
発表者
掲載・発表
年 月

小田侯朗 H15.5

佐藤正幸 H16.3

佐藤正幸 H16.3

牧野泰美 H16.1

久保山茂樹 H15.10

小塩允護 H15.8

小塩允護 H16.1

小塩允護 H16.3

竹林地　毅 H15.5

竹林地　毅 H15.6

竹林地　毅 H15.7

竹林地　毅 H15.8

竹林地　毅 H15.9

子どもとサウンドスケープ 国立久里浜養護学校校報

「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－ (自主シンポジウム報告)

全国難聴・言語障害学級及び通級指導教室実態調査 教育と医学第51巻10号(90-92)

特殊教育学研究第41巻第5号

実践障害児教育、３６２、１４－１７

特別支援学校（仮称）に自閉症教育部門を 障害児の授業研究、９４，１２．

聴覚障害児教育とリテラシー 聴覚障害第58巻(4 -12 )

補聴器とサウンドスケープ Better Hearing Journal,161

特別支援教育って何？

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

「別紙　２－２」

その他の研究成果の発表状況

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.363

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.359

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.360

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.361

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.362

これまで・これからの高等部教育－職業学科の果たしてきた役割と
成果

発達の遅れと教育、５５９，４－９．
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掲載・発表
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発表論文等の標題 発表誌・巻号等

竹林地　毅 H15.10

竹林地　毅 H15.11

竹林地　毅 H15.12

竹林地　毅 H16.1

竹林地　毅 H16.2

竹林地　毅 H16.3

竹林地　毅 H15.8

竹林地　毅 H15.8

齊藤宇開 H15.4

齊藤宇開 H15.5

齊藤宇開 H15.7

齊藤宇開 H16.3

齊藤宇開 H15.8

小塩允護，涌
井　恵

H15.9発達の遅れと教育No.559　54-55

実践障害児教育Vol.358

個別の教育支援計画って何？ 実践障害児教育Vol.362

特総研は今・・・ 実践障害児教育Vol.359

特総研は今・・・ 実践障害児教育Vol.361

 読む・見る・聞く 発達の遅れと教育No.559

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.364

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.365

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.366

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.367

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.368

読者の実践ダイジェスト　まとめと補記 実践障害児教育Vol.369

小・中学校における特別支援教育体制の構築と「特別支援教室（仮
称）への転換

発達の遅れと教育No.552

特別支援学校って何？ 実践障害児教育Vol.362

特総研は今・・・

中度知的障害のある子どもの教育体制の充実
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掲載・発表
年 月

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

徳永　豊 H15.5

徳永　豊 H15.5

徳永　豊 H15.9

徳永　豊 H15.11

徳永　豊 H15.8

徳永　豊 H15.11

徳永　豊 H15.12

徳永　豊 H16.2

徳永　豊，佐
藤克敏

H15.8

徳永　豊 H16.3

Tokunaga
Yutaka

H16.3

佐藤克敏，柘
植雅義

H15.4

柘植雅義，佐
藤克敏

H15.7

佐藤克敏，柘
植雅義

H15.10

発達の遅れと教育、５５２号、54-55

高等教育での支援

連載講座；動作法の基礎と実際　１－姿勢・動作の改善を促す動作
法

肢体不自由教育、１６０、48-51

キーワード：特別な教育的ニーズ、特別支援教育コーディネーター

編集後記 教育と医学、606号、90

肢体不自由教育、１６１、５２-５５

障害児の授業研究92巻

連載講座；動作法の基礎と実際　３－教育活動や発達支援に活用
していくために

障害のある人の生涯学習に関する調査研究

軽度発達障害のある子どもの教育支援体制

全小中学校におかれているイギリスの特別な教育的ニーズコーディ
ネーター

連載講座；動作法の基礎と実際　２－対人行動を形成し情動の調
整を促す動作法

特別支援教育

より良く生きるためにー自尊心を高く保つための支援ー 障害児の授業研究93巻

肢体不自由教育、１６３、50-53

「国立特殊教育研究所セミナー」について

教育と医学、605号、92-95

実践障害児教育 ３６８号、10-11 学習
研究

特別支援教育コーディネーターって何？
実践障害児教育 ３６２号、26-29 学習
研究社

Study on Establishment of Interactions between Caregivers and
Children with Profound and Multiple Disabilities based on Joint
Attention(1999-2003)

NISE Newsletter Vol. 22、6-7.

