
  
 

氏  名
ふ り が な

 石井
い し い

 智也
と も や

 職  名 講師 

取得学位 博士（教育学）・東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 

学  歴 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程発達支援講座 修了 

受賞歴等 

①社会事業史学会「第 11 回吉田久一研究奨励賞（研究助成）」受賞、研究課題「戦前の

東京市における初等教育の成立・拡充と「特別な教育的対応・配慮」に関する歴史的研

究」、2020 年 3 月 31 日。 

②2019 年度「日本特別ニーズ教育学会奨励賞」受賞、受賞論文：石井智也・髙橋智「明

治期の東京市における初等教育の普及と「貧困・児童労働・不就学 」問題への対応

―1900（明治 33）年の小学校令改正以降を中心に―」、2019 年 7 月 3 日。 

③日本子ども学会学術集会第 12 回子ども学会議「優秀発表賞」受賞、受賞研究：石井智

也・田部絢子・髙橋智「ケニアの知的障害児教育の実態と支援課題―JICA 青年海外協

力隊の障害児者支援事業から―」、2015 年 10 月 10 日。 

所属学会 
日本特別ニーズ教育学会、日本特殊教育学会、日本教育学会、社会事業史学会、日

本教育史学会、日本教育史研究会、日本子ども学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2022 年：特別支援教育（幼・小）、特別支援教育（中・高）、知的障害児の心理・生理・病理、発達障

害児の心理・生理・病理、発達障害児教育総論、重複障害児教育総論、特別支援教育セミナ

ー、特別支援教育実習、子どもの発達支援 

2021 年：特別支援教育（幼・小）、特別支援教育（中・高）、知的障害児の心理・生理・病理、発達障

害児の心理・生理・病理、発達障害児教育総論、重複障害児教育総論、特別支援教育セミナ

ー、特別支援教育実習 

 

研 究 活 動 

（著書等） 

・石井智也（2021）「教育支援委員会（就学指導委員会）」「校内員会」、細尾萌子・柏木智子編集代表『小学

校教育用語辞典』ミネルヴァ書房、p.28。 

・髙橋智・石井智也・能田昴（2020）児童養護施設における子どもの「育ちと発達の困難」と困難・支援ニ

ーズ―子どもの「語り・つぶやき」からさぐる―、日本特別ニーズ教育学会編（髙橋智・加瀬進監修）

『現代の特別ニーズ教育』文理閣。 

 

（論文等） 

・石井智也・髙橋智（2022）戦前の青年学校における勤労青年の多様な困難に応じた配慮・対応の取り組

み、『東海学院大学研究年報』第 7 号、pp.97-114。 

・石井智也・能田昴・田部絢子・髙橋智（2022）デンマークにおけるコロナ禍と子どもの「いのち・生活・



  
 

