
タイトル 発行所 発行年 保存先ﾌｫﾙﾀﾞ
書籍
子どもの館No.1～No.118　(No.62欠番） 福音館書店 1973年6月-1983年3月 子どもの館
日本語をさかのぼる 大野　晋　著　岩波新書 1974年 書籍
ほっとけない世界のまずしさ　 扶桑社 2000年 書籍
教師　大村はま96歳の仕事 大村　はま　著　小学館 2003年 書籍
授業を創る 大村　はま　著　国土社 2005年 書籍
ハッピーになれる算数 新井　紀子　著　理論社 2005年 書籍
教育改革を評価する　犬山市教育委員会の挑戦 苅谷　剛彦　ほか　岩波ブックレットNo.685 2006年 書籍
子ども会は勇気をくれる！　高槻マイノリティ教育訴訟資料集Ⅲ 高槻マイノリティ教育訴訟支援協議会 2007年 書籍
だから、僕は学校へ行く！ 乙武　洋匡　著　講談社 2007年 書籍
外国につながる子どもたちをどう支えるのか　当事者も参加した拠点・ネットワークの構築－川崎市での実践－東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 2008年 書籍
軋む社会　教育・仕事・若者の現在 本田　由紀　著　双風舎 2008年 書籍
拉致　左右の垣根を超えた闘いへ 蓮池　透　著 2009年 書籍
公開講座　多文化共生論 米勢　治子　ほか編　ひつじ書房 2011年 書籍
「復興」と学校－被災地のエスノグラフィ－ 清水　睦美　ほか編　岩波書店 2013年 書籍
再びの〈戦前〉　軍隊体験者の反省とこれから 石田　雄　著　青灯社 2015年 書籍

東日本大震災復興支援関連
「これからの被災地支援を考える」～地元との連携・協働による新しい支援の仕組みづくり～　平成２３年度社会福祉振興助成事業シンポジウム独立行政法人福祉医療機構 2011年11月 報告書等
千町田　陸前高田市立小友中学校2011 陸前高田市立小友中学校 2012年3月 報告書等
緊急時避難準備区域　南相馬の移送支援事業「さっと」の事業検証報告書 特定非営利法人おおた市民活動推進機構 2012年3月 報告書等
東日本大震災支援活動　報告書 NPO法人教育支援グループEd.ベンチャー 2012年3月 報告書等
ROAD PROJECT 東日本大震災1年間の活動記録 日本財団 2012年6月 報告書等
ジャパン・プラットフォーム　東日本大震災被災者支援報告書　（2011年3月～2012年3月）特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 2012年6月 報告書等
陸前高田市立小友中学校　外国人同時者団体すたんどばいみー　大和市立下福田中学校　交流会HPO法人教育支援グループEd.ベンチャー 2012年8月 報告書等
社会福祉法人中央共同募金会　平成23年度年報告書 赤い羽根の中央共同募金 2012年9月 報告書等
「被災地における民間福祉活動を考える」～NPOなどによる中・長期的な支援の役割をあり方～　平成24年度社会福祉振興助成事業シンポジウムWAM 2012年10月 報告書等
石巻災害復興支援協議会活動報告書　東日本大震災から2年 社団法人石巻災害復興支援協議会 2013年3月 報告書等
千町田　陸前高田市立小友中学校2012 陸前高田市立小友中学校 2013年3月 報告書等
記憶を明日に　被災地の消防団・防災組織が語る東日本大震災　2012年全労済地域貢献助成事業「東日本大震災復興支援特別枠」報告書全労済 2013年3月 報告書等
東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN)　2012年度年次報告書 東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN)　事務局 2013年5月 報告書等
JAPAN　PLATFORM　東日本大震災被災者支援　2012年度報告書　届けてきた支援とこれからの展望JAPAN　PLATFORM 2013年6月 報告書等
東日本大震災と教育に関する研究（全体編その1）－子供、園・学校は津波被災と原発災害にどう向き合ったか、向き合っているか－平成24-26年度科学研究費補助金基盤研究（A）研究成果報告書（全体編その1）2014年3月 報告書等
JAPAN　PLATFORM　東日本大震災被災者支援　2013年度報告書 JAPAN　PLATFORM 2014年6月 報告書等
JCN　東日本大震災支援全国ネットワーク　2013年度年次報告書　2014年度活動計画書東日本大震災支援全国ネットワーク 2014年7月 報告書等
JCN　東日本大震災支援全国ネットワーク　東北応援ビレッジ2014報告書 東日本大震災支援全国ネットワーク 2014年7月 報告書等
JCN　REPORT　Vol.1　恒久住宅移行期のコミュニティの形成　 東日本大震災支援全国ネットワーク 2014年10月 報告書等
災害時に助け合うために　第3期大和市多文化共生会議報告書 公益財団法人大和市国際化協会 2014年12月 報告書等
JCN　REPORT　Vol.2　生活困窮者の自立生活サポート　 東日本大震災支援全国ネットワーク 2015年1月 報告書等
KFC東日本大震災支援活動（2011～2014年）報告書 NPO法人神戸定住外国人支援センター（KFC) 2015年1月 報告書等
