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平成 27 年度トピックス 

①特別支援教育教材ポータルサイト開設 

平成 27 年３月 30 日，「特別支援教育教材ポータル

サイト（支援教材ポータル）」を開設しました。 

支援教材ポータルは，文部科学省が設置した「障

害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会」に

よる報告において，国等の役割として「障害の状態

や特性に応じた教材や支援機器，指導方法，活用事

例等に関する全国レベルで情報交換するためのデー

タベースの作成」が示されたことを受けて，開設し

たものです。 

本 Web サイトは，「実践事例」および「教材・支援

機器」の情報を中心として，障害の状態や特性に応

じた教材・支援機器に関する研究成果や，研修会な

どの情報を紹介しています。 

 

○「特別支援教育教材ポータルサイト」→ 

 http://kyozai.nise.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②世界自閉症啓発デー2015 

 平成 27 年４月４日（土），東京・霞が関にある灘

尾ホールにおいて，全国から 300 人以上の参加者の

下，世界自閉症啓発デー2015 シンポジウムが開催さ

れました。このシンポジウムには本研究所も共催機

関の１つとして参画しました。 

 『共に支え合う－一人ひとりのつながりが大きな

輪に－』をテーマに，４つの市の市長をシンポジス

トに迎え２つのシンポジウムが行われました。シン

ポジウム１では，新潟県三条市長，滋賀県湖南市長

より早期からの子育て支援の取組が紹介され，シン

ポジウム２では，岡山県総社市長，兵庫県神戸市長

より思春期・青年期の支援，就労支援の取組が紹介

されました。 

 また，世界自閉症啓発デー・日本実行委員会によ

る啓発イベントとして，４月２日（木）に東京タワ

ーをブルーにライトアップすると共に，屋外広場や

ステージで展示会や演奏会も開かれました。世界自

閉症啓発デーのブルーライトアップは，世界の各地，

日本の各地でも行われました。 

 

○世界自閉症啓発デー公式サイト→ 

http://www.worldautismawarenessday.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③メルマガ第 100 回記念号刊行 

 平成 27 年７月５日，国立特別支援教育総合研究所

メールマガジンの節目となる第 100 回記念号を刊行

しました。本メールマガジンは，特別支援教育制度

が開始した平成 19 年４月に第１号を刊行しました。

それから約 8 年をかけて，第 100 回を迎えることが

でき，その間に 8,000 名を越える方々に読者として

図１ 支援教材ポータルのトップページ 

写真１ シンポジウム開会式 
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ご登録頂きました。 

 第 100 回記念号では，記念寄稿として，文部科学

省初等中等教育局特別支援教育課井上惠嗣課長及び

全国特別支援学校長会横倉久会長にメッセージをお

寄せ頂きました。 

 今後も本メールマガジンを通じて，特別支援教育

の推進に役立つよう努めて参ります。 

 

④平成 27 年度就学相談・支援担当者研究協議会 

 平成 27年７月 16日～17日，本研究所において「就

学相談・支援担当者研究協議会」を開催しました。

本研究協議会は，各都道府県及び指定都市において

教育支援委員会（仮称）等，就学相談・支援に関わ

る業務に関し，指導的立場にある者による研究協議

等を行い，担当者の専門性の向上及び就学相談・支

援の充実を図ることを目的として平成 25 年度から

毎年この時期に開催しているものです。本年度は，

全国から指導主事等 68 名が参加しました。 

 一日目は，文部科学省による最新の特別支援教育

を取り巻く情勢にかかる行政説明に続いて，本研究

所職員による講義「インクルーシブ教育システム構

築に向けた取組を支える体制づくり～就学相談・支

援を中心に～」を行いました。二日目は，まず「本

人・保護者・学校・教育委員会の合意形成による就

学相談を実現するためのシステム・体制づくり」を

テーマとした話題提供が行われ，県の取組としては 

「市町の就学相談を支える山口県の取組について～

特別支援教育センター及び地域コーディネーターの

役割を中心に～」，指定都市の取組としては「浜松市

における相談体制の現状と課題について」が発表さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れました。その後，都道府県と指定都市の分科会に

