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情報普及活動Ⅳ

本研究所の情報普及活動は特殊教育に関する図書資料等の収集、提供及び実際的な研究の

成果の普及を目的としており、我が国の特殊教育の振興に資する研究所として、研究活動及

び普及活動、並びに情報化への対応を行う他、全国の特殊教育センター等をはじめとする内

外の研究機関等との連携・協力及び国際交流を通じた情報普及活動を進めた。

また、研究成果の普及については、プロジェクト研究をはじめとする各研究の研究成果の

報告書を全国の関係機関に配布するとともに、特殊教育に関するセミナーを年２回開催する

他、国際セミナー等の開催によりアジア太平洋地域を中心とした各国への情報提供による国

際貢献に努めた。

１ 障害のある子どもの教育の総合的な教育情報提供体制の整備

特殊教育諸学校等の教職員や保護者など、利用者のニーズに対応したものとなるよう研

究所の サイトにポータルサイトを設け、その掲載内容及び関係機関等へのリンク接Web
続の充実を図った。特に、その１サイトとして教職員の学習の場を設け、短期研修の講義

資料等を掲載し、本研究所の研修受講者の事前学習に役立たせるとともに、校内研修等で

も利用できるようにしている。今後とも、ポータルサイトの掲載内容等の一層の充実を図

ることとしている。

また、より広範な利用者からのアクセスを可能にするため、携帯電話からアクセスでき

るよう、携帯サイトでの情報提供も開始したところである。

２ 図書資料の収集・整備の状況

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１５年

度現在、図書資料の収集や学術文献の整備は、図書所蔵数が和洋合わせて約５万６千冊に

達し、研究紀要、研究報告書等の所蔵についても約１万５千冊に達している。これらの中

には本研究所の他、少数の大学や研究機関のみが所蔵する資料も多く、外部からの問い合

わせや文献複写の依頼も多いため、ホームページで電子情報として閲覧できる体制を図る

とともに、図書資料のデータベース化についても進めている。

今後とも、研究・研修等の諸活動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、引き続き研究資料、図書、学術文献等の収集・整備を行

うとともに、海外の特殊教育関係資料の収集を図り、研究所内外からの閲覧や貸出等のニ

ーズに適切に対応することとしている。

図書資料の収集・提供の状況(1)
ア 資料の所蔵状況（平成 年 月 日現在）16 3 31

平成 年度の増加数和 洋 合 計 15

図書 冊 冊 冊 冊40,276 15,709 55,985 1,131
資料 冊 冊 冊 冊（ 、 ）研究紀要 研究報告書等 14,024 1,663 15,687 681
雑誌 種 種 種 種1,303 479 1,782 14
＊ 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る。
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イ 資料の提供状況（貸出冊数）

平成 年度 平成 年度 平成 年度13 14 15
研究員・職員 冊 冊 冊1,560 1,208 1,411

冊 冊 冊研修員等（長期・短期・講習会参加者） 2,777 2,283 2,135
冊 冊 冊合計 4,337 3,491 3,546

＊ 平成 年度より、図書館入館管理システムを導入、閲覧については 時間対応13 24
を実施。また、図書室内にコイン式コピー機（管理は障害児教育財団）を設置、セ

ルフサービスによるコピーサービスを開始している。

ウ 文献複写の対応状況

平成 年度 平成 年度 平成 年度13 14 15
件 数 件 件 件180 241 264

外部からの文献複写サービス依頼については、平成１５年度は２６４件について対

応している。蔵書目録を含む各種データベースのホームページでの公開以後、着実に

件数が増えている。

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、データ更新の遅れを指摘されていた特殊教育関係文献目録については、日本特

殊教育学会から提供を受けた平成１４年分の目録データ 件に加えて、平成１５年3,249
分のうち 件の追加を行った。平成１５年分については、引き続きデータの収集、1,543
及び更新の準備を進めている。

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15
67,818 4,783特殊教育関係文献目録

42,988 1,675特殊教育実践研究課題

75,566 2,619蔵書目録

132 14特殊教育法令等データベース

26 3特殊教育学習指導要領等

）データベース ﾍﾟｰｼﾞ） ﾍﾟｰｼﾞ(A5 (A5版換算 版換算1,976 956
330 111特殊教育センター等研修情報

55 15盲･聾･養護学校研究報告

データベース

40 10特殊教育教材関係データベース

イ 平成１５年度のデータベースへのアクセス件数

法 令 等

文 献 目 録 蔵書目録 指導要領等 研修情報 合 計

盲･聾･養護学校研究報告実践研究課題

197,221 103,163 104,799 11,104 416,287件 数
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ウ 平成１５年度新規データベースの開発状況

ｱ 世界の特殊教育データベース( )
イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、アメリカ、大韓民国の６ヶ国における特

