
理事長あいさつ 

 平成 26 年 1 月に、我が国においても、「障害者の権利に関する条約」が批准され、
特別支援教育も新たな局面を迎えることになります。 
 その中で提起された「インクルーシブ教育システムの構築」と「合理的配慮の提
供」は、今後、特別支援教育を推進していく上での重要な事柄です。 

本研究所には、特別支援教育のナショナルセンターとして、そうした今日的な課
題に柔軟かつ迅速に対応していくことが求められます。 

そこで、本研究所では、文部科学省のモデル事業と連携して、昨年度から、「イ
ンクルーシブ教育システム構築支援データベース」の開設に取り組んでいます。今
後、合理的配慮の実践事例を掲載する予定です。また、今年度は、新たに、特別支
援教育教材のポータルサイトの構築と運営にも取り組む予定です。 
 特別支援教育が、個々の子どもの教育的ニーズに即した適切な指導と必要な支援
を行う営みであるとするならば、今、求められていることは、それぞれの子どもの
もっている可能性を最大限に伸ばすための具体的な教育実践であろうと思います。 

そうした特別支援教育の確立に向けて、関係者との
更なる連携・協力に努め、研究所の職員一同、力を合
わせて、研究活動や研修事業、教育相談の支援、情報
普及等に努めて参ります。 

改めて、関係各位のご協力とご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。 

平成 26 年 5 月 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE） 
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Message from the President

　As the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” was ratified in January 2014 in Japan, 
special needs education has entered a new phase. 
“Development of an inclusive education system” and “provision of reasonable accommodation”, which 
were raised in the Convention, are important issues in promoting special needs education in the future. 
As a national center for special needs education, NISE is required to respond flexibly and quickly to such 
pressing issues. Therefore, we have been working on setting up a “Database for Supporting Development 
of Inclusive Education System” since last year in cooperation with a model project conducted by the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. We plan to place practical examples 
of reasonable accommodation on the database. This year, we will establish and manage a portal site for 
special needs education materials. 

　If special needs education is to provide appropriate guidance and necessary support for each child’s 
educational needs, what we need to do now is implement specific educational practices in order to 
maximize the potential of each child. In order to ensure such special needs education, all the NISE staff 
will continue to develop research activities and projects, as well as provide educational support and 
information, by further promoting collaboration and cooperation with concerned parties.  
We would appreciate your continued cooperation and support.

　　　　　May 2014

Kazushige Shishido
President of the National Institute 

of Special Needs Education 
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