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PART 1
障害学生支援の概要
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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/publicity.html
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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（以下、DAC セン
ターという。）があります。DAC センター（アクセシビリティ）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。
ア） 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。DAC センターの下に組織さ
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「ダイバーシティ＆インクルージョン入門」
を開設し、多様な背景をもつ人々と共生する心を育てています。
イ） 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、DAC センター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。

ウ） 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, Center for Diversity, Accessibility and
Career Development (DAC Center) conducts a deliberation on support policies,
environmental arrangements on campus, and so forth. DAC Center 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, DAC
Center 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 DAC Center.
The peer tutors and students with disabilities themselves take the initiative in the
support activities.
Also, the University offers a Multidisciplinary Subject, 'Introduction to diversity &
inclusion,' which aims to promote symbiosis frame of mind living with people with
various backgrounds.
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、
DAC センターの中の部門として位置づけられることとなり、「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。平成 30 年 6 月 1 日からは、DAC センター内のダイバーシティ、アクセ
シビリティ及びキャリアサポートの 3 つの部門を有機的に融合し、ダイバーシティマネジメントを機動
的に遂行するため、部門体制から大括りによる一体的な体制へと機能強化を進めています。
DAC センターには、ダイバーシティを担当する分野、アクセシビリティを担当する分野、キャリアサ
ポートを担当する分野があります。1 つのセンターとして統合されたことで、それぞれより密な連携を
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。

ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター組織図
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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） DAC センターにおける障害学生支援体制
DAC センター（アクセシビリティ）は、障害のある学生の在籍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、DAC センター（アクセ
シビリティ）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。

DAC センター（アクセシビリティ）における障害学生支援体制図
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３．令和元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）（2020 年 3 月時点）

学群
支援有 支援無
視覚
5
3
聴覚
10
0
運動・内部
12
5
発達
60
4
その他
1
0

大学院
支援有 支援無
視覚
9
2
聴覚
7
0
運動・内部
10
0
発達
25
1
その他
0
0

計
8
10
17
64
1

計
11
7
10
26
0

（２） 障害別在籍状況（2020 年 3 月時点）

障害区分

学群

大学院

合計

視覚障害

8

11

19

聴覚障害

10

7

17

運動・内部障害

17

10

27

64

26

90

1

0

1

100

54

154

発達障害
その他
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４．学生支援実績
（１） 入学前後の対応
4 月 5 日（金）に DAC センター主催による入学時ガイダンスを実施しました。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、専門スタッフがこれに参加して助言を行いました。
ア） 入学時ガイダンス
①主

催：DAC センター

②日

時：4 月 5 日（金） 9：30～1３：00

③場

所：第二エリア 2B412、2A403 他

④ 出席者：障害学生、（希望により）保護者グローバルコミュニケーション教育センター 担当
教員体育センター 担当教員
共通科目「情報」推進室 担当教員
関係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

イ） 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
DAC センター専門スタッフ等関係者
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

（２） 大学説明会（オープンキャンパス）における支援
8 月 3 日（土）、4 日（日）、10 日（土・祝）に開催された大学説明会において、DAC センターでは、
各教育組織（人文学類、日本語・日本文化学類、生物学類、数学類、物理学類、化学類、知識情報・
図書館学類、医学類、人間学群、体育専門学群）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 36 名に対して支援を行いました。各学類の説明会における概要説明や模擬授業、キャンパ
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スツアーなどでは、DAC センター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ました。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ました。
また、1 日目（8 月 3 日）には、DAC センター主催の「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、40 名が参加しました。相談会では、DAC センターの専門教員、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り
ました。
（３） 式典における支援
ア） 平成 31 年度入学式
4 月 8 日（月）、大学会館において、平成 31 年度学群・理療科教員養成施設並びに大学院入学
式が挙行されました。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ました。

入学式における情報支援
（手話通訳及びパソコン通訳）

イ） 令和元年度卒業式・学位記授与式
3 月 25 日（水）に予定されていた令和元年度学群・理療科教員養成施設の卒業式並びに大学院
学位記授与式は、国内外における新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑みて、代表者のみで
挙行されました。参列者の中に情報支援を必要とする聴覚障害学生がいなかったため、例年実施し
ているピア・チューターによるパソコン要約筆記支援と手話通訳は実施しませんでした。
（４） 障害別の支援に関する重点課題
ア） 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）


新入障害学生ガイダンス（DAC センター主催）を開催し、新入障害学生、保護者、関係教
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職員等に対し、本学における障害学生支援体制について説明を行いました。その後、共通
科目について個別面談を実施しました。
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・拡大）


附属図書館の「資料電子化サービス」との協力・情報交換を重ね、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いました。
附属図書館と DAC センターの連携によって、障害のある学生のために教科書等をテキ
ストデータ化、蓄積・提供する本サービスは、今年度から本格運用を開始し、製作した学
術的な視覚障害者等用データおよびメタデータをさらに国立国会図書館に提供すること
で、全国の視覚障害者等の利用に供する社会貢献事業にもなっています。

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（継続）


障害学生支援技術（ピアチューター養成講座）の実施後に、受講学生には 1 回目の支援
に自動的に入ってもらえるような仕組みを整えることで、以前と比べて実際にピア・チュー
ター活動に参加する学生数が増加しました。また今年度は経験者対象ピア・チューター講
習会を附属図書館にも協力してもらうことで実施し、現在活動しているピア・チューター学
生のスキルアップやモチベーション維持にもつなげています。

イ） 聴覚障害
①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）


面談等により補聴機器の貸し出しニーズの有無について判断し、個々のニーズ、そして実
情に即した支援を提供しました。また、実験、自習、ゼミ等に関する学習環境の実態に即
し、PC 要約筆記以外に手話通訳、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ました。

②高度な專門内容の講義における支援システムの検討（継続）


外国語の講義に関して、バイリンガルや留学等により語学が堪能な学生ピア・チューター
に支援を依頼し、PC 要約筆記による情報支援を行いました。

③非隣席型支援システムの検討（継続）


Web アプリ（whereby.com）を使用し、第二エリアと春日エリア間での遠隔情報保障が
可能であるか検証実験を行いました。通信の遅延は問題なく行われ、講義中のレジュメや
教室内の映像を送らず、音声のみを要約筆記者に送る方法であれば、実現可能であるこ
とが確認されました。安定して音声データを送信するために、音声認識専用マイクを話者
が装着する必要があることを確認しました。今後利用学生やピア・チューターに周知を図
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り、新たな支援方法としての運用を目指します。
④音声認識を利用した情報支援システムの検討（新規）


講義での音声認識ソフトの利用を試みたが、日本語認識率の低さ、機器接続の不安定さ
等の理由から、定着には至っていません。

ウ） 運動・内部障害
①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（継続）


コーディネート作業にあたって U-CAS を継続して使用し、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、システムの修正を依頼しました。

②ピア・チューター登録者（支援未経験者）の支援参加促進（継続）


ピア・チューター登録者の支援参加を促進するために、養成講座受講後、新規ピア・チュ
ーターがスムーズに支援に入ることができるよう U-CAS の登録方法を説明し、希望者
についてはその場で登録を行いました。また、実際の授業で先輩ピア・チューターと一緒
にノートテイクを体験するフォローアップを実施しました。依然として、受講者数に対しピ
ア・チューターとして実際に活動する学生の割合が少ないため、実働数をいかに上げて
いくかは引き続き課題です。

③バリアフリー関連の情報更新（バリアフリーマップ方向性の再考）（継続）


バリアフリー改修調査を行い施設部に提出する改修要望事項一覧を作成しました。
また、改修要望の程度を明確にするため、障害学生から成る学生チームを中心に、改修要
望箇所の緊急性や必要性について見直し、改めて要望のランク付けを行いました。今後
は、学生チームが主体となり、学内のバリアフリーだけでなく宿舎における防災など障害学
生のニーズに応じた活動を進めていきます。

エ） 発達障害
①DAC センターアセスメント機能の実装（継続：機能強化促進分）


「学生生活の困りごと／強み調査」および「個別の心理・教育的アセスメント」によるアセス
メントを実施し、円滑な修学支援を進めました。 ②教育関係共同利用拠点事業（継続：教
育関係共同実施分）



教育関係共同利用拠点の認定に伴い、全国の大学教職員等を対象とした FD/SD 研修
会、相談対応、データベースの構築、講師派遣対応を行いました。

③発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座の実施（新規：社会貢献プロジェクト）
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令和元年 8 月と令和 2 年 2 月に発達障害のある高校生向け大学生 1 日体験講座を企
画・実施しました。

④Learning Support Book の自走化（有償化）の検討（新規）


DAC センターに設置されている「LSB 自走化タスクフォース（TF）」による検討を進め、
LSB を学内外の教職員や学生が利用しやすいように学術認証フェデレーション（学認）へ
の対応作業を進めました。また、来年度以降の有償化に向けて単価設定等の検討も進め
ました。

