
分類 請求記号 言語 タイトル 発行者 発行年月日

生活 神奈川/1
日本語　英語　スペイン語　中国語
タガログ語　ベトナム語

神奈川で生活する外国人住民のためのお役立ち情報 かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2017/4/1

生活 神奈川/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語 ポルトガル語

かながわグランドデザイン 神奈川県政策部総合製作課 2015/4/1

生活 神奈川/1
英語　スペイン語　中国語　韓国・朝鮮語版
ポルトガル語

入居退去マニュアル 住まい方のルール 神奈川県県民局くらし県民部国際課企画グループ 2015/3/1

生活 神奈川/1 日本語 引越マニュアル 神奈川県県民局くらし県民部国際課企画グループ 2015/3/1

生活 神奈川/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語 タイ語
中国語 ポルトガル語

外国籍県民の賃貸住宅入居へのご理解とご協力を
お願い致します

かながわ外国人すまいサポートセンター 2015

生活 神奈川/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語 ポルトガル語

賃貸住宅の種類のご案内 神奈川県保健福祉局保健医療部医療保険課 2014/3/1

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　タガログ語　ポルトガル語
ベトナム語　カンボジア語　タイ語　ラオス語

[神奈川]県・市町村外国籍住民相談窓口一覧 2014

生活 神奈川/1 日本語 外国人住民サポートアイディア集　多言語情報編 神奈川国際交流財団（ＫＩＦ） 2014

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

悪質商法（悪い商売）に気をつけましょう 神奈川県 2013/3/1

生活 神奈川/1 英語　中国語 Ｍiｃｔｉｏｎａｒｙ 横浜市資源循環局 2013/2/1

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　タガログ語　ポルトガル語
ベトナム語　カンボジア語　タイ語　ラオス語

外国人住まい方ガイド かながわ外国人すまいサポートセンター・神奈川県 2012/3/1

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

敷金と原状回復 かながわ外国人すまいサポートセンター・神奈川県 2013/2/1

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

かながわ国際施策推進指針 神奈川県 2012/3/1

生活 神奈川/1
日本語　韓国・朝鮮語　スペイン語　中国語
ポルトガル語

日本の交通ルール 神奈川県安全防災局交通安全対策課 2009

生活 神奈川/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

神奈川県あんしん賃貸住宅支援事業 神奈川県 2012/3/1

生活 神奈川/1 日本語 外国人住民サポートアイディア集　コミュニティ編 神奈川国際交流財団（ＫＩＦ） 2014

生活 横浜/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

ごみと資源物の分け方・出し方 横浜市資源循環局 2016

生活 横浜/1 日本語　英語 外国人留学生のための生活ガイドブック 横浜国立大学学務・国際部学生支援課 2016/4/1

生活 横浜/1
日本語 英語 スペイン語　中国語 タガログ語
ポルトガル語

いんふぉ かながわ かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2016

生活 横浜/1
日本語 英語 スペイン語 中国語  タガログ語
ポルトガル語

多言語ナビ かながわ かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2016

生活 横浜/1 日本語 「やさしい日本語」で伝える 横浜市市民局広報課 2015/3/1

生活 横浜/1 日本語 英語 韓国・朝鮮語  中国語 神奈川県議会 神奈川県議会局 2016

生活 川崎/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語 タガログ語 ポルトガル語

川崎市「ごみと資源物の分け方・出し方」 川崎市環境局 2017/3/1

生活 川崎/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語 タガログ語  ポルトガル語

川崎市の住民投票制度 川崎市総務局市民情報室 2012

生活 川崎/1
日本語 英語 スペイン語 タガログ語
ポルトガル語

循環型社会と低炭素社会の実現に向けて 川崎市 2013

生活 県内/1
英語 韓国・朝鮮語 スペイン語 中国語
ポルトガル語 ベトナム語

藤沢市区域別収集日程カレンダー 藤沢市環境情報センター 2017

生活 県内/1
日本語　英語　スペイン語　中国語
ポルトガル語　クメール語　タイ語

ごみと資源の出し方ルール家庭用ガイドブック 愛川町 2012

生活 東京/1

日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語（簡体字）　中国語（繁体字）
ポルトガル語　ベトナム語　アラビア語
タイ語　モンゴル語　ロシア語

