
 多文化共生
た ぶ ん か き ょ う せ い

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

1　多文化共生
たぶんかきょうせい

書名
Title

著［編］者
Author,Translator

出版社
 Publisher

言語
Language

請求記号
call mark

多民族化社会・日本 渡戸一郎／編著 明石書店 日本語 316.81/ﾀﾐ

共に生きられる日本へ 宮島喬／著 有斐閣 日本語 316.81/ﾄﾓ

日本における多文化共生とは何か 朴鐘碩／著 新曜社 日本語 316.81/ﾆﾎ

講座＊グローバル化する日本と移民問題　第６巻
多文化社会への道 駒井洋／監修 明石書店 日本語 334.4/ｺｳ

外国籍住民との共生にむけて
移住労働者と連帯する
全国ネットワーク／編

移住労働者と連帯する
全国ネットワーク 日本語 316.81/ｶｲ

多文化社会日本の課題 多文化関係学会／編 明石書店 日本語 361.5/ﾀﾌ

多文化共生キーワード事典
多文化共生キーワード事典編集
委員会／編 明石書店 日本語 316.8/ﾀﾌ

多みんぞくニホン 庄司博史／編著 千里文化財団 日本語 334.41/ﾀﾐ

多言語・多文化社会の到来に向けて
東京外国語大学多言語・多文化教育
研究センター／編

東京外国語大学多言語・
多文化教育研究センター 日本語 334.41/ﾀｹ

外国人の定住と日本語教育 田尻英三／［ほか］著 ひつじ書房 日本語 334.41/ｶｲ

在日「外国人」読本 佐藤文明／著 緑風出版 日本語 316.81/ｻｲ

在日マイノリティ高齢者の生活権
神戸定住外国人支援センター
（ＫＦＣ）／編 新幹社 日本語 369.26/ｻｲ

在日ムスリムの声を聴く 大橋充人／著 晃洋書房 日本語 334.41/ｻｲ

移民・外国人と日本社会 小﨑　敏男／編著 原書房 日本語 334.41/ｲﾐ

移民政策と国民 江口隆裕／著 神奈川大学出版会 日本語 334.4/ｲﾐ

世界と日本の移民エスニック集団とホスト社会 山下清海／編著 明石書店 日本語 316.8/ｾｶ

「外国」の学び方 石田洋子／編著 ラピュータ 日本語 319/ｶｲ

異文化を知るこころ 奥川義尚／編 世界思想社 日本語 361.5/ｲﾌ

多文化と自文化 竹下裕子／編 森話社 日本語 361.5/ﾀﾌ

共存学：文化・社会の多様性
國學院大學研究開発
推進センター／編 弘文堂 日本語 361/ｷﾖ

国際交流・国際理解教育のための国際化対応の重要ポイント 岡本薫／著 全日本社会教育連合会 日本語 361.5/ｺｸ

多文化・多民族共生のまちづくり 長澤成次／編 エイデル研究所 日本語 361.7/ﾀﾌ

地方発外国人住民との地域づくり 徳田　剛／編著 晃洋書房 日本語 361.7/ﾁﾎ

外国人をサポートするための生活マニュアル
［Ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｍａｎｕａｌ　／　生活指南］

移住労働者と連帯する
全国ネットワーク／編 スリーエーネットワーク 日本語/English/中文 329.9/Su

Ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｍａｎｕａl　２００５／２００６
Ｔｈｅ　Ｓｏｌｉｄａｒｉｔｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｗｉｔｈ
　Ｍｉｇｒａｎｔｓ　Ｊａｐａｎ／ｂｙ ３Ａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 日本語/English 329.94/Su

これだけは知っておきたい！外国人相談の基礎知識 杉澤経子[ほか]／監修 松柏社 日本語 329.9/ｺﾚ

多言語生活情報の提供・流通
地域における多言語情報の流通に
かかわる調査・研究プロジェクト／編 神奈川県国際交流協会 日本語 334.41/ﾀｹ

外国人住民への言語サービス 河原俊昭／編著 明石書店 日本語 318/ｶｲ

街の公共サインを点検する 本田弘之／著 大修館書店 日本語 518.8/ﾏﾁ【久】
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埼玉県立熊谷図書館 令和3年度第4回資料展示リスト

