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ナガサワマサキ

〔氏 名〕 長 澤 正 樹 NAGASAWA Masaki

〔性 別〕 男

〔生年月日〕 1958年 8月 3日生

〔職 名〕 教授 2009年 10月就任

新潟大学大学院教育実践学研究科(教職大学院)

新潟大学教育・学生支援機構キャンパスライフ支援部門

副部門長 2020年４月就任

〔連絡方法〕 ℡ 025-262-7228

090-4629-1400

Ｅﾒｰﾙ mnagasawa@ed.niigata-u.ac.jp

〔最終出身校〕① 1981.3 新潟大学教育学部卒業

② 1987.3上越教育大学大学院学校教育研究科修了

〔学 位〕 教育学修士（上越教育大学） 1987.3

〔経 歴〕 岩手県立一関養護学校教諭 (1981.4～ 1985.3)

岩手県立花巻養護学校教諭 (1987. 4～ 1994.3)

岩手県立久慈養護学校教諭 (1994. 4～ 1997.3)

新潟大学教育学部講師 (1997.4～ 1999.3)

新潟大学教育学部准教授(助教授) (1999.4～ 2009.9)

新潟大学教育学部教授 (2009.10～現在)

新潟大学教育学部附属特別支援学校校長

(2011.４～ 2015.3)

新潟大学教育・学生支援機構学生支援センター障がい

学生支援部門長 (2014.4～ 2020.3）

新潟大学教職大学院 教授 (2016.4～現在)

新潟大学キャンパスライフ支援センター副センター長

(2020.4～現在)

〔専門分野〕 特別支援教育学

〔研究課題〕 特別な支援を要する子ども(人)の指導(支援)と自立

① 課 題： 発達障害等特別な支援を要する子どもの指導法
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キーワード： 問題行動、読み書き指導、言語訓練、社会的適応スキル

研究形態 ： 国内共同研究

② 課 題： インクルーシブ教育と特別支援教育

キーワード： インクルーシブ教育、個別教育計画（IEP）、個別の教育支援計画、

合理的配慮

研究形態 ： 国内共同研究

③ 課 題： 発達障害のある子ども(人)の自己決定支援

キーワード： 自己管理、自己解決、自己評価、自己認知

研究形態 ： 国内共同研究

④ 課 題： ASD成人の自己認知と就労支援

キーワード： ASD、自己認知、認知行動療法、就労支援プログラム

研究形態 ： 国内共同研究

⑤ 課 題： 学校教育における教育相談

キーワード： いじめ、不登校、虐待、非行、問題行動

研究形態 ： 国内共同研究

② 課 題： 障害のある子どもの家族支援

キーワード： 親支援プログラム、きょうだい支援

研究形態 ： 国内共同研究

〔所属学会〕

① 日本特殊教育学会

特殊教育学研究、Journal of Special Education Research 編集常任委員、編集委員

② 日本発達障害学会

発達障害研究編集委員

③ 日本 LD学会

LD学会代議員、LD研究編集委員

④ 発達障害支援システム学会

発達障害支援システム学研究編集委員、評議委員

⑤ 日本矯正教育学会

＜資格等＞

・特別支援学校教員専修免許状

・上級教育カウンセラー

・特別支援教育士スーパーバイザー

・ガイダンスカウンセラー

＜その他＞

特別研究員等審査会専門委員および国際事業委員会書面審査委員(平成２４年度から２５年

度)



- 3 -

日本特殊教育学会第 54回大会準備委員長

＜県や市町村の委員会＞

(現在)

