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国際交流
INTERNATIONAL EXCHANGE

日韓特殊教育セミナー招聘研究者

アジア・太平洋特殊教育国際セミナーシンポジウム

国際交流活動
�　本研究所では､ 次のような国際交流活動を行っています｡ 

�１． 特殊教育に関する国際学術研究の推進､ 海外の特殊教育に関する実情調査研究､ 及び国際学会への

　　  参加・発表

�２．アジア・太平洋特殊教育国際セミナーの開催によるアジア太平洋諸国における特殊教育発展への支援

�３． 交流協定に基づくセミナーの開催及び外国人研究者との研究交流

�４． 外国人研究者の招聘による研究交流

�５． ｢世界の特殊教育｣ 刊行､ 英文紀要刊行及びニューズレター発行

�６． 諸外国の特殊教育に関する書籍・雑誌及び資料等の収集・蓄積

�７． 国際協力事業団等の政府関係機関及びユネスコ等の国際機関への協力

�８． 来日外国人研究者等への専門的知見の提供

INTERN ATION AL EXCHANGE
　NISE performs international exchange activities as follows:
�１． Promotion of international research on special education,
  investigation of special  education overseas, and
          participation in international conferences
�２． International support for innovation and development of special
     education in the Asia-Pacific countries through the Asia-pacific
    International Seminar on Special Education held annually at
           NISE since 1981
�３． Research exchange with overseas institutions with which NISE
          had made a formal agreement on exchange
�４． Research exchange with invited overseas researchers
�５． Publication of Special Education in the World, NISE bulletin in English, and newsletter
�６． Collection and accumulation of books, journals, magazines, and materials on special education from around
           the world
�７． Cooperation with government organizations such as Japan International Cooperation Agency (JICA) and
           international organizations such as UNESCO
�８． Provision of expertise and information to visiting overseas researchers

第23回アジア・太平洋特殊教育国際セミナー
　本研究所は､ 日本ユネスコ国内委員会との共催により､ 1981年以来､ アジア・太平洋地域の特殊教育の

発展に資するために､ 各国ユネスコ国内委員会から推薦された代表者を日本に招聘し､ 国際セミナーを開

催してきました｡ 本年は近年の急速な社会の情報化を背景に“障害のある子どもの教育的支援と情報手

段の活用”をテーマに平成15年10月26日（日）から10月31日（金）まで､ 当研究所において実施します｡ 本

セミナーでは､ 先導的立場にある研究者､ 教員等が一堂に会して､ アジア・太平洋地域の障害のある子ど

もの教育における情報手段の活用に関する研究､ 教育実践､ 行政施策などを発表し討議を行います｡ 

The 23rd Asia-Pacific International Seminar on Special Education
　To contribute to development of special education in the Asia-Pacific region, NISE and the Japanese National 
Commission for UNESCO (JNCU) have, since 1981, hosted international 
seminars with attendance of representatives recommended by the 
UNESCO National Committees of member countries. This year, with the 
rapid progress of information-oriented societies in recent years as a 
background, NISE will hold an annual seminar themed“Utilization of 
ICT and Educational Support for Children with Disabilities.” at the 
National Institute of Special Education (5-1-1 Nobi, Yokosuka City, 
Kanagawa Prefecture) from Sunday, 26th to Friday, 31st of October, 
2003. At the seminar, researchers, teachers and others playing a leading 
role in special education will meet together to make presentations and 
discussions on research, educational practices, and administrative 
measures related to the education of Children with Disabilities in the 
Asia-Pacific region.
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在外研究員
(Overseas Reseach Fellowships＊) 

国際研究集会派遣研究員
(Fellowship for Attendance at International Conferences＊) 

科学研究費補助金
(Grants-in-Aid for International Scientific Programmes＊) 

その他 (Other) 

合計 (Total)

交流協定締結機関
　本研究所では､ 国外の研究機関と交流協定を締結し､ 共同研究の実施､ 特殊教育情報の交換､ 研究者の

交流などを行っています｡ 

１．韓国国立特殊教育院（１９９５年１１月締結）

     �・第一回日韓特殊教育セミナー開催（2001年２月20日～2001年２月23日）於  当研究所

 �    ・第二回日韓特殊教育セミナー開催（2002年２月25日～2002年２月28日）於  韓国国立特殊教育院

�     ・第三回日韓特殊教育セミナー開催（2003年２月25日～2003年２月28日）於  当研究所

�     ・第四回日韓特殊教育セミナー開催　　　　　　 （未定）　　　　　     於  韓国国立特殊教育院（予定）

２．  ケルン大学特殊教育学部（ドイツ）（１９９８年１１月締結）

     �・研究 交 流 セ ミ ナ ー 開 催（2002年２月24日～2002年３月２日）於  当研究所

Inter national Collaboration between Foreign Organizations
　NISE has concluded Memorandums on International Collaborative Research Projects, and the exchange of 
information on special education and staff exchange between the Korea National Institute of Special Education 
(since November, 1995) and the Faculty of Special Education, University of Cologne (since November 1998).

　We held the following seminars between them:

・NISE and KISE First Seminar on Special Education, 2001　February 20-23, 2001            Japan: NISE

・NISE and KISE Second Seminar on Special Education, 2002　February 25-28, 2002            Korea: KISE

・NISE and KISE Third Seminar on Special Education, 2003　February 25-28, 2003            Japan: NISE

・NISE and KISE Fourth Seminar on Special Education, 2004　date not determined, 2004　 Korea: KISE

・NISE-Uni.     Koln     Col laborative     Seminar     2002　February 24-March 2, 2002  Japan: NISE

招　聘・派　遣
Overseas Academics／Administrator Exchange
　外国人教育関係者の招聘数
　 (Number of Overseas Academics／Administrator Invited by NISE) 

研究所職員の派遣数
(Number of NISE Staff Travelling Overseas) 

年度 (FY) 

年度 (FY) 

人数 (Number of Invitees) 

招聘者〈特殊教育国際セミナー含む〉
(Invited guests)〈including Asian and the Pacific
 International Seminar Participants〉

見学者 (Overseas visitors)

1973
　～1999

1973
　～1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

334人

1,060人

15人

69人

15人

41人

20人

9人

人数 (Number of NISE Staff)

2人

4人

22人

4人

32人
＊ By Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

64人

16人

101人

42人

223人

0人

1人

21人

9人

31人

1人

1人

24人

22人

48人