分かれ，各地域における就学相談・支援の取組につ

いての最新状況や課題が交わされながら，活発な班

別研究協議が行われました。 

 

⑤平成 27 年度特別支援学校寄宿舎指導実践指導者

研究協議会 

 平成 27年７月 23日～24日，本研究所において「特

別支援学校寄宿舎指導実践指導者研究協議会」を開

催しました。本研究協議会は，各都道府県等におい

て指導的立場にある寄宿舎指導員等の専門性の向上

並びに寄宿舎における指導等の充実を図ることを目

的として平成 13 年度より毎年この時期に開催して

いるものです。本年度は，全国から寄宿舎指導員等

71 名が参加しました。 

 一日目は，文部科学省による「特別支援教育行政

の推進」と題した行政説明に続いて，本研究所職員

による講義「安心・安全な学校づくりのための防災

対策」を行いました。二日目は，まず参加者より寄

宿舎における指導実践について，「寄宿舎におけるキ

ャリア教育を考える～卒業後の生活をイメージした

支援の在り方～」，「「寄宿舎個別の指導計画」の取組

～４年間の実践をふまえて～」等の発表があった後，

視覚障害教育，聴覚障害教育，知的障害教育，肢体

不自由教育・病弱教育の各障害種別による部会別研

究協議を行いました。部会別研究協議では，文部科

学省の特別支援教育調査官や特別支援学校（知的障

害，肢体不自由）の校長先生方に，指導助言者とし

てご参加いただき，閉会時間まで熱のこもった協議

が続きました。 

 

⑥平成 27 年度子ども霞ヶ関見学デー 

 平成 27 年７月 29 日～30 日，子どもたちが夏休み

に広く社会を知る体験活動の機会とするとともに，

府省庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを

目的として毎年開催されている「子ども霞ヶ関見学

デー」において，本研究所においても旧文部省庁舎

６階 第２講堂に，「発達障害のある子どもを支援す

る教材・支援器機体験コーナー」を出展しました。 

 本年度は，発達障害をテーマとし，発達障害教育

情報センターから筆記具，ソフトウェア等の教材・写真２ 開会式 
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支援機器や発達障害に関するポスターを持ち出して，

展示しました。 

 メイン会場であったこともあり，多くの子どもた

ちや保護者が参加し，実際に教材や支援機器を手に

取り，中には展示された教材・支援機器を撮影し，

熱心に説明を聞き，質問する保護者の様子が見られ

ました。 

 

写真３ 職員の説明に耳を傾ける参加者 

 

⑦平成 27 年度発達障害教育指導者研究協議会 

 平成 27年７月 30日～31日，本研究所において「発

達障害教育指導者研究協議会」を開催しました。本

研究協議会は，各都道府県等で発達障害のある幼児

児童生徒に対する指導・支援に関して指導的立場に

ある教職員による研究協議等を通じ，専門的知識及

び技能を高め，各地方公共団体の指導・支援の充実

に資することを目的として毎年開催しているもので

す。本年度は，全国から特別支援学校，幼小中高等

学校教員や指導主事等 107 名が参加しました。 

 一日目は，文部科学省による行政説明「発達障害

教育の現状と課題について」，本研究所職員による講

義「インクルーシブ教育システム構築に向けた取組

を支える体制づくり－発達障害のある幼児児童生徒

への支援を中心に－」等を行いました。 

 二日目は，２つの分科会に分かれ，話題提供及び

グループ協議が行われました。第一分科会では「幼

稚園等から小学校への支援のつながり」をテーマに，

「幼稚園から小学校への支援のつながり－子どもの

育ちを豊かにつなぐ，幼児教育センターの取り組み

から－」という内容で話題提供がありました。第二

分科会では「中学校から高等学校，卒業後への支援

のつながり」をテーマに話題提供「中学校から高等

学校，卒業後への支援のつながりの実践事例－「働

く」を支える－」という内容で話題提供がありまし

た。その後のグループ協議では，６～８名の班に分

かれて，各参加者のレポートに基づく報告や最新の

情報が活発に交わされ，各教育現場で取り組むべき

ことについて，多面的な視点で捉えることのできる

よい機会となりました。 

 

