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情報普及活動Ⅳ

１ 図書資料の収集・整備の状況

図書資料の収集や学術文献の整備に関しては、本研究所が特殊教育に関する情報源とし

て果たす役割は極めて重要であり、平成１３年度において図書所蔵数が和洋合わせて約５

万２千９百冊に達している他に、研究紀要、研究報告書等の所蔵も約１万４千５百冊にの

ぼっている。これらの中には本研究所と他の少数の大学や研究機関のみの所蔵資料も少な
くなく、外部からの問い合わせや文献複写の依頼も多く、ホームページで電子情報として

閲覧できる体制を図りつつある。また、本研究所の図書室を利用する長期・短期研修等の

研修員の利便性に資するために平成１３年度から入退室システムを導入するとともに、図

書資料のデータベース化も進めている。今後とも、研究・研修等の諸活動等の遂行を効率

的に支援するための情報システムを構築することが重要であることから、引き続き図書資

料の収集・提供を行うとともに、研究成果の普及に努め、特殊教育に関する情報センター

としての機能の充実を図ることとしている。

図書資料の収集・提供の状況(1)
ア 資料の所蔵状況（平成１４年３月末現在）

和 洋 合 計

図書 冊 冊 冊38,129 14,783 52,912
資料（研究紀要、研究報告書等） 冊--------- ------- 14,478
雑誌 種 種 種1,260 442 1,702

＊ 研究紀要、研究報告書等の「資料」として所蔵している資料は、特殊教育のナシ

ョナルセンターである本研究所として積極的な収集に努めるべきものであり、各地

、 。での関係資料の発行状況の把握に努め さらにはデータベース化の検討を進めたい

また、平成１３年度における研究紀要等の増加冊数は１７４冊で、過去３年間の
平均約１００冊より大幅に増えているが、これは教育相談センターからの一括受け

入れがあったためである。

イ 資料の提供状況

平成１３年度の図書貸出冊数は４，３３７冊であった。

データベースの整備状況(2)
これまで蓄積されてきたデータベースはインターネットを通じ利用できるようにな

、 、 、 。り ますます重要性が高まり より迅速なデータ更新 累積が求められるようになった
特に、平成１３年３月に学校教育法とそれに伴う一連の改正があり、平成１３年度は特

殊教育法令等データベースの更新に力を注いだ。また、データベースへのアクセス件数

も飛躍的に増加している。

ア 既存データベースの整備状況

データベース名 収録件数 平成 年度増加件数13
60,292 2,760特殊教育関係文献目録

39,670 1,700特殊教育実践研究課題

71,322 2,013蔵書目録

106 18特殊教育法令等データベース
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イ 平成１３年度のデータベースへのアクセス件数

