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◆外国人研究者の受入数 ◆研究職員の外国への派遣数

Invitation by International Exchange
Acceptance
Invitation/Participation for Asia-Pacific
International Seminar

International research/Collaborative training

Acceptance of visiting

Total

◆Acceptance of Foreign Researchers ◆Number of NISE Staff Traveling Other Countries

High Priority Research Projects and Research in Specific Areas

International conferences based on the request from the government 
office attendance

Grant-in Aid for International Scientific Program
Overseas Research Fellowship

Interchange Agreement

Other
Total

Fellowship for (Attendance at) International Conference

研究所プロジェクト研究・課題別研究

科学研究費補助金による研究

在外研究員・大学教育国際推進化プログラム

国際研究集会派遣研究員

交流協定に基づく派遣

政府機関からの要請に基づく国際会議等出席

その他

合計

年度・人数年度・人数

交流協定に基づく招聘

アジア・太平洋特別支援教育国際セミナー
への招聘・参加

研究交流・研修の受入

視察等の受入

合計

4544 National Institute of Special Needs Education National Institute of Special Needs Education

国際交流 International Exchange

NISE NISE

　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。

  ■国際的な情報発信センター　－ 諸外国の研究機関との連携・協力、交流の推進 －
●国際比較研究
・諸外国の障害のある子どもの教育に関する制度等について、調査研究や現地在住の人を対象とした「外
　国調査研究協力員制度」等を活用して、情報の収集・分析をし、国際比較研究を行っています。また、得
　られた成果は国内外に向けて発信しています。
・諸外国の情報収集等のために、国際学会等に研究員を派遣しています。
●アジア・太平洋特別支援教育国際セミナーの開催
　　本研究所は、日本ユネスコ国内委員会との共催により1981年以来、アジア・太平洋諸国における特別
　支援教育の発展に資するため、各国ユネスコ国内委員会から推薦された代表者を日本に招聘し、国際セ
　ミナーを毎年開催しています。
 　本年は、12月３日（月）～６日（木）に「地域の社会資源と連携した、特別なニーズのある子どものた
　めの学校運営～その工夫と課題～」をテーマとし、開催します。本セミナーでは、先導的立場にある研
　究者、教員等が一堂に会して、アジア・太平洋地域の障害のある子どもの教育に関する研究、教育実践、
　行政施策などを発表し協議を行います。
●アジア・太平洋地域の特別支援教育に資する、研究所の研究成果等の発信
 ◆NISEニューズレター（英文）◆Journal of Special Education in the Asia Pacific（JSEAP, 英文）
 ◆世界の特別支援教育  ◆英文紀要（NISE Bulletin）　
 ◆Final Report of the Asian and Pacific International Seminar on Education for Individual with 
 　Special Needs（英文） 
●WEBによる国際関係情報の提供
 ◆特別支援教育に関する国際比較　◆世界の特別支援教育データベース　　
 ◆諸外国の特別支援教育関係文献目録　◆各国情報（欧米・アジア・太平洋）　◆国際機関に関する情報

  ■国際貢献　－ 特別支援教育の発展・充実に向けた国際貢献 －
●OECD等の国際機関及び国際協力機構等の政府関係機関への協力
・政府の国際協力の一環として、アジア諸国を中心に、諸外国における特別支援教育の発展を支援しています。
・政府の要請に基づき、OECD等の国際機関等が行う国際会議、事業等へ研究員を派遣しています。
・日本・マレーシア経済連携協定に基づき、マレーシアにおける特別支援教育に関する研究機関の設立の
　ための研究員等養成研修を実施しています。
・国際協力機構（JICA）の要請に基づく、開発途上国研修プログラムへの協力や来日外国人研究者等へ
　の専門的知見の提供を行っています。
●交流協定に基づくセミナーの開催及び外国人研究者との研究交流
 　外国の研究機関と交流協定を締結し､ 共同研究及び研究集会の実施､ 特別支援教育情報の交換､ 研究
　者の交流、また、研究交流のための特別支援教育セミナーを行っています｡
 ◆交流協定締結機関
 　　１．韓国国立特殊教育院（１９９５年１１月締結）
 　　　・平成12年度から毎年１回、日韓相互で「日韓特殊教育セミナー（平成19年度から「日韓特別支
　　　　　援教育セミナー」に改称）」を開催。
 　　　・平成１９年度　第８回日韓特別支援教育セミナー　於 韓国国立特殊教育院
 　　２．ケルン大学人間科学学部（ドイツ）（１９９８年１１月締結）
 　　　・１９年度は、ケルン大学から特別研究員を1名受け入れる予定です。

