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教育関係共同利用拠点事業の概要 

 

１ 筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター（DAC センター）教育関

係共同利用拠点の事業と組織 

１．１ 筑波大学 DAC センター教育関係共同利用拠点の事業 

独立行政法人日本学生支援機構が実施する「障害のある学生の修学支援に関する実態

調査」では、大学等において発達障害等の「目に見えない」障害のある学生の在籍数が毎

年増加していることが示されている。また、2016 年 4 月より施行された「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）に基づき、各大学

では発達障害学生を含め、障害学生への不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提

供が求められている。発達障害は定型発達からの連続体（スペクトラム）として捉えられて

おり、医学的診断の有無にかかわらず、多様な発達特性を有する学生に対する授業設計、

授業運営、学生への学習・生活指導に関する知識の獲得は教員として基礎的・共通的な内

容である。特に発達障害は目に見えない障害であり、障害の状態像が多様であることか

ら、部局長や執行部向けにはコンプライアンスとしての管理運営業務において発達障害学

生への合理的配慮の知識が求められている。したがって、大学教職員には発達障害学生へ

の合理的配慮の提供や学生指導に関する知識・技術が求められている。 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター（DAC センター）は、2019

年に文部科学大臣より教育関係共同利用拠点として認定を受け、今年度も引き続き、「多

様な発達特性を有する学生に対する支援人材教育拠点」として、（１）発達障害学生支援に

関する他大学を対象とした FD/SD 研修会の開催、（２）発達障害学生支援に関する相談

対応、（３）発達障害学生支援に有効なデータベース構築と配信、（４）発達障害学生支援に

関する各種講習会への講師依頼の対応などを中心に様々な取り組みを行っている。また、

本年度は最終年度として、これらの取り組みの成果をまとめている。 

また、2021 年度より新たに「ダイバーシティ＆インクルージョン教育拠点」として、再認

定を受けた。新規拠点では、これまで対象としていた発達障害学生のみならず、視覚障

害、聴覚障害、運動障害（肢体不自由）といった身体障害学生や、LGBT 等の性的マイノリ

ティ学生も対象にする。同時に、これらの学生に対する高等教育機関の教職員への多様性

に関する理解・啓発、ならびに、適切な知識や技能習得に関する研修を実施する。加えて、

これらの取組において、必要な知識や技能を体系的に獲得するための研修が必要とされ、

キューブモデルによる職種・キャリア段階・場面別の「立体的な」研修カリキュラムの開発・

評価と、多様な学生を支援するハブ的人材の養成・認定によって各学校や学生の現状に即

した支援のセミオーダー化を促進する。新規拠点では、これらの取り組みを行っていく予

定である。 
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１．２ 筑波大学 DAC センター教育関係共同利用拠点の組織・運営委員 

本事業の共同利用の実施に関する重要事項を審議する会として、運営委員会を設置し

ている。運営委員会は、発達障害や関連領域を専門とする学内外の有識者から構成され

ている。以下に詳細を示す。 

 

 

運営委員会委員一覧（２０21 年２月 1 日時点） 

氏   名 職 名 所     属 

佐 藤    忍 
センター長 

（副学長） 
筑波大学 

山 口    香 
副センター長 

（教 授） 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・

キャリアセンター（体育系） 
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脇    貴 典 助 教 
筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・

キャリアセンター 

野 呂 文 行 教 授 筑波大学人間系 

岡 崎 慎 治 准教授 筑波大学人間系 

米 田 宏 樹 准教授 筑波大学人間系 

佐々木 銀 河 准教授 筑波大学人間系 

田 中 真 理 教 授 九州大学基幹教育院人文社会科学部門 

高 橋 知 音 教 授 信州大学学術研究院教育学系 

岩 崎 信 明 
院 長 

（教 授） 

茨城県立医療大学付属病院 

（保健医療学部医科学センター） 

丸 田 伯 子 教 授 一橋大学保健センター 

佐 藤 克 敏 教 授 京都教育大学教育学部発達障害学科 

竹 田 一 則 
業務推進マネー 

ジャー（教 授） 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・

キャリアセンター（人間系） 

宮 内 久 絵 助 教 筑波大学人間系 

河 野 禎 之 助 教 筑波大学人間系 

末 富 真 弓 ディレクター 筑波大学学生部就職課 

 

１．３ 筑波大学 DAC センター教育関係共同利用拠点運営委員会の開催 

2021 年２月 18 日（木）に、2020 年度教育関係共同利用拠点運営委員会を遠隔会議

にて実施した。また、運営委員以外にオブザーバーとして、京都大学村田淳氏が参加した。 

委員会では、2020 年度の活動実施状況、本拠点事業の再認定、および、2021 年度

の活動計画（案）について審議された。審議内容について、運営委員、オブザーバーとの意

見交換が行われ、本拠点事業の再認定の内容、次年度の活動計画等について承認された。 
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２ 教育関係共同利用拠点事業の各プログラム概要 

「多様な発達特性を有する学生に対する支援人材教育拠点」として、（１）発達障害学生支

援に関する他大学を対象とした FD/SD 研修会の開催、（２）発達障害学生支援に関する

相談対応、（３）発達障害学生支援に有効なデータベース構築と配信、（４）発達障害学生支

援に関する各種講習会への講師依頼の対応などを中心に様々な取り組みを行った。各プ

ログラムの詳細は「３」以降に示す。 

 

 

２．１ 発達障害学生支援に関する他大学を対象とした FD/SD 研修会の開催 

全国の高等教育機関の教職員を対象として、発達障害に関する定義や概念、学生対応

で留意すべき事項、新型コロナウイルス拡大に伴うオンラインや遠隔授業に関するアクセ

シビリティ対応、発達障害の可能性がある学生への個別の関わり方、発達障害学生の支援

人材養成に対するワークショップ（演習）、発達・精神障害学生に有効な支援技術等に関す

る研修、発達障害学生の修学ステージ別における合理的配慮や学生への学修・生活指導、

アシスティブ・テクノロジーに関する研修等を行った。今年度の FD/SD 研修会は、新型コ

ロナウイルス拡大の影響を受け、ウェビナー（WEB 形式の研修）にて企画・開催した。

FD/SD 研修会ではグループワーク（発達障害学生の支援人材養成対するワークショップ）

や、本プロジェクトに関連する取り組み紹介なども含めた実践的内容を取り扱った。 
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２．２ 発達障害学生支援に関する相談対応 

発達障害学生支援に関して、大学等の垣根を越えた教職員間の支援・対応方法を共有し

ている。新型コロナウイルスの関係で、訪問ではなく、メール・電話・WEB 等による遠隔相

談を実施し、支援実践経験を有する専門スタッフが個別的に対応した。また、遠隔で相談し

やすい教職員相談ネットワーク（ＲＡＤＤネット）を構築し、全国の高等教育機関に所属する

教職員より相談を受けた。 

 