Student guide to Japan 日本学生支援機構（JASSO) 2016/10/1

生活 東京/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語　 タガログ語 ベトナム語 タイ語

改定入管法サバイバル・チェックリスト 『あなたは大丈夫？』 日本カトリック難民移住移動者委員会 2015/5/1

生活 東京/1

日本語 アラビア語 インドネシア語
ウズペグ語 ウルドゥー語 英語
韓国・朝鮮語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 チベット語 中国語
ドイツ語 トルコ語 ビルマ語 ヒンディー語
フランス語 ベトナム語 ペルシア語
ベンガル語 ポルトガル語 マレーシア語
モンゴル語 ラオ語 ロシア語

マイナンバー 社会保障・税番号制度
東京内閣府内閣官房社会保障改革担当室・
内閣府大臣官房番号制度担当室

2015

生活 東京/1 日本語 英語 中国語 フランス語
外国運転免許証を日本の免許証に切り替えるための
「日本語による翻訳文」についてのご案内

日本自動車連盟（JAF) 2014/4/1

生活 東京/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
タガログ語 ポルトガル語　タイ語

スマート国勢調査！ 総務省統計局 2014/4/1

生活 東京/1 日本語 英語 難民申請相談案内 なんみんフォーラム 2014/3/1

生活 東京/1 日本語　英語 日本留学奨学金パンフレット 日本学生支援機構 2014



分類 請求記号 言語 タイトル 発行者 発行年月日

生活 東京/1
日本語　英語　中国語　アラビア語
アムハラ語　ビルマ語　フランス語
フランス語

難民認定申請を行う人への助言 :
日本における難民認定申請に関する説明及び難民申請認定を
行う人への助言

難民支援協会 2013/3/1

生活 東京/1 日本語 ２０１２年７月特別永住権制度が見直されます 法務省入国管理局 2013

生活 東京/1

日本語 アラビア語 インドネシア語
ウズペク語 ウルドゥー語 英語
韓国・朝鮮語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 チベット語 中国語
ドイツ語 トルコ語 ビルマ語
ヒンディー語 フランス語 ベトナム語
ペルシア語 ベンガル語 ポルトガル語
マレーシア語 モンゴル語 ラオ語 ロシア語

日本に在留する外国人のみなさんへ 法務省入国管理局 2012/5/1

生活 東京/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします 総務省 2012

生活 山形/1 日本語 外国人に伝わりやすいやさしい日本語 山形県国際交流協会 2014

生活 埼玉/1 日本語 外国人生活相談の手引き 埼玉県県民生活部国際課・埼玉県国際交流協会 2013/3/1

生活 千葉/1
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語

安全で快適な自転車利用のために  飲酒運転は犯罪です 千葉県・千葉県警 2015

生活 兵庫/1
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語 ポルトガル語
ロシア語

新しい自転車のルールを守りましょう！！ にほんご豊岡あいうえお 2015

生活 島根/1 日本語 「やさしい日本語」の手引き 島根県・しまね国際センター 2014/1/1

生活 国/1
日本語 インドネシア語  英語 韓国・朝鮮語
スペイン語 タガログ語 中国語 ポルトガル語
ロシア語

国民年金制度の仕組み 日本年金機構 2016/10/1

生活 国/1
日本語 インドネシア語 韓国・朝鮮語
スペイン語 タイ語 タガログ語 中国語
ベトナム語  ポルトガル語

脱退一時金に関する手続きをおこなうとき 日本年金機構 2016/7/1

医療 神奈川/2
日本語　英語　スペイン語　ポルトガル語
　タガログ語　ベトナム語

赤ちゃんのいるご家庭を訪問しています かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2016/3/1