特殊教育関係文献目録

特殊教育実践研究課題 蔵書目録 特殊教育法令等 合計

197,091 107,687 45,703 350,481件 数

ウ 平成１３年度新規データベースの開発状況

ｱ 特殊教育センター等研修情報データベース( )
本研究所を含む全国の特殊教育センター等で平成１３年度に実施された研修・講

習会等の研修情報を調査し、その回答をベータベース化した。平成１４年度以降も

毎年調査を行いデータベース化する予定である。

ｲ 特殊教育学習指導要領等データベース( )
昭和４６年以降の特殊教育学習指導要領等をデータベース化した。平成１４年度

には昭和３２年分まで遡及する予定である。本データベースは、平成１４年度に開

発の予定であったが、新学習指導要領の実施に伴い平成１３年度の開発として利用

者の要望に応えることとした（なお、平成１３年度開発予定だった「特殊教育諸学

校等研究報告データベース」は、平成１４年度開発とすることにした 。。）

２ 研究成果の普及状況

セミナーの開催(1)
特殊教育セミナーは年２回、特殊教育の発展、普及を目指して、時宜を得たニーズの

高いテーマや最新の研究の動向・情報、あるいは本研究所の各種研究成果を報告、公開

してきた。

参加者は特殊教育諸学校教員、指導主事、研究者等が多いが、近年の学習障害等をは
じめとする軽度の障害のある子どもへの教育的支援に資するために、通常学級担当の教

員も参加できるように、テーマ、組み立てを考慮してきている。しかしながら、通常学

級担当教員の参加者は全体的にはまだ少数であり、開催要項・参加票等の配布が浸透し

ないところも多いことから、各教育委員会に対して、域内の小・中学校にも配布するよ

う強く依頼するなどの必要がある。

また、開催時期も夏休み期に開催の希望もあることから、本研究所の研修・講習会等

の実施時期も含め、検討する必要がある。

本年度のセミナーの開催状況及び参加者のアンケートは次のとおりである。
Ⅰア 特殊教育セミナー

テーマ：①メインテーマ

特別支援教育の方向と展開

－「２１世紀の特殊教育の在り方について （最終報告）を受けて－」

②分科会テーマ

「学習障害児等への校内支援を実現していくために」

「障害のある子どもの通常の学級における教育活動・支援体制の在り

方を探る」

「今、盲・聾・養護学校の地域における役割を考える」
開催日：平成１４年１月３１日～２月１日（２日間）

場 所：神奈川県横浜市
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参加者：２８６名（２日間延べ５０４名）

内 容：研究報告として「主要国の特別な教育的ニーズを有する子どもの指導に

関する調査研究」を発表するとともに、本年度のプロジェクト研究「学

習障害児の実態把握、指導方法、支援体制に関する実証的研究 「通常」、

学級において留意して指導することとなっている児童生徒に対する指導

および支援体制の充実・整備等に関する研究 「特殊教育諸学校の地域」、

におけるセンター的機能に関する開発的研究」に関連づけたテーマで分
科会を行った。

テーマ設定：セミナー は今日的課題や今後の進むべき方向を探るための講演、Ⅰ

パネルディスカッション等を行い、特殊教育の普及に努めることを目的

としている。このため、多くの今日的課題を指摘している「２１世紀の

特殊教育の在り方について （最終報告）を受けて、をメインテーマと」

した。また、報告されている内容と関連した本研究所の研究課題を基に

分科会テーマを設定した。

（参加者の反応）
参加者に実施したアンケートでは 「テーマ」についての興味・関心度は９０％、

が「非常にあった 「ややあった」であり、セミナー参加の意義については９４％」

が「そう思う 「ややそう思う」であった。また、講演等で理解が深まったかどう」

かについても、８６％が「そう思う 「ややそう思う」であり肯定的であったが、」

次のような意見もあり、次年度以降の開催方法などの改善の参考にしたい。

・分科会での話題提供の時間が長く、討論等の時間が短かった。

・テーマが大きすぎて、討論をするためにはもう少し絞った方がよかった。

・もっと教育現場の情報交換を多くしてほしかった。

・会場で関連資料や本の販売など行って欲しい。

○テーマについて興味・関心がありましたか。

非常にあった ややあった 普 通 余りなかった 全くなかった その他

７４％ １６％ ６％ １％ １％ ２％

○セミナーに参加して意義があった。

そう思う ややそう思う どちらとも 余り思わない そう思わない その他

７５％ １９％ ３％ １％ ０％ ２％

○テーマに即した講演・話題内容で、理解が深まった。

そう思う ややそう思う どちらとも 余り思わない そう思わない その他

５０％ ３６％ ６％ ３％ ０％ ５％

Ⅱイ 特殊教育セミナー

テーマ：情報技術（ ）と障害のある子どもの教育IT
開催日：平成１４年３月１日（１日）

場 所：神奈川県横須賀市

参加者：２１１名
内 容：研究報告として「特殊教育情報の収集と活用における個人情報の取り扱

いに関する全国調査 「障害のある子どもが高度情報化社会に適応して」、
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いくためのカリキュラム開発に関する基礎的研究 「マルチメディアを」、