⑤発達障害学生支援に関する広報活動の充実（新規）


教育関係共同利用拠点の認定に伴い、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、発達障害啓発マンガ「ヒトはそれを『発達障害』と名づけました」を
作成・公開し、読売新聞、筑波大学新聞より取材を受けました。マンガの利用にあたって、
著作権ポリシー等を検討しました。また、DAC センター利用学生を対象としたセルフアド
ボカシースキルの促進活動として「あなたをマンガで伝えるプロジェクト」を開始し、発達
障害の診断や傾向のある学生数名に対して実施しました。

⑥発達領域ピア・チューターの検討（継続）


今年度より発達障害領域のピア・チューター養成講座を開講し、新規のピア・チューターが
参加しました。また、ピア・チューターの活動を円滑に進めるため、月１回程度のチームミー
ティングを行うとともに、ピア・チューターの係分担や連携方法について検討を進めまし
た。

⑦発達障害のある学生向けの SST プログラムの共同研究・実施（新規）


筑波大学附属病院デイケアとの共同研究により、発達障害の診断や傾向のある学生を対
象とした SST プログラムを実施しています。

オ） 福祉
①常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築（継続）


「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を利用し学内での身体介助の支援が提供さ
れるよう、該当する障害学生の援護地にサービスの利用の打診、及び大学としての取り組
みの説明を継続して行いました。また、東京大学・「障害と高等教育に関するプラットフォー
ム形成事業」に協力し、SIG-CSW の Quality Indicator 作成を行いました。学内におけ
る身体介助が必要だが障害福祉サービス等が支給されていない学生に限り、訪問介護事
業者のヘルパーによるサービス提供を実施しました。
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②大学在学中に利用できる福祉制度・サービスメニューの整理（継続）


新入障害学生ガイダンス、障害学生支援懇談会、オープンキャンパス時などにおいて、大学
在学中に利用できる障害福祉サービス・福祉制度の利用についての概要や過去の支援例
の説明を行い、DAC センターでの相談体制を示しました。

③地域の福祉行政・事業者等と連携したリソース確保のための検討（継続・拡大）


相談支援事業者・訪問介護事業者・自立生活支援センターと連携して、重度訪問介護従業
者養成研修を受講した学生ヘルパーを養成する枠組みの構築を進めました。資格取得希
望の学生の募集を行い、資格取得時や取得後の相談に対応し調整を行いました。その結
果、今年度 9 名の学生ヘルパーを養成しました。

（５） 障害学生支援懇談会の実施
障害学生、DAC センター（アクセシビリティ）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、令和元年 7 月及び令和 2 年 2 月に障害学生支援懇談会を実施しました。
第 1 回目は全体会と障害別情報交換会の 2 部構成で実施し、障害学生にとっては修学上の合
理的配慮に加えて、生活面での支援も重要になるため、全体会では講師より本学の学生の事例な
どを交えて、個々の生活レベルに密着した支援についてのお話をいただきました。
また、第 2 回目は全学 FD/SD を兼ねて実施し、実際の修学支援に役立つ支援機器を用いた
グループワークを実施しました。

第 1 回
「障害のある学生と生活支援」
大村 美保 （人間系障害科学域 助教）
第 2 回
「支援技術の体験型ワークショップ」
佐々木 銀河 （筑波大学人間系／DAC センター 准教授）
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第 1 回支援懇談会 全体会の様子

第 2 回支援懇談会 体験型ワークショップの様子

第 1 回支援懇談会 障害別情報交換（発達）

第 2 回支援懇談会 体験型ワークショップの様子
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（６） 教育組織による支援
【人文・文化学群 比較文化学類】
ア） 授業等における支援
学習障害のある学生に対して、本人が希望する前席に座ってもらい、授業後の質問と説明を行う
など理解度を深める授業を試みました。また、授業へのパソコンの持ち込みを認め、ノートをとらせ
ました。授業によっては、必要に応じて授業の録音も行わせました。この他、身体の状況から修学上
の配慮を求めた学生について、DAC センターを通じて配慮依頼文書を発行し、受講が円滑に進む
よう授業担当教員に配慮を求めました。
【人文・文化学群 日本語・日本文化学類】
ア） 入試における配慮
前期日程の個別学力検査において、事前相談のあった受験生に対して、1．3 倍の時間延長と別
室での受験を認めました。
【人間学群 心理学類】
ア） 入試における配慮


推薦入試（11 月）において、肢体不自由（車椅子使用）のある学生の小論文試験におい
て、別室での個別受験とパソコン入力による解答を認めました。



個別学力検査（2 月）において、聴覚過敏の学生に対して，別室での個別受験を認めまし
た。

【体育専門学群】
ア) 授業等における支援


肢体不自由（車いす使用）のある学生の専門実技受講に関して、事前に学生、ダイバーシ
ティ・アクセシビリティ担当教員、授業担当教員を交えたミーティングを持ち、学生のニーズ
を把握するとともに、実技課題、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ました。



実技の授業に際して、実技内容に応じた用具（競技用車いす等）の貸し出しを行いました。
肢体不自由のある学生だけでなく、教員や TA、一緒に受講する学生にも使用できるよう
にし、体育実技をするうえでの障害について体験的に理解させるようにしました。

【芸術専門学群】
ア） 授業等における支援
発達障害の疑いにより授業に際して配慮の必要な学生に対し下記のとおり配慮を行いました。


授業中にパソコンを持ち込み、使用することを許可しました。
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講義中に体調が思わしくない場合、一時的に教室から退出することを許可しました。



演習や実習の際、イヤホンの使用を許可しました。

【理工学群 数学類】
ア） 授業等における支援
個別学力検査等（前期日程）において、肢体不自由の受験生からの要望により、試験時間を通常
の 1．3 倍に延長して試験を実施しました。
【理工学群 応用理工学類】
ア） 授業等における支援
応用理工学類開設科目（春学期）を受講している他学生のために配慮を行いました。具体的には、
応理開設の 1 年生科目を、障害学類 2 年の学生（車椅子使用、上肢の動きが困難）が受講し、試験
時間の延長や解答方法の配慮等を行いました。障害学類長と DAC センター長の連名で届いた配
慮依頼に対してとった対応でした。
【理工学群 工学システム学類】
ア） 授業等における支援


ADHD の症状を有する学生への配慮：計画的な行動、時間管理、睡眠障害による生活リ
ズム保持に支障が生じていたため、課題やレポート等の提出期限日に、遅刻や欠席が危惧
されました。この場合、当該学生が、医師の診断書を添えた上で、授業担当教員に申し出
ることを条件に、評価方法の検討を行いました。



理工学群開設の共通数学科目について、障害科学類 2 年次の肢体不自由（車いす使用）
のある学生が、微積分 1、2、3 を受講しました。複数教室（6 クラス）における同時開講であ
ることから、教室間移動を念頭に当該学生の希望をふまえたクラス変更について配慮しまし
た。

イ） その他


8 月 3 日の大学説明会にて、発達障害（＋感覚過敏）の参加高校生について、一時退室し
やすい座席や、退避する静かな別室を確保しました。また、資料の事前送付、家族の同伴
許可、大きな音を出すデモは避けるといった研究室見学先の調整などの対応を行いまし
た。

【人文社会科学研究科 現代語・現代文化専攻】
特定の学生の専攻に対する希望・訴えに対して、危機管理チームが聞き取りをおこなうとともに、
DAC センターをはじめ学内諸組織の助言を得ながら対応に当たりました。
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【数理物質科学研究科】
防災訓練等において障害学生への訓練は実施していませんが、BCP（業務継続計画）の一環と
して、各棟の避難経路図を作成し、廊下等へ掲示しました。
【システム情報工学研究科 知能機能システム専攻】
視覚に障害のある博士後期課程学生が、専攻内で自身の研究内容について発表する際、他の学
生から寄せられたコメントについては、ティーチングアシスタントが、テキストデータに変換した上で、
指導教員に送付していました。これにより、当該学生は、音声読み上げ機能を利用して、他の学生
からのフィードバックが得られるようになっています。
【山岳科学学位プログラム】


将来的な講義や実習のアクセシビリティ向上のため、山岳科学学位プログラムの重要拠点
である山岳科学センター菅平高原実験所のトイレをバリアフリー・多目的型に改修する工事
にむけてスペース確保などの準備を行いました。



山岳科学学位プログラムで障害学生への教育・研究にも応用できる、ヴァーチャルでの山岳
観光・余暇活動を可能にする研究に着手しました。

【人間総合科学研究科 障害科学専攻】


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
要な支援を確認しました。



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、DAC センター（アクセシビリテ
ィ）の提供する支援を活用しました。



