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「障害者高等教育拠点」事業概要
教育アクセシビリティの向上を目指すリソース・シェアリング
～合理的配慮がなされた環境における高等教育修学の保証～
筑波技術大学は、わが国で唯一の聴覚障害者と視覚障害者のための高等教育機関です。開学以
降、聴覚や視覚に障害のある学生に対する様々な情報保障技術や教育プログラムの開発、教育方
法の研究開発を行ってきました。これらの成果が認められ、平成 22 年に文部科学省から「教育
関係共同利用拠点［障害者高等教育拠点］」として認定を受けました。
本事業は、本学がこれまで蓄積してきた指導・支援ノウハウを全国の高等教育機関に提供する
取組であり、聴覚・視覚障害学生が在籍する大学等からの相談に対応するほか、障害特性に応じ
た教育コンテンツ・情報保障技術の提供、他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催、
他大学で開催される各種講習会への講師派遣等を実施しております。
本事業の教育的リソースが活用されることにより、これから聴覚・視覚障害学生の支援を開始
する大学等においても、情報授受のバリアのない修学環境の構築が促進されることで、全国の高
等教育機関の教育アクセシビリティ向上の実現を目指します。
参考 Web サイト
文部科学省 教育関係共同利用拠点の認定について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1292089.htm

「障害者高等教育拠点」事業 4 本の柱
他大学の教職員を対象とした
FD/SD 研修会の開催

聴覚・視覚障害学生支援に関する
相談対応

指導・支援に関する
リソース・ライブラリ

各種講習会への講師派遣

「FD/SD 研修会」の各回のテーマ、
「指導・支援に関するリソース・ライブラリ」
で作成するコンテンツのテーマ：
■キャリア発達支援

■視覚障害学生支援

■ろう者学

■語学教育の指導・支援（聴覚障害関連）

■情報保障（聴覚障害関連）
■体育・スポーツ科目への支援
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平成 28 年度の活動実績

各取組の実績一覧
利 用
取組名

支 援

のべ
のべ
大学実数
大学実数
利用人数
支援件数

他大学の教職員を対象とした
FD/SD 研修会の開催

876

166

2

2

59

50

1

1

ろう者学教育コンテンツ

113

35

－

－

情報保障

192

9

32

15

視覚障害情報保障機器の評価と
大学間連携

127

13

40

26

体育・スポーツ

484

17

31

2

56

(不明)

－

－

－

－

－

－

1907

200

106

39

キャリア発達支援

語学教育に関する
アカデミック・アドバイスの提供
英語教育コンテンツ

合計

各取組の実績のうち、大学等高等教育機関（本学を除く）を対象とした活動のみを上記
表に示す。
■利用・・・FD/SD 研修会・各種講習会開催（講師派遣したものを含む）への参加、
コンテンツ利用、技術提供
■支援・・・相談およびアドバイスの実施
■合計・・・取組間の連携による重複分の数を除く
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※以下、表中のカッコ［ ］内は、本事業における担当取組名を記載。

他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催
※詳細は、P.12～13 の表および各取組の活動報告に記載

実施月

内 容

7月

■障害学生の体育指導に関する FD 研修会：［体育・スポーツ］

8月

■「視覚障害学生支援の基礎」：［視覚障害学生支援］
■「聴覚障害学生の主体性を引き出す支援 ―パソコンノートテイクの体験を
とおして―」
：
［情報保障］

10 月

■障害学生の体育指導に関する FD 研修会：［体育・スポーツ］

11 月

■聴覚障害学生の情報保障に関する FD 研修会：
［情報保障］
■「視覚しょうがい学生の外国語学習環境と支援の課題」
：
［視覚障害学生支援］
■障害学生教育・支援セミナー「障害学生の学修の保証とキャリア発達支援

―

授業等での合理的配慮と実践をどうすすめるか―」
：
［キャリア発達支援］
［情
報保障］［視覚障害学生支援］［英語コンテンツ、語学教育に関するアカデミ
ック・アドバイスの提供］［体育・スポーツ］
12 月

■第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」：
［キャリア発達支援］
［情報保障］
［視覚障害学生支援］［体育・スポーツ］

2月

■「視覚障害学生の授業支援について」：
［視覚障害学生支援］
■「聴覚・視覚障害学生の指導・支援に関する研修」
：
［情報保障］
［視覚障害学
生支援］
［語学教育に関するアカデミック・アドバイス］
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講習会開催・講師派遣
※他大学の教職員を対象とした研修会への講師派遣については、前項の表に記載

実施月
4月

内 容
■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］1 件
■視覚障害者スポーツに関する講義と実習：［体育・スポーツ］2 件

5月

■視覚障害者スポーツに関する講義と実習：［体育・スポーツ］1 件

6月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］2 件

7月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］1 件

8月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］1 件
■視覚障害者スポーツ研修：［体育・スポーツ］1 件

9月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］2 件
■聴覚障害者スポーツに関する講義：［体育・スポーツ］1 件
■「第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」学生対象企画「ろ
う者学から学びキャンパスライフに活かす」：［ろう者学］1 件

10 月

■視覚障害者スポーツに関する講義および体験会：［体育・スポーツ］2 件
■パラスポーツ体験会：
［体育・スポーツ］1 件
■映画「LISTEN リッスン」自主上映会：［ろう者学］1 件

11 月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］4 件
■視覚障害者スポーツ体験会：［体育・スポーツ］1 件

12 月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］2 件

2月

■パソコンノートテイク講習会：［情報保障］2 件
■聴覚障害学生を対象とした「ろう者学講座」：
［ろう者学］1 件
■聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会：［体育・スポーツ］1 件
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広報活動
実施月

内 容

5月

■日本私立大学協会「教育学術新聞」寄稿（5 月 18 日号に掲載）
：［キャリア
発達支援］
［情報保障］
［視覚障害学生支援］
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン創刊号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

6月

■平成 27 年度事業報告書発行および本学機関リポジトリ(Web)公開、関連機
関への送付：
［事務局］30 部
■平成 23 年度～26 年度事業報告書の本学機関リポジトリ(Web)公開：
［事務
局］
■第 64 回全国ろうあ者大会「聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展」に
おける取組紹介展示、および事業パンフレット配布：［ろう者学］150 部
■「AHEAD JAPAN 第 2 回大会」における事業パンフレット配布、および
平成 27 年度事業報告書配布：［事務局］50 部
取組紹介シートの配布：［視覚障害学生支援］50 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 2 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

7月

■電子情報通信学会福祉情報工学研究会（WIT）における事業パンフレット配
布：
［体育・スポーツ］
［視覚障害学生支援］50 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 3 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

8月

■「SPOD フォーラム 2016」プログラム参加者への事業パンフレット配付：
［視覚障害学生支援］［情報保障］40 部
■第 17 回日本ロービジョン学会学術総会における取組紹介シートの配布：
［体
育・スポーツ］
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 4 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

９月

■事業紹介ポスターの作成：［事務局］
■事業報告書およびメールマガジン案内シートの作成：［事務局］
■「第 11 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」におけるコンテン
ツ紹介展示および事業パンフレット配布：［事務局］400 部
取組紹介展示およびシートの配布：［視覚障害学生支援］［体育・スポーツ］
■「大学イノベーション日本

キックオフ・シンポジウム」参加者への事業パ

ンフレット配付：
［FD/SD 研修会の開催］30 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 5 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］
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10 月

■事業パンフット配布（全国の高等教育機関等へ一斉送付）：［事務局］1200
部
■「
『LISTEN リッスン』自主上映会 in つくば」参加者への事業パンフレット
および取組紹介シートの配付：［ろう者学］50 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 6 号および号外配信：
［FD/SD 研
修会の開催］

11 月

■立教大学「全カリシンポジウム」参加者への事業パンフレット、および取組
紹介シートの配付：
［視覚障害学生支援］50 部
■東北大学共催「障害学生教育・支援セミナー」参加者への事業パンフレット
配付：
［事務局］60 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 7 号および号外配信：
［FD/SD 研
修会の開催］

12 月

■上智大学共催「第 9 回 FD/SD 研修会」参加者への事業パンフレット配付：
［事
務局］80 部
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 8 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

1月

■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 9 号配信：
［FD/SD 研修会の開催］

2月

■「聴覚障害学生を対象とした『ろう者学講座』
」参加者への事業パンフレット
および取組紹介シート配布：［ろう者学］25 部
■二松學舍大学 FD 講演会参加者への事業パンフレット配布：
［視覚障害学生支
援］100 部
■常陽新聞への寄稿（3 月 11 日号に掲載）
■「障害者高等教育拠点」メールマガジン第 10 号配信：［FD/SD 研修会の開
催］

※上記の活動のほか、他大学の教職員対象の各 FD/SD 研修会開催時や、各学会での発表時
において、参加者へ向けて事業パンフレットを配布。
※事業パンフレット配布（配付）する際は、アドバイスシートも併せて配布（配付）した。
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学会等での発表
実施月

内 容

6月

■「AHEAD JAPAN 第２回大会」ポスター発表：［視覚障害学生支援］

8月

■「日本体育学会第 67 回大会」ポスター発表：
［体育・スポーツ］

9月

■PEPNet-Japan 主催「第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウ
ム：教職員による聴覚障害学生支援実践発表 2016」ポスター発表：
［情報保
障］
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活動報告

【活動報告】
※各取組からの報告における「利用件数・利用のべ人数・大学実数」、
「支援件数・大学実数」（３.実績・成果の枠内に記載）について：
■大学等高等教育機関（本学除く）の利用または支援について記載する。
■利用…FD/SD研修会・講習会開催、講師派遣、コンテンツ利用、
技術指導、技術提供など
■支援…相談・アドバイスの実施

他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催
担当者： 宮城愛美、宇都野康子、戸井有希

１．取組の目的
本取組では全国の大学における障害学生指導・支援担当教職員を対象に、本事業および本セン
ターで蓄積してきた聴覚・視覚障害学生の指導・支援に関するノウハウや情報を全国の大学に提
供することを目的として、各種の FD/SD 研修会を開催した。
研修会の開催にあたっては、これまで本学を中心に構築してきた障害学生支援ネットワーク（P
、VISS-Net（※2）
）と連携して広く情報を共有し、本事業について周知
EPNet-Japan（※1）
と利用の促進を図ることで、全国の大学における聴覚・視覚障害学生の修学環境の向上に資する
ことを目指した。
本事業は文科省より「大学の職員の組織的な研修等の実施機関（共同利用拠点）
」として認定を
受けていることから、他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催および講師派遣につい
ては、本事業の主たる取組とする。そのため、取組毎に他大学教職員を対象として実施した研修
会や講習会、および他大学で開催された研修会等への講師派遣についても記載する。
(※1) 本センターに事務局を置く「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク」
。
(※2) 本センター障害者支援研究部・支援交流領域が運営する「視覚障害学生支援メーリングリスト」
。

２．活動報告
1）他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催（企画・運営）
本事業全体の取組として、本センターと同じく「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点」と
して文部科学省より認定を受けている東北大学 高度教養教育・学生支援機構との共催により 11
月に「障害学生教育・支援セミナー」を開催した。本セミナーの詳細について、P.13 に記載する。
このほか、キャリア発達支援の取組を主担当として、複数取組の協働により 12 月に開催した
「第 9 回 FD/SD 研修会」
（上智大学との共催）や、取組毎に他大学教職員を対象として実施し
た研修会や講習会、および他大学で開催された研修会等への講師派遣については、主担当の取組
の活動報告の中で詳細を記載する。
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２）広報活動
本事業の利用促進に向け、各取組について紹介することを目的として、下記の活動を行なった。
■平成 27 度事業報告書の発行および Web 公開
■「障害者高等教育拠点」メールマガジンの開設および配信
■事業パンフレットおよび広報用コンテンツの作成・配布
■事業 Web サイトのリニューアル
■各種研修会やイベント等への出展

３）教育関係共同利用拠点間ネットワークの構築
平成 28 年 9 月に、国公私立の設置形態の区別なく、大学教育改革に取り組む組織が集まった
「大学教育イノベーション日本」を設立した。本団体は、大学の教職員の能力開発、カリキュラ
ムや教育方法の開発等の促進のほか、加盟している組織間の相互連携、交流を目的としており、
加盟組織は全国の国公私立 13 組織（12 大学、1 ネットワーク団体※平成 29 年 3 月現在）で
ある。
本団体は、
・文部科学省より教育関係共同利用拠点として認定を受けている大学
・大学等の教職員を対象とした FD/SD 研修を実施している機関・団体
を中心に設立した。本事業も教育関係共同利用拠点「障害者高等教育拠点」として文部科学省よ
り認定を受けており、また「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点」としても活動をしている
ことから、本団体に「障害者高等教育拠点」事業として加盟した。平成 28 年度は、加盟校同士
の情報共有や、シンポジウム開催等の活動を行なった。

３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：8 件・876 名・166 大学
支援件数・大学実数：2 件・2 大学
※以下を上記の「利用」に含む。
・ FD/SD 研 修 会 参 加 … 事 業 全 体 の 取 組 次 頁 表 の

★

印のみ（その他については

主担当取組の実績に含む）
・コンテンツ利用…事業報告書ダウンロード、アドバイスシート（提供依頼があったもの）
・メールマガジン登録（平成 29 年 2 月 28 日現在）

11

１）他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催（企画・運営）
※所属大学・機関数は特定できるもののみカウント
※詳細については四角囲み
※カッコ［

内の取組（主担当）の活動報告を参照

］内は、協働で行なった取組名

【10 件：のべ参加者数 296 名、参加大学（実数）66 校】

開催月

場所

研修会等のタイトル

参加者数

7月

慶應義塾大学

障害学生の体育指導に関する FD 研修会

8月

愛媛大学

「視覚障害学生支援の基礎 ―テキストデータ化の体験―」 19 名
※四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）主 (19 大学)
催「SPOD フォーラム 2016」プログラム

26 名
※慶應義塾大学主催・湘南藤沢キャンパス（SFC）体育教 (1 大学)
員対象
体育・スポーツ

視覚障害学生支援
8月

愛媛大学

「聴覚障害学生の主体性を引き出す支援 ―パソコンノー 14 名
トテイクの体験をとおして―」
(14 大学)
※四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）主
催「SPOD フォーラム 2016」プログラム
情報保障

10 月

慶應義塾大学

障害学生の体育指導に関する FD 研修会
※慶應義塾大学主催・日吉キャンパス体育教員対象

16 名
(1 大学)

体育・スポーツ
11 月

11 月

A 大学

立教大学

聴覚障害学生の情報保障に関する FD 研修会
※A 大学主催・教員対象

情報保障

19 名
(1 大学)

「視覚しょうがい学生の外国語学習環境と支援の課題」
※立教大学全学共通カリキュラム運営センター主催

30 名
(1 大学)

全カリシンポジウム「しょうがい学生にとっての外国語学
習 ―その意味、そして教育と支援へのアプローチ」
視覚障害学生支援
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11 月

東北大学

障害学生教育・支援セミナー「障害学生の学修の保証とキ 49 名
ャリア発達支援 ―授業等での合理的配慮と実践をどうす (18 大学
すめるか―」
・1 機関)
※東北大学との共催により実施
本学：
［キャリア発達支援］
［情報保障］
［視覚障害学生支
援］
［英語コンテンツ、語学教育に関するアカデミック・
アドバイスの提供］
［体育・スポーツ］
★：P.13 参照

12 月

２月

上智大学

第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリ 62 名
ア発達支援」
［情報保障］
［視覚障害学生支援］
［体育・スポ (50 大学
ーツ］
・2 機関)
※上智大学との共催、および本学産業技術学部との連携に
より実施
キャリア発達支援

二松學舍大学

「視覚障害学生の授業支援について」
※二松學舍大学主催 FD 講演会

57 名
(１大学)
視覚障害学生支援

２月

筑波技術大学

聴覚・視覚障害学生の指導・支援に関する研修
3名
※B 大学・教職員対象
(１大学)
［情報保障］
［視覚障害学生支援］［語学教育に関するアカ
デミック・アドバイスの提供］
★

上表のうち、11 月に開催した「障害学生教育・支援セミナー」の概要について、以下に記載
する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■「障害学生教育・支援セミナー『高等教育機関における障害学生の学修の保証とキャリア発達
支援 －授業等での合理的配慮と実践をどうすすめるか－』」
【開催概要】
日 時： 11 月 8 日（火）13:00～17:30
会 場： 東北大学 川内北キャンパス 教育・学生総合支援センター東棟 4 階

大会議室

（宮城県仙台市青葉区川内 41）
主 催： 東北大学高度教養教育・学生支援機構 学生相談･特別支援センター／大学教育支援
センター、筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター
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【プログラム】
13:00～13:10 開会挨拶
菅原俊二（東北大学高度教養教育・学生支援機構 学生相談・特別支援セン
ター長、総長特別補佐（学生支援担当）
、歯学研究科教授）
13:10～14:20 講演 1「聴覚・視覚障害学生のイコールアクセスの理念に基づく授業環境の
整備」 石原保志・三好茂樹・宮城愛美・宇都野康子
14:20～14:50 講演 2「聴覚障害学生の語学授業の配慮と課題」 須藤正彦
14:50～15:20 講演 3「聴覚・視覚障害学生の体育授業における配慮と工夫」
栗原浩一・中島幸則
15:20～15:40 休憩
15:40～16:30 講演 4「発達障害を含む精神障害のある学生への合理的配慮と相談支援のあ
り方について」 長友周悟（東北大学）
16:30～17:20 講演 5「障害学生の発達的課題と支援のあり方」 石原保志
17:20～17:30 閉会挨拶