（2021年12月21日(火)～2022年2月24(木)）

埼玉県内の在留外国人数は年々増えており、身近に外国出身の方がいることも当たり前になってきました。

しかし、言葉や文化の違いから、接し方に迷ってしまう場面もあるかもしれません。お互いに上手くコミュニケーションをとるには

どうしたらよいのでしょうか？今回の展示では、多文化共生や外国の方とのコミュニケーションに関する資料をご紹介します。

While the number of foreign residents in Saitama has been increasing, some may wander how to communicate 

with them, due to the different language or cultural backgrounds.How do we communicate effectively? 

This time we will introduce materials about intercultural cohesion or communications with foreign people. 

2021年12月発行

Intercultural cohesion : cross-cultural  communications



多文化共生社会と外国人コミュニティの力 吉富志津代／著 現代人文社 日本語 334.41/ﾀﾌ

多文化共生地域福祉への展望 朝倉美江／著 高菅出版 日本語 334.41/ﾀﾌ

日本のベトナム人コミュニティ 戸田佳子／著 暁印書館 日本語 334.41/ﾆﾎ

国際結婚多言語化する家族とアイデンティティ 河原俊昭[ほか]／編著 明石書店 日本語 367.4/ｺｸ

国際結婚と多文化共生 佐竹眞明／編著 明石書店 日本語 367.4/ｺｸ

３．１１後の多文化家族 川村千鶴子／編著 明石書店 日本語 369.31/ｻﾝ

フィリピン－日本国際結婚 佐竹眞明／著 めこん 日本語 367.4/ﾌｲ

外国にルーツをもつ子どもたち
アジア・太平洋人権情報センター
（ヒューライツ大阪）／編 現代人文社 日本語 334.41/ｶｲ

異文化間を移動する子どもたち 岡村郁子／著 明石書店 日本語 371.5/ｲﾌ

外国人の子ども白書 荒牧重人／編 明石書店 日本語 367.6/ｶｲ

ニューカマーの子どもと学校文化 児島明／著 勁草書房 日本語 372.107/ﾆﾕ

グローバル化のなかの異文化間教育 西山　教行／編著 明石書店 日本語 371.5/ｸﾛ

多文化教育をデザインする 松尾知明／編著 勁草書房 日本語 371.5/ﾀﾌ

多文化クラスの授業デザイン 松尾知明／著 明石書店 日本語 375.1/ﾀﾌ

多文化共生保育の挑戦 佐々木　由美子／著 明石書店 日本語 376.1/ﾀﾌ

「移動する子どもたち」と日本語教育 川上郁雄／編著 明石書店 日本語 375.8/ｲﾄ

貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 柏木　智子／編著 晃洋書房 日本語 371.3/ﾋﾝ