医療 神奈川/2 日本語　英語　 外国籍県民のための保健・医療ガイド 神奈川県保健福祉局総務室 2015

医療 神奈川/2
日本語 英語 韓国・朝鮮語 スペイン語
中国語 ポルトガル語

神奈川県機構および病院の診療科目一覧 神奈川県県民局くらし県民部国際課 2014/4/1

医療 神奈川/2
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
ベトナム語

外国籍県民の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入に
ついて

神奈川県保健福祉局保健医療部医療保険課 2013/2/1

医療 神奈川/2
日本語 英語 韓国・朝鮮語 中国語
 タガログ語 スペイン語 ポルトガル語

外国籍国民向け一般医薬品販売対応マニュアル 神奈川県薬剤師会 2008/3/1

医療 横浜/2
日本語 英語 韓国・朝鮮語 中国語
 スペイン語

青葉福祉保健センターからのお知らせ 横浜市青葉福祉保健センター 2017/3/1

医療 横浜/2
日本語　英語　スペイン語　中国語
ポルトガル語　タガログ語　ベトナム語

「新生児訪問及び赤ちゃん訪問」  赤ちゃんのいるご家庭を
訪問しています

かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2016/3/1

医療 横浜/2 英語 Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ new frontier
Healthcare new frontier promotion bureau
Kanagawa prefecture

2016/2/1

医療 横浜/2

日本語 アラビア語  インドネシア語
韓国･朝鮮語  クメール語  クロアチア語
タイ語  タガログ語  ドイツ語   ネパール語
フランス語  ベトナム語  ペルシャ語
ラオ語  ロシア語

多言語医療問診票 ハーティ港南台 2014/1/1

医療 横浜/2 日本語 英語 スペイン語 中国語 ポルトガル語 多言語医療問診票をご利用下さい ハーティ港南台 2014/1/1

医療 横浜/2 日本語 英語 都筑区内で英語が通じる病院 つづきMYプラザ 2013/11/25

医療 横浜/2
英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

介護保険制度のあらまし 横浜市 2012

医療 川崎/2
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語

結核とは 川崎市 2012

医療 東京/2
日本語 英語 韓国・朝鮮語 中国語
スペイン語 タイ語

新型インフルエンザの発生に備えて 東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課 2014/3/1

医療 東京/2 日本語 中国語 救急医療情報 くにたち地域外国人のための防災連絡会（KUNIBO) 2014/8/13

医療 東京/2 日本語　英語　韓国・朝鮮語版　中国語 救急車を上手に使いましょう 消防庁 2011/3/1

医療 茨城/2
英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　インドネシア語

放射線の健康への影響について 茨城県国際交流協会 2012/7/1

医療 栃木/2
英語　スペイン語　中国語　ポルトガル語
タガログ語　ベトナム語

外国人のための医療情報ハンドブック 日常から災害時の
備えまで

栃木県産業労働観光部国際課 2016/3/1

医療 新潟/2
日本語 インドネシア語 英語 韓国・朝鮮語
タガログ語 中国語 ポルトガル語 ロシア語

多言語版医療窓口対応シート 新潟県国際交流協会 2010/2/1

医療 大阪/2
日本語 中国語 ポルトガル語 スペイン語
タイ語 ビルマ語 韓国・朝鮮語 英語 ロシア語

ノロウイルスについて 多文化共生マネージャー全国協議会 2013/12/20

医療 京都/2
日本語 インドネシア語 英語 韓国・朝鮮語
中国語 ポルトガル語

こころの症状問診票 多文化共生センターきょうと 2011

医療 京都/2
日本語 インドネシア語 英語  中国語
ポルトガル語

放射線被ばくに関する問診票 多文化共生センターきょうと 2011

医療 京都/2 日本語  中国語 放射線科問診表・（被ばくに関する） 多文化共生センターきょうと 2011

医療 兵庫/2
日本語　英語　スペイン語　中国語
ベトナム語

ワタシとカレシで確かめ合う しあわせのＳＥＸルール ワールドキッズコミュニティー（たかとりコミュニティーセンタ 2016

医療 兵庫/2

日本語  アラビア語 インドネシア語 英語
韓国・朝鮮語 スペイン語 タイ語 タガログ語
中国語 ドイツ語 ネパール語 ハンガリー語
フランス語  ブルガリア語 ベトナム語
ペルシア語 ポルトガル語  ラオ語
ルーマニア語 ロシア語