肢体不自由教育、１６０、６５

後期中等教育段階における特別支援教育の課題と動向 障害児の授業研究91巻
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発表者
掲載・発表
年 月

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

柘植雅義，佐
藤克敏

H16.1

佐藤克敏 H15.8

滝坂信一 H15.4

滝坂信一 H15.4

滝坂信一 H15.4

滝坂信一 H16.2

滝坂信一 H15.8

當島茂登 Ｈ16．1

當島茂登 Ｈ16．1

當島茂登 Ｈ16．1

當島茂登 Ｈ16．1

徳永亜希雄 H15.10

徳永亜希雄 H15.12

１） H15.9
インターネット上の意見交換；特別支援教育の展開と課題－「今後
の特別支援教育の在り方について（最終報告）」をめぐって－

肢体不自由教育１６１号

教育におけるICF すべての人の社会10月号

運動に障害のある子どもの教育支援の充実と体系化に関する研究
－「開かれた学校づくり」と授業研究に焦点をあてて－

教育と医学１２月号（Ｎｏ．６０６）

「ファシリテーテッドコミュニケーション」「ソフトタチングアシスタンス」
「インリアル」

「はげみ 特集ことばを育てる」No.291、
p.51-52、日本肢体不自由児協会

韓国感覚運動治療研究会

肢体不自由教育１６４

実践集録第６号

子供も教師も感動する授業づくり

豊かなコミュニケーションを育むための支援の方法ームーブメントを
取り入れた支援のあり方ー

特別支援教室って何？ 実践障害児教育362巻

幅広い理解推進に向けて

創造性を活かした自立活動

発達遅滞児への運動教育（Movement Education）の評価法と指導
の実際

障害児の授業研究

障害児の授業研究9４巻

ノルウェイにおける特殊教育サポートシステム（翻訳）

養護学校の教育と展望 「特集・養護学
校のこれからの在り方」 No.129 p.10-
13，日本アビリティーズ協会/日本重複
障害教育研究会

ニュージーランドにおける特殊学校から巡回リソース教師モデルへ
の転換－学習及び行動に困難がある生徒への支援のために－（翻
訳）

養護学校の教育と展望 「特集・養護学
校のこれからの在り方」 No.129 p.14-
17，日本アビリティーズ協会/日本重複
障害教育研究会

諸外国における特殊教育学校の縮小とリソースセンター機能の開
発（解説）「万人のための学校」と特殊教育支援システムの構築

養護学校の教育と展望 「特集・養護学
校のこれからの在り方」 No.129 p.18-
20，日本アビリティーズ協会/日本重複
障害教育研究会

小中学校における支援ニーズと養護学校の支援資源の開発

養護学校の教育と展望 「特集・地域の
学校との連携－これからの養護学校に
期待されること」，p.9-12，日本アビリ
ティーズ協会/日本重複障害教育研究
会
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発表者
掲載・発表
年 月