総括・閉会

羽田貴史（東北大学高度教養教育・学生支援機構 大学教育支援センター長）
※講演 1、2、3、5 は本事業担当者
【実施報告】
障害者差別解消法の施行に伴い、多くの大学で障害学生に対する支援体制の整備が進み、社
会的障壁の除去や合理的配慮の提供のための対応がなされているが、障害の程度や学生のおか
れる場面・状況によっても求められる内容は様々であるため、多様なニーズへの対応に困難を
抱える大学もあると考えられる。そこで、大学における障害学生の教育・支援について実効性
のある知見を大学間で共有することを目的として、本セミナーを開催した。
当日は、東北各県を中心に全国各地より 49 名の大学教職員の参加があり、このテーマに寄
せる関心の高さがうかがえた。
本セミナーでは、障害種別としては視覚障害、聴覚障害、発達障害を中心に、東北大学およ
び本学における修学支援に関する事例、また、障害種別を限定しない障害学生のキャリア発達
支援を内容として扱った。視覚・聴覚障害学生の修学支援については、障害特性についての解
説から始まり、本学や他大学で行なわれている情報保障の事例、語学や体育における授業方法
の紹介等を行なった。発達障害のある学生支援については、東北大学の特別支援室を中心に行
われている障害学生支援の体制、合理的配慮の提供プロセス、配慮事例を基にポイントや課題
について発表がなされた。セミナー最後の発表であるキャリア発達支援については、高等教育
におけるキャリア教育の位置づけについて述べ、障害のある学生の発達的課題と支援における
課題で締めくくった。会場からは、障害のある在学生の支援に関する質問や、支援技術に関す
る具体的な質問等、活発な意見交換がなされた。
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本研修会の開催をとおして、大学が多様な学生に対応することは授業の質的向上のチャンス
であり、さらには教育の本質をあらためて見直すことにも繋がると再認識できた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２）広報活動
■平成 27 度事業報告書の発行および Web 公開
6 月に昨年度の事業報告書を発行し、全国の教育関係共同利用拠点（教職員の FD/SD 実施機
関）や、FD ネットワーク等に送付した。また、前事業（平成 22 年度～26 年度

事業名：聴覚・

視覚障害学生のイコールアクセスを保障する教育支援ハブの構築）の報告書と併せて、本学の機
関リポジトリ Web サイトにおいて閲覧・ダウンロードが可能な形で公開した。

【各事業報告書の閲覧（ダウンロード）数】
6月

7月

8月

9月

10 月 11 月 12 月

平成 27 年度報告書

37

25

15

16

14

17

平成 22 年度～26 年度報告書

48

23

22

19

17

50

1月

2月

32

21

18

17

20

42

■「障害者高等教育拠点」メールマガジンの開設および配信
全国の高等教育機関教職員を対象に、本事業の活動や障害学生支援・指導に関するノウハウ、
最新情報を発信することを目的として、
「『障害者高等教育拠点』メールマガジン」を 5 月に開設
し、以降、月に 1 回配信を行なった。
開設にあたり、本事業でこれまで開催した FD/SD 研修会の参加者や Viss-Net 登録者、障害
学生支援交流会メーリングリスト（本センター障害者支援研究部支援交流領域において H27 年
度末まで運営）登録者へ創刊号を配信した。そのほか、研修会や広報活動の際にも案内し、登録
希望者に対して手続き等、随時対応した。
（平成 29 年 2 月現在の登録者数：他大学教職員 346
名・159 大学、関連機関 25 名・9 機関）
メールマガジンでは毎号、FD/SD 研修会や各取組が行なう講習会・イベント・ポスター発表
等の告知および報告、また、各取組で作成したコンテンツの紹介や活動報告等の情報を掲載した。
また、毎号１～２取組の担当者が執筆を担当する「プロジェクト・リレーコラム」コーナーを設
け、活動紹介や支援・相談事例の紹介、ワンポイントアドバイス、関連情報等を掲載することで、
より具体的に各取組の活動や関連情報、指導や支援方法のノウハウが提供できるよう努めた。
定期的な情報発信を行うことで、コンテンツの利用問合せや、相談件数の増加など、各取組の
利用の促進に繋げることができた。
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【各号の概要】
配信日

創
刊
号

第
2
号

5 月 20 日

内

容

１．事業パンフレット送付のご案内
２．新コンテンツ「
『障害者高等教育拠点』アドバイスシート」のご紹介
３．プロジェクト・リレーコラム：
［キャリア発達支援］
［情報保障］

6 月 17 日

１．平成 27 年度事業報告書の発行について
２．
【お知らせ】ポスター発表について
３．プロジェクト・リレーコラム：
［視覚障害学生支援］
［体育・スポーツ］

7 月 15 日

１．
【お知らせ】
「SPOD フォーラム 2016」プログラム実施について
２．
【実施報告】
「AHEAD JAPAN 第 2 回大会」ポスター発表について

第
3
号

３．
【報告】平成 28 年度 各取組の実績・実施状況について(6 月 15 日現在)
４．プロジェクト・リレーコラム：［ろう者学］［語学教育に関するアカデミ
ック・アドバイスの提供］

第
4
号

8 月 19 日

１．
【お知らせ】
「第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」開
催および本事業関連の企画について
２．プロジェクト・リレーコラム：
［FD/SD 研修会の開催（視覚障害学支援）
］

9 月 16 日

１．
【ご案内】障害学生教育・支援セミナーの開催について
２.【ご案内】
「大学教育イノベーション日本」（仮称）キックオフ・シンポジ
ウムの開催について

第
5
号

３．
【お知らせ】
「映画『LISTEN リッスン』自主上映会 in つくば」開催につ
いて
４．
【活動報告】
「SPOD フォーラム 2016」プログラム実施について
５．プロジェクト・リレーコラム：
［体育・スポーツ］［情報保障］
10 月 21 日

第
6
号

１．事務局からのお願い
２．
【ご案内】障害学生教育・支援セミナーの開催について（再掲）
３．
【実施報告】
「第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」で
の企画実施（本事業関連）について
４．プロジェクト・リレーコラム：
［キャリア発達支援］
［視覚障害学生支援］
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10 月 25 日

１．ワークショップ「聴覚障害学生の意思表明支援とは」開催について
（PEPNet-Japan 主催）

号
外

２．第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」
開催について
11 月 18 日

１．
【ご案内】第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア
発達支援」開催について（再掲）
２．
【活動報告】
「映画『LISTEN リッスン』自主上映会 in つくば」実施につ

第
7
号

いて
３．
【コンテンツ紹介】
「Let's Try Laptop Note-taking！」
（「やってみよう！
パソコンノートテイク」英訳版）
４．プロジェクト・リレーコラム：
［ろう者学］［英語教育コンテンツ］

号
外

第
8
号

11 月 24 日

第 9 回 FD/SD 研修会受付終了のお知らせ

12 月 16 日

１．
【コンテンツ紹介】「私たちのキャリア未来地図」
２．
【活動報告】障害学生教育・支援セミナーの開催について
３．プロジェクト・リレーコラム：
［情報保障］［体育・スポーツ］

1 月 20 日

１．
【ご案内】聴覚障害学生を対象とした「ろう者学講座」開催について
２．
【活動報告】第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア

第
9
号

発達支援」開催について
３．プロジェクト・リレーコラム：
［FD/SD 研修会の開催（キャリア発達支
援関連）
］

第
10
号

2 月 17 日

１．事務局からのお願い
２．
【活動報告】パソコンノートテイカー養成講座の実施について
３．プロジェクト・リレーコラム：
［視覚障害学生支援］
［情報保障］
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■事業パンフレットおよび広報用コンテンツの作成・配布
本事業や各取組を紹介するために、事業パンフレットおよび各取組のテーマに関するポイント
を PR するためのコンテンツ「障害者高等教育拠点アドバイスシート」を併せて全国の高等教育
機関に配布するとともに、各種イベントにおいて参加者へ配付した。このほか、事業紹介ポスタ
ーの作成・掲示、事業報告書およびメールマガジンの案内書の作成・配付を行なった。

事業紹介ポスター

事業報告書およびメールマガジン案内

［視覚障害学生支援］取組紹介シート（表・裏面）
18

■事業 Web サイトのリニューアル
本事業で作成してきたコンテンツ等のアクセシビリティを考慮し、各種リソースのライブラリ
構築を目的として、事業 Web サイトのリニューアルに向けた作業を進めた。
■各種研修会やイベント等への出展
本事業で実施した研修会において、ポスターや成果物を展示し、本事業の活動を紹介した。ま
た、関連するイベント（PEPNet-Japan 主催「第 1２回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポ
ジウム」等）においても出展・広報活動を行なった。このほか、各取組において、関連する学会
や大会などで発表の機会があった際には、担当者をとおして参加者に向けてパンフレットを配布
した。

第 12 回日本聴覚障害学生高等教育

AHEAD JAPAN 第 2 回大会で

支援シンポジウムでの展示（9 月）

のポスター発表（6 月）

３）教育関係共同利用拠点間ネットワークの構築
平成 28 年 9 月に設立された「大学イノベーション日本」加盟校として、以下の活動を行なっ
た。
実施日（期間）

活動内容

平成 28 年 5 月～

「拠点等協議会（仮称）
」準備委員会

平成 28 年 9 月 28 日

「大学教育イノベーション日本（仮称）
」総会、
キックオフ・シンポジウム開催

平成 29 年 3 月 9 日～

第 1 回大学教育イノベーションフォーラム「SD 義務化と大学の未来

10 日

～全教職員の能力開発を組織開発につなげるために～」
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まとめと平成 29 年度の活動に向けて
平成 28 年度は、本事業で主催する FD/SD 研修会のみならず、他大学との共催、他大学で開
催される研修会やフォーラム等への講師を派遣する機会が多くあった。本事業の広報活動の成果
でもあると考えているが、平成 28 年 4 月からの障害者差別解消法施行に伴い、全国の大学等に
おいて障害学生の支援体制構築に向けた取組が進められていることが、背景として挙げられる。
昨年度と比較して、他大学からの講師派遣依頼件数が増加したことからも、全国の大学等の障害
学生支援に対する関心の高さがうかがえる。
本事業には、具体的な支援方法・技術に関するテーマについて扱う講習会等への講師派遣の依
頼が多かった。各取組から講師を派遣した講習会、フォーラム等や、本事業で開催した FD/SD
研修会の参加者アンケート回答においても、概ね好評を得ることができた。また、アンケートか
らは「具体的な事例を扱ってくれると分かりやすい」というような、次回以降のテーマ選定の参
考となる意見も多く得られた。
平成 29 年度以降は、本事業としてこれまで開催していなかった地域で FD/SD 研修会を開催
する予定である。開催にあたっては、障害学生支援について課題を抱えている大学を中心として、
連携構築に向け当該大学近隣の大学へ特に参加を呼びかけるとともに、障害学生支援に関わる団
体等も参加対象とすることを視野に入れる。
このほか、平成 28 年 5 月より「障害者高等教育拠点」メールマガジンを毎月 1 回（第三金曜
日）配信している。内容として、本事業の活動報告や各取組担当者によるプロジェクト・リレー
コラムを掲載しており、読者から好評を得ている。メールマガジンの内容については、読者の意
見を取り入れ、ニーズに応じて拡充を図っていく予定である。また、事業の周知・利用をさらに
促進させるため、本事業の HP の充実、各ネットワーク等の ML 等の活用など、引き続き、広報
活動を積極的に行なっていく。
また、平成 28 年度 9 月に設立した「大学教育イノベーション日本」の活動をはじめ、他大学
や他の教育関係共同利用拠点と連携した取り組みについてより一層推進し、本事業の発展に向け
て今後も取り組んでいく。
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キャリア発達支援
担当者： 石原保志、宇都野康子
１．取組の目的
卒業後を見据えた障害学生のキャリア発達支援について、主に FD/SD 研修会や講習会の開催
等をとおして、具体的なノウハウを各機関と共有する。また、社会からのニーズを考慮し、障害
特性に応じた社会的スキル習得を含め、大学としてのキャリア教育・支援のあり方について情報
共有を図る。併せて、他大学で障害学生の就職支援に関わる教職員に、本学がこれまで蓄積して
きたリソースを提供するとともに、相談に対応する。

２．活動報告
他大学の障害学生支援担当およびキャリア支援担当教職員を対象として、平成 28 年 12 月 2
日に会場校である上智大学と第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支
援」を共催した。

３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：1 件・59 名・50 大学
支援件数・大学実数：1 件・1 大学

平成 28 年 12 月 2 日に開催した第 9 回 FD/SD 研修会「大学等におけるキャリア発達支援」
では、本取組担当である石原が、今後大学に求められる役割となるキャリア形成と就労、大学か
ら社会への移行支援に関する障害学生支援の視点と解説を交えた「障害学生のキャリア発達支援」
をテーマとした基調講演を行ったほか、他大学の障害学生支援を担当している教員を含め、計 5
名で事例報告とパネルディスカッションを行った。パネルディスカッションでは、障害学生が特
に大学在籍中に身につけるべき能力・スキルの獲得に向けた大学からの働きかけについて事例を
交えた話題提供がなされた。各パネリストからは、本学における指導・支援の実践事例や、本事
業で実施している他大学支援をとおして、キャリア発達支援に関連させながら話題提供を行った。
また、山形大学 障害学生支援センターの有海順子講師から「一般大学における障害学生のキャリ
ア発達支援」をテーマとした話題提供がなされた。
会場からは、発表に対する質問のほか、大学におけるキャリア発達支援のあり方について、活
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発な意見交換が行われた。
本研修会では、参加者の現在の課題（キャリア発達支援に限らず、障害学生支援に関する課題）
に応えられる内容とするため、下記の 3 点について事前に聴取を行い、パネリストで共有した。
■事前質問■
（1）障害学生の就職・キャリア支援に関する課題や質問等
（2）障害学生支援（全般）における現在の課題・関心等
（3）障害学生支援および就職・キャリア支援に関する学内間連携
（担当部署間の連携）があれば、部署名をご教示ください

これらの回答により、参加者のニーズを把握することができたため、参加者から多く挙げられ
た課題の解決の参考となり得る事例を扱うなど、参加者のニーズに即した研修会になるよう努め
た。
全国の大学・関係機関より 62 名の参加があり、パネルディスカッション終了後には 4 グルー
プに分かれた情報交換会では、参加者同士の交流として名刺交換や課題の共有がなされた。
参考資料：
（本取組の報告巻末に掲載）
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター「障害者高等教育拠点」事業
第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」開催要項

写真：パネルディスカッションおよび会場の様子
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【参考】
終了後のアンケート結果（抜粋）
第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」
アンケート結果
［参加者数 62 名、回答者数 49 名（回収率 79.0％）］
【問１】該当する職名の番号に「○」を付けてください。（複数回答あり）
① 教員

9名

② 事務系職員 26 名
［部長(1)、事務部次長(1)、室長(1)、課長(7)、課長補佐・副課長(6)、副室長(1)、
主任(1)、主事(1)、学務(1)、学生課員(1)、一般事務(1)、一般職(1)、専門職員(1)、
無記入(1)］
③ その他 16 名
［コーディネーター(6)、カウンセラー(4)、キャリアカウンセラー(2)、医療職(1)、
学生相談員(1)、非常勤講師（キャリア教育）(1)、NPO 法人(2)、無記入(1)］

【問２】現在の所属部署について、お聞かせください。（複数回答あり）
① 障害学生支援に携わる部署 26 名
② キャリア・就職支援に携わる部署 13 名
③ その他 15 名
［教育学部(1)、資格取得関連(1)、学科学年担当教員(1)、学生委員会(1)、事務局長
室(1)、事務局(1)、教務課(1)、就職(1)、施設課(1)、学生相談室・カウンセラー室
(5)、障害生徒学生支援センター(1)、高等教育事業部(1)］
④記載無し 1 名
【問３】現在、貴校に聴覚・視覚障害学生は在籍していますか？（複数回答あり）
① はい

24 名 ［聴覚(17)、視覚(10)、人数記載無し(5)］

② 入学予定である 8 名 ［聴覚(4)、視覚(4)、人数記載無し(1)］
③ いいえ 17 名
④ 記載無し

4名

※①②には、聴覚・視覚障害学生両方が在籍している（または入学予定である）大学参
加者も含まれる。
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【問４】今回の研修会開催を何で知りましたか？該当する番号に「○」を付けてください。
（複数回答あり）
① 本学より送付したご案内文 24 名

