
発表者 発行年月

宍戸和成 Ｈ15.11

佐藤正幸 Ｈ15.7

小塩允護 Ｈ15.10

小塩允護 Ｈ15.10

竹林地　毅 Ｈ16.2

竹林地　毅 Ｈ16.3

竹林地　毅 Ｈ16.3

竹林地　毅 Ｈ15.10

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H15.10

徳永　豊 H15.4

徳永　豊 H15.5

盲・聾・養護学校等における教育
「個を生かす学習指導」財団法人学校
教育研究所(38-41)

きこえない・きこえにくいことを理解する授業・教材・体験

鷲尾純一・南村洋子・佐藤正幸編著[き
こえない・きこえにくい子どもの豊かな学
校生活」聴覚障害児と共に歩む会トライ
アングル(141-165)

特殊学級教育・通級による指導
発達障害白書２００４，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社，60-65．

小塩允護監修，自閉症教育実践ガイド
ブック，独立行政法人国立特殊教育総
合研究所

地域生活支援について
小塩允護監修，自閉症教育実践ガイド
ブック，独立行政法人国立特殊教育総
合研究所

養護学校に看護職員の配置
発達障害白書2004，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社（221）

構造化について

大野清志・村田茂編著，慶應義塾大学
出版会，98-115

相談におけるニーズの理解と子どもの評価；
発達の臨床からみた心の教育相談

平山諭・早坂方志編著，ミネルヴァ書
房，79-92

心理的問題の改善；立つ動作の訓練・重心移動の訓練
動作法ハンドブック

（単行本－１９本）

書名又は論文の標題

就学基準・手続きの改正（学校教育法施行令）

出版社等

発達障害白書２００４，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社，217．

藤井　聰尚編著，特別支援教育とこれ
からの養護学校，ミネルヴァ書房（１４６
－１６５）

知的障害のある自閉症

教育課程の編成と個別対応

「別紙　２－１」

発表論文一覧

小塩允護監修，自閉症教育実践ガイド
ブック，独立行政法人国立特殊教育総
合研究所

知的障害のある自閉症の子どもの教育課程の編成
小塩允護監修，自閉症教育実践ガイド
ブック，独立行政法人国立特殊教育総
合研究所

養護学校教育
発達障害白書2004，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社（65-70）
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徳永　豊 H15.10

佐藤克敏 H15.10

滝坂信一 H15.10

西牧謙吾（分
担執筆）

Ｈ15.9

篁　倫子 Ｈ15.5

S．W．Garber
他著、原仁、
篁倫子　訳

Ｈ16.2

発表者
発行・発表
年 月

大内　進，
澤田真弓，
金子　健，
千田耕基

H16.3

澤田真弓 H16.3

佐藤正幸，小
林倫代

H16.3

松村勘由，牧
野泰美

H16.3

小林倫代，久
保山茂樹，佐
藤雅次

H16.3

當島茂登 H16.3

徳永亜希雄 H16.3

人と馬との新しい関係，花園純（編）岩波ジュニア新書「動物とふれ
あう仕事がしたい」所収、p.127-148

岩波書店

発表誌・巻号等

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要31巻

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要31巻

生涯学習・社会教育
発達障害白書2004，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社（75-76）

鹿児島城西高等学校普通科共生コース第一期生卒業
発達障害白書2004，日本知的障害福
祉連盟（編），日本文化科学社

多職種間連携のツールとしてのICF（国際生活機能分類）実用化の
試み　－「個別の教育支援計画」への適用を視野に入れて

（大学・研究所等紀要－１０本）

論文の標題

第４編学校保健分担執筆
教職研究会編，ポケット教育小六法，渓
水社（１０２－１１９）

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要31巻

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

聴覚障害児の早期からの相談に関する文献的考察

我が国における言語障害教育を取り巻く諸問題　－変遷と展望－

「ことばの教室」担当者の言動と保護者の受けとめ　－担当者と保護
者のおもいの比較－

地域における療育システムとネットワークの形成－「奄美療育研究
会」10年間の活動の検討－

盲学校における触覚教材作成および利用に関する実態調査
独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

点字触読困難な中途失明者への指導アプローチ
　　―点字サイズの違いによる触読のしやすさの比較から―

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

第７章　注意欠陥･多動性障害　悪戦苦闘は無駄じゃない
細川　徹　編「発達障害の子どもたち」
中央法規（頁１２７－１４９）

リタリンを越えて－その効用と限界 文教資料出版
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TOKUNAGA
Akio

H16.3

大柴文枝，渥
美義賢

H16.3

小野龍智，大
杉成喜，中村
均

H16.3

発表者 発行年月

１） H16.3

千田耕基，
大内　進，
金子　健

H16.3

庄子紀子，金
子　健

H15.6

大内　進 H16.3

澤田真弓 H16.3

澤田真弓 H16.3

新井千賀子 H16.3

新井千賀子 H16.3

小田侯朗，横
尾　俊，宍戸
和成，市場裕
子

H16.3

横尾　俊 H16.3
プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能に関
する開発的研究研究」総説編

報告書名

一般研究報告書「聴覚障害児の障害認
識と社会参加に関する研究」

（研究報告書－１６４本）

科学研究補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

独立行政法人国立特殊教育総合研究
所紀要３１巻

プロジェクト研究報告書「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－」

科学研究補助金研究成果報告書「イン
ターネットを活用した視覚障害教育用触
覚図形教材の盲学校間相互利用に関
する研究」

国立特殊教育総合研究所教育相談年
報第２４号

特殊教育における情報教育の研修講座の試み

論文の標題

イギリスにおける聾学校のセンター的機能

視覚に障害のある児童生徒における情報活用能力の育成について

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
　成果報告書・指導者用マニュアル・指導ビデオ・教材集作成

中途失明者の点字触読指導マニュアル及び教材

インターネットを活用した視覚障害教育用触覚図形教材の盲学校
間相互利用に関する研究

福島県立盲学校における教育相談の現状と課題－早期教育相談
の取り組みを中心として－

聴覚障害児の障害認識に関する全国聾学校調査

高機能自閉症児・者の教育的課題に関する一考察～教育相談５事
例から～

「拡大教科書」作成マニュアル（拡大教科書作成へのアプローチ）

テキサス州の視覚障害教育ーテキサス州立盲学校調査報告ー 世界の特殊教育(ⅩⅧ)

重複障害児の視機能評価における医療情報の活用と医療との連携
一般研究報告書「重複障害児の感覚機
能の評価と，評価に基づく指導内容に
関する研究」

Special Education Program for Children with Physical Disabilities
through a Community Support Network:　Case Study of Social
Resource Management at Special Schools

