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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」／（公財）愛知県国際交流協会／2010

● 独立行政法人国際交流基金「2018年度海外日本語教育機関調査」

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/survey18.html   (2020.11.14)

● 外務省「平成11年度経済協力評価報告書」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/kunibetu/gai/h11gai/index.html   (2020.11.14)

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

●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

●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

●在東京タイ王国大使館

http://site.thaiembassy.jp/jp/   (2020.11.14)

●獨協大学交流文化学科紀要「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／2011

https://ci.nii.ac.jp/naid/120005948534   (2020.11.14)

韓国

●「外国人学校―学校教育法と大学受験資格問題、その変遷―」／林毅、法田佐智子、山城優妃、吉田諒子／2007

https://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2006/report2006e.pdf   (2020.11.14)

● 文部科学省「大学入学資格について」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm (2020.11.14)

中国

●国家統計局「中国統計年鑑2019」

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm  （2020.11.11）

●中華人民共和国中央人民政府「聚焦全国31省份全面取消农业户口四大焦点」

http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/21/content_5110524.htm#1 （2021.2.1）

●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 (2020.11.14)

●岡山県上海事務所「『二人っ子政策』の理想と現実」

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/330057_3030678_misc.pdf  (2020.11.14)

●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クタクタだから―米紙」

https://www.recordchina.co.jp/b152965-s0-c30-d0035.html  (2020.11.14)

ネパール

●法務省出入国在留管理庁「在留外国人統計（旧登録外国人統計） e-stat 2019年」

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20190&month=24101212&tclass1=000001060399

(2020.11.14)

●Government of Nepal   Ministry of Education 「Nepal Education in Figures, 2012」

https://moe.gov.np/article/235/nepal-education-in-figures-2012.html   (2020.11.14)

●独立行政法人国際協力機構「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 2012.3」

https://openjicareport.jica.go.jp/240/240/240_116_12145587.html   (2020.11.14)

●独立行政法人日本学生支援機構ウェブマガジン「留学交流」「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／2014.6

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11010004_po_201406hamadakiyohiko.pdf?contentNo=1&alternativeNo= (2020.11.14)

●在ネパール日本国大使館「ネパール情報」

https://www.np.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nepal_info.html (2020.11.14)

フィリピン

●TABLE FOR TWO「スタッフブログ フィリピンの小学校での給食 2014.11」

http://tftstaffjp.blogspot.jp/2014/11/blog-post_19.html (2020.11.14)

●グローリアセブ「これがフィリピンの小学校の一日と一年」

https://gloleacebu.com/philippines_elementary (2020.11.14)
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●独立行政法人国際協力機構「フィリピンを知ろう」

https://www.jica.go.jp/chubu/enterprise/kaihatsu/kaigaikenshu/h21philippines/pdf/jissen07.pdf (2020.11.14)

●「日本語Q&A 『フィリッピンの学校教育』／江崎玲子

http://pro.tok2.com/~nhg/school2/s-philippine.htm (2020.11.14)

●グローリアセブ 「フィリピンの小学校。お昼休みは先生も教室で生徒とお弁当」

https://gloleacebu.com/elementary_lunch/  (2020.11.14)

ベトナム

●日本国際学校

http://jp.jis.edu.vn/  (2020.11.14)

アメリカ

●自治体国際化協会「Clair Report No.455 （米国における英語を母国語としない児童への英語教育)」

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/455.pdf  (2020.11.14)

●Lighthouse ロサンゼルス「アメリカの教育制度について、その全体を知りたい」

https://www.us-lighthouse.com/kyouiku/e-126.html  (2020.11.14)

●Study in the USA「アメリカの教育事情」

https://studyusa.com/ja/a/9/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E6%83%85

(2020.11.14)

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』」

http://www.nikkeyshimbun.jp/2016/160408-71colonia.html （2020.11.11）

● Associação Nova Escola「As leis brasileiras e o ensino religioso na escola pública」

https://gestaoescolar.org.br/politicas-publicas/leis-brasileiras-ensino-religioso-escola-publica-religiao-legislacao-educacional-

constituicao-brasileira-508948.shtml  （2020.11.11）

●DireitoNet 「A Lei 9.394/96 proíbe a reprovação em sala de alfabetização」

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2921/A-Lei-9394-96-proibe-a-reprovacao-em-sala-de-alfabetizacao  （2020.11.11）