  ■招聘・派遣　ー 研究職員の派遣及び外国人研究者等の受入による研究交流 ー
　国際学会等への参加及び発表のために研究員を海外に派遣すると共に、外国人研究者を受け入れ、研究
交流を行っています。

　NISE provides practical outcome of research in Japan toward the Asian and Pacific region and many other foreign 
countries, performing investigation, analyzes, and evaluation result of research projects through international and 
domestic seminars or collaborative research which cooperated with universities and research institutes.

■International Information Center
　   -Promotion of cooperation, collaboration and exchange with international research institutes-

●International Comparative Research
・NISE gathers the information, analyzes, and performs the research of international comparison on the systems
　about the education of children with special needs in various foreign countries, utilizing "member of overseas
　research cooperation systems" for people of the local living and investigational research.
・NISE dispatches researchers to international academic conferences to collect information from various foreign
　countries.
●The 27th Asia-Pacific International Seminar on Education for Individuals with Special Needs
　　NISE and the Japanese National Commission for UNESCO have been hosting international seminars for the
　development and the improvement of the education for individuals with special needs in the Asian and Pacific 
　region, since 1981, inviting the representative recommended by their National Commission for UNESCO form 
　countries to Japan.
　　The seminar is hold from December 3 to December 6 this year. The representatives are expected to provide and 
　exchange information concerning the theme, respecting their countries’actual situations and hold discussions on 
　the relevant issues.
●Publications of the research outcome to contribute special needs education in the Asian and Pacific region 
◆NISE Newsletter　◆Journal of Special Education in the Asia Pacific(JSEAP）
◆Special Needs Education of the World　◆NISE Bulletin　
◆Final Report of the Asian and Pacific International Seminar on Special Needs Education 
●Providing information related to international by World Wide Web
◆International comparison on special needs education　◆Database of special needs education in the world
◆Bibliography of special needs education in overseas　◆Information (Europe, America and the Asian and Pacific Region)
◆Information of international organizations

■International Contributions　-International contribution for development of special needs education-

●Cooperation to International Organizations including the OECD, and Government-affiliated Agencies
　including Japan International Cooperation Agency (JICA)
・NISE supports the development of special needs education in many foreign countries, centering around Asian
　nations, as a part of governmental international cooperation
・NISE dispatches researchers in international conferences and other enterprises which international organizations 
　perform, including OECD, based on requests of the Japanese government.
・NISE holds researcher training programs for foundation of research institute, on special needs education in
　Malaysia, based on Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement.    
・NISE cooperates to training program for developing countries and provides technical knowledge to visiting
　foreign researchers, based on requests of Japan International Cooperation Agency (JICA). 
●Hosting International Seminar and Research Exchange with Foreign Researchers under the Agreement of 
　Exchange
・NISE has concluded the Agreement on International Collaborative Research Projects, and exchanges
　information on special needs education, enforces staff exchange and holds international seminars between the
　research institutes in overseas. 
　◆International Collaboration between Foreign Organizations
　　1. Korea National Institute of Special Needs Education (since November, 1995)
　　・Annual NISE/KISE Seminar on Special Needs Education since 2001 
　　・The 8th NISE/KISE Seminar on Special Needs Education at KISE（2007）
　　2. The Faculty of Special Needs Education, University of Cologne, Germany (since 1998)
　　・Acceptance of a graduate school student from University of Cologne as International exchange graduate

 school student program (2007)

■Invitation and Dispatch　-Research interchange by dispatch of the researchers and the invitation of the foreign researchers-

　NISE dispatches researchers for participation announcement to the international academic conferences, and
accepts the foreign researchers for research interchange.


