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１．筑波大学における障害学生支援の理念と特色 

 

（１）支援の目的とコンセプト 

筑波大学では、障害学生と一般学生がともに学ぶことを通して、共生の時代を担

う社会人を育成することを目的とし、障害学生支援を積極的に実施しています。ま

た、筑波大学の障害学生支援は、以下の 3つをコンセプトにしています。 

 
・ すべての学生の成長を期待する学生中心の支援活動 

・ 各学群・学類、各研究科・専攻の専門性に基づく支援内容 

・ 障害科学に裏付けられ全学に平等に行きわたる支援体制 

 

（２）支援の理念と対応要領 

筑波大学では、「国連・障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、障害の有

無や程度によって分け隔てることなく、能力と修学意志を持つ障害のある学生を受

け入れ、修学のために必要かつ適切な支援を積極的に行っています。具体的には、

教育研究の水準を維持しつつ、すべての障害学生の修学に対し、合理的配慮を行い、

継続的にその向上・充実に努めていくことが必要であると考えています。障害のあ

る学生にとって、これまで以上に、学びやすい環境づくりを前進させるため、障害

学生支援に関する理念を「筑波大学における障害学生支援に関する憲章」として、

平成 26 年 4 月 1 日に制定しました。また、平成 28 年 3 月 31 日に「筑波大学にお

ける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定することで、障

害のある学生が障害を理由に差別を受けることなく、適切な教育を受けることがで

きるようにしています。 

 

参考： 

（筑波大学における障害学生支援に関する憲章）http://www.tsukuba.ac.jp/about/disability.html 

   （筑波大学対応要領）https://www.tsukuba.ac.jp/public/pdf/shogai_sabetsu_kaisho_1.pdf 
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（３）支援の特色 

筑波大学は、障害のある学生を積極的に支援しています。 

その支援組織の 1 つとしてダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンタ

ー アクセシビリティ部門（旧 障害学生支援室）（以下「アクセシビリティ部門」

という。）があります。アクセシビリティ部門は、障害学生の修学支援に関する相

談窓口を担当し、各教育組織および事務組織との連携を密にして、全学に平等にい

きわたる支援体制を作っています。 

 

１）すべての学生の成長を期待する学生中心の支援活動 

障害学生の日常的な修学支援のために「ピア・チューター（学習補助者）」を配

置し、本学の学生がその活動の中核を担っています。大学は、ピア・チューターの

養成及び経済的な支援を行い、一定時間の活動に対しては、障害学生支援活動証明

書を発行します。アクセシビリティ部門の下に組織された各障害の支援チームでは、

障害学生自身も加わって、学生たちが主体的な支援活動を展開しています。 

さらに、全ての学生への理解・啓発を目的とした総合科目Ⅰ「障害学生とともに

学ぶ共生キャンパス」を開設し、障害のある人々と共生する心を育てています。 

 

２）各学群･学類､各研究科･専攻の専門性に基づく支援内容 

全学の方針に基づいて、各教育組織が障害学生の支援の責任を担っています。こ

のことにより、それぞれの専門分野の特性に応じた支援が保障されています。 

障害学生の入学時には、アクセシビリティ部門と当該障害学生が所属する教育組

織の共催による、新入障害学生入学時ガイダンスを実施し、支援ニーズや具体的な

支援内容等について確認します。 

 

３）障害科学に裏付けられ全学に平等に行きわたる支援体制 

筑波大学は、障害科学を専門とする国内最大規模の研究者集団を有しており、本

学の障害学生支援を支えています。支援対象の範囲や具体的な支援内容等について、

専門的な見地から指導・助言を行っています。 
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Support for Students with Disabilities 

・Features: 

 University of Tsukuba has been providing vigorous supports for students with 

disabilities. As a core structure of the University, Accessibility Division for 

Students with Disabilities conducts a deliberation on support policies, 

environmental arrangements on campus, and so forth. Accessibility Division for 

Students with Disabilities in charge of entire services for students with disabilities 

facilitates close relationships between academic and administrative organizations 

to ensure every student with disabilities for fulfilling their campus life.  

 

1. Student-Centered Support Activities for Inspiring Symbiosis Frame of Mind 

 In order to provide practical supports for students with disabilities for learning, 

Accessibility Division for Students with Disabilities encourages all the students to 

participate in peer tutoring activities. University of Tsukuba aids training scheme 

and financial managements for the peer tutoring program. As the peer tutors are 

engaged in the support activities for a certain amount of time, the University 

issues a document certifying those activities. There are some supporting teams for 

each type of impairment, which is organized under Accessibility Division for 

Students with Disabilities. The peer tutors and students with disabilities 

themselves take the initiative in the support activities. 

Also, the University offers a Multidisciplinary Subject, 'Symbiosis Campus: How 

to Support Students with Disabilities,' which aims to promote symbiosis frame of 

mind living with students with disabilities. 

 
2. Support Based on Expertise in Each School, College, Program, and Main Field 

 As the university policies, all the academic organizations at University of 

Tsukuba assume responsibility for supporting students with disabilities. This 

ensures the expertise-based supports in relation to each area of study. 

Before students with disabilities start their campus life, each academic 

organization that the students intend to belong to conducts counseling sessions to 

confirm what they need and how the University supports them in particular. 

 
3. University-Wide Supporting Framework Based on Disability Sciences 

University of Tsukuba has the largest department on Disability Sciences in 

Japan. In terms of professional perspectives on that area of study, the scholars 

offer practical coaching and advices for a range of support matters, specific 

activities, and so forth. 
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２. 組織・体制 

（１）障害学生支援に係る支援組織 

平成 27 年 10 月 1 日より、障害学生支援室は、ダイバーシティ推進室、キャリア

支援室とともに、ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの中の部

門として位置づけられることとなりました。それに伴い、「障害学生支援室」の名

称を「アクセシビリティ部門」に変更しました。 

ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターには、ダイバーシティ部

門、アクセシビリティ部門、キャリアサポート部門が組織されています。それぞれ

が 1 つのセンターとして統合されたことで、より密な連携をとりながら、支援を必

要とする学生へのアプローチが可能になると考えています。 
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（２）障害学生支援に係る教育組織・支援組織の連携図 
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 （３）アクセシビリティ部門における支援体制 

アクセシビリティ部門は、障害のある学生の受入れ組織が修学上の合理的配慮の

提供に窮することのないよう、障害学生支援に関する高い専門性を有したスタッフ

によって、専門的見地からの助言および合理的配慮提供に必要な助力を行うことを

責務としています。支援活動にあたっては、視覚障害領域、聴覚障害領域、運動・

内部障害領域、発達障害等領域の領域ごとにそれぞれ専門スタッフが配置され、ア

クセシビリティ部門の専門部会に所属する構成員からスーパーバイズを受けながら、

障害のある学生への適切な支援を行うともに、障害学生支援に係る研究活動を行う

ことで、エビデンスに裏づけられた適切な支援を提供することを目指しています。

さらに視覚障害領域、聴覚障害領域、運動・内部障害領域については、学生のピ

ア・チューターから構成される障害学生支援チームが組織されており、アクセシビ

リティ部門から提供される支援の一部は、学生の支援活動によって、行われていま

す。 

 
 
 

 

 

 

 

視覚障害領域　	
視覚障害支援チーム	
（学生ピア・チューター）	

聴覚障害支援チーム	
（学生ピア・チューター）	

運動・内部障害支援チーム	
（学生ピア・チューター）	

　聴覚障害領域　	

運動・内部障害領域	

アクセシビリティ部門長	

アクセシビリティ部門 専門部会	

発達障害等領域	 ※発達障害や精神障害等は，専門
スタッフが個別に対応	

障害のある学生への支援とそれに係る研究活動の実施	

アクセシビリティ部門における体制図	
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３．平成 29年度障害学生在籍状況一覧 

（１）障害別利用状況（学群および大学院別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）障害別在籍状況 

 

合計
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24
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1
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7

発達障害

その他
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1

0

0

0

0

1
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0
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視覚障害

聴覚障害

運動・内部障害

大学院

15

14

支援有 支援無 計

○ 視覚 7 0 7
○ 聴覚 15 0 15
○ 運動・内部 9 5 14
発達 37 0 37
その他 0 1 1

支援有 支援無 計

○ 視覚 12 1 13
○ 聴覚 7 2 9
○ 運動・内部 9 3 12
発達 16 0 16
その他 0 0 0

支援有 支援無 計

○ 視覚 1 0 1
○ 聴覚 0 0 0
○ 運動・内部 0 0 0
発達 0 0 0
その他 0 0 0
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PART 2 

障害学生支援実績 
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４．学生支援実績 

 

（１）入学前後の対応 

  4 月 5 日（水）にアクセシビリティ部門主催による入学時ガイダンスを実施した。

その他、教育組織が個別の入学時相談を実施したケースでは、アクセシビリティ部門

スタッフがこれに参加して助言を行った。 

 

 １）入学時ガイダンス 

① 主  催：アクセシビリティ部門 

② 日  時：4月 5日（水） 9：30～12：00 

③ 場  所：第二エリア 2B412、2A403 他 

④ 出 席 者：障害学生、（希望により）保護者 

アクセシビリティ部門関係者 

グローバルコミュニケーション教育センター 担当者 

体育センター 担当者 

共通科目「情報」推進室 担当者 

各教育組織の参加希望者（クラス担任、ダイバーシティ・アクセシ

ビリティ担当教員、対応支援室事務、学

類担当事務等） 

⑤ 内  容：全学的な支援内容に関するガイダンス 

共通科目の履修に関するガイダンスおよび個別相談 

入学式における配慮事項の確認  他 

 

２）個別の入学時相談（学群生・大学院生） ＊必要に応じて開催 

① 主     催：各教育組織において設定 

② 日程・場所：各教育組織において設定 

③ 出  席  者：障害学生、（希望により）保護者 

教育組織の長（学類長、専門学群長、研究科専攻長等） 

支援担当教員（クラス担任、ダイバーシティ・アクセシビリティ担

当教員等） 

対応支援室事務・学類担当事務等 

アクセシビリティ部門関係者 

④ 内     容：障害の状況と支援ニーズの確認 

授業・授業間移動等における配慮事項の確認 

オリエンテーション等における支援内容の確認  他 
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（２）大学説明会（オープンキャンパス）における支援 

8 月 5 日（土）、6 日（日）、11 日（金・祝）に開催された大学説明会において、

アクセシビリティ部門では、各教育組織（看護学類、人文学類、比較文化学類、数

学類、地球学類、物理学類、化学学類、工学システム学類、社会学類、情報科学類、

人間学群、体育専門学群、芸術専門学群）と連携して、支援希望の申し出があった

障害のある参加者 39 名に対して支援を行った。各学類の説明会における概要説明

や模擬授業、キャンパスツアーなどでは、アクセシビリティ部門に登録しているピ

ア・チューターが、聴覚障害のある参加者のための情報支援（手書き要約筆記、パ

ソコン要約筆記、手話通訳）、運動・内部障害のある参加者のための移動支援など、

それぞれのニーズに応じた支援を提供した。また、各学類の学生スタッフからも、

視覚障害のある参加者のための資料準備や移動支援、運動・内部障害の参加者への

移動支援などにおいて協力があり、必要な支援を提供することができた。 

また、1 日目（8 月 5 日）には、アクセシビリティ部門主催の「障害学生支援に

関する説明会」と、障害別の相談会を実施し、17 名が参加した。相談会では、アク

セシビリティ部門の専門教員、障害学生、ピア・チューターが参加者の相談に応じ、

大学での学習や生活の様子をイメージできるよい機会となった。 

 

（３）式典における支援 

１）平成 29年度入学式 

4 月 7 日（金）、国際会議場において、平

成 29 年度学群・理療科教員養成施設並びに

大学院入学式が挙行された。その際、総務部

総務課の協力のもと、各式典において、ピ

ア・チューターによるパソコン要約筆記支援

と手話通訳を実施した。 

 

 

 

 

２）平成 29年度卒業式・学位記授与式 

3 月 24 日（金）、大学会館講堂において、平成 29 年度学群・理療科教員養成施設

の卒業式並びに大学院学位記授与式が挙行された。その際、総務部総務課の協力の

もと、各式典において、ピア・チューターによるパソコン要約筆記支援と手話通訳

を実施した。また、学群卒業式後に行われた各教育組織の学位記授与式において、

聴覚障害学生に対して、ピア・チューターがパソコン要約筆記支援を行った。 

入学式における情報支援 

（手話通訳及びパソコン通訳） 
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（４）障害別支援チーム等による支援実績 

１）視覚障害 

① 視覚障害学生に対するアセスメント方法の整理と卒業までの成長を見越した支

援内容の検討（継続・拡大） 

 視覚障害学生に対する面談の中で継続的にアセスメントを行っており、入学時

から卒業まで、ニーズが変化していくことが確認された。本件は科研費補助金

の研究としても実施し、第 3 回全国高等教育障害学生支援協議会において発表

した。 

 

