://www.jlpt.jp/index.html
●愛知県 やさしい日本語の手引き～外国人に伝わる日本語～

http://www.pref.aichi.jp/kokusai/easyjapanese/tebiki.pdf

以下の国別情報は、４章「知っておこう！それぞれのお国事情」の出典も含みます。

インドネシア
●「世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来 インドネシア共和国」

http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/kyouzai/PDF/H21/Indonesia.pdf
● 独立行政法人国際交流基金 2012年海外日本語教育機関調査
● 外務省 平成11年度経済協力評価報告書
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タイ
●世界の子どもたちはいま タイの子どもたち／西村佐二 指導、安西剛 編集、伊藤年一 発行／株式会社学習研

究社／2000年
●国際理解に役立つ世界の衣食住 8世界の学校／小松義夫 監修・写真、小野沢啓子 文、小峰紀雄 発行／株

式会社小峰書店／2001年
●タイを知るための72章／綾部真雄 編著／株式会社明石書店／2014年
●在東京タイ王国大使館ウェブサイト

http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=973:2013-01-18-07-45-
19&catid=76:2012-12-19-07-11-24&Itemid=314

●「タイにおける開発と教育に関する一考察：農民グループの活動を事例に」 櫃本真美代/獨協大学交流文化学科
紀要 ２０１１年

韓国
● http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2006/report2006e.pdf#search=%27大学受験資格+朝鮮学

校%27
● http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm

中国
●文部科学省「附：中国の学校教育制度等」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/015/siryo/05120501/007/006.htm
●自治体国際化協会「CLAIR REPORT No. 427 （中国の教育制度と留学事情）」

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/427.pdf
●岡山県上海事務所「『二人っ子政策』の理想と現実」

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/330057_3030678_misc.pdf
●Record China 「中国人の本音は「二人っ子なんてお断り」、なぜなら大人も子どももくたくただから-米紙」

http://www.recordchina.co.jp/al52965.html
●Foraya「子供に通わせるならどこの学校？～中国・広州の教育事情～」

http://foroya.net/age/post-20/
●中国国家衛生計画出産委員会 ニュースセンター２００１年３月１１日付

http://en.nhfpc.gov.cn/2017-03/11/c_71327.htm

ネパール
● Nepal Education in Figures, 2012/Government of Nepal   Ministry of Education 
●ネパール連邦民主共和国 基礎教育セクター基礎情報収確認調査報告書／独立行政法人国際協力機構人間開

発部／2012年3月
●ネパールの教育留学事業～海外留学ブームの中で～／在ネパール日本国大使館一等書記官 浜田清彦／ウェ

ブマガジン「留学交流」／2014年6月号
●在ネパール日本国大使館「ネパールの概要」／2015年1月

フィリピン
● http://tftstaffjp.blogspot.jp/2014/11/blog-post_19.html
● http://gloleacebu.com/philippines_elementary/
● https://www.jica.go.jp/chubu/enterprise/kaihatsu/kaigaikenshu/h21philippines/pdf/jissen07.pdf
● http://pro.tok2.com/~nhg/school2/s-philippine.htm
● http://gloleacebu.com/elementary_lunch/

ベトナム
●VIETJO（ベトジョー） ベトナムニュース

http://www.viet-jo.com/home/word-detail.php?id=87
●日本国際学校のウェブサイトのホームページ

http://jp.jis.edu.vn/

アメリカ
●アメリカ現地発！知っておきたい生活情報＆おすすめ観光情報サイト Lighthouseロサンゼルス

URL:http://www.us-lighthouse.com/kyouiku/e-126.html
●Study in the USA

URL:https://studyusa.com/ja/a/9/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E6%9
5%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E6%83%85
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●アメリカの学校・幼稚園・保育園 長期滞在のための教育事情
http://300pm.com/

ブラジル
●ニッケイ新聞 特別学級の在日伯人児童激増＝知的障害増加？ それとも…＝「ここ数年で特に顕著」＝中川さん
「危機の子供たち」

www.nikkeyshimbun.jp/2016/160408-71colonia.html
●三井物産CSRリポート2015 P.83環境：社会貢献活動「ブラジルとの取組み」

www.mitsui.com/jp/ja/csr/csrreport/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/05/ja_csr_2015-07.pdf
●ブラジルの法律と公立学校での宗教教育に

http://gestaoescolar.org.br/politicas-publicas/leis-brasileiras-ensino-religioso-escola-publica-religiao-legislacao-
educacional-constituicao-brasileira-508948.shtml
http://novaescola.org.br/politicas-publicas/ensino-religioso-escola-publica-relacao-delicada-laica-religiao-747579.shtml
http://www.revistaforum.com.br/2013/01/11/o-ensino-religioso-nas-escolas-publicas/

