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1 1995 第1部　各国の日本語教育の現状
「コロンビアの日本語教育の現状と課題」 ハイメ  バレラ 世界の日本語教育（日本語

教育事情報告編）2 53-56

年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 1995 第1部　各国の日本語教育の現状
「アルゼンチンの日本語教育の現状と課題」 内海嘉彦 世界の日本語教育（日本語

教育事情報告編）2 49-52

2 2001 アルゼンチン主要紙による戦前の日本移民をめぐ
る報道 今井圭子 上智大学外国語学部紀

要(36) 149-170 http://dept.sophia.ac.jp/
fs/pdf/kiyo36/08.pdf

3 2004 日本の戦後復興期における日亜関係に関する一考
察―アルゼンチン主要紙による報道を中心に― 今井圭子 上智大学外国語学部紀

要(39) 211-226 http://dept.sophia.ac.jp/
fs/pdf/kiyo39/08.pdf

4 2005 地球の反対側の日亜学院 三井デリア 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.1 10-14

5 2006 南米と日本語
「アルゼンチンの日本語教育事情」 内海嘉彦 国文学解釈と鑑賞 162-171

6 2006
第二節　日本語教育
第5章　日本文化・日本語教育、第二世代
の成長

アルゼンチン日本人移民史 
第二巻 戦後編 399-408

7 2007
アルゼンチン（亜国）「ときめき日本語レベルテスト」
作成、実施報告―日本語能力試験4級に達しない
学習者を対象にして―

豊田真規、森
由卯子

日本語教育論集 世界の日
本語教育 第17号 132-152

http://www.jpf.go.jp/j/
project/japanese/archi-
ve/globe/17/08.pdf

8 2009 ＜アルゼンチン＞移住学習実践報告
―学校活動としての「移住カルタ」作り― 渡辺美鈴 継承日本語教育センター

研究紀要 Vol.5 1-4

アルゼンチン

コロンビア



年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 1984 パラグァイにおける日本語教育-Centro Regio-
nal de Educación de Encarnación- 小林恵子 日本語教育53号 61-68

2 1995 第1部　各国の日本語教育の現状
「パラグアイの日本語教育の現状と課題」 石田完 世界の日本語教育（日本語

教育事情報告編）2 57-60

3 2008 継承日本語教育研修受講者からの報告 山本由紀子 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.4 20-24

4 2008 継承日本語教育研修受講者からの報告 大山信子 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.4 25-29

5 2009
＜パラグアイ＞2009年度継承日本語教師（専門）
実践授業報告―調べたことを正確に伝えよう！「環
境問題について」―

継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.5 5-14

6 2010 パラグアイの日系人と日本語に関する一考察-「国
語としての日本語教育」の意味するもの- 中山寛子 法政大学大学院紀要 (64) 31-57

http://repo.lib.hosei.
ac.jp/bitstream/
10114/5234/1/grad64_
nakayama.pdf

7 2011
【特定課題研究報告】パラグアイの継承日本語教
育に関する保護者、教師、学習者の意識―使用領
域と教育目標を中心に―

ワタナベ・タナ
カ・ミワ・カタ

リナ
日本語言語文化研究論

集(7) 167-194
http://www3.
grips.ac.jp/~jlc/jlc/
ronshu/2011/Miwa.pdf

パラグアイ

年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 2006 南米と日本語
「チリの日本語教育事情」 堀川徹 国文学解釈と鑑賞 172-177

2 2016 〈報告〉「チリ共和国サンティアゴ大学における実
践報告―ゲストスピーカーの講演をめぐる諸活動―」 林 雅子 国際教育(9) 165-172

http://mitizane.ll.chiba-u.jp/
metadb/up/SB00228823/
9_165-172.pdf

チリ

年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 1984 ベネズェラにおける日本語教育についての諸問
題―特に大学教育の一環として― 小倉智恵子 日本語教育53号 69-77

2 2001 ベネズエラにおける日本語教育の現状と課題 加納満 長岡技術科学大学言語・人
文科学論集第(15) 85-102

http://lib.nagaokaut.ac.jp/
kiyou/data/language/
g15/G15_4.pdf

ベネズエラ



年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 1984 ペルーにおける日本語教育の現状と問題点 龍田俊夫 日本語教育53号 47-58