② ご案内メール 8 名

③ 筑波技術大学ホームページ 1 名
④ メーリングリスト

13 名［PEPNet-Japan(4)、VISS-Net( 1)、asagao (5)、

不明(4)］
⑤ その他 6 名
［職場内の情報提供(2)、上司の指示(1)、知人から(1)、総合研究大学院大学(1)、
コンソーシアム新潟からの案内(1)、
］
【問５】本研修会の内容について、どのようなご意見、ご感想を持たれましたか。
①総論・パネルディスカッション
［全体的な感想等］
■大変勉強になった。またぜひ参加し、理解を深めたいと思う。
（同様 1 件）
■コンパクトな会だったが、とても勉強になった（もう少し時間が長くても良かったかも）。
■特に聞きたいと思っていたことが聞けた。
■障害学生に焦点を絞った内容で、とても参考になった。
■教育視点での研修であって、非常に役に立った。
■現在、障害のある学生への支援体制ができていないため、様々な話を伺い、参考になった。
■様々な立場の方の修学支援の実例を伺うことができて、大変参考になった。（同様 2 件）
■それぞれ専門の先生に講演していただき、大変参考になった。
■スタッフ皆さんのチームワークが素晴らしかった。
■すべてのお話に共感し、大変勉強になった。本学での支援に役立てていきたいと思う。
■副学長の話し方が素晴らしかった。
■具体例、事例が提示されたことで、分かりやすかった。（同様 1 件）
■障害学生の発達支援について、初めて研修会に参加させていただいた。石原先生の総論、
また、パネリストの先生方の具体的な事例、大変勉強になった。
■具体的な対応の要がよく分かり、勉強になった。
■具体的な Q＆A は参考になった。
■他大学の問題点の状況が分かり、参考になった。
■他大学の方のお話（事例）が大変参考になった。
■初等・中等教育の特別支援学校の教員への研修などの際にも、参考にしたい。
■第 10 回目も楽しみにしている。
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［新たな気付き等］
■障害者ということでの課題をいくつか聞くことができ、新しい、あるいは曖昧だった知識
が分かって有意義であった。
■各大学の方の話を聞いていると、
「障害学生で困った人がいる」のうち、
「障害」を取って
も同じようなことが健常学生にもあると思えた。それは、大学という教育現場の問題だと
思う。
■応用できそうな内容が多くあった。
■1 年次から積み上げていくことの大切さが、よく分かった。
■ボトムアップ視点とトップダウン的視点というお話において、今まで行ってきた支援は対
処療法的な支援でしかなかったと思い知ることができた。
■卒業後を見据えた支援の重要性を知る、非常に有益なきっかけとなった。
■セルフアドボカシーという言葉を、初めて聞いた。
■障害者職業センターの情報が参考になった。
■「障害者枠」の説明が分かりやすくて、勉強になった。
■“対話”の大切さについて、改めて見直すことにつなげていきたいと思う。
■支援を求める意思の表明、建設的対話に向けて、障害啓発能力の養成が大切であることを
改めて感じた。
■具体的な意思表明能力の養成支援が聞けてよかった（丸ごと聞くこと）
。
■自己肯定感が持てる環境、経験できる機会を整えたいと感じた。失敗体験をいつまでも気
にしている学生がいるので、面談を通じて克服体験につなげたい。
■学生に意思表示ができるように促すことが、キャリア支援につながるという有海先生のお
話がすとん…と頭に入った。とてもためになった。
■有海先生の障害学生との対応方法は、自分も真似させていただきたいと思う。
■天野先生のお話は、非常に「考えさせられる」ものであった。
■天野先生の「体験、経験の貧弱さと積み重ね」のお話は、新たな気付きがあった。
■「体育」の話は具体的でイメージしやすく、理解できた。
■学内啓発の大切さも感じた。
■すばらしいお話、ありがとうございました！障害の特徴をふまえた支援、
“障害だから”で
はなく、一般学生と同様に指導すべき点、両方が大切だと感じました。前職では採用を通
じて障害学生に関わってきましたので、共感することも多く、企業側ももっと努力すべき
ことがあると感じました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（以上）
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まとめと平成 29 年度の活動に向けて
平成 27～28 年度に開催してきた「障害学生のキャリア発達支援」をテーマとした FD/SD 研
修会終了後のアンケート結果等から得られた「今後取り上げて欲しいテーマ」を参考にし、本取
組で実施できるテーマを選定して、他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会を開催する。
過去 2 回の FD/SD 研修会では、参加対象者を大学の教職員・関連機関の職員のみとした。平
成 29 年度以降に本取組のテーマで開催する際には、障害者を受け入れている企業等へも参加を
呼びかけ、障害学生が大学等に在籍している間に身につけておくべき能力・スキル等について、
企業側からの意見も伺えるようなプログラムを検討したい。そのため、開催案内・周知方法につ
いては、必要に応じて本学の就職を担当している組織とも連携を図っていく。
プログラムは、本学独自の取組を紹介するほか、それらを他大学で実践する方法や、障害の種
別によらない支援についても、パネルディスカッションや参加者との情報交換の場をとおして方
策を検討していきたいと考えている。
また、依頼に応じて、他大学内の教職員を対象とした講習会・研修会等へ講師を派遣する。内
容は、本取組のテーマである「キャリア発達支援」にとどまらず、障害学生支援に関する啓発な
ど、他の取組とも連携しながら活動を行っていく。

27

参考資料
文部科学省認定 教育関係共同利用拠点
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター「障害者高等教育拠点」事業
第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」開催要項

●概 要：
筑波技術大学障害者高等教育研究支援センターは、平成 22 年に文部科学省より教育関係共同利用
拠点「障害者高等教育拠点」として認定を受け、平成 23 年度～26 年度までの第一期、また平成 27 年度
より第二期として、これまでの取組の他に「障害学生に対するキャリア発達支援」を加えて、聴覚・視覚障害
学生の指導・支援に活用できる教育コンテンツの開発や支援技術の情報提供等に取り組んでおります。
このたび、本事業の一環として、第 9 回 FD/SD 研修会「大学等における障害学生のキャリア発達支援」
を開催することとなりました。
平成 27 年度に実施された日本学生支援機構「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」の調査
結果によると、全国の大学等の障害学生在籍率は 74.26％であり、今後も障害のある生徒の大学進学者
数は増加することが予想されます。
また、近年、数多くの大学等に障害学生支援室が設置され、修学支援の体制整備、授業支援の取組が
進められています。これらの修学環境の整備と併せて、キャリア形成と就労、大学から社会への移行支援
についても、大学に求められる役割となっております。
本研修会では、障害学生のキャリア発達支援について解説するとともに、障害学生が特に大学在籍中
に身につけるべき能力・スキルの獲得に向けた大学からの働きかけについて提案いたします。話題提供と
して、本学における具体的な実践事例や、これまで本事業で支援を行ってきた他大学の事例から、修学等
の場面における発達的課題への働きかけについて紹介します。また、一般大学で障害学生支援を担当し
ている教員の立場から、障害のある学生のキャリア発達上の課題について発表いただきます。
パネルディスカッションでは、フロアからの意見を交えながら、今後の障害学生の指導・支援のあり方に
ついて意見交換等を行います。
また、パネルディスカッション終了後は情報交換会を実施し、参加者間の自由な情報交換および、本事
業の担当者による個別相談を行います。
●開催日時：平成 28 年 12 月 2 日（金） 13：00～16：30
●会 場：上智大学 四谷キャンパス（東京都千代田区紀尾井町 7-1）
●対象者：障害学生の指導・支援、およびキャリア支援に携わる全国の高等教育機関の教職員、
教育関係機関（特別支援学校等を含む）の教職員、および研究機関の職員等
●参加費：無料
●主 催：筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター、上智大学
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●プログラム：
12：30

受付開始

13：00～13：05

開会・挨拶

13：05～13：25

総論：障害学生のキャリア発達について
筑波技術大学 副学長 石原保志
障害学生支援の質の向上を目指して、障害学生のキャリア発達上の課題への理
解と、卒業後のキャリアを見据えた支援について解説します。

13：25～15：20

パネルディスカッション
本学の聴覚・視覚障害学生支援や、他大学でのパソコンノートテイカー養成講
座での事例を通して、キャリア発達支援の具体的手法について検討します。
【司会】

筑波技術大学 副学長 石原保志

【パネリスト】

山形大学 障がい学生支援センター 有海順子
筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科

河野純大

筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 天野和彦
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 宮城愛美
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 宇都野康子
15：20～16：10

情報交換会（休憩を含む）

16：10～16：30

質疑応答・総括・閉会

●配慮について：
当日は、手話通訳、パソコン要約筆記を配置いたします。資料の電子データ（文字のみのファイル）・点
字データ、座席の指定・誘導等が必要な方は、参加申込の際にご連絡ください。
なお、上記の配慮をご希望の方は、11 月 18 日（金）までにご連絡くださいますようお願いいたします。
●申込方法：
メール本文に「所属・所属部署・職名・連絡先（電話番号・E メールアドレス）・お名前（フリガナ）」を記載の
上、下記「問い合わせ先」までメールでお申し込みください。
平成 28 年 11 月 28 日（月）までにお申し込みください。
※申し込み受付後、担当者よりメールで連絡いたします。2 日以内に返信がない場合は、下記にご連
絡ください。なお、本学の休業期間（土日・祝日）にお申し込みいただいた場合の返信は、休業期間
明けとなります。あらかじめご了承ください。
●申し込みおよび問い合わせ先：
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター「障害者高等教育拠点」事務局
E-mail： krk-net@ad.tsukuba-tech.ac.jp
TEL/FAX： 029-858-9483
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ろう者学教育コンテンツ
担当者： 大杉豊（責任者）、小林洋子、管野奈津美
１．取組の目的
「ろう者学」は、聴覚障害学生を対象とするエンパワメント指導としても非常に重要な学問で
あるものの、一般大学においては指導ノウハウや指導者の不足から講義などの開設が困難とされ
ているのが現状である。そこで、平成 22 年度〜平成 26 年度に実施された「聴覚・視覚障害学
生のイコールアクセスを保障する教育支援ハブの構築」事業にて「ろう者学」の指導カリキュラ
ム及びコンテンツを制作し、大学の教職員・聴覚障害学生が活用できる電子ライブラリのプラッ
トフォームを開発した。
平成 27〜31 年度の事業においては、さらなるコンテンツの充実・強化を図るとともに、キャ
リア発達支援に係る学内プロジェクトと合同で全国の高等教育機関において聴覚障害学生にキャ
リア指導を行う教職員が利用できる教材を開発し、本学での試用による改善作業を経て、電子ラ
イブラリを通して各機関とのリソース・シェアリングの可能な環境を整えることを目標とする。
［参考：平成 27 年度第１回定例会議提出資料 計画書（案）
］
平成 27 年度は前事業で開発した電子ライブラリの整備・メンテナンスを行い、必要に応じて
リソース（動画等）を制作・追加した。また、学内の他プロジェクトと合同で聴覚障害者のキャ
リア発達支援に関する教材リソースの検討を行い、平成 28 年度においてこれらのリソースを活
用する（１）研修会の実施３件、及び（２）学生指導モデル案のウェブサイト公開と、取り組み
を進めた。合わせて、本学におけるランチトーク等の実施によって得たネットワークを活かして
のキャリアインタビューのウェブサイト公開も始めた。

２．活動報告
本取組の主な活動は以下の通りである。
１）教育コンテンツの改良・拡充・試用、学生指導モデル案のウェブサイト公開
２）他大学の聴覚障害学生を対象とした研修会の開催
① 第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウムの学生対象企画
「ろう者学から学びキャンパスライフに活かす」
② 映画「LISTEN リッスン」の自主上映会 in つくば
③ 聴覚障害学生を対象とした「ろう者学講座」
３）ろう者学ランチトークの開催
４）広報活動
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３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用のべ人数・大学実数：113 名・35 大学

１）教育コンテンツの改良・拡充・試用
①教育コンテンツの再編成
サーバの変更に伴い、コンパクト化を目指し、以前作成したろう者学映像アーカイブを中心と
したコンテンツに編成し直した。必要に応じてメンテナンス作業を行い、リソース（動画など）
を追加した。コンテンツの利用については、愛媛大学、松山大学から利用申請があり、相談対応
し、アカウントを発行した。また、国立特別支援教育総合研究所にて聾学校教員 21 名に対し、
コンテンツの紹介を行った。
月 日

大 学

人 数
21 名

利用内容

9 月 28 日

国立特別支援教育総合研究所

11 月 16 日

愛媛大学バリアフリー推進室

アカウント発行

1 月 24 日

松山大学学生部学生支援室

アカウント発行

通年

筑波技術大学（学内）

71 名

コンテンツ紹介・利用

授業での使用

②キャリアインタビューページの作成 「私たちのキャリア未来地図」
聴覚障害者のキャリア発達支援に関する教材の開発の一環として、社会で活躍するろう社会人
にこれまでの経験、ろう者ならではの職場での工夫方法やキャリアに対する価値観などをインタ
ビューし、その内容を HP に掲載した。HP に掲載することにより、多くの人々に読んで頂く、
知って頂くことを目的とし、大学生にとっても先輩たちはどのように、そしてどういう思いで自
らのキャリアを切り拓いてきたのか、働く自己像を描くためのヒントを得てもらうことを狙いと
している。これから定期的にインタビューを掲載していく予定である。第１回は、岩山誠さん
（NPO デフ Network かごしま放課後等デイサービス「デフキッズ」施設長）にご協力頂き、こ
れまで職場で仕事を円滑に進めるために工夫を行った内容、そして前職でハローワーク職員とし
て勤務された経験などについてお話し頂いた。また、聴覚障害者の就労問題や就労現場における
課題にも触れて頂き、貴重なインタビュー資料となった。
http://www.deafstudies.jp/info/interview.html
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写真：
「私たちのキャリア未来地図」
第１回インタビューページの一部

③聾学校（特別支援学校）を対象とした自立活動の学習指導モデル案サイト
「自立活動」は障害をもつ児童及び生徒が自立を目指して教育的活動を行うために、聾学校（特
別支援学校）において特別に設けられている領域である。平成 26 年度に本取組で実施した「ろ
う者学教育コンテンツ開発事業評価アンケート」調査の結果を受け、聾学校（特別支援学校）高
等部の自立活動において本学が整備しているろう者学教育コンテンツが活用されるよう、学習指
導モデル案を作成した。指導案やワークシートなども自由にダウンロード頂けるようになってい
る。これから定期的に大学を対象とした指導モデル案も含め、本学大学院開講科目「ろう者学教
育コンテンツ特論」などで院生が作成した自立活動の学習指導モデル案を掲載していく予定であ
る。
http://www.deafstudies.jp/info/jiritsu.html
２）他大学の聴覚障害学生を対象とした研修会の開催
■第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウムの学生対象企画「ろう者学から学びキャ
ンパスライフに活かす」
9 月９日（金）にろう者学教育コンテンツの映像教材を活用して、聴覚障害学生と支援学生と
の関係や大学生活について、文化の違いという観点から見直すワークショップ形式の企画を実施
した。今回はろう者学コンテンツから映像を２つ選択し、視聴した。
（コンテンツ①「聾学校野球
部が大会参加を阻まれた事例：北城聾学校」
（松島謙司氏）
［７分 50 秒］、コンテンツ②の映像「無
題」
（庄﨑隆志氏）
［2 分 21 秒］
）
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写真：司会進行の様子

視聴後、出された課題テーマについてそれぞれグループに分かれてディスカッションを行った。
コンテンツ①の松島氏の映像は、以前沖縄で実際に起きた事例であり、ろう者を取り巻く歴史の
変遷やその時代の障害者観に触れるとともに、社会でのバリアをどのように解決していけばいい
のか、聴覚障害の有無にかかわらず考えるきっかけを与える内容となっていると実感した。また、
コンテンツ②の庄﨑氏の映像はろう者の教育的背景や芸術表現について学べる重要な材料となっ
ており、参加者に強い印象を与えた模様である。
今回、この企画を通して、ろう者の歴史・スポーツ・教育・芸術など様々な分野を通して学べ
る学問、
「ろう者学」について聴覚障害学生・支援学生同士、お互いの理解を深めるための手段と
して有用に活用できることが示され、有意義な企画であった。

■ 映画「LISTEN リッスン」の自主上映会 in つくば
10 月 8 日（土）に筑波大学芸術系との共催で、
『映画「LISTEN リッスン」自主上映会 in つ
くば』を開催した。本学の学生・教員を含め、筑波大学、茨城県内にお住まいの方々など、合計
83 名の参加があった（そのうち、学生・教職員の参加は 14 名であった）。
「LISTEN リッスン」
は手話を使うろう者が自ら音楽を奏でた、58 分間無音のアートドキュメンタリーである。まず、
大杉のプレトークでは、一例として自らの幼少時代の音楽に関する体験談を話し、ろう者・難聴
者全員が同じような音楽体験を経験しているわけではなく、残存聴力のある人・ない人、手話が
できる人・できない人、補聴器を使用する人・使用しない人などによって様々であることを説明
した。
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写真：プレトークの様子

上映後のアフタートークでは以下のゲストをお迎えし、映画の感想について話し合われた。
雫境（DAKEI）さん （
「LISTEN リッスン」共同監督）
村上史明先生 （筑波大学 芸術系 総合造形助教）
湯浅友美子さん （筑波技術大学 学生）
アフタートークを通してお越し頂いた監督とともに「音楽」とは何であるかを語り合う機会を
持つことにより、聞こえる・聞こえないに関わらず、普段聴いているもしくは触れている「音楽」
とは何か、日常生活の中で使っている感覚についても見つめ直す良い機会ともなった。まさに、
「音楽」の定義と何か、その概念を覆させられた充実した企画であった。

■聴覚障害学生を対象とした「ろう者学講座」
２月 14 日（火）に明治学院大学との共催で、明治学院大学白金キャンパスにて、関東圏の一
般大学に在籍する聴覚障害学生を対象とした「ろう者学講座」を開催した。本講座は一般の大学
に通う聴覚障害学生にろう者学や手話に関する知識を提供するとともに、ろう者講師が手話で講
義を行い、手話で直接学べる環境を提供することを目的とした。当日のプログラムは以下の通り
であった。
10:00～12:00 ［午前］ろう者学入門講座
①「デフコミュニティ入門」
（筑波技術大学 教授 大杉豊）
②「ろう者と優生学」（筑波技術大学 助教 小林洋子）
12:00～13:00 昼食休憩
13:00～15:00 ［午後］ろう者学基礎講座
③「ろう者と人権」
（弁護士 若林亮氏）
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午前の入門講座「デフコミュニティ入門」では大杉が講師を務め、まず肥田弘二氏の「自分史」
の映像を視聴し、ワークシートを記入して同じグループのメンバーと見せ合い意見交換を行った。
ワークシートでは、肥田氏が生きた 1960 年代当時の障害者観と社会的背景について考えるとと
もに、当時の社会的状況に照らし合わせて、自分のこれまで生きてきた過程を振り返った。後半
は小林が講師を務め、
「ろう者と優生学」というテーマで、デフコミュニティが優生学の影響を受
けてきた歴史についての講義を行った。
「優生学」という理念が生まれ、やがてナチスによるユダ
ヤ人虐殺、ハンセン患者の結婚禁止や隔離にもつながっていき、日本においても 1948 年、優生
保護法という法律が制定され、聴覚障害者の夫婦が子どもを望んだがやむを得ず不妊手術を受け
た事例や、聴覚障害のある女性が知らないうちに盲腸と偽って不妊手術を受けさせられた事例の
映像を視聴し、グループディスカッションを行った。
午後はろうの弁護士の若林亮先生を招聘し、「ろう者の人権」についての講座を行った。まず、
障害者差別解消法や合理的配慮についての解説がなされた後、大学や職場における情報保障や就
労環境の整備などろう者の人権に関わる様々な事例についてグループディスカッションを行った。
身近な例をもとに、障害者差別解消法が施行され、障害者を取り巻く環境が変化していく中、当
事者としてどう動いていくべきなのか、わかりやすい解説を頂いた。特に職場の事例は、これか
ら社会に出る学生にとって非常に参考になる内容であった。「差別だ」「不公平だ」と主張するだ
けではなく、自分の障害をきちんと説明した上で、様々な事例を出し、理解を求めること、そし
て具体的な解決方法を共に探っていく姿勢が大切であるということを学んだ。聴覚障害学生同士
の手話による活発な意見交換が見られ、また、様々な場面において差別を受けた経験や悩みが出
されていたことから、今回のような場に対するニーズが高いことがうかがえた。今後も継続して
続けていきたい。

