
土 橋

どばし

圭 子

けいこ

 

立命館大学衣笠総合研究機構 客員研究員 

 

  愛知県立春日台特別支援学校（愛知県心身障害者コロニー） 教諭 

  臨床発達心理士 

 

 

■学歴 
金沢大学教育学部卒業 教育学士 

  放送大学大学院文化科学研究科文化科学専攻(教育開発プログラム) 学術修士 

名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科 2009年度 研究生 

 愛知県立大学大学院人間発達科学研究科 2011年度 研究生 

 立命館大学衣笠総合研究機構 2015年～2018年度 客員研究員 

  名古屋大学大学院法学研究科 2016年度 研究生 

 

 

■研究分野  
・特別支援教育における知的障害児・自閉症スペクトラム児のアドボカシーとセーフティーネット 

・教育と司法 

 ・障害児の生涯発達 

 ・知的障害児・自閉症スペクトラム児の認知、心理発達  

 

 

■受賞 
・土橋圭子（１９８８）：石田財団 石田教育賞   養護学校（精神遅滞）における養護・訓練  

～中・重度脳障害児の運動機能向上訓練プログラムの開発と実践～ 
 

 

 

 

■学会報告  
  ・第１２回日本育療学会 口頭発表 「教育と医療の連携 ～ 特別支援教育に関する医療者へのアンケート調査結果と課題 ～  

土橋圭子（2008） 

・第 50 回日本特殊教育学会 ポスター発表 「キャリア教育・障害者雇用」土橋圭子・入江薫・松井彰彦（2012・9・30） 
・2013 年度 日本法社会学会学術大会 個人報告口頭発表 「特別支援教育における障害児の人権保障と、人権問題解決システム」 

土橋圭子（2013・5・11） 
  ・2014 年度 日本法社会学会学術大会 個人報告口頭発表 「特別支援教育職員の障害者への人権意識とコンプライアンス評価表の考 

察」 土橋圭子（2014・5・11） 

 ・2014 年度  日本子ども虐待防止学会 日本学術大会・世界大会 「自閉症・知的障がい児の人権擁護 ～自閉症・知的障がい児の人

権擁護の困難性と支援システム～」 土橋圭子（2014・9・15） 

  ・2015 年度 障害学会第 12 回大会 口頭発表 「特別支援教育における知的障害児・自閉症スペクトラム児の人権とセーフティーネッ 

    ト」 土橋圭子（2015.11.8） 

 

 

■研究・論文 

   ・安藤春彦・土橋圭子（１９９２）：精神遅滞・てんかん ～その治療と社会復帰～  臨床精神医学、国際医書出版、Vol.21、No.１、32-36 
   ・安藤春彦・土橋圭子（１９９２）：精神遅滞児の運動発達 総合リハビリテーション、医学書院、Vol.20、No.10、1047-1054 

・土橋圭子（２００６）：放送大学大学院文化科学研究科文化科学専攻 （教育開発プログラム） 
修士論文 心身障害児の発達支援 ～教育と医療の連携の在り方～ 

  ・土橋圭子（２００９・４～２０１０・１１）名古屋大学大学院医学系研究科  
～ 発達に障害のある幼児をもつ養育者の精神面のサポートに関する調査① ～  

  ・土橋圭子（２０１０・１２ ～）名古屋大学大学院医学系研究科  
～ 発達に障害のある幼児をもつ養育者のメンタルサポートに関する調査② ～ 

  ・東京大学大学院経済学研究科ＲＥＡＤ 松井彰彦・入江薫・土橋圭子  

     「障害者雇用」研究  （２０１１・２ ～２０１２・３） 入江氏 READ で発表 
  ・土橋圭子（２０１１・４～２０１２・３）愛知県立大学大学院人間発達科学研究科 

「特別支援教育における障害児の人権擁護 ～オンブズマン型ＡＤＲの構想～」（※ 未発表論文） 

・土橋圭子（２０１６・４～２０１７・３）名古屋大学大学院法学研究科 
     「特別支援教育と法」（※ 未発表論文） 
   ・土橋圭子（２０１８・５・１９）子どもの権利条約総合研究所 
     「特別支援学校（知的障害）における子どもの人権状況と人権保障の課題」 

 

 
 



■著書 

 ・土橋圭子（１９９０）：重度・重複障害児の教育実践、安藤春彦 編集、心身障害児のリハビリテーション、南山堂、351-462  
・土橋圭子 （１９９４）：乳幼児期・学童期の発達の遅れ、安藤春彦 編集、 小児精神科の臨床、金芳堂、58-102、114-121、125-126  

   ・奥山眞紀子・杉山登志郎・宮本信也・土橋圭子・大石聡（１９９５）：マニュアル 教諭・養護教諭の皆様へ、災害時のメンタルヘルス 
～ 兵庫県南部地震（阪神大震災）における小児メンタルヘルスへの対応マニュアルを中心として～ 日本小児精神医学研究会、8-23 

   ・安藤春彦・土橋圭子 編集（１９９６）：子どもの学校生活の相談指導、糧/篠原出版 

   ・土橋圭子 編集（１９９８）：安藤春彦 監修 「障害児教育のための医療問題」、篠原出版     
・①松本昭子・土橋圭子 編集（２００２） 「発達障害児の医療・療育・教育、金芳堂  ① 

   ・②今野正良・土橋圭子 編集（２００５） 「篠田達明監修 視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育」、金芳堂 ② 