NISE　Bulletin　Vol.８
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横尾　俊 H16.3

横尾　俊 H16.3

佐藤正幸 H16.3

佐藤雅次，小
林倫代，久保
山茂樹

H16.2

小林倫代，久
保山茂樹，佐
藤雅次

H16.2

久保山茂樹 H16.2

小林倫代，久
保山茂樹

H16.2

中尾勝一，上
野玲子，小林
倫代

H15.6

小塩允護（監
修），竹林地
毅，齋藤宇開
（編）

H16.3

小塩允護 H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

一般研究報告書「『ことばの教室』にお
ける早期教育相談と保護者支援」(37-
47)

「ことばの教室」における早期教育相談と保護者支援　－まとめにか
えて－

一般研究報告書「『ことばの教室』にお
ける早期教育相談と保護者支援」(107-
111)

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－
いまの充実と明日への展望－

プロジェクト研究報告書「養護学校等に
おける自閉症を併せ有する幼児児童生
徒の特性に応じた教育的支援に関する
研究－知的障害養護学校における指導
内容，指導法，環境整備を中心に－」

協力関係推進の方法論

一般研究報告書「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」

一般研究報告書「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」

短期研修におけるポテンシャル分析の技法を用いたワークショップ
一般研究報告書「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」

一般研究報告書「『ことばの教室』にお
ける早期教育相談と保護者支援」(5-23)

一般研究報告書「『ことばの教室』にお
ける早期教育相談と保護者支援」(25-
36)

「ことばの教室」における保護者とのかかわり(2) －担当者に対する
アンケート調査から－

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調査
－聾学校の実態と課題－

プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能に関
する開発的研究研究」資料編

聾学校の障害認識の評価－自立活動の評価表からみた障害認識
の評価－

一般研究報告書「聴覚障害児の障害認
識と社会参加に関する研究」

世界の特殊教育(ⅩⅧ)

情報の共有・分析－インシデント・プロセス法による事例研究

一般研究報告書「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」

連合王国における聴覚障害児教育事情

途上国における知的障害教育の発展を目指す一考察

乳幼児健診と「ことばの教室」における早期教育相談

地域の教育相談の在り方について　－就学相談親子セミナーを通
して－

インシデント・プロセス法による事例研究の実際
－研究協力者による実施から－

「ことばの教室」における保護者とのかかわり(1) －担当者に対する
アンケート調査から－

協力関係の推進－ポテンシャル分析の技法
一般研究報告書「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」

国立特殊教育総合研究所教育相談年
報第24（21-24）

平成１５年度拠点システム構築事業報
告書「開発途上国における障害児教育
分野の教育協力モデル指針の研究」
（研究代表者：中田英雄）
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齊藤宇開，竹
林地　毅，肥
後祥治

H16.3

竹林地　毅，
齊藤宇開

H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H16.3

渡邉　章，竹
林地　毅，牟
田口辰己

H16.3

竹林地　毅 H16.3

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H16.3

涌井　恵 H16.3

涌井　恵 H16.3

佐藤克俊，涌
井　恵

H16.3

佐藤克俊，涌
井　恵

H16.3

プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能の開
発的研究」

プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能の開
発的研究」

 協力関係の推進－PATHの技法
一般研究報告書「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」

全国の特殊教育センター等における個別の指導計画の作成の研
修に関する調査－平成13年度と14年度の比較を中心として－

一般研究報告書「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」

知的障害養護学校高等部における教育課程編成の現状と課題
プロジェクト研究報告書「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」

盲・聾・養護学校における教育課程の実施状況に関する調査の概
要

一般研究報告書「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」

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調査
―知的障害養護学校の実態と課題―

更埴市における相談への要望に関する研究
―保育所，幼稚園への調査結果より―

ブレーンライティング法による事例研究

長期研修におけるＰＡＴＨの技法を用いたワークショップ
－研究協力者による実施から－

総合考察

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

 情報の共有・分析－ブレーンライティング法による事例研究

プロジェクト研究報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

特別支援学校（仮称）の教育課程編成の課題
プロジェクト研究報告書「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」

知的障害養護学校における各教科の評価の在り方について
プロジェクト研究報告書「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」

一般研究報告書「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」

ワークショップによる校内・地域における連携・協働の輪づくりのヒン
ト
―センター的機能のさらなる展開に向けて―

プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能の開
発的研究」

手引き書：集団指導について

一般研究報告書「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」

一般研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「養護学校にお
ける自閉症を併せ有する児童生徒の特
性に応じた教育的支援に関する研究－
知的障害養護学校における教育課程，
指導法，環境生を中心に－」

(30 )



徳永　豊，武
田鉄郎，當島
茂登，棟方哲
弥，松村勘由

H16.3

徳永 豊，宍
戸和成

H16.3

徳永　豊 H16.3

早坂方志，徳
永豊，渡邉
章

H16.2

徳永　豊 H16.2

徳永　豊 H16.2

早坂方志，徳
永　豊

H16.2

佐藤克敏 H16.2

佐藤克俊，滝
坂信一，中田
正敏

H16.3

笹本　健 Ｈ16．3

河野哲也，笹
本　健

Ｈ16．3

滝坂信一 Ｈ16．3

滝坂信一，中
田正敏

Ｈ16．3

滝坂信一，徳
永亜希雄

Ｈ16．3

滝坂信一 Ｈ16．3

盲・聾・養護学校の「センター的機能」その背景と課題
プロジェクト研究報告書「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」

イギリスのワーウィックシャー州におけるサポートサービス

ニーズと指導のアセスメント

ノルウェイにおける特殊教育支援システム
プロジェクト研究報告書「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」

今後の教育展開に向けて～意識改革の本来的意義～

ノーマライゼーションと障害児の教育～環境と主体の相互が形成の
観点から～

ニュージーランドの特殊教育と支援システム
プロジェクト研究報告書「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」

盲・聾・養護学校の「センター的機能」その開発・実施と課題
プロジェクト研究報告書「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」

主要国における特殊教育に対応する教育課程の概要
プロジェクト研究報告書「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」

イギリスにおける特殊教育の教育課程について

プロジェクト研究報告書「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」資料「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「肢
体不自由教育における教育情報の提供
による教員支援に関する研究」

科学研究費補助金研究成果報告書「肢
体不自由教育における教育情報の提供
による教員支援に関する研究」

科学研究費補助金研究成果報告書「肢
体不自由教育における教育情報の提供
による教員支援に関する研究」

プロジェクト研究報告書「養護学校にお
ける自閉症を併せ有する幼児児童生徒
の特性に応じた教育的支援に関する研
究」「自閉症教育ガイドブック－今の充
実と明日への展望－」