写真：
「ろう者と人権」講座風景
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月 日
9月9日

大 学

参加人数

第 12 回日本聴覚障害学生高等教育

72 名

利用大学
亜細亜大学、愛知教育大学、

支援シンポジウムの学生対象企画「ろ

愛媛大学、大阪教育大学、

う者学から学びキャンパスライフに

大阪市立大学、岡山大学、

活かす」
（会場：つくばイノベーショ

関西学院大学、宮城教育大

ンセンター）

学、金沢星稜大学、九州ル
ーテル学院大学、群馬大学、
慶應義塾大学、札幌学院大
学、松山大学、千葉大学、
東京学芸大学、東北福祉大
学、長野大学、明治学院大
学、立正大学、和光大学、
早稲田大学

10 月 8 日

映画「LISTEN リッスン」の自主上

14 名

筑波大学、茨城大学

17 名

明治学院大学、群馬大学、

映会 in つくば（会場：筑波大学）
2 月 14 日

聴覚障害学生を対象とした「ろう者学
講座」
（会場：明治学院大学）

筑波大学、専修大学、立教

大学、明治大学、工学院大
学、東京都市大学、國學院
大學、日本社会事業大学、
東邦大学、東京成徳大学
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３）ろう者学ランチトークの開催
ろう者学の啓発、聴覚障害学生に必要なロールモデルの検討、そして活躍している社会人など
と本学学生が交流する機会を設けることを目的として、ろう者学ランチトークを定期的に開催し
た。今年度は合計 11 回実施し、のべ参加者は他大学の学生も含め、448 名に上った（昨年度は
計 12 回、のべ 507 名）
。他大学からは筑波大学、東洋大学、日本大学など 8 名の参加があった。
今年度はアメリカ、フィンランド、イギリスへの海外留学テーマも見られた他、社会人としての
経験やキャリアに焦点を当てたテーマ、自らのスポーツ経験に基づき、NPO 活動や研究を展開し
たテーマなどが見られた。また、ランチトークの内容をろう者学教育コンテンツ開発プロジェク
トのウェブサイトに掲載することによりろう者学の啓発を推進した。
http://www.deafstudies.jp/info/news_index.html
平成 28 年度ろう者学ランチトーク実施内容
第１回

4 月 20 日
（水） 吉田祐太氏「アメリカでの生活、学んだこと、留学するには、etc.」

第２回

4 月 25 日
（月） 金子真美氏「25 年間働いてきた仕事を辞めて、大学院に飛び込んだワ
ケ」

第３回

5 月 12 日
（木） ギャン・バハドゥル・ビタコチ氏、ハニタ・マイポン氏「ラオス・ネパ
ールのろう者社会」

第４回

5 月 19 日
（木） 中村祥子氏「障がい者サッカー／トップレベルにおけるパラ・デフの環
⇒７月 20 日

境について」

（水）に延期
第５回

5 月 30 日
（月） 鈴木健史氏「勉学以外にも全力をかけることへの意味～バイクが縁でつ
ながった縁～」

第6回

6 月 7 日（火） 平良悟子氏「聞こえる世界と聞こえない世界を行き来する意味」

第7回

6 月 16 日
（木） ジャック・ソリオー氏「フランス手話における盲ろう者の手話」

第8回

6 月 20 日
（月） 山本真記子氏「まっこのフィンランド紀行」

第9回

7 月 4 日（月） 岩山誠氏「英国研究留学体験記～職場における先進的な情報保障制度の
モデルを求めて～」

第 10 回

7 月 11 日
（月） 門脇翠氏・設楽明寿氏「デフアスリートの現状を通した研究とは？」

第 11 回

7 月 14 日
（木） 西雄也氏「ろう学校の教育現場から米国留学へ」
福島愛未氏「アメリカ留学 ～Deaf Space～」
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４）広報活動
①全国ろうあ者大会「聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展」出展
6 月 11 日（土）〜12 日（日）の２日間、第 64 回全国ろうあ者大会 in とくしま「聴覚障害
者の生活に関するバリアフリー展」に産業技術学部と共同でブース出展し、来場者約 200 名に
ろう者学の取組の紹介を行った。また、同時に来場した聴覚障害当事者や聴覚障害の福祉や支援
に携わる関係者との情報交換を行った。今回は会場が四国ということもあり、西日本方面から参
加された方も多く見られ、本学の様々な取組についてさらに多くの方々に知って頂く有意義な機
会ともなった。
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情報保障
担当者名： 三好茂樹、宇都野康子
１．取組の目的
近年、聴覚障害者の大学進学率はおおむね高くなる傾向があり、日本学生支援機構の調査でも、
約 1700 人の聴覚障害者が、約 500 校の高等教育機関に在籍している。そのうち、半数以上の
高等教育機関で文字による情報保障支援が行われている。
（JASSO：平成 27 年度大学、短期大
学および高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書）
。
聴覚障害学生が受講する講義では、ほかの学生と同等の情報を受け取ることができるように情
報保障が行われる。この情報保障とは、場を共有するすべての人が「同時に・同質の・同量の」
情報を得て、その場に参加できるようにするための活動のことをいう。聴覚障害学生に対する情
報保障のうち、多くの大学で用いられているのが手書きのノートテイクもしくはパソコンを用い
て行われるパソコンノートテイク（以下、「PC ノートテイク」）である。PC ノートテイクとは、
パソコンを用いて教員の発話内容を入力し、聴覚障害学生に提示する方法である。
本取組では、聴覚障害学生支援の体制の充実を目指し、他大学で開催される PC ノートテイク
講習会や研修会への講師派遣を行った。講習会では、PC ノートテイクを基礎から学び、聴覚障
害学生のサポートができる支援スキルをもつ人材の養成を目的としてカリキュラムの作成を行っ
た。
また、本取組では、本学で PC ノートテイクを行う人材も養成している。学内で支援活動をす
る PC ノートテイカーを養成する講座では、実践を中心としながらも少ない回数で基礎的な知識
や技術が習得できるようにカリキュラムや教材を作成した。これを本取組の主な目的である全国
の高等教育機関で開催する PC ノートテイク講習会等でも使用することで、実際の講義支援に入
る前に必要な知識や技術が効率よく習得できることを目指した。また、学内で養成した PC ノー
トテイカーを対象として、スキルアップを目的とした練習会を開催した。
本取組では、PC ノートテイクに関わらず、聴覚障害学生支援に関する相談に対応しており、
PC ノートテイクの導入に関するハード、ソフト両面からのアドバイスを提供したほか、新年度
に入学する予定の聴覚障害学生の受け入れに伴う相談に対応した。
また、他大学で開講された講義において遠隔情報保障支援を実施したほか、音声取得方法の改
善を含む技術支援を行った。
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２．活動報告
本取組では、下記を中心として活動してきた。
1）他大学における PC ノートテイク講習会等への講師派遣および相談対応
■PC ノートテイク講習会への講師派遣
■PC ノートテイク導入、聴覚障害学生支援に関する相談対応
2）文字による遠隔情報保障技術支援者養成
■他大学における文字による遠隔情報保障エキスパート養成のための出張技術支援・相談対応
■他大学で開講された講義における文字による遠隔情報保障支援の実施
■学内における文字による遠隔情報保障エキスパート養成
3）他大学で開催された FD/SD 研修会等への講師派遣
■聴覚障害学生の指導を行う教員を対象とした FD 研修会への講師派遣
■SPOD フォーラム

2016 への講師派遣

4）学内における PC ノートテイカー養成とスキルアップ
■学内における PC ノートテイカー養成講座開催
■PC ノートテイカーのスキルアップを目指した活動
（本学で開講されている講義における情報保障支援・講義支援終了後の振り返り・課題抽出・練
習会開催）
5）情報収集および関連機関との意見交換
■関連機関との意見交換
本取組で蓄積されたノウハウをもとに、短期間で一定のスキルや知識を得るために、他大学で
開催する PC ノートテイク講習会や遠隔情報保障エキスパート養成のカリキュラム作成に反映し
た。

３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：24 件・192 名・9 大学
支援件数・大学実数：32 件・15 大学
※本報告内に記載の学内向け支援活動を除く
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1）他大学における PC ノートテイク講習会等への講師派遣および相談対応
■他大学における PC ノートテイク講習会等への講師派遣
他大学からの依頼に応じて、PC ノートテイクで支援を行う学生を養成する目的で開催された
PC ノートテイク講習会への講師を派遣した。指導を実施するにあたり、依頼のあった大学の担
当者と実施時間や回数、受講者情報（初心者のみ or 経験者が含まれる、等）に合わせてカリキュ
ラムを検討した。PC ノートテイク講習会への講師派遣の際には、講習会の時間や開催校で準備
可能な機材を確認するとともに、依頼のあった大学側の直近のニーズ（講習会終了後の活動の目
標等）についてヒアリングを行い、なるべく実施時間内で、PC ノートテイクの活動に必要とな
る基礎的な技術を習得できるように指導案を作成し、講習会前に派遣先の依頼者との確認を行う
こととした。講習会の場には、利用する聴覚障害学生のニーズの把握のため、手書きや PC ノー
トテイクなどの情報保障を利用している学生（聴覚障害学生）に同席を依頼し、利用学生本人が
見やすい字幕（フォントサイズ、色等）や、提示される字幕に関する意見（速度や誤字の修正等）
や感想を発表してもらうことで、受講生の情報保障や支援に関する意識の向上を目指した。
そのほか、受講生 2 名が入力している状況をスクリーン等に提示し、入力していない学生は使
用している音声教材が聞こえない状態で、提示される字幕から情報を取得する利用者体験を取り
入れた。講習会の時間やパソコンの接続状況にもよるが、受講人数が多い場合には、4～6 人の
グループ分けをして、入力ペアと利用者体験ペア、6 人グループの場合には音声を聞きながら入
力状況を確認するペアも設定し、情報保障（字幕に提示される内容やタイミング、一度に提示さ
れる文字の量など）に関する利用学生の立場で、提示される情報について考える機会とした。

利用者体験を取り入れた 4 人グループの例
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利用者体験を取り入れた６人グループの例

写真：他大学で開催した PC ノートテイク講習会の様子
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平成 28 年度

他大学における PC ノートテイク講習会等への講師派遣実績

（15 件、受講生のべ 151 名、7 大学 (※1)） ※1 すべて関東地域
同年度に 2～5 回程度の講習会を開催する大学もあった。また、PC ノートテイク講習会以外
の聴覚障害学生支援についても継続的にサポートを行った。
実施日
1

2
3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

平成 28 年 4 月

参加者等

備 考

受講者 16 名

担当者
宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 6 月

受講者 14 名

宇都野

（うち利用学生 2 名）
平成 28 年 6 月

受講者 10 名

平成 28 年 7 月

受講者 12 名

2 と同大学

宇都野
宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 8 月

受講者 9 名

宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 9 月

受講者 11 名

宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 9 月

受講者 13 名

宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 11 月

受講生 6 名

2 と同大学

宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 11 月

受講生 6 名

4 と同大学

宇都野

平成 28 年 11 月

受講生 6 名

2 と同大学

宇都野

２と同大学

宇都野

２と同大学

宇都野

（うち利用学生 1 名）
平成 28 年 11 月

受講生 5 名
（うち利用学生 1 名）

平成 28 年 12 月

受講生 9 名
（うち利用学生 1 名）

平成 28 年 12 月

河野（※1）

受講生 9 名

スキ ルアップ 講

（うち利用学生 1 名）

習会（※2）

宇都野

14

平成 29 年 2 月

受講生 7 名

宇都野

15

平成 29 年 2 月

受講生 18 名

宇都野
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そ

平成 28 年 7 月

受講者 9 名

の

大学 等への情 報

宇都野

保障 支援を検 討

若月（※1）

している企業

他

（2 社合同）

※1：本学産業技術学部の河野准教授、若月准教授と講師を担当した
※2：PC ノートテイクのサポーターとして活動している学生のスキルアップを目指した講習会

受講生の感想 （抜粋）
●パソコンテイクをやったこと自体は少しだけありましたが、IPtalk の知らなかった機能や、
コツを知ることができてとてもよかったです。これからは実践に活かせるよう、今日学んだ
ことを自分のものにしたいと感じました。
●PC テイクの意義や IPtalk の使い方、要約の仕方や入力方法などすごく分かりやすかったで
す。そもそも打つのが遅いので、誤入力しないように打てるようになることが目標ですが、
要約のポイントなどを理解して支援できればと思いました。連携は良い経験になり、自分自
身の課題も見えました。
●今日は講師とペアだったので、他の方と連携するとどうなるかが不安です。恐らく同じ専攻
の学生だと思うので、先輩として少しでも役に立てればと思いました。今日はやって楽しか
ったので、またやってみたいです。
●障がい者の支援に興味があり、タイピングが得意になりそう。入力ミスをしてしまうと、あ
わててしまって聞きもらすことが多くなってしまい大変だった。慣れるまでが大変だと感じ
ました。
●もともと興味があって参加したのですが、やはり人の話すスピードに合わせるのは難しくて
逆にご迷惑を掛けてしまうかもしれないと思うのですが、頑張ってブラインドタッチできる
ようになりたいと思いました。拙い自分でも支えとなることができるなら、ぜひ参加したい
です。
●小学校３年生の時にクラスに聴覚障害者がいたのを思い出したので、今回この講座で学ぶこ
とができ、満足でした。
●友人が手の障がいを抱えていて、授業を受けるのが困難である人の力になりたいと思いまし
た。
●タイピングの技術も未熟だったので追いつくのも精一杯でしたが、貴重な勉強をする事がで
きました。タイピングの練習をこれからもっと積んでいきたいと思いました。モデル動画を
見ていて、2 人の文章出力がぴったりとハマった瞬間がとても気持ちよさそうでした。もっ
と勉強したいと思います。
●プロの方の意見を聞く事ができ、参考になった。今後は練習あるのみだと感じた。1、2 年
生の支援スタッフへのフォローが大事だと思った。
●普段の授業を PC で取っているので、何か役に立てるのではないかと思い参加したが、2 人
で連携を取るというのが難しかった。どうしても一人で長く打ち過ぎてしまったり、同じ部
分を打ってしまったりと「相性」や「配慮」が必要だと思った。

45

■PC ノートテイク導入、聴覚障害学生支援に関する相談対応

担当：宇都野

PC ノートテイクを初めて導入する大学へ、講座運用や基本的な必要機材等に関する相談対応
を行った。
昨年度に引き続き講習会を開催する大学も多く、継続的に講習会運用や支援学生の養成に関す
る相談に対応したほか、講義における情報保障（PC ノートテイク）の実践に関連した相談も多
く寄せられるようになったことから、本事業の取組間で連携を図り、アドバイスを行った。
また、新年度に入学することが決定した聴覚障害学生の支援に関する相談に対応した。聞こえ
の程度やこれまでの教育歴（一般校 or ろう学校）や進学する学部についても聴取を行い、アドバ
イスを行った。
また、すでに PC ノートテイクのサポート活動をしている学生がいる場合には、PC ノートテ
イク講習会にアシスタントを兼ねて出席を依頼した。

2）文字による遠隔情報保障技術支援者養成
■他大学における文字による遠隔情報保障エキスパート養成のための出張技術支援・相談対応等
の実施

担当：三好、河野、宇都野

遠隔情報保障を実施している他大学からの依頼に応じて、運用等に関する相談に対応した。ま
た、実施に際して必要となる音声取得環境やその改善についてもアドバイスを行ったほか、対象
の大学を訪問し、実際に文字による遠隔情報保障支援を実施している授業の教室環境や講義の進
行方法等について確認をした上でアドバイスを行った。
■他大学で開講された講義における文字による遠隔情報保障支援の実施
担当：三好、河野、宇都野
本取組の PC ノートテイカーの文字による遠隔情報保障スキルを付加することを目的とし、他
大学で開講された講義における遠隔情報保障を実施した（1 コマ×8 回）。
文字による遠隔情報保障を実施する際に必要となる音声取得環境や教室環境等については、事
前に他大学の教職員と打合せを行ったほか、講義当日に使用するテキストの範囲については、pdf
等での事前提供がなされた。そのほか、教室側には当該大学のサポーターの学生がおり、表出さ
れた字幕に誤字がある場合は板書された正しい語句に訂正するなど、フォローがなされた。1 回
目の遠隔情報保障支援後に、当該大学の職員を通してサポーターの学生と意見交換を行い、より
よい文字情報を提示するために検討を重ねたことにより、円滑な遠隔情報保障支援が実施できた。
■学内における文字による遠隔情報保障エキスパート養成

担当：三好、宇都野

本取組は、上記の取組「他大学で開講された講義における文字による遠隔情報保障支援の実施」
にあたり、様々な場面（音声取得環境の確認と教室側への依頼等）に対応できるスキルの付与お
よび実践を通したエキスパートの養成を目的として、平成 23～27 年度までに本事業で養成した
PC ノートテイカーが担当した。
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写真：文字による遠隔情報保障支援の様子
3）他大学で開催された FD/SD 研修会等への講師派遣
■聴覚障害学生の指導を行う教員を対象とした FD 研修会

担当：宇都野、河野

平成 28 年度に入学した聴覚障害のある学生に対する支援および授業実施時の配慮に関する
FD 研修会へ講師を派遣した。扱う内容については、依頼時から複数回の連絡により打合せを行
ったほか、FD 研修会前に聴覚障害学生との面談の時間を依頼し、コミュニケーション方法につ
いて確認を行った。併せて、聴覚障害学生から授業での困難場面について聴取を行い、当該学生
に必要な配慮を扱った。また、研修会では、参加した教員が 2 人 1 組となり、聴覚障害疑似体験
と手書きノートテイクの支援体験を行った。
本件については、聴覚障害学生への情報保障支援だけではなく、
「授業実施時の配慮」について
も依頼があったため、本学産業技術学部の河野准教授と対応した。
■SPOD フォーラム