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JCN　REPORT　Vol.3　地域活性化と外部支援 東日本大震災支援全国ネットワーク 2015年3月 報告書等
JAPAN　PLATFORM　東日本大震災被災者支援　2014年度報告書 JAPAN　PLATFORM 2015年7月 報告書等
JCN　東日本大震災支援全国ネットワーク　2014年度年次報告書　2015年度活動計画書東日本大震災支援全国ネットワーク 2015年7月 報告書等
JCN　REPORT　Vol.4　特集　生活再建 東日本大震災支援全国ネットワーク 2015年9月 報告書等
東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN)　2013年度活動計画書 東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN)　事務局 不明 報告書等
ジャパン・プラットフォーム　東日本大震災被災者支援報告書　支援者一覧（2011年3月～2012年3月）特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 不明 報告書等

日本語教育・外国人教育・多文化教育・教材
漢字語彙集（カンボジア語） 財団法人アジア福祉教育財団／難民事業本部 1986年3月 報告書等
楽しい学校　ラオス語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 1993年11月 報告書等
楽しい学校（教科編）　ラオス語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 1995年4月 報告書等
楽しい学校　ラオス語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 1996年7月 報告書等
国際理解教育と人権教育 手塚文雄 1998年3月 報告書等
かんじだいすき　（一）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 1999年8月 報告書等
かんじだいすき　（ニ）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 2000年10月 報告書等
教文研だより　No.102 神奈川県教育文化研究所外国籍生徒の学習と進路調査研究部2000年11月 報告書等
外国人の子どもたちとともにⅡ　学習と進路の保障をもとめて 神奈川県教育文化研究所外国籍生徒の学習と進路調査研究部2001年3月 報告書等
かんじだいすき　（三）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 2002年3月 報告書等
Warm Up 英語活動指導資料集 大和市教育研究所 2002年3月 報告書等
地域における多文化共生に関する基礎調査－日本における多文化主義の実現に向けてPart2－　FIF　Monograph　No.5-2フジタ未来経営研究所 2002年3月 報告書等
地域社会の国際化に関する調査「日本における多文化主義の実現に向けてPartⅡ－地域における外国人との共生に関する基礎調査－」フジタ未来経営研究所 2002年3月 報告書等
かわさき外国人教育推進資料Q&A　ともに生きる～多文化共生の社会をめざして～ 川崎市外国人教育検討委員会 2002年4月 報告書等
多文化共生教育をめぐる課題と展望～情報共有、学校と地域の連携の問題をめぐって～財団法人神奈川県国際交流協会 2003年3月 報告書等
かんじだいすき　（四）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 2003年9月 報告書等
かんじだいすき　（五）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 2005年1月 報告書等
かんじだいすき　（六）～日本語をまなぶ世界の子どものために～ （社）国際日本語普及協会 2006年1月 報告書等
兵庫日本語ボランティアネットワーク10周年記念誌　ともにつくりともに学ぶ日本語学習支援活動～ちがいを認め合う社会をめざして～兵庫日本語ボランティアネットワーク 2007年6月 報告書等
楽しい学校　カンボジア語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　カンボジア語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　スペイン語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　スペイン語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　タガログ語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　タガログ語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　ハングル語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　