プロジェクト研究報告書「養護学校等に
おける自閉症を併せ有する幼児児童生
徒の特性に応じた教育的支援に関する
研究－知的障害養護学校における指導
内容，指導法，環境整備を中心に－」

科学研究費補助金研究成果報告書「肢
体不自由教育における教育情報の提供
による教員支援に関する研究」

プロジェクト研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「特殊教育諸学
校の地域におけるセンター的機能の開
発的研究」

インターネットによる肢体不自由教育に関する教育情報の提供

小学校肢体不自由特殊学級の担任教員に対する電子メールを用
いたコンサルテー村活動

自閉症の自立活動

小学校肢体不自由特殊学級の実践事例と課題

小学校肢体不自由特殊学級における指導上の実際的な課題
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當島茂登 Ｈ16．3

當島茂登
武田鉄郎

Ｈ16．3

當島茂登 Ｈ16．3

石川政孝　菅
井裕行　大崎
博史  當島茂
登

Ｈ16．3

石川政孝　菅
井裕行　大崎
博史  當島茂
登

Ｈ16．3

徳永亜希雄・
滝坂信一

Ｈ16．3

篁　倫子，海
津亜希子

Ｈ16．3

海津亜希子，
篁　倫子

Ｈ16．3

西牧謙吾，篁
倫子，武田鉄
郎，海津亜希
子

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

石田和子武
田鉄郎

Ｈ16．3

田村雅彦，武
田鉄郎

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

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調査ー肢
体不自由養護学校の実態と課題ー

プロジェクト研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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－」

プロジェクト研究報告書「２１世紀の特殊
教育に対応した教育課程の望ましい在
り方に関する基礎的研究」

一般研究報告書「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」ｐ．１～２２

国内調査研究報告書「病弱養護学校に
おける心身症等の児童生徒の教育
「心身症などに括られる児童生徒の実
態と教育・心理的対応」

プロジェクト研究報告書「２１世紀の特殊
教育に対応した教育課程の望ましい在
り方に関する基礎的研究」

プロジェクト研究報告書「２１世紀の特殊
教育に対応した教育課程の望ましい在
り方に関する基礎的研究」

一般研究報告書「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」ｐ．２３～４１

プロジェクト研究報告書「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－研究」

ドイツにおける特殊教育の教育課程について

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
行動障害」に括られる児童生徒の実態と教育・心理的対応

肢体不自由養護学校における指導形態具体的な内容

盲・聾・養護学校における教育課程に関する課題

肢体不自由養護学校における自立活動の指導に関する課題・意見

学習障害調査票の作成と統計学的検討

学習障害調査票の臨床的妥当性

自立活動の位置づけと内容の整理

病気の子どもの実情とその対応

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，1-16

病弱教育における自立活動

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，21-27

自立活動の指導における現状と課題

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，28-34

事例３　気管支喘息の小学生の指導事例

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，63-73

事例４　進行性筋ジストロフィーの中学生の指導事例

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，4-78

自立活動の指導の評価

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，79-81
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黒木あらた，
武田鉄郎

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

渡邉　章，武
田鉄郎，菅井
裕行

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

松村浩成，武
田鉄郎，渡邉
章

Ｈ16．3

筑波法美，武
田鉄郎

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

武田鉄郎，宍
戸和成

Ｈ16．3

武田鉄郎 Ｈ16．3

石川政孝，大
崎博史，佐久
間栄一，海津
亜希子

Ｈ16．3

中澤惠江，中
東朋子，奥山
敬，熊田華
恵，吉田賀
恵，林尚美，
新井千賀子

Ｈ16．3

中澤惠江 Ｈ16．3

菅井裕行，土
谷良巳

Ｈ16．3

重複障害児の感覚機能の評価と、評価に基づく指導内容に関す
る研究

一般研究報告書「重複障害児の感覚機
能の評価と，評価に基づく指導内容に
関す
る研究」

特殊教育におけるテレビ会議の活用に関する研究ー研究の概要と
経緯ー

プロジェクト研究報告書「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」

病気の子どもの教育への支援におけるテレビ会議システム利用の
可能性と課題

プロジェクト研究報告書「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」

自立活動の指導における評価の実態調査

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，82-86

病気の子どものとその周りの人々のためのデジタル絵本の研究開
発の紹介

一般研究報告書「慢性疾患児における
自己管理支援に関する研究－自立活
動における評価開発に視点をおいて
－」，87-89

福井特殊教育センターにおけるテレビ会議システムを利用した取組
－教員研修や学校巡回指導における利用－

プロジェクト研究報告書「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」

病弱養護学校でのテレビ会議システムでAirH"を利用した取組
プロジェクト研究報告書「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」

第３回日韓特殊教育セミナー報告 世界の特殊教育（ⅩⅧ）

病弱養護学校における指導形態別の具体的指導内容

プロジェクト研究報告書「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－」

病弱の児童生徒における情報活用能力の育成について

科学研究費補助金研究成果報告書「
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」200-
205.

病弱養護学校における自立活動の課題

プロジェクト研究報告書「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－」

イタリアの障害児教育と教育課程
プロジェクト研究報告書「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」

教育課程と個別の指導計画のつながりについて
プロジェクト研究報告書　「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」

視覚聴覚二重障害教育の現状と担当教師の専門性の課題
一般研究報告書「視覚聴覚二重障害教
育の現状と担当教師の専門性の課題」

世界盲ろう者連盟設立総会と第７回ヘレン・ケラー世界会議（ニュー
ジーランド、2001年）および第１３回盲ろうインターナショナル世界会
議（カナダ、2003年）の意義

世界の特殊教育（ⅩⅧ）
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菅井裕行，大
江晃，阿部真
由美

