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NISEの情報普及

■ NISEウェブサイト
　NISEウェブサイトでは、NISEの研究成果及び諸活動に関する情報や国内外の特別支援教育に関す
る情報を総合的に提供しています。
　トップページに「特別支援教育情報一覧」及び「利用者別情報一覧」を設けて情報を探しやすく
するとともに、それぞれのページに、音声読み上げや文字サイズ変更、表示色変更等のアクセシビ
リティ機能を整備して、障害のある方が利用しやすいように配慮しています。

◆ NISEウェブサイトの構成
【 特総研とは 】
　特別支援教育のナショナルセンター
としてのNISEのミッション・ビジョ
ン等について紹介しています。

【 研究 】
　NISEが実施する研究の概要やNISE
の研究者に関する情報等について紹介
しています。

【 研修・セミナー 】
　NISEが実施する研修・セミナーに
関する情報やインターネットによる講
義配信等について紹介しています。

【 報告書・資料 】
　NISEが発行する研究成果報告書、
特総研ジャーナル等の学術刊行物や各
種資料について紹介しています。また、
図書室の利用についても紹介していま
す。

【 各障害における関連情報 】
　特別支援教育全般や各障害における
関連情報を紹介しています。

【 English 】
　NISEの概要や研究成果等を英語で
紹介しています。

NISEウェブサイト > トップページ
http://www.nise.go.jp/

詳しくはこちら→
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Information Services Dissemination

■ NISE Website
NISE website provides comprehensive related information on special needs education in general, 

such as research outcomes of NISE and informs activities that will be conducted by NISE 
On the NISE web browsing, “a list of information for special needs education” and “a list of 

information by types of users” in order to make it easier to search. In addition, the voice output 
function and the function to change the size and color of letters have been improved to be easier 
for those with disabilities to use.

◆ Composition of the Website
【 What is NISE? 】
Information on NISE, including the 

mission and activities as the national 
center of special needs education, is 
provided.

【 Research 】
Information on the detai ls of 

studies conducted by NISE and 
researchers involved in these studies 
is provided.

【 Training Programs/Seminars 】
Information on training programs 

and seminars conducted by NISE is 
provided.

【 Reports/Materials 】
Various kinds of contents such 

as publications of reports and other 
documents on findings of studies 
conducted by NISE and special needs 
education are provided.

【 Relevant Information on Different 
Disabilities 】
Information pertinent to overall 

special needs education and individual 
disabilities is provided.

【 English 】
The summary of NISE, outcomes 

of research and other information of 
NISE, such as activities are provided 
in English.
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■ インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルDB）
　平成24年７月、中央教育審議会初等中等教育分科会において、「共生社会の形成に向けたインクルー
シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」が報告されました。
　これを受けて、NISEでは、インクルーシブ教育システム構築に関連する様々な情報を広く提供す
るために、「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」を、平成25年11月に開設しました。

◆ インクルDBのコンテンツ
【 合理的配慮実践事例データベース 】
　文部科学省の「インクルーシブ教育システム構築モデル
事業」における取組の実践事例について検索するシステム
（データベース）です。

【 関連情報 】
・障害者の権利に関する条約への対応
・関連する法令・施策
・関係用語の解説
・Ｑ&Ａ
・その他関連情報

■ 特別支援教育教材ポータルサイト（支援教材ポータル）
　平成25年８月、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」が示されました。
　これを受けて、NISEでは、教材・支援機器の活用に関する実践事例や関連情報を広く提供するた
めに、「特別支援教育教材ポータルサイト」を、平成27年３月に開設しました。

◆ 支援教材ポータルのコンテンツ
【 教材・支援機器検索 】
【 実践事例検索 】
　「教材・支援機器」と「実践事例」が相互に参照できる
ようになっています。

【 教材・支援機器に関する情報 】

【 研修・展示会情報 】

インクルーシブ教育システム構築支援データベース
http://inclusive.nise.go.jp/

特別支援教育教材ポータルサイト
http://kyozai.nise.go.jp/

詳しくはこちら→

詳しくはこちら→
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■   Database for Supporting Development of Inclusive Education 
System (Inclu-DB)
The Subdivision on Primary and Secondary Education of the Central Council for Education published 

a report titled “Promoting Special Needs Education for Development of an Inclusive Education System 
Leading to the Creation of Cohesive Society” in July 2012. In response to this, in November 2013, NISE 
opened its “Database for Supporting Development of Inclusive Education System (Inclu-DB), in which 
various information on development of the inclusive education system is available.