ハングル語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　ポルトガル語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　ポルトガル語編　～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校　中国語編　～はじめてのにほんご～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　カンボジア語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　タガログ語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　ハングル語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　ポルトガル語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　中国語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
楽しい学校（教科編）　スペイン語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
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楽しい学校（教科編）　英語　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 大和市教育委員会 2008年4月 報告書等
考えよう！　ともに生きる浜松の未来～はままつ多文化共生教材～ 財団法人浜松国際交流協会 2009年2月 報告書等
多文化なわたし、あなた、みんな　多文化教育ファシリテーター養成プログラムと教案財団法人浜松国際交流協会 2010年2月 報告書等
「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について 文化審議会国語分科会 2010年5月 報告書等
平成22年度「文化庁日本語教育大会」 昭和女子大学　主催文化庁 2010年8月 報告書等
平成24年度　国内の日本語教育の概要 文化庁文化部国語科 2012年11月 報告書等
日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（パンフレット） 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会課題整理に関するワーキンググループ／文化庁文化部国語科2013年2月 報告書等
日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告） 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会課題整理に関するワーキンググループ2013年2月 報告書等
えい・えい・ＧＯ！　中学2年生　日本語を母語としない生徒のための英語教材 神奈川県立国際言語アカデミア 2013年3月 報告書等
えい・えい・ＧＯ！　中学3年生　日本語を母語としない生徒のための英語教材 神奈川県立国際言語アカデミア 2013年3月 報告書等
えい・えい・ＧＯ！　中学1年生　日本語を母語としない生徒のための英語教材 神奈川県立国際言語アカデミア 2013年3月 報告書等
国際結婚家庭に育つフィリピン系ニューカマーの学校適応に関する実証研究　成果報告書第Ⅱ部　データの部平成22～24年度科学研究費補助金（基盤研究（B））成果報告書2013年3月 報告書等
国際結婚家庭に育つフィリピン系ニューカマーの学校適応に関する実証研究　成果報告書平成22～24年度科学研究費補助金（基盤研究（B））成果報告書2013年3月 報告書等
「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評価について 文化審議会国語分科会 2013年8月 報告書等
日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について（報告） 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 2014年1月 報告書等
平成26年度　国内の日本語教育の概要 文化庁文化部国語科 2014年11月 報告書等
カンプチア、ラオ（ラオス）、ヴェトナムの歴史 神奈川県インドシナ難民定住援助協会 不明 報告書等
ひろこさんの　たのしい　にほんご　ぶんけい　れんしゅうちょう 不明 不明 報告書等

人権教育・地域教育
厚木基地平和教育読本 湘北教職員組合 1991年4月 報告書等
まち　ひと　くらし21～人権総合学習の中で部落問題との出会いを～ 大阪府同和教育研究協議会編 1996年5月 報告書等
わたし　出会い　発見　自分らしさを発見し、豊かな仲間づくりを目指す教材・実践集 大阪府同和教育研究協議会編 1996年5月 報告書等
私　出会い　発見　Part2～ちがいに気づき、豊かにつながる　参加型の人権部落問題学習プログラム・実践集～大阪府同和教育研究協議会 1998年3月 報告書等