２．３ 発達障害学生支援に有効なデータベース構築と配信 

発達障害を全ての人が生まれながらに有する「脳の多様性（ニューロダイバーシティ）」と

いう考え方に置き換えて、医学的診断の有無にとらわれず、大学に在籍する多様な発達特

性を有する学生が自立して自身の学習・生活スキルを向上する支援が必要である。そのた

めに有効なデータベースとして、支援情報配信サービス「Learning Support Book」の

作成を進め、全国の大学等の教職員および学生を対象に共同利用を行った。 

 

２．４ 発達障害学生支援に関する各種講習会への講師依頼の対応 

 他大学からの要請に応じて、本組織の教職員による講師派遣を行った。講演等の話題提

供のみならず、必要に応じて、演習形式などの研修を実施した。これらの講師派遣の対応

を通じて、各大学の支援体制の整備に貢献した。 

 

３ 教育関係共同利用拠点のプロジェクト全体運営および広報・啓発 

３．１ 教育関係共同利用拠点のプロジェクト全体運営 

20２０年 4 月より、事務員（常勤）として佐々木祥子氏を採用した。20２０年５月より、

助教（常勤）として脇貴典氏を採用した。20２０年 10 月より、研究員（非常勤）として青木

真純氏を採用し、教育関係共同利用拠点に関する実働体制を拡充した。 

 

３．２  教育関係共同利用拠点に関する広報・啓発 

（１） 教職員や学生、一般等への発達障害に関する理解・啓発を目的として、本拠点に関す

る活動内容について、マンガ（グラフィックレコーディング）による情報発信を行った。

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴い、オンライン授業や会議

などで利用できるバーチャル背景（壁紙）を作成し、自由に使用可能とした

（https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/200721-2/）。 

これら本拠点に関連する活動等について、読売新聞、教育学術新聞、筑波大学新聞等

より取材を受けた。 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/200721-2/
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（上：マンガに登場するキャラクター、バーチャル背景） 

 

（２） WEB サイト、Facebook、Twitter のそれぞれにおいて情報発信を行った。2021

年 1 月時点で本拠点事業に関連する投稿について、Facebook では 14,232 名に

リーチし、Twitter の関連投稿には延べ 5223 件のいいね！（全 19 回の関連投稿

中、投稿 1 回あたり平均 274 件）を得ており、社会的に高い反応を得た。 

 

（３） 教育関係共同利用拠点における取組や共同利用に関する情報を周知するために、本

拠点事業に関するウェブサイトを随時更新している。

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/ 

 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/
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４ 発達障害学生支援に関する他大学を対象とした FD/SD 研修会の開催 

発達障害学生支援に関する各大学教職員等を対象としたウェビナー型研修会を７回開

催し、当日参加・見逃し配信等を含め、延べ 1699 名（前年度 639 名）が参加した。なお、

今年度は新型コロナウイルス拡大の影響により、主に Zoom を用いて配信を行った。 

 

４．１ 発達障害学生の支援人材養成に対するワークショップ（演習） 

障害学生支援に関係する専門職や一般教職員等を対象とした研修会として、2020 年

７月９日（木）に 「一人ひとり違った学生に対して高等教育機関の教職員ができる支援～

支援を行う多様な人材とその養成～」を開催した。研修では、講師からの話題提供に加え、

グループディスカッションを交えた演習形式で行った。当日は３５名が参加した。また、

2020 年 8 月 5 日までオンデマンドによる見逃し配信を行い、見逃し配信には 25 名が

参加した（累計６０名）。 

[題目] 「一人ひとり違った学生に対して高等教育機関の教職員ができる支援～支援

を行う多様な人材とその養成～」 

[企画・司会] 脇 貴典（筑波大学 DAC センター 助教） 

[講師] 岩田 淳子（成蹊大学文学部 教授） 

[講師] 森 麻友子（和歌山大学障がい学生支援部門 講師） 

 

【企画趣旨】 

 「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）」の中で、各大学

が取り組むべき主要課題とされている事項として、障害のある学生への支援を行う
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人材（以下、「支援人材」という）の養成・配置があげられる。今回の FD/SD 研修会で

は発達障害学生の支援を行う人材に焦点を絞り、参加者を交えた議論を行った。 

 組織的な支援を適切に行うためには、支援全体の調整を図るコーディネーターや、

個別の場面において支援を行うカウンセラー等の専門知識や技術を有する発達障害

のある学生への支援人材の養成・配置が不可欠である。これらの支援人材は、発達障

害のある学生の権利主張、意思決定、支援要請の相談に乗ることができる最も身近

な存在である。同時に、発達障害のある学生との対話を通じてニーズを確認し、学内

外の様々な関係者と部署や職種を越えて連携し、支援を実質的に進めていく役割を

担う。 

 これらの支援人材の養成・確保について重要な点として、(1)大学等において支援

人材の組織的な位置づけや専門職としての立場を明確にすること、(2)支援人材の更

なる専門性の向上やキャリアパスの構築を推進すること、(3)支援人材が業務を円滑

に遂行できるようサポート体制の整備や相談できる仕組みを構築すること、(4)支援

人材の養成・研修等とそのためのノウハウの蓄積・共有を推進することがあげられる。 

 しかし現状では、支援人材の養成・配置は各大学等が保持する人的物理的リソース

に委ねられている。そこで改めて、発達障害学生支援に必要な専門性について整理

し、今後の議論の方向性を提案した。 

 

【話題提供者の趣旨】 

●岩田 淳子（成蹊大学文学部 教授） 

 発達障害学生との面接時の留意点や対応の一般原則の紹介を行った。また、面接内

だけでなく、周囲の環境も含めた情報収集の重要性について語られた。特に、アセス

メントのポイントについて話題提供が行われた。カウンセラーとしての役割や、修学支

援を行う役割など学内での役割分担の在り方について述べられ、連携等を含めた今

後の課題が提案された。 

 

●森 麻友子（和歌山大学障がい学生支援部門 講師） 

はじめに高等教育機関における発達障害学生における支援について整理し、その

うえで学内のコーディネーターの役割についての紹介を行った。特に、コーディネータ

ーに必要な知識・技術・態度に焦点をあて説明を行った。学生の個別相談から、学内

組織との修学支援の調整、支援体制の構築・運営や啓発活動など、コーディネーター

の幅広い活動が紹介された。加えて、コーディネーターのコンピテンシーについても

紹介され、今後の人材の養成・配置について問題提起された。 

 

講師からの話題提供後、参加者によるグループディスカッションを行った。カウンセ

ラー・コーディネーターに求められるスキルは何かというテーマで話し合いを行った
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後、各グループの意見を共有した。 

  

   

（上：研修案内と拠点スタッフによる研修会の報告マンガ） 

 

４．２ 障害学生の遠隔授業におけるアクセシビリティに関する FD/SD 研修会 

2020 年 7 月 29 日（水）に「遠隔授業におけるアクセシビリティを考える」を開催し

た。当日は 388 名が参加した。また、2020 年 8 月 31 日までオンデマンドによる見逃

し配信を行い、見逃し配信には 295 名が参加した（累計 683 名）。研修会に視覚・聴覚

障害等のある参加者がアクセスしやすいように資料データの事前送付、研修会中のライブ

キャプション（遠隔要約筆記）、手話通訳の同時配信を行った。 

 