Ｔｈｅ　ｈａｔｅ　ｕ　ｇｉｖｅ Ａｎｇｉｅ　Ｔｈｏｍａｓ／［ｂｙ］ Ｂａｌｚｅｒ ＋ Ｂｒａｙ English 933.7/Th

Ｐａｃｈｉｎｋｏ Ｍｉｎ　Ｊｉｎ　Ｌｅｅ／［ｂｙ］ Ａｐｏｌｌｏ English 933.7/Le

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社 日本語 916/ﾌﾚ001【久】

2　多文化
たぶんか

・多言語
たげんご

 に ふれる

書名
Title

著［編］者
Author,Translator

出版社
 Publisher

言語
Language

請求記号
call mark

新・学研の英語ずかん　６　なるほどせかい　外国を知ろう 羽鳥博愛／監修 学研教育出版 日本語 830/ﾅﾙ【久】

世界のお祭り百科 スティーヴ・デイヴィ／著 柊風舎 日本語 386.036/ｾｶ

世界の出産 松岡悦子／編 勉誠出版 日本語 385.2/ｾｶ

世界の食文化　１ 大塚滋／［ほか］編 農山漁村文化協会 日本語 383.8/ｾｶ

世界の食文化　２ 大塚滋／［ほか］編 農山漁村文化協会 日本語 383.8/ｾｶ

世界の食文化　４ 大塚滋／［ほか］編 農山漁村文化協会 日本語 383.8/ｾｶ

世界の食文化　１３ 大塚滋／［ほか］編 農山漁村文化協会 日本語 383.8/ｾｶ

韓国食文化読本 朝倉敏夫／著
人間文化研究機構国立
民族学博物館 日本語 383.821/ｶﾝ

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一／監修 学研教育出版 日本語 361/ｿﾚ【久】

宗教と食 南直人／編 ドメス出版 日本語 383.8/ｼﾕ

世界の宗教がわかる絵事典 井上順孝／監修 ＰＨＰ研究所 日本語 160/ｾｶ【久】

衣装の語る民族文化 今木加代子／著 東京堂出版 日本語 383.1/ｲｼ

チャイナドレス大全 謝　黎／著 青弓社 日本語 383.15/ﾁﾔ

日米文化交流史 波多野勝／編著 学陽書房 日本語 361.5/ﾆﾁ

日中文化の交差点 王敏／編 三和書籍 日本語 361.5/ﾆﾂ

東南アジアのポピュラーカルチャー 福岡まどか／編著 スタイルノート 日本語 361.5/ﾄｳ

民族大国インドネシア 鏡味治也／編著 木犀社 日本語 382.24/ﾐﾝ

ウイグル女性の家族と生活 岩崎雅美／編著 東方出版 日本語 382.228/ｳｲ

四カ国語共通のことわざ集 張福武／編著 慧文社 日本語 388.8/ﾖﾝ

中国地理常识 焦华富／主编 外语教学与研究出版社 中文 292/Zh

中国文化常识 任启亮／主编 外语教学与研究出版社 中文 222/Zh

中国民间体育 胡武功／主编 汕头大学出版社 中文 781/Zh

한국문화를　일본어로　소개하는　사전 임영철／저 제이앤씨 한국어 302.21/Ha

한국문화의　이해　 손호민／［엮음］ 고려대학교출판부 한국어 361.5/Ha

세계인과　함께 보는　한국　문화　교과서 최준식／지음 소나무 한국어 382.21/Se



일본에서의  룰과  매너 八田靖史／약 学習研究社 한국어 385.9/Il

Ｋ　ＰＯＰ 세계를 홀리다 김학선／지음 을유문화사 한국어 767.8/Ke

Ｔｈｅ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｍａｐ Ｅｒｉｎ　Ｍｅｙｅｒ／［ｂｙ］ Ｐｕｂｌｉｃ　Ａｆｆａｉｒｓ English 361.45/Cu

Ｕｍａ　ｈｉｓｔｏ´ｒｉａ　ｄｏ　Ｂｒａｓｉｌ　ａｔｒａｖｅ´ｓ　ｄａ　ｃａｒｉｃａｔｕｒａ
Ｒｅｎａｔｏ　Ｌｅｍｏｓ／
ｏｒｇａｎｉｚａｃａｏ　ｄｅ Ｂｏｒｎ　Ｔｅｘｔｏ Português 262/Hi

Ｓａｂｏｒｅｓ　ｄａ　ｃｏｚｉｎｈａ　Ｂｒａｓｉｌｅｉｒａ Ｂｒｕｎａ　Ｔｒｅｖｉｓａｎｉ［ｅｔ　ａｌ．］／［ｐｏｒ］ Ｍｅｌｈｏｒａｍｅｎｔｏｓ Português 596.23/Sa

Ｗｏｒｌｄ　ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　ｇｅｏｇｒａｐｈｙ　Ｅａｓｔｅｒｎ　ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ ＭｃＤｏｕｇａｌ　Ｌｉｔｔｅｌｌ ＭｃＤｏｕｇａｌ　Ｌｉｔｔｅｌｌ English 375.9/Wo

