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中国の少数民族教育と言語政策 岡本雅享著 社会評論社 2008.4 372.22:8

「グローカル化」時代の言語教育政策 : 「多様化」の試みとこれから
の日本

岡戸浩子著 くろしお出版 2002.10 802:29

多言語社会と日本 (世界の言語政策 ; 第1集) 河原俊昭編著 ; 岡戸浩子 [ほか] 著 くろしお出版 2002.10 802:30:1

多言語社会に備えて (世界の言語政策 ; 第2集) 山本忠行, 河原俊昭編著 くろしお出版 2007.6 802:30:2

多言語社会を生きる (世界の言語政策 ; 第3集) 山本忠行, 河原俊昭編著 くろしお出版 2010.12 802:30:3

Language planning and language policy : East Asian perspectives
edited by Nanette Gottlieb and Ping
Chen

Curzon 2001 802:31

Language and language-in-education planning in the Pacific Basin
(Language policy:v. 2)

by Robert B. Kaplan and Richard B.
Baldauf Jr.

Kluwer Academic c2003 802:32

EU拡大と言語政策に関する調査研究報告書 文化庁文化部国語課 [編] 文化庁文化部国語課 2003.3 802:34:2

多言語社会がやってきた : 世界の言語政策Q&A 河原俊昭, 山本忠行編 くろしお出版 2004.6 802:35

Language life in Japan : transformations and prospects (Routledge
contemporary Japan series:34)

edited by Patrick Heinrich and
Christian Galan

Routledge 2011 802.1:8

Language policy in Japan : the challenge of change Nanette Gottlieb Cambridge University Press 2012 802.1:10

脱帝国と多言語化社会のゆくえ : アジア・アフリカの言語問題を
考える (ことばと社会 : 多言語社会研究:別冊 ; 2)

原聖編 三元社 2005.6 802.2:2

脱帝国と多言語化社会のゆくえ : アジア・アフリカの言語問題を考
える (東京外国語大学大学院21世紀COEプログラム「史資料ハブ
地域文化研究拠点」研究叢書)

21世紀COE史資料ハブ地域文化研
究拠点・史資料総括班+多言語社会
研究会編

東京外国語大学大学院地域
文化研究科21世紀COE「史
資料ハブ地域文化研究拠

2004.11 802.2:3

Japan, Nepal, Taiwan and Chinese characters (Language planning
and policy. Language planning and policy in Asia:v.1)

edited by Robert B. Kaplan and
Richard B. Baldauf Jr.

Multilingual Matters c2008 802.2:5:1

アジアにおける公正な言語政策に向けて : 第5回新渡戸記念国際
シンポジウム記録

木村護郎クリストフ, 吉田奈緒子編
上智大学ヨーロッパ研究所/
日本エスペラント学会 (発売)

2008.3 802.2:6

東アジアにおける言語復興 : 中国・台湾・沖縄を焦点に パトリック・ハインリッヒ, 松尾慎編著 三元社 2010.8 802.2:7

Language planning in the Asia Pacific : Hong Kong, Timor-Leste
and Sri Lanka

edited by Robert B. Kaplan and
Richard B. Baldauf, Jr.

Routledge 2011 802.2:8

Language policy in the People's Republic of China : theory and
practice since 1949 (Language policy:v. 4)

edited by Minglang Zhou/consulting
editor, Hongkai Sun

Kluwer Academic Publishers c2004 802.22:1

China's assimilationist language policy : impact on
indigenous/minority literacy and social harmony(Comparative
development and policy in Asia series:9)

edited by Gulbahar H. Beckett and
Gerard A. Postiglione

Routledge 2012 802.22:2

アセアン諸国の言語政策 藤田剛正著 穂高書店 1993.8 802.23:2

シンガポールの言葉と社会 : 多言語社会における言語政策　改訂
版

大原始子著 三元社 2002.2 802.2399:1a

多民族社会の言語政治学 : 英語をモノにしたシンガポール人の
ゆらぐアイデンティティ

奥村みさ, 郭俊海, 江田優子ペギー
著

ひつじ書房 2006.11 802.2399:2

多言語社会インドネシア : 変わりゆく国語, 地方語, 外国語の諸相 森山幹弘, 塩原朝子編著 めこん 2009.3 802.24:1

あふれる言語,あふれる文字 : インドの言語政策 鈴木義里著 右文書院 2001.1 802.25:1

ヨーロッパの多言語主義はどこまできたか (ことばと社会 : 多言語
社会研究:別冊 ; 1)

「ことばと社会」編集委員会編 三元社 2004.2 802.3:2

欧州諸国の言語法 : 欧州統合と多言語主義 渋谷謙次郎編 三元社 2005.6 802.3:4

Language planning and policy in Europe v. 1, Hungary, Finland, and
Sweeden (Language planning and policy)

edited by Robert B. Kaplan and
Richard B. Baldauf, Jr.