[題   目] 「遠隔授業におけるアクセシビリティを考える」 

[司   会] 藤原  あや（筑波大学 DAC センター（人間系） 助教） 
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[話題提供] 佐々木銀河（筑波大学 DAC センター（人間系） 准教授） 

[話題提供] 岡野  由実（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

[話題提供] 鶴井  孝大（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

[話題提供] 山森  一希（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

 

【企画趣旨】 

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大に伴い、大学等ではオンライン授業（遠隔授

業）が実施されるようになった。授業担当教員や障害学生は慣れない授業スタイルの変化

への対応に精一杯の状況であり、障害学生のアクセシビリティについて十分に対応されて

いない場合も少なくない。 

そこで、本研修会では新たな学びの選択肢としての遠隔授業について、筑波大学の対応状

況、身体障害や発達・精神障害学生、教員における遠隔授業の体験談を紹介し、今後のア

クセシビリティを考える機会とする。 

 

【話題提供の趣旨】 

本研修では、これまでの筑波大学における遠隔授業のアクセシビリティについて、筑波大

学 DAC センターのアクセシビリティ専門教員、研究員から報告を行った。 

 

●佐々木銀河（筑波大学 DAC センター（人間系） 准教授） 

「筑波大学における障害学生を想定した遠隔授業の対応」として、筑波大学における遠隔

授業の経緯や、遠隔授業における障害学生の対応ガイド、遠隔による障害学生支援の概要

について解説した。 

 

●岡野  由実（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

「遠隔授業における聴覚障害学生のための遠隔情報支援」として、オンデマンド形式におけ

る情報支援、リアルタイム形式における情報支援について解説し、実際に遠隔授業におい

て情報支援を行った支援学生の声を報告した。 

 

●鶴井  孝大（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

●山森  一希（筑波大学 DAC センター（人間系） 研究員） 

「障害学生と教員からの遠隔授業の体験談〜授業後アンケート調査の結果報告〜」とし

て、視覚障害・運動障害学生への遠隔授業における支援方法について解説し、アンケート

調査の結果報告として、遠隔授業を受講した障害学生や授業担当教員の声と遠隔授業に

おける利点と課題について報告した。 

 

【参加者の反応】 
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研修会の最後に質疑応答を行い、「遠隔により生じた新たな合理的配慮について、教員に

きちんと伝えていくには？」「学生の声として対面授業の方が良いという理由があれば教

えてほしい」「出席代わりの毎回レポートに時間がかかって辛かった」など、参加者の皆様

から多くのご質問や感想をいただいた。 

研修会後に参加者の方に回答いただいたアンケートでは、約９３％の方から内容に満足し

たと回答があった。本研修を通して、参加者の皆様の遠隔授業に対するご意見や体験談を

共有し、遠隔授業におけるアクセシビリティを考える貴重な機会となった。今後も、実践や

体験について、共有する機会を作っていきたい。 

 

【画像等】 

  

（左：ウェビナーによる研修会配信の様子  右：手話通訳配信ブースの様子） 

（下：拠点スタッフによる研修会の報告マンガ４枚） 
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４．3 発達・精神障害の学生支援に関する研修会 

発達・精神障害学生は、学業不振、コミュニケーション上の問題、不器用さ、身体症状、抑

うつや不安などさまざまな困難を抱えている。そこで、障害学生とどのように対話し、見

守り、サポートすることが期待されるのかについて、精神医学、心理学、スポーツ科学とい

う多領域にわたる観点から話題提供をいただく研修会を 2020 年 9 月 28 日（月）に開

催した。当日は 139 名が参加した。 

[題 目] 発達・精神障害のある学生とどう向き合うか 

[司 会] 脇 貴典（筑波大学 DAC センター 助教） 

[講演１] 斎藤 環（筑波大学医学医療系） 

[講演２] 外山 美樹（筑波大学人間系） 

[講演３] 澤江 幸則（筑波大学体育系） 

講演１「心の問題を抱えた学生との対話的な関わりについて」では、オープンダイアロー

グ（開かれた対話）の手法により、率直に共感し、肯定的に評価し、フラットな関係で対話す

ることの大切さが伝えられた。講演２「モチベーション研究に基づく学生支援」では、 関係

性を築き、自信を与えたうえで、相手を尊重しながら自己決定を促すことの大切さが伝え

られた。講演３「発達障害のある人の運動場面の困り事について」では、固定観念にとらわ

れず、いろいろな価値観をもち、アダプテッド（その人に合わせる）の観点で関わることの

大切さが伝えられた。すべての講演に共通していたことは、行動を認めて評価する言葉か

けの大切さであった。研修会後のアンケートでは、「学生とかかわる際に、支援者として信
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頼を寄せられるための行動について、体系的に整理することができた」「複数で対話して

いく大切さを学んだ。 また、自己選択、自己決定の必要性も感じた」などの感想が寄せら

れた。 

 

（上：拠点スタッフによる研修会の報告マンガ） 

 

４．４ 障害学生支援に関する専門テーマ別セミナー 

障害学生支援に関係する大学教職員を対象として、独立行政法人日本学生支援機構との

共催で「障害学生支援専門テーマ別セミナー【発達障害学生の修学支援】」を開催した。今

年度は新型コロナウイルスの影響を考慮し、参集型の研修会ではなく、事前に収録した内

容をオンデマンド配信する形で実施した。収録は、2020 年１0 月１3 日（火）に日本学生

支援機構（青海事務所）に併設されているメディアホールにて行った。配信期間は、2020

年 11 月 30 日（月）から、2021 年３月 31 日（水）で、視聴登録者数は 493 名（教員

109 名、職員２３５名、専門職員 149 名）であった。 

[題   目] 発達障害のある学生に対する修学ステージに応じた支援を考える 

[司   会] 脇 貴典（筑波大学 DAC センター 助教） 

[開会挨拶] 竹田 一則（筑波大学人間系 教授） 

[話題提供] 佐々木 銀河（筑波大学人間系 准教授） 

[話題提供] 樫木 啓二（早稲田大学保健センター学生相談室 心理専門相談員） 

[話題提供] 藤 恭子（株式会社 Kaien） 

[指定発言] 野呂 文行（筑波大学人間系 教授/日本特殊教育学会理事長） 

 

【セミナー趣旨】 

 高等教育機関における発達障害学生への支援について、2016 年度からは障害学

生に対する合理的配慮が法律に基づいて求められるようになったものの、発達障害
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の状態像は多種多様であり、その状態像や支援ニーズは、その学生を取り巻く環境に

よって大きく異なることが想定される。発達障害のある学生の修学支援にあたって

は、一人ひとりの支援ニーズを把握し、それらに応じた支援内容をオーダーメイドして

いくことが求められる。そのような多種多様な発達支援ニーズのある学生に対して支

援者ができることを改めて考える機会とし、大学生活の修学ステージに応じた具体的

な支援体制の構築、支援内容の向上に向けた検討を行うことを目的とした。 

 