◆ Contents of information provided through Inclu-DB
【 Database for good practices of Reasonable Accommodation 】
This database contained individual cases of “Model 

Project for Inclusive Education System Development” 
conducted by MEXT
【 Related Information 】
・  Responding to “Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities”

・Relevant laws, regulations and measures
・Explanation of relevant terms
・Ｑ&Ａ
・Others

■ Portal Site for Special Needs Education Materials
    （Assistive Materials Portal Site）
In a report by the “Planning Conference concerning repletion of teaching materials for children with 

disabilities”, dated August 2013, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
indicated “the creation of a database for the purpose of information exchange relating to teaching 
materials, support equipment, guidance methods, and practical application examples in response to the 
situation and special characteristics of disabilities” in terms of the role played by the nation. 
Upon receipt of this, in March 2015, the NISE established a “Portal Site for Special Needs Education 

Materials” (Assistive Materials Portal Site) for the purpose of broad provision of practical application 
examples and related information in the context of utilization of teaching materials and assistive devices.

◆ Contents of Assistive Materials Portal Site
・  Database on Teaching Materials and Assistive 
Devices

・Database of Case Reports
　  “Database on Teaching Materials and Assistive 
Devices” and “Database of Case Reports” are linked 
each other for reference.

・  Publications and other Information on Teaching 
Materials and Assistive Devices 

・  Events and other Information on In-service Training 
and Exhibition
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■ 研究成果報告書
　NISEでは、実施する研究課題（専門研究Ａ、専門研究Ｂ、共同研究）が終了
した時点で、その成果をまとめた「研究成果報告書」を研究課題ごとに作成し、
ウェブサイトに掲載しています。
　さらに、NISEの研究成果をよりわかりやすく知っていただくため、研究課題ご
との成果等を簡潔にまとめた「研究成果報告書サマリー集」を毎年度作成し、全
国の教育関係機関等に送付するとともに、ウェブサイトにも掲載しています。

　また、研究成果の中で、教育現場での指導や支援等にすぐに役立つ情報については、活用しやす
いようにガイドブックやマニュアル等にまとめて、市販の書籍として発行しています。

■ 研究紀要
　NISEでは、特別支援教育に関する未発表の論文等を所内より募集し、内容審
査を行った上で、「国立特別支援教育総合研究所研究紀要」として毎年度発表し
ています。研究紀要は、全国の教育関係機関等に送付するとともに、ウェブサ
イトにも掲載しています。

◆ 研究紀要第42巻（平成27年３月発行）の主な内容
①研究展望
・自閉症のある幼児への包括的アプローチ
・平成25年度全国病類調査にみる病弱教育の現状と課題
②調査資料
・  「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する
調査」の補足調査の結果からみた通級指導教室の役割と課題

・  特別支援学校（聴覚障害）小学部の国語科指導におけるコミュニケーション手段と教材活用－「特
別支援学校（聴覚障害）におけるコミュニケーション手段と教材活用に関する現状調査」から－

・  知的障害特別支援学級（小・中）の担任が指導上抱える困難やその対応策に関する全国調査－知
的障害特別支援学級経験年数の相違による検討から－

・  2007年から2013年における日本の障害のある子どもの教育工学研究に関する調査資料－インクルー
シブ教育システムの構築に向けたICT教育を視野に入れて－

・イタリアにおけるインクルーシブ教育に対応した教員養成及び通常の学校の教員の役割
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■   Research Result Report of National Institue of Special Needs 
Education
From the point in time when NISE completes practical application research 

themes (including Specialized research A, Specialized research B, and Collaborative 
research), it creates “Research Result Report of the National Institute of Special 
Needs Education” which summarizes the results for each of research themes, and 
provides them on its website.
In addition, in order to make the NISE report results known and more easily 

understood, a “Summary of Research Results of the National Institute of Special 
Needs Education” which summarizes the results of each research themes is 
produced every fiscal year, and it is both sent out to education related organizations throughout Japan 
and provided on the NISE website. Further, NISE publishes books for sale on the market in the form of 
a guidebook and manual that summarize in an easy-to-use manner the parts of reports that can be put to 
immediate use in guidance and support on the education scene.

■ Bulletin of the National Institute of Special Needs Education
NISE solicits from internal sources unpublished theses concerning special needs 

education, and carries out content investigations of them and publishes them 
annually as the “Bulletin of the National Institute of Special Needs Education”. 
Research bulletins are both sent to the education related organizations throughout 
Japan, and posted on the NISE website.