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

西牧謙吾 Ｈ16．1

西牧謙吾 H15.12

西牧謙吾 H15.3

篁　倫子 H15.7

篁　倫子 H15.8

篁　倫子 H15.8

武田鉄郎 Ｈ16.1

海津亜希子 H15.7

海津亜希子 H15.10

海津亜希子，
鈴木慶子

Ｈ16.10

菅井裕行 H15.11

中澤惠江 Ｈ15.10

中澤惠江 Ｈ16.3

大崎博史 H16.2

実践障害児教育10月号．　学研，34-37LDの子どもの算数のつまずきを考える．

実践障害児教育　３月号．学研,34-37

自立活動の指導に関する実態調査から 月刊実践障害児教育,365,27

教育と医学、第５１巻１２号

LD，ADHD，高機能自閉症の理解と対応って何？

ＬＤ＆ＡＤＨＤ、Ｎｏ．８

実践障害児教育７　月号．学研，41-43

自閉症教育実践ガイドブック

発達の遅れと教育（551）：５４‐５５

地域保健がめざすものとコーディネーター機能

通常の学級におけるＬＤへの算数の支援

医学的理解と障害理解の見地から（第１章第１節）

校内支援体制って何？ 月刊実践障害児教育（362）：30～33

LD/ADHD/高機能自閉症のアセスメント 指導と評価　（５０）：４０～４３

「全国盲ろう教育研究会」の設立 ノーマライゼーション第２３巻１０号

高機能自閉・アスペルガー症候群領域における日本を代表する医
療関係者に聞く

病気の子どもとその周りの人々のためのデジタル絵本の研究開発 教育と医学607, 88-90.

「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」の概要

「盲ろう」重複に関する研究 特別支援教育，１３号

国立特殊教育総合研究所の平成１６年度特別支援教育コーディ
ネーター指導者養成講座でキーパーソンに

実践障害児教育，Vol.368
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掲載・発表
年 月

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

大崎博史 H16.2

大崎博史 H16.3

大柴文枝 H15.9

大柴文枝 H15.10

大柴文枝 Ｈ16.2

花輪敏男 H15.4

花輪敏男 H15.5

花輪敏男 H15.7

花輪敏男 Ｈ16.2

中村　均 Ｈ16.2

棟方哲弥 Ｈ16.3

棟方哲弥 Ｈ16.2

Munekata
Tetsuya

Ｈ16.3

Munekata
Tetsuya

Ｈ16.3

生徒指導５月号

行政の立場から（特殊学級） 障害児の授業研究２００４年春号

NISE Newsletter for Special Education
in Asia and the Pacific, No22,pp7-8,
2004.

特殊教育におけるICTを活用した教材・教具の開発

Exploratory study on "Alternative Reality" for children with
congenital blindness

小・中学校における特別支援教育コーディネーターの在り方

久里浜だより340　訪問教育の実際に関する実態調査

実践障害児教育　　Ｖｏｌ．３６４

第４９回和歌山県特殊教育研究大会海
南海草地方大会報告集

実践障害児教育, Vol.368,p. 27, 2004.

障害のある子どもの教材・教具の開発－国立特殊教育総合研究所
で行われた最近の研究から－

実践障害児教育　　Ｖｏｌ．３６３

特別支援教育ほっかいどう，第２号

教育と医学，No.610

自閉症児の協同的アセスメント～療育機関におけるふだんの活動
を材料にして～

教育と医学、第52巻２号

特別支援教育, No. 13,pp19-22, 2004.

自閉症児の協同的アセスメント・そのⅡ～保護者と共に行うアセスメ
ント～

特殊学級などに在籍する自閉症の子どもたちの指導および支援体
制

ＡＤＨＤの理解と指導

第23回アジア・太平洋特殊教育セミナー報告

教育相談の具体的実践 長野市教育相談室紀要　№１９

ＬＤ・ＡＤＨＤ～学校に求められる正しい理解と対処～ 学校経営　１６年３月号

A study visit to the UNESCO Institute for Information
Technologies in Education

NISE Newsletter for Special Education
in Asia and the Pacific, No22,p11,
2004.
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掲載・発表
年 月

発表論文等の標題 発表誌・巻号等

大杉成喜 Ｈ15.11

大杉成喜 Ｈ15.5

渡辺哲也 Ｈ15.11

藤芳衛, 渡辺
哲也

Ｈ16.3

１）渡邉章，他（コーディネーター），徳永豊，徳永亜希雄，他（順不同，参加者総数１５名）

現場特殊教育44号
2003年11・12月号
韓国特殊教育院発行

視覚障害情報処理技術の最新動向（2003年）視覚障害者のための
情報処理技術の研究動向

視覚障害, No.190, pp.39-54

日本の特殊教育現場のコンピュータ利用について（韓国語）

久里浜だより(329)
特殊教育における情報教育

教育と医学 第51巻5号
2003年5月号
慶應義塾大学出版会株式会社

ノーマライゼーション障害者の福祉,
Vol.23, No.11, pp.38-41

障害者のニーズと技術の整合を目指して―シンポジウム「こんなも
のが欲しい，福祉情報システム」の開催
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