2 1984 ペルーにおける日本語教育 酒井三代子 日本語教育53号 59-60

3 1995 第1部　各国の日本語教育の現状
「ペルーの日本語教育の現状と課題」 具志堅美智子 世界の日本語教育（日本語

教育事情報告編）2 73-78

4 1999 ペルーにおける日系住民と教育-歴史的経緯と
現状 山脇千賀子 ラテンアメリカ・レポート

16(2) 22-29
http://www.ide.go.jp/
Japanese/Publish/
Periodicals/Latin/
pdf/160204.pdf

5 2005 実践報告②ペルー日系人協会日本語普及部 兼子美希 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.1 27-36

6 2005 JJSL児童生徒の学習言語能力nの獲得-ペルーで
の聞き取り調査をもとに 山田初 M1論文 全7 http://www.gsjal.jp/ka-

wakami/dat/m102.pdf

7 2006 ペルー日本語教師の専門性に関する一考察 秋野佐江 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.2 47-53

8 2006
言語間を移動する子どもの言語能力発達の実態
と課題-日系ペルー人児童生徒を対象に-　修士
論文（概要）

山田初 早稲田大学大学院日本語
教育研究科修士論文 全11

http://www.gsjal.jp/
kawakami/dat/
master06b.pdf

9 2006 日系ペルー人の子供たちと言語継承 建木千佳 小出記念日本語教育研究
会論文集 7-12

http://www.koidekinen.
net/pdf/2006_tatsuki.
pdf

10 2009
第2部「継承日本語教育」を考える
第3章ペルーの「日本帰り」と呼ばれる子どもたち
からことばの教育を考える

河上加苗 海の向こうの「移動する子
どもたち」と日本語教育 61-83

11 2009
【特定課題研究報告】学習者が話せるようになる
授業への改善の試み―ペルー日系人協会日本語・
語学センターの初級を例に―

ラミレス・ハ
ラ・ホセ・アン

トニオ
日本語言語文化研究論

集(5) 83～110
http://www3.
grips.ac.jp/~jlc/jlc/
ronshu/2009/Jose.pdf

12 2015 日本とペルーを往還する子どもたち―ペルーでの
インタビューをもとに 仲江 千鶴

千葉大学大学院人文社会
科学研究科研究プロジェク

ト報告書
52-70

http://opac.ll.chiba-u.
jp/da/curator/100294/
BA31027730_295_
p052_NAK.pdf

ペルー



年 タイトル 執筆者・著者・
編者 書籍・雑誌 ページ 国・地域 PDF

1 1975 1974年海外日本語
教育機関一覧 国際交流基金 世界 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/

survey/result/dl/1975gaiyou.pdf

2 1980
中南米及びカナダ移
住者子弟の日本語教
育報告書

国際協力事
業団 中南米、カナダ http://open_jicareport.jica. 

go.jp/165/165/165_700_10196566.html

3 1986
南米及びカナダにおけ
る移住者子弟の為の
日本語学校概況調査

国際協力事
業団 南米、カナダ

http://open_jicareport.jica.go.jp/
pdf/10532406_01.pdf

http://open_jicareport.jica.go.jp/
pdf/10532406_02.pdf

4 1986
南米及びカナダにおけ
る移住者子弟の為の
日本語教育に係る諸

企画調査

国際協力事
業団 南米、カナダ http://open_jicareport.jica.go.jp/

pdf/10532398.pdf

5 1981 1979-80年海外日本
語教育機関一覧 国際交流基金 世界 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/

survey/result/dl/1981gaiyou.pdf

6 1982
南米(主としてブラジ
ル)における日語教育
事情調査指導報告書

国際協力事
業団

中南米（アルゼ
ンチン、パラグ
アイ、ブラジル、
ボリビア、メキ

シコ）

http://open_jicareport.jica.go.jp/
pdf/10532414.pdf

7 1987 1984-85年海外日本
語教育機関一覧 国際交流基金 世界 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/