2016

担当：宇都野

日 時：2016 年 8 月 25 日（木）13:00～15:00
場 所：愛媛大学城北キャンパス共通講義棟Ｂ

ＣＲＩ-１講義室

内 容：FD/SD 共通プログラム「聴覚障害学生の主体性を引き出す支援」
主

催：四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）

参加者：SPOD 加盟大学およびその他の大学 教職員
［聴覚障害学生の主体性を引き出す支援］では、入学
前から入学後の支援の申し出、支援の実施、支援学生
の養成をとおした聴覚障害学生に対するサポートや関
係部署、教員を含めた学内間連携について扱った。こ
のほか、パソコンを用いて 2 人 1 組で連係入力を行う
とともに、講師派遣した PC ノートテイク講習会のプ
ログラムの一部を体験受講した。
写真：SPOD フォーラムでのプログラムの様子
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4）学内における PC ノートテイカー養成とスキルアップを目指した活動
■学内における PC ノートテイカー養成のための講習会開催

担当：宇都野

学内で開講されている教養科目や専門科目の支援に携わる支援者の養成を行った。募集方法は、
本学のホームページ、タウン誌に受講生募集の案内を掲載し、広く周知した。平成 28 年度は、
①10～11 月、②平成 29 年 2～3 月の 2 講座（各講座 7 回）を実施した。ガイダンスとして行
う「聴覚障害と情報保障」をテーマとした講義では、本学の学生に参加してもらい、自身の聞こ
えの状態やコミュニケーションの方法などについて体験談を含めて話をしてもらった。受講生か
らの質問なども受け付け、聞こえにくい学生への伝え方について体験する機会とした。
受講要件（Windows ノート PC の操作に慣れていること、タイピングスキル 100～120/分
であること）の確認を行った。

図：PC ノートテイク講座受講生募集広告
（平成 29 年 1 月 21 日掲載）
図：PC ノートテイク講座受講生募集広告
（平成 28 年 9 月 2４日掲載）

写真：PC ノートテイク講座

写真：PC ノートテイク講座の様子

ガイダンスで講義を行なう石原副学長
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PC ノートテイカー養成講座各回の実施内容［各回 3 時間×7 回（ガイダンスを含む）］
実施内容

受講者数

担当者

ガイダンス

・聴覚障害と情報保障
・タイピングスキルチェック

［10～11 月］3 人
［2～3 月］7 人

石原副学長
宇都野

第 1 回目

・PC ノートテイカーの心構え
・要約筆記の三原則

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野

第 2 回目

・連係入力のプロセス
・IPtalk について（機能等）

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野

第 3 回目

・IPtalk の画面設定
・チーム入力（3 人・4 人）

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野

第 4 回目

・要約について
・実践入力
・単語登録

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野
PC ノートテイカー
（「単語登録」を担当）

第 5 回目

・IPtalk 画面設定（テスト）
・実践入力（90 分入力）

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野

第 6 回目

・まとめ

［10～11 月］3 人
［2～3 月］5 人

宇都野

■PC ノートテイカーのスキルアップを目指した活動

担当：宇都野、PC ノートテイカー

現在、平成 23 年度～26 年度までに実施していた前事業および平成 27 年度において養成し
た PC ノートテイカー（14 名※平成 29 年 3 月時点）は、本学で開講されている講義（教養科
目、専門科目、教職課程科目）の情報保障支援を担当した。
また、PC ノートテイカーのスキルアップを目指して、講義支援終了後にメーリングリスト（以
下「ML」
）を活用して個人での振り返りや、チームで PC ノートテイクに取り組む上での課題を
抽出、解決方法を検討した。また、ML では次回への引き継ぎ等も行い、円滑な講義支援が実施
できるようにした。
また、平成 28 年度からは、PC ノートテイカーが主体的に取り組む環境の提供を目指して、
各回の担当者ごとに「リーダー制」を導入した。リーダーは、支援準備や打合せの中心となり、
全員が交代で担当するように調整した。
同様に、PC ノートテイカーのスキルアップおよび情報保障支援に関する情報共有を目的とし
て、研修会を実施した。現在活動している 14 名から経験年数の異なる 3 名が、企画および講習
会の運営を担当した。
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情報保障支援を担当した科目
前 期

後 期

修学基礎 A

1 コマ

社会学

15 コマ

歴史学

15 コマ

エコ環境システム

15 コマ（1）
（※4）

知能ロボット工学

15 コマ（2）
（※3） 日本国憲法

3 コマ×5 回=15 コマ

品質管理論

15 コマ

2 コマ（2）（※5）

デザイン学特別講義

15 コマ

教育課程論

15 コマ

合計

熱・空気環境工学

76 コマ（2）

合計

47 コマ（3）

（ ）内の数字は研究所見学のため、遠隔情報保障支援を実施したコマ数
※3～5：

スキルアップ研修会スケジュール
時 間

内 容

学習ポイント

20 分

機材準備シミュレーション

・教室内での配置、PC の設定等

70 分

入力練習①②、課題の共有

・H28 年度に支援を担当した講義の音源を使用
して連係入力
・入力したログを確認し、各自で入力時の課題
について発表（=参加者全員で共有）

30 分

入力③

・①②の入力とペアを変更し、課題を意識しな
がら入力する

まとめ

・総括と次回の研修会のテーマ検討
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5）情報収集および関連団体との意見交換
■関連機関との意見交換

担当：三好、宇都野

本取組では、これまで他大学から情報保障に関連した相談に対応してきた。今後もこれらの相
談に柔軟に対応していくための活動として、特徴的な情報保障活動を実施している団体における
情報収集を行った。
平成 28 年度は遠隔情報保障を中心に実施している NPO 法人、関連機関を訪問した。文字に
よる遠隔情報保障の実施、また支援者（入力者）を養成していることから、養成のカリキュラム
やスキルアップ向上、支援者の評価方法について聴取をした。併せて、文字による情報保障を実
施する上での課題について意見交換を行い、今後の情報保障支援を実施する上での有益な知見を
得ることができた。

6）その他
■第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム

担当：宇都野

【教職員対象企画】
「教職員による聴覚障害学生支援実践発表 2016」におけるポスター発表
本取組の「PC ノートテイカー養成」について、ポスター発表を行った。今回は、講師として
担当した、他大学で開催されたパソコンノートテイク講習会についてタイムスケジュールやカリ
キュラム、講習会で活用しているソフトウェアなどを紹介した。

■本学産業技術学部との連携・協力

担当：宇都野、PC ノートテイカー

平成 28 年 7 月に東京ビッグサイトで開催された「夢ナビライブ 2016」は、大学研究&学問
発見のための国公私立大合同ガイダンスであり、多くの高校生が参加するイベントである。今回、
聴覚障害者の情報保障のうち、ICT（情報通信技術）を活用とした支援技術の紹介および学生募
集を目的として、
「学問の講義ライブ」の 1 講義を本学産業技術学部の若月准教授が担当した。
本講義の情報保障を兼ねた遠隔情報保障のデモンストレーション入力として、学部より本事業の
担当者へ依頼があった。
また、若月准教授の依頼により、平成 28 年 11 月に実施された「聴覚障害者のための字幕付
与技術シンポジウム 2016」において、遠隔情報保障のデモンストレーション入力を担当した。
上記 2 件の文字による遠隔情報保障は、若月准教授が開発した「ウェブを活用した聴覚障害者
のための遠隔情報保障システム captiOnline」を使用した。
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まとめと平成 28 年度の活動に向けて
大学等における情報保障は、手書きのノートテイクから PC ノートテイクへと移行しつつある。
ただし、実施形式によっては手書きのノートテイクのほうが適している講義もあるため、手書き、
PC ノートテイクそれぞれの講習会を開催している大学も少なくない。
本取組では、PC ノートテイクの講習会への講師派遣、相談対応に取り組んできた。他大学で
開催される PC ノートテイク講習会等へ講師派遣を行う際には、利用学生のニーズ、入学前の場
合には、コミュニケーション方法や聴力、面談等の結果、情報保障に関するニーズに即した情報
保障が提供できるような指導案を作成し、講習会を実施した。
昨年度に引き続き、本取組では他大学で開催される PC ノートテイク講習会等への講師派遣を
通じて、養成に関する課題の聴取や意見交換を行い、即戦力となり得る支援者養成カリキュラム
を検討することができた。
また、学内で開講されている教養科目や専門科目の支援に携わる支援者を養成することを目的
とした養成講座においても、平成 28 年度は 2 回の養成講座を開講し、計 8 人の PC ノートテイ
カーを養成することができた。これまで、本取組で開講する「PC ノートテイカー養成講座」
「PC
ノートテイク講座」は、本取組担当者が講師として担当してきたが、平成 28 年度 2～3 月に開
催した「PC ノートテイク講座」では、現在活動中の PC ノートテイカーが講座の一部を担当し
た。また、PC ノートテイカーのスキルアップおよび情報保障支援に関する情報共有を目的とし
て実施した研修会では、3 名の PC ノートテイカーが企画、教材準備・作成、研修会の運営を担
当した。これまで本取組で開催した PC ノートテイク講座等を受講し、本学の情報保障の担い手
として活動している PC ノートテイカーが、研修会や養成講座を担当することにより、指導者の
育成につながるものと期待している。
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視覚障害情報保障機器の評価と大学間連携
担当者： 飯塚潤一、宮城愛美
１．取組の目的
本取組は大きく分けて 2 つの支援からなる。1 つ目は、視覚障害のある学生が在籍中または入
学予定の大学等と連携し、修学および大学生活での情報保障機器の利活用を推進する。具体的に
は、情報保障機器に関する最新情報を積極的に収集したり、本学所有の情報保障機器を他大学等
で評価したりして、それらの情報を大学間で共有する。また国の機関やメーカーとの連携を実現
する。
2 つ目は、視覚障害学生の支援に関する相談全般（情報保障機器を含む）に対応することによ
り、視覚障害学生を受け入れている他大学等に対する支援を行なう。大学間ネットワークを充実
させるために、各大学における視覚障害学生支援の状況を把握し、また、支援の技術や考え方を
発信することにより、本学を介した大学間の連携構築を図る。

２．活動報告
１）情報保障機器の利活用の推進
視覚障害学生（入学予定者・卒業生を含む）の修学・日常生活を営む上で有効な最新の情報保
障機器（拡大読書器やフラッシュライト他）を揃え、それらの性能や使い勝手を評価した。また、
各自の視機能や目的にあわせたフィッティングを行なったうえで貸出し、本人の環境向上ととも
に機器の評価を行なった。
2）視覚障害学生の修学に関する相談対応
全国の大学から修学に関する各種の相談（教材作成、授業・学習、進学・受け入れ、支援機器、
バリアフリー、その他）を受け、メール、電話、来訪、往訪による対応を行なった。
３）視覚障害学生の支援に関する FD／SD 研修会への講師派遣
視覚障害学生が在籍する大学からの要請を受け、シンポジウム、FD 講演会において、視覚障
害学生の修学に関する講演を行なった。また、全国の大学教職員向けのフォーラムにおいて、視
覚障害学生支援の技術について講習を行なった。
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３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：127 名・13 大学
支援件数・大学実数：40 件・26 大学

１）情報保障機器の利活用の推進
■点字端末の貸出しと評価
「点字端末を期末試験に使用したい」という問合せ 2 件がほぼ同時期にあった。在籍する視覚
障害学生所有の点字端末は、日常の講義時にノート代わりに使ったりして様々な情報が格納され
ているので、試験時のカンニング防止用に、内蔵ディスクの中身を空にした点字端末が必要との
相談であった。そこで、当部門で所有している機器の保存データをすべて消去した上で受験用に
貸出した。機器評価としては新しい知見が得られたわけではないが、利用シーンとしては興味深
い事例であった。
■視覚障害疑似体験ゴーグルの充実
一般大学の晴眼学生や本学来学者に対して、視覚障害者へ
の理解を深めるために『視覚障害疑似体験ゴーグル』は非常
に有効である。これまで米国製で高額な商品しかなかったが、
紙製で安価なものが販売されたので（1 セット 210 円）、購
入し評価した。視野狭窄と強度近視体験ができることがわか
った。今後、本学内及び他大学支援に活用していく。
■就労支援関連機関との連携
視覚障害学生の職場定着を支援するため、外部団体（厚労省関係）との連携を推進した。具体
的には、中央障害者雇用情報センター（高齢・障害・求職者雇用支援機構）とは、職場で良く用
いられている情報保障機器に関する情報交換を行い、本学での機器整備に活かしている。また、
一般企業への就職が多い保健科学部情報システム学科の就職担当教員と情報共有に務めている。
２）視覚障害学生の修学に関する相談対応（計４０件）
昨年度と比較して、相談件数が約 1.5 倍に増加し、特に受け入れ・入試に関する相談が昨年度
より大幅に増えた。広報活動によって本事業の知名度が上がったためとも考えられるが、今年度
より施行された障害者差別解消法の下、視覚障害者が進学希望する大学へ積極的に受験相談を行
った、相談を受けた大学が合理的配慮の提供のため準備を検討した、という背景があると考えら
れる。相談のあった大学は、全国の国立・私立・公立大学、障害学生支援室設置の有無に関わら
ず、入試、入学準備、授業等の対応を熱心に進めている。今後、ますます本学の他大学支援が必
要とされる機会が増えることが予想される。
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■受け入れ（１１件）
全盲、弱視学生から受験相談を受けた大学からは基本的な支援の内容について、また、入学が決
まった大学からは事前相談で確認すべき内容について相談があった。受け入れの事例を探してい
る大学に対しては、既に視覚障害学生の支援の実績がある他大学の紹介も行なった。
■入試（８件）
全盲学生の受験で、パソコンや点字端末を使用した受験方法について相談があった。点字端末を
用いた受験については、事前に同大学の職員と何度もやり取りを行ない実現した。また、点字受
験の方法や費用負担についての問い合わせがあった。
■授業、学習（７件）
スクリーンリーダを用いた Linux プログラミングの方法、授業で必要となる検定試験の受験方法、
中途障害の学生の学習方法などについて相談があった。
■学習資料（７件）
スペイン語、ドイツ語、フランス語、アラビア語の、学習方法や教科書点訳について相談があっ
た。また、テキストデータ化を行なっている大学から、触図の作成について相談があり、作成方
法の提示やサンプルの提供を行なった。
■就職（3 件）
弱視学生の就職活動の方法について問い合わせがあり、本学学生の事例から情報提供を行なった。
また、就職内定後に障害が進行した学生についての相談があり、職業訓練施設などを紹介した。
■学内啓発（3 件）
初めて視覚障害学生を受け入れる大学からは、教職員に対する啓発について、また、弱視の学生
が在籍する大学からは、学生の存在が大学教職員に周知できていないなどの相談があった。
■その他（1 件）
障害学生支援センターのホームページのアクセシビリティについて、情報提供依頼があった。
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３）視覚障害学生の支援に関する FD／SD 研修会への講師派遣
■SPOD フォーラム

2016

日時： 2016 年 8 月 25 日（木）10:00～12:00
場所： 愛媛大学城北キャンパス共通講義棟Ｂ ＣＲＩ-１講義室
内容： FD/SD 共通プログラム「視覚障害学生支援の基礎-テキストデータ化の体験-」
主催： 四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）
参加者： SPOD 加盟大学およびその他の大学 教職員
■全カリシンポジウム「しょうがい学生にとっての外国語学習—その意味、そして教育と支援への
アプローチ」
日時： 2016 年 11 月 5 日（土）14:00～16:00
場所： 池袋キャンパス マキムホール（15 号館）3 階 M301 教室
内容： 基調講演「視覚しょうがい学生の外国語学習環境と支援の課題」
主催： 立教大学 全学共通カリキュラム運営センター
協力： しょうがい学生支援室
対象者： 立教大学学生・教職員、一般
■FD 講演会
日時： 2017 年 2 月 16 日（木）13:00～15:00
場所： 二松學舍大学九段 1 号館

201 教室

内容： 講演「視覚障害学生の授業支援について」
主催： 二松學舍大学
参加者： 二松學舍大学教職員

写真：SPOD フォーラムでの
疑似体験の様子

写真：立教大学での講演の様子
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体育・スポーツ
担当者： 香田泰子、中島幸則、天野和彦、向後佑香、栗原浩一
１．取組の目的
全国の高等教育機関に在籍する聴覚・視覚障害学生の体育・スポーツ活動に関する教育支援の
充実に資することを目的とする。
上記の目的を達するため、アダプテッドスポーツコーディネーターが中心となり、以下の項目
に重点を置いて事業を展開する。
１）聴覚・視覚障害学生（者）の体育・スポーツ活動に関する情報の収集および提供
２）聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会の開催および講師派遣
３）聴覚・視覚障害学生の体育授業に関する相談・助言・支援

２．活動報告
事業計画に基づき、以下の 3 項目を実施した。
１）聴覚・視覚障害学生（者）の体育・スポーツ活動に
関する情報の収集・提供
聴覚・視覚障害者スポーツに関する情報の提供として、
本事業で制作した映像資料である、聴覚障害者スポーツ
DVD「トップアスリートを目指して～聴覚障がい者スポ
ーツの紹介」ならびに、視覚障害者スポーツ DVD「広
がる、世界へ！～視覚障害者スポーツの紹介」を全国の
大学体育教員や、障害学生支援に携わる教職員を対象に
配付した。また、大学体育や視覚障害に関する学会にお
いて、本事業の取り組みの紹介と利用事例の報告を目的
とした発表を実施した(写真 1)。

(写真 1：日本体育学会でのポスター発表)
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２）聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会の開催および講師派遣
聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会の開催や講師派遣として、大学体育教員を対象とし
た FD 研修会への講師派遣、将来の指導者や支援者となる体育や教育・福祉などを専攻する学生
を対象とした障害者スポーツに関する講習、一般の大学教職員や学生を対象とした視覚障害者ス
ポーツ体験を目的とした講習会等の開催ならびに講師派遣を実施した(写真 2、3、4、5)。

(写真 3：障害者スポーツに関する講習

(写真 2：障害者スポーツに関する講習

・中央学院大学)

・筑波大学)

(写真 4：障害者スポーツに関する講習・茨城キリスト教大学)

(写真 5：障害者スポーツに関する講習・帝京平成大学)