【話題提供の趣旨】 

●佐々木 銀河（筑波大学人間系 准教授） 

大学への入学前後期における修学支援について、「筑波大学における発達障害のある

生徒への高大連携の取り組み」というテーマで話題提供いただいた。まず、中等教育

から高等教育への接続における課題や問題提起の後に、筑波大学における初年次教

育に関する取り組みが紹介された。その後、筑波大学における高大連携の実践内容

（発達障害のある高校生向け大学生 1 日体験講座）が紹介され、入学前後期の支援の

あり方として、大学等で行っている支援や体制はできる限り Web サイト等で公開す

ること、入学後の相談ルートを学生に周知しておくこと等の重要性が指摘された。 

 

●樫木 啓二（早稲田大学保健センター学生相談室 心理専門相談員） 

大学入学後の修学期の支援について、「学生自身のエンパワメントを育むための取り

組み」というテーマで話題提供いただいた。入学後に生じる支援ニーズをどのように

把握し、それらをどのように修学支援につなげているのか、また、組織間の連携や日

常的な自助グループ活動をどのように実践し、就労支援につなげているのか等につ

いて紹介された。自己理解・他者理解の重要性に加えて、自助グループ活動を通して

「安心して失敗できる場」を提供することの重要性等が指摘された。 

 

●藤 恭子（株式会社 Kaien） 

卒業・就職期の支援について、「発達障害学生に対する民間企業の取り組み～自己理

解・職業訓練・就職活動～」というテーマで話題提供いただいた。自己理解や自己実現

に向けたキャリアサポート等の就労移行支援をどのように実施しているのか、また、

WEB 面接をどのように実施し、ビジネススキル・就活について学べるオンデマンド教

材をどのように活用しているのか等について紹介された。他者との関わりを通して学

生の自己理解を促していくこと、就職前だけでなく就職後も細く長く支援部署とつな

がっておくことの重要性等が指摘された。 

 

【指定発言の趣旨】 

●野呂 文行（筑波大学人間系 教授/日本特殊教育学会理事長） 
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①移行支援の際に引き継がれた情報を積極的に活用していくことの重要性、②発達

障害の有無にかかわらず学生のエンパワメントを育んでいくことの重要性、③大学と

してできるサービスを見極め、必要に応じて外部機関に関する情報提供をしたり、取

り組みに参画したりすることの重要性という 3 つの観点から学生の支援ニーズに応

じた修学支援の課題について指定発言が行われた。 

 

   

（上：オンデマンド配信による研修の様子） 

  

４．５ ハラスメント研修会 

20２０年１２月２日（火）に開催された「LGBT 等の学生への大学における取り組み：筑波

大学を例に」において、本プロジェクト実施スタッフが話題提供を行った。 

[講師]河野 禎之（筑波大学／DAC センター 助教） 

 

【セミナー趣旨】 

性的マイノリティ学生に対して、どのような言動がハラスメントになるのか、また支援

するにあたって必要な考え方や施策について、筑波大の取り組みを踏まえて理解す

る。 

 

【話題提供の趣旨】 

●河野 禎之（筑波大学／DAC センター 助教） 

性的マイノリティの学生は見えにくいが「いる」前提で大学での環境を整えていくこと

が重要であること、その際にアウティングは重大なハラスメント問題に発展しかねな

いこと、そのうえでアウティングに留意しながら「当事者視点」での支援設計が重要で

あること等を共有した。 

 

４.６ 「学生の多様な性的指向・性自認に関する作業班」研修会 

2021 年１月 14 日（木）に開催された「LGBT 等の学生への大学における取り組み：筑波

大学を例に」において、本プロジェクト実施スタッフが話題提供を行った。 

[講師]河野 禎之（筑波大学／DAC センター 助教） 
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【セミナー趣旨】 

性的マイノリティ学生に対する筑波技術大学の基本方針及びガイドラインの作成に向

けて注意点や必要な対応について学び、検討の加速につなげる。 

 

【話題提供の趣旨】 

●河野 禎之（筑波大学／DAC センター 助教） 

性的マイノリティの学生は見えにくいが「いる」前提で大学での環境を整えていくこと

が重要であること、その際にアウティングは重大なハラスメント問題に発展しかねな

いこと、そのうえでアウティングに留意しながら「当事者視点」での支援設計が重要で

あること等を共有した。 

 

４．７ 発達障害学生に対するテクノロジーを用いた修学支援に関するワークショップ 

発達障害学生に対するテクノロジーを用いた支援について理解できることを目的とし

て、20２１年 1 月 22 日（金）に「発達障害学生に対するテクノロジーを用いた修学支援」

を主催した。当日は 102 名が参加した。また、2021 年 2 月 28 日までオンデマンドに

よる見逃し配信を行い、見逃し配信には 222 名が参加した（累計 324 名）。 

 

 [企画・司会] 脇 貴典（筑波大学 DAC センター 助教） 

[講師] 近藤 武夫（東京大学先端科学技術研究センター 准教授） 

 

【企画趣旨】 

●脇 貴典（筑波大学 DAC センター 助教） 

高等教育機関に在籍する発達障害学生は、修学上の困難などさまざまな困りごとを

抱えている。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、修学の手段にも大きな

変化が生じている。本研修会では、コロナ禍における新たな修学スタイルを含め、発

達障害学生の修学面についてどのようにサポートすることができるのか、特にテクノ

ロジーを用いた支援の観点から講師に話していただいた。 

 

【話題提供の趣旨】 

●近藤 武夫（東京大学先端科学技術研究センター 准教授） 

テクノロジーを用いた支援や活動内容についての紹介が行われた。具体的な支援ツ

ールやその背景にある普遍性のある考え方について話が行われた。テクノロジーの活

用を通じて、教育機会にアクセスできる機会を最大化する、学ぶ権利をどう保障して

いくかという観点の重要性について説明された。最後に視聴者との質疑応答を通じ

て、具体例について回答があった。 



17 
 

 

（左：研修案内  右：ウェビナーによる研修会配信の様子） 

（下：拠点スタッフによる研修会の報告マンガ） 

 

 

４．８ e ラーニング型 FD/SD 研修 

上記のウェビナー型研修会のみならず、e ラーニング型研修の取り組みを進めている

（https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/e-learning/）。各大学等教職員

が自由にアクセスできるように e ラーニングシステムを取り入れ、学内外の有識者による

講義動画コンテンツの作成を継続的に実施している。講義動画では概要コース（教員、職

員、専門的職員等の各層別のニーズに即したプログラム）、基礎コース（発達障害学生の支

援に関するプログラム）に分けて提供している。今年度までで計１６件（前年度 9 件）の講

義動画を公開し、次年度以降も引き続き内容を拡充させていく予定である。 

 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/e-learning/
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e ラーニングコンテンツ一覧 