発達の危機」に関する動向、『東海学院大学研究年報』第 7 号、pp.115-123。 

・池田敦子・田部絢子・石井智也・内藤千尋・能田昴・石川衣紀・柴田真緒・髙橋智（2022）スウェーデン

における病気の子どもの特別教育システムと支援の実際、『東海学院大学研究年報』第 7 号、pp.65-81。 

・田部絢子・石井智也・内藤千尋・石川衣紀・能田昴・池田敦子・髙橋智（2022）フィンランドにおける国

立特別教育研究機関と国立特別学校の役割―国立学習支援研究センターValteri と併設国立特別学校 Ruskis

の訪問調査から―、『金沢大学人間社会研究域学校教育系紀要』第 14 号、pp.61-71。 

・石川衣紀・田部絢子・石井智也・内藤千尋・能田昴・柴田真緒・池田敦子・髙橋智（2022）デンマークに

おける肢体不自由（運動障害）教育システムの動向―インクルーシブ教育における肢体不自由（運動障

害）特別学校・学級の意義と役割―、『長崎大学教育学部紀要』第 8 号、pp.59-74。 

・石川衣紀・田部絢子・石井智也・内藤千尋・能田昴・髙橋智（2022）アイスランドの特別ニーズ教育と発

達支援の政策動向―アイスランド教育科学文化省と保健省の訪問調査から―、『長崎大学教育学部紀要』

第 8 号、pp.43-58。 

・髙橋智・能田昴・石川衣紀・石井智也・田部絢子（2022）北欧諸国のコロナ禍における子どもの発達危機

と発達支援に関する動向―ノルウェー・フィンランドを中心に―、『日本大学文理学部人文科学研究所紀

要』第 103 号、pp.135-147。 

・髙橋智・田中謙・西牧謙吾・田部絢子・石井智也・池田敦子・内藤千尋・能田昴・石川衣紀・柴田真緒

（2022）特別支援学校の自立活動に関する動向と課題―「肢体不自由・病弱」領域を中心に―、『現代教

育改革の理念と実践に関する研究―日本大学文理学部人文科学研究所共同研究（第四次報告書）―』、

pp.25-30。 

・髙橋智・田中謙・西牧謙吾・田部絢子・石井智也・池田敦子・内藤千尋・能田昴・石川衣紀・柴田真緒

（2022）特別支援学校の自立活動に関する動向と課題―「知的障害」領域を中心に―、『現代教育改革の

理念と実践に関する研究―日本大学文理学部人文科学研究所共同研究（第四次報告書）―』、pp.31-36。 

・内藤千尋・田部絢子・石井智也・能田昴・石川衣紀・髙橋智（2022）スウェーデンにおける多様な発達困

難を有する子ども・若者の発達支援―「BRIS（Barnens Rätt I Samhället：社会における子どもの権利）」

の訪問調査から―、『山梨大学教育学部紀要』第 32 号、pp.51-61。 

・内藤千尋・田部絢子・石井智也・石川衣紀・能田昴・池田敦子・髙橋智（2022）スウェーデンにおける精

神障害者の地域ケア―精神障害当事者支援組織「フォンテンヒュス・フェンダール支部（Fontänhus 

Sköndal）」の訪問調査から―、『山梨大学教育学部紀要』第 32 号、pp.39-50。 

・石井智也・田部絢子・髙橋智（2021）戦前の東京市における肢体不自由児教育救済事業と日本最初の肢体

不自由特別学校「東京市立光明学校」の開設、『東海学院大学紀要』第 15 号、pp.89-99。 

・石井智也・石川衣紀・田部絢子・池田敦子・髙橋智（2021）スウェーデンにおけるインクルーシブ教育と

肢体不自由（移動障害）教育の動向、『東海学院大学紀要』第 15 号、pp.79-88。 

・能田昴・田部絢子・石井智也・内藤千尋・石川衣紀・池田敦子・髙橋智（2021）スウェーデンの知的障害

特別学校と障害の重い子どもの教育―ストックホルム市のモッカシネン特別基礎学校の訪問調査から―、

『尚絅学院大学紀要』82 号、pp.83-96。 

・田部絢子・石井智也・石川衣紀・内藤千尋・能田昴・池田敦子・髙橋智（2021）スウェーデンにおけるイ

ンクルーシブ教育と知的障害特別高校の意義・役割―ストックホルムの聖エリク特別高校の訪問調査から



  
 

―、『尚絅学院大学紀要』第 82 号、pp.97-109。 

・髙橋智・石川衣紀・田部絢子・石井智也・能田昴・内藤千尋・池田敦子・柴田真緒・田中裕己（2021）ス

ウェーデンにおけるインクルーシブ教育と知的障害特別学校の役割―ストックホルム市の二つの基礎特別

学校の訪問調査から―、『日本大学文理学部人文科学研究所紀要』第 102 号、pp.183-193。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2021）ス

ウェーデンにおける障害者の学び直しと生涯学習・発達の保障―「ヴェスタンヴィーク聴覚障害国民大学

（Västanviks folkhögskola）」の訪問調査から―、『長崎大学教育学部教育実践研究紀要』第 20 号、pp.1-

10。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・石井智也・能田昴・髙橋智（2021）スウェーデンにおける子ども病院と

病院内教育の実際―ストックホルム市「サックス子ども病院」の訪問調査から―、『長崎大学教育学部教

育実践研究紀要』第 20 号、pp.11-19。 

・能田昴・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・髙橋智（2021）スウェーデン

における障害者雇用・就労支援の動向―国営企業「サムハル（Samhall AB）」への訪問調査から―、『尚絅

学院大学紀要』81 号、pp.77-84。 

・石井智也・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・柴田真緒・能田昴・髙橋智（2021）フィンランド