Ｈ16．3

土谷良巳，菅
井裕行，香山
洋子，八木タ
イ，朝海映
子，中田　誠

Ｈ16．3

菅井裕行，吉
武清實

Ｈ16．3

菅井裕行 Ｈ16．3

佐野恵子，近
藤洋子，遠藤
和弘，菅井裕
行

Ｈ16．3

大江晃，菅井
裕行

Ｈ16．3

酒井喜章，菅
井裕行

Ｈ16．3

菅井裕行 Ｈ16．3

菅井裕行 Ｈ16．3

土谷良巳，菅
井裕行

Ｈ16．3

土谷良巳，菅
井裕行

Ｈ16．3

吉武清實，菅
井裕行

Ｈ16．3

佐藤　登，菅
井裕行

Ｈ16．3

菅井裕行，佐
島毅，澤田真
弓

Ｈ16．3

佐島　毅，澤
田真弓，菅井
裕行

Ｈ16．3

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

盲学校における「自立活動の課題」

宮城県立盲学校におけるテレビ会議システムの活用取り組み事例
プロジェクト研究報告書「特殊教育にお
けるマルチメディアの活用に関する研
究」

学校コンサルテーションにおけるテレビ会議システムの利用の可能
性と課題

プロジェクト研究報告書「特殊教育にお
けるマルチメディアの活用に関する研
究」

学校コンサルテーションとオンサイト研修

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

宮城県立盲学校における学校コンサルテーションの取り組み
一般研究報告書「視覚聴覚二重障害教
育における教師の専門性に関する研
究」

栃木県立盲学校における学校今ｓるてーションの取り組み
一般研究報告書「視覚聴覚二重障害教
育における教師の専門性に関する研
究」

視覚聴覚二重障害教育を担当する教師の専門性ー視覚聴覚二重
障害が初期発達に及ぼす影響についてー

一般研究報告書「視覚聴覚二重障害教
育における教師の専門性に関する研
究」

東京都立葛飾盲学校における学校コンサルテーションの取り組み

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

重複障害教育を担当する教師の専門性

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

静岡県立静岡盲学校におけるテレビ会議システムの活用取り組み
事例

プロジェクト研究報告書「特殊教育にお
けるマルチメディアの活用に関する研
究」

千葉県立安房養護学校におけるテレビ会議システムの活用取り組
み事例

プロジェクト研究報告書「特殊教育にお
けるマルチメディアの活用に関する研
究」

コンサルテーションを活用した研修会の取り組みー福島県立郡山養
護学校の小学部校内研修の事例ー

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

川崎市立たんぽぽ学級におけるコンサルテーションの取り組み

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

学校コンサルテーションにおけるコンサルタントの働き

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

盲学校における指導形態別の具体的指導内容

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」
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菅井裕行，石
川政孝，大崎
博史，當島茂
登

Ｈ16．3

石川政孝，大
崎博史，菅井
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登
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政孝，菅井裕
行，大崎博史

Ｈ16．3

石川政孝 Ｈ16．3

石川政孝，大
崎博史

Ｈ16．3

石川政孝 Ｈ16．3

石川政孝 Ｈ16．3

石川政孝 Ｈ16．3

大崎博史，後
上鐵夫，石川
政孝

Ｈ16．3

後上鐵夫，石
川政孝，大崎
博史

Ｈ16．3

後上鐵夫，佐
島　毅，菅井
裕行，石川政
孝，大崎博史
他

Ｈ16．3

大崎博史 Ｈ16．3

大崎博史，石
川政孝，海津
亜希子

Ｈ16．3

大柴文枝，徳
永亜希雄，佐
藤克敏

Ｈ16．3

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－

プロジェクト研究報告書「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－」

肢体不自由を主とする重複障害児の環境との相互作用に関する実
際的研究

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調査～病
弱養護学校の実態と課題～

プロジェクト研究報告書「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」

第３回日韓特殊教育セミナー報告 世界の特殊教育（ⅩⅧ）

訪問教育に関する実態調査
国内調査研究報告書「訪問教育の実態
に関する実態調査」

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

一般研究報告書「肢体不自由を主とす
る重複障害児の環境との相互作用に関
する実際的研究」

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

中華人民共和国における特殊教育の発展について～インターネッ
トから得た法律や制度、資料等の情報を中心に～

全体のまとめと課題の整理

肢体不自由養護学校における「自立活動の課題」

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

肢体不自由養護学校における指導形態別の具体的指導内容

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

自立活動の目標・内容の選定をめぐって

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

プロジェクト研究報告書「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ー自立
活動を中心にー」

研究のまとめ
一般研究報告書「肢体不自由を主とす
る重複障害児の環境との相互作用に関
する実際的研究」

第３回日韓特殊教育セミナー報告　　重度・重複障害教育の現状と
課題

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

自立活動をめぐる学校組織（システム）の在り方

施設等訪問教育について
国内調査研究報告書「訪問教育の実際
に関する実態調査」

調査票C－各都道府県、政令指定都市教育委員会の訪問教育に
関する取り組み－

国内調査研究報告書「訪問教育の実際
に関する実態調査」
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花輪敏男 Ｈ16．3

花輪敏男 Ｈ16．3

中村　均 Ｈ16．3

Nakamura
Hitoshi

Ｈ16．3

中村　均 Ｈ16．3

棟方哲弥 Ｈ16．3

棟方哲弥，小
野龍智，船城
英明，中里英
生，藤田善
弘，中村 均

Ｈ16．3

２） Ｈ16．3

棟方哲弥，船
城英明，中村
均

Ｈ16．3

棟方哲弥，吉
川靖育，美舩
俊介

Ｈ16．3

徳永　豊，武
田鉄郎，當島
茂登，棟方哲
弥，松村勘由

Ｈ16．3

大杉成喜 Ｈ16．3

大杉成喜 Ｈ16．3

大杉成喜 Ｈ16．3

大杉成喜，
渡邉正裕

Ｈ16．3

情緒障害のある児童生徒における情報活用能力の育成について
科研費基盤研究報告書「特別なニーズ
を有する子どもの情報活用能力の育成
に関する研究」

過敏性など随伴することについての理解

プロジェクト研究報告書「養護学校等に
おける自閉症を併せ有する幼児児童生
徒の特性に応じた教育的支援に関する
研究」

プロジェクト研究報告書「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」，pp47-48， 2004.

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

プロジェクト研究報告書「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」， pp87-90，
2004.

Final Report of the 23rd Asia-Pacific
International Seminar on Special
Education

一般研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

プロジェクト研究報告書「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」， pp44-46，
2004.

プロジェクト研究報告書「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」，  pp135-143
， 2004.

プロジェクト研究報告書「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」， pp37-39，
2004.

プロジェクト研究報告書「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」， pp33-36，
2004.