・特別支援教育総合研究所 令和３年度重点課題研究 「通常の学級における多様な教

育的ニーズのある児童生徒の教科指導上の配慮に関する研究」 の研究協力者

・新潟県新しい特別支援学校づくり検討委員会委員長

・新潟県特別支援学校就労支援検討委員会委員長

・新潟県高等学校通級による指導検討委員会委員長

・新潟県発達障害者支援整備検討委員会委員長

・新潟市就学支援委員会委員長

・新潟市就学支援委員会通級指導部会会長

・新潟市発達障がい者支援体制整備検討委員会

・新潟市特別支援教育推進体制事業運営会議委員長

・新潟市街づくり条例推進会議会長

・長岡市就学支援委員会委員

・長岡市保育園巡回相談員

・燕市療育支援専門部会会長

・小千谷市就学支援委員会委員

・魚沼市就学支援委員会委員

・出雲崎町就学支援委員会委員長

・五泉市教育相談員

・阿賀野市こころとことばの教室スーパーバイザー

(過去)

・(仮称)障がいのある人もない人も一人一人が大切にされいかされる新潟市づくり条例

検討委員会座長

・文部科学省中央教育審議会専門委員

・文部科学省教育課程等研究協議会軽度発達障害分科会助言者

○カウンセラー関係

・新潟市教育委員会スクールカウンセラー

・新潟市教育相談センタースーパーバイザー

(過去)

・新潟市いじめカウンセラー
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＜著書等＞

『子どもの問題行動へのエビデンスある対応術-ケースで学ぶ応用行動分析学-』、単著、

2022.6、明治図書

『教育課題解説ハンドブック』、共著、2020.12、ぎょうせい

『特別支援教育ハンドブック』、共著、2019.9、第一法規

『子供が学びを深める授業－新学習指導要領でめざす授業作りと発達障害通級指導の実

践事例』、共著、2018.11、ジアーズ教育新社

『特別支援教育の授業の理論と実践 通常学級編 ー合理的配慮からユニバーサルデザ

インの授業づくりへ』、共著、2018.4、あいり出版

『わかりやすく学べる特別支援教育と障害児の心理・行動特性』、共著、2018.4、北樹

出版

『事例研究』、共著、2017.4、公益財団法人 日本知的障害者福祉協会

『問題行動！ クラスワイドな支援から個別支援へ－インクルーシブ教育システムの構

築に向けて』、共著、2017.1、川島書店

『キーワードで読む 発達障害研究と実践のための医学診断／福祉サービス／特別支援

教育／就労支援』、共著、2016.1、福村出版

『改訂版 はじめての特別支援教育』、共著、2014.12、有斐閣

『特別支援教育 意欲をはぐくむ授業 授業づくりの五つの視点』、共著、2013.10、ジ

アーズ教育新社

『KABC-Ⅱ』 協力者、2013.8、丸善

『知的障害教育における専門性の向上と実際』、共著、2012.7、ジアーズ教育新社

『現代のエスプリ 8月号 特別支援教育』、共著、2011.7、ぎょうせい

『初めての特別支援教育』、共著、2010.3、有斐閣

『ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム 111』、単著、2009,9、学苑
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社

『発達障害の子どもを育てる家族への支援』、共著、2007.11、金子書房。柘植雅義､長

澤正樹他

『知的障害援助専門員養成通信教育テキスト 2007 ③事例研究』、共著、2007.7、財団法

人日本知的障害者福祉協会

『中学・高校における LD・ADHD・高機能自閉症等の指導』、共著、2007.1、東洋館出

版社、◎柘植雅義、秋田喜代美・長澤正樹他

『スクリプトによる社会的スキル発達支援』、共著、2006.11、川島書店、長崎勤、佐竹

真次・長澤正樹他

『増補改訂版 LD・ADHD＜ひとりでできる力＞を育てる指導法』、共著、2006.5、川島

書店、◎長澤正樹、増澤菜生、松岡勝彦他

『こうすればできる問題行動対応マニュアル－ ADHD・LD・アスペルガー障害・高機

能自閉症の理解と支援』、共著、2005.5、川島書店、◎長澤正樹、関戸英紀、松岡勝彦他

『特別支援教育ハンドブック』、共著、2005.4、第一法規、特別支援教育研究会編

『特別支援教育を支える行動コンサルテーション』、共著、2004.9、学苑社、◎加藤哲

文。大石幸二、松岡勝彦、長澤正樹他

『LD・ADHD ＜ひとりでできる力＞を育てる指導法』、共著、2003.4、川島書店、◎長

澤正樹、増澤菜生、松岡勝彦他

『はじめての特別なニーズ教育』、共著、2000.6、川島書店、◎高山佳子、関戸英紀、

長澤正樹他

『スクリプトによるコミュニケーション指導』、共著、1998.5、川島書店、◎長崎勤、

佐竹真次、宮崎眞、長澤正樹他

＜学術論文等＞

『特別支援教育と多様性への取組』、単著、2023.3、心と社会,54(1),78-83.