② 教材（テキストデータ等）の有効的な共有を行うためのシステムの充実（継続） 

 附属図書館の「資料電子化サービス」試行に協力し情報交換を重ね、また、図

書館資料のテキストデータ化を行う LS（Library Support）チームの活動のス

ーパーバイズを行った。今年度は対象学生 2 名（視覚障害・運動障害各 1 名）

について図書館所蔵の書籍に限定して行ったが、当初の見込みよりも作業に時

間がかかること、時期によってピア・チューター学生の参加に多少があること、

運動障害学生のデータ化希望が見込みよりも少なかったことが明らかになった。

来年度は対象学生及び対象となる資料を拡大し、引き続き試行を続ける予定で

ある。 

 

③視覚障害学生支援ピア・チューターの積極的な参画に関する検討（変更） 

 今年度から LS チームの試行が始まったことで、夏休みなど、個別の学生の支

援活動が少なくなる時期には、視覚チームにも登録している学生が LS チーム

の活動に参画する傾向がみられた。LS チームの活動と連動してモチベーション

を維持してもらうことができた。平成 30 年度の新入生については合格後早い

段階でピア・チューターに引き合わせ、スキルアップ講習会等の活動にも参画

させることで、現在活動しているピア・チューター学生のモチベーション維持

にもつながった。 

 

２）聴覚障害 

① 聴覚障害学生支援コーディネート支援ソフト（CAS）のバージョンアップ及び効

果的な運用のための修正（継続） 

 コーディネート作業をより効率化するための CAS の改善について、利用学生や

ソフトウェア技術者とともに意見交換を行った。次年度からは、セキュリティ

面の安全性を考慮し、CAS サーバーの管理は（株）Has-key に委託することと

なった。今後、CAS のシステムは他大学等の機関でも利用できるサービスとし

て提供されることとなり、広く利用可能なシステムになるよう、引き続き意見

交換を行っていく。 
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② 合理的配慮のためのアセスメント等実施とその結果に基づいた支援内容の検討

（継続） 

 新入生および在学生の希望者に対してアセスメントを実施し、障害状況をより

正確に把握した。それをもとに個々の障害とニーズ、そして実情に即した支援

を提供した。実験、自習、ゼミ等においては、PC 要約筆記以外に手話通訳や音

声認識システム等の支援方法を試行し、必要に応じてそれらの支援方法が利用

できるように勉強会等を実施した。 

 

③ 外国語または高度な專門内容の講義等における音声認識システムを導入した支

援方法の検討（新規） 

 英語で行われる授業において、ピア・チューターによる人的な支援に加えて、

音声認識ソフト（UD トーク）を利用し、英語字幕の呈示を行うことで、支援の

質を高めることができた。また、ゼミ等の少人数指導場面での音声認識ソフト

の利用も試みたが、日本語認識率の低さ、機器接続の不安定さ等の理由から、

定着には至らなかった。効果的に使用していくための再検討が必要である。 

 

３）運動障害 

① 学内での身体介助等を必要とする学生への支援体制構築に関する検討（厚生労

働省/平成 29 年度障害者総合福祉推進事業）（新規） 

 重度の肢体不自由のある学生の支援体制整備や効果的な連携方法の体系化を図

るため、通学や学内における支援を実施しつつ、全国の支援事例を整理すると

ともに、取り組むべき事項や時期、取り組む上での注意点等から構成される支

援体制構築の手引きを作成した。 

 

② 運動障害学生支援コーディネート支援ソフト（U-CAS）の効果的な運用方法の検

討と、ピア・チューター登録者（支援未経験者）の支援参加促進（新規） 

 コーディネート作業にあたって U-CAS の使用を開始し、運動・内部障害学生支

援チームのルールに則った運用が可能となるよう、システムの修正を行った。

ピア・チューター登録者の支援参加を促進するために、養成講座を受講した学

生を対象にノートテイクのスキルアップ講習として臨時養成講座を開講し、実

働ピア・チューターの増員を行った。 

 

③ バリアフリー・改修関連の情報更新（バリアフリーマップ方向性の再考、改修

後のバリアフリー対応宿舎写真更新）（継続） 

 教育推進部と連携をし、ピア・チューターの調査に基づいてキャンパスマップ

へのバリアフリー情報（自動ドアの有無・スライドドアの有無）の追記を行っ

た。また、学内施設設備のバリアフリー改修箇所の情報収集を行えるよう、ア
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クセシビリティ部門ホームページに「バリアフリー調査投稿フォーム」を開設

した。さらに、ピア・チューターの協力のもと、バリアフリー改修調査を行い

施設部に改修要望事項一覧を作成した。改修後のバリアフリー対応宿舎写真に

ついては更新の準備を進めた。 

 

４）発達障害 

① 発達障害学生へのアセスメントルームの整備ならびにアセスメントプロセスの

検討（新規） 

 アセスメントと修学支援を円滑に行うための可動式間仕切り設置等工事が年度

内に完了した。アセスメントプロセスに関しては、RADD プロジェクトの研究成

果をもとに試案を作成し、大学への機能実装に向けて調整中である。 

 

② 発達障害学生を含めた全ての学生に対する動画配信システムを用いたアクセシ

ブルな授業提供に関する試行的取り組み（新規） 

 試行的に 1 科目に導入し、アンケート調査を実施した結果、講義全体ではなく、

レジュメを選択して必要な部分を視聴できる等の運用方法の見直しが必要なこ

とが明らかとなった。引き続き、学生のアクセス率を上げ、配信システムを有

効に活用するための改善策を検討していく。 

 

③ 発達障害学生に対する地域連携の在り方に関する検討（継続） 

 地域の支援機関やキャリアサポート部門と連携を図りながら、学生のコミュニ

ケーション能力を高めるための講座や就職活動の準備講座等を企画した。次年

度以降も継続発展させながら連携を深めていく予定である。 

 

④ 発達障害学生に対する支援モデルの構築（平成 29年度機能強化経費）（継続） 

 アセスメント、支援、評価に関する研究を実施し、アクセシビリティ部門の実

践業務と連動して発達障害学生支援モデルの試案を構築した。詳細は RADD プ

ロジェクト年次報告を参照されたい。 

 

（５）障害学生支援懇談会の実施 

障害学生、アクセシビリティ部門関係者、各教育組織の教職員等による情報交換

を目的として、平成 29 年 7 月及び平成 30 年 2 月に障害学生支援懇談会を実施した。

平成 29 年 4 月の文部科学省「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）」を受けて、以下のテーマで教職員への理解啓発と情報提供を行った。 

 

 

 



15 

 

第 1 回 

「文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会」(第二次まとめ)のポイ

ント～筑波大学における対応を考える～」  

竹田一則 （人間系教授 / アクセシビリティ部門長  

/ 障害のある学生の修学支援に関する検討会座長） 

 

「聴覚障害のある学生の実習等における合理的配慮について」 

原島恒夫 （人間系教授 / 筑波大学附属聴覚特別支援学校長） 

 

第 2 回 

「障害学生に対する医学類としての取り組み」 

桝 正幸 （医学医療系教授 / 医学群長） 

 

第 1 回支援懇談会 全体会の様子 第 1 回支援懇談会 障害別情報交換（運動） 

第 2 回支援懇談会 全体会の様子 第 2 回支援懇談会 障害別情報交換（発達） 
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（６）教育組織による支援 

 

 体育専門学群   

① 授業等における支援 

・ 聴覚障害のある学生の臨海実習に対して、隊列の配置、船上の教員ならびに伴泳

の補助者は口の動きが見えるようにすることや文字ボードを用いて情報を伝える

よう努めた。 

・ 肢体不自由（車いす使用）のある学生の専門実技に関して、課題、用具、ルール

等のアダプテーションを行うことで、インクルーシブな環境での授業が実現した。 

 

 人文・文化学群 人文学類 

① ８月の大学説明会 

・ 大学説明会（８月）における運動障害のある参加者（車椅子利用）のため、 

全体説明の講義室での出入り口に近い座席の確保、模擬授業などの案内役の学生

を配置した。 

 

 理工学群 社会工学類 

① 個別学力検査等（前期日程）における配慮 ※昨年実施 

脳性麻痺のある障害学生に対して下記のとおり配慮を行った。 

・  試験時間の延長（1.3倍） 

・  エレベーターの使用 

・  特製机の持参及び使用 

・  車椅子の使用 

・ 拡大文字の解答用紙の配付 

・ 滑り止めシート及びメモ用紙の使用 

・ 監督者による受験者の動作補助 

 

 人文・文化学群  比較文化学類 

① 授業等における支援 

・ 聴覚障害のある学生に対して、前日までに授業の資料をメールで送付するととも

に、前席に座ってもらい、教員は学生が持参した首掛け式の補聴援助システム

（ロジャー）を使用しつつ、大きい声で授業を行うよう努めた。また映像資料に

ついては字幕のあるものを利用した。なお、本学生にはピア・チューターによる

パソコン要約筆記を実施し、教員の言葉の理解を支援した。 

・ 視覚障害のある学生に対して、前日までに授業の資料をメールで送付するととも

に、授業中にも資料をできるかぎり声で説明するように努めた。また試験におい

ても、弱視の学生には極力大きなフォントで出題し、盲の学生にはダイバーシテ
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ィ・アクセシビリティ・キャリアセンターの協力で点字出題・点字解答・時間延

長をとった。 

・ 視覚障害のある学生に対して、まず面談を行い、希望する対応を確認した。毎時

間、配付資料を別途拡大してコピーして渡し、板書も可能な範囲で大きな字を用

いて行った。該当学生は毎時間、前方席に座り受講を継続した。 

 

 理工学群  物理学類 

① 大学説明会（８月）における運動障害のある参加者（車いす利用者）のための支援 

・ 駐車場の手配及び在学生スタッフが駐車場から座席まで誘導した。 

・ 説明会会場（大学会館講堂）において、出入りしやすい場所（出入口に近い座席）

に席を確保した。 

・ 大学会館には長机、模擬授業の教室には養護机を準備した。 

・ 午後の展示説明、施設見学についても車椅子での移動可能であり、在学生スタッ

フが誘導するよう手配した。 

② 入学試験（１１月推薦入試）における配慮 

・ 事前相談のあった受験者に対し、希望内容に沿い、試験室の後方の出入口に一番

近い場所に座席を設定した。 

③ 個別学力検査（２月）における配慮 

・ 交通事故により骨折した受験希望者から出願があり、希望内容に沿い、別室設定、

車椅子での受験、足置き台の持ち込み使用を認めている。 

 

 知識情報・図書館学類 

① 学類担当教員における障害配慮に関する理解の促進 

・ DACセンターから「授業実施上の配慮事項」が新規に発行された学類 2年次学生の

障害の状況と配慮要請の内容について、学類教育会議（6月）の冒頭でアクセシビ

リティ部門の教員と担当者に説明し、学類担当教員に障害配慮についての共通理

解をはかった。 

② 推薦入試における配慮 

・ 推薦入試（11月）において、緊張に伴うパニック発生の可能性に対する配慮要請

があった自閉スペクトラム症の受験生に対し、試験室の座席変更を行うとともに、

当該受験生を担当する監督員と面接員に対して、要請内容・対処方法を伝達して

万一に備えた。 

 

 人間総合科学研究科 心理学専攻 

① 入学試験（２月）における配慮 

・ パニック障害のある受験者からの申し出により，試験室内の，周囲に他の受験生

がいない席を用意した。 
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 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 博士後期課程 

① 入学試験（８月）における配慮 

視覚障害の受験者に対して、次の配慮を実施した。 

・ 点字ディスプレイの持ち込み、片耳のイヤホンの装着を認めた。 

・ 試験場(面接室)への誘導を行なった。 

・ 面接室における不測の事態の対応のため、面接室には教員１名が帯同した。 

 

 ビジネスサイエンス研究科 国際経営プロフェッショナル専攻 

① 授業等における支援 

・ 聴覚障害のある学生に対して、前席に座ってもらい、教員は口の動きが見えるよ

うに大きい声で授業を行うよう努めた。また、本学生には事前に資料を配付し、

教員の言葉の理解を支援した。 

 

 人間総合科学研究科 生涯発達専攻 

① 入学試験（８月）において，運動障害のある受験者（車いす利用者）の受験生に対

して、別室受験、時間延長、ＰＣによる解答等の配慮を行った。 

② 聴覚障害のある受験生に対して、論述試験における注意事項の文書による通知・筆

談、口述試験における IPTalkの入ったＰＣの持ち込みによる対応を行った。 

③ 点字使用の 2 名の大学院生に対して、授業ならびに修士論文発表会（5 月・１０月）

において、資料のテキストデータを事前に送るようにした。 

 

 フロンティア医科学専攻 

① 大学院説明会への参加者に視覚障害者がいたため、会場及び研究室見学での移動時

には TA 学生や教員が同伴した。 

 

