
新しい本のリスト

カテゴリー 書名 著者名 出版社 出版年月

語学学習

留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルー

ル

(日本語)

武田 聡子 (著), 長崎 清美 (著),

 特定非営利活動法人日本語教育研究所 (編集)

日本能率協会

マネジメントセンター
2020/2/28

語学学習 新ゼロからスタート韓国語 鶴見 ユミ (著) Jリサーチ出版 2017/4/24

語学学習 1時間でハングルが読めるようになる本 チョ・ヒチョル  (著) 学研プラス 2011/8/23

語学学習
フィリピン語が1週間でいとも簡単に話せるようになる

本
佐川 年秀  (著) 明日香出版社 2018/9/13

語学学習 基礎からレッスンはじめてのベトナム語 欧米・アジア語学センター (著), 寺田 雄介 (著) ナツメ社 2020/8/13

語学学習 Practical Skills for Better Translation 光藤京子、 田辺希久子 Nellie

語学学習 日本語でビジネスメール　書き方の基本と実用例文 松本紀子 ジャパンタイムズ 2018/12/3

語学学習 はじめて学ぶ介護の日本語　基本のことば
三橋 麻子/丸山 真貴子/堀内 貴子/西 己加子

【著】
スリーエーネットワーク 2020/10/14

国際交流・協力・理解 トリノカラアゲ H.L.B III 2021/7/1

国際交流・協力・理解 SDGs学習のつくりかた NPO法人開発教育協会(DEAR) 2021年3月

国際交流・協力・理解 新・貿易ゲーム NPO法人開発教育協会(DEAR)
2021.6（初版

2001.8）

国際交流・協力・理解 地球の食卓学習プラン１０ NPO法人開発教育協会(DEAR)

2017年7月改訂

版（2010.8初

版）

国際交流・協力・理解 参加型で世界を感じる開発教育実践ハンドブック NPO法人開発教育協会(DEAR)
2012.3（初版

2003.8）

国際交流・協力・理解 世界がもし100人の村だったら NPO法人開発教育協会(DEAR) 第6版2020.3

国際交流・協力・理解 ソシアルアクションハンドブック NPO法人開発教育協会(DEAR) 2017年3月9日

国際交流・協力・理解 開発教育基本アクティビティ集1世界とのつながり NPO法人開発教育協会(DEAR)
2019年12月1日

第二刷

国際交流・協力・理解 基本アクティビティ集2　難民 NPO法人開発教育協会(DEAR) 2019年3月

国際交流・協力・理解 基本アクティビティ集3　気候変動 NPO法人開発教育協会(DEAR) 2020年3月

国際交流・協力・理解 基本アクティビティ集４　プラスチックごみ NPO法人開発教育協会(DEAR) 2020年11月

国際交流・協力・理解 スマホから考えるわたし・世界・SDGs NPO法人開発教育協会(DEAR) 2018年3月10日

世界紹介 毛皮のコートのマドンナ サバハッテイン・アリ 大同生命国際文化基金 2021/9/2

多文化共生 マークで学ぶＳＤＧｓ　街でみつかるマーク 蟹江 憲史　監修 ほるぷ出版 202102

多文化共生
こどもSDGs(エスディージーズ) なぜSDGsが必要なの

かがわかる本 (日本語)

バウンド (著)

秋山宏次郎 (監修)
カンゼン 2020/7/11

多文化共生 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, 関 聡介, 阿部 裕 松柏社 2015/6/2

多文化共生
外国人住民の生活相談Ｑ＆Ａ―子育て・教育から医

療・福祉まで
石川 久/杉田 昌平 ぎょうせい 202011

多文化共生 相談支援員必携　事例でみる生活困窮者 一般社団法人社会的包摂サポートセンター 中央法規出版 2015/5/20

多文化共生 表象のベトナム、表象の日本 塩入すみ 2021/3/20

多文化共生 外国人のための起業・会社設立支援マニュアル 佐野 誠 (著) 日本加除出版 2015/8/1

多文化共生 出入国管理制度ガイドブック 畠山 学 (著) 日本加除出版 2017/9/8

多文化共生 外国人よろず相談 東京都外国人相談研究会 (著) 日本加除出版 2013/3/1

多文化共生 国際条約集　2021年版

岩沢　雄司 (国際司法裁判所裁判官)，植木　俊

哉 (東北大学教授)，中谷　和弘 (東京大学教授)