59

３）聴覚・視覚障害学生の体育授業に関する相談・助言・支援
障害学生が受講する体育実技授業の相談・支援として、本学産業技術学部に在籍する弱視学生
の体育実技支援を実施した。また、体育授業の相談・助言と、視覚障害学生が受講する体育実技
授業への支援者の派遣および助言を実施した。

３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：25 件・484 名・17 大学
支援件数・大学実数：31 件・2 大学

１）聴覚・視覚障害学生（者）の体育・スポーツ活動に関する情報の収集・提供
日 時
通年

対象・件数

内 容

全国の大学体育教

聴覚障害者スポーツ DVD「トップアスリートを目

員・障害学生支援担当

指して～聴覚障がい者スポーツの紹介」
、視覚障害者

職員など(12 件・12

スポーツ DVD「広がる、世界へ！～視覚障害者ス

大学)

ポーツの紹介」の送付。

関連教育機関・団体(3

【担当：栗原・中島・天野・香田】

件・3 団体)
8 月 24 日
～26 日

日本体育学会

日本体育学会第 67 回大会での、聴覚・視覚障害学
生の体育実技授業支援に関するポスター発表の実施
演題：大学・短期大学における聴覚・視覚障害学生
の体育実技支援 筑波技術大学教育関係共同利用拠
点事業の利用事例報告
【担当：栗原】(写真 1)
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２）聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会の開催および講師派遣
日 時
4 月 21 日

対象・件数
筑波大学
(17 名・1 大学)

内 容
筑波大学体育専門学群ならびに筑波大学大学院人間
総合科学研究科開講授業(アダプテッド体育・スポー
ツ学演習Ⅰ)での視覚障害者スポーツに関する講義
と実習への講師派遣 テーマ：視覚障害体験とサウ
ンドテーブルテニス
【担当：栗原】(写真 2)

4 月 28 日

筑波大学

筑波大学体育専門学群ならびに筑波大学大学院人間

(17 名・1 大学)

総合科学研究科開講授業(アダプテッド体育・スポー
ツ学演習Ⅰ)での視覚障害者スポーツに関する講義
と実習への講師派遣 テーマ：フロアバレーボール
【担当：栗原】

5 月 26 日

筑波大学

筑波大学体育専門学群ならびに筑波大学大学院人間

(18 名・1 大学)

総合科学研究科開講授業(アダプテッド体育・スポー
ツ学演習Ⅰ)での視覚障害者スポーツに関する講義
と実習への講師派遣 テーマ：ゴールボール
【担当：栗原】

7 月 12 日

中央学院大学

中央学院大学法学部開講授業(ライフスポーツ論、ス

(81 名・1 大学)

ポーツ学実習Ⅰ)での視覚障害者スポーツに関する
講義とゴールボール体験会への講師派遣
【担当：栗原・中島・天野】(写真 3)

7 月 23 日

慶應義塾大学

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)体育授業担

(26 名・1 大学)

当教員などを対象とした、障害学生の体育指導に関
する FD 研修会への講師派遣 演題：障害学生に対
する体育授業での合理的配慮-聴覚・視覚障害学生へ
の指導における配慮と工夫
【担当：栗原・中島】

8 月 10 日

帝京平成大学

本学にて視覚障害者スポーツ研修・体育施設の見学

(4 名・1 大学)

ならびに、本学学生とのスポーツ交流会実施に関す
る打ち合わせの実施
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【担当：中島・向後・栗原・香田・天野】
9 月 29 日

帝京平成大学

帝京平成大学現代ライフ学部 1 年生の開講授業(ス

(123 名・1 大学)

ポーツ社会学)での聴覚障害者スポーツに関する講
義への講師派遣
【担当：中島】

10 月 7 日

茨城キリスト教大学

茨城キリスト教大学文学部開講授業(コミュニケー

(57 名・1 大学)

ションスポーツ)での、視覚障害者スポーツに関する
講義と、フロアバレーボール体験会への講師派遣
【担当：栗原】(写真 4)

10 月 11 日

慶應義塾大学

慶應義塾大学日吉キャンパス体育授業担当教員を対

(16 名・1 大学)

象とした、聴覚障害学生の体育指導に関する FD 研
修会への講師派遣 演題：体育・スポーツ活動にお
ける聴覚障害学生との関わり方
【担当：中島】

10 月 14 日

茨城キリスト教大学

茨城キリスト教大学文学部開講授業(コミュニケー

(58 名・1 大学)

ションスポーツ)での、視覚障害者スポーツに関する
講義と、ゴールボール体験会への講師派遣
【担当：栗原】

10 月 29 日

東洋大学

東洋大学主催の「パラスポーツ体験会」での、ゴー

(14 名・1 大学)

ルボール体験会への講師派遣 受講者 14 名
【担当：栗原】

11 月 18 日

筑波大学

つくば国際スポーツアカデミー（TIAS）開講授業（障

(22 名・1 大学)

害者とスポーツ）でのゴールボール体験会への講師
派遣
【担当：天野】

2 月 16 日

帝京平成大学

本学にて聴覚・視覚障害者スポーツに関する講習会

(9 名・1 大学)

の開催
【担当：中島・香田・向後・栗原】
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３）他大学支援：聴覚・視覚障害者スポーツに関する相談・助言・支援
日 時
通年

4月8日

通年

8月1日

2 月 14 日
～18 日

対象・件数

内 容

筑波技術大学産業技

本学産業技術学部開講の体育授業(健康・スポーツ

術学部

C、D)を受講する弱視学生（総合デザイン学科 1 年）

(1 名・1 大学・30 回)

に対する授業支援の実施。

茨城キリスト教大学

文学部 1 年の弱視学生の体育授業支援に関する相談

(1 件・1 大学)

の実施 【担当：栗原】

茨城キリスト教大学

文学部 1 年の弱視学生の体育授業支援に関する支援

(1 名・1 大学・29 回)

の実施 【担当：栗原】

首都大学東京

視覚障害学生のスキー実習受講に関する相談に対し

(1 名・1 大学)

て現状の聞き取りと相談の実施 【担当：栗原】

首都大学東京

視覚障害学生に対するスキー実習での支援の実施

(1 件・1 大学)

【担当：天野】
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【担当：栗原】

語学教育に関するアカデミック・アドバイスの提供
担当者： 松藤みどり、須藤正彦、大杉豊、
（アカデミック・アドバイザー）細野昌子
１．取組の目的
授業担当者や聴覚障害学生に対して外国語教育・学習についての助言・指導を行う「アカデミ
ック・アドバイザー」を配置し、語学の授業における教育指導の方法や、障害特性に応じた学習
方法について専門的なアドバイスを提供する。

２．活動報告
アカデミック・アドバイザーに月１回３時間通年で勤務してもらい、学生、教員、支援者など
からの相談に、メールや電話、面談などで対応してもらった。
業者に依頼した「やってみよう！パソコンノートテイク」の英訳を完成し、図書館リポジトリ
に掲載してもらい、拠点の HP からもリンクして、必要なところに情報が届きやすくした。
来年度開催予定の研修会の計画を進めた。

３．実績・成果

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日現在

利用件数・利用のべ人数・大学実数：1 件・56 名・大学数不明（※）
（※）利用…「Let's Try Laptop Note-taking！」
（「やってみよう！パソコンノートテイク」英
語版）ダウンロード数。
【事務局補足】
「パソコンノートテイク導入支援ガイド やってみよう！パソコンノートテイク」：
PEPNet-Japan 発行（2007 年）
。同書は発行以来、パソコンノートテイクの導入に必要な
知識をまとめたマニュアルとして、多くの大学で養成講座等の教材に活用されている。
英語版作成については、PEPNet-Japanとの共同により実施した。
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各取組からの
アドバイス・
コラム

【アドバイス・コラム】
※「障害者高等教育拠点」メールマガジンで連載した「プロジェクトリレー
コラム」を取組毎に転載しています。
（平成 28 年 5 月・創刊号～平成 29 年 2 月・第 10 号掲載分）
■テーマ…各取組の活動紹介、指導・支援の事例紹介、取組内容に関連した
情報、アドバイス、等

キャリア発達支援

【執筆：石原保志、平成 28 年 5 月号】
筑波技術大学の学部卒業生（就職希望者）の就職率は毎年度、ほぼ 100％
である。特別なカラクリはない。正真正銘の実数である。しかし特別な支
援は行っている。就活をしようとしない学生の尻叩きである。就活真只中
の時期になっても、自ら動かない学生が何割かいる。誰かが何とかしてく
れるだろうという思いが透けて見える。少人数教育故にすべての学生に細
かく目が行き届くのは本学の長所である。しかし幼少期から「やってもら
う」ことに慣れてしまっている学生は、自分の未来は自分が作っていくと
いう意識が希薄である。心身機能の障害は個人の活動参加だけでなく活動
環境自体にも影響を及ぼす。現実社会の中に身を置き、多様な体験の中で
意思決定をしてきた学生は、今自分が何をすべきか、自分の適性や能力の
中で何が出来るかを客観的視点から考える。しかし庇われる（と本人が思
ってしまう）環境の中で意思決定の機会を逃してきた（奪われてきた）学
生は、自らの行動で自己の未来と環境を築いていくという意識に乏しい。
このことが本人のキャリア発達を阻害する。そういう学生に、主体性を持
って考え、行動させることを促すために、尻を叩く。ただ尻叩き（はたら
きかけ）のタイミングや方法を誤ると、かえって受動的姿勢に入ってしま
う。『教育的介入』の技術が求められる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宇都野康子、平成 28 年 10 月号】
9 月 8 日～9 日の 2 日間、本学に事務局を置く PEPNet-Japan が主
催する「第 12 回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」が、本学
とつくば市内のホールを会場として開催された。このシンポジウムでは、
毎回多くの学生が準備や当日のスタッフとして携わっている。前日までの
準備では、参加者に配付する冊子のデザインを本学の総合デザイン学科で
学ぶ聴覚障害学生が担当し、またシンポジウムを運営する教職員の指示を
受けながら機材の準備や会場の設営等を担当していた。シンポジウム当日
には、本学の学生だけではなく、近隣の大学で学ぶ聴覚障害学生を含む多
くの学生が業務を担当してくれた。障害の有無や程度に関わらず、業務と
して仕事を担う。これは、学生たちにとって、貴重な「社会的な経験・体
験」となる。ほとんどの大学では、障害学生に限らず、職業移行プログラ
ムとして、インターンシップが取り入れられているが、職業観などは短期
的な就業体験だけで身につくものではない。
「キャリア教育」とは、単に就
職を考えるだけではなく、卒業と就職後を見据えて指導・支援をしていく
ことであり、大学に在籍している 4 年間をとおして培われていくものであ
る。
指示を受けながら、自らも「今、自分が何をすべきか（できるか）」を考
えて行動すること。この活動を通して、与えられた持ち場で主体者となり、
業務の一連の過程を体験する。彼らにとって貴重な体験の機会となるであ
ろう。学外でのアルバイト等が難しい場合でも、学内でできるボランティ
ア活動などもある。そのような機会があれば、積極的に参加し、多くの経
験を蓄積することで、社会人としての基礎力を培ってほしい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宇都野康子、平成 29 年 1 月号】
平成 28 年 12 月 2 日に開催した FD/SD 研修会「大学等における障害
学生のキャリア発達支援」に関連したコラムとさせていただきます。
会場内で「なぜ今キャリアをテーマにした研修会を開催したのですか？」
とご質問を受けました。今回のテーマを選定したのは、いろんな理由があ
りますが、1 つには障害者差別解消法が施行されたことが挙げられます。
日本学生支援機構が実施している「障害のある学生の修学支援に関する実
態調査」の結果からも、今後も障害のある生徒の大学進学者は増加するこ
とが予想されます。近年では数多くの大学等に障害学生支援室が設置され、
修学支援の体制整備、授業支援の取組が進められています。これらの修学
環境の整備と併せて、キャリア形成と就労、大学から社会への移行支援に
ついても、これからの大学に求められる役割であると考えたためです。
今回の研修会で印象に残ったエピソードをご紹介します。
本事業の取組「体育・スポーツへの支援」を担当している天野和彦准教
授のパネルディスカッションの発表の中でのことです。発表の最初に、フ
ロアの皆さんに「スポーツが好きな人？」
「スポーツが嫌いな人？」という
質問をしました。さらに、「どうして好き or 嫌いなのかを思い浮かべてく
ださい」と。その後、「その答え（好き or 嫌い）を意思表示するための体
験があったからではないですか？」という問いかけがありました。
「おそら
く、障害学生にはそういった経験が少ない、もしくは無いのではないか。」
と話す天野准教授が担当している視覚障害を持つ学生の中には、体育の時
間はほとんど見学をしてきたため、体育やスポーツの経験が極めて少ない
学生もいたようです。それが理由なのか、初めてのスポーツに対して「で
きません」という傾向があるそうです。
「やったことはあるの？」と問いか
けると「やったことはありません」と答える。それでどうして「できない」
と分かるのか？それは体験や経験の貧弱さから、自分と対象（この場合は
体育やスポーツ）との距離を感じているためではないかという内容でした。
石原副学長も、FD/SD 研修会の総論の中で「社会的体験の不足」を挙
げています。スポーツに限ったことではなく、実際の体験、経験を通して、
自己肯定感、自主性、自信を得ていけるのだというお話が、障害の有無、
また学生・社会人によらない、キャリア発達上の視点だと思いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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情報保障

【執筆：宇都野康子、平成 28 年 5 月号】
［情報保障］の取組では、パソコンノートテイク・情報保障に関するご
相談に対応するほか、他大学で開催されるパソコンノートテイク講習会等
へ講師を派遣しております。
私は、講習会の依頼をいただくと、可能な範囲でパソコンノートテイク
を利用する学生の参加をお願いすることにしています。利用学生はみな同
じニーズではないため、利用学生から直接ニーズを聞くことが大事だと考
えているからです。
先月、都内の大学からの依頼でパソコンノートテイク講習会に行ってき
ました。今回の依頼は 2 回目で、利用学生にも半年ぶりに再会しました。
初回の講習会の際には、
「全部入力するのは難しいと思うので・・・」や
「（情報が不足していても）仕方ないですよね」と、少し遠慮がちなように
見えました。その時に、
「自分が必要だと思う支援を言ってくれたほうがい
い。職員さんも、支援学生もあなたのニーズにどう応えるかを考えてくれ
るはず」と伝えました。
先月の講習会では、同じ利用学生に希望する情報を聞いてみたところ、
「他の学生の発言は入力・表示をして欲しい」と受講生の前で発言してい
たのが、印象に残りました。このような体験をとおして、自分のニーズを
周囲に伝える経験になるのではないかと思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宇都野康子、平成 28 年 9 月号】
「講習会における支援学生の役割」
［情報保障］の取組では、パソコンノートテイク・情報保障に関するご
相談に対応するほか、他大学で開催されるパソコンノートテイク講習会等
へ講師を派遣しております。
聴覚障害学生が在籍する大学等では、支援学生を養成するため、毎年パ
ソコンノートテイク講習会を開催するほか、単年度内に複数回開催するこ
とがあります。そのため、何度目かの講師としてお声をかけていただいた
際には、時間やカリキュラムの相談と併せて「前回までの講座を受講した
学生の参加と活動状況」について伺っています。すでに支援活動をしてい
る学生が受講する場合には【アシスタント】として、講習会のお手伝いを
お願いしています。講習会には利用学生の同席もお願いしていますので、
利用学生への情報保障やデモ入力をご担当いただきます。パソコンノート
テイクには大学ごとのルールがある場合もありますので、講習会の中で入
力のルール・訂正方法について講師側から質問をするなど、適宜発言いた
だいています。また、実際の講義支援の様子や、困ったことがあったとき
の対応方法についてもお話しいただくなど、パソコンノートテイクの活動
について、受講生がイメージできるようにすることを目的としています。
講習会を受講したのち、パソコンノートテイクの支援活動を始めた学生
が【アシスタント】として講習会のお手伝いをしてくださることは、講師
を担当した私にとってとても嬉しく、頼もしい存在です。【アシスタント】
となるからといって、支援の中心人物になるわけではありませんが、やは
り「みんなを引っ張っていこう」という思いは持つようで、初心者の学生
にも積極的に声をかけている姿が見受けられます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宇都野康子、平成 28 年 12 月号】
「部署間の連携でスムーズなパソコンノートテイクの導入へ」
［情報保障］の取組では、パソコンノートテイク・情報保障に関するご
相談に対応するほか、他大学で開催されるパソコンノートテイク講習会等
へ講師を派遣しております。
パソコンノートテイクの担い手となる支援学生を養成することを目的と
した講習会へ講師を派遣する際、併せてノートパソコンを貸し出すことが
あります。これは、講習会を受講する人数分のノートパソコンを準備する
ことも大変ですし、講習会で使用するソフトウェア［IPtalk］をインスト
ールする、連係入力を行うための IP アドレスの変更など、大学で管理して
いるパソコンでは設定が難しいことがあるためです。
以前、ある大学で、初めて学内で開催するパソコンノートテイク講習会
へ講師を派遣し、併せてノートパソコン・周辺機材を貸し出しいたしまし
た。その講習会には情報システム課の職員さんも同席され、講習会終了後
に使用するソフトウェアや必要な機材（ハブや LAN ケーブル）について
も質問を受けました。2 回目以降は、その職員さんの全面的なサポートを
いただき、学内のノートパソコンを使って講習会が実施できるようになり
ました。職員さんからは、ノートパソコンの設定について何度かご質問を
いただき、直接やりとりしました。
障害学生支援を担当する職員さんだけでは、支援技術の全てを担うこと
は難しい面があると思います。このケースでは、まずは関連する部署の職
員さんに講習会に参加を依頼し、実施したい内容・パソコンノートテイク
の実施方法を把握いただいたのち、協力をお願いしたことで、部署間の連
携につながったのだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宇都野康子、平成 29 年 2 月号】
本学で実施される情報保障のうち、教室内で入力を行うパソコンノート
テイカーの養成を担当しています。教室内で入力を行う情報保障は、学内
で養成したこれらのパソコンノートテイカーによる支援者チームが担当す
るほか、地域の情報保障団体ご協力をいただいています。
現在、本チームには 13 名が登録しており、平成 28 年度に本学で開講
した講義のうち、前期 5 科目、後期 3 科目の情報保障を担当しました。講
義の情報保障のほかにも、本学に見学に来るろう学校の生徒さんを対象と
した字幕による情報保障の体験時に、デモ入力を担当しています。
本チームの支援者が情報保障を担当した講義に関する情報共有は、支援
者全員が登録しているメーリングリストで行います。支援者どうしはいつ
も顔を合わせるわけではないため、各回の講義を担当した支援者全員が、
次回への引き継ぎ（小テスト実施、レポートの提出期限に関する情報、次
回の講義のアナウンス内容など）と併せて、情報保障に関する振り返りを
投稿します。この方法で振り返りを実施することで、自分が担当しなかっ
た回の情報を得ることができます。また、トラブルが起きたときには、そ
の対応方法と併せて投稿しています。支援を担当していなかった支援者か
ら、別の対応方法の提案があるなど、活発なやりとりがなされることもあ
ります。
メーリングリストを活用した引き継ぎ・振り返りは、チームとしての支
援記録の蓄積となるだけでなく、チーム全体や各支援者の課題のほか、
「よ
りよい情報保障にするためにどうするか」ということを、全員で考える場
になっていると思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ろう者学教育コンテンツ