における知的障害・自閉症等の重度障害を有する子どもの短期・一時ケア施設と「生活と発達」の支援―

ヴァンター（Vantaa）市の「アルマ（Alma）」への訪問調査を通して―、『尚絅学院大学紀要』第 81 号、

pp.69-76。 

・石井智也・田部絢子・石川衣紀・能田昴・髙橋智（2021）デンマークにおける特別学校（知的障害・自閉

症）の役割－Brøndagerskolen 特別学校と Grydemoseskolen 併設 TeamV 特別学校の訪問調査から－、『日

本福祉大学スポーツ科学論集』第 4 号、pp.99-105。 

・石井智也・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2021）ス

ウェーデンにおける発達障害当事者組織による当事者支援－発達障害当事者組織「Attention」への訪問調

査を通して－、『日本福祉大学スポーツ科学論集』第 4 号、pp.93-97。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2021）ス

ウェーデンの特別教育における専門行政機関の役割―「特別ニーズ教育庁」の訪問調査から―、『長崎大

学教育学部紀要（教育科学）』第 85 号、pp.85-93。 

・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2021）ス

ウェーデンの就学前学校におけるアレルギー対応支援―マルメ市の「アレルギー専用就学前学校

(Anggardens Allergiforskola)」への訪問調査から―、『金沢大学人間社会研究域学校教育系紀』第 13 号、

pp.115-123。 

・石井智也・髙橋智（2020）昭和初期における東京市教育局の教育改善事業と多様な困難を抱えた子どもの

特別学級編制、『SNE ジャーナル』第 24 巻 1 号、pp.66-83、日本特別ニーズ教育学会（査読有）。 

・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・石井智也・池田敦子・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2020）北

欧と日本の児童虐待防止システムの実態と課題に関する比較調査研究 ―北欧の「子どもの虐待防止支援

センターBarnahus」を中心に―、『未来教育研究所紀要』第 8 巻、pp.13-22。（査読有） 

・内藤千尋・田部絢子・石川衣紀・石井智也・池田敦子・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙橋智（2020）フ



  
 

ィンランドにおける多様な発達困難を有する若者支援の動向―「ユースセンター」の訪問調査から―、

『教育総合研究』第 4 号、pp.109-116。 

・石井智也・髙橋智（2020）総力戦体制下の初等教育改革と養護学級・学校の制度化―国民学校令（1941

年）の制定を中心に―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系』第 71 集、pp.207-232。 

・髙橋智・石井智也・田部絢子・石川衣紀・能田昴・内藤千尋（2020）デンマークにおける重度障害の子ど

も・若者の生活ケアと発達支援―コペンハーゲンの重度障害居住施設「障害児センター・白鳥の家」の訪

問調査から―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系』第 71 集、pp.149-159。 

・石川衣紀・内藤千尋・田部絢子・石井智也・能田昴・柴田真緒・池田敦子・田中裕己・髙橋智（2020）北

欧における子どもの虐待と「子ども虐待防止支援センター（Barnahus）」の取り組み―デンマーク・フィ

ンランドへの訪問調査から―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系』第 71 集、pp.177-191。 

・石井智也（2019）明治・大正期の東京市における初等教育の成立・普及と「特別な教育的対応・配慮」に

関する歴史的研究（博士学位論文）、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（査読有）。 

・髙橋智・石井智也・能田昴（2019）家族、学校生活に嫌悪や不安―児童養護施設における発達の困難と支

援ニーズ（下）―、『内外教育』第 6740 号、pp.10-13、時事通信社。 

・髙橋智・石井智也・能田昴（2019）子どもの「語り・つぶやき」から探る―児童養護施設における発達の

困難と支援ニーズ（上）―、『内外教育』第 6739 号、pp.6-9、時事通信社。 

・石井智也・髙橋智（2019）1900 年代の東京市における「特殊小学校」「特殊夜学校（夜間小学校）」の開

設と子どもの「貧困・児童労働・不就学」への対応、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 70 集、

pp.311-343。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・石井智也・能田昴・柴田真緒・髙橋智（2019）北欧における発達障害等