◆ Main contents of the Bulletin Vol.42（Issued on March, 2015）
(1) Research Outlook
・  Comprehensive approach to infants with autism spectrum disorder and prospects 
for their education and support
・  Current status and issues in education for children with health impairments:a review of the results of 
the national survey on the rate of illness at schools for special needs education in fiscal 2013

(2) Investigation Materials
・  Rolls and issues in resource rooms: 2012 MEXT supplementary survey on children with developmental 
disabilities
・  Communication methods and teaching materials for teaching Japanese at elementary special needs 
schools for hearing impaired children:
　  Survey on the state of communication methods and the use of teaching materials at special needs school 
for children with hearing impairment
・  Issues and problems Facing Teachers in Special Needs Education for Children with Intellectual 
Disabilities 
・  Japanese research on Educational Technology for children with special needs:Review from 2007 to 2013:
　Focusing on using ICTs for developing inclusive education systems
・Teacher training and roles of regular schoolteachers resulting from inclusive education in Itary
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■ 特総研ジャーナル
　NISEでは、研究をはじめとする様々な活動の成果をまとめた「国立特別支援
教育総合研究所ジャーナル（特総研ジャーナル）」を毎年度作成し、ウェブサイ
トに掲載しています。

◆ 特総研ジャーナル第４号（平成27年３月発行）の主な内容
①平成26年度研究課題一覧
②平成26年度研究成果サマリー
③研究報告 
・国立大学が保有する「特別支援教育の専門性向上に資する資源」調査
・高次脳機能障害のある児童生徒の教育に関する試行調査－特別支援教育の視点から－
④諸外国における障害のある子どもの教育
⑤国際会議・外国調査等の報告
・  オランダ王国の小学校におけるインクルーシブ教育の実際
　－発達障害のある子どもの状況を中心に－
・欧州特別支援教育機構及びベルギー王国フランス語圏共同体教育事務所訪問調査
⑥学会等参加報告
⑦事業報告
・日本人学校調査から見える特別支援教育の現状について
・平成26年度国立特別支援教育総合研究所セミナー報告
・教育支援機器展示室「ｉライブラリー」と支援機器等教材普及促進事業の紹介
・発達障害教育に関する情報の普及
・その他のトピックス

■ NISE Bulletin
　NISEでは、研究をはじめとする様々な活動の成果や日本の特別支援教育の政
策動向等を英文でまとめた「NISE Bulletin」を毎年度作成し、ウェブサイトに
掲載しています。
◆ NISE Bulletin Vol.14（平成27年３月発行）の主な内容
・平成26年度研究課題の概要
・平成25年度研究成果サマリー
・事業報告
・日本の特別支援教育の政策動向（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）
・国立特別支援教育総合研究所研究紀要第41巻の要旨

NISEウェブサイト > 報告書・資料
http://www.nise.go.jp/sc/shiryo/

詳しくはこちら→
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■ National Institute of Special Needs Education Journal
Every fiscal year, NISE produces the “National Institute of Special Needs 

Education Journal” that summarizes the results of a large range of activities 
including researches and provides it on its website.

◆ Main contents of the Journal Vol. 4（Issued on March, 2015）
(1) List of 2014 research themes
(2) Summary of 2014 research results
(3) Study report
・  Investigation of “source materials on special needs education specialist improvement” held by 
national universities

・  Experimental investigation related to education of children with higher brain dysfunction - from 
the viewpoint of special needs education -

(4) Education for children with disabilities in the various overseas countries
(5) Reports of international conventions and overseas investigations
・  The present situation of inclusive education at elementary schools in Holland (the kingdom of 
the Netherlands) - centered on the actual situation of children with developmental disabilities - 

・  Visit investigations to European special needs education organizations and joint education 
bureaus in Belgium and France

(6) Participation reports of learned societies
(7) Project reports
・  Concerning the present situation of special needs education as observed from Japanese school 
investigations

・  Report of the NISE seminar 2014
・  Introduction of exhibition room of educational support devices “i-Library” and support 
equipment, teaching materials and promotion projects 

・  Dissemination of information concerning education for children with developmental disabilities
・  Other topics

■ NISE Bulletin
“NISE Bulletin” is issued on annual basis in order to disseminate information 

on policy and status of special needs education in Japan, NISE’s research 
results and various activities on the website in English.