 人間総合科学研究科 芸術専攻（博士前期課程） 

① 入学試験（10月期）における配慮 

・ 聴覚障害のある受験生からの希望措置を実施した。 

〔筆記試験〕 

・ 特別措置受験者の座席を試験監督指示者から 1.5m程度の距離に指定する。 

・ 試験監督の口元が見える状態にする。 

・ 注意事項等は口頭もしくは書面で伝達する。 

・ 補聴器の常時使用を認める。 

・ ロジャーペンの使用が必要ない静粛な環境で実施する。 

〔口述試験〕 

・ 特別措置受験者と口述試験委員の距離を 1.5m程度の距離にする。 

・ 試験監督の口元が見える状態にする。 
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・ 注意事項等は口頭もしくは書面で伝達する。 

・ 補聴器の常時使用を認める。 

・ ロジャーペンの使用が必要ない静粛な環境で実施する。 

〔その他研究科から連絡する事項（試験時間、試験場所等を変更する場合など〕 

・ 実技試験または論述試験について、静粛な環境で実施するため他の受験生と同室

にて行う。 

 

 人間総合科学研究科障害科学専攻 

① 新入学生に対して合同で面接を行い、支援申請と利用についてなどを説明するとと

もに、必要な支援を確認した。（一部別日程） 

② 授業等に際しては、支援ニーズの表明された学生に対して、アクセシビリティ部門

の提供する支援を活用した。 

③ 学内の論文発表会に際しては、障害学生とやり取りをして会場や設備の調整などを

行った。これには、会場の変更、発表時間の延長、日程と場所の変更、発表方法の

変更などが含まれた。情報保障それ自体の要請と各担当教員等への依頼は、障害学

生本人が行った。 

④ その他、懇親会などの学生生活領域については、障害学生本人がアクセシビリティ

部門に要請し調整した。 

 

 人間総合科学研究科 体育学専攻 

① 受験相談における配慮 

・ 聴覚障害のある受験希望者に対して、手話・要約筆記を用いて対応した。 

② 授業等における支援 

・ 視覚障害（弱視）のある学生への配慮 

・ 配布資料を事前に pdf 化して当該学生に渡すことで、授業時に当該学生が iPad 等

を用いて活用できるようにした。 

・ 本学生にはピア・チューターによる資料作成等も行い支援した。 

③ 中間発表会・最終発表会における支援 

・ 視覚障害（弱視）のある学生に対して、発表者自身が当該学生のニーズを聞いて配

布資料やプレゼン方法を工夫し、理解しやすい環境をつくるようにした。 

 

 システム情報工学研究科社会工学専攻 

① 入学試験（2 月）における配慮 

・ 運動・内部障害のある受験者に配慮し、会場を 1 階教室とした（平成 29 年 2 月）。 

② 中間発表会・予備審査・最終試験における配慮 

・ 運動・内部障害学生に配慮し、博士論文中間発表会・予備審査・最終試験の会場

を 1階教室とした（平成 29年 5月、同 11月、平成 30年 1月）。 
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 グローバルコミュニケーション教育センター 

「総合日本語３」平成 29 年度秋学期 視覚障害のある留学生への対応（学群短期留学

生） 

① 来日前の情報 

・ 他の留学生と同じ渡日前の WEB 版の日本語能力測定テスト TTBJ の案内を送ったが、

日本語運用力を図るため速いスピードでの音声と文字を同時に処理する力を求め

る問題が多く、日本語力の測定が難しいため来日後に改めて個別に行うことにし

た。 

② 来日後の顔合わせおよび日本語力の測定 

・ 顔合わせ 

9月 28日 13：30～14：30 

総合日本語コースのコーディネーターの教員が授業開始前に学類受け入れ組織お

よび受け入れ教員との打ち合わせに参加し、授業への対応方法等の情報を得た。 

・ 日本語力の測定 

個別にペーパーテストおよび会話を行った。結果は、総合日本語 2か総合日本語 3

の間程度の日本語力であったが、本人がドイツから一緒に留学生している友人と

同じクラスを希望したため総合日本語 3とした。 

③ 授業における配慮 

・ 学生本人と総合日本語コースコーディネーターと「総合日本語３」コーディネー

ターの教員が面談し、具体的な対応を協議した。 

・ 教科書および配布資料は拡大コピーを渡した。教科書と教材の PDF 版を作成し、

PCでも見られるようにした。 

・ 板書は本人と相談の上、黒ペンと赤ペンで書くようにした。 

④ 試験おける配慮 

・ 母国の大学での対応を本人に聞いて、中間テスト・期末テスト・クイズは２倍の

時間で実施した。そのため、筆記試験の試験時間延長および別室受験、問題なら

びに解答用紙の拡大を行った。 

・ 中間テストおよび期末テスト実施の数日前に、教員が本人に直接テストの実施方

法を事前に説明して了解を得るようにした。 
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５．ピア・チューター、チーム・スタッフの養成実績 

 

（１）ピア・チューター制度の概要 

点字・拡大教材の準備、授業中の情報支援、移動支援、その他修学上必要な支援

のためにピア・チューター（学習補助者）を配置する学内の制度である。アクセシ

ビリティ部門では、より高度な支援者を養成するためにピア・チューター養成講座

を実施している。ピア・チューター養成講座の一部は授業化され単位が認定される。

ピア・チューター活動では、規定に基づき大学から謝金が支払われる。また一定時

間の支援活動を行ったピア・チューターには学長名の活動証明書が発行される。 

 

（２）ピア・チューター養成講座の実施 

平成 29 年度は、下記の年間予定の通り、ピア・チューター養成講座を障害ごと

にそれぞれ実施した。また、上記日程に参加できないが支援活動参加に高い意欲を

持つ学生を対象に養成講座の補講を行い、より多くのピア・チューターを養成する

試みを行った。平成 29 年度は 105 名が受講し、そのうち 89 名（84.8％）がピア・

チューター登録をした。 

 
 
 

平成 29年度「障害学生支援技術」障害種別養成講座年間予定 
 

日 時 講 座 内 容 備考（対象者等） 

春
学
期 

5 月 14 日（日） 

21 日（日） 

聴覚チーム 

第 1 回 

手書き要約筆記及びパソコン要約筆記

に関する講義と実習★注 1 

初心者 

★注 2 

6 月 3 日（土） 

4 日（日） 

運動チーム 

第 1 回 

ニーズ予想、車いす体験、移乗支援、 

ノートテイクの実習など★注 1 

初心者 

★注 2 

6 月 11 日（日） 

18 日（日） 

視覚チーム 

第 1 回 

視覚障害の理解、パソコンを用いた基本

的な支援の実習など★注 1 

初心者 

★注 2 

秋
学
期 

10 月 8 日（日） 

15 日（日）  
聴覚チーム 

第 2 回 

手書き要約筆記及びパソコン要約筆記

に関する講義と実習★注 1 

初心者 

★注 2 

11 月 11 日（土） 

12 日（日） 

運動チーム 

第 2 回 

ニーズ予想、車いす体験、移乗支援、 

ノートテイクの実習など★注 1 

初心者 

★注 2 

11 月 25 日（土） 

26 日（日） 

視覚チーム 

第 2 回 

視覚障害の理解、パソコンを用いた基本

的な支援の実習など★注 1 

初心者 

★注 2 

10 月 28 日（土） 

10 月 29 日（日） 

聴覚チーム 

第 3 回 
手話通訳に関する実習 

手話で日常会話が問題

なくできる学生 

★注 1：各チーム第 1回と第 2回の講座は同じ内容である。どちらか 1回のみ受講できる。 

★注 2：本授業の単位を取得するためには、原則として上記の講座に 2日間以上参加する必要がある。 
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（３）ピア・チューター登録者数 

１）ピア・チューター延べ登録者数（各支援チーム別） 

 

・複数チーム所属のチームごとに集計した。 

・ピア・チューターには、後輩の支援やチ

ームスタッフ活動を行う障害学生を含む。 

・（ ）内は平成 28年度のデータを示す。 

※LS（Library Support）チーム：  

H29年度～図書館資料のテキストデータ化

を行う。 

 

 

２）学群・学類ピア・チューターの所属内訳（視覚・聴覚・運動チーム） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所属チーム 
ピア・チューター 

登録者数（人） 

視覚チーム 85(57) 

聴覚チーム 130(147) 

運動チーム 80(63) 

LS チーム※ 55 

専属（個別支援） 6(13) 

登録者数（延べ） 350(267) 

登録者数（実数） 224(215) 

人文, 19

比文, 10

日・日, 9
社会, 2 国際, 5

教育, 4

心理, 31

障害, 101

生物, 3

資源, 7

数学, 7物理, 2

応理, 1

社工, 1
メ創, 13

知識, 22

医学, 2
看護, 6

医療科学, 4
体専, 1

芸専, 1

0

50

100

150

200

250

300

学群・学類ピア・チューターの約 41％は、

障害科学類の学生であった。障害科学類

は、各障害について学ぶ学類であり、在籍

する障害学生数も最も多く、障害学生と接す

る機会が多いなどの理由により、支援に興味

を持ち、活動を始める学生が伝統的に多

い。 

理系科目での支援ニーズが高まっていること

から、生命環境学群や理工学群のピア・チュ

ーター不足が課題となっている。 

知識・図書館情報学類などの学生の多く

は、聴覚チームに所属し、パソコンに関する

知識やパソコンの入力技術などが求められ

る。 

「パソコン要約筆記」の情報支援に従事して

いる。 

ほぼすべての学群にピア・チューターが所

属している。これは、自由科目「障害学生支

援技術」の授業内で宣伝を行い、幅広い学

群で募集していること、障害学生の所属が多

岐にわたっていることなどが理由であると考

えられる。 
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(４)ピア・チューター活動証明書の発行 

平成 20 年度より、障害学生支援の活動に参加した学群生・大学院生に対して、就職

活動等の際に活動実績を大学外に証明できるよう、「活動証明書」を学長名で発行して

いる。 

１）証明書の種類 

証明書は活動の内容に応じて以下の２種類を発行している。 

① 障害学生支援（ピア・チューター）活動実績証明書 

② 障害学生支援（チーム・スタッフ）活動実績証明書 

２）対象者 

① アクセシビリティ部門に活動実施報告書を提出した者のうち、当該年度におい

てピア・チューターとして 15時間以上の支援活動に従事した実績のある者。 

② アクセシビリティ部門に活動実績報告書を提出した者のうち、当該年度におい

て障害学生支援チーム・スタッフとして 30 時間以上の支援活動に従事した実

績のある者。 

３）発行手続き 

種類の証明書とも年度ごとに発行される。証明書の発行は学生本人の申請に基づいて

行うため、証明書の条件を満たしていても申請を行わない学生もいる。そのため、証

明書の発行数がピア・チューター活動実績の全容を表しているわけではない。 

４）発行実績 

年度 

ピア・ 

チュータ

ー総数 

① 障害学生に対するピア・チュータ

ー活動実績証明書 

② 障害学生支援チーム・スタッフとして

の活動実績証明書 

対象者数 申請者数 発行者数 対象者数 申請者数 発行者数 

H20 170 110 46 46 32 21 21 

H21 179 109 45 42 32 17 16 

H22 229 117 45 41 27 17 16 

H23 215 115 35 35 25 14 13 

H24 189 113 33 33 31 15 15 

H25 238 102 48 48 29 21 21 

H26 247 112 21 21 41 10 10 

H27 257 96 17 17 17 5 5 

H28 215 72 17 17 42 11 10 

H29 224 83 16 16 24 6 6 
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６．教育活動 
 

（１）総合科目Ⅰ「障害学生とともに学ぶ共生キャンパス」 

共生キャンパスの考え方、および障害のある学生が必要とする支援内容について

列記できること、日常の配慮事項や一定程度の専門性を要する支援活動について問

題意識を高め、一人ひとりが主体的に共生キャンパスの一員として貢献できること

を目標としていた。知識としての理解にとどまらず、得た知識を日常生活やボラン

ティア活動等で積極的に活かす姿勢を期待し、自由科目（特設）「障害学生支援技

術」の受講や障害学生支援活動への参加も促した。アクセシビリティ部門、保健管

理センター、障害科学専攻の教員に加えて、他大学から非常勤講師を迎え、幅広い

視点で障害学生支援について講義した。今年度の非常勤講師は、京都教育大学の佐

藤克敏氏、京都大学学生総合支援センターの村田淳氏に依頼した。春学期 180 名、

秋学期 116名が履修し、多くの学生への理解啓発を図ることができた。 

 

１）授業計画（春学期 ABモジュール） 

学期 回 月 日 講 義 題 目 講義担当者 所  属 講  義  概  要 

春 

学 

期 

（

 