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いまし
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
まれます。情報保障それ自体の要請と各担当教員等への依頼は、障害学生本人が行いまし
た。



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 DAC センター（アクセシ
ビリティ）に要請し調整しました。

【人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻】
ア） 授業等における配慮・支援
集中した学習環境を要すると報告を受けている学生の試験（再試）に際し、試験室前方で且つ他
の学生が視野に入りにくい位置に座席を設定し、当該学生の注意が逸れそうな状態が見受けられ
た際に、声掛けと見守りを行いました。
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【人間総合科学研究科 スポーツ医学専攻】


2019 年度 2 月期入試（2019 年 2 月実施）において視覚障害を持つ受験生に対して
①点字入試問題による受験
②パソコン使用による解答
③音声 CD による試験問題の提供 等の配慮を行いました。



2019 年度在学中の視覚に障害を持つ大学院生 2 名に対して
①鍼灸治療などの研究テーマに関わる専門性を持つ支援者の確保
②大学院生が東京地区居住のため文京校舎においての支援 等の配慮を行いました。



その他視 覚を持つ 大学院生に対して
スポーツ医学専攻支援室から電子データによる情報の提供等を行っています。

【人間総合科学研究科 体育学専攻】
ア） 中間発表会・学会等における支援
車いす使用者が参加することを伝え、会場内の動線や会場配置（ユニバーサルデザインのトイレ
に近い会場等）での配慮をしてもらいました。
【人間総合科学研究科 芸術専攻】


聴覚障がいのある学生に対して、コミュニケーションをとる際には、対面して口を見せ、はっ
きりと話すよう努めました。また、周囲の環境に応じて筆談等を行いました。



聴覚障がい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ました。



聴覚障がいのある学生には事前に資料を配付し、講義に対する理解度を高める支援を行い
ました。配付資料が無い場合には、専門用語等を板書するなどして対応しました。



ピア・チューターによるパソコン要約筆記を実施し、講義や状況に関する理解を深める支援
を行いました。

（７） DAC センターアセスメント機能
近年、発達障害の医学的診断を有する学生が増えており、また、医学的診断はないものの発達
障害の傾向があり、修学上の困難を有する学生も増えています。この課題に対応するため、 DAC
センターにおいてアセスメント機能を新たに設けました。DAC センターアセスメント機能では、筑波
大学に在籍する学群生・大学院生等を対象にした修学状況の包括的なスクリーニングを行い、特に
支援ニーズの高い学生に対して発達障害傾向や知的能力等を客観的に評価する個別の心理・教
育的アセスメントを行っています。今年度は、修学上の困難に関するスクリーニングとして「学生生
活の困りごと／強み調査」を 10 月〜11 月にかけて約 1,500 名に実施しました。また、「学生生活
の困りごと／強み調査」実施時等に個別の心理・教育的アセスメントを希望した学生約 75 名に対
して、個別のアセスメントを実施しました。
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今年度のアセスメント機能は、文部科学省の支援を受けて実施した。文部科学省機能強化経費
「多様な学生のパフォーマン最大化に向けた心理・教育的アセスメント機能の実装－潜在的な発達
障害学生を含む全ての学生への高度な修学支援体制の構築－」として令和 3 年度にかけて本格的
な試行を行っていく予定である。
【アセスメントの詳細】
https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/developmental_disabilities/assessment/
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（８） あなたをマンガで伝えるプロジェクト
ア） プロジェクト概要
筑波大学 DAC センターを利用する学生
を対象にインタビューを行い、学生の特性や
周りの人にしてほしいことなどを A4 用紙 1
枚（裏と表で 2 頁）
の漫画にまとめます。
障害のある学生が自身の障害特性を理解
し周囲に必要なことを求めていく力（セルフア
ドボカシー・スキル）を育て、苦手なことだけ
でなく得意なことや興味関心のあることを口
頭以外の方法でも伝えられるよう学生をエン
パワメントすることを目的としています。
イ） 活動の内容
2019 年 9 月から 2020 年 2 月にかけ 4
人の学生にインタビューを行い漫画の作成を
行いました。
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（9） 長期履修制度の見直しについて
教育推進部と連携して、障害のある学生への長期履修制度の適用について検討を進めた。
具体的には、教育推進文を中心に長期履修制度全体に関する考え方を明確にし、長期履修に関す
る申合せが作成された。障害のある学生への長期履修制度の適用については、 2020 年 4 月より
人間学群障害科学類ならびに、既に長期履修制度を適用している研究科・専攻にて適用されること
となった。
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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。DAC センター（アクセシビリティ）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。2019 年度からは、新たに支援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」
のコンテンツ作成や学生グループ活動の運営補助等を行う発達障害領域ピア・チューターを新設し
た。
（２） ピア・チューター養成講座の実施
令和元年度は、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。令和元年度は 118 名が受講し、そ
のうち 93 名（78.8％）がピア・チューター登録をした。
令和元年度「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
秋学期

5 月 19 日（日）
26 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 1 日（土）
2 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 8 日（土）
9 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

6 月 15 日（土）
16 日（日）

発達チーム
第1回

発達障害の理解、支援機器の体験、発達障
害当事者との交流、グループワークなど

初心者
★注 2

10 月 6 日（日）
12 月 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 9 日（土）
10 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

11 月 30 日（土）
12 月 1 日（日）

発達チーム
第2回

発達障害の理解、支援機器の体験、発達障
害当事者との交流、グループワークなど

初心者
★注 2

12 月 7 日（土）
8 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
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2 月 29 日（土）
3 月 1 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。
（３） ピア・チューター登録者数
ア） ピア・チューター延べ登録者数（各支援チーム別）

所属チーム

ピア・チューター
登録者数（人）

視覚チーム

97(119)

聴覚チーム

109(114)

運動チーム

91(85)

発達チーム

32

LS チーム※

131(119)

専属（個別支援）

9(15)

登録者数（延べ）

469(437)

登録者数（実数）

250(257)

 複数チーム所属の場合は、それぞれのチー
ムごとに集計しています。
 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みます。
 （ ）内は平成 30 年度のデータです。

※ 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っています。
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イ） 学群・学類ピア・チューターの所属内訳

(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ます。
ア） 証明書の種類
証明書は活動の内容に応じて以下の 2 種類を発行しています。
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
イ） 対象者
①授業等において障害学生に対する直接的な支援活動に、当該年度に 15 時間以上従事した
者。
②ピア・チューター養成講座の企画・運営等のチーム・スタッフ活動に、当該年度に 30 時間以上
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従事した者。
ウ） 発行手続き
種類の証明書とも年度ごとに発行されます。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ます。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ありません。
エ） 発行実績

① 障害学生に対するピア・チュ ② 障害学生支援チーム・スタッ
ーター活動実績証明書
フとしての活動実績証明書
申請者
発行者
対象者
申請者
発行者
対象者数
数
数
数
数
数

年度

ピア・
チュータ
ー総数

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

H30

257

66

14

13

31

11

11

R1

250

76

28

28

46

22

22
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６．教育活動
（１） 総合科目「ダイバーシティ＆インクルージョン入門」
ダイバーシティ＆インクルージョンの考え方、多様な背景をもつ人々が共生する社会のあり方につ
いて、受講生自身のことばで説明ができるようになり、さらに、多様な人々との日常での関わり方や
ダイバーシティ推進に関する問題意識を高め、一人ひとりが主体的に共生社会の一員として貢献で
きるようになることを目標としていました。授業を通して、ダイバーシティやインクルージョンに関する
基礎的知識を学ぶとともに、この分野に関わる研究、諸問題について理解し、より専門的な学習を進
めていくための意識を高めることを期待し、他のアクセシビリティ関連授業の受講や障害学生支援活
動への参加も促しました。DAC センター、人文社会系、グローバルコミュニケーション教育センター
（CEGLOC）、システム情報系、障害科学域の教員に加えて、学外から非常勤講師を迎え、幅広い
視点から講義した。今年度の非常勤講師は、電通ダイバーシティラボの伊藤義博氏に依頼した。150
名が履修し、多くの学生への理解啓発を図ることができました。
ア） 授業計画（春学期 BC モジュール）
学期 回