フランスにおける特殊教育の教育課程について

障害のある子どもの教育的支援と情報手段の活用

Country Report on Education for Children with Disabilities and Use
of ICT in Japan

教科「情報」のカリキュラムについて

第３項　障害に応じた情報機器活用マルチメディアWebデータベー
スの開発と評価（概要）

障害のある子どもたちのための情報機器設備ガイドブックWeb版の
試作

日本国カントリーレポート　　－日本における障害のある子どもの教
育的支援と情報手段の活用－

アクセシブル・ブラウザ「パッソ・ア・パッソVer.1.0」の改善点と授業に
おける活用の可能性について

主要国における特殊教育に対応する教育課程の概要

韓国特殊教育年次報告書　２００２．９（翻訳）

アクセシブル・ブラウザの開発－肢体不自由のある子どものための
アクセシビリティ機能を有するWeb ブラウザ「パッソ・ア・パッソver.1」
の開発－

パーソナルロボットを用いた知的障害者用インターフェースの開発

パーソナルロボットを用いた知的障害者用インターフェースの授業
における評価
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大杉成喜，
澤田真弓

Ｈ16．3

大杉成喜 Ｈ16．3

大杉成喜 Ｈ16．3

渡辺哲也 Ｈ16．2

渡辺哲也 Ｈ16．3

渡邉　章，大
杉成喜，小野
龍智，中村
均

Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

渡邉　章，大
杉成喜，小野
龍智，中村
均

Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

渡邉　章，竹
林地毅，牟田
口辰巳

Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

中島浩美，渡
邉　章

Ｈ16．3

３） Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」盲・聾・養護学
校教育課程調査資料

一般研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「視
覚障害者のコンピュータ利用を考慮した
速い話速音声に関する音響学的研究」

プロジェクト研究報告書「自閉症『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－今日の充実と明
日への展望－』」

プロジェクト研究報告書「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

一般研究報告書「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」

プロジェクト研究報告書「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」

養成研修に関する調査報告書「特別支
援教育コーディネーター養成研修のた
めに」

プロジェクト研究報告書「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」

一般研究報告書「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」

盲・聾・養護学校教育課程調査結果の概要

特別な教育ニーズを有する児童生徒の教育における「情報活用能
力」の概念の検討

特別支援教育コーディネーター養成研修のために
５. メーリングリストの運営について

第二章　第二節　第五項
コンピュータ等の教材教具の工夫

知的障害のある児童生徒における情報活用能力の育成について

視覚障害者のコンピュータ利用を考慮した速い話速音声に関する
音響学的研究

盲・聾・養護学校における情報教育に関する取組の教育課程上の
位置づけについて

現職研修や機関間の連携におけるテレビ会議システム利用の可能
性と課題

宮崎県教育研修センターにおけるテレビ会議システムを利用した取
組

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－概要と経緯－

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－研究の概要と経緯－

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－まとめと今後の課題－

教育課程編成上の基本的な事項

電子レーズライタのシステム構成と機能

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－研究の概要と経緯－
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４） Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

渡邉　章 Ｈ16．3

小野龍智，渡
邉正裕，磯田
真一

Ｈ16．3

渡邉正裕，小
野智龍，中村
均

Ｈ16．3

東條吉邦，高
森 明，迫持
要

Ｈ16．1

東條吉邦 Ｈ16．3

落合みどり，
東條吉邦

Ｈ16．3

大六一志，千
住淳，林恵津
子，東條吉
邦，市川宏伸

Ｈ16．3

若林明雄，東
條吉邦

Ｈ16．3

國平搖，千住
淳，長谷川寿
一，東條吉邦

Ｈ16．3

是枝喜代治，
東條吉邦

Ｈ16．3

東條吉邦 Ｈ16．3

山本優美，千
住　淳，平井
真洋，谷口
清，東條吉
邦，大六一志

Ｈ16．3

谷口清，千住
淳，東條吉邦

Ｈ16．3

自閉症児は他者の動きをどのように知覚するか？ －事象関連電位
法による検討－

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

自閉症児の社会性障害に関する生理心理学的研究 －語音識別反
応と事象関連電位－

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

定義の理解
プロジェクト研究報告書「自閉症教育実
践ガイドブック」

一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

世界の特殊教育（ⅩⅧ）

一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

一般研究報告書「Webを利用した効果
的な情報発信についての調査研究」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

肢体不自由のある子どものニーズと情報活用能力の育成について

「Webを利用した効果的な情報発信についての調査研究報告書」

特殊学級及び通級指導教室におけるコンピュータや情報機器等を
活用した児童生徒の情報活用能力を育てる取組に関する調査

高機能自閉症・アスペルガー症候群への理解を広げるために

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－まとめと今後の課題－

米国における地域のアシスティブテクノロジーセンターと大学の障
害学生サポートプログラムについての報告

自閉症児・健常児間における模倣の質的相違について

自閉症スクリーニング質問紙(ＡＳＱ)日本語版の開発

自閉症児の身体意識能力の特性 －運動模倣と人物画の評価から
－

一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

児童用ＡＱ（日本語版）の作成と標準化について

自閉的傾向のある児童の社会性の発達と教育的支援に関する研究
一般研究報告書「自閉性障害のある児
童生徒の教育に関する研究 第７巻」

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－

科学研究費補助金研究成果報告書「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」
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５） Ｈ16．3

落合みどり，
東條吉邦

Ｈ16．3

廣瀬由美子，
東條吉邦，加
藤哲文

Ｈ16．3

廣瀬由美子，
東條吉邦，加
藤哲文

Ｈ16．3

発表者 発行年月

金子健，澤田
真弓

H15.6

新井千賀子 H16.3

涌井　恵 H15.6

徳永亜希雄 H15.10

武田鉄郎，篁
倫子，原仁，
山本昌邦

H15.9

武田鉄郎 H15.10

武田鉄郎 H16.3

武田鉄郎 Ｈ16.1

海津亜希子 H15.7

一昔前の現場から、これからの病弱教育へのメッセージ～『元在籍
児』の皆さんと共に振り返りながら～

育療２９巻

ＡＤＨＤ児・高機能自閉症児の社会的困難性の特質と教育

通常の学級の先生へ～自閉症児の支援マニュアル（改訂版）～

（学術雑誌－１８本）

発表誌・巻号等

ＬＤ研究，12，182-203．

コミュニケーション障害学，ｖｏｌ．２０，63-
73

日本育療学会誌育療30

論文の標題

発達障害児集団における集団随伴性による仲間相互交渉促進に
関する条件分析

これからの病弱教育　Ⅲ
特殊教育学研究第41巻第５号，597-
598

自閉症における注意集中力の検討 －持続的注意集中力検査(ＣＰ
Ｔ)の各指標の年齢における変化－

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「通
常の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」

科学研究費補助金研究成果報告書「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」

科学研究費補助金研究成果報告書「通
常の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」

慢性疾患適応への支援

ＬＤの学力－認知能力モデルに関する研究－“ＬＤＳＣ”と“ＷＩＳＣ
－Ⅲ”との関連から－

通常の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

デジタル絵本「ココロココ」の研究開発とその課題 日本育療学会誌育療29

病弱養護が校における職業教育に関する実態調査 特殊教育学研究41(3)， 307-315

フランスの視覚障害教育について 弱視教育第41巻第1号

テキサス州立盲学校訪問報告 弱視教育　第41巻　第4号
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海津亜希子 H15.11

菅井裕行 H16.1

是枝喜代治，
小林芳文

Ｈ15．4

是枝喜代治，
小林芳文，太
田昌孝

H16.3

玉木宗久，大
柴文枝，渥美
義賢

Ｈ15．11

渡辺哲也, 指
田忠司, 長岡
英司, 岡田
伸一

H16.2

Senju, A.，
Yaguchi, K.，
Tojo, Y.，
Hasegawa, T.