【執筆：管野奈津美、平成 28 年 7 月号】
「ろう者学（英語名：Deaf Studies）」は、ろう者の生活文化を研究す
る学問であり、ろう・難聴の児童や学生が自分自身の障害について理解し
アイデンティティを形成するためにも非常に重要な学問とされています。
本取組では「手話」「芸術」「スポーツ」「コミュニティ」「テクノロジー」
「歴史」
「教育」などの分野にわたって、聴覚障害学生にとってロールモデ
ルとなる方々の紹介や講演の映像コンテンツを開発・作成し、全国の大学
教職員や聴覚障害学生が活用できるシステムを提供しています。
http://www.deafstudies.jp/
現在、様々な業種に就いている聴覚障害者へのインタビューを始めてお
りますが、先日のインタビューでは「職場において自分から情報保障をつ
けてほしいと要望を出す時に、自分自身の社会参加のためにのみ要望する
のではなく、組織全体として得られるメリットについても説明するなど、
交渉のスキルを身につけていく必要がある」という話が出ました。このよ
うな交渉スキルは就職してすぐ身につくものではありません。在学中に自
分のニーズを一方的に伝えるだけではなく、大学教職員や支援学生にとっ
ても過ごしやすいキャンパス作りを考えていくなどの経験を積み重ねてこ
そ培われるスキルではないかと感じました。
聴覚障害学生の卒業後の進路やキャリア支援について悩まれている方も
いるかと思いますが、上記のように聴覚障害当事者の経験知に多くのヒン
トが隠されていますので、ぜひ聴覚障害学生になるべく多くの聞こえない
先輩と会って話す機会を作るようアドバイスして頂ければと思います。さ
らに本コンテンツの利用についてもご関心がありましたら、いつでもお気
軽にご相談ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：管野奈津美、平成 28 年 11 月号】
「【ろう者学豆知識①】電話リレーサービス」
『電話リレーサービス』についてご存知でしょうか。電話リレーサービ
スは、オペレーター（通訳者）が耳の聞こえない利用者の代わりに電話を
かけ、利用者が手話で話す内容、もしくは文字で打った内容を音声に変え、
そして相手が話す内容を文字や手話に通訳してくれるサービスです。欧米
では、公的サービスとして実施されている国もあり、24 時間いつでも利
用できるところもあります。しかし日本では残念ながら導入が遅れており、
日本財団電話リレーサービスモデルプロジェクト（http://trs-nippon.jp/）
による試行サービスがありますが、24 時間利用できない、通訳者の不足
等、まだまだ課題も多くあります。
大学内で、聴覚障害学生が電話をかける必要がある場合、どうしている
のでしょうか。私の場合は、事務の方や友人にお願いしていましたが、個
人情報もありますので、電話をお願いするのも億劫でした。しかし、日本
財団電話リレーサービスモデルプロジェクトが開始されてからは、自分の
好きな時に電話をかけることができ、自分の話したい内容を直接伝えるこ
とができるので、とても気が楽になりました。
聞こえる方の場合、社会人になると取引先やお客様など重要な場面で電
話を使用する機会も多いかと思います。電話での話し方もマナーがありま
すが、聴覚障害者はなかなかその情報を得られにくいという実態がありま
す。また、担当しているお客様や取引先から、聴覚障害があるのを知らず
電話がかかってくるケースも多くあるようです。学生のうちに自分で電話
リレーサービスを利用して、様々な方との会話やケースに慣れておくとい
いかもしれませんね。ぜひこの取組をもっと多くの方々に知って頂ければ
と思います。
余談ですが、先日米国の大統領選が行われましたね。討論会中継におけ
るアメリカ手話通訳も話題になりました。以下の URL の画像をご覧頂け
ればわかりますが、クリントン候補、トランプ候補、司会それぞれに手話
通訳がつき、字幕も付いています。日本ではなかなか見られない光景です
ね。
http://blog.canpan.info/deaf-ryugaku/archive/1002
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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視覚情報保障機器の評価と大学間連携

【執筆：宮城愛美、平成 28 年 6 月号】
本取組では、全国各地の大学からメール、電話、来訪などによって、視
覚障害学生の修学支援に関する各種のご相談に対応しております。平成
27 年度の相談件数は 23 大学から 30 件でした。視覚障害学生支援のイ
メージを膨らませていただけるように、相談内容をカテゴリに分類した内
訳をご紹介したいと思います。
最も多かったカテゴリが「学習資料の作成」
（9 件）でした。これは、他
の内容と比べて近年目立って増加してきています。具体的には、自動点訳
ソフトの情報が欲しい、点字プリンタのメンテナンスについて知りたい、
専門分野を扱える点訳団体を探している、といった点訳に関する内容や、
テキストデータ化、触図等の作成方法に関する相談がありました。その他
のカテゴリとしては「受け入れ」「授業」（各 5 件）、「支援機器」（3 件）、
「学内啓発」「キャンパスのバリアフリー化」（各 2 件）、その他（4 件）
という内訳になりました。
受け入れに関する相談は、受験を検討している視覚障害者から各大学に
問い合わせがあった段階でご相談をいただくのですが、支援の基本的な考
え方・方法・体制・費用等についてご説明しています。授業に関する相談
の多くは、演習、実験、学外実習等、視覚的な情報が多く必要とされる授
業の支援方法についてでした。支援機器やバリアフリーに関する相談では
ご来訪いただくことも多く、実際に視覚障害者用の各種支援機器および筑
波技術大学のバリアフリー環境をご覧いただきながら解説しています。
視覚障害学生のニーズは様々ですので、上記の内容に限らず、視覚障害
学生の修学支援に関わることでしたらどのような内容でもお気軽にご相談
いただければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宮城愛美、平成 28 年 8 月号】
障害のある学生のニーズは様々ですので、個別の配慮を提供するために
は、修学における各場面で具体的な対応方法を検討する必要が出てきます。
全盲の学生が初めて入学したある大学からの相談事例をご紹介します。
学生の入学前後に、一般教育を担当する先生方から視覚障害学生支援の
考え方や対応方法についてご相談があり、アドバイスを差し上げました。
入学後の 5 月には、関係する教職員を対象に視覚障害学生の修学支援に関
する FD/SD 研修会を開催することになり、講師として参加しました。一
般教育・学部の教員、事務職員、保健管理センターの看護師などいろいろ
な立場の方が参加され、関心の高さがうかがえました。その後も折に触れ
て、専門分野の学習資料や就職を見据えた資格取得についてご質問があり
情報提供を行ないました。就職活動を控えた 3 年次の後半には、所属する
学部の先生から視覚障害者の就労に関して情報が欲しいというご相談があ
り、研修会講師としてお話ししたところ、学生本人や学科の先生方を始め
多くの教職員の方が参加され、情報を共有することができました。
他にも本事業では、体育などの実技を要する授業についての講習や、学
習資料の作成について支援学生向けの講習会を実施した例もあります。障
害学生の入学から卒業まで、場面ごとに必要な対応方法がありますので、
状況に応じた形で研修会開催にご協力させていただいています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：飯塚潤一、平成 28 年 10 月号】
視覚障害の情報入手には、情報保障機器が非常に有益です。弱視者向け
には、印刷物が明るく見える LED 付き『手持ちルーペ』や、遠方のもの
を見るための小型軽量の『単眼鏡』、拡大倍率を自由に変えられ白黒反転も
できる『拡大読書器』などがあります。拡大読書器には教科書を読むため
の“据置型”だけでなく、バッテリー内蔵の“携帯型”などさまざまなも
のがあります。全盲者向けには、合成音声でパソコン画面を読み上げる『ス
クリーンリーダー』、点字で表示する『点字ディスプレイ』、印刷物を読取
り・読み上げる『音声読書器』などがあり、独力で文章を作成したり、メ
ールやインターネットを読んだりすることができます。この他に眩しさを
低減する『遮光眼鏡』、足元を照らす高輝度『懐中電灯』などあります。本
学では勉強や日常生活に役に立つ機器・グッズを約 400 製品所有してお
り、日本最大規模ではないかと自負しています。
日本学生支援機構の 2015 年の調査によると、全国の大学・短大・高専
で学ぶ視覚障害のある学生は 755 人にも上っています。一般大学では様々
な障害のある学生を支援していることもあり、こうした機器を十分に揃え
ることは難しいと考え、本学が所有するすべての情報保障機器を貸出して
います。実際の教育現場で機器を使ってみて、視覚障害学生の就学環境を
向上していただきたいと思います。是非、ご利用ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：宮城愛美、平成 29 年 2 月号】
「視覚障害学生の体験を増やす」
キャリア教育の一環で、様々な社会体験をする機会を設けている大学も
あると思います。視覚障害学生の修学における大きな困難は移動と情報ア
クセスですが、そのことが参加の妨げになるのは、授業だけでなく教室の
外での体験もあります。
例えば、学外実習は、知らない場所での移動を始め、初めてのことを見
よう見まねで行うような場面も多いため、視覚障害学生にとって参加する
のは容易ではありません。それでも参加してみたいと意欲を見せる学生に
対して、大学側は学生の安全を優先して、つい実習の参加は止めたほうが
よいのではないかと考えがちです。しかし、視覚障害学生だからこそ、文
字や言葉の情報以外から学ぶものは大きいと考えられます。視覚的な情報
が得られなくても、その場に行き、他の学生と共に、触れたり聞いたりす
る体験から、目で見る情報を補うことができるどころか、それ以上のもの
が得られるのではないでしょうか。
他にも、学内でのアルバイト体験や、支援する側にまわるボランティア
活動など、積極的に視覚障害学生の体験を増やしていきたいものです。障
害学生だけが学んでいる本学では、特に社会経験の機会を増やすことを意
識的に行う必要性を感じています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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体育・スポーツ
【執筆：栗原浩一、平成 28 年 6 月号】
体育・スポーツでは、聴覚・視覚障害学生の体育・スポーツ活動につい
て、
「体育授業に関する支援・相談」、
「障害者スポーツに関する講習会の開
催や講師派遣」、「障害学生の体育・スポーツ活動に関する情報提供」を実
施しています。
体育授業に関する支援・相談では、障害学生が受講する授業への支援者
の派遣のほか、各大学の障害学生支援体制や体育の授業内容・指導体制に
合わせた授業内容の相談や提案を実施しています。
障害者スポーツに関する講習会では、聴覚・視覚障害者がスポーツ活動
を行う際に必要な配慮や指導法について、あるいはパラリンピック種目で
もあるゴールボールなど視覚障害者スポーツの体験をテーマとした講習の
開催や講師派遣を実施しています。これまでに体育の先生方や障害学生支
援に携わる教職員を対象とした FD/SD 研修会だけでなく、体育や教育、
福祉などを専攻する一般の学生なども対象として、幅広く実施しています。
中でも、体育を専攻する大学生のゼミの活動として、本学の聴覚や視覚に
障害のある学生とのスポーツ交流等を実施する訪問研修会は毎年継続して
実施されており、ご好評をいただいています。
障害学生の体育・スポーツ活動に関する情報提供では、本学で実施した
障害学生に対する体育実技についての全国調査の報告書や、聴覚・視覚障
害者スポーツを紹介する映像資料（DVD）を提供しています。
その他、障害のある学生のご在籍の有無に関わらず、体育・スポーツ活
動全般に関するご相談・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡をい
ただければ幸いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：中島幸則、平成 28 年 9 月号】
「ゴールボールの体験授業 ～講師派遣の一例として～」
第 2 回（6 月号）コラムで紹介しましたが、体育・スポーツ担当では、
聴覚・視覚障害学生の体育・スポーツ活動に対する教育的支援を行ってい
ます。各大学等からの相談を受け、其々の大学に適した支援について、ア
ドバイスを提供させて戴いています。
今回は 7 月に C 大学で行われた『障害者スポーツ理解のための授業』に
ついてご紹介します。C 大学は駅伝部、野球部、ゴルフ部が全国でもトッ
プレベルで、スポーツ活動がとても盛んな大学です。そんな運動部の学生
が多く履修する「ライフスポーツ論」の授業で（受講者数 35 人）、普段は
体験のできない「ゴールボール」を体験してもらいました。初めに視覚障
害についての説明を行い、その後、アイマスクをした状態でアイスブレー
クとしてじゃんけん合戦、準備運動を行った後、受講者全員にゴールボー
ルの体験をしてもらいました。最初は様子見をしていた学生も、ボールの
鈴の音を頼りに楽しんでいました。
終了後、学生からは、
「アイマスクをしてプレーをするときに、視覚以外
の五感を使わなければという思いになり、普段は味わえない感覚を体験で
きて良かった」、「今後、障害者に対する知識を増やして、理解を深めてい
きたいと思った」等の、実際の体験から生まれる貴重な感想を持ち帰って
くれました。
体育・スポーツを通して、学生に障害の理解をしてもらいたいとお考え
であれば、是非、お気軽にご相談下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：栗原浩一、平成 28 年 12 月号】
「障害者スポーツ体験会への講師派遣」
［体育・スポーツ］の取組では、聴覚・視覚障害学生の体育・スポーツ
活動について、
「体育授業に関する支援・相談」、
「講習会の開催や講師派遣」、
「体育・スポーツ活動に関する情報提供」を実施しています。今回は 10
月に東洋大学で実施された、障害者スポーツ体験会への講師派遣について
ご報告いたします。
10 月 29 日に東洋大学白山キャンパスにおいて、
「東洋大学キックオフ
イベン―2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けて―(※1)」の
一環として、パラリンピック種目であるボッチャやゴールボールを体験す
るパラスポーツ体験会が実施されました。このイベントに、本学のアダプ
テッドスポーツコーディネーターを講師として派遣し、ゴールボールの体
験会を実施しました。体験会には、在学生や教職員が参加し、競技の概要
や、視覚に障害がある人と一緒にスポーツ活動を行う際の配慮についての
講義を行った後に、実際にアイマスクを着用して音の出るボールを転がし
合うことから始まり、最終的には簡易的なルールでのゲームまでを体験し
ました。また、東京パラリンピック出場を目指す現役のゴールボール競技
者である、視覚障害のある東洋大学の学生もスタッフとして参加し、実際
にデモンストレーションを見せたり、競技を観戦する際の見どころを解説
してくれるなど、ゴールボールの魅力を伝えてくれました。
体験会に参加した方からは、
「見えない人に対する、スポーツ場面での状
況に応じた言葉のかけ方が難しかった」、「アイマスクをした競技者の目が
見えているような動きに感心した」などの感想が得られ、スポーツ体験を
一緒に楽しむことで、障害理解や障害者支援についての関心を高める契機
とすることができたと思います。
体育授業や講習会・イベントでの障害者スポーツの導入・実施をご検討
の際には，ぜひお気軽にご相談ください。
※1 http://www.toyo.ac.jp/site/koza/113925.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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聴覚障害学生の語学関連
※取組名：英語コンテンツ、
語学教育に関するアカデミック・アドバイスの提供
【執筆：松藤みどり、平成 28 年 7 月号】
［語学教育に関するアカデミック・アドバイスの提供］につきましては
非常勤のアカデミックアドバイザーを設置して、学外の授業担当者や聴覚
障害学生からの、語学の授業における教育指導の方法や、障害特性に応じ
た学習方法についての相談に応じています。相談はメールで随時受け付け
ております。mahosono＠a.tsukuba-tech.ac.jp（細野昌子）
電話でのご相談、面談も可能ですので、まずはメールでご連絡ください。
平成 27 年度には全国の大学教職員、聴覚障害学生の語学指導担当者お
よび支援担当者を対象とした研修会「語学教育のイコールアクセスを考え
る」を開催しました。
http://www.tsukuba-tech.ac.jp/news/news_2015/vi_2016022
501.html
次回の研修会は平成 29 年度に開催する予定です。
この取組では語学教育に関する tips として「技能試験における特別措置」
および「英語教員になるには」を作成しました。また、英語の情報保障に
お役立ていただける資料として、PEPNet-Japan（日本聴覚障害学生高
等教育支援ネットワーク）が作成した「やってみよう！パソコンノートテ
イク」の英語版を作成中です。
［英語教育コンテンツ］の取組では、平成 26 年度までに作成したアメ
リカ留学希望者向けの「留学準備講座」と「聴覚障害者向け TOEIC 対策
講座」の受講希望者への配信を提供しています。受講希望者は共同利用拠
点事業事務局 krk-net＠ad.tsukuba-tech.ac.jp へお申し込みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【執筆：須藤正彦・松藤みどり、平成 28 年 11 月号）
本事業では、聴覚に障害のある方のための語学コンテンツとして２つ講
座を作成して、インターネット上で提供しています。
１つ目は「聴覚障害学生のための留学準備 Web 講座」で、11 のトピッ
クスについて留学経験者（高山亨太氏、米国のギャローデット大学大学院
に留学経験あり）が詳しく、手話で説明しています。その内容は、学校の
選択、聴覚障害者のためのプログラムがある米国の大学、入学申請、履歴
書や個人調書の書き方、英語力を示す試験 TOEFL と TOEFL のリスニン
グ免除申請、予防接種や渡米の際の必須品、SSN（社会保障番号）や住居
についてと広範な内容になっています。当コンテンツには字幕もついてお
り、将来留学を希望している方には大変有益な情報です。
２つ目は「聴覚障害者対応