月 日

講 義 題 目

講義担当者

所

属

ダ イ バ ー シ テ ィ 五十嵐浩
芸術系
（多様性）とは？
也

春 学 期 （ＢＣモジュール ）

１

5月29日

２

6月 5日

多様性と公共政
明石純一 人文社会系
策

３

6月12日

ダイバーシティ・
脳 の多様性 〜発 佐々木銀
アクセシビリティ・
達障害〜
河
キャリアセンター

４

6月19日

性の多様性〜LG
河野禎之 人間系
BT〜

５

6月26日

グローバルコミュ
言語と性と多様
磐崎弘貞 ニケーション教育
性
センター

６

7月3日

７

7月10日

ダイバーシティと
鈴木健嗣 システム情報系
テクノロジー

８

7月17日

企業とダイバーシ
電通ダイバーシテ
伊藤義博
ティ
ィラボ

９

7月24日

キ ャ リ ア ・ 働 き 方 五十嵐浩
芸術系
の多様性
也

10

7月31日

ダイバーシティ推
河野禎之 人間系
進について

11

からだの多様性
〜身体障害〜

8月7日 期末試験

野口 代

野口 代

人間系

人間系

講

概

要

「ダイバーシティ(多様性)」について講義を行うこと
で、ダイバーシティの定義や、現状や歴史的背景、
今日的課題について学習する。
「多様性と公共政策」について講義を行うことで、
国 際移住者 を中心 に多様 な文化的 背景をもつ
人々が共生することのできる社会と政策について
の学習をする。
「脳の多様性」について講義を行うことで、発達障
害児・者の実態や、支援内容、支援方法、評価等に
ついて学習する。
「性の多様性」について講義を行うことで、LGBT
の実態や、LGBTの人への支援等について学習す
る。
辞書や教科書において、性差別がどのように反映
されていたか、そしてそれがどのように改善されて
きたかについて学習する。
「からだの多様性」について講義を行うことで、身
体障害児・者の実態や、支援内容、支援方法、評価
等について学習する。
「ダイバーシティとテクノロジー」について講義を行
うことで、ダイバーシティとインクルージョンの支
援、アクセシビリティに関するテクノロジーの利用や
現状の課題、今後の発展等について学習する。
「企業とダイバーシティ」について講義を行うこと
で、企業におけるダイバーシティの現状や、制度等
について学習する。
「キャリアや働き方」について講義を行うことで、就
労の実態や、就労に関する支援・制度等について学
習する。
これまでの講義を踏まえた「ダイバーシティ推進」に
関する講義とグループワークを通じて、ダイバーシ
ティ推進の意義や今後の課題等について理解を深
める。
筆記試験を行う。
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義

イ） 授業評価アンケート（春学期実施分）
令和元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 94.8％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ました。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 96.5％、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 96.5％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ました。
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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ます。今年度の授業履修者数は 118 名で、このう
ち 93 名（82.3％）が受講後にピア・チューターとして活動しました。
【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ました。その後、視覚障害、聴覚障害、運動・内
部障害、発達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ました。
視覚障害では移動支援・印刷物のテキストデータ化等、聴覚障害では手書き要約筆記やパソコン要
約筆記等、運動・内部障害では移動支援・ノートテイク等、発達障害では情報配信サービスの作成・
グループ活動等の技術の習得を目指しました。
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視覚障害の支援者養成講座

白杖の使用体験

弱視体験ゴーグルを使っての実習

聴覚障害の支援者養成講座

パソコン要約筆記の体験

先輩ピア・チューターからのアドバイスを受けています

運動障害の支援者養成講座

起き上がり介助の体験

車椅子での移動体験の様子
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（３） 自由科目（特設）「障害者スポーツボランティア実践講座」授業概要
【授業概要】
本科目では、障害者スポーツや各種障害の支援方法 (移動支援、コミュニケーション支援) に関す
る基本的な知識を修得し、理解を深めることを目標としました。オリンピック・パラリンピック推進室と
連携し、講師は、人間系・体育系・DAC センターの教員が協働して関わりました。春・秋の 2 回同一
内容で開講し、障害者スポーツの理念や基礎的知識に加えて、視覚障害、聴覚障害、運動障害のあ
る方へのスポーツボランティアを行う際に必要な支援方法に関する講義・演習を行いました。
【受講者数】
春学期 12 名、秋学期 4 名が受講しました。今後予定される大規模なスポーツイベントにおいて
も、障害のあるアスリートや観客の方々に対応でき、障害者スポーツを支えることのできるボランテ
ィアの養成を行いました。
【授業の様子】

アダプテッド・スポーツ（障害者フライングディスク）の体験
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アダプテッド・スポーツ（卓球バレー）の体験

（4） 大学院共通科目「アクセシビリティリーダー特論」
産業界や地域社会のリーダーとなる学生に対して、障害の特性や関わり方を理解し、障害のある
人のアクセシビリティを支援するための知識を身に付けることを目標としていました。障害のある
人々が包摂された社会を実現するために、身体障害や発達障害といった様々な障害の理解や支援
に関する幅広い講義を行いました。また、障害のある人への災害時支援や、障害のある人に役立つ
支援技術、諸外国と日本における支援の比較や展開といったマクロな視点や今日的な話題を通し
て、多様な背景をもつ人々が共生することのできる社会とはどのような社会なのかについて、受講
生が自ら考える機会を提供しました。
5 名が受講し、障害の特性についての理解や、特性に応じた支援のあり方について理解を促すこ
とができました。
ア） 授業計画（春学期 AB モジュール）
学期 回
１

月 日
4月11日

講 義 題 目

講義担当者

所

障害 者支援 の理
竹田 一則 人間系
念と背景

障 害者や高 齢者
のアクセシビリテ
２ 4月18日
ィと支援の流れ、
支援体制、制度

野口 代

人間系

5月9日

視覚 障害者 の理
小林 秀之 人間系
解と支援
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「障害者支援の理念と背景」について講義を行うこ
とで、アクセシビリティの現状や歴史的背景、今日
的課題について学習する。
「障害者や高齢者のアクセシビリティと支援の流
れ、支援体制、制度」について講義を行うことで、障
害者や高齢者が社会で共生するための支援や制
度についての学習をする。
「脳の多様性」について講義を行うことで、発達障
害児・者の実態や、支援内容、支援方法、評価等に
ついて学習する。
「視覚障害者の理解と支援」について講義を行うこ
とで、視覚障害者の実態や、支援内容、支援方法、
評価等について学習する。
「運動・内部障害者の理解と支援」について講義を
行うことで、運動・内部障害者の実態や、支援内
容、支援方法、評価等について学習する。
「発達障害者の理解と支援」について講義を行うこ
とで、発達障害者の実態や、支援内容、支援方法、
評価等について学習する。
「障害のある人への災害時支援」について講義を
行うことで、要配慮者や避難行動要支援者の実態
や特徴、支援方法について学習する。

「障害のある人に役立つ支援技術」について講義を
行うことで、アクセシビリティに関わる最新のテクノ
ロジーについての学習をする。
「諸外国と日本における支援の比較と展開」につい
ダイバーシティ・ て講義を行うことで、障害者を中心とした多様な背
諸外国と日本に
佐々木 銀
アクセシビリティ・
９ 6月20日 お け る 支 援 の 比
河
キャリアセンター 景をもつ人々が共生することのできる社会について
較と展開
の学習をする。
「アクセシビリティ」について総合的に討論を行うこ
10 6月27日 総合討論
竹田 一則 人間系
とで、この分野にかかわる諸問題について理解を
深め、これまでの9回の講義のまとめを行う。
８ 6月13日

障 害 の あ る 人 に タキザワ
役立つ支援技術
ケイタ

一般社団法人
PLAYERS
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イ） 授業評価アンケート
令和元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 4 名中 3 名であったことから、本科目を開設することの意義を再確認で
きました。このほか、設問 4「総合的に判断して、この授業を受講してよかったと思いますか。」に
ついて「大いにそう思う」と回答した学生は 4 名中 3 名であり、授業の満足度についても高い評
価を得ることができました。
授業評価アンケート集計結果
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（5） 大学院共通科目「脳の多様性とセルフマネジメント」
発達障害から定型発達の連続体として捉えられる「脳の多様性（ニューロダイバーシティ）につい
て概説し、受講者自身がどのような特性があるかを客観視するワークを行った。加えて、学業や日常
生活において有効なセルフマネジメントテクニックやツールを紹介することで、自身の特性に合った
マネジメント方法を身に付けることを目指した。また、社会で活躍する発達障害当事者をゲストスピ
ーカーとして招き、自己および他者における脳の多様性を深く理解するための話題提供を行った。
話題提供を踏まえて 1 日目後半から 2 日目にかけて、多様な特性のある受講生同士がグループ
を組み、チームメンバーの強み（凸）を組み合わせ、他者の弱み（凹）を補うような新事業・商品を考
案する「凸凹アイデアソン」を実施した。凸凹アイデアソンでは哲学、理学、社会工学、情報学、生物
学、心理学、障害科学、医学、看護学、体育学、芸術学、図書館情報学など本学の多様な専門性を
有する大学院生がチームを組み、新事業・商品のアイデアを企画・立案し、プレゼンテーションを行っ
た。
聴講生を含め、合計で 55 名の学生が受講した。