用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」を発表した。

、 、テーマ設定：セミナー は 研究所が行ったプロジェクト研究等の成果を発表しⅡ

。 、特殊教育諸学校等の教育現場に成果を普及させるのが目的である 今回

昨年度及び今年度終了した上記２つのプロジェクト研究と、それに関連

する調査研究について、発表した。

（参加者の反応）

テーマについての関心度は、参加者に実施したアンケートでは 「テーマ」につ、

いての興味・関心度は９２％が「非常にあった 「ややあった」であり、セミナー」

参加の意義については８１％が「そう思う 「ややそう思う」であった。また、講」

、 「 」「 」演等で理解が深まったかどうかについても ６６％が そう思う ややそう思う

と、概ね良好な感触を得たが、次のような意見もあり、次回からの改善等の参考に

したい。

・発表の仕方、プレゼンテーションについても文字が多く分かりにくい。発表内容

について一部焦点が分かりにくい。
・ 技術の進歩が速いためか、調査データの内容に不満。IT
・理論的にはだいたい理解できたが、パソコンを目の前にした実践が必要。

・ 機器を使った教育の実践事例を多くしてほしい。IT

○テーマについて、興味・関心がありましたか。

非常にあった ややあった 普 通 余りなかった 全くなかった その他

５５％ ３７％ ６％ １％ ０％ １％

○セミナーに参加して意義があった。

そう思う ややそう思う どちらとも 余り思わない そう思わない その他

４２％ ３９％ １３％ ３％ ２％ １％

○テーマに即した講演・話題内容で、理解が深まった。

そう思う ややそう思う どちらとも 余り思わない そう思わない その他

１９％ ４７％ ２１％ １０％ １％ ２％

研究成果物の普及(2)
ア 平成１３年度中に発行した刊行物

研究の成果等は、研究紀要（Ａ）や各種の研究成果報告書（各研究部単位で編集さ

れる研究報告書（Ｂ：７冊発行 、プロジェクト研究等報告書（Ｃ：４冊発行 、科学） ）

研究費による報告書（Ｆ：１２冊発行 ）として２４冊編集・刊行し、関係諸機関に）

配布し、その普及に努めている。

研究の成果以外の刊行物として、研究所の概要や活動を記録した刊行物、セミナー

の報告書等を刊行し、配布している （研究・教育資料（Ｄ：１２冊発行 。。 ））

平成１３年度は合計３６冊を刊行したが、特記事項として「三十年誌」の刊行があ

った。
（ ） 、 、 、Ａ については 英文紀要は隔年発行の間の年に当たり刊行しなかったが 現在

の編集作業中である。また、英文によるものが４冊あった。Vol.7
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（平成１３年度刊行物一覧）

○研究紀要（Ａ）

Ａ－ 国立特殊教育総合研究所研究紀要 第２９巻29
○各研究部単位で編集される研究報告書（Ｂ）

Ｂ－ 重度・重複障害児の事例研究第２５集－「子どもの理解」に視点をおいて－159
Ｂ－ 障害のある子どもの教育相談に関する実態調査160
Ｂ－ 全国小・中学校弱視学級及び通級指導教室の実態調査報告書161
Ｂ－ 重複障害児の視機能評価と教育支援についての研究162

－特殊教育諸学校と通園施設での取り組みを通して－

Ｂ－ 自閉性障害のある児童生徒の教育に関する研究 第５巻163
Ｂ－ 感覚障害のある重複障害児のチームによる総合的教育プログラムの研究164
Ｂ－ コミュニケーション障害における子どもへの教育的援助165

－関係への援助と言語指導－

○プロジェクト研究等報告書（Ｃ）

Ｃ－ 盲・聾・養護学校における学習評価の事例集37
Ｃ－ 障害のある子どもが高度情報化社会に適応していくためのカリキュラム開発38

に関する基礎的研究

Ｃ－ 重度・重複障害児のための「応答する環境」の開発についての実際的研究39
Ｃ－ 通常学級において留意して指導することになっている児童生徒に対する指導40

および支援体制の充実・整備等に関する研究

○研究・教育資料（Ｄ）

Ｄ－ 平成１３年度事業概要167
Ｄ－ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所要覧［含 国立久里浜養護学校概要］168

平成 年度13
Ｄ－ 平成１２年度事業報告169
Ｄ－ 国立特殊教育総合研究所教育相談年報 第２２号170
Ｄ－ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所研究者総覧171
Ｄ－ 三十年誌172

173 Newsletter for special education in Asia and the Pacific, No. 17Ｄ－

Ｄ－ 平成１３年度特殊教育セミナー 資料174 Ｉ

テーマ：特別支援教育の方向性と展開 ｢２１世紀の特殊教育の在り方につい

て｣（最終報告）を受けて

175 Final report of the 21st APEID Regional Seminar on Special Education, 18-23Ｄ－
November 2001, Tokyo, Japan

Ｄ－ 平成 年度特殊教育セミナー 資料176 13 II
テーマ：情報技術 と障害のある子どもの教育(IT)

