
図書館テーマ展示の実施結果について 

 

 

１ テーマ 

  「“多文化共生”って何？」～共に暮らす多文化共生のまちづくりをめざして～ 

 

２ 目的 

   近年のグローバル化の進展の中で、本市の外国籍市民は大幅に増加しており、中国、

韓国・朝鮮、フィリピン、ベトナムなどのアジアを中心に 12,242人（平成 30年（2018

年）3月末）が暮らしている状況を踏まえ、地域に暮らす日本人も外国人も生活者の一

員として共に認め合い、言葉の壁、心の壁を取り除き、安心して暮らすことができる

多文化共生について、市民に広く周知する。 

 

３ 実施期間 

   平成 30年 11月 13日（火）から 12月 2日（日）まで 

 

４ 実施場所 

   八王子市中央図書館（八王子市千人町 3-3-6） 

 

５ 展示書籍 

   別紙「展示書籍一覧表」のとおり 

 

６ 展示の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 貸出し冊数記録 

   12冊 

平成 31年 2月 1日 
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展示書籍一覧表

NO タイトル 著者名 出版者
1 多文化絵本を楽しむ 福岡貞子／編著 ミネルヴァ書房
2 よくわかる異文化コミュニケーション 池田理知子／編著 ミネルヴァ書房
3 英語であやとり フィグインク／編 汐文社
4 ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ／ぶん 大日本図書
5 同級生は外国人!? 3 吉富志津代／監修 汐文社
6 同級生は外国人!? 2 吉富志津代／監修 汐文社
7 同級生は外国人!? 1 吉富志津代／監修 汐文社
8 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス／編 河出書房新社
9 異邦人とJapanese 楊暁文／著 白帝社
10 異文化理解への道 村山元英／著 サイエンス社
11 英語の発想法 日本語の発想法 秋沢公二／著 ごま書房
12 日本人のしつけと教育 東洋／著 東京大学出版会
13 東京外国人 小林紀晴／[ほか]著 メディアワークス
14 日本のなかの世界 原尻英樹／著 新幹社
15 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース／著イラスト 創元社
16 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース／著イラスト 創元社
17 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾／著 創元社
18 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
19 絵本パパラギ ツイアビ／[著] 立風書房
20 アジアにおける異文化交流 飛田良文／[ほか]編 明治書院
21 異文化との出会い 神奈川大学言語研究センター／編 勁草書房
22 「外国」の学び方 石田洋子／編著 ラピュータ
23 NPO/NGOのフロンティアたちの歩み 関西国際交流団体協議会／編著 明石書店
24 入門国際交流 国際交流基金／共同編集 大阪国際交流センター
25 国際交流・国際協力の実践者たち 有田典代／編著 明石書店
26 日本語でボランティア グループにほんごでボランティア／著 スリーエーネットワーク
27 にほんごボランティア手帖 御舘久里恵／著 凡人社
28 異文化理解の語用論 ヘレン・スペンサー=オーティー／編著 研究社
29 外国人住民への言語サービス 河原俊昭／編著 明石書店
30 異文化との出会い 「文化と人間」の会／編 川島書店
31 外国人の先生と話そう 小林敏彦／著 大修館書店
32 日本語の向こう側 伊藤郁子／著 東洋出版
33 日本と中国、ここが違う 中村治／編著 徳間書店
34 多文化教育を拓く 渡戸一郎／編著 明石書店
35 「日本対アメリカ」異文化考 武田光史／著 勁草書房
36 「移民列島」ニッポン 藤巻秀樹／著 藤原書店
37 国際交流と若者たち 福島聡／著 プレジデント社
38 事典世界のことば141 梶茂樹／編 大修館書店
39 他者へのまなざし クラウス P.ケピング／著 新泉社
40 異文化との出会い 富田仁／編 三修社
41 サードカルチャーキッズ デビッド・C.ポロック／著 スリーエーネットワーク
42 日本の英語教育に必要なこと 大津由紀雄／編著 慶應義塾大学出版会
43 日本人にとって英語とは何か 大谷泰照／著 大修館書店
44 多文化に生きる子どもたち 山田千明／編著 明石書店
45 比較文化キーワード 2 竹内実／編 サイマル出版会
46 比較文化キーワード 1 竹内実／編 サイマル出版会
47 多文化共生の学校づくり 山脇啓造／編 明石書店
48 日本における多文化共生とは何か 朴鐘碩／ほか著 新曜社
49 日本の笑いと世界のユーモア 大島希巳江／著 世界思想社
50 異文化間コミュニケーション ジョン・コンドン／[著] サイマル出版会
51 恋する文化人類学者 鈴木裕之／著 世界思想社
52 外国人と一緒に生きる社会がやってきた! 河原俊昭／編 くろしお出版
53 ランキングでわかるヨーロッパ各国気質 片野優／著 草思社
54 「感謝」と「謝罪」 相原茂／著 講談社
55 ワイワイガヤガヤ教師の目、留学生の声 嶋田和子／著 教育評論社
56 やさしい日本語 庵功雄／著 岩波書店
57 世界中の言語を楽しく学ぶ 井上孝夫／著 新潮社
58 ルポ在日外国人 高賛侑／著 集英社
59 多文化主義とは何か アンドレア・センプリーニ／著 白水社
60 異文化間コミュニケーションの技術 鈴木寛次／[著] 講談社
61 地図が読めないアラブ人、道を聞けない日本人 アルモーメン・アブドーラ／著 小学館
62 世界の日本人ジョーク集 続 早坂隆／著 中央公論新社
63 多文化世界 青木保／著 岩波書店
64 異文化理解 青木保／著 岩波書店