  ・③宮本信也・土橋圭子 編集（２００５） 「病弱・虚弱児の医療・療育・教育」、金芳堂 ③ 

  ・④沖高司・岡川敏郎・土橋圭子 編集（２００５）：篠田達明 監修 「肢体不自由児の医療・療育・教育」、金芳堂 ④ 

   ・⑤若子理恵・土橋圭子（２００５）：篠田達明 監修 「自閉症スペクトラムの医療・療育・教育」、金芳堂 ⑤  

  ・土橋圭子・西脇雅彦（２００７）：養護学校の現在 滝川一廣、小林隆児・杉山登志・青木省三編集、そだちの科学 No8、82-87   
日本評論社 

  ・沖高司・本城秀次・山中・土橋圭子 編集（２００７）「乳幼児の発達医療と生育支援」 南山堂 

   ・①の改訂２版出版  （２００９年４月）松本昭子・土橋圭子 編集 

 ・④の改訂２版出版  （２００９年５月）沖高司・岡川敏郎・土橋圭子 編集 ：篠田達明監修 

   ・⑥土橋圭子・今野正良・廣瀬由美子・渡辺慶一郎 編集 （２００９年９月） 

     宮本信也・石塚謙二・西牧謙吾・柘植雅義・青木建 監修 ：特別支援教育の基礎  東京書籍 ⑥  

 ・④の改訂２版出版  （２０１０年３月）沖高司・岡川敏郎・土橋圭子 編集 : 篠田達明監修 

   ・②の改訂２版出版  （２０１１年２月）長崎勤・今野正良・土橋圭子 編集：篠田達明監修  

  ・③の２版２刷出版  (２０１２年３月) 宮本信也・土橋圭子 編集 

  ・①の改訂３版出版  （２０１４年３月） 松本昭子・土橋圭子 編集 

  ・③の改訂３版出版  （２０１５年３月） 宮本信也・土橋圭子 編集 

  ・③の改訂３版出版  （２０１５年３月）宮本信也・土橋圭子 編集 

 ・④の改訂３版出版  （２０１５年３月）沖高司・岡川敏郎・土橋圭子 編集 : 篠田達明監修 

・金生由紀子・渡辺慶一郎・土橋圭子 編集（２０１６年１２月）「新版 自閉スペクトラム症の医療・療育・教育」、金芳堂 

・⑥の改訂２版出版  「改訂 特別支援教育の基礎」東京書籍（２０１７年５月３０日） 

      土橋圭子・川島志保・渡辺慶一郎・今野正良 編集 

      宮本信也・石川准・大西延英、飛松好子・野澤和弘・石塚謙二 監修 

 

 

■ 講義・講演・研修会等 

・桜花学園大学 「介護等体験（特別支援学校）講義」講師   2009 年７月  

        ～ 特別支援学校を知るとともに、特別支援学校での実習について理解する ～ 

   ・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部進路指導講話会」 
 ～ 社会参加と自立に向けて小学部段階からのキャリア教育 ～  2009 年７月  

   ・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部 キャリア教育ガイダンス」 

     ～ 幼・小学部からの早期キャリア教育 ～ 講師  2011 年１月 
・愛知県弁護士会（高齢者・障害者権利擁護部会・子どもの権利擁護部会） 

     「特別支援教育 研修会 講話」 講師  2011 年１月 
   ・愛知県立春日台養護学校 保護者会「幼稚部・小学部 キャリア教育説明会」 

     ～ 幼・小学部からの早期キャリア教育 ～ 講師  2012 年１月 17 日開催 
  ・愛知県弁護士会（障害者権利擁護部会弁護士・子どもの権利擁護弁護士との共同） 

自主研修会「障害児の人権」（愛知県立春日台養護学校）2012 年５月 16 日 
・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部 キャリア教育説明会」 
   ～ 幼・小学部からの早期キャリア教育 ～ 講師 2012 年９月 20 日開催 

・セミナー「障害者の権利条約と障害児の人権保障」2012 年 10 月 14 日開催 

   障害児の人権保障を考える実行委員会代表 

・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部 キャリア教育説明会」 

     ～ 幼・小学部からの早期キャリア教育 ～ 講師  2013 年９月９日開催 
・愛知県弁護士会（障害者権利擁護部会弁護士・子どもの権利擁護弁護士との共同） 

自主研修会「障害児の人権」（愛知県立春日台特別支援学校）2014 年 8 月 22 日 
・あいち権利擁護ネットワーク研修会 講話 「特別支援教育における職員による知的障害・自閉症スペクトラム児への人権問題の状況」 
     2015 年 
・障害と人権全国弁護士ネット定例シンポジウム 2015 年 11 月 29   

講演「特別支援教育の現状 ～ 特別支援教育における障害児の人権とセーフチィーネット ～」 

・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部 進路指導説明会」 

 ～ 幼稚部・小学部からの早期キャリア教育 ～ 講師 2016 年 12 月 14 日 
・愛知県立春日台養護学校 保護者向け「幼稚部・小学部 進路指導説明会」 

      ～ 幼稚部・小学部からのキャリア教育 ～ 講師 2017 年 12 月 15 日開催 
    ・土橋圭子 「特別支援教育の昨今とこれからの課題」 福井県発達障害児者支援センター スクラム福井 メールマガジン     

スクラムネット Ｎo68 2018 年 1 月 
 

 

 ■社会活動 

・「日本子ども虐待防止学会」 代議員 

 ・「子どもの権利条約総合研究所」 

･ 職場（特別支援学校）内外での障害児に対する職員の人権意識向上の取り組み、障害児の人権擁護啓発活動（2009 年～2018 年現在） 