新事業・商品の凸凹アイデアソン

アイデアの掲示
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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」を導入しました。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ます。
【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。令和元年度は、総合科目が体芸エリアで実施された
ため、授業における実用には至っていない。



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。
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（２） 学内のバリアフリー改修
ア） 新入障害学生の入学に伴う改修依頼
令和元年度、新たに車椅子利用の学生が複数名入学したこと、また、車いす利用の在学生も多
数いることから、つくばキャンパス内の修繕依頼を施設部に行いました。改修箇所は、以下の通りと
なります。
① 大学会館前スロープ（ポールの撤去）
修繕後

修繕前

② 第二エリア噴水東側（剥離した点字の修復）
修繕後

修繕前

イ） アクセシビリティホームページへの「バリアフリー調査投稿フォーム」の運用
アクセシビリティホームページに開設した「バリアフリー調査投稿フォーム」を、今年度も引き続き
運用しました。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
しました。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ています。
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ウ） 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で集約し、優先順位をつけて施設部へ提出しました。今年度は、改修要望
の程度を明確にするため、障害学生から成る学生チーム（バイアフリー・アドバイザリー・チーム）を
中心に、改修要望箇所の緊急性や必要性について見直し、改めて要望のランク付けを行いました。
また、人間系学系棟 A 棟 B 棟の耐震改修工事に伴い、バリア（社会的障壁、物理・情報を含む）
を解消し、障害学生ほか多様なニーズに対応したバリアフリーで、ユニバーサルな設備を整備する
ことを目的に障害学生、ピア・チューター、バイアフリー・アドバイザリー・チームの協力を得てバリア
フリー対応の要望書を作成し、人間系に提出しました。
（３） 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いました。
①施設部：人間系 B 棟の改修工事
②附属図書館：「次世代学習スペース整備検討タスクフォース」への参加
③施設部：春日エリア福利厚生棟のトイレ改修工事
④施設部：「筑波大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）検討 WG」への参加
⑤施設部：人間系 A 棟の改修工事
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８．就職・キャリア支援
（１） キャリア支援イベント
ア） 「CAREER×DISABILITY～仕事と障害をつなぐ場～」
昨年度に続き 2 回目となる企画を［東京大学］障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事
業(PHED)、障害学生の就労移行に関する専門部会（SIG-ET）との共催により、7 月 22 日（月）
に開催しました。有志の学生コアメンバーとともに準備を進め、当日は企業 5 社、学生 10 名（他大
学生を含む）が参加し、アットホームな雰囲気で開催されました。参加学生からは、「雇用主の方々
と直接話すことができてよかった」「多様な障害者雇用の取り組みを知ることができた」という声が
あり、将来のキャリアを考えるよい機会となりました。参加企業の担当者からは、「障害のある学生
の率直な興味や不安に触れることができた」「障害のある方が各々の特性・能力を生かせる職業人
生を歩めるように選択肢を広げていくことは、社会全体に意義深いことだと思った」などの感想をい
ただきました。

イ） 「キャリアツアー」
仕事現場の見学、および障害学生と企業との意見交換を目的として、11 月 28 日（木）に都内のホ
テルにてキャリアツアーを開催しました。本企画は、7 月に開催した「CAREER×DISABILITY～仕
事と障害をつなぐ場～」に参加していただいた企業 1 社からの提案により実施に至りました。当日は、
4 名の学生（うち 1 名は他大学）が参加しました。館内を見学したり、障害者雇用の現状や展望につ
いてうかがったりした後、個別にホテルの仕事や働くにあたって必要な支援について自由な意見交換
をする場も設けました。参加学生からは、「接客だけでなく、企画や開発の仕事にも携われることを知
った」「介助がないと就業が困難という話をした際、会社専属ヘルパーという柔軟な反応があり、直接
自分が考えていることを話せる場があってよかった」などという声が聞かれました。ホテルの方からは、
「企業側が柔軟に対応する考えを持つことで働くことへの希望が生まれ、障害がある方と率直な意見
交換を進めることで仕事に前向きな考えを抱いてもらえると感じた」という感想をいただきました。
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ウ） 「学生と OBOG との交流会（ホームカミングデー）」
卒業・修了生のホームカミングデーを兼ねて 1 月 25 日(土)に開催し、障害種を問わず在学生
11 名、OBOG5 名の計 16 名が参加しました。4 名の学生がインターンシップ体験報告や就職活
動体験報告を行った後、大学生活全般や就職活動、就職後について、OBOG の方への質問が飛
び交いました。大学時代に身につけておいた方がいいこととしては、相手に理解してもらうために自
分のことをうまく伝えること、すなわち他者とのコミュニケーションの大切さが挙げられていました。
参加者からは、「就活に対して真剣に取り組んでいる様子で、お互いに刺激を与え合えた」「障害者
手帳の社会人になってからのメリット・デメリットなどを聞けた」「在学生が良い就活をするための動
機づけになったと思う」などの感想がありました。

エ） 「障害者雇用に関する Web 説明会」
障害学生のキャリア・就職支援の一環として、またオンライン型を導入することによって参加学生
の負担を減らすことができるかを検証することを目的として、都内にある企業と Web ビデオ通信シ
ステム（Zoom）接続し、1 月 30 日（木）に Web 説明会を開催しました。参加学生は 4 名、企業側
の担当者は 3 名でした。企業紹介、障害のある方の働き方紹介、障害のある社員 2 名の体験談を
聞いた後、質疑応答を行いました。参加学生へのアンケートの結果、「同じ障害種の先輩から話を
聞くことができた」「事前に質問事項を提出する形式だったため、その場で考えるより自身の知りた
い情報を得ることができた」という満足の声があった一方で、「障害者雇用のデメリットなどのネガテ
ィブな部分は、オンラインということもあり聞きにくかった」「個人的には Face to Face のほうがざ
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っくばらんに何でも言い合うことができるので、話しやすいと感じる」という声もありました。オンライ
ン型に対する反応はさまざまでしたが、オンライン型と対面型の双方の効果を最大限生かす可能性
があることの示唆を得ることができました。
オ） 「就職活動準備講座」
民間の就労移行支援機関から講師をお招きし、キャリアサポート分野との連携のもと、2 月 18 日
（火）に講座を開催しました。参加学生は発達障害あるいはその傾向がある学生 10 名でした。本講
座は、業務として「オフィスレイアウト」「データリサーチ」という二つを体験することを通して、得意な
こと、無理なくできることを学生自ら整理したり、困ったときに周囲の人に相談したりすることができ
るようになることを目的としていました。昨年度までは 2 日間開催とし、働くにあたっての心構えを
作るような時間も設定していましたが、今年度は 1 日開催とし、業務体験を中心とするプログラムに
変更しました。学生からは、「30 分を目安として作業を小分けにすると成果を出しやすいことに気づ
いた」「時間配分が難しかった」「完璧じゃなくても自分のアイディアを形にするなど、自分にもできる
ことがあると思った」などの気づきが挙がっていました。
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（２） キャリア広報誌
平成 30 年度に作成した障害学生のキャリア支援のための「雇用主様向け」「受験生・新入生向け」
広報誌を活用しました。
【雇用主様向け】
障害者雇用に取り組んでいる、もしくは取り組もうとしている企業等に対して、障害学生が多様な
領域で活躍していることを PR し、障害学生のアルバイトやインターンシップ先、就職先となる企業・
職種を開拓していくこと、企業等に就職支援体制を理解していただき、採用活動時や就職後の連携
を円滑化することを目的としています。
【受験生・新入生向け】
受験生や新入生に、就職支援体制や社会で活躍する障害学生 OBOG の様子を伝え、入学後の
就職活動や卒業後を見据えたキャリア形成の一助とすることを目的としています。

上：雇用主様向け

下：受験生・新入生向け
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（３） 障害学生 OBOG ネットワーク
就職活動やキャリア形成に関して障害学生が本学 OBOG と直接連絡を取り、相談が出来る体制
の構築を目指し、平成 30 年度に立ち上げました。ネットワークの目的に賛同し、協力の意思を示して
くださった OBOG の勤務先や障害、連絡先等といった紙媒体の情報を DAC センターにて管理し、
希望する学生に窓口で提示しています。令和 2 年 2 月現在、21 名の OBOG が登録しています。
（４） 令和元年度卒業生・修了生の進路
就職課との連携により、障害学生の就職・進学情報を整理しました。令和元年度卒業生・修了生
（令和 2 年 3 月卒業・修了）の進路は、以下の通りです。
令和元年度 卒業・修了生進路状況
【学群】
企業