● Associação Nova Escola 「Lei de Diretrizes e Bases da Educação」

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/  （2020.11.11）

●独立行政法人日本学生支援機構ウェブマガジン「留学交流」「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―」 ／

江原裕美、山口アンナ真美／2012.6

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/2015/11/19/eharahiromi_yamaguchianamami.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  （2020.11.11）

●駐日ブラジル大使館「ブラジルの教育制度」

http://toquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrreducacao.xml  （2020.11.11）

●豊橋市「ブラジルからBoa tarde」

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/16282/ikezaki4.pdf  （2020.11.11）

●AACD 「A AACD」

https://aacd.org.br/aacd-escolar/  （2020.11.11）

ペルー

●群馬大学教育学部「ペルーの教育事情－リマ市内外の3校の事例より－」／田中麻里、前田亜紀子

https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/7480/1/NO30_2013_10.pdf  (2020.11.14)

●日本貿易振興機構「教育事情 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 (2020.11.14)

●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」／青木芳夫

http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1513 (2020.11.14)

●帝京法学 「翻訳『ペルー共和国の総合教育法』」／工藤瞳、江原裕美

https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/hougaku27-2-13.pdf (2020.11.14)

●ペルーの学校 日本の学校とどう違うのか／じょういちたかし／近代文芸社／1998

●ペルーを知るための66章（第2版）／細谷広美／明石書店／2012

ブラジル・フィリピン・韓国 共通

●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／2011.6

●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／2013.9

●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／2014.8

●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／2009.3
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●外国人児童生徒受入れの手引 改訂版 ／文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 編著／明石書店／2019

●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30年度）の結果について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421569.htm (2020.11.11)

●豊橋市教育委員会「外国人児童生徒教育の手引き（平成26年3月改訂）」

http://www.gaikoku.toyohashi.ed.jp/kyouikunotebiki/main1.html  （2020.11.11）

●日本語教育能力検定試験に合格するための用語集／岩田一成 他／アルク／2013

●日本語教育能力検定試験 用語集／ヒューマンアカデミー／翔泳社／2013

●子どもの教育 外国人児童生徒教育支援に関する基本的な情報 2018年10月版／築樋博子／2018

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 子どもの教育編／（公財）愛知県国際交流協会／2017

●日本語能力試験

https://www.jlpt.jp/  （2020.11.11）

●愛知県「令和元年度『プレスクール』及び『プレクラス』の実施状況調査について」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/2019pure-kekka.html  （2020.11.11）

●愛知県「実施状況詳細（母語教室）」

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/323912.pdf  (2020.11.14)

●愛知 外国につながる子どもの母語支援プロジェクト

http://www7b.biglobe.ne.jp/~akp/sassi.html （2020.11.11）

●愛知県「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－を作成しました」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000060441.html （2020.11.11）

●愛知県「『やさしい日本語』の手引きを作成しました」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000059054.html  （2020.11.11）

●総務省行政評価局／「学校における専門スタッフ等の活用に関する調査結果報告書 令和2年5月」

●法務省出入国在留管理庁「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html  （2020.12.11）

●愛知県「愛知県内の市町村における外国人住民数の状況（2020年6月末現在）」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-2020-6.html （2021.2.1）

●文部科学省「学校基本調査 統計表」

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm  （2020.11.11）

●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30年度）の結果について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421569.htm  （2020.11.11）

●総務省統計局「政府統計の総合窓口(e-Stat)」

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20190&month=24101212&tclass1=000001060399

(2020.10.30）

多文化ソーシャルワーカーについて

●多文化ソーシャルワークの理論と実践―外国人支援者に求められるスキルと役割／石河久美子／明石書店／2012

●異文化間ソーシャルワーク 多文化共生社会をめざす新しい社会福祉実践／石河久美子／川島書店／2003

●多文化ソーシャルワーカーガイドブック／愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／2010

●多文化ソーシャルワーカーハンドブック／石河久美子監修 愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／2011

●機関誌「あいち国際プラザ No. 111」／（公財）愛知県国際交流協会／2016.1

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝社会福祉編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2018
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●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／2011.1

●異文化間教育のとらえ直し／山本雅代・馬渕仁・塘利枝子／明石書店／2016.6