Ａ 

Ｂ 

モ 

ジ 

ュ 

ー 

ル 

） 

１ 4月19日 
「障害」と「共生社
会」 

竹田一則 
人間系 
（障害科学） 

本授業のガイダンスとして「障害」とは何かについて
解説し、「共生社会」や「共生キャンパス」の在り方に
ついて考える。 

２ 4月26日 
ボランティア活動
とは何か 

名川 勝 
人間系 
（障害科学） 

ボランティアの基本的な事項について確認し、大学
という環境の中でこれを行う際に考えるべきことなど
を述べる。 

３ 
5月1日 

 
視覚障害学生の
理解と支援 

森 まゆ 

人間系／ダイバ
ーシティ・アクセシ
ビリティ・キャリア
センター アクセシ
ビリティ部門 

「見えない」（盲）・「見えにくい」（弱視）という状態を
理解した上で、視覚障害学生のキャンパスライフに
必要な支援機器や支援内容について解説する。 

４ 5月10日 
聴覚障害学生の
理解と支援 

原島恒夫 
人間系 
（障害科学） 

聴覚障害の特性について概説し、大学で行われて
いる主な支援方法（手書き要約筆記・PC要約筆記
等の情報支援）を紹介する。 

５ 5月17日 
運動・内部障害学
生の理解と支援 

名川 勝 
人間系 
（障害科学） 

運動・内部障害学生について、障害の状態やニー
ズと時期に応じてどのような支援を行うか解説する。
また関連して、キャンパスバリアフリー、就職支援、
生活支援などについても述べる。 

６ 5月24日 
発達障害学生の
理解と支援 

青木真純 

ダイバーシティ・
アクセシビリティ・
キャリアセンター 
アクセシビリティ
部門 

発達障害は見た目だけでは判断できず、様々な誤
解を受ける可能性がある。発達障害とはどのような
状態なのか、また学生生活を送る上でどのようなﾊﾝ
ﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟを有しているのかについて解説する。 

７ 5月31日  
保健管理センタ
ーと連携した支
援：こころの問題 

石井映美 
医学医療系・保
健管理センター 

障害学生のこころの問題や主な精神障害について
学習し、保健管理センターと連携した支援や精神
的危機への対応について考える。 

８ 6月7日 
アダプテッドスポ
ーツ 

澤江幸則 体育系 
障害者スポーツ・アダプテッドスポーツについて概
説し、大学内外で行われている取り組みを具体的
に紹介する。 

９ 6月14日 
大学におけるユニ
バーサルデザイン 

佐藤克敏 
京都教育大学発
達障害学科 

多様な学生の学びに対応するユニバーサルデザイ

ンについて開設し、すべての学生が学びやすい学

習環境について考える。 

10 6月21日 
障害学生支援の
理念と共生キャン
パス実現の課題 

竹田一則 
人間系 
（障害科学） 

より質の高い支援を目指した最新の取り組みを紹介
し、障害学生支援と共生キャンパス実現の今後の
課題を考える。 

11 6月28日 期末試験 竹田一則 
人間系 
（障害科学） 

筆記試験を行う。  
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（秋学期 ABモジュール） 

学期 回 月 日 講 義 題 目 講義担当者 所  属 講  義  概  要 

秋 

学 

期 

（

 

Ａ 

Ｂ 

モ 

ジ 

ュ 

ー 

ル 

） 

１ 10月2日 
「障害」と「共生
社会」 

竹田一則 
人間系  
（障害科学） 

本授業のガイダンスとして「障害」とは何かについて
解説し、「共生社会」や「共生キャンパス」の在り方に
ついて考える。 

２ 10月10日 
ボランティア活動
とは何か 

名川 勝 
人間系 
（障害科学） 

ボランティアの基本的な事項について確認し、大学
という環境の中でこれを行う際に考えるべきことなど
を述べる。 

３ 10月16日 
視覚障害学生の
理解と支援 

森 まゆ 

人間系／ダイバ
ーシティ・アクセシ
ビリティ・キャリア
センター アクセシ
ビリティ部門 

「見えない」（盲）・「見えにくい」（弱視）という状態を
理解した上で、視覚障害学生のキャンパスライフに
必要な支援機器や支援内容について解説する。 

４ 10月23日 
聴覚障害学生の
理解と支援 

加藤靖佳 
人間系 
（障害科学） 

聴覚障害の特性について概説し、大学で行われて
いる主な支援方法（手書き要約筆記・PC要約筆記
等の情報支援）を紹介する。 

５ 10月30日 
運動・内部障害
学生の理解と支
援 

名川 勝 
人間系 
（障害科学） 

運動・内部障害学生について、障害の状態やニー
ズと時期に応じてどのような支援を行うか解説する。
また関連して、キャンパスバリアフリー、就職支援、生
活支援などについても述べる。 

６ 11月13日 
発達障害学生の
理解と支援 

青木真純 

ダイバーシティ・
アクセシビリティ・
キャリアセンター 
アクセシビリティ
部門 

発達障害は見た目だけでは判断できず、様々な誤
解を受ける可能性がある。発達障害とはどのような状
態なのか、また学生生活を送る上でどのようなﾊﾝﾃﾞｨ
ｷｬｯﾌﾟを有しているのかについて解説する。 

７ 11月20日 
京都大学におけ
る障害学生支援 

村田 淳 

京都大学学生総
合支援センター・
障害学生支援ル
ーム 

先進的な取り組みをしている京都大学の障害学生
支援について紹介し、障害学生支援の在り方につ
いて考える。 

８ 12月4日 
保健管理センタ
ーと連携した支
援：こころの問題 

太刀川弘
和 

医学医療系・ 
保健管理センタ
ー 

障害学生のこころの問題や主な精神障害について
学習し、保健管理センターと連携した支援や精神的
危機への対応について考える。 

９ 12月11日 
アダプテッドスポ
ーツ 

澤江幸則 体育系 
障害者スポーツ・アダプテッドスポーツについて概説
し、大学内外で行われている取り組みを具体的に紹
介する。 

10 12月18日 

障害学生支援の
理念と共生キャ
ンパス実現の課
題 

竹田一則 
人間系 
（障害科学） 

より質の高い支援を目指した最新の取り組みを紹介
し、障害学生支援と共生キャンパス実現の今後の課
題を考える。 

11 12月25日 期末試験 竹田一則 
人間系 
（障害科学） 

筆記試験を行う。  

 

 

２）授業評価アンケート（春学期実施分） 

平成 29 年度春学期に実施した「学生による授業評価アンケート」において、設

問 3「授業を通じて、この科目に関連する分野への興味や関心が高まりましたか。」

について「大いにそう思う」または「そう思う」との回答は 90.9％であったこと

から、本科目を開設することの意義を再確認できた。このほか、設問 10「この授

業の内容はよく理解できた。」について「大いにそう思う」または「そう思う」と

回答した学生は 94.9％、設問 11「この授業における教材・資料の提示が理解の促

進に効果的であった。」について「大いにそう思う」または「そう思う」と回答し

た学生は 96.6％であり、授業の進め方についても高い評価を得ることができた。 
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授業評価アンケート集計結果 
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（２）自由科目（特設）「障害学生支援技術」授業概要 

多くの学生に障害学生の支援技術を提供し、ピア・チューター活動への参加意欲

を高めるため、ピア・チューター養成講座の一部を授業化している。今年度の授業

履修者数は 102 名で、このうち 87 名（85.3％）が受講後にピア・チューターとし

て活動した。 

 

【授業概要】 

 全体オリエンテーションでは、障害学生および支援学生にも参加してもらい、本学

における障害学生支援のしくみと実際の支援内容について説明した。その後、視覚障
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害、聴覚障害、運動・内部障害の支援技術のいずれかを選択させ、障害別に講義・演

習等の授業を実施した。視覚障害では移動支援・印刷物のテキストデータ化等、聴覚

障害ではパソコン要約筆記等、運動・内部障害では移動支援・ノートテイク等の技術

の習得を目指した。 

  

視覚障害の支援者養成講座    

 

 

 

 

 

 

 

対面朗読の体験               ロービジョンでの自販機利用の体験 

 

聴覚障害の支援者養成講座 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

     パソコン要約筆記の体験                 ノートテイクの体験 

 

運動障害の支援者養成講座 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   車椅子での図書館利用の体験             車椅子での学食利用の体験 
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７．バリアフリー推進 
 

（１）障害学生双方向情報発信システムの運用 
障害学生にとってキャンパス情報を入手しやすい環境、安全かつ安心に過ごせる環

境を整え、災害時においては障害学生の安否情報を迅速に確認し、避難誘導情報を適

宜提供することを目的として、平成 25 年度より「障害学生双方向情報発信システム」

を導入した。この設備の導入により、平常時の教育環境の確保などに加えて、災害時

には、視覚的・聴覚的な面からも正確で信用度の高い情報を配信することが可能とな

り、より安全・安心な環境を提供することが期待できる。 

システム・設備の概要は以下の通りである。 

【システム・設備の概要】 

①電子掲示板システム 

・ 障害学生にキャンパス情報を提供（バリアフリーな経路の案内等）する 

・ 災害時に避難誘導場所等を伝達・確認する 

②誘導支援システム 

・ 障害学生等のキャンパス内道路の横断や災害時の一時避難場所までの誘導を支援

するためのデジタルサインシステム 

③コンテンツ統合管理配信システム 

・ 平成 24年度に導入したバリアフリー講義室にて録画した講義コンテンツを統合

管理し、各障害学生のニーズに応じて配信する。平成 29年度は、アクセシビリテ

ィ部門開設科目にて講義配信システムの講義視聴に関する調査を実施した。 

・ このシステムを応用して、東京キャンパスで学ぶ聴覚障害学生に対し、筑波地区

にてピア・チューターによる PC要約筆記あるいは手話通訳等の支援を行う。 

（２）学内のバリアフリー改修 
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１）新入障害学生の入学に伴う改修依頼 

平成 29 年度、新たに車椅子利用の学生が複数名入学したことから、つくばキャンパス

内の修繕依頼を施設部に行った。改修箇所を以下に示した。 

①保健管理センター南側自動ドア前 

修繕前 修繕後 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

②保健管理センター南側道路から歩道への段差 

修繕前 修繕後 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

③CEGLOC 棟前 

修繕前 修繕後 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



31 

 

④第一エリア～大学会館間の陸橋 

修繕前 修繕後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２）部門ホームページへの「バリアフリー調査投稿フォーム」の開設 

 今年度新たに、アクセシビリティ部門ホームページに「バリアフリー調査投稿フォーム」を

開設した。つくばキャンパス構内におけるバリアフリー調査は、学内施設設備のバリアフリー

化を推進し、障害のある利用者を含めたすべての人が安全・快適に施設を利用できるよう、キ

ャンパスアメニティの向上ならびに学内の利用におけるユーザビリティの向上を目指すことを

目的に実施された。学生だけでなく広く情報収集をするために、本フォームは開設された。 
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３）改修要望の取りまとめ 

学内施設設備のバリアフリー改修工事を行うにあたり、障害学生およびピア・チュー

ター学生からの要望をアクセシビリティ部門で集約し、優先順位をつけて施設部へ提出

した。 

視覚障害の学生からは、点字ブロックの敷設（第三エリア F棟～A棟周辺）、水路に

かかる橋への柵の設置（第二エリア～第三エリア間）、街灯の設置（第二エリア人間系

学系棟～大学公園のバス停）などの要望が挙がった。運動障害の学生からは、自動ドア

の設置（体芸エリア食堂の出入り口、2学・3学食堂の出入り口等）、道路の修繕（ス

チューデントプラザ前の坂）、エレベーターの取り換え（大学会館、人間系学系棟）な

どの要望が挙がった。 

 

（３）キャンパスマップへのバリアフリー情報追加 

障害学生を含む全学生及び大学訪問者が学内の利用におけるユーザビリティの向上を

目指すことを目的に、2018年度のキャンパスマップへバリアフリー情報を追加するた

めの調査を行った。追加項目は、①建物出入口の自動ドアの表示、②教室出入口のスラ

イドドアの表示の 2点であった。調査は支援チームの学生によって行われた。 

 

＜①建物出入り口の自動ドアの表示＞ 
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＜②教室出入口のスライドドアの表示＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）バリアフリー改修に関する助言 

学内のバリアフリー改修にあたり、以下の関係組織へ助言を行った。 

①人文社会エリア支援室：１C 棟 1 階多目的トイレの改修 

②施設部：１H 棟多目的トイレ 

③施設部：医学多目的トイレ 
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８．就職支援 

 

（１）キャリアガイダンス 

１）発達障害学生のための就職活動準備講座 

キャリアサポート部門、就職課、学生相談室と連携し、発達障害学生を対象に、「発達障害学

生のための就職活動準備講座」を開催した。本講座は、働き方や就活に関する情報提供を行う

ことで参加者の不安の低減や解消を行ったり、模擬職場体験を通して自分の強みなど自己理解

を深めたりし、今後将来に向けてどのような準備をしていければよいのかを考えることを目的とし

た。 

 