●初等教育（読み書きが未達成な時期）での留年について
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2921/A-Lei-9394-96-proibe-a-reprovacao-em-sala-de-alfabetizacao

●ブラジル教育基本指針法
http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/

●ブラジル私立学校のカレンダーの一例（サンパウロ・ピオネイロ校）
http://www.pioneiro.com.br/calendario/

●ブラジルの教育事情 －経済発展とともに注目すべき教育改革－
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/2015/11/19/eharahiromi_yamaguchian
amami.pdf#search='%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E8%
82%B2%E5%88%B6%E5%BA%A6

●ブラジルの教育制度 （在日本ブラジル大使館）
http://toquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrreducacao.xml

●平成21年度文部科学省委託事業 国際協力イニシアティブ教育協力拠点形成事業（MEXT International 
Cooperation）日系社会青年ボランティア「現職教員特別参加制度」活動支援のための教育協力システムの形成
【青年海外協力隊等派遣教員の支援】「ブラジルと日本の学校の違い」
http://earchive.criced.tsukuba.ac.jp/data/doc/pdf/2010/06/201006011532.pdf#search='%E3%83%96%E3%8
3%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6
%A0%A1%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84'

●特別支援学級について ブラジルからBoa tarde豊橋市
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/16282/ikezaki4.pdf

●障害児支援協会（AACD）について
https://aacd.org.br/conheca-aacd/

●障害児支援協会（AACD）の学校について
https://aacd.org.br/aacd-escolar/

●ブラジル教育省 精神障害者の特別支援教育について
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf

●ブラジル教育計画
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores

●ブラジル地理統計研究所
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40

ペルー
●群馬大学教育学部 「ペルーの教育事情 リマ市内の3校の事例より」

https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/7480/1/NO30_2013_10.pdf 
●日本貿易振興機構 「ペルー BOP層実態調査レポート」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/lifestyle_education_201409_pe.pdf
●奈良大学 「ペルーの教育改革 二言語教育とインターカルチュラル教育」

http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1513
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●文部科学省 初等中等教育分科会教育課程部会議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/07091203/001/007.htm

●文部科学省「教育改革の総合的推進に関する調査研究～諸外国における学制に関する改革の状況調査」／平
成26年3月20日

●言語マイノリティを支える教育／ジム・カミンズ 著/中島和子 訳/慶應義塾大学出版会/2011年
●多言語社会日本～その現状と課題 多言語化現象研究会 編/三元社/2013年
●南米につながる子どもたちと教育～複数文化を「力」に変えていくために／牛田千鶴 編/行路社/ 2014年
●文化間移動をする子どもたちの学び～教育コミュニティの創造に向けて／齋藤ひろみ・佐藤郡衛 編/ひつじ書房

／2009年
●国際移動と教育～東アジアと欧米諸国の国際移民をめぐる現状と課題／江原裕美 編／明石書店／2011年
●異文化間教育のとらえ直し／山本雅代・馬渕仁・塘利枝子 編/明石書店/2016年

●学校で子どもが掃除するのは当たり前ではない－世界の教育をリードする日本の学校清掃
http://children.publishers.fm/article/4226/

●欧米人「えっ、日本の学校では生徒が教室を掃除するの!?」驚きと感心のコメントいろいろ
http://labaq.com/archives/51831453.html

●外国人児童生徒のための支援ガイドブック／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

●あいち発達障害者支援センター https://www.pref.aichi.jp/hsc/asca/disorders/disorders.html

第３章

●帝京法学 「翻訳『ペルー共和国の総合教育法』」
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/hougaku27-2-13.pdf

●近代文芸社 「ペルーの学校 日本の学校とどう違うのか」（1998年）
●明石書店 「ペルーを知るための66章（第2版）」 （2012年）
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（公財）愛知県国際交流協会では、多文化

ソーシャルワーカーが外国につながりを持つ方

の相談・支援をしています。また、複雑な問題

を抱える方には、関係機関などと連携しなが

ら、継続的な支援も行います。

◆ 対応言語＆利用時間 ◆

ポルトガル語・日本語：月～土曜日10:00～18:00

スペイン語：月～金曜日13:00～18:00

英語：月・火・木・金曜日13:00～18:00

中国語：月曜日13:00～18:00

フィリピノ語／タガログ語：水曜日13:00～18:00

※ただし、祝日及び年末年始（12／29～1／3）は除く。

多文化ソーシャルワーカーによる
相談・支援のご案内

◆ 所在地・連絡先 ◆

（公財）愛知県国際交流協会

あいち国際プラザ 多文化共生センター

〒460-0001

名古屋市中区三の丸2-6-1

TEL：052-961-7902／FAX：052-961-8045

E-mail：sodan@aia.pref.aichi.jp

URL：http://www2.aia.pref.aichi.jp/
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