
　

種別 No. タイトル 著者・編者／発行者 発行年 利用方法

1 目黒区の教育 令和元年度事業報告書  令和２年度版 目黒区教育委員会教育政策課／編 202008

2 三区間交流事業報告書 目黒区・中国北京市東城区・韓国ソウル特別市中浪区 目黒区 目黒区教育委員会 201911

3 中央区中学生海外体験学習報告書 令和元年度 中央区教育委員会事務局指導室 ／編 202003

4 中央区政年鑑 　令和３年 中央区 202109

5 友好交流のあらまし 東京都区・市・町村―北京市区 平成３０年度（２０１８年度） 特別区長会 東京都市長会 東京都町村会 201901

1 ポーランド国際交流体験ツアー報告書 令和元年度
ポーランド国際交流体験ツアー団員／編  ／千代田
区地域振興部国際平和・男女平等人権課

202002

2 国際交流体験ツアー報告書 海外事情調査（ドイツ・ポーランド）　平成３０年度
千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課／
編

201903

3 中央区・サザランド市姉妹都市提携３０周年記念誌  ２０２１ 中央区区民部文化・生涯学習課／編 202203

4 中央区・サザランド市姉妹都市提携２０周年記念誌 　２０１１ 中央区役所区民部文化・生涯学習課／編 201203

5 かつしか教育プラン 葛飾区教育振興基本計画 葛飾区教育委員会事務局教育総務課 201902

6 江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書
江東区地域振興部地域振興課多文化共生・国際化
推進担当

202203

7 台東区多文化共生に関する意識調査報告書 台東区区民部区民課協働・多文化共生係 202101

8 北区外国人意識・意向調査報告書 北区総務部総務課 202003

9 新宿区多文化共生実態調査報告書 新宿区地域文化部多文化共生推進課 201512

10 新宿区多文化共生実態調査報告書　概要版 新宿区地域文化部多文化共生推進課 201512

11 足立区多文化共生推進計画 足立区区民部区民課 201902

12 板橋区多文化共生まちづくり検討会報告書 板橋区区民文化部文化・国際交流課 201003

13 台東区多文化共生推進プラン 台東区区民部区民課協働・多文化共生係／編 202203

14 文京区多文化共生に向けて 文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当 202203

15 「国際都市おおた」多文化共生推進プラン
大田区観光・国際都市部国際都市・多文化共生推進
課

201903

16 港区国際化推進プラン 港区産業・地域振興支援部国際化推進担当 201005

17 港区国際化推進プラン　改訂版 港区産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当 201803

18 北区多文化共生指針 北区総務部総務課 201807

19 北区多文化共生行動計画 北区総務部総務課 202203

20 港区政策形成支援データ集 港区政策創造研究所（港区企画経営部） 202003

21 としま政策データブック 豊島区政策経営部企画課 202209

22 地域コミュニティ活性化のためにとりうる方策 特別区長会調査研究機構 202103

23 多文化社会の社会教育 渡辺  幸倫／編著 川村  千鶴子／[ほか]著 201903

24 多様性を再考する マジョリティに向けた多文化教育 坂本  光代／編 202112

25 多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの 岩渕  功一 202103

26 外国人と共生するための実践ガイドブック 友原  章典 202205

「多文化共生と国際交流」展示資料一覧

展示期間：令和４年１１月９日（水）～１２月２８日（水）
展示期間終了後は、展示スペースから書棚へ移します。
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種別 No. タイトル 著者・編者／発行者 発行年 利用方法