教員

公務員

独法等

研修医

その他

進学

1名

0名

1名

0名

0名

2名

6名

企業

教員

公務員

独法等

研修医

その他

進学

0名

2名

0名

3名

0名

0名

2名

【大学院】
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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
DAC センターでは、大規模災害発生時に障害学生等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、講義やワークショップを通じて学ぶことを目的として、11 月 15 日（金）に「障害学生等
支援防災ワーク」を実施しました。この防災ワークには、体育・芸術エリアの教職員を中心に、全学の
教職員、学生を含め 49 名の参加がありました。
防災ワークでは、はじめに災害時の障害学生の避難手順についての基本的な対応と、視覚、聴覚、
運動、発達の障害種別ごとの対応ポイントについて、アクセシビリティの専門教員から説明を行いま
した。その後、本学の卒業生で、東京消防庁に勤務する車いすユーザーでもある原市紘奈氏より防
災ワークの重要性や東日本大震災での避難の様子についてお話いただきました。また、原市氏には、
講話のほかワークショップを実施していただきました。ワークショップでは、災害時の障害学生に関
する事例にもとづいて、自分だったらどのような行動をとるか二つの選択肢から選び、参加者同士
で意見を交換しました。また、全体でも意見を共有し、それぞれの選択肢の良い点や問題点につい
て解説していただきました。最後に、原市氏から、「日頃から防災について考えたり訓練をしたりする
ことで、いざという時の選択肢が増える。だからこそ日頃の備えが大切である」ことを伝えていただ
きました。
実施後のアンケートでは、講話に対して「ご自身の被災体験から防災ワークの重要性に非常に説
得力がありました」、「ご本人の体験をもとに具体的な話を聞けて良かった」という声がありました。
ワークショップに対しては「ワークを通じて自分がどう判断するか考えるきっかけとなった」、「障害学
生が災害時どのようなことに困るか、どのような対応をしたらよいか理解できた」という感想もいた
だき、防災を“ジブンゴト”として考える時間となりました。また、災害は予期せず起こるため、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りました。 避難・誘導方法については、アク
セシビリティにおいて「障害学生の避難誘導ガイド（平成 30 年度更新）」を作成しています。
（https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/wp/wp-content/uploads/bousai-guide2018-1.pdf）

障害学生の避難誘導の説明

ワークショップの様子
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（２） 全学防災訓練時における障害学生誘導支援システムの運用
アクセシビリティでは、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」
を導入しました（「令和元年度年次報告書 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、誘導支援システムサインを １１ 月 １５ 日（金）の全学防災訓練時に使用しまし
た。なお、電子掲示板システムは、設置場所の耐震工事に伴い、令和元年度は運用に至っておりませ
ん。
【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ました。

災害発生中

避難指示
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確認せよ！

１０．学内での理解・啓発活動
（１） Diversity Awareness Week 2019 開催
ダイバーシティ（多様性）を受け入れる共生キャンパスを目指して開催している「Diversity
Awareness Week」の関連イベントにおいて、DAC センターの紹介ポスターを掲示しました。

ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの紹介ポスター

（２） 駐輪マナー向上キャンペーンの実施
春学期（5 月 28～30 日）と秋学期（10 月 8 日）に、DAC センターの教職員に加えて、ピア・チュ
ーター、そしてボランティア学生の協力により、「駐輪マナー向上キャンペーン」を実施しました。障害
学生の通行頻度が高く駐輪スペース以外の駐輪が目立つ第二および第三エリア周辺を中心に、通
行の妨げとなっている自転車の整理をしながら、通行者に駐輪マナー向上を呼びかけました。
今年度は、第二、第三エリアの食堂近辺の駐輪場に加えて、中央図書館周辺の駐輪場や大学会
館前スロープ付近で、自転車の駐輪や通行マナーの呼びかけも行いました。本来は駐輪スペース
ではない建物出入り口に近い場所に置かれている自転車が目立ち、点字ブロック上や歩行スペー
スにまで大きくはみ出している自転車も多くみられました。点字ブロック上の駐輪は、視覚障害学生
の歩行に危険をもたらし、道幅が狭くなることで、移動にスペースが必要な運動障害学生の進路を
妨害します。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に駐輪する。以上 2 点について、今後も継続的に呼びか
けを行います。
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駐輪マナー向上の呼びかけの様子

（３） 障害学生支援に関する配布物
学群・学類の新入生に向けて、障害学生支援についてまとめたリーフレットを配布しました。また、
発達特性のある学生を対象としたアセスメントやサービスについてまとめたリーフレットを新規作成
しました。

障害学生支援に関するリーフレット
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発達特性のある学生へのアセスメント案内

発達特性のある学生への各種サービス案内

（４） 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」「学生便覧」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ました。

『筑波大学入学案内（p.128-129）』

『学生便覧（p.29）』
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（５） 全学 FD/SD 研修の開催（支援技術）
2020 年 2 月 19 日（水）に「障害のある学生に役立つ支援技術の体験型ワークショップ〜身体障
害から発達・精神障害、障害のない人を含む全ての学生のエンパワメントへ〜」というテーマのもと、
FD/SD 研修会を開催しました。参加者は、学内外の大学教職員合わせて 37 名でした。
はじめに、筑波大学 DAC センター長五十嵐教授から本テーマについての説明があり、その後、
佐々木准教授が体験型ワークショップとして支援技術（アシスティブ・テクノロジー：AT）についての
研修会を実施しました。障害学生のニーズに基づいたさまざまな支援について、実際の AT を用いた
支援やコンテンツを紹介しました。また、講師からの紹介の後に各グループで実際の支援機器の体験、
および、ディスカッションを行ってもらいました。今後、障害のある学生に対する合理的配慮の提供お
よび学生の社会参加や自立に向けて、AT の積極的活用が高等教育に有用であることについて紹介
しました。