Multilingual Matters c2005 802.3:5:1

National and European language policies : contributions to the
annual conference 2007 of EFNIL in Riga (Duisburger Arbeiten zur
Sprach- und Kulturwissenschaft:Bd. 73. Duisburg papers on
research in language and culture)

Gerhard Stickel (ed.) Peter Lang c2009 802.3:7

EUの言語教育政策 : 日本の外国語教育への示唆
大谷泰照編集代表/杉谷眞佐子 [ほ
か] 編集

くろしお出版 2010.5 802.3:9

言語の多様性から複言語教育へ : ヨーロッパ言語教育政策策定
ガイド

欧州評議会言語政策局著 ; 山本冴
里訳

くろしお出版 2016.5 802.3:22

ドイツ語圏の言語政策 : ヨーロッパの多言語主義と英語普及の
はざまで

高橋秀彰著 関西大学出版部 2010.3 802.34:2
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ベルギーの言語政策 : 方言と公用語 石部尚登著 大阪大学出版会 2011.2 802.358:1

Мовна політика в державотворчи
х процесах Украïни : навчальний
посібник для поглибленого вивч
ення студентами проблем політо
логіï

О.М. Куць

Харківський н
аціональний у
ніверситет іме
ні В.Н. Каразіна,
організаційно-
видавничий ві
дділ НМЦ

2004 802.386:1

カナダの継承語教育 : 多文化・多言語主義をめざして
ジム・カミンズ, マルセル・ダネシ著/
中島和子, 高垣俊之訳

明石書店 2005.5 802.51:1

カナダの公用語政策 : バイリンガル連邦公務員の言語選択を中心
として

矢頭典枝著 リーベル出版 2008.2 802.51:2

World-readiness standards for learning languages  4th ed.
American Council on the
Teaching of Foreign

c2015 802.53:1c

At war with diversity : US language policy in an age of anxiety
(Bilingual education and bilingualism:25)

James Crawford Multilingual Matters c2000 802.53:3

Language planning and policy in Latin America v. 1 (Language
planning and policy)

edited by Richard B. Baldauf, Jr. and
Robert B. Kaplan

Multilingual Matters c2007 802.6:1:1

Language planning and policy in the Pacific v. 1 (Language
planning and policy)

edited by Richard B. Baldauf Jr. and
Robert B. Kaplan

Multilingual Matters c2006 802.7:1:1

National statement for languages education in Australian
schools/National plan for languages education in Australian
schools 2005-2008

Ministerial Council on Education,
Employment, Training and Youth
Affairs

[Department of Education
and Children's Services]

c2005 802.71:16

オーストラリアの言語教育政策 : 多文化主義における「多様性」と
「統一性」の揺らぎと共存

青木麻衣子著 東信堂 2008.12 802.71:18

多文化社会オーストラリアの言語教育政策 松田陽子著 ひつじ書房 2009.4 802.71:19

世界の外国語教育政策・日本の外国語教育の再構築にむけて 大谷泰照 [ほか] 編著 東信堂 2004.2 807:505

移動労働者とその家族のための言語政策 : 生活者のための日本
語教育

春原憲一郎編 ひつじ書房 2009.1 810.7:138

言語政策として「日本語の普及」はどうあったか : 国際文化交流の
周縁

嶋津拓著 ひつじ書房 2010.4 810.702:11

インドの中等教育における外国語政策 : 日本語教育政策の展開を
事例として

パンダ ナビン クマール [著] パンダ ナビン クマール 2012.4 810.70225:2

オーストラリアの日本語教育と日本の対オーストラリア日本語普及
: その「政策」の戦間期における動向

嶋津拓著 ひつじ書房 2004.7 810.70271:13

近現代中国における言語政策 : 文字改革を中心に 藤井 (宮西) 久美子著 三元社 2003.2 820.9:1

漢字廃止で韓国に何が起きたか 呉善花著 PHP研究所 2008.10 829.11:3

比較教育学研究 37  特集 対外言語政策 日本比較教育学会編 東信堂 2008.6 雑誌
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