多言語版 救急時情報収集シート 多文化共生センター ひょうご 2014

医療 山口/2 日本語 外国人患者とのコミュニケーション支援ブック 山口県国際交流協会 2012/2/1

医療 高知/2
日本語 インドネシア語 英語 韓国・朝鮮語
タガログ語 中国語 ベトナム語

応急手当マニュアル ６カ国語版 高知県国際交流協会 2010/2/1

労働 神奈川/3
日本語 スペイン語  中国語
ポルトガル語

外国人労働相談のご案内 神奈川県 2017/4/1

労働 神奈川/3 日本語 労働手帳 神奈川県かながわ労働センター 2016/6/1

労働 神奈川/3 日本語 英語 中国語 かながわ・グローバルビジネス・センター 神奈川県 2015

労働 神奈川/3
日本語　スペイン語　中国語
ポルトガル語

外国人労働問題対処ノウハウ集 神奈川県 2014/4/1

労働 川崎/3 英語　韓国・朝鮮語 飲食店営業の方へ 川崎市 2013/6/13

労働 東京/3 日本語 これってあり？ まんが知って役立つ労働法 Q&A 厚生労働省 2015/4/1

労働 東京/3

日本語　英語　韓国・朝鮮語
スペイン語　中国語　ポルトガル語
ベトナム語　インドネシア語　タイ語
ペルシャ語

労災保険請求のためのガイドブック 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課 2014/3/1

労働 東京/3 日本語　スペイン語　ポルトガル語 派遣・期間工などで働く外国人の皆様へ
厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所・
労働基準監督署

2013



分類 請求記号 言語 タイトル 発行者 発行年月日

労働 東京/3 日本語 しごとのために さぽうと２１ 2015

労働 東京/3 日本語 英語 韓国・朝鮮語 中国語 日本国内で食品を販売する方へ 消費者庁食品表示課 2015

労働 東京/3
日本語 英語 スペイン語 中国語
ポルトガル語

労働条件通知書 東京外国人雇用サービスセンター 2015

緊急・防災 神奈川/4 日本語 外国人住民サポートアイディア集 神奈川国際交流財団（ＫＩＦ） 2014
緊急・防災 横浜/4 英語 ポケット エマージエンシー ガイド 横浜コンベンションビューロー 2017/3/1
緊急・防災 横浜/4 日本語 栄区防災マップ 栄区役所 2017/1/1

緊急・防災 横浜/4

日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
ベトナム語　クメール語　ネパール語
ラオス語

災害のときの便利ノート かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2015/2/1

緊急・防災 横浜/4
日本語 英語 スペイン語 中国語
ポルトガル語

災害への備えは大丈夫？ かながわ国際交流財団（ＫＩＦ） 2014/3/1

緊急・防災 横浜/4 日本語 英語 韓国・朝鮮語 中国語 防災すごろく 横浜市青葉区国際交流ラウンジ 2014/3/1

緊急・防災 横浜/4
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語

鶴見区防災ガイド 鶴見区役所 2013/3/1

緊急・防災 横浜/4
日本語 スペイン語 タガログ語
ポルトガル語　インドネシア語
タイ語 ベトナム語

地域防災拠点 横浜市政策局国際政策室 2011/10/1

緊急・防災 横浜/4 日本語 英語 中国語  ポルトガル語 外国人のための防災マップ 横浜市神奈川区国際協力ネットワーク 2011
緊急・防災 横浜/4 日本語 減災行動のススメ 横浜市青葉区国際交流ラウンジ 2011/8/1

緊急・防災 川崎/4
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
タガログ語　中国語　ポルトガル語

外国人市民の方へ 川崎市 2015

緊急・防災 川崎/4
韓国・朝鮮語　スペイン語　中国語
ポルトガル語　タガログ語

地震･緊急行動マニュアル 川崎市国際交流協会 2012/1/1

緊急・防災 川崎/4
日本語　韓国・朝鮮語版　スペイン語
中国語　タガログ語　ポルトガル語

そなえる かわさき 川崎市 2012/1/1

緊急・防災 県内/4 日本語 スペイン語 ポルトガル語 高峰地区 多言語防災マップ 愛川町 2012/3/1
緊急・防災 県内/4 日本語  スペイン語 ポルトガル語 中津①地区 多言語防災マップ 愛川町 2012/3/1
緊急・防災 県内/4 日本語 スペイン語  ポルトガル語 中津②地区 多言語防災マップ 愛川町 2012/3/1
緊急・防災 県内/4 日本語 スペイン語 ポルトガル語 半原地区 多言語防災マップ 愛川町 2012/3/1
緊急・防災 青森/4 日本語 防災カード 青森県・ぷらっとワールドあおもり 2013/1/31