FD／SD 研修会広報リーフレット

51

１１．研究活動
（１） 令和元年度実施研究事業等一覧
ア） 科学研究費補助金による研究の推進（２年目/４年）基盤研究（A）（2018～2021 年度）
研究課題名：大学における合理的配慮と支援モデルの最適化に基づくニューロダイバーシテ
ィの実現
2019 年度交付額（直接経費）：\9,000,000
2019 年度実績：8 月と 2 月に研究分担者間でミーティングを実施し、各研究計画について、研
究分担者と協力のもと、研究を進めた。
イ） 文部科学省機能強化経費(機能強化促進分)(１年目/３年：2019〜2021 年度)
事業名：多様な学生のパフォーマンス最大化に向けた心理教育的アセスメント機能の実装
2019 年度事業実施経費総額（確定分）：\15,530,000
2019 年度実績：「困り感」ベースの包括的スクリーニング「学生生活の困りごと／強み調査」によ
り抽出された高支援ニーズ学生に加えて、保健管理センターからの紹介や DAC センターのホー
ムページをみて来談した学生等、計 69 名に対して、個別の心理・教育的アセスメントを実施した。
アセスメント結果を踏まえて、高支援ニーズ学生に対する修学支援体制も構築し、一人ひとりの
学生に適した自助スキル・ツールをコーチングするとともに、支援機器の貸出も行った。さらに、次
年度の新入生を主な対象に DAC センターのアセスメント機能を周知する「アセスメント広報チラ
シ」も作成した。
ウ） 株式会社エンカレッジとの共同研究（１年目／２年：2019〜2020 年度）
研究課題名：ダイバーシティ・キャリア支援に関する研究
研究経費総額：\500,000
2019 年度実績：自己理解サポートアプリ「マイメモ」を活用した大学から就労への接続に向けて、
システム改修を行うとともに、他大学へのトライアル説明会を実施した。
エ） 独立行政法人日本学生支援機構プロジェクト研究事業（１年目／１年：2019 年度）
事業名：障害のある学生への修学支援における学生本人による効果評価に関する調査研究
2019 年度事業実施経費総額:\1,600,000
2019 年度実績：令和 2 年１〜2 月において、全国の大学に所属する障害のある学生を対象に、
学生本人を評価者とする合理的配慮等の支援の有効性に関する調査研究を実施した。
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（２） 令和元年度文部科学省機能強化経費（アセスメント）報告書
文部科学省機能強化経費 令和元年度〜令和 3 年度
「多様な学生のパフォーマンス最大化に向けた心理教育的アセスメント機能の実装
－潜在的な発達障害学生を含む全ての学生への高度な修学支援体制の構築－」
令和元年度報告書
１．令和元年度実施計画
（１） 全学生に対する包括的スクリーニングの実施体制の実装
修学状況の包括的スクリーニングを目的として発達障害学生支援（RADD）プロジェクトで行って
いる実践・研究事業「学生生活の困りごと調査」を各学群・研究科に在籍する学群生および大学院生
を対象に実施いたします。加えて、令和元年度からは、自分自身の認知特性、とりわけ、得意なことに
関する気づきを促すことを目的とした「学生生活の困りごと／強み調査」を実施し、「困り感」をベース
とした包括的なスクリーニングの実施体制を整えていきます。なお、実施する学群・研究科は実践・研
究事業として行われる「学生生活の困りごと／強み調査」の趣旨に賛同する教育組織のみとします。
「学生生活の困りごと／強み調査」の趣旨に賛同しない教育組織においても、DAC センターに個別
依頼があり、個別の心理・教育的アセスメントの必要性ありと DAC センターで判断された場合には、
可能な限り個別の心理・教育的アセスメントの対応を行うこととします。
（２） 高支援ニーズ学生に対する個別的アセスメントの実施体制の実装
「学生生活の困りごと調査」あるいは「学生生活の困りごと／強み調査」により抽出された高い支援
ニーズを有する学生に対して、発達障害傾向・知的能力・社会生活適応度を客観的に評価する個別
の心理・教育的アセスメントを実施する体制を整えていきます。個別の心理・教育的アセスメントに必
要な専門資格を有する専任アセッサー2 名を配置し、約 100 名の高支援ニーズ学生への個別的ア
セスメントを実施いたします。
フィードバック面談後は、（1）Learning Support Book で掲載される自助スキル・ツールの中か
ら有効と考えられるものを紹介、（2）必要に応じて DAC センターで保有する支援機器等の貸出、（3）
医学的診断を希望する場合には学内外の医療機関（精神科等）を紹介、（4）発達障害の傾向が示唆
され、教育上の配慮の必要性がある場合は配慮依頼文書の発行と教育組織との調整、（5）専門的な
学修サポートが必要と判断された場合には、DAC センター教職員によるスタディスキル・サポート
（個別面談）を実施します。
（３） アセスメント結果から円滑な教育・学習支援体制の実装
個別の心理・教育的アセスメントの結果を元に、高支援ニーズ学生に対する円滑な教育・学習支援
体制を構築します。まず、詳細に評価された発達特性に基づき、より学生に適した自助スキル・ツール
をコーチングするとともに、DAC センターで保管する高価な支援機器の貸出も行います。発達障害
の可能性が強く認められた学生においては、学内外の医療・福祉機関と連携するとともに、教育上で
の配慮・支援が必要な場合は教育組織へのコンサルテーションを行います。さらに、専門的な学習サ
ポートが必要と判断された場合は DAC センターでスタディスキル・サポートを提供します。
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（４） 発達特性に関するデータ解析による新たな教育方略やアセスメント法の開発
上記の全学規模で収集された学生の発達特性に関するデータやノウハウを基盤として、多様な学
生の学習支援に有効な教育法やアセスメント法を新たに開発する研究を進めます。具体的には，１）
フィードバックシート作成の業務効率化を目的とした「テンプレート式」報告書の試行的実施、２）個別
の心理・教育的アセスメントの簡易実施に関する検討、３）アセッサー養成プログラムの開発を念頭に
置いたアセスメントバッテリーの検討を進めることを目的とします。
２．実施状況
（１） プロジェクト運営全体
本プロジェクトの事業内容を円滑に遂行するため、2019 年 4 月より中島範子氏（常勤）、中野泰
伺氏（非常勤）、末吉彩香氏（非常勤）を研究員として採用しました。また、本プロジェクト関係の事務
業務を円滑に遂行するため、神山和子氏を事務補佐員として採用しました。2019 年 8 月には中野
泰伺氏を常勤研究員とし、常勤職員（アセッサー）2 名体制で事業を推進しました。
本プロジェクトの学術界への成果報告の一環として、2019 年 11 月 9 日に開催された第 28 回日
本 LD 学会自主企画シンポジウム「筑波大学における発達障害の可能性のある学生への支援－発達
特性のアセスメントから多層的な修学支援の取り組み－」において、本プロジェクトの実施スタッフで
ある佐々木銀河氏、中野泰伺氏、中島範子氏が本プロジェクトの実践内容について話題提供を行い
ました。その中で、筑波大学におけるアセスメント機能、教育的支援と合理的配慮を両輪とした多層
的修学支援の取り組み、発達障害学生支援の実践のエビデンス構築、支援実践を支える専門職の
育成や体制整備、全国への普及・展開に向けた現状と課題を共有し、今後の展望について議論を行
いました。
（２） 全学生に対する包括的スクリーニングの実施体制の実装
修学状況の包括的スクリーニングおよび自分自身の認知特性、とりわけ、得意なことに関する気づ
きを促すことを目的として、「学生生活の困りごと／強み調査」を各学群・研究科に在籍する学群生お
よび大学院生 1468 名を対象に実施しました。発達障害と関連する「大学生の強み」について因子分
析を行い、『問題解決能力』、『高活動性』、『一貫性』、『記憶』、『論理的思考』などの５つの強みが抽
出された。学生生活の困りごとと強みの関連についても分析を行い、『対人関係』や『注意・記憶』に関
する困りごとの低い学生では、自身の強みについて肯定的な評価が比較的多い傾向にあり、困りご
とと強みに一定の関連が見られることが示されました。
「学生生活の困りごと／強み調査」の結果については、希望する学生に対して個別フィードバック
するとともに、教職員に開示可とした学生については教育組織にも結果伝達を行う予定です。
（３） 高支援ニーズ学生に対する個別の心理・教育的アセスメントの実施体制の実装
昨年度、設置した「筑波大学版発達障害関連アセスメント／支援プロセス」におけるアセスメント機
能を試行的に実施し、今年度は、69 名を対象に個別の心理・教育的アセスメントを実施しました。
Table1 および Fig.1 に、過去 2 年における個別の心理・教育的アセスメント希望学生数およびアセ
スメント利用経緯を示しました。
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これらの結果から、アセスメント希望学生数は増加傾向にあること、学内における DAC センターの
役割が周知されつつあることが確認されました。また、次年度の新入生を対象とした個別の心理・教
育的アセスメントに関するパンフレットの作成を外部機関に委託し、計 3000 部作成しました。このこ
とを踏まえても、アセスメント希望の学生は次年度以降さらに増加していく可能性が示唆され、DAC
センターにおけるアセスメント体制の認知度の高まりとともに、アセスメントを実施できる体制を恒常
的に整えていくことが今後の課題であると考えられました。
（４） アセスメント結果から円滑な教育・学習支援体制の実装
（２）および（３）の結果、2019 年 3 月時点で 40 名であった DAC センターの修学支援を利用す
る発達障害の診断または傾向のある学生（以下、利用学生）が、2019 年 12 月時点で 83 名と約 2
Table 2

過去5年間における利用学生数（左）および過去2年間における相談実績のべ数（右）

年度

2015

2016

2017

2018

2019

利用学生（名）

36

29

30

40

83

年度

2018
2019

アセスメントおよび
スタディスキル・コーチング（件）

570
610

※2020年1月31日時点
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倍に増加した。Table 2 および Fig.2 に、過去 5 年間における利用学生の推移および過去 2 年間
における相談実績のべ数を示しました。
これらの結果から、利用学生数や相談実績のべ数が年々増加していることが確認されました。今
後、日本の大学において「困り感」をベースとしたアセスメント機能を実装することは、発達障害の有
無にかかわらず、修学上に困難のある学生に対する円滑な教育・学習支援体制として機能すること
が示唆されました。また、アセスメントおよびスタディスキル・サポートを恒常的に行える修学支援体
制を整えることが必要である可能性も考えられました。
過去 2 年間における支援機器の貸出数、配慮依頼文書の発行数、教育組織との連携数および令
和元年度における DAC センター主催のグループ活動への参加者数を Table 3 および Fig.3 に示
しました。
Table 3 過去2年間における修学支援関連実績数（左）および今年度におけるグループ活動参加学生のべ数（右）
年度