所属 講師名 

（敬称略） 

e ラーニングでの講演題目 

筑波大学 竹田一則 障害学生支援の現状と基本的な考え方 

筑波大学 野呂文行 ASD のある学生に対する修学支援 

筑波大学 岡崎慎治 ADHD のある学生に対する修学支援 

筑波大学 三盃亜美 SLD のある学生に対する修学支援 

一橋大学 丸田伯子 精神障害と発達障害をあわせもつ学生への支援 

早稲田大学 石井映美 発達障害のある学生を医療につなぐ 

信州大学 高橋知音 発達障害のある学生へのアセスメント－合理的配慮の

ための根拠資料の作成と支援立案の観点から－ 

筑波大学 佐々木銀河 発達障害のある学生への修学支援 

富山大学 西村優紀美 発達障害学生に対する心理教育的支援と意思表明支

援のあり方 

長崎大学 ピーター・ 

バーニック 

発達障害のある学生へのセルフアドボカシーの支援 

京都教育大学 佐藤克敏 高等教育機関における学びのユニバーサルデザイン 

九州大学 田中真理 発達障害のある学生と自己特性理解 

株式会社

Kaien 

鈴木慶太 高等教育機関以外の立場から見た発達障害の学生の

就職と就職支援のあり方 

社会福祉法人

すいせい 

塚田吉登 発達障害のある学生への就職・キャリア支援として高

等教育機関ができること 

京都大学 村田 淳 合理的配慮の基本的な考え方とその調整・検討プロセ

ス 

岡山理科大学 川島 聡 発達障害のある学生への合理的配慮に関連した法令

の理解とコンプライアンス 
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５ 発達障害学生支援に関する相談対応 

５．１ 個別の相談対応 

各大学等からの発達障害学生支援に関するメール・電話・WEB等の遠隔相談対応を延

べ１４件（前年度１３件）行った。なお、今年度は新型コロナウイルス拡大の影響で、外部機

関からの訪問対応は行わなかった（前年度 10 件）。具体的な相談対応については下記の

表の通りである（複数回行われた相談対応については割愛した）。 

相談対応一覧 

日時 相談者 対応者（敬称略） 概要 

令和２年４月２１日 麗澤大学 佐々木銀河（人

間系 准教授） 

ディスレクシアの学生

の教科書等の電子デ

ータ化について 

５月１３日 金沢美術工芸大学 

学生相談室 

脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

精神障害のある学生

への合理的配慮の提

供、根拠資料、配慮内

容の決定等について 

６月１７日 専修大学障がい学

生支援室 

佐々木銀河（人

間系 准教授） 

本人が障がい受容し

ていない発達障がい

学生の保護者からの

相談対応について 

８月１８日 香川大学学生支援

センターバリアフリ

ー支援室 

脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

締め切り延長に関す

る合理的配慮の提供

を行っても、課題の

提出ができないこと

が続く学生への対応 

９月１日 長岡造形大学 修学

特別支援室 

佐々木銀河（人

間系 准教授） 

配慮依頼文書の電子

データ提供の詳細に

ついて 

９月９日 筑波技術大学 佐々木銀河（人

間系 准教授） 

遠隔で実施した研修

会の情報保障・運営

体制の詳細について 

９月２５日 秋田県立大学 脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

オンライン上で他の

学生への暴言等を繰

り返す学生への対応

について 

１０月２日 明星大学 脇 貴典 学生グループ活動、
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（DAC センター 

助教） 

中島範子（DAC

センター アセッ

サー） 

学内連携、障害のあ

る学生のキャリア支

援について 

１０月２０日 神戸市看護大学 脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

精神障害や虚弱での

合理的配慮として、

特に実習・演習での

合理的配慮の例 

１０月２２日 神戸大学 中島範子（DAC

センター アセッ

サー） 

発達障害学生のグル

ープ活動に関する具

体的な方法について 

１１月６日 山梨大学アクセシビ

リティコミュニケー

ションセンター 

脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

発達・精神障害学生

への合理的配慮の提

供プロセスの詳細に

ついて 

１１月９日 南山大学 脇 貴典 

（DAC センター 

助教） 

吃音症学生の卒論口

頭発表時の対応につ

いて 

 

5.2 発達障害学生支援に関する相談ネットワークの構築 

相談対応についてオンライン型相談の導入を進め、各大学教職員と支援ノウハウを共有

できるようにクローズ型ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）による相談ネット

ワーク「RADD ネット」を開始した https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-

base/raddnet/。 

現在までに全国 70 校（国立 19 校、公立４校、私立 42 校、短期大学１校、その他４校）

から参加申し込みがあった。また、申込者は計 101 名（教員４４名、職員２０名、専門職員

４０名、一部重複あり）であった。各学校等での取り組みや障害学生支援に関する相談、職

種別、校種別に分かれた情報交換などが行われている。 

RADD ネットに申し込みがあった大学等を以下の表に示す。 

RADD ネット申し込み校一覧 

名称 種別 都道府県 

東北大学 国立大学 宮城県 

筑波大学 国立大学 茨城県 

筑波技術大学 国立大学 茨城県 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/raddnet/
https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/raddnet/
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東京工業大学 国立大学 東京都 

東京大学 国立大学 東京都 

一橋大学 国立大学 東京都 

新潟大学 国立大学 新潟県 

福井大学 国立大学 福井県 

信州大学 国立大学 長野県 

静岡大学 国立大学 静岡県 

京都大学 国立大学 京都府 

大阪大学 国立大学 大阪府 

鳥取大学 国立大学 鳥取県 

徳島大学 国立大学 徳島県 

香川大学 国立大学 香川県 

福岡教育大学 国立大学 福岡県 

大分大学 国立大学 大分県 

宮崎大学 国立大学 宮崎県 

鹿児島大学 国立大学 鹿児島県 

横浜市立大学 公立大学 神奈川県 

静岡県立大学 公立大学 静岡県 

大阪府立大学 公立大学 大阪府 

尾道市立大学 公立大学 広島県 

札幌学院大学 私立大学 北海道 

北海学園大学 私立大学 北海道 

東北女子大学 私立大学 青森県 

東北芸術工科大学 私立大学 山形県 

跡見学園女子大学 私立大学 埼玉県 

浦和大学 私立大学 埼玉県 

三育学院大学 私立大学 千葉県 

淑徳大学 私立大学 千葉県 

城西国際大学 私立大学 千葉県 

東京基督教大学 私立大学 千葉県 

麗澤大学 私立大学 千葉県 

青山学院大学  私立大学 東京都 
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学習院大学 私立大学 東京都 

慶應義塾大学 私立大学 東京都 

国際基督教大学 私立大学 東京都 

芝浦工業大学 私立大学 東京都 

創価大学 私立大学 東京都 

大正大学 私立大学 東京都 

中央大学 私立大学 東京都 

帝京大学 私立大学 東京都 

帝京平成大学 私立大学 東京都 

東京女子大学 私立大学 東京都 

武蔵大学 私立大学 東京都 

明治学院大学 私立大学 東京都 

明治大学 私立大学 東京都 

明星大学 私立大学 東京都 

立教大学 私立大学 東京都 

ルーテル学院大学 私立大学 東京都 

早稲田大学 私立大学 東京都 

神奈川大学 私立大学 神奈川県 

東海学院大学 私立大学 岐阜県 

京都外国語大学 私立大学 京都府 

京都文教大学 私立大学 京都府 

立命館大学 私立大学 京都府 

大阪大谷大学 私立大学 大阪府 

近畿大学 私立大学 大阪府 

四天王寺大学 私立大学 大阪府 

羽衣国際大学 私立大学 大阪府 

神戸芸術工科大学 私立大学 兵庫県 

神戸女学院大学 私立大学 兵庫県 

西南女学院大学 私立大学 福岡県 

福岡工業大学 私立大学 福岡県 

長崎短期大学 短期大学 長崎県 

College of Staten Island, City University 

of New York 

その他 ニューヨーク州 
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国立高専機構本部事務局 その他 東京都 