Ｗｏｒｌｄ　ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　ｇｅｏｇｒａｐｈｙ
Ｗｅｓｔｅｒｎ　ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ　ａｎｄ　Ｅｕｒｏｐｅ ＭｃＤｏｕｇａｌ　Ｌｉｔｔｅｌｌ ＭｃＤｏｕｇａｌ　Ｌｉｔｔｅｌｌ English 375.9/Wo

品德与社会 课程教材研究所／编著 人民教育出版社 中文 375.9/Pi

고등학교　사회・문화 김병무　외　５인／지음 미래엔　컬처그룹 한국어 375.9/Go

3　外国
がいこく

 に つながりの ある 人
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 と 話
はな

す

書名
Title

著［編］者
Author,Translator

出版社
 Publisher

言語
Language

請求記号
call mark

異文化コミュニケーションのＡ　ｔｏ　Ｚ 小坂貴志／著 研究社 日本語 361.45/ｲﾌ

異文化理解の問題地図 千葉　祐大／著 技術評論社 日本語 336.4/ｲﾌ

多文化社会と異文化コミュニケーション 池田理知子／［ほか］著 三修社 日本語 361.5/ﾀﾌ

多文化な職場の異文化間コミュニケーション 加賀美常美代／編著 明石書店 日本語 336.49/ﾀﾌ

職場に外国人がやってきたら読む本 涌井　美和子／著 近代セールス社 日本語 336.49/ｼﾖ

日本企業で働く日系ブラジル人と日本人の間の
異文化間コミュニケーション摩擦 西田ひろ子／編 創元社 日本語 336.49/ﾆﾎ

ビジネス日本語用例辞典 Ｊプレゼンスアカデミー／著 アスク出版 日本語 670.9/ﾋｼ

マンガで体験！にっぽんのカイシャ 日本漢字能力検定協会／編 日本漢字能力検定協会 日本語 810.7/ﾏﾝ

Ｇｅｔｔｉｎｇ　ｄｏｗｎ　ｔｏ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒｙｕｓｕｋｅ　Ｙｏｎｅｄａ／［ｅｔ　ａｌ．ｂｙ］ ３Ａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ English 810.7/Ge

Ｍａｎｕａｌ　ｐａｒａ　ｔｒａｂａｌｈａｄｏｒｅｓ　Ｂｒａｓｉｌｅｉｒｏｓ
ｐｒｏｃｕｒａｎｄｏ　ｅｍｐｒｅｇｏ 田所清克／ｐｏｒ Ｋｏｋｕｓａｉｇｏｇａｋｕｓｈａ Português 817.8/Ma

まんが＊クラスメイトは外国人
「外国につながる子どもたちの
物語」編集委員会／編 明石書店 日本語 334/ﾏﾝ【久】

まんがクラスメイトは外国人　入門編
「外国につながる子どもたちの
物語」編集委員会／編 明石書店 日本語 334/ﾏﾝ【久】

まんがクラスメイトは外国人　課題編
「外国につながる子どもたちの
物語」編集委員会／編 明石書店 日本語 334/ﾏﾝ【久】

ブラジル人生徒と日本人教員の異文化間コミュニケーション 西田ひろ子／編著 風間書房 日本語 372.107/ﾌﾗ

マリアとケンのいっしょににほんご 横田淳子／著 スリーエーネットワーク 日本語 810.7/ﾏﾘ

学校通訳学習テキスト　公立高校・特別支援学校編 坪谷美欧子／監修 松柏社 日本語 371.5/ｶﾂ

日本語おしゃべりのたね 澤田幸子／著 スリーエーネットワーク 日本語 810/ﾆﾎ

ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　［１］ 柳下則久／総監修 文研出版
日本語/English/中文/
Português/Filipino 810.7/ﾋﾄ

ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　［２］ 柳下則久／総監修 文研出版
日本語/English/中文/
Português/Filipino 810.7/ﾋﾄ

ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　［３］ 柳下則久／総監修 文研出版
日本語/English/中文/
Português/Filipino 810.7/ﾋﾄ

ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　［４］ 柳下則久／総監修 文研出版
日本語/English/中文/
Português/Filipino 810.7/ﾋﾄ