開催日時：1日目 平成 30年 2月 20日（火）11：00～15：00 

2日目 平成 30年 2月 27日（火）10：30～14：30 

講師：株式会社 Kaien 

参加学生：のべ 16名 

プログラム：しゃべり場、模擬職場体験、事前事後の個別面談 等 
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２）発達障害キャリアセミナー開催報告 

１月１６日（火）にダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター主催の「発達障害キャリア

セミナー〜発達障害があっても生きる・働くための知恵〜」を開催した。 

 

第一部では発達障害当事者として、『発達障害の「生き方」研究所 H ライフラボ』の岩本友規

氏をお招きし、学生生活での困りごと、働いたあとの困りごと、困ったことに対して自分で行った

工夫や配慮の経験等についてお話いただいた。 

第二部では地域のサポート機関として、『つくば LSC 障害者就業・生活支援センター』の雨谷

康弘氏、山崎拓哉氏をお招きし、就労や生活のサポートはどのようなことが受けられるのか、障

害者手帳を取るとどんなメリットやデメリットがあるのかについてお話いただいた。 

 

発達障害に関心のある本学学生が参加し、学生からの率直な質問に対して講師の方から丁

寧にお答えいただくなど、学生が抱える就労への悩みや不安に具体的なお話を頂くことができ

た。 

参加者からは、「自分の知りたいことを知ることができた」「自分にできることから一つ一つ励ん

でいく勇気をもらえた」などの感想をもらうことができた。 

今後もダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターでは障害のある学生の修学支援・キ

ャリア支援に資するセミナー等を企画していきたい。 

 

発達障害キャリアセミナー時の様子 
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（２）障害学生のためのインターンシップ 

今年度も、平成 27 年度に新設した講義「障害学生のためのインターンシップ」を実施

した。この講義では、企業や自治体などにおける就業体験を通じて、障害学生が職場で働

く際に必要な知識や技能、個々の障害特性に応じて必要な工夫や配慮を学ぶとともに、こ

れらの取り組みを行うことにより、就労への理解と意欲を高め、自己理解やキャリア形成

を図ることを目的としている。 

今年度は、実際に 1名の学生が企業のインターンシップを経験し、単位を取得した。イ

ンターンシップに参加後、スタッフとのディスカッションを踏まえてレポートを作成する

中で、就労に関して自分の障害の伝え方や必要な配慮の内容、配慮の依頼の方法等を考え

る機会となった。 

 

 

 

講義の年間スケジュールの一例 
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（３）平成 29年度卒業生・修了生の進路先 

就職課との連携により、障害学生の就職・進学情報を整理した。平成 29年度卒業生

修了生（平成 30年 3月卒業・修了）の進路は、以下の通りである。 

 

平成 29年度 卒業・修了生進路状況 

【学群】    

企業 公務員 進学 その他 

2名 0名 3名 2名 

    

【大学院】    

企業 公務員 進学 その他 

5名 0名 1名 3名 
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９．緊急時に備えた支援 

 

（１）障害学生等支援防災ワークの実施 

11月 21日（火）、全学の学生・教職員を対象とした「障害学生等支援防災ワーク」を実

施した。第一エリアの人文社会エリアならびに数理物質エリアの教職員を中心に、40名の

参加があった。また、つくば市消防本部中央消防署桜分署から 3名の消防署員の方に来て

頂き、災害時の心がまえやより良い搬送法などを教示頂いた。 

 この防災ワークは、本学の障害学生と避難誘導者双方が安全に避難するための方法につ

いて学ぶことを目的とし、はじめに、災害時の障害学生の避難手順について、視覚、聴覚、

運動、発達の障害種別ごとに必要な対応と、障害にかかわらず共通して必要な対応につい

て、それぞれポイントをアクセシビリティ部門専門教員から説明を行った。また、運動障

害学生に事前に実施したアンケート結果に基づき、災害時にどのような点で心配があるの

かを紹介をした。その後、車いすの学生を想定した搬送法についてアクセシビリティ部門

職員によるデモンストレーションを行い、実際に参加者の方々にも体験をして頂いた。さ

らに、消防署員の方からは、階段の上り下りに適した搬送法や毛布がある場合の搬送法に

ついて、紹介頂いた。初めて搬送を体験した参加者も多く、とても参考になったとの意見

を多数得られた。最後に、避難ルートの確認において留意すべき点を説明し、チェックリ

ストを用いて今後必要な備えについて振り返りを行った。 

 災害は予期せず起こるため、今回の防災ワークは、平常時の備えが非常に大切であるこ

とを再度確認する機会となった。今回は避難誘導の説明でも搬送法でも、一般的な車いす

の学生を想定した対応となっていたが、本学の学生の現状により沿った対策を考えていく

ことの必要性も確認された。今後も、プログラムや実施方法等を検討しつつ、全学での取

り組みとして障害学生等支援防災ワークを実施する計画をしている。 

避難・誘導方法については、アクセシビリティ部門において「障害学生の避難誘導ガイ

ド（平成 29 年度更新）」を作成している（http://dac.tsukuba.ac.jp/shien/wp/wp-

content/uploads/28houkoku.pdf）。 

 

 
写真１ 障害学生の避難誘導の説明 

 

写真２ 搬送の体験 

 

写真３ 消防署員の指導による搬送法の実践 
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（２）全学防災訓練時における障害学生双方向情報発信システムの運用 

アクセシビリティ部門では、災害時において、障害学生も含めた学生及び大学関係者、

訪問者へ適切に避難誘導情報を提供することを目的として、平成 25 年度より「障害学生

双方向情報発信システム」を導入した（「７．（１）障害学生双方向情報発信システムの運

用」参照）。そのシステムのうち、電子掲示板システムおよび誘導支援システムサインを

11月 21日の全学防災訓練時に使用し、避難誘導コンテンツの発信を行った。 

①電子掲示板システム 
 災害時に避難場所等を適切に伝達するための避難誘導コンテンツ（音声及び映像）
を作成し、配信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセシビリティ部門前に設置した屋内電子掲示板の様子 
 

②誘導支援システム 
災害発生のお知らせと避難指示を確認するよう指示するためのデジタルサインシス
テムを、以下の通り、全学防災訓練時に運用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生中 避難指示 確認せよ！ 
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１０．学内での理解・啓発活動 

 

（１）ダイバーシティ Awareness Week 2017開催 

ダイバーシティ Awareness Week 2017 は、筑波大学DAC センターがダイバーシティの理解と、

インクルーシブなキャンパスの構築を目的に企画し、平成 29 年 10 月 1日（日）から 10 月 6 日（金）

の 1 週間に開催された。なお、本プログラムは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会より、「東京 2020 応援プログラム」として認証された。DAC センター全体として企画運営を行っ

たが、アクセシビリティ部門として特に関わったものには＊を付した。 

 

１． 主催 

筑波大学 DAC センター 

２． 日時 

平成 29年 10月 1日（日）～10月 6日（金） 

３． 目的 

ダイバーシティの理解と、インクルーシブなキャンパスの構築 

４．内容 

（１）常設展示・常設企画 

①ダイバーシティ Awareness Week「ポスター公開WEB投票」* 

【協力】筑波大学附属聴覚特別支援学校 

【内容】Awareness Week のポスターについて、筑波大学附属聴覚特別支援学校の生徒を含め、

広く募集し、応募作品はWEB上で公開投票を行った。 

②ダイバーシティ Awareness Week スタンプラリー* 

【共催】筑波大学発達障害学生支援プロジェクト 

【内容】参加者には各企画を回って AR（拡張現実）スタンプを集めてもらい、景品と交換した。 

③修学支援情報配信サービス「Learning Support Book」一般公開* 

【共催】筑波大学発達障害学生支援プロジェクト 

【内容】アクセシビリティ部門で運用している修学に役立つ情報（授業中のノート・メモの取り方、ス

ケジュール管理、忘れ物を防ぐ方法、勉強のやる気アップ等）を配信するサービスを、Awareness 

Weekの期間限定で一般公開した。 

 

（２）10月 2日（月）の企画 

・「自転車の防犯・駐輪マナー向上キャンペーン」* 

【日時】10月 2日（月）11:35-12:10 

【場所】第三エリア食堂前 

【共催】学生生活支援室 

【内容】誰もが安心して移動できるインクルーシブなキャンパスを目指して、駐輪マナーを呼びかけ
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るビラの配布、点字ブロック付近や通行の妨げとなっている自転車の移動を実施した。 

 

（３）10月 3日（火）の企画 

・「だれでも気軽に！アダプテッド・スポーツ」* 

【日時】10月 3日（火）11:35-12:10 

【場所】中央図書館前 石の広場 

【共催】アダプテッド体育・スポーツ学研究室、スポーツ・デー学生委員会 

【内容】前半は、筑波大学アダプテッド体育・スポーツ学研究室の杉山先生、スポーツ・デー学生

委員会の百瀬さんと「アダプテッド・スポーツってなに？」をテーマにパネルディスカッションを行い、

後半は来場者と一緒に、実際に車いすポートボールに挑戦した。 

 

（４）10月 4日（水）の企画 

・「東京 2020パラリンピックに向けて～筑波大学ができること～」* 

【日時】10月 4日（水）11:25-12:30 

【場所】中央図書館前 石の広場（雨天時 総合研究棟 A110公開講義室） 

【共催】筑波大学オリンピック・パラリンピック総合推進室, エンパワーメント情報学プログラム 

【内容】 筑波大学の研究や人材育成が東京 2020 パラリンピックにどのように貢献できるか、オリン

ピックメダリストの山口香先生がファシリテーターとして、本学の現役パラリンピック選手とともにパネ

ルディスカッションを行った。 

人間の身体機能を機械が拡張する研究、世界大会の経験、障害者やスポーツに関する日本と世

界の違い、ボランティアに求めることなど、立場や専門分野の違いを超えて、パラリンピックや障害

者支援などについて多彩な意見をうかがえた。 

ファシリテーター： 

・ダイバーシティ部門長 山口香 

シンポジスト： 

・エンパワーメント情報学プログラムリーダー 岩田洋夫 

・DAC センター長 五十嵐浩也 

・本学学生のリオパラリンピック選手 数名 

 

（５）10月 5日（木）の企画 

①「人工知能研究からみた身体障害者支援の未来」* 

【日時】10月 5日（木）11:35-12:10 

【場所】中央図書館前 石の広場 

【共催】筑波大学システム情報系 鈴木健嗣研究室 

【内容】鈴木健嗣先生と筑波大学に在学中の運動障害学生 2 名が登壇し、はじめに鈴木先生より、人

工知能とは何かをお話しして頂いた。次に、運動障害学生 2 名から鈴木先生への、一問一答が行われ、
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「人工知能の普及に伴い支援機器を利用する際の周りの見え方は変わるか？」「テレパシーは使えるよ

うになるのか？」など、誰もが疑問に思うような内容であった。人工知能は支援に直接関係する方々だけ

でなく、誰もが活用していけるものであることに気づき、来場された観客の方々と人工知能のある少し先

の未来を共有することができた。 

 

②「おいしい！つくば美味店」* 

【日時】10月 5日（木）11:30-13:30 

【場所】中央図書館前 石の広場 

【共催】社会福祉法人創志会 つくば LSC 障害者就業・生活支援センター、認定特定非営利活動

法人つくばアグリチャレンジ 

【内容】手作りお弁当やたくさんの種類の無農薬野菜、にんじんやトマトの濃厚なジュースなどが販

売された。無農薬野菜の調理方法を伺うと、美味しそうなレシピを教えて下さり、今晩のおかずにと

買っていかれる方が多数いらっしゃった。作り手と直接話をしながらお弁当や野菜を選ぶ楽しさを

感じてもらえた。 

 

③シンポジウム「外国人も日本でいきいきと働く！」＋「外国人留学生のための情報提供コーナー」 

【日時】10月 5日（木）16:30-18:00 

【場所】大学会館国際会議室 

【共催】筑波大学 CEGLOC、グローバル・コモンズ機構、学生部、国際室 

【内容】日本で働いている外国人 OBOG、企業人事担当者、研究者の講演のほか、外国人留学生

のための情報提供コーナーを設けた。 

 

④「ダイバーシティ シネマ＆トーク『ハーフ HAFU』」 

【日時】10月 5日（木）17:30-19:40 

【場所】サテライトオフィス・つくば総合インフォメーションセンター（BiViつくば 2階） 

【共催】Shake-Hands.org 

【内容】映画「ハーフ HAFU」上映会を実施。あわせて映画についてのディスカッションを行うことで、

インクルーシブな社会について考えた。 

 

（６）10月 6日（金）の企画 

①「セクシュアル・マイノリティ写真展『OUT IN JAPAN @筑波大学』」 

【日時】10月 6日（金）10:00-17:00 

【場所】第三エリア食堂となりのラウンジ 

【共催】認定 NPO法人グッド・エイジング・エールズ 

【内容】レスリー・キーがセクシュアル・マイノリティの方を撮影した写真展「OUT IN JAPAN」が筑波

大で開催された。 
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②「ダイバーシティ推進研修会～国籍、性別、障害を越えた多様性がもたらすもの～」 （第 9 回全