その他 2 校 その他 ― 

 

5.3 仮想事例動画を用いた研修 

発達障害学生の事例に対する検討は、個人情報保護の観点から、具体的な事例につい

ての情報の取り扱いや情報交換が難しい現状があった。一方で、事例に対して、具体的な

支援の方法について検討するようなワークショップ型の研修や事例検討会については、一

定程度のニーズがあり、個人情報の制限のない仮想事例が必要とされていた。 

そのため、筑波大学で支援を受けていた過去の相談事例を参考に、複数の事例を組み

合わせたり、加工したりすることによって、教職員向けの研修や事例検討会で用いるため

の仮想事例動画を６件作成した。仮想事例動画の具体的な内容は以下に示した。 

 

仮想事例動画一覧 

事例の 

キーワード 

登場人物 事例の概要 

実習 ・実習担当者 

・実習先の担当者 

実習の場でうまくふるまえない ASD が疑われる

学生への対応について、実習担当教員と実習先の

担当者が相談を行う場面。 

保護者 ・管理職 

・保護者 

ASD のある学生の保護者から、大学が十分に支

援をしてくれないので改善して欲しいといった要

望があり、それについて、大学の管理職と保護者

が相談を行う場面。 

発達障害が疑

われる学生 

・学生 

・障害学生支援ス

タッフ 

学生が、授業で見た ADHD の特性について、自

分自身にも当てはまるのではないかとの訴えが

あり、それについて障害学生支援室のスタッフと

相談を行う場面。 

周囲が困る ・指導教員 

・障害学生支援ス

タッフ 

ASD が疑われる大学院生の研究室でのふるまい

に対して、周囲の学生が困っているとの現状につ

いて悩んでいる教員と障害学生支援スタッフとが

相談を行う場面。 

就職活動 ・学生 

・就職課相談員 

ASD が疑われる学生が、内定がもらえないとの

ことで就職課相談員と相談を行う場面。 

卒業研究 ・学生 

・指導教員 

ADHD のある学生が、卒業研究を思うように進

められていないことを心配した指導教員と相談を

行う場面。 
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（上：仮想事例動画の様子） 

 

2021 年３月６日（土）「大学教育改革フォーラム in 東海 2021 分科会」にて、上記の仮

想事例動画を用いて、教職員向けの発達障害学生の理解や支援に関する研修を行った。 

 

６ 発達障害学生支援に有効なデータベース構築と配信 

６．１ 支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」の概要 

全国の大学等では発達障害の診断のある学生が増加しているが、発達障害は「目に見

えない」障害であり、発達障害の傾向はあるが医学的診断に至っていない、いわゆる「グレ

ーゾーン」の学生が多く在籍している。これらの学生の中には、“障害”という言葉や医学

的診断への抵抗から、相談窓口へのアクセスが難しく、各大学で学生対応に苦慮する対象

層の典型である。「グレーゾーン」の学生では困っているのに有益な支援情報が受けられ

ないため、自身の努力や性格の問題と思い込み、休学・留年・退学等で大学をドロップアウ

トしてしまう場合もある。そこで、発達障害を全ての人が生まれながらに有する「脳の多様

性（ニューロダイバーシティ）」という考え方に置き換えて、医学的診断の有無にとらわれ

ず、大学に在籍する多様な発達特性を有する学生が自立して自身の学習・生活スキルを向

上する情報配信サービスとして開発された。 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/lsb/ 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/lsb/
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「Learning Support Book（LSB）」では、発達障害のある方がもつ独自の視点や経

験に関する情報を収集している。情報収集にあたっては、筑波大学ダイバーシティ・アクセ

シビリティ・キャリアセンターを利用する発達障害学生および、筑波大学の学生サポートス

タッフ、学外の発達障害当事者（約４０名）の協力を得ながら、発達障害のある方にとって

学業や生活に役立つ情報を WEB 上で配信している。 

LSB に掲載されているコンテンツは、「ノート・メモの取り方」、「試験対策・レポートの書

き方」、「タスク・スケジュール管理」、「忘れ物を防ぐ方法」、「勉強のやる気・集中力アッ

プ」、「学業と趣味・生活の両立」のように、“障害”という言葉を基本的に用いないデザイン

にして、医学的診断に抵抗がある学生でもアクセスしやすいという特徴がある。特に、発達

障害学生に有効なハイテク・ローテク支援技術（Assistive Technology）に関する情報

を掲載することで、学生自身が障害特性を補うような自助ツールを活用したり、学習能力

を向上するための知識を得ることができる。すなわち、大学で修学困難に陥っているが専

門機関につながっていない学生への支援リソースとして活用することができるだけでな

く、障害のない学生がより学業・生活上でスキルアップするための教材としても利用でき

る。 

また、ログインするアカウントの属性に応じて、教職員向けなど各ユーザーが困りやすい

事柄について必要な情報を配信することも可能であるため、FD 及び SD を受講した他

大学の教職員が、自校に戻った際の学習教材としても活用することができる。 

なお、LSB については、2020 年 12 月にユニバーサルデザインの国際的顕彰事業で

ある IAUD 国際デザイン賞コミュニケーションデザイン部門で銅賞を受賞した。 
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IAUD 国際デザイン賞は、民族、文化、慣習、国籍、性別、年齢、能力等の違いにかかわらず、”一人でも多くの人が快適に

暮らしやすい”ユニバーサルデザイン（UD）社会の実現に向けて、特に顕著な活動の実践や提案を行なっている団体・個人を

国際的に表彰するものである。 

 