別支援教育の現状や基本的な考え方、取り組みなどについてまとめられた「特別支援

教育に関する国際比較」と「諸外国の特殊教育に関する文献目録」３８２件を整備し

た。今後も継続してデータの追加を行っていく予定である。

２ 研究成果の普及状況

セミナーの開催(1)
国立特殊教育総合研究所セミナーは年２回、特殊教育の発展、研究成果の普及を目指

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、テーマ、組み立て

を工夫して、特殊学級、通常学級担当の教員にも対象を拡大し、今後の教育活動に役立

てるように考慮してきている。その結果、多数の参加申し込みを得たが、開催要項・参

加票等の通常学校への配布が遅いところも少なくなく、定員に達した後の申込みが数多

くあったことから、今後小・中学校への配慮を検討する必要がある。

、 、 。また 本年度から募集定員を７００名とし 会場も全国から参加しやすい東京とした

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 国立特殊教育総合研究所セミナー

テーマ：①メインテーマ

教育的ニーズに対応した総合的な支援体制の構築に向けて

－「今後の特別支援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

「小・中学校における支援体制づくり

－特別支援教育コーディネーターを中心に－」

「地域でつくる多様な教育的ニーズへの支援体制

－盲・聾・養護学校のセンター的機能と「特別支援教育コーディ

ネーター」－」

「個別の支援計画による支援体制づくり

－連携・協力の実際と課題を中心に－」

開催日：平成１６年２月９日～２月１０日（２日間）

場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京）

参加者：９００名（２日間延べ１，４９１名）

内 容：小中学校や地域における支援体制の核となる「特別支援教育コーディネ

ーター」について、基調講演、シンポジウム、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

、 。シンポジウム等を行い 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「今後の特別支援教育の在

り方について（最終報告 」を受けて、をテーマとした。また、報告さ）
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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９７％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９０％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。

・資料が多すぎてかえって分かりにくくなった。

・シンポジストの人数・時間配分に考慮の余地あり。

・パソコンの操作が早く、追いつけないのでプレゼンテーションの資料がほしい。

・予定時間は守ってほしい。

○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

７９％ １８％ １％ 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

６０％ ３０％ ５％ ３％ 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

４４％ ４２％ ９％ ２％ １％ ２％

Ⅱイ 国立特殊教育総合研究所セミナー

テーマ：①メインテーマ

ＬＤ、ＡＤＨＤおよび自閉症等のある子どもへの支援

－研究成果を基にこれからの支援を考える－

②分科会テーマ

「ＬＤ、ＡＤＨＤおよび自閉症等の理解（講義 」）

「ＬＤ、ＡＤＨＤおよび自閉症等への支援の現状と課題（パネルディ

スカッション 」）

開催日：平成１６年２月２７日（１日）

場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京）

参加者：６８８名

内 容：研究報告として「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 「多動などの行動上問題のある児童への特別支援教育の在」、

り方に関する研究」及び「多様化している情緒障害児教育における一貫

性と継続性に関する実際的研究」の３本を発表した。

、 、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

昨年度終了した上記のプロジェクト研究を基にテーマを設定した。

（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、
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いての興味・関心度は９７％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８５％が「そう思う 「ややそう思う」であった。また、報」

告内容等で理解が深まったかどうかについても、８３％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、次回からの改善等の参考

にしたい。

・研究成果報告が３本は多すぎる。

・研究成果報告に質疑応答が欲しかった。

・パソコンの操作が早く、追いつけないのでプレゼンテーションの資料がほしい。

・録音をさせて欲しい。

○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

７９％ １８％ １％ 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

４３％ ４２％ １０％ ３％ １％ １％

○テーマに即した報告内容で、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

３４％ ４９％ １２％ ３％ １％ １％

研究成果物の普及(2)
ア 平成１５年度中に発行した刊行物

研究の成果等は、研究紀要（Ａ：１冊）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：１２冊発行 、プロジェクト研究等報告書（Ｃ：６冊）

発行 、科学研究費による報告書（Ｆ：１１冊発行 ）として３０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：１８冊発行 。））

平成１５年度は合計４８冊を刊行した。

（平成１５年度刊行物一覧）

○研究紀要（Ａ）

Ａ－３１ 国立特殊教育総合研究所研究紀要 第３１巻

)○各研究部単位で編集される研究報告書（Ｂ

学習障害の判断に必要となる心理教育的アセスメントに関する研究Ｂ－１８５

Ｂ－１８４ 自閉性障害のある児童生徒の教育に関する研究 第 巻7
Ｂ－１８３ を利用した効果的な情報発信についての調査研究Web
Ｂ－１８２ 訪問教育の実際に関する実態調査報告書