⑧平成 27 年度特別支援教育教材・支援機器等活用

研究協議会 

 平成 27年８月 17日～18日，本研究所において「特

別支援教育教材・支援機器等活用研究協議会」を開

催しました。本研究協議会は，本研究所特別支援教

育教材普及促進事業として，平成 26 年度末に新たに

構築した「特別支援教育教材ポータルサイト」とと

もに，その普及活動の一環として，各都道府県の指

導者層を対象に開催したものです。 

 一日目は，文部科学省による最新の特別支援教育

教材・支援機器に係る行政説明，続いて，東京大学

の中邑賢龍教授から特別講演をしていただきました。

二日目は，兵庫教育大学の小川修史講師によるワー

クショップを行いました。また，参加者の皆さんに

は本研究所が有する教材支援機器等展示室（i ライ

ブラリー），発達障害教育情報センター，スヌーズレ

ン，生活支援研究棟の各施設を見学しました。 

 

写真４ 中邑賢龍氏による特別講演 

 

⑨国研との研究交流会及び研究報告会開催  

 平成 28 年８月 28 日に文部科学省旧庁舎１階ラウ

ンジにて国立教育政策研究所（ＮＩＥＲ）との研究
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交流会を開催しました。 

この研究交流会では，双方の研究所での研究活動を

報告し，インクルーシブ教育システム構築に向けた

これからの学校の在り方や今後の教育課程・指導方

法・指導者養成の在り方など教育を取り巻く共通の

課題についての意見交換を行いました。 

 

写真５ 研究交流会での意見交換 

 

 また，研究交流会後に，研究報告会を開催し，平

成 26 年度に終了したインクルーシブ教育システム

構築や３Ｄプリンターの活用に関する研究課題やイ

ンクルーシブ教育システムに関する諸外国の動向に

ついての報告を行い，国立教育政策研究所や文部科

学省の職員をはじめ，特別支援学校の校長先生らが

参加しました。同時に，報告された研究課題に関連

する支援機器や教材の展示も行われ，研究員の説明

に対して興味深く話を聞く参加者の様子が見られま

した。 

 

写真６ 研究報告会の会場風景 

 

 

⑩平成 27 年度研究所（NISE）公開 

 平成 27 年 11 月７日，平成 27 年度研究所公開を開

催し，学校教員，大学生，保護者や地域の方など，

383 名の方にご参加いただきました。 

 今年度の研究所公開では，本研究所に研究成果や

取組を紹介するとともに，様々な障害の疑似体験，

教材・教具や教育支援機器の展示・実演，障害のあ

る子どもに対する生活環境面での配慮や支援の工夫

についての紹介，教員を目指す大学生との交流イベ

ント「NISE カフェ」，発達障害の特性に関するミニ

講義等，幅広い内容の催しを行いました。 

 また，新企画として，映画「みんなの学校」上映

会やブラインドサッカー体験を開催しました。上映

会では，終了後に涙を流す参加者の様子が見られま

した。さらに，ブラインドサッカーを体験した参加

者からは，見えないことの怖さや声の掛け合いの大

切さを感じたという感想が寄せられました。 

 

 

写真７ 生活支援研究棟

 

写真８ ブラインドサッカー
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⑪平成 27 年度交流及び共同学習推進指導者研究協