６．２ 支援情報配信サービス「Learning Support Book(LSB)」の共同利用実績 

令和２年度より、共同利用する大学等における利便性を向上するとともに安定して

LSB を利用できる環境を構築するため、LSB の共同利用に関する規定を設けた。規定の

中で、無償のトライアル版と有償のフルサポート版を設けて、各大学等のニーズに応じた共

同利用の体制を構築した。教職員が閲覧可能なトライアル版は 26 校、所属学生も自由に

閲覧できるフルサポート版は２校より申し込みがあった。支援情報配信サービス

「Learning Support Book（LSB）」について全国２８校（国立 4 校、公立 2 校、私立

22 校）の配信を実施した。配信を行った大学等を以下の表に示す。なお、LSB の共同利

用に関する規定を令和２年度より設けたことに伴って、共同利用実績は新たに起算してい

る。 
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LSB 配信校一覧（学校種別） 

名称 種別 都道府県 

弘前大学 国立大学 青森県 

信州大学 国立大学 長野県 

京都大学 国立大学 京都府 

神戸大学 国立大学 兵庫県 

大阪府立大学 公立大学 大阪府 

長崎県立大学 公立大学 長崎県 

跡見学園女子大学 私立大学 埼玉県 

流通経済大学 私立大学 千葉県 

城西国際大学 私立大学 千葉県 

法政大学 私立大学 東京都 

慶應義塾大学 私立大学 東京都 

立正大学 私立大学 東京都 

東京女子大学 私立大学 東京都 

明星大学 私立大学 東京都 

武蔵大学 私立大学 東京都 

関東学院大学 私立大学 神奈川県 

湘南医療大学 私立大学 神奈川県 

田園調布学園大学 私立大学 神奈川県 

湘南工科大学 私立大学 神奈川県 

愛知淑徳大学 私立大学 愛知県 

長浜バイオ大学 私立大学 滋賀県 

大阪大谷大学 私立大学 大阪府 

近畿大学 私立大学 大阪府 

就実大学 私立大学 岡山県 

川崎医療福祉大学 私立大学 岡山県 

梅光学院大学 私立大学 山口県 

松山大学 私立大学 愛媛県 

西南女学院大学 私立大学 福岡県 
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（上：LSB の案内チラシ） 
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６．３ 支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」の改善 

感染症拡大による在宅でのオンライン・オンデマンド授業の受講機会増加をふまえたオ

ンライン授業の受け方に関するコンテンツをはじめ、コンテンツ内容の拡充を図った。結

果、今年度の学生向けコンテンツ数は 58 件（前年度 40 件）となった。コンテンツの詳細

については、以下の表に記載した。 

 

 

LSB コンテンツ一覧 

コンテンツ名称 コンテンツ概要 カテゴリ 

友人関係（前編・後編） 同世代の友人とのかかわり方について、コミ

ュニケーション上のマナーやかかわり方のコ

ツを紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

先輩・後輩とのかかわり

方 

先輩や後輩との関わりについて、コミュニケ

ーション上のマナーやかかわり方のコツを紹

介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

SNS の使い方 主要な SNS の特徴と、SNS を利用する際

の注意点を紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

先生や指導教員とのか

かわり方（基本編・応用

指導教員や授業担当教員とのかかわり方や、

教員宛にメールを送信する際のマナー、例文

コミュニケー

ションの取
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編） 集を紹介した。 り方 

ノート・メモの取り方（ツ

ール編・テクニック） 

録音機能付きのデジタルペンや、PC でノート

をとる際に便利なアプリ、ノートの取り方のコ

ツなどを紹介した。 

ノート・メモ

の取り方 

タスク管理 日々のタスクの管理方法について、便利なア

プリを中心に管理方法の工夫を紹介した。 

タスク・スケ

ジュール管

理 

スケジュール管理（カレ

ンダーアプリ編・その他

のツール編） 

カレンダーアプリやタイマーアプリ、手帳での

スケジュール管理のコツ等について紹介し

た。 

タスク・スケ

ジュール管

理 

履修申請について 履修登録の際の留意点や、主に新入生に向け

て授業の区分の違いなどを紹介した。 

タスク・スケ

ジュール管

理 

アルバイトの始め方（基

礎編・実践編） 

アルバイトの選択・情報収集・応募方法や留意

点、履歴書の書き方や面接でのポイントを紹

介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

サークル・部活動の選び

方 

サークルの選び方についての留意点や、加入

のタイミング・方法について紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

集中力アップ（ツール編・

テクニック編） 

ノイズキャンセリング機能付きヘッドホンやタ

イマーアプリ、その他集中を保つためのテクニ

ックを紹介した。 

勉強のやる

気アップ・集

中力アップ 

勉強のやる気アップ（ツ

ール編・テクニック編） 

勉強のモチベーションを高められるような工

夫について、便利なアプリや目標設定のポイ

ント、環境調整の工夫などを紹介した。 

勉強のやる

気アップ・集

中力アップ 

試験勉強の対策（ツール

編・テクニック編） 

試験勉強に役立つ暗記アプリやスケジュール

の立て方のコツ、授業中にできる工夫などを

紹介した。 

試験対策・レ

ポートの書

き方 

レポートの書き方（基礎

編・ツール・テクニック

編） 

レポート作成のための基本的な知識や、アイ

ディア整理の際に便利なマインドマップ作成

アプリについて紹介した。 

試験対策・レ

ポートの書

き方 

忘れ物を防ぐ方法（ツー

ル編・テクニック編） 

紛失防止のタグやリマインダーアプリ、バッグ

インバッグなど忘れ物を防ぐ方法について紹

介した。 

忘れ物を防

ぐ方法 
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大学生と恋愛 異性とのかかわり方や、恋人として接する際

の留意点、デート DV 等を紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

スライドの作り方 PowerPoint でスライド資料を作成する際

の作成手順や留意点、作成時に活用できるア

プリについて紹介した。 

ノート・メモ

の取り方 

大学生とお金（前編・後

編） 

お金の管理について、便利なアプリやファイ

ル等を活用した管理方法、クレジットカードや

学生ローンを利用する際の留意点等について

紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

大学生と身だしなみ 身だしなみを整えるためのポイントや洗濯の

際に役立つアプリ、服装の調整のために役立

つアプリ等を紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

健康管理（前編・後編） 食事、飲酒・喫煙についての留意点や、体調不

良になった場合の連絡方法、対処法等を紹介

した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

人の顔と名前の覚え方 人の名前や顔を覚えるためのコツや、失礼に

ならない名前の尋ね方について紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

グループワーク 授業中や就職活動におけるグループワークの

目的やワーク中の役割、進め方を紹介したほ

か、グループで課題を行う際に便利な情報共

有のためのアプリを紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

自分の気持ちの整え方 不安やイライラへの対処法や、アンガーマネジ

メントについて紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

大学生と食生活 宅配サービスや調理キットなど自炊をサポー

トするサービスや商品のほか、スーパーマー

ケットを利用する際の工夫などを紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

朝の過ごし方 朝、余裕をもって身支度ができるようにする

ための工夫や、アラーム・スケジュール管理ア

プリ、地図アプリなどを紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

睡眠リズムを整える アラームアプリや睡眠導入アプリの他、質のよ

い睡眠をとるための工夫を紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 
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趣味の見つけ方 余暇活動について、取り組む人数や必要な費

