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口頭発表                                                            

発表者氏名 タイトル名 学会名等 年月日 場所 

北村弥生 一人ぼっちをつくらない 新所沢地域福祉

協議会 

2012-10-01 埼玉 

Kitamura,Y., 

Abe, Y., 

Shirai, K. 

Kawamura,H 

Compilation of 

“ Disaster Prevention 

Handbook for People with 

Autism” and its Use in 

the Great East Japan 

Earthquake 

Rehabilitation 

International 

2012-10-31 Inchon, 

Korea 

北村弥生 災害時要援護者支援につ

いて 

所沢市ボランテ

ィア福祉協議会 

2013-01-16 埼玉 

Kitamura, Y Good practices of 

disaster preparedness 

for persons with 

disabilities 

Japan-U.S. 

workshop of the 

support of 

persons with 

disabilities 

in case of 

disasters 

2013-03-11 Washington 

D.C., 

U.S.A. 

北村弥生, 白神

晃子 

地域における障害者の災

害準備と意識 

日本保健医療社

会学会 

2013-5-18/19 埼玉 

前川あさ美 子どもの心的外傷・ＰＴＳ

Ｄ症状と対応のポイント 

横浜リハビリテ

ーションセンタ

ー 

2012-11-08 横浜 

前川あさ美 発達障害への理解と支援 京都教育大学 2012-12-15 京都 

前川あさ美 発達障害と震災 宮城県仙台市発

達障害支援セン

ター「えくぼ」 

2013-02-27 

2013-03-10 

宮城 



112 
 

前川あさ美、深

井敏行、野末武

義 

震災後の社会における子

どもの発達と支援「震災体

験と子どもの発達支援」 

日本発達心理学

会大会 

2013-03-16 名古屋 

Kawamura, H Accessiblity and 

Technologies 

High-level 

Meeting of the 

General 

Assembly o 

Disability and 

Development 

2012-09-12 New York, 

U.S.A. 

Kawamura, H Technologies for 

disaster preparedness by 

persons with 

disabilities 

Japan-U.S. 

workshop of the 

support of 

persons with 

disabilities 

in case of 

disasters 

2013-03-11 Washington 

D.C., 

U.S.A. 

細川淳嗣、深津

玲子、斗内沢邦

男、東江浩美、

鈴木繭子、北村

弥生 

大災害時における特別な

支援ニーズを持った被災

者に対する情報提供に関

するプロジェクト 

東日本大震災ビ

ッグデータワー

ク シ ョ ッ プ 

Project 311 報

告会 

2012-10-28 東京 

細川淳嗣, 深津

玲子, 斗内沢邦

男, 東江浩美, 

鈴木繭子, 北村

弥生 

大規模災害時における特

別な支援ニーズを持つ人

への情報提供のあり方の

検討 

情報処理学会 2013-3-8 宮城 

東江浩美 災害時の発達障害児・者支

援 

平成24年度第1

回発達障害者支

援センター職員

研修会 

2012-05-14 東京 

東江浩美、鈴木

さとみ、金樹英 

学校の災害時対応におけ

る発達障害児・者支援に求

められること 

東京都立桐ヶ丘

高校前期校内研

修会 

2012-05-31 東京 

東江浩美、鈴木

繭子 

災害時の発達障害児・者支

援について 

埼玉県発達障害

児・者災害支援

2013-01-28 埼玉 
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研修会 

東江浩美 災害時支援について. 発達障害者支援

関係報告会 

2013-03-01 東京 

北村弥生, 白神

晃子 

地域における障害者の災

害準備と意識 

日本保健医療社

会学会 

2013-5-18/19 埼玉 

北村弥生 災害時要援護者支援 埼玉県所沢市民

生委員福祉部会 

2013-07-22 埼玉 

北村弥生、高橋

競 

災害時要援護者支援と排

泄 

埼玉県所沢市地

域防災訓練 

2013-08-31 埼玉 

北村弥生、高橋

競 

災害時要援護者支援と排

泄 

新所沢 UR い

きいきサロン 

2013-09-18 埼玉 

北村弥生 災害時要援護者支援 埼玉県所沢市山

口地区民生委員

福祉部会 

2013-10-19 埼玉 

北村弥生 東日本大震災前後の南関

東の盲ろう者による情報

入手量の変化 

日本災害情報学

会 

2013-10 群馬 

北村弥生 盲ろう者に対する宿泊施

設での平日夜間支援の効

果 

日本心理学会と 2013-09-11 神奈川 

北村弥生、我沢

賢之、小佐々典

靖、河村宏 

北海道浦河郡浦河町の社

会福祉法人による災害時

要援護者支援先進例と課

題 

日本障害学会 2013-10 東京 

福田暁子、北村

弥生 

呼吸器利用・電動車いす利

用で単身生活を行う盲ろ

う者の自助による災害時

対策 

日本障害学会 2013-10  

北村弥生、本多

康生、小佐々典

靖、我沢賢之、

東修司 

宮城県南三陸町における

災害時要援護者支援体制

と東日本大震災での経験 

Pacific Rim 

International 

Conference on 

Disability and 

DIversity 

2014-05-19 米国ハワイ

州（ホノル

ル） 
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前川あさ美 子どもの心の SOS への支

援.  