平成12・13年度文部科学省・京都市教育委員会指定　人権教育研究報告（第2年次）『人権を大切にし、人間としての生き方を考える生徒の育成』京都市立蜂ｹ岡中学校 2001年11月 報告書等
地域教育コミュニティ From OSAKA 大阪府人権教育研究協議会編 2002年3月 報告書等
平成14・15年度文部科学省・京都市教育委員会指定　人権教育研究中間報告会　人にやさしく・人を大切にできる生徒の育成京都市立洛南中学校 2002年11月 報告書等
平成14・15年度文部科学省・京都市教育委員会指定　人権教育研究中間報告会　人にやさしく・人を大切にできる生徒の育成　2年資料京都市立洛南中学校 2002年11月 報告書等
平成14・15年度文部科学省・京都市教育委員会指定　人権教育研究中間報告会　人にやさしく・人を大切にできる生徒の育成　3年資料（公開合授業指導案）京都市立洛南中学校 2002年11月 報告書等
平成14・15年度文部科学省・京都市教育委員会指定　人権教育研究中間報告会　1年資料京都市立洛南中学校 2002年11月 報告書等
第34回部落解放研究京都市集会 部落解放研究京都市集会実行委員会事務局 2003年2月 報告書等
守口夜間中学その学び 大阪府守口市立第三中学校夜間学級 2005年9月 報告書等
たのしい授業　2006年8月号　No.312 仮説社 2006年8月 報告書等
鶴間中の人権教育　気づきから築きへ 手塚文雄編著（大和市立鶴間中学校長） 2007年3月 報告書等
若者文化研究委員会報告書 国民教育文化総合研究所 2007年6月 報告書等
神奈川県の工業団地 神奈川県 2009年3月 報告書等
「地域で育む子どもの社会性」～子どもの社会参画を進めるために～　平成22・23年期神奈川県青少年問題協議会報告神奈川県青少年問題協議会 2012年3月 報告書等
谷戸の体験学習　指導の手引 特定非営利法人　山崎・谷戸の会 2008年 報告書等
かながわの青少年2011　神奈川県青少年白書（概要版）　平成23年版 神奈川県 2011年 報告書等
子どもの社会参画をすすめるための実践例・ポイント集 神奈川県青少年問題協議会 不明 報告書等
自分を生きる21　男女共生教育教材・実践集 大阪府人権教育研究協議会編 不明 報告書等
平成23年度版　地域で子どもメディアとの上手なつき合い方を考えるための実践例・ヒント集神奈川県県民局青少年部青少年課 不明 報告書等

外国人支援
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会話Ⅰ・Ⅱ　ベトナム語版 財団法人アジア福祉教育財団／難民事業本部　姫路定住促進センター1992年3月 報告書等
多文化・多民族社会の進行と外国人受け入れの現状　－神奈川県の事例にそくして－かながわ在日外国人問題研究会 1992年3月 報告書等
サラダボウル８　2000年度かながわ自治体の国際政策研究会　年次報告書 かながわ自治体の国際政策研究会 2001年3月 報告書等
神奈川県外国籍住民生活実態調査報告書 かながわ自治体の国際政策研究会 2001年8月 報告書等
外国人のための医療機関リスト－コリア語－ 神奈川県県民部国際課 2002年3月 報告書等
外国人のための医療機関リスト－スペイン語・ポルトガル語－ 神奈川県県民部国際課 2002年3月 報告書等
外国人のための医療機関リスト－神奈川県－　ENGLISH　Vol.2 神奈川県県民部国際課 2002年3月 報告書等
外国人のための医療機関リスト－神奈川県－　中国語 神奈川県県民部国際課 2002年3月 報告書等
外国人のための医療機関リスト－神奈川県－　カンボジア語・ベトナム語・ラオス語・タイ語・タガログ語神奈川県県民部国際課 2002年3月 報告書等
多民族はもっとおもしろい　高槻むくげの会30周年記念誌 高槻むくげの会 2002年9月 報告書等
Pal～仲間　THE YAMATO INTERNATIONAL ASSOCIATION NEWS 2004 Fall Edition No.43財団法人大和市国際化協会 2004年9月 報告書等
なんみん　故郷をはなれて－2008年度版－　難民理解のためのワークブック アジア福祉教育財団／難民事業本部 2008年3月 報告書等
平成21年度版在留外国人統計 財団法人入管協会 2009年9月 報告書等
外国人の受け入れと社会統合のための国際ワークショップ 外務省・国際移住機関共催 2014年2月 報告書等
外国出身者への支援　36年目からの挑戦　社会福祉法人さぽうと２１の記録 社会福祉法人さぽうと２１ 2014年12月 報告書等
大和市生活ガイド 大和市役所国際・男女共同参画課 2015年4月 報告書等
大和市生活ガイド（スペイン語版） 大和市役所国際・男女共同参画課 2015年4月 報告書等
大和市生活ガイド（英語版） 大和市役所国際・男女共同参画課 2015年4月 報告書等
大和市生活ガイド（中国語版） 大和市役所国際・男女共同参画課 2015年4月 報告書等
医療用語集（ベトナム語） 財団法人アジア福祉教育財団／難民事業本部 不明 報告書等

他団体機関誌・報告書・活動事例集
難民事業本部案内 財団法人アジア福祉教育財団／難民事業本部 1996年12月 報告書等
財団と難民事業本部のあゆみとこれから 財団法人アジア福祉教育財団 2001年10月 報告書等
財団と難民事業本部のあゆみとこれから 財団法人アジア福祉教育財団 2002年10月 報告書等