Ｈ15．7

Senju, A.，
Tojo, Y.，
Dairoku, H.，
Hasegawa, T.

Ｈ16．3

廣瀬由美子，
加藤哲文，小
林重雄

H15.11

発表者 発表年月

澤田真弓，香
川邦生，千田
耕基，木塚泰
弘

H15.9

正井隆晶，澤
田真弓，吉田
道広

H15.9

６） H16.1

７） H16.1

ＬＤ研究，12．315-332.

学校保健研究第４５巻

自閉症児の運動模倣能力の特性 発達障害研究第２５巻

就学前後の自閉症のある子どもに対する協同的アセスメント～エコ
ロジカル、およびＰＥＰ－Ｒによるアプローチ～

特殊教育学研究41巻5号，521-526

リハビリテーション連携科学第４巻１号
ｐ９９－１１０

学会名・論文集名等

第45回弱視教育研究全国大会

ヒューマンインタフェース学会論文誌，
Vol.6， No.1， pp.139-146

Cognition，89巻，43-51頁

第45回弱視教育研究全国大会

特殊教育学研究，４１，（４），３９５－４０
３．

Journal of Child Psychology and
Psychiatry， 45巻3号， 445-458頁.

Reflexive orienting in response to eye gaze and an arrow in children
with and without autism.

独語行動の軽減を目指した自閉症児の指導

ＬＤの学力－認知能力モデルに類型化に関する研究－学力の状態
像    から認知能力の予測は可能か－

視覚障害者のインターネット利用状況とその課題 －ユーザ調査と
PDF文書のアクセシビリティ－

トランポリン身体協応テスト（ＴＫＴ）の日本人健常児への適用可能
性

Eye contact does not facilitate detection in children with autism.

（学会発表等－８４本）

論文の標題

感覚障害を伴う重複障害児教育をめぐる研究動向ー視覚聴覚二重
障害を中心にー

中途失明者の点字指導に関する研究(Ⅲ)
―点字サイズの違いによる触読の比較―

日本特殊教育学会第４１回大会

点字使用者に対する漢字指導に関する研究
　―字源及び単語家族の考え方を取り入れた指導の有効性につい
て―

日本特殊教育学会第４１回大会

社会・理科拡大教科書作成に関する実際的研究
―編集の基本理念とその手順―

意欲的に「読む」児童の育成をめざした弱視通級指導学級における
指導―自分 の思いや考えをもち、広げる学習の工夫：設置校にお
ける校内研究を通して―
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８） H15.9

９） H15.9

坂下恵子，新
井千賀子

H16.3

松村勘由，牧
野泰美

H15.9

牧野泰美，松
村勘由

H15.9

牧野泰美，松
村勘由，万年
康男，松原洋
司

H15.9

豊田弘巳，久
保山茂樹

H15.9

久保山茂樹，
豊田弘巳

H16.3

小林倫代，伊
藤由美

H15.8

久保山茂樹，
小林倫代，佐
藤雅次

H15.9

佐藤雅次，小
林倫代，久保
山茂樹

H15.9

小林倫代，久
保山茂樹，佐
藤雅次

H15.9

伊藤由美，小
林倫代

H15.9

涌井　恵，小
塩允護，寺沢
聡

H15.9

小塩允護，涌
井　恵，寺沢
聡

H15.9

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調査研究
（その４）

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

総合的な学習の時間における通常学級と通級指導教室の連携Ⅱ
－障害体験学習の構成－

教育機関と福祉機関との連携の実態　－教育相談担当者のアン
ケートから－

日本教育心理学会第45回総会発表論
文集

「ことばの教室」における保護者とのかかわり(1)　－全国調査から見
たかかわりの実態－

日本特殊教育学会第４１回大会

教育機関間における相談の現状　－教育センターと特殊教育諸学
校等における個人情報の扱い－

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

知的障害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究（２）
－職業学科・職業コース制・普通科の有効性の検討－

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本発達心理学会第15回大会発表論
文集.464

障害理解を主題とする総合的な学習の時間の展開(1) －授業構成
と児童の変容について－

知的障害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究（１）
－職業学科・職業コース制・普通科の有効性の検討－

言語障害教育の今日的課題と展望(1)

言語障害教育の今日的課題と展望(2)

「関係」への援助と言語指導(その4)　－共にいることの難しさを考え
る－

「弱視学級・通級指導教室における指導計画作成のための実態把
握チェックリスト」
̶学校と家庭との連携・協力をめざして̶

第45回弱視教育研究全国大会

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調査研究
（その５）

日本特殊教育学会第４１回大会

「ことばの教室」における保護者とのかかわり(2)　－担当者に対する
アンケート調査から－

日本特殊教育学会第４１回大会

「ことばの教室」における保護者とのかかわり(3)　－保護者に対する
アンケート結果から－

日本特殊教育学会第４１回大会
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小塩允護 H15.8

齊藤宇開，竹
林地　毅，肥
後祥治

H15.10

太田俊己，竹
林地　毅

H15.8

奥　政治，齊
藤宇開

H15.10

10） H15.10

涌井　恵 H15.9

徳永　豊：佐
藤克敏，竹林
地　毅，小塩
允護

H15.9

佐藤克敏，徳
永　豊，竹林
地毅，小塩允
護

H15.9

徳永　豊 H15.9

佐藤克敏 H15.11

笹本　健 Ｈ15．9

１１） Ｈ15．9

滝坂信一 H.16.3

當島茂登 Ｈ15．10

徳永亜希雄 Ｈ15．9日本特殊教育学会第4１回

日本リハビリテーション連携科学学会・
第５回大会論文集

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調査－
ニュージーランド、ノルウェイ、イギリスの特殊教育支援システム－