用等の側面から整理し、大学生が取り組みや

すそうな活動を紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

新学期に向けたこころ

やからだの切り替え 

長期休暇から新学期への切り替えに向けて、

リフレッシュの方法や生活リズムの調整方法

などを紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

集中するための BGM 作業中の BGM のお勧めや、ホワイトノイズ

について紹介した。 

勉強のやる

気アップ・集

中力アップ 

論文管理ソフト RefWorks や Mendeley などを利用した

論文・資料管理の方法について紹介した。 

試験対策・レ

ポートの書

き方 

文献の集め方・まとめ方 CiNii や J-Stage 等の利用方法や図書館の

活用方法のほか、資料を保存・管理するため

のツールについて紹介した。 

試験対策・レ

ポートの書

き方 

文章の読み方 カラーバールーペや Visor 機能等、文字を読

む際に視覚的により読みやすくなるようなツ

ールを紹介した。 

試験対策・レ

ポートの書

き方 

片付け・整理整頓 片付けの方法がわからない人、気力がわかな

い人、物が捨てられない人などタイプ別に片

付けの方法について紹介した。 

忘れ物を防

ぐ方法 

障害者手帳を知る 障害者手帳についての基本的な知識と、取得

までの流れ、メリットやデメリットについて紹

介した。 

利用学生専

用コンテン

ツ 

自立支援医療（精神通院

医療） 

自立支援医療の概要と申し込みまでの手順

等を紹介した。 

利用学生専

用コンテン

ツ 

就活中の気持ちの整え

方 

就職活動中の落ち込みや不安な気持ちに対

して、リフレッシュ方法や気分を記録する日記

アプリなどを紹介した。 

就職活動・

進路 

自己分析について 主に就職活動における自己分析について、自

己分析の方法や便利なツール、注意点を紹介

した。 

就職活動・

進路 

オンライン授業の受け方

（ツール編・テクニック

編） 

オンラインで授業を受ける際の注意点や便利

なアプリ、グッズについて紹介した。 

勉強のやる

気・集中力ア

ップ 
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防犯対策（一人暮らし

編・トラブル編） 

一人暮らしの学生が防犯のためにできる工夫

や、貴重品の管理・悪質な勧誘などのトラブ

ル対策について紹介した。 

学業と趣

味・生活の

両立 

質疑応答のテクニック 授業中や研究室内での議論、論文発表会など

を想定し、質問する・質問を受ける際のコツを

紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

たくさんのメールを整理

する 

受信メールの整理方法やメールの見逃しを減

らす工夫、複数のアカウントを一括管理する

アプリなどを紹介した。 

コミュニケー

ションの取

り方 

障害者雇用での就職活

動 

障害者雇用での就職活動についての概要や、

就職に向けたナビゲーションブックの作成、

就職までのスケジュール等について紹介し

た。 

利用学生専

用コンテン

ツ 

 

６．４ 支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」のチャットボットの

開発 

 LSB の情報を活用し、利用者が日々の困りごとを投稿すると、それに対応した対処法を

自動的に提案するチャットボットシステム（人工知能による自動応答システム）の開発を新

たに企画し、進めている。現在までに、入力が予想される困りごとと応答のパターンを

215 項目定義した。 

 チャットボットシステム上での利用者からの投稿と、投稿に対する自動応答システムの応

答例を以下に示した。 
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（上：チャットボットによる応答例） 

 

７ 発達障害学生支援に関する各種講習会への講師依頼の対応 

各大学等からの講師派遣依頼に基づき、拠点運営スタッフが１５件（前年度 19 件）、延

べ 1289 名（前年度 1039 件）に研修を行った。各種講習会の詳細については、以下の

表に記載した。 

 

講習会の詳細 

日付 主催者 会場 参加者 講師 名称 形式 

令和２年 

9 月 6 日 

昭和大学附属

烏病院 

オンライン 参加者 

大学生

支援の

関係者

144 名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

大学と医療をつ

なげる〜切れ目

のない発達障害

の支援を目指す

〜 

講義 

10 月 30

日 

名桜大学 オンライン 参 加 者

95名 

内訳：教

員 65（管

理職 24、

一 般

脇 貴典

（DAC セン

ター 助教） 

FDSD 研修会 講義 
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40）、職

員 30（管

理職 8、

専 門 職

員 1、一

般 21） 

11 月 11

日 

跡見学園女子

大学 

跡見学園

女子大学 

参 加 者

136 名 

内訳：教

員 77（管

理職 21、

一 般

56）、職

員 59（管

理職 9、

専 門 職

員 2、一

般 48） 

中島範子

（DAC セン

ターアセッ

サー） 

教職員のための

カウンセリング

研修会 

講義 

11 月 12

日 

麗澤大学 オンライン 参加者 

教 職 員

50名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

麗澤大学教職員

研修 

講義 

11 月 13

日 

コンソーシア

ム岐阜 

オンライン 参 加 者

16名 

内訳：教

員 6、職

員 10（管

理職 1、

専 門 職

員 2、一

般 7） 

脇 貴典

（DAC セン

ター 助教） 

人材育成プログ

ラム 

講義 

11 月 14

日 

福岡教育大学 福岡教育

大学 

参加者 

教 職 員

130 名 

竹田一則

（DAC セン

ター業務推

進マネージ

ャー/人間系 

教授） 

文部科学省「発

達障害に関する

教職員等の理解

啓発・専門性向

上事業」 

講義 
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11 月 17

日 

熊本大学 オンライ

ン 

参 加 者

教 職 員

60名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

熊本大学障がい

学生支援室 FD・

SD 講演会 

講義 

11 月 22

日 

National 

Taipei 

University 

台大地震

宇宙館 

参加者 

教 職 員

290 名 

竹田一則

（DAC セン

ター業務推

進マネージ

ャー/人間系 

教授） 

2020 

International 

Conference 

of Career 

Transitions 

for College 

Students 

with 

Disabilities 

講義 

12 月 22

日 

千葉工業大学 オンライ

ン 

参加者 

教 職 員

90名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

講演会 講義 

令和３年

１月１５日 

独立行政法人

高齢・障害・求

職者雇用支援

機構障害者職

業総合センタ

ー 

オンライ

ン 

参加者 

職員 20

名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

第８回世界の職

業リハビリテー

ション研究会 

講義 

３月１日 長岡造形大学 オンライ

ン 

参加者 

教 職 員

66名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

FD 研修会 講義 

３月１日 共立女子大学 オンライ

ン 

参 加 者

72名 

内訳：教

員 44（管

理職 5、

一 般

39）、職

員 20（管

理職 1、

一般 19）

専 門 職

員 8、（一

脇 貴典

（DAC セン

ター 助教） 

FDSD 研修会 講義 
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般 8） 

３月６日 日本リハビリ

テーション連

携科学学会 

オンライ

ン 

参加者 

教 職 員

等 48名 

佐々木銀河

（人間系 准

教授） 

日本リハビリテ

ーション連携科

学学会第 22 回

大会 

講義 

３月６日 大学教育改革

フォーラム in

東海 2021 

オンライ

ン 

参 加 者

28名 

内訳：教

員 14（管

理職 1、

一 般

13）、職

員 11（管

理職 6、

一般 5）

専 門 職

員 3、（一

般 3） 

脇 貴典

（DAC セン

ター 助教） 

大学教育改革フ

ォーラム 

講義

/演

習 

3 月 8 日 日本大学 オンライ

ン 

参 加 者

44名 

内訳：職

員 31名、

専 門 職

13名 

中島範子

（DAC セン

ターアセッ

サー） 

学生支援室コー

ディネーター研

修会 

講義 
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