『多様性と個々の学習を保障するインクルーシブ教育』、単著、2023.1、子ども環境学会Web

マガジン https://magazine.children-env.org/?p=994
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『問題行動のある子供をみとる「応用行動分析学」ー記録をとることからはじめようー』、

単著、2022.11。特別支援教育の実践情報、39（1）、14-15．

『多様性と自己理解』、単著、2022.8。LD研究、31（3）、189．

『長澤版 発達障害・知的障害のキーワード』、単著、2022.4～ 2023.1。発達教育、41(4)

～ 42（1）

『非随伴性強化による学校教育現場の問題行動への対応－授業中の問題行動、抜毛症、演

技性パーソナリティー障害』、単著、2021.11。日本行動教育・実践研究,41,27-32.

『分析→検討→対応で進める子どもの問題行動へのエビデンスある対応術』、単著、2021.4

～ 2022.2、特別支援教育の実践情報、201～ 206．２頁×６(回)

『素行症、ギフテッド、学習困難』、単著、2020.10.、日本行動教育・実践研究,40,15-22.

『その子のために 10分の時間を』、単著、2020.10．、発達教育,39(10),3.

『問題行動への対応』、単著、2020.4 ～ 、発達教育,39(4)～

『地域児童生徒・障害支援のためのパソコン教室における光学式ウェアラブル心拍計とオ

ノマトペを用いた ストレス因子に着目したボランティア支援』、共著、2020.3、長岡技術

科学大学教職課程年報,6,63-77.

『セルフアドボカシーの支援を目的にした客観的情報を含む ICF-CY 則った e ポートフォ

リオ』、共著、2020.2、電子情報通信学会

『HSP、起立性調節障害、窃盗症への対応－自己解決法と行動管理の適用』、単著、2019.10、

日本行動教育・実践研究,39,17-24.

『自己理解：自分のことを理解する』、単著、2019.3、発達教育,38(4),4-11.

『多様性と学習のユニバーサルデザイン』、単著、2019.3、中学校,786,12-15.

『機能的アセスメントを活用した教員研修に関する予備的研究－「特別支援教育の事例

研究」受講生による支援の実際とその後の日常業務への効果の検証－』、共著、2018.10、

日本行動教育・実践研究,38,15-26.

『通常の学級における特別な対応とをの保障～合理的配慮と個別の教育支援計画を中心
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に～』、単著、2018.10、特別支援教育研究,735,2-6.

『特殊教育、特別支援教育、インクルーシブ教育システム、インクルーシブ教育』、単

著、2017.12、信濃教育,1578,1-8頁

『特殊教育、特別支援教育、インクルーシブ教育システムー特別支援学校のカリキュラ

ムと交流及び共同学習の変遷』、単著、2017.11、新潟大学教育学部紀要,10(1),9-16.

『ASD のある子どもの保護者に対するビデオフィードバックを用いた支援』、共著、

2017.3、日本行動教育・実践研究,37,18-31.

『子どもが課題に注目して最後まで取り組める「三層モデル」の支援』、単著、2017.5、

実践障害児教育、45(6),10-14.

『中学校全体で取り組むユニバーサルな支援－ UP、UDL、CWSST の実践を通して』、

共著、2016.9、日本行動教育・実践研究，36.28-38．

『知的障害の生徒を対象にタブレットを活用したソーシャルスキルトレーニングの効果-

ビデオモデリングとビデオセルフモニタリング』、共著、2016.9、日本行動教育・実践研

究、36，21-27．

『発達障害特性を示す非発達障害グループ －反応性アタッチメント障害、外傷性発達

障害、２ E、貧困による影響』、単著、2015.11、新潟大学教育学部紀要,18(1),25-32.