／編集代表

有斐閣 2021年3月発売

多文化共生 パンと野いちご　戦火のセルビア、食物の記憶 山崎佳代子 勁草書房 2018/5/15

多文化共生

発達障害とされる外国人の子どもたちーフィリピンか

ら来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語

り

金春喜氏 明石書店刊 2020

多文化共生 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』2 ブレイディ　みかこ 新潮社 2021

多文化共生
レイシャルハラスメントQ＆Aー職場、学校での人権・

民族的嫌がらせを防止する
解放出版社 2018

多文化共生 にほんでいきる―外国からきた子どもたち (日本語) 毎日新聞取材班 (編集) 明石書店 2020/12/26

多文化共生 多文化共生保育の挑戦 ――外国籍保育士の役割と実践 佐々木　由美子 明石書店 2020/7/19

多文化共生
イスラーム/ムスリムをどう教えるか――ステレオタイ

プからの脱却を目指す異文化理解
荒井 正剛 、  小林 春夫 明石書店 2020/8/15

多文化共生
対話で育む多文化共生入門――ちがいを楽しみ、とも

に生きる社会をめざして
倉八 順子 明石書店 2016/7/23



多文化共生
結婚移住女性のメンタルヘルス――異文化ストレスと

適応過程の臨床心理学的研究
一條 玲香 (著) 明石書店 2018/11/2

多文化共生
多文化共生と人権――諸外国の「移民」と日本の「外

国人」
近藤 敦 明石書店 2019/4/6

多文化共生
多文化共生社会に生きる――グローバル時代の多様

性・人権・教育
李 修京 明石書店 2019/5/27

多文化共生
〈超・多国籍学校〉は今日もにぎやか!――多文化共

生って何だろう
菊池 聡 岩波書店 2018/11/21

多文化共生

内定者はこう書いた！　エントリーシート・履歴書・

志望動機・自己PR　完全版　2022年度版 (「就活も高

橋」高橋の就職シリーズ) (日本語)

坂本直文 (著) 高橋書店 2020/1/7

多文化共生 六法全書 令和3年版 有斐閣 2021/3/25

多文化共生
無断離婚対応マニュアル～外国人支援のための実務と

課題
二宮 周平 (監修), 松本 康之 (監修） 日本加除出版 2019/10/7

多文化共生 令和4年版 戸籍実務六法 日本加除出版法令編纂室 (編集)  日本加除出版 2021/11/22

多文化共生 決定版 国旗と国章図鑑 苅安 望 世界文化社  2021/12/29

多文化共生
すっきりわかる! 技能実習と特定技能の外国人受け入

れ・労務・トラブル対応 (海外人材交流シリーズ)
藤井 恵 (著), 松本 雄二 (著), 軽森 雄二 (著) 税務研究会出版局 2020/6/24

多文化共生 注解・判例　出入国管理実務六法　令和4年版 出入国管理法令研究会(編集) 日本加除出版 2021/11/20

多文化共生 ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 出入国管理関係法令研究会／編  日本加除出版 2020年1月刊

日本紹介 広辞苑 新村　出 岩波書店 2018/1/12

日本紹介 ポケット版 外来語新語辞典  (日本語) 文庫 山西治男 成美堂出版 2021/2/17

日本紹介
はじめて学ぶ介護の日本語　生活知識とコミュニケー

ション

三橋 麻子/丸山 真貴子/堀内 貴子/鈴木 健司

【著】
スリーエーネットワーク 2020/10/14

日本紹介 やさしい日本語で伝わる! 公務員のための外国人対応 岩田 一成, 栁田 直美 学陽書房 2020/10/16

日本紹介 入門・やさしい日本語 外国人と日本語で話そう 吉開 章 2020/7/30

日本紹介 働き方改革対応版 働く人のための法律ガイドブック 労働問題研究会 (著) 労働教育センター 2020/7/15

日本紹介 改訂3版 労働相談事例集 労働問題研究会 (著) 労働教育センター 2020/6/8

その他
内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志

望動機・自己ＰＲ　完全版〈’２３〉
坂本直文

その他 帰国生への学校案内《関西》2022 関西帰国生親の会かけはし 2021/10/8