議会 

 平成 27 年 11 月 19 日～20 日の２日間の日程で，

交流及び共同学習推進指導者研究協議会を本研究所

で開催しました。 

 この研究協議会は，インクルーシブ教育システム

の構築をめざし，各地域における交流及び共同学習

と障害の理解推進に資することを目的として，各地

域で障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との

交流及び共同学習を推進する立場にある教職員を対

象に，毎年開催しているものです。本年度は，全国

から特別支援学校，小中学校教員や指導主事等 70

名が参加しました。 

 一日目は，文部科学省による行政説明，教育実践

にかかる話題提供等が行われ，二日目は，分科会に

分かれて研究協議が行われました。研究協議では，

各参加者のレポートに基づく報告や意見が活発に交

わされました。 

 

⑫世界自閉症啓発デー2015 in 横須賀 

 平成 27 年 12 月５日，横須賀市及び横須賀市教育

委員会の後援により筑波大学附属久里浜特別支援学

校との共催で「世界自閉症啓発デー2015 in 横須賀」

を開催しました。 

 ６回目の開催になる今年度は昨年度に引き続き，

「自閉症の世界を知ろうよ～ちいさな つながりを 

ひろげよう～」をテーマとして，(１)自閉症の青年

が主人公の映画「シンプル・シモン」の上映，(２)

映画に見られる自閉症の特徴の理解と支援について

のミニ講義，(３)特別支援学校高等部に在学中の当

事者の方からのメッセージというプログラムで行い

ました。 

 当日は，小学生からご年配の方まで，スタッフを

含め 190 余名の方々にご参加いただきました。毎年

お手伝いをいただいている横須賀総合高等学校の生

徒さん達もボランティアとして活躍してくれました。

今回初めて参加されたという方も多く，こうした機

会を通して，自閉症をはじめとする発達障害につい

て知っていただくこと，理解をしていただくことが，

発達障害のある人だけでなく，誰もが幸せに暮らす

ことができる社会の実現につながるものと考えてい

ます。 

 

 

写真９ 会場風景 

 

 

写真 10 筑波大学附属久里浜特別支援学校 

  の幼児児童による作品展示 

 

⑬平成 27 年度「辻村賞」授賞式・記念講演会 

 「辻村賞」は，本研究所の初代所長であるととも

に，我が国の特別支援教育の第一人者として，その

振興・発展のために尽力された故辻村泰男先生のご

遺徳を永く記念するため，特別支援教育の領域にお

いて，特に顕著な功績のあった方や，特に優秀な研

究を行った方に対し，授与するものです。 

 平成 27 年度「辻村賞」は，11 月に開催された選

考委員会において，西川公司氏（特定非営利活動法

人日本肢体不自由教育研究会理事長）の受賞が決定

され，平成 27 年 12 月 17 日，本研究所にて，授賞式

及び記念講演会を開催しました。 

 記念講演会では，「私と国立特殊教育総合研究所と
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肢体不自由教育」と題したご講演をいただき，所員

にとって大変貴重な機会となりました。 

 

写真 11 受賞者の西川公司氏を囲んでの記念撮影 

 