◆ Main contents of NISE Bulletin Vol. 14（Issued on March, 2015）
・Outlines of research projects FY2014
・Summary of research results FY2013
・Annual report
・  Recent policy and status on special needs education in Japan (Special Needs Education Division, 
Elementary and Secondary Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology)

・Summary of “Bulletin of the National Institute of Special Needs Education Vol. 41”
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■ 研究所セミナー
　NISEでは、研究成果の普及や教育現場等との情報の
共有を図るため、研究所セミナーを毎年度開催してい
ます。

◆ 研究所セミナーの主な内容
・セッション１：基調講演・シンポジウム
・セッション２：トピック紹介
・セッション３：研究成果報告
◆ 平成27年度開催日程
・期日：平成28年２月25日（木） ～２月26日（金）
・会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

■ 研究所公開
　NISEでは、研究をはじめとする様々な活動の成果を
教育関係者、教員を志す学生、地域住民の方などにわ
かりやすく紹介し、特別支援教育への理解を深めてい
ただくため、研究所公開を毎年度開催しています。

◆ 研究所公開の主な内容
・  インクルーシブ教育システム構築に関する情報提供
・教材・教具や支援機器等の展示・実演
・障害種別の研究班による体験型展示
　  （生活支援研究棟、スヌーズレン、車いす乗車体験
など）

・最新の研究成果等に関するパネル展示
◆ 平成27年度開催日程
・期日：平成27年11月７日（土）
・会場：NISE

研究所セミナー開会式

視覚障害者のための「触れる絵画」

生活環境面での身近な配慮や支援の工夫の紹介

NISEウェブサイト > セミナー
http://www.nise.go.jp/sc/seminar/

詳しくはこちら→

NISEウェブサイト > 研究所公開
http://www.nise.go.jp/sc/koukai/

詳しくはこちら→
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■ NISE Seminar
NISE presents National Institute of Special Needs 

Education Seminars on annual basis in order to 
spread information on outcomes of research projects 
conducted by NISE, improve the quality of its 
research activities and share information with schools 
and relevant institutions.

◆ Consists of NISE seminar
・session 1:   Speech and symposium on special needs 

education
・session 2:   Information on issues about activities of 

NISE
・session 3:   Presentation for outcomes of research 

projects of NISE

◆ NISE seminar 2015
Term: Feb. 25-26, 2016
Venue: National Olympic Memorial Youth Center

■ Open Day
NISE is open to the public annually in order to 

introduce NISE’s research results and activities in 
an easy-to-understand way to school staff, students 
aiming to be teachers and people in communities 
looking to deepen their understanding about special 
needs education.

◆ Major Contents of Open Day
・  Information on development of an inclusive 
education system 

・  Display and demonstration for teaching materials 
and assistive technology devices

・  Experiential exhibitions by research teams by 
types of disabilities

     (Experience with Research Unit for Natural Living 
Environment, Snoezelen Room and wheelchairs)
・  Panel exhibit ion of latest research results 
conducted by NISE

◆ Open Day 2015
Term: Nov. 7, 2015
Venue: NISE

Opening ceremony of NISE seminar

“Touch Images” for the visually impaired

Introduction of devices for familiarity 
considerations and support in the daily life 

environment



55
National Institute of Special Needs Education, Japan

NISEの情報普及

■ 世界自閉症啓発デーに対応したシンポジウム等の開催
　平成19年12月18日の国連総会において、毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」とすることが決
議され、世界各国において自閉症に関する啓発の取組を実施することが要請されました。これを受
けて、我が国では「世界自閉症啓発デー日本実行委員会」を組織して、平成21年度から「世界自閉
症啓発デーシンポジウム」等のイベントを開催しており、NISEもその共催機関となっています。
　さらに、NISEでは、世界自閉症啓発デーに関連
した地域イベントとして、相互協力機関である筑波
大学附属久里浜特別支援学校とともに、平成22年度
から「世界自閉症啓発デー in 横須賀」を開催して
います。本イベントの実施に際しては、平成23年度
から、共催団体として筑波大学附属久里浜特別支援
学校PTA及び横須賀地区自閉症児・者親の会「た
んぽぽの会」も運営に当たっています。

■ NISEメールマガジン
　NISEでは、研究をはじめとする様々な活動の成果や特別支援教育に関するタイムリーな情報をお
届けするため、メールマガジンを原則として月１回発行しています。NISEメールマガジンの配信を
希望される方は、ウェブサイトより登録をお願いします。