4　やさしい日本語
にほんご

書名
Title

著［編］者
Author,Translator

出版社
 Publisher

言語
Language

請求記号
call mark

日本語で外国人と話す技術 高嶋幸太／著 くろしお出版 日本語 817.8/ﾆﾎ

「やさしい日本語」は何を目指すか 庵功雄／編 ココ出版 日本語 810.7/ﾔｻ

入門・やさしい日本語　外国人と日本語で話そう 吉開章／著 アスク出版 日本語 817.8/ﾆﾕ

「やさしい日本語」表現事典 庵功雄／編著 丸善出版 日本語 810.7/ﾔｻ【久】

看護　２０２０年６月
　「外国人患者に伝わる「やさしい日本語」」 日本語 雑誌【久】

ガバナンス　２０１６年６月
「外国人に伝わる情報発信」 日本語 雑誌

広報　２０１９年４月
　「「やさしい日本語」から始めよう」 日本語 雑誌

専門図書館　２０１８年１月
　「図書館における外国人に対するサービス」 日本語 雑誌

日本看護協会出版会

ぎょうせい

日本広報協会

専門図書館協議会



ＴＲＡＶＥＬ　ＪＯＵＲＮＡＬ　２０１６年１０月１７日
　「やさしい日本語」 日本語 雑誌

読書科学　２０１６年８月
「学校のお知らせを「やさしい日本語」に書き換える方法」 日本語 雑誌

日経グローカル　２０１９年１２月２日
　「外国人に「やさしい日本語」」 日本語 雑誌

5　埼玉県
さいたまけん

 で 多文化
たぶんか

 と つながる

書名
Title

著［編］者
Author,Translator

出版社
 Publisher

言語
Language

請求記号
call mark

Friendship News 日本語 雑誌

ハローフレンズ 日本語 雑誌

HIFA News Letter 日本語 雑誌

Information Fujimino

日本語/中文/한국어/

Tiếng Việt/English/
Português/Filipino 雑誌

IRUMA COM+COM
中文/English/
Português/Español 雑誌

国際交流NEWS 日本語 雑誌

こんぺいとう 日本語 雑誌

Koshigaya Messenger
日本語/中文/English/
Filipino 雑誌

KUMAGAYA FRIENDS 中文/English 雑誌

MISATO VIEW 日本語/English 雑誌

NIFAだより 日本語 雑誌

ぷらら
日本語/中文/한국어/

English/Español 雑誌

Shake Hands 日本語 雑誌

SIFA Newsletter 日本語 雑誌

TiFA 日本語 雑誌

TIFA Newsletter 日本語 雑誌

Tomo×Tomo
日本語/中文/한국어/

Tiếng Việt/English 雑誌

芝園団地に住んでいます 大島　隆／著 明石書店 日本語 S365.3/ｼﾊ【埼】

東武東上線沿線日本語教室ガイド 日本語 S810/ﾄｳ【埼】ふじみの国際交流センター

狭山市国際交流協会

戸田市国際交流協会

鶴ヶ島市国際交流協会

川口市市民生活部協働推進課多文化共生係

熊谷市広報広聴課

三郷市市民活動支援課

新座市国際交流協会

さいたま観光国際協会国際交流センター

熊谷市国際交流協会

春日部市国際交流協会

越谷市市民活動支援課

日本経済新聞社産業地域研究所

日本読書学会

埼玉県国際交流協会

ふじみ野国際交流センター

日高市国際交流協会

ふじみ野国際交流センター

入間市, 入間市国際交流協会

入間市国際交流協会

トラベルジャーナル

Saitama Prefectural Kumgaya Library 

埼玉県立熊谷図書館
Tel:048-523-6291  Fax:048-523-6468

Website：https://www.lib.pref.saitama.jp/

Cell phone：https://www.lib.pref.saitama.jp/m/

5-6-1 Hakoda, Kumagaya-shi

埼玉県熊谷市箱田 5-6-1

< ACCESS >

埼玉県立図書館

ウェブサイト二次元コード

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」