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

障害学生の高等教育（その８）－支援センターの構築に向けて－
（自主シンポ）

日本特殊教育学会第４１回大会

国内学生相談における軽度発達障害学生支援の実態について

日本ＬＤ学会第１２回大会自主シンポジ
ウム「高等教育における軽度発達障害
者支援について－大学におけるＡＤ／
ＨＤ支援を通して－」

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

第１６回アジア知的障害会議シンポジウ
ム６

日本特殊教育学会第４１回大会

第16回アジア知的障害会議全体シンポ
ジウム

日本特殊教育学会第４１回大会

学校が担う長期休業中の支援の在り方について－全国のアンケー
ト調査の結果と分析から教育的意義を考える－

ドイツにおけるPSYCHOMOTORIKの展開（２）－ケルン大学におけ
る取り組み－

重度・重複障害児に対するSTA実施の一般化に向けて～STA実践
からの示唆～

これからの養護学校・特殊学級の役割－新たな挑戦・特色ある実践

全国の特殊教育センター等における個別の指導計画の作成の研
修に関する調査－平成13年度と14年度の比較を中心として－

子どもの主体性実現をめざす特別支援教育－個への支援･集団で
の個への支援をめぐって－

知的障害のある人の生涯学習の現状と課題２－青年学級と講座の
プログラム内容の比較－（ポスター）

知的障害のある人の生涯学習の現状と課題１－青年学級と講座に
ついての運営主体毎の分析－（ポスター）

養護学校からの小・中学校への支援

肢体不自由養護学校での自立活動における多職種との協働を考え
る－ICFを活用した事例検討と全国各地の取り組みから－

日本特殊教育学会第４１回大会

移行ポートフォリオ作成についての調査研究 日本特殊教育学会第４１回大会

自主シンポジウム56　特別支援教育における行動コンサルテーショ
ンの役割：子どもと学級・学校に対する 行動コンサルテーション －
集団随伴性という概念からの考察－

日本特殊教育学会第４１回大会
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西牧謙吾，西
牧真里，更家
充，新平鎮博

Ｈ15．11

西牧謙吾，篁
倫子

H15.11

西牧謙吾，更
家　充，新平
鎮博

Ｈ16．3

篁　倫子，原
仁，三科
潤，三石知佐
子，河野由美

H15.11

武田鉄郎，黒
木あらた

Ｈ15．9

武田鉄郎，黒
木あらた

Ｈ15．9

中井　滋，武
田鉄郎，山本
昌邦，横田雅
史

Ｈ15．9

山本昌邦，武
田鉄郎，中井
滋，横田雅史

Ｈ15．9

横田雅史，武
田鉄郎山本
昌邦，，中井
滋

Ｈ15．9

海津亜希子，
佐藤克敏

H15.8

海津亜希子，
佐藤克敏，涌
井　恵

H15.9

海津亜希子，
佐藤克敏，涌
井　恵

H15.11

山口裕美，宇
佐川陽子，佐
島　毅

Ｈ15．9

山下詠子，阿
部恭子，佐島
毅

Ｈ15．9

佐島　毅 Ｈ15．9

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本LD学会第12回大会

第５０回小児保健学会講演集（672－
673）

病弱教育における自立活動の評価の在り方に関する研究(２)

病弱養護学校の教育課程の編成に関する研究３－その１　授業時
数等の実際

第１７回近畿小児科学会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本教育心理学会第45回総会

日本特殊教育学会第４１回大会

病弱教育における自立活動の評価の在り方に関する研究(１)

病弱養護学校の教育課程の編成に関する研究３－その３　評価方
法と工夫の実態

日本特殊教育学会第４１回大会

第５０回日本学校保健学会講演集

病弱養護学校の教育課程の編成に関する研究３－その２　特別活
動の実態

盲・知的障害児の教材・教具を活用した認知指導と日常生活にお
ける空間の理解

２１世紀の特別支援教育の在り方について

通常の学級の中でのLDへの支援－個別の指導計画作成による子
どもと教師の変容－

指導歴および指導計画作成歴の差による個別の　指導計画作成上
の意識の違いについて－LD等のある子どもへの個別の指導計画
作成に向けて－

個別の指導計画作成に関する教師の意識の差について－指導歴
および指導計画作成歴による差の検討－

21世紀の特別支援教育の在り方について

２１世紀の特別支援教育の在り方について

Teller Acuity CardおよびOKNによる重度・重複障害児の視機能評
価の試み

日本特殊教育学会第４１回大会

脳損傷による視覚障害・運動障害・知的障害のある重複障害児の
分析的視機能評価

日本特殊教育学会第４１回大会

超低出生体重児の思春期の発達－未熟児出生は心身発達に影響
を与えているか？－

第５０回小児保健学会
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浅野理々，佐
島　毅

Ｈ15．9

後上鐵夫，菅
井裕行

Ｈ15．9

菅井裕行，土
谷良巳

Ｈ16．3

後上鐵夫，石
川政孝，大崎
博史

Ｈ15．9

石川政孝，大
崎博史，後上
鐵夫

Ｈ15．9

大崎博史，後
上鐵夫，石川
政孝

Ｈ15．9

羽地弘，是枝
喜代治，小林
芳文

Ｈ15．9

和田東子，鈴
木路子，是枝
喜代治

Ｈ15．11

是枝喜代治，
小林芳文

Ｈ15．11

大柴文枝，玉
木宗久，渥美
義賢

Ｈ15．9

児玉修一，玉
木宗久，渥美
義賢

Ｈ15．9

12） H15.10

13） H15.10

大杉成喜，
中村　均

H15.9

大杉成喜，
正司和彦，
中村　均

H15.10

日本特殊教育学会第４１回大会

日本教育工学会第19回全国大会

Proceeding of the poster session on
Utilozation od ICT and educational
support for children with disabilities，
pp.41-44， 2003， Yokosuka， Japan.

日本学校保健学会第５０回大会

日本学校保健学会第５０回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

知的障害児者の余暇活動に関する研究（５）
～記述によるアンケートから～

Proceeding of the poster session on
Utilozation od ICT and educational
support for children with disabilities， p
39， 2003， Yokosuka， Japan.