ＸＶＩＤ－ 世界の特殊教育177
178Newsletter for special education in Asia and the Pacific, No. 18Ｄ－

○科学研究費による報告書（Ｆ）

Ｆ－ 中学校・高等学校における学習障害への対応に関する日米比較調査98
－日本３大都市圏とアメリカ・カリフォルニア地区を対象に－

99 International comparative questionnaire survey on education for students with earningＦ－
disabilities in lower and upper secondary schools : Tokyo Osaka and Nagoya in， ，

Japan and Los Angeles in the US，
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Ｆ－ 訪問教育対象児童生徒のコミュニケーションと探索手段の開発に関する研究100
Ｆ－ 主要国の特別な教育的ニーズを有する子どもの指導に関する調査研究101
Ｆ－ 通級指導教室における早期からの教育相談102
Ｆ－ 重度・重複障害児の「書字・描画」能力を評価・促進する方法の開発に関す103

る研究

Ｆ－ 視覚障害児のための触る絵本の作製と活用および普及についての研究104
Ｆ－ マルチメディア方式による聴覚障害の疑似体験教材の開発105
Ｆ－ 学習障害ハイリスク児の教育的･心理的･医学的評価と継続的支援の在り方に106

対する研究

Ｆ－ 学習障害の評価・判断手法の開発に関する研究107
Ｆ－ 先天性盲ろう児の語・意味生成としてのネゴシエーションに関する研究108
Ｆ－ 知的障害児の指導に関与する教師のトレーニングプログラム開発に関する研109

究

イ 刊行物の電子化と公開

研究所の広報活動の一つとしてホームページの充実に努めており平成１３年度当初
には大幅に改訂、充実させ、そのアクセス件数も毎月約１万件に上がり広報効果が高

、 。まっており 英文ページも開設しアクセスの６～８％が外国からのものとなっている

研究所の刊行物は原則としてホームページ上で公開することになっているが、現在

は「ＮＩＳＥ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ（英文紀要） 「国立特殊教育総合研究所研究Vol.6」、
紀要第２８巻 「国立特殊教育総合研究所教育相談年報第２１号 「国立特殊教育総」、 」、

合研究所教育相談年報第２２号」及び「三十年誌」を公開するにとどまっており（紀

要第２９巻」は公開準備中である 、早急に、公開する刊行物数の増加を図ることが。）

必要である。また、現在はＰＤＦファイルにて公開中であるが、本研究所の性格から

しても、視覚障害者への利便性を考慮して、テキスト形式での公開の可能性を検討中
である。

３ 研究職員の都道府県等が行う研修等への講師の派遣状況

研究職員は地方自治体の教育委員会、特殊教育センター等あるいは養護学校等が開催す

る研修・講習会に研修・講習会講師や研究協議の指導者として平成１３年度には、延べ１

９３名が出向いた。研究所のこれまでの研究・研修の成果等を広めるとともに、派遣先で

の反応や研究協議で出た意見等を、研究所での研究・研修の充実に反映させている。

４ 研究所の公開

平成１３年６月に研究所公開を行った。

各研究部の研究内容や関連情報及び教育相談センターの教育相談実施状況や動向等をパ

ネル等を利用して説明するとともに、視力・聴力検査の実施、介護・介助指導等を研究職

員等の実演を交えて行い、質問にも対応し、近隣の教育・福祉関係者及び地域住民を含め

た約１４０名の参加者との交流を深め、特殊教育並びに研究所の研究・研修・教育相談等

の活動に対する理解啓発に努めた。

その他、施設見学（火曜及び木曜）を随時受け付け、２０８名の見学者があった。



- 31 -

５ まとめと今後の課題

資料の収集・整備・提供は、例年をやや上回る実績を上げることができた。特殊教育に

関するデータベースの整備は着実に進み、そのアクセス件数が前年の２倍を超えており、

関係者の期待が大きいことを示している。

特殊教育セミナーは、例年を上回る参加者数を得ており、また、参加者へのアンケート

調査では８０％以上の者がプラスの評価をしているが、理解が深まったという者はやや少
なく、今後、内容等の改善が必要である。また、研究成果の電子化が十分進んでおらず、

データベースの整備とともに、今後一層の充実が必要である。