を有する子どもの発達支援の取り組み―スウェーデンとアイスランドの医療機関・発達支援機関への訪問

調査から―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 70 集、pp.247-264。 

・内藤千尋・田部絢子・石川衣紀・石井智也・能田昴・柴田真緒・神長涼・髙松健太・髙橋智（2019）北欧

における子どもの虐待と権利擁護センターの取り組み―スウェーデン・アイスランド・ノルウェーへの訪

問調査から―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 70 集、pp.265-279。 

・石井智也・石川衣紀・髙橋智（2018）明治期の東京市における初等教育の普及と「貧困・児童労働・不就

学」への問題への対応―1900（明治 33）年の小学校令改正以降を中心に―、『SNE ジャーナル』第 24 巻

1 号、pp.66-83、日本特別ニーズ教育学会（査読有）。 

・石井智也・石川衣紀・髙橋智（2018）戦前の東京市における子どもの「貧困・児童労働・不就学」の実態

と教育対応―1900 年小学校令改正までの多様な初等教育機関（私立小学校・小学簡易科・夜学校等）を

中心に―、『学校教育学研究論集』第 38 号、pp.27-41、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（査読

有）。 

・髙橋智・田部絢子・石井智也・能田昴（2018）子どもの権利擁護センターの取り組み―北欧における子ど

も・若者の特別ケアの動向㉕―、『内外教育』第 6691 号、pp.12-15、時事通信社。 

・髙橋智・田部絢子・石井智也・石川衣紀（2018）「補助器具センター」と障害者の生活支援―北欧におけ

る子ども・若者の特別ケアの動向㉒―、『内外教育』第 6685 号、pp.14-17、時事通信社。 

・髙橋智・田部絢子・内藤千尋・石川衣紀・石井智也（2018）フィンランドの刑務所での発達支援―北欧に



  
 

おける子ども・若者の特別ケアの動向⑯―、『内外教育』第 6666 号、pp.12-15、時事通信社。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・石井智也・能田昴・柴田真緒・髙橋智（2018）エストニアにおける「う

つ・自傷・拒食・薬物依存・愛着障害・発達障害」等の不適応・発達困難を有する子どもの発達支援―タ

リン子ども病院「子どもの心の健康センター」の調査から―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第

69 集、pp.45-56。 

・髙橋智・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・石井智也・能田昴・柴田真緒（2018）スウェーデンの高校教育

とインクルーシブ教育―ダーラナ県の高校特別教育プログラム・特別高校の調査から―、『東京学芸大学

紀要総合教育科学系Ⅱ』第 69 集、pp.35-43。 

・髙橋智・田部絢子・石井智也・能田昴（2018）スウェーデンの高校とインクルーシブ教育―北欧における

子ども・若者の特別ケアの動向③―、『内外教育』第 6638 号、pp.12-15、時事通信社。 

・池田敦子・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・神長涼・石井智也・髙橋智（2017）大学の教職課程における

発達障害学生支援と合理的配慮、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 68 集、pp.125-133。 

・石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・石井智也・能田昴・柴田真緒・髙橋智（2017）スウェーデンにおける病

院内保育とホスピタルプレイセラピー―カロリンスカ大学病院アストリッド・リンドグレーン子ども病院

の調査を中心に―、『東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 68 集、pp.115-124。 

 

（その他） 

・科研費 17H07227：2017～2018 年度研究活動スタート支援「戦前の東京市における教育救済事業と特別学

級編制に関する歴史的研究」 

 

 

社 会 活 動 

・日本語を母語としない中学生のための教科学習支援「わかくさ教室（関市市民協働課の所轄による国際交

流協会の事業として 2018 年 5 月に開設された、ボランティアによる教科学習支援教室）」大学生サポータ

ー指導（2021 年度～現在）。 

・日本特別ニーズ教育学会 理事（2019 年 10 月～現在）。 

・令和 3 年度岐阜県民間保育園・認定こども園連盟「家庭や地域の子育て力向上のための保育実践モデル事

業」研修講師（2021 年 4 月～2022 年 3 月） 

・2019 年度障がい者スポーツ指導者養成講習会・研修会講師「障がい各論（知的障がい）」（2019 年）。 

・教員免許状更新講習講師「特別支援教育の理解と教育実践のあり方」（日本福祉大学）（2017 年～2021

年）。 

・独立行政法人国際協力機構（JICA）青年海外協力隊としてケニアの知的障害・肢体不自由児特別学校（ナ

クル・ヒルズ特別学校）教員に派遣（2013 年 10 月～2015 年 9 月）。 

 