緊急・防災 宮城/4

日本語　英語　韓国・朝鮮語　中国語
ポルトガル語　タガログ語　ベトナム語
インドネシア語　ネパール語　ベンガル語
モンゴル語

地震から身を守るためのアドバイス 仙台国際交流協会 2014/2/1

緊急・防災 茨城/4
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
インドネシア語　タイ語

災害時マニュアル 茨城県国際交流協会 2013

緊急・防災 埼玉/4
日本語 英語  韓国・朝鮮語 スペイン語
タイ語 タガログ語 ベトナム語
ポルトガル語

避難所会話セット ［多言語版］ 埼玉県県民生活部国際課 2010/3/1

緊急・防災 栃木/4
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
タイ語

指さし会話帳 栃木県産業労働観光部国際課 2012/3/1

緊急・防災 愛知/4
日本語　英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
ベトナム語　フランス語

５分で覚える防災用語 名古屋国際センター NIC 2010/7/1

生活ガイド 横浜/6
英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　タガログ語

外国人のためのくらしのガイド 横浜市青葉国際交流ラウンジ 2017/10/31

生活ガイド 横浜/6
日本語　英語　韓国・朝鮮語
スペイン語　中国語（簡体字）
中国語（繁体字）　ポルトガル語

リビングガイド 横浜市市民局広報課 2017

生活ガイド 横浜/6 日本語 外国人のための保土ヶ谷くらしのガイド 保土ヶ谷区国際交流コーナー 2016/11/1

生活ガイド 横浜/6
日本語　英語　中国語
ポルトガル語　ベトナム語

泉区リビングガイド 港南国際交流ラウンジ 2014/2/1

生活ガイド 横浜/6 日本語　英語　中国語　 外国人のための こうなん くらしの ガイド 港南国際交流ラウンジ 2014/2/1

生活ガイド 横浜/6
英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　タガログ語

鶴見区のご案内 鶴見区役所 2013/4/1

生活ガイド 川崎/6
日本語  英語  韓国･朝鮮語
スペイン語  タガログ語  中国語
ベトナム語  ポルトガル語

川崎市に住む外国人の皆さんへ [多言語版] 川崎市市民・こども局人権・男女共同参画室 2016/4/1

生活ガイド 川崎/6 日本語 川崎市の多言語広報資料一覧 川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 2016

生活ガイド 県内/6
日本語　英語　韓国・朝鮮語
スペイン語　中国語
ポルトガル語　ベトナム語

ふじさわ生活ガイド 藤沢市 2016/7/1

生活ガイド 県内/6

日本語　英語　韓国・朝鮮語
スペイン語　中国語
ポルトガル語　ベトナム語
クメール語　ラオス語

市民生活ガイドブック 平塚市文化・交流課 2016/3/1

生活ガイド 県内/6
日本語　英語　韓国・朝鮮語
スペイン語

小田原市生活情報 小田原市役所人権・男女共同参画課 2016

生活ガイド 県内/6

英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語
タガログ語　ベトナム語
カンボジア語　タイ語

くらしのガイド 相模原市シティセールス・親善交流課 2016

生活ガイド 県内/6
日本語　英語　韓国・朝鮮語
中国語　ポルトガル語

茅ヶ崎市外国語版便利帳 茅ヶ崎市 2012/8/1

生活ガイド 県内/6
英語　韓国・朝鮮語　スペイン語
中国語　ポルトガル語　タガログ語
ベトナム語　ラオス語

外国人市民生活ガイド 綾瀬市市民協働課 2012/4/1

生活ガイド 県内/6
日本語　韓国・朝鮮語
スペイン語　中国語　ポルトガル語

ようこそ座間市へ 日本で暮らす外国人の皆さんに 座間市役所 2013
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