学 FD研修会） 

【日時】10月 6日（金）15:30-17:00 

【場所】第二エリア 2H101講義室 

【内容】ダイバーシティ推進の観点から、どのようにしたら多様な学生や教職員が過ごしやすいキャ

ンパスを構築できるかについて、DAC センターの理念や取り組みを紹介し、ダイバーシティ推進に

積極的に取り組んでいる企業の方を外部講師として招いて、今後あるべき大学・社会の姿につい

て考えた。 

・講演者： 

SONY（株)人事センターダイバーシティ開発部 統括部長 大庭薫氏 

筑波大学 DACセンター長 五十嵐浩也 

 

 

（２）アクセシビリティ部門英語版パンフレット作成 

アクセシビリティ部門の英語版パンフレットを作成し、パンフレットは、ホームペー

ジ上に掲載した。 
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（３）アクセシビリティニュースレターの発行 

昨年度より引き続き、障害学生支援について、教職員への理解を目的としたアクセシ

ビリティニュースレター（旧 OSD だより）を 2 回発行した。広く情報を周知できるよう、

アクセシビリティ部門のホームページから自由に閲覧できるようにしている。 

なお、ニュースレターの各回テーマは次のとおりである。 

参考：（アクセシビリティニュースレター） 

（http://dac.tsukuba.ac.jp/shien/accessibility/publication/） 

 

① （表面）「障害のある学生の修学支援に関する検討会」第二次まとめ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②（表面）大学等における障害のある学生の修学支援に関する実態調査／ 

（裏面）「ダイバーシティ Awareness Week」の開催 
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③（表面）障害学生に関する紛争の防止・解決等事例集〜／ 

（裏面）障害学生のキャリア・就職支援について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）駐輪マナー向上キャンペーンの実施 

5 月 29 日から 6 月 2 日までの 5 日間、DAC センター アクセシビリティ部門と、就職

課、学生生活課の連携により、「第 1 回駐輪マナー向上キャンペーン」を昼休みに実施

した。 

障害学生の通行頻度が特に高い第二エリアおよび第三エリア周辺を中心に、教職員が

声かけをしながら自転車の整理をして、駐輪マナー向上を呼びかけた。 

特に 3A 棟の東側は点字ブロック上の駐輪や、本来は駐輪場ではないところに二重三

重に駐輪し、歩行スペースまではみ出している自転車が目立っていた。マナーの悪い駐

輪は、点字ブロック付近を歩く視覚障害学生や、移動するのに広いスペースが必要な運

動障害学生の大切な道を妨げる。誰もが歩きやすく、通りやすい「共生キャンパス」の

実現に向け、 

① 点字ブロック付近には駐輪しない 

② 決められた駐輪スペースの中に駐輪する 

以上 2点について、これからも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
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（５）障害学生支援に関する入学式配布物 

  学群・学類の新入生に、アクセシビリティ部門発行のパンフレットを配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーン実施後 

 

＜記載内容＞ 

・筑波大学の障害学生支援のしくみ 

・アクセシビリティ部門の活動内容 

・支援を受けるまでの流れ 

 

キャンペーン前の様子 キャンペーン実施中 
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（６）学内各種配布物への情報掲載 

「筑波大学入学案内」「筑波大学概要」「教職員のための学生支援マニュアル」「学生便覧 (web)」

などの学内配布物に本学の障害学生支援の考え方や実践の紹介を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『平成 29 年度 筑波大学入学案内 p.126-127 

障害のある学生の支援 

『教職員のための学生支援マニュアル』 

p25-29 「アクセシビリティ部門関係」 

『学生便覧』p.86-88 

障害のある学生の支援 
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（７）筑波大学広報刊行誌 STUDENTSへの寄稿 

本学の学生向け広報刊行誌に障害学生支援に関連した情報を寄稿し、掲載された。 

寄稿のテーマは以下のとおりである。なお、刊行誌は、Web から閲覧可能である。 

① 通巻 673 号 アクセシビリティ部門の紹介（4 月６日発行） 

② 通巻 674 号 駐輪マナーキャンペーン（6月 22日発行） 

③ 通巻 677 号 発達性ディスレクシアの紹介（1月 18日発行） 

参考：（広報刊行誌 STUDENTS）（アドレス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アクセシビリティ部門の紹介 ②駐輪マナーキャンペーン ③発達性ディスレクシアの紹介 
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１１．研究 

 

（１）平成 29年度実施研究一覧 

１）基盤研究（A）（平成 26～29年度） 

研究課題名 ： 障害のある学生の修学支援における合理的配慮のあり方に関する学際的研究 

平成 29年度交付額（直接経費） ： ￥5,200,000 

平成 29年度実績報告 

例年通り、研究計画に従って、研究分担者と協力のもと、研究を進めた。 

 

 

２）発達障害学生支援に係るプロジェクトによる研究 

文部科学省機能強化経費（プロジェクト分）（平成 27〜30年度） 

研究課題名 ： 意欲と能力のある発達障害学生に対する合理的配慮の提供と高等教育における

支援モデルの構築－「見えない障害」に対する個に応じた支援の実現－ 

研究代表者 ： 竹田一則 

平成 29年度事業実施経費総額 ： ￥22,940,451円 

（内，¥4,334,000 円は学長裁量経費より補填） 

平成 29年度実績報告 

  研究計画に従って、p.50〜55の報告書の通り、研究を進めた。 

 

３）厚生労働省障害者総合福祉推進事業 

平成 29年度障害者総合福祉推進事業費補助金（平成 29年度） 

研究課題名（指定課題１）：「大学等に通学する重度障害者に対する支援体制構築の体系化」 

交付額  \2,000,000円 

平成 29年度実績報告 

重度の肢体不自由のある学生の支援体制整備や効果的な連携方法の体系化を図るため、通

学や学内における支援を実施しつつ、全国の支援事例を整理するとともに、取り組むべき事項や

時期、取り組む上での注意点等から構成される支援体制構築の手引きを作成した。 

【平成 29年度の学内外における成果報告】 

学会発表 

五味洋一、大村美保（平成 29）通学等に支援を必要とする大学生の現状および支援ニーズ．

日本発達障害学会第 52回大会（ポスター発表） 
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（２）発達障害学生支援に係るプロジェクトによる研究成果報告書 

文部科学省機能強化経費 平成 27年度〜平成 30年度 

「意欲と能力のある発達障害学生に対する合理的配慮の提供と高等教育における支援モデ

ルの構築」 平成 29 年度報告書 

 

１． 平成 29 年度実施計画 

(1) 意思表明のプロセス支援と適切なアセスメントについて 

 「発達障害関連困り感質問紙」を用いた意思表明のプロセス支援について規模を拡大して全学的に実

施するとともに、学生の自己評価による発達障害と関連する支援ニーズについて調査する。また、調査を

半年の期間を空けて複数回実施することにより、困りごとの内容の継時的な変容を明らかにするとともに、

変容に影響する要因（例：専門家による修学支援など）を後方視的に分析する。合わせて、英国の障害

学生支援室を参考にしたアセスメントプロセス（案）を実際の支援の中に組み込み、必要に応じてブラッシ

ュアップしながら、平成 29 年度末までにアセスメントプロセスを完成させる。 

 

(2) 公正・公平な評価について 

 日本の３つの方針に関して、アドミッション・ポリシーに関する実態調査について結果をまとめて論文投

稿を行うとともに、ディプロマ・ポリシーのデータ収集を完了し、記述傾向に関する計量テキスト分析を実

施する。上記の日本の実態調査結果とオーストラリアにおける Inherent Requirement の実態調査を踏ま

えて、日本と諸外国における教育の本質の規定に関する共通点・相違点を明らかにするとともに、日本の

実態に即した形での３つの方針の明確化を行うガイドラインまたはモデルについて検討する。 

 

(3) 個に応じた多層的修学支援について 

 第一層の全ての学生に対する支援として「Learning Support Book」のコンテンツを拡充する。コンテン

ツの拡充にあたり、筑波大学の学生のみならず、他大学の学生や教職員からの協力を得て All Japan に

よる修学支援情報配信サービスの構築を進める。「Learning Support Book」を通したユーザーのアクセス

解析を行い、障害のない学生、発達障害の傾向のある学生、大学教職員等がどのようなコンテンツに頻

繁にアクセスするのかという基礎データを収集する。それにより、有効な支援情報に関するエビデンスを

蓄積する。第二・三層の発達障害の傾向や診断のある学生について、「行動分析アプリケーション」およ

び「自己理解促進ツール」のプロトタイプを用いた事例研究を開始する。 

 

2. 実施状況 

【プロジェクト運営全体】 

 平成 29 年 9 月において本プロジェクト実施スタッフであった青木真純氏の転出に伴い、後任として

着任した非常勤研究員の中島範子氏を本プロジェクト実施スタッフとして兼務依頼し、「意思表明の

プロセス支援と適切なアセスメント」に関する研究を進めた。 

 平成 29 年 10 月より、本プロジェクト専任の非常勤研究員として、発達障害学生への就労支援を専



51 

 

門とする末吉彩香氏を雇用し、「個に応じた多層的修学支援」に関する研究を進めた。 

 平成 29 年 12 月において本プロジェクト専任准教授であった五味洋一氏の転出に伴い、本プロジ

ェクトの全体運営業務について本プロジェクト専任助教の佐々木銀河氏に引き継ぎを行った。 

 平成 30 年 2 月にプロジェクト評価委員会（平成 29 年度）を開催し、出席した評価委員に対して「平

成 29 年度の研究計画の進捗状況」を説明し、助言を受けた。 

 

【各研究課題】 

(1) 意思表明のプロセス支援と適切なアセスメントについて 

 「発達障害関連困り感質問紙」に基づき、筑波大学一般学生の発達障害に関連する支援ニーズを

評価する「学生生活の困りごと調査」を 6 月〜7 月（1 回目調査）で約 1200 名、12 月〜1 月（2 回目

調査）で約 700 名に実施した。一般的なスクリーニングとは異なり、学生への下位因子レベルでの

結果フィードバックを行うシステムを導入することで、学生自身の特性理解の促進を図った。また、

各学生の回答結果に応じて相談窓口や支援情報配信サービス「Learning Support Book」の紹介を

行うことで、支援ニーズの高い学生を個別アセスメントへつなぐフローを検討した。 

 上記の調査の結果、標準化データにおいて 90 パーセンタイル値を超える支援ニーズを有する学

生が約 7%、相談希望あるいは迷っている学生が約 12%いることが明らかとなった。合わせて、相談

希望者において発達障害に関連する支援ニーズが有意に高いこと、特に 3,4 年生など高学年にお

いて相談希望者が多いことを明らかにした。これらの結果は平成 30 年度に国際会議にて学会発表

を行う予定である。 

 今後は 2 回目調査で回答した学生に対して、単位取得状況との関連を分析するとともに、相談希

望者を中心に個別インタビューを行い、困りごとの変容に影響する要因やその後のアセスメントの必

要性等を後方視的に調査する予定である。 

 英国の障害学生支援室を参考にしたアセスメントプロセス（案）について、「学生生活の困りごと調査」

の結果を踏まえて、「筑波大学版発達障害関連アセスメント／支援フロー」を作成した。引き続き実

践を行いながら内容をブラッシュアップする予定である。 

 

(2) 公正・公平な評価について 

 日本の国立大学におけるアドミッション・ポリシーに関する実態調査について結果をまとめて論文投

稿を行い、大学教育学会誌に掲載された。 

 日本の国立大学におけるディプロマ・ポリシーのデータ収集を完了し、記述傾向に関する計量テキ

スト分析を実施し、学会発表および論文投稿を行った。 

 日本の実態調査とオーストラリアにおける Inherent Requirement の実態調査を踏まえて、合理的配

慮の調整・検討におけるフローチャートの試案作成に着手した。 

 諸外国における評価用のテスティングルームを参考に、日本の現状に合わせてアセスメント・支援・

評価を一体的に行う「アセスメントサポートルーム」の再整備を行った。これにより、アセスメントを踏

まえて立案された支援方針の有効性を実際に試すための自立学習スペース等に活用できることが
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期待される。 

 