⑭平成 27 年度海外出張報告及び諸外国の教育政策

動向に関する学習会 

 平成 27 年 12 月 18 日，本研究所で「海外事情報告

及び諸外国の教育政策動向に関する講演会」を開催

しました。 

 この会は，本研究所スタッフが諸外国で収集した

情報の共有を図ること，諸外国の教育政策動向を知

り，日本のインクルーシブ教育システム構築の方向

性についての議論を深める機会とすることを目的と

したものです。 

 本会は二部構成で行われ，前半は，本研究所の大

内進客員研究員による「デンマークにおける障害の

ある子どもの教育」と題した講演でした。同国から

学ぶこと，学びたいこと，として「多様性（人と同

じであることにこだわらず，他者と比較する文化が

ない。個が尊重されている）」「チームでのサポート

（障害がある子どもの教育では，コメディカルなス

タッフがチームで役割を果たしている）」「一貫した

支援（人事異動がない，チームで機能することなど

から支援の一貫性が保たれやすい）」「寄り道文化（人

生の途中で寄り道できる選択肢が用意されているこ

とは，障害のある子どもには生きやすく，キャリア

形成にも役立っている）」「柔軟性と学びのスタイル

（義務教育では，競争原理ではなく，個人内の開発

が重視されている。様々なニーズのある子どもが活

動しやすいインクルーシブ教育体制を構築できる）」

の５つがまとめられました。 

 後半は，所内スタッフによる海外事情報告がリレ

ー形式で行われました。「中国，上海日本人学校虹橋

校での支援」，「フランス，北米・欧州地区日本人学

校協議会参加とフランスの国立特別支援教育高等研

究所（INS-HEA）訪問」についての報告は，本研究所

教育支援部教育相談支援担当が行っている海外に在

住する日本人学校等の保護者や教員等への教育相談

支援とも連動した内容でした。 

 企画部調査・国際担当では，海外へ出張したスタ

ッフが帰国した折には，速やかに情報共有を図るこ

とを目的に簡易的な報告会を所内で頻繁に開催する

よう努めています。その一方で，本稿で紹介したよ

うな海外事情報告及び諸外国の教育政策動向に関す

る講演会についても重要と捉え，年に一度のペース

で今後も開催していく予定です。引き続き，海外に

おける教育の貴重な情報を発信・共有する機会を設

けていきたいと思います。 

 

写真 12 講演する大内進客員研究員 

 

⑮平成 27 年度国立特別支援教育総合研究所セミナ

ー 

 平成28年２月25日～26日の２日間にわたり，平成

27年度国立特別支援教育総合研究所セミナーを国立

オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催

しました。 

本年度は「インクルーシブ教育システム構築に向

けた特別支援教育の推進－学校・地域の取組を支え

る教育資源の活用に視点を当てて－」をテーマとし

て，１日目はテーマに基づく講演とシンポジウムを，

２日目は本研究所の研究活動・事業報告と研究成果

発表が行われました。 

 １日目の宮崎英憲氏（東洋大学参与）による講
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演では，本年４月から施行される障害者差別解消

法の概要にも触れながら，学校教育における合理的

配慮の提供について具体的なお話をいただきました。

また，その後のシンポジウムでは，インクルーシブ

教育システム構築のための学校・地域の取組を支え

る教育資源の活用について，学校教育，教育行政等

の立場から発表が行われました。これを受けて，指

定討論者からは子供たちの多様性を認めること，障

害は環境や社会的障壁との相互作用で生じると捉え

る必要があること，合理的配慮を行うためには学校

経営や学級経営の在り方を考えるとともに，子供た

ち一人ひとりの教育的ニーズの的確な把握，指導，

評価等が重要であることが指摘されました。 

 ２日目午前の活動報告では，来年度から実施さ

れる第４期中期目標・中期計画に向けて研究活動，

研究方針，研究体制，研究課題，研究成果の還元方

法について説明が行われました。また，新たな取組

として「インクルーシブ教育推進センター」の設置，

「地域実践研究事業」の紹介が行われました。 

 事業報告では，国際調査関連，特別支援教育教

材ポータルサイト，Web による講義配信，ICT 活用実

践演習室についてそれぞれ説明が行われました。 

 午後からの研究成果発表では分科会形式により，

「特別支援学校及び特別支援学級の教育課程の現状

と課題Ⅱ～質問紙調査・面接による調査からみえて

きたこと～」，「発達障害のある子どもの指導の場・

支援の在り方について考える！～通級による指導を

中心に～」，「合理的配慮を実現するための ICT 活用

の課題と展望」について，それぞれ発表と質疑応答

等が行われました。 

本セミナーは，延べ 800 名を超える参加がありま

した。 

 

写真 13 シンポジウムの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 14 研究成果に関するポスター発表 

 