宮城県気仙沼市

特別支援教育コ

ーディネーター

連絡協議会(宮

城県発達障害拠

点事業) 

2013-08 宮城 

前川あさ美 傷ついた子どもの心の支

援 

東京都昭和女子

大学初等教育学

科 特殊研究講

座 

2013-09 東京 

前川あさ美 相談・面接技術研修. 岩手県障害者地

域生活支援事業

連絡協議会 

2013-10 岩手 

前川あさ美 発達に課題がある子ども

への対応―理解と支援の

視点― 

東京都小金井市

立小金井第二小

学校生活指導全

体会 

2013-10 東京 

前川あさ美 相談・面接技術研 岩手県障害者地

域生活支援事業

連絡協議会 

2013-12 岩手 

前川あさ美 発達障害と震災 宮城県石巻市通

所施設「かもめ

園」 

2014-03-10 宮城 

Kawamura, H. Lessons learned from 

March 11, 2011 

Japan-U.S. 

workshop of the 

support of 

persons with 

disabilities 

in case of  

disasters 

2013-09-24 Washington 

D.C., USA. 

Kawamura, H. 

Hamada, M. 

Accessibility 

requirements of tsunami 

evacuation manuals.  

NAPSIPAG’s 

10th 

International 

Conference/ 

2013-10. New Delhi, 

India, 
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Workshop,  

Kitamura Y, 

Honda Y 

The experiences of 

support for persons with 

special needs in the area 

affected by the Great 

East Japan Earthquake: 

Cases in Minami-Sanriku, 

Miyagi Prefecture. 

Pacific Rim 

Conference on 

Disability and 

Diversity. 

2014.5.19-20. Hawaii 

Mayekawa, A.  Disaster and 

Developmental 

Disabilities. 

Pacific Rim 

Conference on 

Disability 

and Diversity 

2014.5.21-22. Hawaii 

Kitamura, Y., 

Maekawa, A., 

Fukatsu, R., 

Agarie, H., 

Suzuki, M., 

Fukuda, A. 

Gorie, Y., and 

Kawamura, H. 

Development and 

Dissemination of 

Disaster Preparedness 

Manuals and Drills for 

Persons with 

Disabilities. 

The Tokyo 

Conference on 

International 

Study for 

Disaster Risk 

Reduction and 

Resilience. 

2015.1.14-16. 東京 

Kitamura, Y., 

Maekawa, A., 

Fukatsu, R., 

Ikari, E., and 

Kawamura, H. 

Development and 

Dissemination of 

Disaster Preparedness 

Manuals and Drills for 

Persons with 

Disabilities. 

World Congress 

on Disaster 

Reduction. 

2015.03.14-19. 宮城 

北村弥生, 村島

完治, 東江浩

美, 鈴木繭子, 

深津玲子 

マルチメディアデイジー

版防災教材の作成と評価. 

日本デジタル教

科書学会 2014

年度次大会新

潟. 

2014-08-16/08-17. 新潟 

北村弥生 発達障害の人の防災実践

ハンドブックの開発 

日本発達障害学

会第 49 回研究

大会 

2014-08-23/08-24. 宮城 
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北村弥生 聴覚障害者による災害に

対する事前準備と意識 

日本心理学会第

７８回大会 

2014-09-10． 京都 

北村弥生 地域防災訓練における聴

覚障害者への筆記と掲示

の有効性と課題 

日本災害情報学

会 日本災害復

興学会 

2014-10-23． 新潟 

北村弥生 地域防災訓練への車いす

利用者の参加 

日本社会福祉学

会 第 62 回秋

季大会 

2014-11-29. 東京 

チームなみき

８、荒幡自主防

災会、新所沢東

部地区自治連合

会、バンダナ作

成委員会、緑町

けやきの会、よ

つばくらぶ、所

沢マルチメディ

アデイジー、ふ

れあい、北村弥

生 

所沢市における障害者の

防災対策活動 

障害者週間展示 2014.12.3-9. 埼玉 

前川あさ美、北

村弥生 

iPad 版「守るカード」ワ

ークショップ 

石巻市役所 2015-01-23. 宮城 

前川あさ美 自分を「知る」こと、自分

を「伝える」こと、自分を

「守る」こと 

日本発達心理学

会 

2015-03-21.  

北村弥生 地域防災訓練の活用 日本発達心理学

会 

2015-03-21.  

猪狩恵美子 訪問学級の全国状況 福岡市訪問教育

研究会 

2013-11-14. 福岡 

猪狩恵美子 訪問教育における課題と

方向性 

大分県教育セン

ター主催訪問担

当者研修会 

2013-11-15. 大分 

猪狩恵美子 特別支援学校訪問学級に

おける防災対策と地域～

訪問学級保護者調査より

～ 

第 12 回日本教

育保健学会 

2015-3-21 愛知 
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Asami Maekawa, 

Kitamura, 

Y. ,Kawaguchi,  

Ogasawara, T. 

Tsubonuma, M. 

A. 

,Disaster and 

Developmental 

Disabilities. 

Pac Rim 

International 

Conference of 

Disability and 

Diversity, 

2015-05-18. Hawaii 