(3) 個に応じた多層的修学支援について 

 海外の障害学生支援室で使用される録音機能付きデジタルペンが、大学生等の困り感や自己効

力感の改善に有効であるかについて効果検証を行った。その結果、発達障害に関連する困り感の

一部、および学習に対する自己効力感において有意な改善が認められた。今後はデータを追加す

るとともに、学会発表と論文投稿を行う予定である。 

 修学支援を受ける発達障害学生 9 名に対して、予備的な困り感の調査を春学期と秋学期の 2 回

行い、困り感の程度の変容について検討した結果について、学会発表と論文投稿を行い、論文が

採択された。 

 修学支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」が大学生等や大学教職員に対する事

前的改善措置として有効であるかについて定量的な効果検証を行った。その結果、LSB 使用後に

おいて学生自身の困難感および教職員における学生対応の困難感が有意に低減したことが示さ

れた。関連研究については学会発表および論文投稿を行った。 

 他の高等教育機関との支援情報共有と連携促進を目的とした LSB の大学間共有について、他の

国公私立大学（40 大学）への試験運用を行った。 

 LSB について高大連携やキャリア支援への援用可能性を検討するため、つくば市主催事業「つく

ば Society5.0 社会実装トライアル支援事業」に応募・採択され、高校生・社会人約 50 名を対象とし

た LSB のトライアルを開始した。 

 LSB による学生支援人材の育成に向けて、発達障害のある学生と LSB を作成するサポートスタッフ

によるエンパワメントグループ「LSB 学生ミーティング」を開始した。 

 プロトタイプ開発を行った「行動分析アプリケーション」について、発達障害のある大学院生 1 名を

対象とした事例研究を行った。その結果、論文執筆行動などの修学に関する目標達成が促進され、

その結果について学会発表を行った。 

 「行動分析アプリケーション」の機能を一部移行し、「自己理解促進ツール」のプロトタイプの開発を

行った。 

 就労移行支援事業を展開する株式会社 Kaien と協力して、２日間の「就職活動準備講座」プログラ

ムの調整および効果検証を引き続き行うとともに、学会発表を行った。 

 

 

【平成 29年度の学内外における成果報告（下線のある講演者は本プロジェクト関係者）】 

＜学内 FD研修会・講演等＞ 

(1) 平成 29 年 7 月 14 日「筑波大学化学類クラスセミナー」（主催：筑波大学化学類） 

 [講師] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

(2) 平成 29 年 8 月 29 日「筑波大学保健管理センター学生相談室 講演」（主催：筑波大学保健管理セ

ンター学生相談室） 
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 [講師] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

(3) 平成 29 年 9 月 20 日「筑波大学学生生活関係教職員研修会 第 2 班判別討議」（主催：筑波大学） 

 [話題提供] 田中 崇恵（保健管理センター 助教） 

 [話題提供] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

(4) 平成 29 年 11 月 1 日「筑波大学人間総合科学研究科第 3 回 FD プログラム」（主催：筑波大学人

間総合科学研究科） 

 [講師] 五味 洋一（アクセシビリティ部門 准教授・プロジェクト専任） 

 [講師] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

 

＜学外講演会・研修・シンポジウム等＞ 

(1) 平成 29 年 9 月 15 日「茨城県看護教員継続研修」（主催：茨城県） 

 [講師] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

(2) 平成 30 年 2 月 7 日「東洋大学板倉キャンパス FD・SD研修会」（主催：東洋大学板倉キャンパス） 

 [講師] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

(3) 平成 30 年 3 月 4 日「LITALICO 研究所第 1 回リサーチカンファレンス」（主催：株式会社

LITALICO） 

 [話題提供] 佐々木銀河（アクセシビリティ部門 助教・プロジェクト専任） 

 

＜学術論文＞ 

(1) 真名瀬陽平・佐々木銀河・田原敬・五味洋一・青木真純・竹田一則（平成 29）障害者差別解消法施

行に伴う日本の国立大学におけるアドミッション・ポリシーの課題．大学教育学会誌，39（2）．95-

104． 

(2) 佐々木銀河・青木真純・五味洋一・竹田一則（印刷中）発達障害学生支援における学生自身による

効果評価の試み．障害科学研究．42． 

 

＜学会発表＞ 

(1) 真名瀬陽平・佐々木銀河・田原敬・五味洋一・青木真純・竹田一則（平成 29）日本の国立大学にお

けるテキストマイニングを用いたアドミッション・ポリシーの分析：合理的配慮の観点を踏まえて．全国

高等教育障害学生支援協議会第３回大会発表抄録集，84． 

(2) 佐々木銀河・五味洋一・青木真純・竹田一則（平成 29）発達障害のある学生を含む全ての学生に

対する修学支援情報配信サービスの開発：事前的改善措置の試み．全国高等教育障害学生支援

協議会第３回大会発表抄録集，84． 

(3) 青木真純・佐々木銀河・五味洋一・岡崎慎治・竹田一則（平成 29）発達障害のある学生に対する修

学支援の事例的検討：認知特性のアセスメントに基づく修学に必要な方略の獲得を目指した支援

を通して．全国高等教育障害学生支援協議会第３回大会発表抄録集，85． 

(4) 末富真弓・五味洋一・名川勝・佐々木銀河・青木真純・竹田一則（平成 29）「就職活動準備講座に
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よる発達障害学生の就職活動スタートアップ支援．全国高等教育障害学生支援協議会第３回大会

発表抄録集，86． 

(5) 横田晋務・田中真理・永瀬開・面高有作・佐々木銀河（平成 29）発達障害学生支援への学生サポ

ーター導入の可能性と限界：可視性が異なる障害学生への支援に対する認識と学生サポーターの

実施報告から．日本特殊教育学会第 55 回大会自主シンポジウム． 

(6) 佐々木銀河・青木真純・五味洋一・竹田一則（平成 29）発達障害学生に対する修学支援における

効果評価の試み：各学生における修学上の課題との関連．日本特殊教育学会第 55 回大会． 

(7) 五味洋一・村田淳・柏倉秀克・面高有作・松浦考佑（平成 29）筑波大学×地域の連携による肢体不

自由のある学生への生活支援．全国高等教育障害学生支援協議会第 3 回大会分科会（話題提

供）． 

(8) 佐々木銀河（平成 29）ADHD の大学生における医療機関と連携した修学支援の有効性．日本臨

床発達心理士会第 13 回全国大会． 

(9) 五味洋一・高橋知音・佐々木銀河・田中真理・稲田尚子（平成 29）発達障害のある大学生の意思表

明プロセスの支援：困り感を相談に繋げる工夫．日本 LD 学会第 26 回大会自主企画シンポジウム． 

(10) 佐々木銀河・野呂文行（平成 29）発達障害のある学生に対する修学・生活上の行動目標管理アプ

リの開発．ATACカンファレンス平成 29 京都 Proceedings，38-39． 

(11) 真名瀬陽平・佐々木銀河・五味洋一・青木真純・竹田一則（平成 29）国立大学におけるディプロマ・

ポリシーの傾向と「学士力」との比較．大学教育学会平成 29 年度課題研究集会． 

 

 

＜その他（取材・インタビュー）＞ 

(1) NHK水戸放送局．朝のニュース．平成 29 年 6 月 16 日 7:55～ 放送 

(2) 朝日新聞朝刊．発達障害の学生、アシスト 先延ばし癖→すべきこと細分化 筑波大、具体策を紹

介．平成 29 年 9 月 19 日． 

 

 

3. 平成 30 年度実施計画 

 平成 30 年度に実施すべき主な取り組み内容を列記すると、下記の事項が挙げられる。 

(1) 意思表明のプロセス支援と適切なアセスメントについて 

 「学生生活の困りごと調査」を継続的に実施し、単位取得状況との関連を分析する。合わせて、作成し

た「筑波大学版発達障害関連アセスメント／支援フロー」をもとに「学生生活困りごと調査」で高いニーズ

を示した学生を対象にした個別アセスメントの実施事例を蓄積し、大学におけるアセスメント機能の実装

に向けた利点・課題を明らかにする。 

 

(2) 公正・公平な評価について 

 国内外の実態調査を踏まえた「合理的配慮の調整・検討におけるフローチャート」の試案について、日
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本学生支援機構等で公開されている事例集や筑波大学内での配慮事例等をもとにして平成 30 年度中

に完成させる。合わせて、アセスメント・支援・評価を一体的に行う「アセスメントサポートルーム」の活用事

例を蓄積し、大学における教育内容・目的・機能の本質的変更を行わず、公正・公平に評価するプロセス

を明らかにする。 

 

(3) 個に応じた多層的修学支援について 

 開発・試験運用した修学支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」をより持続的に発展さ

せるための仕組みを検討する。具体的には、発達障害当事者による LSB の査読者（レビュアー）制度の

導入や、LSB を活用した学生・教職員等のサポーター研修を開始する。合わせて、「自己理解促進ツー

ル」をこれまでの個別面談やグループワーク等に取り入れることで、発達障害学生への個別支援技術の

活用事例を蓄積し、大学における全学的支援から個別的支援までの個に応じた多層的修学支援のあり

方を明らかにする。 

 

(4) プロジェクトの成果報告 

 上記を含めた４年間の実践・研究事業の成果を多くの大学等に社会還元するために、学内外への成

果報告を行う。具体的には、関連学会シンポジウム等での成果報告を行うとともに、プロジェクト主催での

公開成果報告会を行う。 
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１２．広報・渉外活動 

 

（１）筑波大学公式ウェブサイトにおける情報発信 

アクセシビリティ部門で実施した各種イベント等について、障害学生支援 NEWS として筑

波大学公式ウェブサイトに掲載した。 

 

・平成 29 年度 全学防災訓練「障害学生等支援防災ワーク」の実施（平成 29 年 11 月 30 日） 

・ダイバーシティ Awareness Week 平成 29を開催（平成 29.10.11） 

・人工知能研究からみた身体障害者支援の未来（ダイバーシティ Awareness Week 平成 29

企画）を開催（平成 29年 10月 6日） 

・おいしい！つくば美味展（ダイバーシティ Awareness Week 平成 29 企画）を開催（平成

29年 10月 6日） 

・誰でも気軽に！アダプテッド・スポーツ（ダイバーシティ Awareness Week 平成 29 企画）

を開催（平成 29年 10月 5日） 

・ダイバーシティ Awareness Week 平成 29 企画「東京 2020 パラリンピックに向けて～筑波

大学ができること～」を開催（平成 29年 10月 5日） 

・平成 29 年度受験生のための大学説明会「障害学生支援に関する説明会」を実施（平成

29.08.08） 

・インドネシア教育大学からの訪問団が本学を視察（平成 29年 5月 19日） 

・SEAMEO SENからの訪問団が本学を視察（平成 29年 4月 10日） 

・平成 29年度 入学式における障害学生支援の実施（平成 29年 4月 7日） 

・平成 29年度 新入障害学生ガイダンスの開催（平成 29年 4月 5日） 

 

（参考：https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/disability-support.html） 
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（２）他大学との学生交流会の実施 

平成 30 年 2 月 25 日（日）に、池袋 g-style 会場にて「障がい学生支援交流会」が行われた。今

回は、「障がい学生支援にかかわる仲間の輪を広げる」ことを目的として企画した。当日は、幹事校

の早稲田大学、東京大学、筑波大学、立教大学のほか、駒沢大学、ICU、首都大学東京などから３０

名が参加した。和やかな雰囲気となり、各大学の支援等の情報交換を行いながら、親睦を深めること

ができた。 

     参加者の集合写真              交流会の様子 

 

（３）各種取材への対応 

１）読売新聞記事（平成 29年 5月 26日朝刊‐くらし教育面） 

「教育ルネサンス‐大学の学生支援２‐障害学生対応遅れる大学‐専門部署持つ学校 まだ２割」の

中で、専門部署を持つ大学での取り組みとして、学生ボランティアスタッフによる支援例が紹介され

た。 

 

２）朝日新聞記事（平成 29年 9月 19日朝刊‐生活面） 

「発達障害の学生アシスト‐各大学の取り組みは」の中で、 発達障害のある学生を支援するため

の「ラーニングサポートブック」作成の取り組みについて、支援スタッフである学生の声とともに紹介さ

れた。 

 

３）NHKニュース①（平成 29年 6月 16日朝） 

NHK 水戸放送局の朝のニュースの中で、「ラーニングサポートブック」に関するニュースが放映さ

れた。 

 

４）NHKニュース②（平成 29年 10月 4日夕方） 

 NHK 水戸放送局の夕方ニュースの中で、ダイバーシティ Awareness Week2017 企画「東京 2020

パラリンピックに向けて～筑波大学ができること～」の様子が放映された。 
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１３．他機関との連携・他大学等への支援実績 

 

（１）アクセシビリティ部門専門部会委員学外業務 

日付 氏名 主催者／場所 名称 種別 

通年 名川 日本学生支援機構 客員研究員  

4 月 18 日 名川 日本学生支援機構 
障害学生修学支援実態調査・分析

協力者会議 
参加 

4 月 20 日 竹田 

地域科学研究会・高等

教育情報センター/剛

堂会館（明治薬科大

学） 

地域科学研究会 高等教育情報セン

ターセミナー 
講師 

5 月 11 日 名川 日本学生支援機構 

『「障害者差別解消法」施行に伴

う障害学生に関する紛争の防止・

解決等事例集』 協力者会議 

参加 

5 月 23 日 名川 日本学生支援機構 
障害学生修学支援実態調査・分析

協力者会議 
参加 

6 月 1 日 名川 日本学生支援機構 

『「障害者差別解消法」施行に伴

う障害学生に関する紛争の防止・

解決等事例集』 協力者会議 

参加 

6 月 10 日 竹田 

全国高等学校長協会入

試点訳事業部理事会

/TKP 品川 

全国高等学校長協会入試点訳事業

部 
参加・情報交換 

6 月 10 日 五味 株式会社 Kaien 
発達障害に理解のある学校合同説

明会：大学座談会 
講師 

6 月 16 日～18 日 竹田 

AHEAD JAPAN (全国

高等教育障害学生支援

協議会) /同志社大学 

AHEAD JAPAN (全国高等教育障

害学生支援協議会) 第 4 回大会 

企画・参加・情報交

換 

6 月 17 日～18 日 

原島 

青木. 