財団と難民事業本部のあゆみとこれから 財団法人アジア福祉教育財団 2004年10月 報告書等
財団と難民事業本部のあゆみとこれから 財団法人アジア福祉教育財団 2006年10月 報告書等
愛　第30号 財団法人アジア福祉教育財団 2006年12月 報告書等
親と子と学校を結ぶ「リエゾン」　普及活動事例集 特定非営利活動法人　くじらぐも 2007年9月 報告書等
愛　第31号 財団法人アジア福祉教育財団 2008年1月 報告書等
難民事業本部案内 財団法人アジア福祉教育財団／難民事業本部 2008年4月 報告書等
愛　財団40年、難民事業本部30年の歩み 財団法人アジア福祉教育財団 2008年12月 報告書等
愛　第32号 財団法人アジア福祉教育財団 2009年2月 報告書等
愛　第33号 財団法人アジア福祉教育財団 2009年12月 報告書等
キリン福祉財団　平成21年度（第29回）年次報告書 公益財団法人　キリン福祉財団 2010年7月 報告書等
全労済　2010年社会貢献活動レポート 全労済 2010年7月 報告書等
全労済　2011年社会貢献活動レポート 全労済 2011年7月 報告書等
全労済　2012年社会貢献活動レポート 全労済 2012年7月 報告書等
WAM 明日の福祉と医療を創るワム 独立行政法人福祉医療機構 2012年11月 報告書等
全労済　2013年社会貢献活動レポート 全労済 2013年7月 報告書等
全労済　読み聞かせリレープロジェクト　2012年度実施報告書 全労済本部 2013年7月 報告書等
子どもの貧困対策に取り組む支援団体の活動事例に関する調査研究　活動事例集 内閣府 2015年3月 報告書等
PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 2014 第18回ボランティア・スピリット賞活動報告書ボランティア・スピリット賞事務局 2015年4月 報告書等
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子ども・子育て支援
unicef　世界子供白書　リーダーシップ2002 財団法人日本ユニセフ協会 2002年6月 報告書等
子どもために働き方を見直そう！　職場・企業も子育て支援を！～職場・企業の取組みを応援する「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」平成19年10月施行神奈川県 2007年3月 報告書等
親も子もゆっくり、ゆったり、しっかり育つために～守りたい！子ども達　支えよう！親達！　みんなで支える子育ち・子育て【家庭・地域編】神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2007年3月 報告書等
「生まれてきてよかった」「産み育ててよかった」と実感できる神奈川をめざして　平成19年10月から施行　神奈川県子ども・子育て支援推進条例ができました神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2007年6月 報告書等
子ども・子育て支援プロジェクト報告書 神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2008年3月 報告書等
かながわぐるみ・子ども家庭応援プラン（平成17年3月策定）　次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画　概要平成20年度版神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2008年3月 報告書等
家庭育児力を高めるための手引き―市民との協働編―（家庭育児力強化支援事業報告書）神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2008年3月 報告書等
神奈川県子ども・子育て支援プロジェクトガイドブック　あなたの力を子ども・子育て支援に生かしてください神奈川県保健福祉部子ども家庭課 2010年2月 報告書等
やまとげんきっこプラン　大和次世代育成支援行動計画（後期計画）　ダイジェスト版 大和市 2010年3月 報告書等
子ども子育て支援NPOと企業との連携・ネットワーク促進ガイドブック 神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部次世代育成課 2011年3月 報告書等
平成23年度神奈川県『子ども・子育て支援プロジェクト』ガイドブック 神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部次世代育成課 不明 報告書等

NPO組織運営・事務手続き
組織を育てる12のチカラ　NPOマネジメント特別増刊　新版市民組織運営の基礎 IIHOE　人と組織と地球のための国際研究所 2006年6月 報告書等
NPO法人に移管する諸制度が大きく変わりました！ 神奈川県／NPO法人アドバイザーネットワーク神奈川 不明 報告書等
平成23年度　社会福祉振興助成事業（第1次）事務の手引き　 WAM独立行政法人福祉医療機構助成事業部 不明 報告書等
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