『インクルーシブ教育システム構築における合理的配慮』、単著、2015.11、新潟県教育

総合研究センター(新潟総研) 第 1 研究委員会 インクルーシブ教育研究委員会報告書

,3-12.

『読み障害の児童に対する読みの流暢性と内容理解を高めるための ICT を用いた指導

－通常学級における合理的配慮としての利用の検討－』、共著、2015.10、日本行動教育・

実践研究,35,25-32.

『中学校社会科の授業における自己評価授業モデル導入と小集団による特別な対応の有

効性－学習困難生徒への段階的な介入－』、共著、2015.10、日本行動教育・実践研究、

35,17-24.

『子どもの泣き・騒ぎへの対応』、単著、2015.8、発達教育、34(8)、4－ 11．

『問題行動を示す児童生徒を対象としたユニバーサルプログラムによる行動介入：クラ

スワイドな積極的行動支援』、単著、2014.11、新潟大学教育学部研究紀要､ 7(1)､ 15-22.
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『協働で子育てをする保護者との連携のコツ』、単著、2014.11、実践障害児教育,498,12-14.

『知的障害のある成人を対象としたスクリプトによる自発的な雑談スキル獲得訓練－ス

マートフォンの活用を通して』、共著、2014.3、日本行動教育・実践研究、(34)、14－ 21．

『インクルーシブ教育システムの構築に向けて』、単著、2014.8、実践障害児教育研究、8

月号、16.

『社会科の学力向上を目的とした学習活動と内容理解の自己評価シートの導入－特別な

教育的ニーズのある生徒が在籍する中学校通常学級の全生徒を対象に－』、共著、2013.8、

LD研究、22(3)、302－ 311．

『高機能自閉症の生徒を対象としたスクリプトによる会話スキル獲得訓練－高齢者施設

利用者との日常会話を想定して』、共著、2013.8、日本行動教育・実践研究、(33)、1－ 7．

『ビデオセルフモデリングによる望ましい行動の肯定的振り返りの有効性－中学生を対

象とした発達障害通級指導教室での実践』，共著、2013.8、日本行動教育・実践研究、(33)、8

－ 14．

『特殊教育から特別支援教育へ』、単著、2012.11，新潟県教育総合研究センター第１研

究委員会インクルーシブ教育研究委員会報告書 3-9．

『アスペルガー障害のある児童に対してビデオによるセルフモニタリングを用いた会話

スキルの指導』、共著、2012.9，◎若林育子・長澤正樹、日本行動教育・実践研究、32，22-27

『知的障害のある子どもと関わる大人が知っておきたいこと、配慮したいこと』、単著、

2012.8. 発達教育、31(9),4-11.

『ユニバーサルデザインを基本にした特別支援教育とは？－学級全体と個々に応じた教

育の見極めを！』、単著、2012.7．健、41(5)、23-28．

『子どもの問題行動に対する学校の支援』、単著、2012.4，教育と医学、707，20-27．

『広汎性発達障害者のソーシャルスキル認識の解明と自己評価プログラムの開発』、共

著、◎有川宏幸、長澤正樹、2012.3、平成 21 年度～平成 23 年度科学研究費補助金 基

盤研究 C 研究成果報告 書

『発達障害のある中学生への個人告知に関する調査－発達障害親の会保護者へのアンケ

ートを通して－』共著、2011,6. 日本行動教育・実践研究,31,33-38.
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『新潟大学方式親のスキル訓練プログラム（Niigata University Parenting Skills Training

Program: 通称 NIP- SKIP）の有効性と子どもの問題行動改善にかわる要因の分析(2)‐

アドバイザーが作る個別の指導計画の適用』単著、2011.3 新潟大学教育学部研究紀

要,3(2),171-176.

『個別の指導計画作成と評価への本人参加の有効性-発達障害のある中高生を対象に』
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