「多文化共生と国際交流」展示資料一覧

展示期間：令和４年１１月９日（水）～１２月２８日（水）
展示期間終了後は、展示スペースから書棚へ移します。

1 主要施策の成果 板橋区 板橋区政策経営部財政課 202209

2 板橋区国際化の現況 ２０２２年度（令和４年度） 板橋区区民文化部文化・国際交流課 202205

3 葛飾区中学生海外派遣報告書（オーストラリア  クイーンズランド州） 第４回  令和元年度 葛飾区教育委員会 202001

4 世田谷区小学生海外派遣報告書  平成１０年度（第８回〉 世田谷区教育委員会事務局教育指導課／編 199902

5 杉並区中学生海外派遣報告書  平成２０年度 杉並区立済美教育センター 200809

6 杉並区中学生海外留学（第７期）成果報告書  令和元年度 杉並区立済美教育センター／編 201911

7 杉並区中学生海外留学（第６期）成果報告書 平成３０年度 杉並区立済美教育センター／編 201811

8 ウィニペグ市派遣世田谷区中学生親善訪問団派遣報告書 第２２回
ウィニペグ市世田谷区中学生親善訪問団／共編 世
田谷区生活文化部文化・国際課／共編

201401

9 ウィニペグ市中学生親善訪問団受入報告書 第１９回 ウィニペグ市世田谷区中学生親善訪問団／編 201207

10 目黒区中学生海外交流事業報告書  平成１９年度 目黒区教育委員会企画調整課／編 200712

11 全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会　令和０４年版 市町村要覧編集委員会／編　第一法規 202211

1 いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン　２０２５ 板橋区区民文化部文化・国際交流課 202103

2 いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン 資料編 板橋区区民文化部文化・国際交流課 202103

3 国際交流体験ツアー報告書 海外事情調査（ドイツ・ポーランド）　平成２９年度
千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課／
編

201803

4 文京区姉妹都市公式訪問報告書 平成２１年度 文京区アカデミー推進部アカデミー推進課／編 201002

5 板橋区中学生海外派遣事業  報告書 令和元年度
板橋区教育委員会事務局指導室／編 板橋区教育
委員会事務局

201910

6 姉妹都市・友好都市交流の新たな可能性に関する調査研究報告書 東京市町村自治調査会／編 201403

7 多文化共生に向けた地域における国際交流に関する調査研究報告書 東京市町村自治調査会 201803

8 板橋区多文化共生に関する意識調査報告書 板橋区文化・国際交流課  文化・国際交流係 201912

9 新宿区多文化共生実態調査報告書 新宿区地域文化部文化国際課 200803

10 新宿区多文化共生実態調査報告書　概要版 新宿区地域文化部文化国際課 200803

11 中央区在住外国人意識調査報告書 中央区区民部文化・生涯学習課 200903

12 足立区多文化共生推進計画 足立区区民部区民課多文化共生係 201002

13 足立区多文化共生推進計画 足立区区民部区民課 200603

14 板橋区多文化共生まちづくり推進計画 板橋区区民文化部文化・国際交流課 201103

15 板橋区多文化共生まちづくり推進計画２０２０ 板橋区区民文化部文化・国際交流課 201603

16 台東区多文化共生推進プラン 台東区 202203

17 文京区多文化共生に向けて 文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当 202203

18 未来へはばたくまち  Ｏｔａ  Ｃｉｔｙ  Ｔｏｋｙｏ，ＪＡＰＡＮ 大田区 201403

19 世田谷区多文化共生プラン 世田谷区生活文化部国際課 201903

20 目黒リビングガイド 目黒区企画経営部区民の声課 201811

21 目黒リビングガイド 目黒区情報政策推進部区民の声課 202112

22 練馬区くらしガイド 練馬区区長室広聴広報課 202203

23 千代田区生活ガイド 千代田区政策経営部広報広聴課 202012

24 新宿区 『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち 新宿区総合政策部区政情報課 201903

25 杉並区国民健康保険の手引き 杉並区役所保健福祉部国保年金課 202207

26 杉並区国民健康保険の手引き 杉並区役所保健福祉部国保年金課 202107

1 とうきょう自治のかけはし  34号 東京都市長会・特別区長会・東京都町村会／編 201902

2 自治体国際化フォーラム 通巻391号(2022年5月号) 自治体国際化協会／編　自治体国際化協会 202204

3 日経グローカル  383号通巻818号(2020年3月2日号) 
日本経済新聞社産業地域研究所／編　日本経済新
聞社産業地域研究所

202003
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