survey/result/dl/1987gaiyou.pdf

8 1984 中南米における日本
語教育の実情 白鳥幸子 日本語教育

53号 78-82
南米（ブラジ
ル、ペルー、
メキシコ、中

南米）

9 1991
中南米の日本語教育
の歴史―ペルー，ボリ
ビア，チリ，ウルグアイ，
ブラジル，メキシコ―

山下暁美 講座　日本語
教育(26) 156-207

南米（ペルー、
ボリビア、ウル
グアイ、チリ、
ブラジル、メキ

シコ）

10 1991
諸外国・諸地域の日本
語教育の歴史

「中南米諸国の日本
語教育」

日向茂男
講座日本語と
日本語教育

(15)編集木村
宗男

356-373 中南米

11 1991 南米における日本語
教育外観 小久保ネイダ

講座日本語と
日本語教育

(16)編集上野
田鶴子

130-146

南米（アルゼ
ンチン、ブラジ
ル、パラグアイ、
ペルー、ボリ

ビア）

12 1992 1990年海外の日本
語教育の現状 国際交流基金 世界 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/

survey/result/dl/1990gaiyou.pdf

13 1992 日本語教育の課題―
中南米を例として― 長野正 玉川大学文学

部紀要(33) 39-69 世界

14 1995 1993-94年『海外の
日本語教育の現状 国際交流基金 世界 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/

survey/result/dl/1993gaiyou.pdf

15 1995 中南米における日本
語教育の課題 長野正

国際協力事業
団移住研究

(32)
61-91

中南米（アル
ゼンチン、ウル
グアイ、ドミニ

カ、パラグアイ、
ブラジル、ボリ

ビア）

南米・中南米・世界



16 1996

南米における日本語
教育の現状と問題
点―1996年度ポルト
ガル語圏並びにスペ
イン語圏日本語教育
巡回セミナー講師を
経験して

酒井順子
留学生日本語
教育センター

論集(23)
153-182

南米（アルゼン
チン、ブラジル、

ペルー）
http://repository.tufs.ac.jp/bitstre-
am/10108/20899/1/jlc023011.pdf

17 1996
日系人と日本語教育
の考え方に関する調
査報告書

国際協力事
業団 中南米 http://open_jicareport.jica.go.jp/

pdf/11352895.pdf

18 1998
南米における日本語
教育に関する調査
報告書

国際交流基金
サン・パウロ
日本文化セン

ター
南米 http://open_jicareport.jica.go.jp/

pdf/11352895.pdf

19 2000 日本語教科書開発基
礎調査

国際協力事
業団

中南米（アルゼ
ンチン、ウルグ
アイ、コロンビ
ア、ドミニカ、パ
ラグアイ、ベネ

ズエラ、ペルー、
ボリビア、メキ

シコ）

http://open_jicareport.jica.go.jp/
pdf/11580982_01.pdf

20 2004 南米5カ国の教育法
比較-比較の有効性― 江原裕美 帝京法学

23(2) 45-66
南米（エクアド
ル、パラグアイ、
ペルー、ブラジ
ル、ボリビア）

21 2005 南米における継承日
本語教育の意義 中元司郎

継承日本語教
育センター研
究紀要 Vol.1

1-4

南米（アルゼン
チン、コロンビ
ア、チリ、ブラ

ジル、パラグア
イ、ペルー、ボリ

ビア）

22 2006 南米における継承日
本語教育の意義 中元司郎 継承日本語教

育資料集 1-6

南米（アルゼン
チン、コロンビ
ア、チリ、ブラ

ジル、パラグア
イ、ペルー、ボリ

ビア）

23 2008
日系日本語指導者
養成の試みと今後
の課題

国際協力事
業団

継承日本語教
育センター研
究紀要 Vol.4

1-6

24 2007

ブラジルにおける日
本語教育の新たな
潮流―ブラジル社会
に開かれた日本語教
育へ―

中東靖恵 岡山大学文学
部紀要 (47) 85-98 中南米

http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/pu-
blic/5/53881/20160528123509153083/
jfl_047_085_098.pdf

25 2010 南米の日本語教育
の実態 丹羽義和 季刊　海外日

系人 12-16

南米（ブラジ
ル、ペルー、ア
ルゼンチン、パ
ラグアイ、ボリ

ビア）

年 タイトル 執筆者・著者 書籍・雑誌 ページ PDF

1 2009 日系人日本語指導者養成の試みと今後の課題 武田知子 継承日本語教育センター
研究紀要 Vol.5 1-6

その他