Ｂ－１８１ 聴覚障害児の障害認識と社会参加に関する研究 －様々な連携と評価

を中心に－

注意欠陥／多動性障害（ADHD）児の評価方法に関する研究Ｂ－１８０

Ｂ－１７９ 重複障害教育研究部一般研究報告書

Ｂ－１７８ 病弱養護学校における心身症等の児童生徒の教育 －「心身症などの

行動障害に括られる児童生徒の実態と教育・心理的対応」－
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Ｂ－１７７ 高度情報化社会における障害のある子どもの情報活用能力を育成する教

育内容・方法に関する研究

Ｂ－１７６ 知的障害のある子どもの担任教師と関係者との協力関係推進に関する研究

－個別の指導計画の作成に焦点をあてて－

Ｂ－１７５ 慢性疾患児の自己管理に関する研究

Ｂ－１７４ 「ことばの教室」における早期教育相談と保護者の支援

)○プロジェクト研究報告書（Ｃ

Ｃ－４６ 「盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する

実際的研究 －自立活動を中心に－」報告書

Ｃ－４５ 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

Ｃ－４４ 「２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する

基礎的研究」報告書

Ｃ－４４ 盲・聾・養護学校教育課程調査資料

Ｃ－４４ 主要国における特殊教育に対応した教育課程の調査研究

Ｃ－４３ 弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究

－弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について－

)○研究・教育資料（Ｄ

Ｄ－２１０ 知的障害養護学校の先生のための自閉症教育実践ガイドブック

－今の充実と明日への展望－
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Ｄ－１９４ 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］

平成１５年度

Ｄ－１９３ 平成１５年度事業概要

○科学研究費による報告書（Ｆ）

Ｆ－１２５ 「インターネットを活用した視覚障害教育用触角図形教材の盲学校間

相互利用に関する研究」報告書

Ｆ－１２４ 「知的障害のある児童生徒の内発的動機づけを重視した授業に関する研究」

研究成果報告書

Ｆ－１２３ 学校コンサルテーションによる重複障害教育担当教員の専門研修支援に

関する研究

Ｆ－１２２ 中途失明者の個に応じた最適点字サイズ評価と点字触読指導プログラム

及び教材の開発 中途失明者の点字触読指導マニュアル及び教材
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Ｆ－１２１ 中途失明者の個に応じた最適点字サイズ評価と点字触読指導プログラム

及び教材の開発

Ｆ－１２０ 特別な教育ニーズを有する子どもの情報活用能力の育成に関する研究

Ｆ－１１９ 「自閉症児・ＡＤＨＤ児における社会的障害の特徴と教育的支援に関する

研究」研究成果報告書

Ｆ－１１８ 通常学級における自閉症児の支援マニュアルの開発と運用に関する実証的

研究」にかかる研究成果報告書

Ｆ－１１７ 視覚障害者のコンピュータ利用を考慮した速い和速音声に関する音響学

的研究

Ｆ－１１６ 「自閉症児・ＡＤＨＤ児における社会的障害の特徴と教育的支援に関する

研究」報告書 ＡＤＨＤ・高機能自閉症の子どもたちへの適切な対応

－成人当事者たちからの提言集－

Ｆ－１１５ 通常学級における自閉症児の支援マニュアルの開発と運用に関する実証的

研究」成果報告書 通常学級の先生へ ～自閉症児の支援マニュアル～

イ 刊行物の電子化と公開

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としており、平成１２

年度以降の刊行物について電子化を進めている。平成１４年度より印刷発注の段階で

のＰＤＦファイル化を徹底したことにより、平成１３年度において約９％であった電

、 、 。子化の割合を平成１４年度では約３８％ 平成１５年度は ５８％に引き上げている

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、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１５年度には、のべ

１７９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。

なお、派遣者数のべ１７９名には、医療・福祉・労働等の関係機関等からの要請に基づ

く、派遣１１名が含まれている。

４ 研究所の公開

平成１５年７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、教育的な視機能評価や聴力検査の実施、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１５２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、３０４名の見学者があった。

５ まとめと今後の課題

資料の収集・整備に際して今後は効率的な資料収集の観点から、できる限り他機関との

重複資料を避けるべく、購入図書・雑誌の収集基準の見直しを行っていくことが求められ
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る。また、特殊教育に関するデータベース整備についても、既存データの更新・見直しを

行いつつ、着実な整備が必要である。

これからの普及活動については、特殊教育のナショナルセンターとしての機能をより一

層発揮し、様々な利用者のニーズに対応したものとなるよう、障害のある子どもの教育の

総合的な教育情報提供体制の整備を図る必要がある。その一環として、ホームページの一

層の充実を図るとともにインターネットによる特殊教育情報の積極的な発信や講義の配信

に力を入れることとしている。

刊行物の電子化については、平成１５年度は約５８％となっているが、さらにその割合

を高めていく必要がある。

、 、国立特殊教育総合研究所セミナーは 平成１４年度に引き続き参加者数を倍増しており

参加者へのアンケート調査でも９０％以上の者がプラスの評価をしているが、参加者の意

見等を踏まえ、今後も更なる改善を進めたい。