◆ NISEメールマガジンの主な内容
・NISEの研究成果の紹介
・NISEが主催する研修・イベントに関する情報
・NISEからのお知らせ
・国内外の特別支援教育に関するトピックス
・文部科学省等からの特別支援教育関連情報
・理事長が紹介するNISEの身近な話題
・NISEの研修を修了した方からの寄稿

世界自閉症啓発デー in 横須賀

世界自閉症啓発デー特設サイト
http://www.nise.go.jp/waad/

詳しくはこちら→

NISEウェブサイト > NISEメールマガジン
http://www.nise.go.jp/magazine/

詳しくはこちら→
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■   Symposium and Other Events in Line with the World Autism 
Awareness Day
On December 18, 2007, the United Nations General Assembly adopted a resolution to declare 

April 2 as the World Autism Awareness Day, requesting countries around the world to make 
efforts to raise awareness of autism. The World Autism Awareness Day Executive Committee in 
Japan has held the World Autism Awareness Day 
Symposium since FY 2009 and NISE serves as a 
co-organizer.
In addition, NISE, in cooperation with Special 

Needs Education School for Children with Autism, 
University of Tsukuba, which specializes in 
educating children with autism, has organized the 
World Autism Awareness Day in Yokosuka since 
FY 2010 in line with the theme of the World Autism 
Awareness Day. Since FY2011, the PTA of Special Needs Education School for Children with 
Autism, University of Tsukuba and “Tampopo-no-kai”, a group for parents of people with autism, 
have also joined the organization of the event in Yokosuka.

■ E-mail Newsletter
NISE delivers its e-mail newsletter on a regular basis in order to widely provide timely 

information on its activities and special needs education. Register your e-mail address on the 
following website for subscribe. 
http://www.nise.go.jp/magazine/

Notice: This e-mail newsletter is delivered only Japanese version.

◆ Major contents
・  Information on outcomes of research projects 
conducted by NISE

・  Information on teacher training programs and 
NISE sponsored events

・  Topics on special needs education either in 
Japan or abroad

・Announcements from NISE
・  Information on special needs education provided 
by MEXT

・President of NISE’s miscellaneous notes
・Contribution articles by teachers or education staff who completed the NISE’s trainings

At the World Autism Awareness Day in Yokosuka
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■ 発達障害教育情報センター
　発達障害教育情報センターでは、発達障害に関する様々な情報を調査・収集・整理し、それらを基に、
ウェブサイト等を通じて広く情報普及活動に取り組んでいます。また、全国の教育関係機関や厚生
労働省所管の国立障害者リハビリテーションセンター内に設置された発達障害情報・支援センター
等との連携及び調整も行っています。
　本センターのウェブサイトは、以下の項目で情報提供を行っています。それぞれの情報については、
定期的に追加・更新を行い、新しい情報を発信しています。

◆ ウェブサイトを通じて提供している情報の内容
・発達障害のある子どもの基本的な理解、対応や支援
・発達障害のある子どもの理解・指導・支援についての講義コンテンツ
・発達障害のある子どもの教育に活用されている教材・教具や支援機器
・発達障害のある子どもの教育に関する研究
・発達障害に関する国の施策や法令等
・発達障害のある子どもの国内の相談機関や、海外渡航者に向けた日本人学校等に関する情報
・発達障害のある子どもに関わるイベントや研修会の情報

　発達障害教育情報センターは、全ての国民が発達障害を理解し、共に手を携えるノーマライゼー
ション社会を目指した理解啓発を行っていきます。

発達障害教育情報センター・ウェブサイト
http://icedd.nise.go.jp/

詳しくはこちら→

新着・更新情報
更新された内容を
紹介しています。
最新情報を確認す
るのに便利です。

利用者別入口
利用される方に合
わせたコンテンツ
の並びになってい
ます。

アクセシビリティ
読みやすい文字の
大きさ、表示色の
変更ができます。

トピックス
公的機関で実施・
提供されているイ
ベント・研究会情
報やガイドブック
を紹介しています。
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■   Informat ion Center of  Educat ion for  the Persons with 
Developmental Disabilities
The Information Center of Education for Persons with Developmental Disabilities investigates, 

collects and organizes various kinds of information on developmental disabilities. Its effort is also 
focused on communicating collected information widely through the website. The Center builds 
cooperative relations and promotes coordination with relevant organizations, such as nationwide 
education-related organizations and the Developmental Disabilities Information Center established 
within the National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities under the Ministry of 
Health, Labor and Welfare.
New information which will be updated regularly is available on the website of the Center.
It provides information in the following items;