五味 

森. 

佐々木. 

井口. 

真名瀬 

全国障害学生支援協議

会／同志社大学 

一般社団法人全国高等教育障害学

生支援協議会 第 3 回大会 
参加・情報交換 

6 月 22 日 森 

全国高等教育障害学生

支援協議会/東京大学

先端科学技術研究セン

ター 

AHEAD JAPAN 公 開 セ ミ ナ ー 

「障害学生支援と情報アクセシビ

リティ：日本と各国における施策

の動向」 

参加 

6 月 23 日 井口 

首都大学東京ダイバー

シティ推進室 

／首都大学東京 南大

沢キャンパス 

ダイバーシティ推進室セミナー

「視覚障がい学生が歩いたアメリ

カ」 

参加・情報交換 

6 月 29 日 五味 駒沢女子大学 全学 FD・SD 研修会 講師 

7 月 5 日 五味 跡見学園女子大学 
教職員のためのカウンセリング研

修会 
講師 
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7 月 19 日 竹田 
龍谷大学/龍谷大学

（京都） 
龍谷大学教職員研修会 講師 

7 月 27 日 名川 日本学生支援機構 

体 制 整 備 支 援 セ ミナ ー （ 仙 台）

「大学における合理的配慮とその

対応について」 

講演 

7 月 27 日 五味 
独立行政法人日本学生

支援機構 

平成 29 年度 全国障害学生支援セ

ミナー「体制整備支援セミナー

１」 

講師 

7 月 28 日 

竹田・

青木・

森･井口 

（株）電通汐留本社 
第 23 回 障害と多様な仕事の在り

方研究会 

講師（竹田・青木） 

参加・情報交換 

7 月 28 日 名川 日本学生支援機構 
障害学生修学支援実態調査・分析

協力者会議 
参加 

8 月 18 日 名川 日本学生支援機構 

体 制 整 備 支 援 セ ミナ ー （ 東 京）

「大学における合理的配慮とその

対応について」 

講演 

8 月 18 日 五味 
独立行政法人日本学生

支援機構 

平成 29 年度 全国障害学生支援セ

ミナー「体制整備支援セミナー

２」 

講師 

9 月 15 日 佐々木 
茨城県／茨城県立医療

大学（茨城） 
茨城県看護教員継続研修 講師 

9 月 16 日～18 日 

井口、

森、

佐々木 

特殊教育学会/名古屋

国際会議場 
日本特殊教育学会第 55 回大会 参加・情報交換 

9 月 20 日 竹田 
新国立劇場/新国立劇

場（東京） 
新国立劇場職員研修会 講師 

9 月 28 日 名川 日本学生支援機構 

「大学、短期大学及び高等専門学

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」分析報告

（対象年度：平成 17 年度（2005

年度）～平成 28 年度（2016 年

度）） 

編集、執筆分担（序

章、第 6 章） 

9 月 30 日～10 月

1 日 
佐々木 

日本臨床発達心理士会

／エポカルつくば（茨

城） 

日本臨床発達心理士会第 13 回全

国大会 
参加・情報交換 

10 月 7 日～9 日 佐々木 

日本 LD 学会／栃木県

総合文化センター（栃

木） 

日本 LD 学会第 26 回大会 参加・情報交換 

11 月 8 日 名川 電気通信大学 

障害学生支援に係る FD 研修「大

学における合理的配慮とその対

応」 

講演 

11 月 22 日 名川 昭和女子大学 

障害学生支援に係る FD 研修「大

学における合理的配慮とその対

応」 

講演 

11 月 24 日 岡崎 
山梨大学障がい学生修

学支援室 

山梨大学障がい学生修学支援室

FD 研修会 
講師 

11 月 30 日 竹田 

大学コンソーシアム八

王子/八王子学園都市

センター（東京） 

平成 29 年度 大学コンソーシアム

八王子ＳＤ勉強会 
講師 

12 月 2 日～3 日 佐々木 

株式会社 atacLab／国

立京都国際会館（京

都） 

ATAC カンファレンス平成 29 京

都 
参加・情報交換 
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12 月 17 日～19

日 
佐々木 

日本学生相談学会／東

京国際フォーラム（東

京） 

第 55 回全国学生相談研修会 参加・情報交換 

1 月 8 日 竹田 
聖学院大学 /聖学院大

学(埼玉･上尾) 
聖学院大学教職員研修会 講師 

1 月 16 日 名川 桐朋学園大学 

障害学生支援に係る FD 研修「大

学における合理的配慮とその対

応」 

講演 

1 月 18 日～19 日 森 
日本弱視教育研究会/

ライフォート札幌 
第 59 回弱視教育研究全国大会 参加・情報交換 

1 月 20 日～21 日 佐々木 
つくば市・筑波大学／

つくば市役所（茨城） 

Learning Support Book トライア

ル講座 
講師 

1 月 25 日 竹田 
東洋大学/東洋大学

（東京・文京区） 

東洋大学平成 29 年度障がい学生

支援に関する講演会 
講師 

2 月 4 日 佐々木 
つくば市・筑波大学／

筑波大学（茨城） 

Learning Support Book トライア

ル講座 
講師 

2 月 7 日 佐々木 
東洋大学／東洋大学板

倉校舎（群馬） 
東洋大学全学 FD 研修会 講師 

2 月 9 日～10 日 佐々木 
京都大学／京都大学

（京都） 

第 9 回発達障害学生修学支援体制

構築に関する合同研究協議会 
参加・情報交換 

2 月 15 日 竹田 目白大学 目白大学教職員研修会 講師 

 

 

（２）日本学生支援機構ネットワーク拠点校相談等の対応 

日本学生支援機構の「障害学生修学支援ネットワーク」相談事業における拠点校として、他大

学等からの相談 10 件に対し、回答を行った。 

（https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shien_network/sodanjigyou/index.html） 
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（３）アクセシビリティ部門への訪問・見学者対応 

 

 

日付 機関名 訪問者内訳 備考

4月10日
東南アジア教育大臣機溝

（SEAMEO SEN）

東南アジア教育大臣機溝10名（学内随行者6名

を含む）

障害学生支援の見学

施設・設備見学

5月15日 インドネシア教育大学 教職員・関係者40名
障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

5月25日 埼玉県立浦和高校 高校3年生1名、両親
運動障害学生に関する情報交換

施設見学

6月7日
筑波大学附属

聴覚特別支援学校
高等部3年生26名、引率教員3名

障害学生支援体制の説明

授業・施設・設備見学

障害学生との交流

7月10日
カナダ

スポーツ障がい大臣
民族遺産省事務次官1名、他5名 障害学生との交流

7月14日
筑波大学附属

視覚特別支援学校
高等部２年生１７名、引率教員６名

障害学生支援体制の説明

授業・施設・設備見学

障害学生との交流

8月3日 茨城県立盲学校 教員1名
障害学生支援の見学

施設・設備見学

8月22日 創価大学学生相談室 相談室員3名 障害学生支援体制の説明

9月4日
静岡英和学院大学

人間社会学部
教員2名 発達障害学生に関する情報交換

9月11日 博報堂DYアイオー 取締役執行役員1名、他２名 障害学生支援体制の説明

9月20日 韓国特殊教育員 研究員2名
障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

9月22日 慶応大学 教員1名
障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

10月6日 千葉県立市川特別支援学校教員2名 障害学生支援体制の説明

10月18日 NTTデータ経営研究所 1名
障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

10月20日
茨城キリスト教大学

看護学部
准教授1名、他1名 障害学生支援体制の説明

11月2日
公益財団法人未来工学究

所政策調査分析センター
研究員1名

障害学生支援体制の説明

ヒアリング

11月10日 インドネシア教育大学 教授3名、　他学生
障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

12月5日
筑波技術大学 障害者高等

教育研究支援センター

大学院生6名、情報保障者3名、

引率教員1名

障害学生支援体制の説明

施設・設備見学

平成29年度アクセシビリティ部門訪問見学者対応実績
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（４）交通機関との連携 

平成 29 年 7 月 5 日（水）、アクセシビリティ部門の教職員 5 名と障害学生 5 名で、関東鉄道株

式会社土浦営業所を訪問し、障害学生のバス利用に関しての意見交換を実施した。筑波大学は敷

地が大変広いため、自転車に乗ることが難しい視覚障害や運動障害のある学生にとって、バスは

通学においても生活においても、重要な移動手段の 1つとなっている。 

今年度は車椅子を利用して言える学生や視覚に障害のある学生と一緒に訪問をし、実際のバス

を使って乗降体験を行った。特に、ノンステップバスとワンステップバスで使用されているスロ

ープの違いを比較したり、車外のスピーカーや押しボタンの位置などを触って確認したりしなが

ら、障害学生が乗り降りの際に気にしている点や手がかりにしているバスの箇所などを伝えた。

また、事前に障害学生に実施したアンケート結果に基づきながら関東鉄道バス社員の方々と意見

交換を行った。どのような障害種であってもお互い声かけをし合うことの大切さを確認すること

ができ、非常に有意義な場となった。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１：バスの乗降体験（車椅子利用の学生） 写真２：バスの乗降体験（視覚に障害のある学生） 

写真３：乗務員の方と学生との意見交換 



63 

 

 

 

 

PART 3 

資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

１４．平成２９年度活動歴 

 

 

 

 

 

平成２９年 

４月 
新入障害学生ガイダンス・個別の入学時相談 

入学式における支援（情報支援、移動支援） 

ピア・チューター養成講座の広報活動 

障害学生支援技術オリエンテーション 

ピア・チューター必要時間数の照会 

ダイバーシティ・アクセシビリティ担当教員の選出 

５月 ピア・チューター養成講座（聴覚） 

Accessibility News Letter 第 1号発行 

駐輪マナー向上キャンペーン（第１回） 

６月 第１回アクセシビリティ部門専門部会 

ピア・チューター養成講座（運動・内部、視覚） 

期末試験における配慮依頼文書の配布 

７月 第１回障害学生支援懇談会 

関東鉄道バス訪問 

８月 
バリアフリー調査投稿フォーム開設 

大学説明会における支援（情報支援、移動支援） 

障害学生支援の説明会・相談会 

９月 Accessibility News Letter 第 2号発行 

１０月 ダイバーシティ Awareness Week 平成 29  

ピア・チューター養成講座（手話通訳・聴覚障害） 

１１月 ピア・チューター養成講座（運動・内部、視覚） 

全学防災訓練「障害学生等支援防災ワーク」 

１２月 推薦入試合格者の入学前相談・支援対応 

平成３０年 

１月 発達障害キャリアセミナー 

２月 
第２回障害学生支援懇談会 

第２回アクセシビリティ部門専門部会 

次年度新入生の入学前相談・支援対応 

Accessibility News Letter 第３号発行 

ダイバーシティ Awareness Week 平成 29ポスターデザイン表彰 

３月 次年度新入生の入学前相談・支援対応 

卒業式・学位授与式における支援（情報支援） 

支援活動証明書の発行 

大学説明会（東京開催）における支援（情報支援） 
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１５．配慮依頼文書 

 

障害学生に対する期末試験についての依頼 

【参考資料】  

教職員のための障害学生修学支援ガイド（平成 26 年度改訂版）：日本学生支援機構 

（http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/guide_kyouzai/guide/index.html） 

障がい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）：文部科学省 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/shugaku/1328474.htm） 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

アクセシビリティ部門 平成 29年度（2017） 活動実績報告書 

 

発行者     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 

           〒305-8572 茨城県つくば市天王台１－１－１ 

            TEL：029-858-4584 

            FAX：029-853-2257 

E-mail：shougai-shien@un.tsukuba.ac.jp 

http://dac.tsukuba.ac.jp/shien/ 

編集責任者   竹田 一則 

発 行 日   平成 30年 6月 

○C 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 
本書の無断転載・複製はお断りさせていただきます。転載をご希望の方は、ダイバーシティ・

アクセシビリティ・キャリアセンターまでお問い合わせください。 


	2表紙（H29年次報告書）
	空白
	（0618最終）目次
	空白
	(0629最終板）H29年度　年次報告書完成版
	空白
	奥付



