研究所のミッション・ビジョン
■ミッション（使命）
我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして，国や地方公共団体等と連携・協力しつつ，
国の政策的課題や教育現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い，もって障害のある子ども
一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献します。

■ビジョン（改革・改善の方向性）
1．国の行政施策に寄与する研究活動
国の政策的ニーズを把握し，それに対応した行
政施策の企画立案及び実施に寄与する研究を行い
ます。
2．現場の教育活動に資する実践的研究
教育現場のニーズを把握し，それに対応した，
大学では実施困難な研究や先導的かつ実践的な研
究を行い，研究成果を教育現場に還元します。
3．指導者養成のための専門的な研修事業
地方公共団体において特別支援教育の指導的な
役割を果たす教職員を対象に，体系的・専門的な
研修事業を実施し，各地方公共団体が教職員の専
門性・指導力を高める活動を支援します。
4．新しい課題に対応した研修事業
国の政策的な課題や教育現場の喫緊の課題につい
て，柔軟かつ迅速に研修事業を実施するとともに，
研修事業に関する情報を提供し，地方公共団体における研修事業の企画立案及び実施を支援します。
5．地方公共団体を支援する教育相談活動
教育相談実施機関に対するコンサルテーションや教育相談に関する各種情報提供を行い地方公共
団体における教育相談機能の質的向上を支援するとともに，地方公共団体では対応が困難な事例等
に特化した教育相談を実施します。
6．特別支援教育関係情報の収集・分析・普及
特別支援教育に関する国内外の情報を収集・分析・整理するとともに，総合的な教育情報提供体制
を構築し，教職員の専門性や指導力の向上に必要な基礎的・専門的知識等を教育現場等に提供します。
7．国内外の大学等関係機関との連携・協力
国内や海外の大学，研究機関等と連携・協力し，共同研究や国内・国際セミナー，国際協力等を
実施して，課題について調査，分析，評価等を行うとともに，アジア・太平洋地域をはじめ諸外国
に対し我が国の実践的な研究成果を発信します。

■Mission

of NISE

The mission of our institute as the National Institute of Special Needs Education is to
contribute to : Improving the quality of education for children with disabilities and to make
educational provision to meet individual educational needs. We aim to do this by working
with the national and government organizations.

■Vision

of NISE

1. Research Activities that contribute to National Administrative Needs
To undertake research that contributes to the formulation of National Policy for Children.
2. Practical Research that contribute to Educational Site
To undertake advanced and practical research that contributes to educational site.
3. Specialized Programs for Teacher Training
To provide systematic and special training for the school staff who plays the role of leadership in
special needs education from local public organization and support them.
4. Training Programs that Respond to New Challenges
To implement training program for the major issue of National Policy and/or urgent issue at
educational site flexibly and promptly.
5. Counseling and Consultation Activities that
Supports Local Public Organization
To conduct consultation and provide the information
for counseling and consultation to the organizations.
6. Information for Special Needs Education
To collect, analyze, arrange and make database of
the information on special needs education from
domestic and overseas and provide comprehensive
information to teaching site.
7. Cooperation and Partnership with Universities
and Organizations in Domestic and Overseas
To collaborate and cooperate with universities and
organizations in domestic and overseas through
seminars, to share our practical research results in
special needs education. Also to research, analyze
and evaluate the issues.

■バリュー（価値基準）

■Value

●事実に基づく質の高い研究や研修を実施します。

●To provide high-quality research and training based on the fact.
●To prioritize the needs, clarify the objective and perform effective work.
●To treat people with caring and tenderness.

●ニーズを優先し，目的を明確にし，効率よく仕事をします。
●思いやりと優しさで人に接します。



Mission and Vision of NISE

National Institute of Special Needs Education

of NISE

National Institute of Special Needs Education