◆ Information Provided on the Website
・Basic understanding and support for children with developmental disabilities
・  Lecture contents regarding understanding and teaching for children with developmental 
disabilities

・  Teaching materials and devices, and assistive devices used for education for children with 
developmental disabilities

・Studies on children with developmental disabilities
・  National policies, laws and regulations, and other relevant issues concerning developmental 
disabilities

・  Information on counseling organizations to children with developmental disabilities in Japan and 
Japanese schools in overseas and other educational facilities for visitors to foreign countries

・Information about events, lectures and workshops on children with developmental disabilities

The Information Center of Education for Persons with Developmental Disabilities will provide 
information and education, aiming at a normalized society in which all people understand 
developmental disabilities and cooperate together.

What’s New
Updated contents 
are indicated so 
as to easily check 
latest information.

Contents
Contents are 
arranged in a user-
frindly manner.

Display Font
Font size and 
color can be 
changed to make 
reading easier.

Topics
Information on 
events and 
workshops 
held by public 
organizations and 
guidebooks are 
introduced.
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検索用データベース

名　　　称 内　　　容 収録件数・期間

特別支援教育関係文献目録 特別支援教育関係文献（論文等）の目録
掲載項目： 標題、著者名、発表年、発表雑誌名など

昭和39年１月～
101,537件

特別支援教育実践研究課題 全国の特別支援学校等における実践研究課題の抄録
掲載項目： 標題、内容の要旨など

昭和55年４月～
54,423件

国立特別支援教育総合研究所蔵書目録 NISEが所蔵する図書・雑誌等の目録
掲載項目： 書名または誌名、著者名、発行年など

昭和46年10月～
79,309件

■ ｉライブラリー
　ｉライブラリーは、障害のある子ども
一人一人の教育的ニーズに応じた支援を
実現する様々な教育支援機器やソフトウ
エアの展示室です。
　ｉライブラリーでは、NISEが開発し
た教育支援機器やソフトウエアを展示す
るとともに、市販品についても障害種別
ごとに紹介しています。

■ 図書室
　NISEの図書室では、特別支援教育に関する国内外の図書等
を収集・整理・保存し、閲覧、文献複写等のサービスを行って
います。
　平成27年４月１日現在、特別支援教育の専門書※ 13,246冊を
含む図書69,240冊、学術雑誌等の逐次刊行物2,123種類のほか、
全国の大学や特別支援学校等が発行する研究紀要・報告書など
約26,500種類の資料を所蔵しています。
　また、下記の検索用データベースを作成し、データを蓄積す
ることにより、新しい情報の提供を行っています。
※日本十進分類法による区分で「378: 障害児教育」に分類される図書

ｉライブラリー・ウェブサイト
http://forum.nise.go.jp/ilibrary

詳しくはこちら→

NISEウェブサイト > 図書室の利用
http://www.nise.go.jp/sc/library/

詳しくはこちら→

ｉライブラリー

図書室
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Retrieval Database

Database Name Main Item
Number of entry 

records
Covered period

Bibliographies related to special 
needs education

List of titles, authors, and issue dates of literatures (theses, 
etc.) regarding special needs education, and names of 
publications in which the literature is presented

101,537
January, 1964 -

Practical research themes 
regarding special needs education

Abstract including titles and contents of practical research 
themes at schools for special needs education, etc. in 
Japan

54,423
April, 1980 -

Library catalog of NISE Catalog of titles, authors, and date of publications, etc. of 
books, periodicals, and other materials stored by NISE

79,309
October, 1971 -

■ i-Library
i -Library is an exhibition room 

displaying various kinds of educational 
support devices, materials and software 
products that meet educational needs of 
individual children with disabilities.
i-Library provides information on 

educational support devices, materials 
and software products that have been 
developed by NISE or jointly developed 
between NISE and other organizations 
as well as commercially available 
products displaying by individual 
disabilities.

■ Library
As the national center of special needs education, the NISE 

Library collects and stores books and materials related to 
special needs education. The library also makes the books 
and materials available for browsing and provides services 
such as reference and document copying. 
As of April 1, 2015, the library houses approx. 26,500 kinds 

of materials including proceedings and reports published 
by universities and schools for special needs education 
nationwide, in addition to 69,240 books including 13,246 books* 
about special needs education, and 2,123 kinds of periodicals 
and other serial publications.
 The library provides new information, preparing the 

retrieval database to accumulate data as shown below.

i-Library

Library

*  Books categorized as “378: education for children with disabilities” of Nippon Decimal Classification