日本特殊教育学会第４１回大会

室内環境及び職場環境が及ぼす身体への影響に関する研究（第
一報）

トランポリン身体協応テスト（ＴＫＴ）を用いた自閉症児への支援

ＰＥＰ－Ｒを用いた自閉症児の協同的アセスメント

訪問教育に関する実態調査（２）家庭（在宅）訪問教育の現状と課
題

訪問教育に関する実態調査（１）

機能的な個別指導計画の在り方を探る

Prototyping of Sound VR Game for Children with Visual Impairment

我が国の特殊教育における情報教育を推進させるインフラストラク
チャーの現状
－ 障害に応じた情報関連支援機器の整備・活用状況について －

特別支援教育の情報化を推進させる教員研修等の現状と課題

A Prototype for the use of small robot to enhance human-computer
interactions in the classrooms for children with special needs

重複障害教育の動向と今後の課題 日本特殊教育学会第４１回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

重度・重複障害児の視覚機能の実態把握について－基礎疾患との
関連からの調査－

日本特殊教育学会第４１回大会

訪問教育に関する実態調査（３）施設等訪問教育の現状と課題

日本発達心理学会第15会大会発表論
文集

ネゴシエーションと意味の共有に関する研究ー先天性盲ろうを有す
る人の初期コミュニケーションー
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大杉成喜，
正司和彦

H15.5

渡辺哲也，大
杉成喜，渡辺
文治

H15.7

小林　真, 渡
辺哲也

H15.9

渡辺哲也，渡
辺文治，大杉
成喜

H15.10

Tetsuya
Watanabe and
Makoto
Kobayashi

H15.10

渡辺哲也，大
内　進

H15.12

吉本浩二, 渡
辺哲也

H15.12

渡邉　章，川
井久也，平澤
鋼，丹羽
登，大杉成
喜，小野龍智

H15.9

小野龍智，中
村　均

H15.9

渡邉正裕，棟
方哲弥，中村
均

H15.9

14） H15.12

渡邉正裕 Ｈ1585

東條吉邦 H15.9

千住 淳，長
谷川寿一，東
條吉邦

H16.3

國平 揺，千
住 淳，長谷
川寿一，東條
吉邦

H16.3

特殊教育における情報教育を推進させるために必要な教員の知
識・技能の水準と今後の課題
－積極的に機器等を活用する教員を対象とした調査とコンジョイント
分析の結果－

An Evaluation of INEX 2003 Relevance Assessments

自主シンポジウム「高等部における情報教育を考える」

ＩNEX 2003 Workshop， Wadern，
Germany， December 15-17， 2003

日本特殊教育学会第４１回大会

自閉症児の模倣能力に関する検討

我が国の特殊教育における情報関連支援機器を利用した指導の
内容と工夫の到達点
－各学部あるいは学級で最も積極的に機器等を活用する教員を対
象とした2003年調査の結果－

発達障害、特に自閉症の基礎研究／臨床実践からみた“Evidence-
based”志向の現状と課題

自閉症児のアイコンタクト検出機構の検討 日本発達心理学会第15回大会

第25回ヒューマンインタフェース学会研
究会， Vol.5， No.5， pp.15-22

日本心理学会第67回大会

ヒューマンインタフェースシンポジウム
2003， pp.553-554

ヒューマンインタフェースシンポジウム
2003， pp.697-700

日本発達心理学会第15回大会

日本特殊教育学会第４１回大会

視覚障害情報機器アクセスサポート協
会研修会，Pin， No.24， pp.52-58

日本特殊教育学会第４１回大会

日本教育工学会研究報告集 JET03-3
「社会的構成主義指向の教育」

第29回感覚代行シンポジウム， pp.43-
46

The 23rd Asia-Pacific International
Seminar on Special Education， pp.45-
48

社会的構成主義指向の特別支援教育の試行

スクリーンリーダの詳細読み，その後 ～漢字書き取り調査報告～

点字触読時の触圧測定の試み

スクリーンリーダによるPDF文書へのアクセシビリティについて

触覚ディスプレイを用いた視覚障害者用エンターテイメントシステム

視覚障害者用スクリーンリーダの詳細読みに関する検討 ―漢字書
き取り調査―

An interactive tactile display for blind children --- Evaluation at a
school for the blind ---

ベクトル空間モデルを用いた構造化文書検索と利用者支援－コミュ
ニケーション支援機器の実演－

NAIST 夏期データベース研究会 2003
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廣瀬由美子，
井伊智子

H15.9

廣瀬由美子，
井伊智子

H15.11

藤田直子，間
宮京子，廣瀬
由美子

H15.11

海老原紀奈
子，高橋恵
子，廣瀬由美
子他

H15.11

高橋恵子，海
老原紀奈子，
間宮京子，廣
瀬由美子

H15.11

１）千田耕基，大内　進，牟田口辰己，澤田真弓，金子　健，新井千賀子，佐島　毅，小野龍智，渡辺哲也

２）棟方哲弥，小野龍智，土岐賢悟，阿保周子，小滝義浩，山本史子

３）渡邉　章，大内　進，佐藤正幸，武田鉄郎，花輪敏男，大杉成喜，小野龍智

４）渡邉　章，大内　進，佐藤正幸，武田鉄郎，花輪敏男，大杉成喜，小野龍智

５）山田佐登留，白木澤史子，菅野実穂，大倉勇史，市川宏伸，松島英介，太田克也，東條吉邦

６）牟田口辰己，千田耕基，大内進，澤田真弓，金子　健，新井千賀子　他

７）大倉滋之，大坂知子，飯野愛美，小嶋小恵，永田眞由美，澤田真弓

８）横尾　俊，涌井　恵，滝坂信一，大柴文枝，大内　進，佐藤克敏，牟田口辰巳，徳永亜希雄

９）涌井恵，横尾　俊，滝坂信一，大柴文枝，大内　進，佐藤克敏，牟田口辰巳，徳永亜希雄

10）伊藤孝義，新井利明，市川裕二，齊藤宇開，佐久間栄一，三井菜摘，山藤由紀，渡辺裕介

11）滝坂信一，徳永亜希雄，佐藤克敏，横尾俊，大内進，牟田口辰己，大柴文枝，涌井恵

12）Munekata, Tetsuya Funaki, Eimei Fujita, Yoshihiro Nakamura, Hitoshi 

13）Ohuchi, Makoto Iwaya, Yukio Suzuki Yôiti  Munekata, Tetsuya 

14）Kenji Hatano, Hiroko Kinutani,  Masahiro Watanabe, Yasuhiro Mori,  Masatoshi Yoshikawa, and Shunsuke Uemura

日本LD学会第１２回大会
ＬＤ・ＡＤＨＤ等のある児童生徒への支援の在り方（６）－守谷市特
別支援教育研究部会における各学校の組織の充実－

ＬＤ・ＡＤＨＤ等のある児童生徒への支援の在り方（７）－研修会から
学んだ校内支援体制づくり－

日本LD学会第１２回大会

自閉症児を受け持つ担任教師へのコンサルテーションに関する研
究（６）

ＬＤ・ＡＤＨＤ高機能自閉症等の関する研修状況について－全国の
教育研修センター等の調査から－

ＬＤ・ＡＤＨＤ等のある児童生徒への支援の在り方（５）－オープン教
室（竹の子ルーム）での支援の実際－

日本特殊教育学会第４１回大会

日本LD学会第１２回大会

日本LD学会第１２回大会
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