TOEIC Test 対策講座」です。最近、英語

力を示す指標として就職や就職後に求められることが増えつつあります。
本学では従前より年３回実用英語検定試験(英検)を実施してきましたが、
近年では英検を年に２回、TOEIC を１回実施しています。TOEIC ではビ
ジネス英語や技術英語の語彙も含まれていること、全体を速読して大意を
掴むなどのスキルも求められるために TOEIC 対策が必要となります。そ
こで、当 WEB 講座では先ず基本５文型の説明に加えて、総計 33 講座(500
点以下コース 13 講座、500 点コース８講座、600 点コース 12 講座)
を用意しています。各講座は（講義・例題）→試験問題という構成となっ
ています。例題には説明と回答が掲載されており、質問がある場合は mail
マークから質問可能なインタラクティヴな内容となっています。解説はア
ニメのキャラクターが行い、その読話は困難なために字幕をつけています。
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●「聴覚障害学生のための留学準備 Web 講座」
http://www.a.tsukuba-tech.ac.jp/krk-web/ryugaku/
※トップページからカリキュラム一覧をご覧いただけます。映像を視聴
する際は ID とパスワードが必要となりますので、事務局へお問い合わ
せください。

●「聴覚障害者対応

TOEIC Test 対策講座」

https://www.nlc-e.com/top/tut00/
※「講座サンプル」をクリックすると３講座分が視聴可能です。
詳細は事務局 krk-net@ad.tsukuba-tech.ac.jp までお願いします。
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巻末資料

メディアへの掲載
「筑波技術大学
障害者高等教育研究支援センターの取り組み」
日本私立大学協会「教育学術新聞」平成 28 年 5 月 18 日(水)付 3 面に掲載

「聴覚障害学生と視覚障害学生の支援」
障害者高等教育研究支援センター 宮城愛美・宇都野康子・戸井有希

「障害者高等教育拠点」事業とは
日本学生支援機構が行っている「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」によると、障
害学生が在籍している大学等は平成 17 年度には 592 校であったが、平成 26 年度 833 校に増
加している。また、在籍している障害学生は平成 17 年度には 5,444 人、平成 26 年度には
14,127 人となっており、10 年間で 2.6 倍に増加している。いまや、70.3％の大学等で障害学
生が在籍しており、すべての大学等で障害学生の在籍が当然である時代となった。
また、今年 4 月から障害者差別解消法が施行されたことに伴い、高等教育機関においては差別
の禁止はもとより、国公立大学では法的義務、私立大学においては努力義務として合理的配慮の
提供が求められることとなった。しかし、障害学生の受け入れや支援の経験がないまま、障害学
生支援の担当を任せられる教職員も少なくないと予想される。
筑波技術大学は、わが国で唯一の聴覚障害者と視覚障害者のための高等教育機関であり、開学
以降、聴覚や視覚に障害のある学生に対する様々な情報保障技術や教育プログラムの開発、教育
方法の研究を行ってきた。これらの成果が認められ、平成 22 年に文部科学省から「教育関係共
同利用拠点［障害者高等教育拠点］
」として認定を受け、平成 27 年度より第二期の事業として「教
育アクセシビリティの向上を目指すリソース・シェアリング～合理的配慮がなされた環境におけ
る高等教育修学の保証～」として事業を展開している。
本事業は、本学がこれまで蓄積してきた指導・支援ノウハウを全国の高等教育機関に提供する
取組であり、聴覚・視覚障害学生が在籍する大学等からの相談に対応するほか、障害特性に応じ
た教育コンテンツ・情報保障技術の提供、他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催、
他大学で開催される各種講習会への講師派遣等を実施している。
本事業の教育的リソースが活用されることにより、これから聴覚・視覚障害学生の支援を開始
する大学等においても、情報授受のバリアのない修学環境の構築が促進されることで、全国の高
等教育機関の教育アクセシビリティ向上の実現を目指すものである。
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本稿では、聴覚障害学生、視覚障害学生の修学支援の実践事例の紹介を行う。

障害者高等教育研究支援センターが保
有する教育資源

全国の高等教育機関の課題
高等教育機関に進学する

大学間ネットワーク

障害学生の増加
障害学生に対する

教育リソース

合理的な配慮の必要性

障害学生に対する

指導・支援ノウハウ

修学支援のノウハウが不足

聴覚障害学生支援の修学支援
聴覚障害学生の主な支援ニーズは、情報保障である。情報保障とは、同じ場所にいる誰もが同
時に同等の情報を受け取ることができるようにする活動のことをいう。聴覚障害学生への情報保
障は、授業中の講師の発話による音声情報を、文字や手話などの視覚情報に変換することで実施
される。現在、多くの大学で実施されているのは手書きのノートテイク（以下「NT」
）
、パソコン
ノートテイク（以下「PC ノートテイク」
）が実施されている。NT や PC ノートテイクは、聴覚
障害学生の両隣に座る支援学生が講師の発話内容を書く、またはパソコンを用いて入力・提示す
る。
NT と比べて情報量も多いことから、PC ノートテイクを導入する大学等が増えているが、技術
的な指導・サポートが不可欠である。本事業では PC ノートテイカー養成講座への講師派遣や相
談対応を随時実施しており、初心者対象やスキルアップ講座の講師として支援学生の養成に関わ
るほか、情報保障の実施に関する相談に対応している。
はじめて聴覚障害学生を受け入れる大学等では、入学前の相談時に情報保障の支援が必要だと
いうことがわかった時点で、ノートテイカー・PC ノートテイカー（以下「支援学生」）の養成に
着手する。しかし、支援学生の人材確保が課題となっている大学等も多い。養成講座開催の際に
は、障害学生支援を担当している部署の職員が中心となって、掲示板等へ受講生募集のチラシを
貼付するほか、教員からアナウンスに協力いただく方法もある。
新学期が始まると、聴覚障害学生の情報保障のニーズを把握し、必要な支援を実施できるよう
に支援学生を配置するコーディネートを行う。また、支援を開始したあとも、授業の進め方や資
料等の使われ方についてヒアリングを行い、場合によっては支援方法の見直しをすることも必要
となる。普段は PC ノートテイクの支援を受けている聴覚障害学生であったが、数式等が多く用
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いられる授業であったため、NT の支援へ変更したという、ニーズに即したきめ細やかな配慮が
行われた例もあった。
障害学生支援を担当する職員の担う業務としては、授業担当教員に実施する情報保障や支援学
生配置に関する説明、協力の依頼を行うほかにも、情報保障を利用する聴覚障害学生、支援学生
のフォローも行う必要がある。直接的な情報保障を提供するだけではなく、支援実施後に学生同
士の率直な意見交換や交流の場を設定してフィードバックを行うことで、次回以降の支援の質を
高めることも可能となる。これらの活動に積極的に関わることで、支援学生の社会性が養われ、
また聴覚障害学生にとっては自らの障害やニーズについて説明する力・主体性を引き出すことに
つながる。

視覚障害学生支援の修学支援
視覚障害学生の支援ニーズは、大きく分けると移動と情報アクセスの二点といえる。移動につ
いては、学内のバリアフリー環境を整備すると共に、誘導という人的支援が行われており、慣れ
てくると人的支援は不要になることもある。情報アクセスの支援は教科書などの学習資料をアク
セシブルな媒体に整えるという作業であり、卒業まで継続的に必要である。具体的な支援方法に
ついては、出身の盲学校や視覚障害者支援施設が詳しいが、本事業でも相談に対応している。
支援内容を時系列で見ていくと、点字やテキストデータなどの資料を準備するためには時間を
要するため、入学が決まった時点で面談を行い、教科書の準備に着手するのが理想的である。面
談では、視覚障害学生および支援担当者、教員を交えて、視覚障害の状況、読み書きのスキル、
本人の希望など支援のニーズを確認し、必要な学習資料の準備に取りかかることになる。教科書
以外にも各回で配布される資料の準備には、授業担当の教員との連携が欠かせない。また、期末
試験の実施では、実施方法（点字、拡大、PC、口述など）や時間延長についての検討が必要とな
る。
また、視覚障害学生の学習に欠かせないのが情報アクセスに必要な支援機器で、視覚障害の状
況、学生のスキル、学習内容、授業の場面に応じて、ルーペや単眼鏡、拡大読書器、点字端末、
録音再生機器などを使用する。支援機器を大学から学生に貸与するか、学生が個人で所有するか
は、各大学の支援の方針や予算、障害学生の人数などによって異なるようである。視覚障害学生
は支援機器の活用によって学習の効率が大きく向上する。筑波技術大学では視覚障害学生の在籍
する大学に対して支援機器を短期貸出しており、購入の際の参考にしていただいている。
いただくご相談のなかで、最も多いのが学習資料の作成に関する内容である。盲の学生には点
字資料が欠かせないが、最近は時間的・人的な制約や本人の希望で、テキストデータ化が行われ
ることが多い。点訳ほどでないがやはり時間を要するため作業の効率化が求められる。筑波技術
大学ではテキストデータ化についての助言や講習会講師派遣にも応じている。その他にも、視覚
的な情報を多く必要とする授業（演習、実験、学外実習など）での支援についてご相談をいただ
く。いずれにしても、支援方法を決定する際には、学生のニーズを聞きながらも、授業目標に沿
って検討することを常にお伝えしている。
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「障害学生のセルフアドボカシースキルとキャリア発達」
障害者高等教育研究支援センター 石原保志

１．キャリアとは
近年、多くの大学には「キャリア」を冠する部署が設置されている。その多くは、就職支援を
目的としたものであり、かつては就職課というような名称で、企業等からの求人を受けそれを学
生に紹介することがもっぱらの役割であった。これまで、学生の就職に関わる大学としての役割
は、先ず就職率を高めることであり、さらに大手上場企業や官公庁、あるいは学部、研究科の専
門性に即した職種への就職数が大学の評価に結びついていた。しかし産業構造や大学に入学する
学生の気質、能力等の変化は、大学に対して本来の意味である「キャリア」に関する指導、支援
の体制を求めている。
「キャリア」とは何かについて、文部科学省（キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協
力者会議報告書, 2004）は「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその
過程における自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積」と定義している。この理念に沿っ
て、中央教育審議会にキャリア教育・職業教育特別部会が設置され、初等教育から高等教育にか
けてのキャリア教育について具体的な課題と方策が提言されている（中央教育審議会, 2010）。
すなわち大学を含めた学校教育における「キャリア」は、単に進路指導、就職支援に止まるもの
ではなく、職業生活を主軸に置きながらも生涯をスパンとした全人的発達の視点を教育に求める
用語なのである。
このような視点でキャリアを捉えた場合、その発達は児童期以前から開始されているため、大
学に入学した時点で状況には個人差がある。そして特に障害のある学生は、入学前の教育歴、生
育環境が多様であるため、個人差の程度は大きいという実態がある。一方で、障害のある学生の
キャリア発達上の課題は、障害のない学生を含めた学生一般の傾向を顕著に現す傾向がある。そ
れ故、障害のある学生のキャリア発達上の課題と指導、支援の方策を検討することは、すべての
学生のキャリア発達支援に役立つ知見をもたらすものと考えられる。

２．障害学生の大学入学前のキャリア発達
障害のある学生は、高等学校までの教育歴が多様である。文部科学省はインクルーシブ教育を
推進しており、一般の小、中、高校で学ぶ障害のある児童、生徒の数は増加している。これに対
して特別支援学校には、個々の障害種、障害特性に即した教育の専門性がある。一般校あるいは
特別支援学校の何れで学ぶかは、当人と保護者の意向と環境的要因に沿って選択される。一般校
を選択する障害児の保護者の多くは、我が子が障害のない児童、生徒と一緒に集団の中で切磋琢
磨し、社会的に成長することを期待する。しかし、一般校における障害への配慮と、同級生の中
での対等な人間関係づくりは必ずしも両立するとは限らない。一方、特別支援学校は少人数教育
が行われており、障害に配慮した教育環境が整っている。ただ聴覚障害、視覚障害児、肢体不自
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由等、身体に障害がある児童、生徒を対象とした特別支援学校の在籍者数は減少傾向にあり、長
所であるはずの少人数教育が過度となり、教師の目が“行き届きすぎる”状況も見られる。
一般校、特別支援学校の何れにおいても、学校生活の中で繰り広げられる諸事に参加し、その
体験を通して培われる社会適応能力がキャリア発達の基盤となるが、上述した一般校における特
殊な立場、特別支援学校における特殊な環境は、時として彼らの心理的、社会的発達を妨げる要
因を孕む。

３．社会的体験とセルフアドボカシースキル
このような中、障害がある生徒の大学進学者数は増加している。彼ら、彼女らは、他の学生と
同様に学修し、やがて就職活動を行うことになるが、進路が定まらない、就職活動の方略が分か
らない、あるいは活動を行おうとしない者が少なからず存在する。障害のない学生の中にも同様
の傾向を持つ者が増加しているが、障害学生の場合は大学入学以前からの育ちに関わる特有の背
景がある。
その一つは、社会的体験の量的な不
足と特異性である。図１は、就労レデ
ィネスが培われる過程を、社会的体験
を基盤とした心理的発達との関係で表
している。学校や地域社会における多
様な経験を通して、図の右側の心理的
発達が促され、就職レディネスが培わ
れていく。障害の有無に関わらず、人
は体験を通して学習し、ことの大小、
軽重に関わらず体験の中で意思決定を
行い成長していく。

図１ 体験から就労レディネスへの発展

しかし障害がある子どもは、障害に起因する活動参加への制約から、体験の機会が十分に得ら
れないという場面がある。例えば補聴器や人工内耳を装用しても話しことばの聞き取りが十分に
できない重度聴覚障害児は、一般校の中での話し合い活動に際して、他児の発言が聞き取れず、
話の文脈も掴めないため、自分の意見、すなわち意思を表明することが困難となる。この場合、
参加児童全員がその状況を理解し、ホワイトボードなどに文字で書きながら発言する、あるいは
障害のある児童の方を見てゆっくり、はっきり話すといった配慮をすれば状況は改善されるが、
そのような配慮がないままに話し合いは進行し、聴覚障害児は皆が笑えばそれに合わせて意味も
分からず自分も笑ってみせるという、心理的にも辛い時間を過ごすことになる。これは体験の機
会が与えられていれないに等しい状況であろう。また、例えばこの児童が特別支援学校で学んで
いたとしたら、話し合い活動は手話や口話（話し手は相手が唇を読み取りやすいように、またこ
とばを聞き取りやすいように、ややゆっくり、はっきり喋る。聞き手は補聴器や人工内耳を通し
て聴覚を活用し、唇の動きと合わせて単語や文を識別する。）といったコミュニケーション方法で
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行われ、かつ少人数教育故に教師が進行を補助することが多く、話し合い参加の機会は保障され
る。しかし上述したように特別支援学校の児童、生徒数は減少しており、1 学年 1 学級に 2～3
名しか子どもがいないといった状況の中で（ある学年は０名、あるいは 1 名のみといった学校も
珍しくない）
、多様な意見の交換を通して自分の意識を客観的に捉える能力（メタ認知）を培うこ
とは容易ではない。
さらに一般校における障害に対する障害に対する配慮は、法律（学校教育法、障害者差別解消
法）が定めるように必須のことであるが、障害児が高学年になった際には、自ら配慮の具体を説
明するといった手順を踏むことが心理的発達上、重要である。教師や保護者が「やってくれる」
という意識のまま高等学校を卒業し大学に進学したとしたら、先ず最初のオリエンテーションで
躓くことになる。これは特別支援学校卒業生にしても同様である。大学においても障害に対する
合理的配慮が義務となり、今後は自分の障害を表明し、且つ自分に合った配慮の具体を説明でき
る姿勢と技術（セルフアドボカシースキル）を有する入学生は増えてくると思われる。しかし現
状を見ると、依存的心理状態のまま大学に入学する学生は少なくないと推察される。

４．障害学生集団の中で培われるキャリアに対する意識
障害学生は自身の障害を障害がない学生との比較で捉える傾向がある。この障害認識のしかた
は自分以外の周囲の多数者が障害のない人々であるという現実から自然発生的に生じるものであ
るが、同じ障害がある人々の中に身を投じると、その認識に変化が見られることがある。また自
分とは異種の障害がある人々との交流は、障害を含めた自己を新たに見つめ直す機会となる。障
害者法定雇用率未達成事業所に対する行政指導が厳しい昨今、障害学生を対象とした就職講座、
説明会が各地で行われており、そこには多数の障害学生が参加している。
そのような企画に、早い学年から参加することは、学生のキャリアに対する意識を高めると同
時に、依存的心理状態からの脱却をはかる良い機会となろう。また学生であるが故に体験できる
この機会を通して、セルフアドボカシーに対する意識も向上することが期待される。

写真：日本私立大学協会
「教育学術新聞」
5 月 18 日号 掲載記事
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「筑波技術大学
障害者高等教育研究支援センターの取り組み」
常陽新聞 平成 29 年 3 月 11 日(土)付 5 面に掲載
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開催報告 （本学 Web サイト「ニュース」掲載）
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取組担当者
他大学の教職員を対象とした FD/SD 研修会の開催
◎宮城 愛美

宇都野 康子*

戸井 有希*

キャリア発達支援
◎石原 保志

宇都野 康子*

ろう者学教育コンテンツ
◎大杉

豊

小林 洋子

管野 奈津美*

情報保障
◎三好 茂樹

宇都野 康子*

視覚情報保障機器の評価と大学間連携
◎飯塚 潤一*

宮城 愛美*

体育・スポーツ
◎香田 泰子
栗原 浩一*

中島 幸則

天野 和彦

向後 佑香

語学に関するアカデミック・アドバイスの提供
◎松藤 みどり*

須藤 正彦

大杉

豊

英語教育コンテンツ
◎須藤 正彦

松藤 みどり

（◎は取組主担当、*は各取組報告文責）

事業運営担当者
事業責任者 ：
企 画 部 会 ：
事 務 局 ：

須藤 正彦
天野 和彦
宇都野 康子

三好 茂樹
戸井 有希
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