支援機器の貸出数

配慮依頼文書の発行数

教育組織等との連携数

活動

学生数（名）

2018

21

20

27

エンパワメントグループ

35

2019

18

29

39

当事者グループ

29

※2020年1月31日時点

これらの結果から、支援機器に対するニーズが継続的に一定程度認められることが確認され、支
援機器を量的ならびに質的により充実させていく必要性が示唆されました。また、先述したように、利
用学生数の増加に関連し、配慮依頼文書の発行や教育組織との連携数も増加しました。この傾向は
今後も続くことか予想され、DAC センターの修学支援体制を恒常的に整えていくことが今後の課題
として挙げられました。
あわせて、グループ活動を通した修学上の困り感への支援に関する研究について「高等教育と障
害」に論文が採択され、グループ活動が障害の有無に関わらず学生同士が修学上の悩みの共有や
解決方法を提案し合う互恵的な関係の形成に寄与し，合理的配慮の範囲に含まれないインフォーマ
ルな支援を提供する手段として機能した可能性が示されました。
このように、多様な学生のニーズに応える教育・学習支援体制の実装にあたって、今年度の相談実
数や支援機器の貸し出し体制を恒常的に維持・発展させていくためには、安定的な人員や予算の確
保が課題として挙げられました。
（５） 発達特性に関するデータ解析による新たな教育方略やアセスメント法の開発
令和 2 年 3 月 29 日に開催された The 10th International Conference on Special
Education in South-East Asia Region において、本プロジェクト実施スタッフの中野が、本プ
ロジェクトのアセスメント機能の現状と課題について報告を行いました。そこで、フィードバックの業
務効率化を目的とした「テンプレート式」フィードバックシートの試行的に実施することにより、1 名あ
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たりのアセスメント結果分析および報告書の作成に要する時間が 25%短縮したこと、個別の心理・
教育的アセスメントの簡易実施に関する検討を通して、昨年度までに個別の心理・教育的アセスメン
トに要していた時間が 33%短縮したことが報告されました。あわせて、通例的なアセスメント実施に
対して、簡易的に実施した場合においても、アセスメント希望者の認知特性を把握できることが確認
されました。今後は、今回確認されたアセスメント実施所要時間および結果分析、報告書作成時間の
短縮が定常的なものであるのか否かについて、実践を通して検討していくことが課題として挙げられ
ました。
また、個別の心理教育的アセスメントおよび修学支援の実施を通して、高等教育機関におけるアセ
スメントを担当するものが身につけるべき発達障害学生の現状と課題、アセスメントツールに関する
知識等についての章立てを行い、アセッサー養成プログラムの開発に向けて試行的な検討を行いま
した。今後は、章立ての妥当性および追加で作成すべき項目等について本格的に検討を行っていく
とともに、筑波大学におけるアセスメント体制が他大学においても実践可能なのかについて検討して
いく必要性が課題として挙げられました。
３．成果報告（研究実績）
（１） 著書：


佐々木銀河（2019）発達障害とダイバーシティ．IDE 現代の高等教育．614．53－57．

（２） 学術論文：


青木真純・佐々木銀河・真名瀬陽平・五味洋一・中島範子・岡崎慎治・竹田一則（2019）ノートを
取ることが困難な大学生に対するノートの取り方の方略変容を目指した事例的検討．LD 研究．
28(1)．133－143．



佐々木銀河・岡崎慎治・野呂文行・竹田一則（2019）筑波大学発達障害学生支援（RADD）プ
ロジェクトの取組―階層的支援モデルによる修学支援―．LD 研究，28，419－425．



末吉彩香・佐々木銀河・竹田一則（印刷中）発達障害学生における小集団エンパワメントグルー
プによる修学上の困り感への支援―発達障害のある学生と障害のない学生によるグループ活
動の試行的取組―．高等教育と障害，2．



末吉彩香・柘植雅義（印刷中）自閉スペクトラム症傾向のある学生に対する就業体験における振
り返りの面談の実態調査－就労支援者へのインタビュー調査を通して－．障害科学研究，44．

（３） 学会発表：


青木真純・佐々木銀河・中島範子・岡崎慎治・竹田一則（2019）ADHD, ASD のある学生に対
する自記式での質問紙による認知特性評価の試み―CAS2:Rating Scale を用いた検討―．
全国高等教育障害学生支援協議会第 5 回大会発表抄録集，122．



佐々木銀河・青木真純・末吉彩香・松田奈々恵・竹田一則（2019）発達障害学生支援に関する
筑波大学教育関係共同利用拠点の取組．全国高等教育障害学生支援協議会第 5 回大会発表
抄録集，123．



末吉彩香・佐々木銀河・中島範子・松田奈々恵・中野泰伺・竹田一則（2019）発達障害学生を
含む学生グループ活動の取組―障害名の開示／非開示による影響の検討―，全国高等教育障
害学生支援協議会第 5 回大会発表抄録集，124．
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末富真弓・佐々木銀河（2019）発達障害のある大学生等を対象とした自己理解促進ツールの
効果検証．全国高等教育障害学生支援協議会第 5 回大会発表抄録集，124．



中島範子・佐々木銀河・竹田一則（2019）AT を用いた発達障害学生支援の取り組み事例．全
国高等教育障害学生支援協議会第 5 回大会発表抄録集，125．



前田真理子・中島範子・末富真弓・青木真純・佐々木銀河（2019）「発達障害学生の修学・キャ
リア支援と学生の主訴・支援内容に関する実証的研究．全国高等教育障害学生支援協議会第
5 回大会発表抄録集，125．



松田奈々恵・佐々木銀河・青木真純・中島範子・末吉彩香・中野泰伺・竹田一則（2019）発達障
害学生を想定した仮想事例動画教材の制作と活用．全国高等教育障害学生支援協議会第 5
回大会発表抄録集，126．



Sasaki, G., Sueyoshi, A., Aoki, M., Suetomi, M., Nakashima, N., Takeda, K.
(2019) Reasonable accommodation for developmental disabilities project in
a Japanese university. Association on Higher Education And Disability
(AHEAD) 42nd Annual Conference.



末吉彩香・柘植雅義（2019）自閉スペクトラム症傾向のある学生に対する就労体験後の振り返
りの実態―支援者へのインタビュー調査から―，日本特殊教育学会第 57 回大会．



佐々木銀河（企画者・話題提供）・竹田一則（司会者）・松田奈々恵（話題提供）・末吉彩香（話題
提供）・高橋桐子（指定討論）・舩越高樹（指定討論）（2019）教職員が「わかる」発達障害学生支
援の体験型研修と展開．日本特殊教育学会第 57 回大会．



Sasaki, G. (2019) Research and practice regarding support for college
student in the “Gray Zone” with developmental disabilities. 2019 Tsukuba
Conference N13S.



末吉彩香（企画者・話題提供）・松本美樹（司会）・藤恭子（話題提供）・樫木啓二（話題提供）・窪
貴志（指定討論）（2019）『発達障害学生白書』から考える、発達障害学生の就職活動-学内支
援，学外支援の輪にどのようにつながっていくか-．日本 LD 学会第 28 回大会．



佐々木銀河（企画者・司会）・中野泰伺（話題提供）・中島範子（話題提供）・望月直人（指定討
論）・高橋知音（指定討論）（2019）筑波大学における発達障害の可能性のある学生への支援―
発達特性のアセスメントから多層的な修学支援の取り組み―．日本 LD 学会第 28 回大会．



佐々木銀河・中島範子・高橋知音・岡崎慎治・竹田一則（2019）大学生・大学院生における発達
障害関連支援ニーズの傾向：学生種別・学部・学年間の差異の検討．日本 LD 学会第 28 回大
会．



Nakano, Y., Nakashima, N., Waki, T., Sueyoshi, A., Matsuta, N., Okazaki,
S., Takeda, K., & Sasaki, G.（2020）Current status and issues of assessment
system in Japanese University－Practice from University of Tsukuba. The

10th International Conference on Special Education in South-East Asia
Region
（４） その他：


竹田一則（2019）第 50 回 ニューロダイバーシティ．F.I.N.的新語辞典．
https://fin.miraiteiban.jp/neurodiversity/
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４．次年度の計画
（１） 全学生に対する包括的スクリーニングの実施体制の実装
今年度に引き続き、「学生生活の困りごと／強み調査」を各学群・研究科に在籍する学群生および
大学院生に実施します。特に、授業に参加する受講生を対象として調査を実施し、調査結果に基づく
授業改善に向けた試行的研究を進める予定です。また、（２）個別的アセスメントのデータ等を用いて、
本調査の信頼性・妥当性検証に着手する予定です。加えて、開発を進めている「学生生活の困りごと
／強み調査フィードバックシステム」を改良し、試行運用を進める予定です。その他、学生生活の困り
ごとと支援機器・技術の有効性予測に関する調査を実施する予定です。
（２） 高支援ニーズ学生に対する個別的アセスメントの実施体制の実装
次年度は、新入生を対象にアセスメントに関するパンフレットを頒布し、今年度を上回る約 100 名
の高支援ニーズ学生に対する個別的アセスメントを行うことを目標とします。また、個別的アセスメン
ト実施体制やフィードバックに対する満足度・改善点等について学生に評価を依頼し、効率的・効果
的な実施体制およびフィードバック方法について検討を行っていきます。あわせて、個別的アセスメ
ントを受ける前後で、高支援ニーズ学生が、どのように変化したのかについての検討も行う予定です。
具体的には、アセスメント結果のフィードバックを受けて、①どのような行動の変化があったか、②ど
のような気持ちの変化があったか、③アセスメント結果を日常生活にどのように活かせるかについて、
面談や自記式の質問紙による効果評価を行います。
（３） アセスメント結果から円滑な教育・学習支援体制の実装
教育・学習支援体制を受ける前後で、高支援ニーズ学生の日常生活における「困り感」や行動、自
分自身に対する認識がどのように変化したのかについて検討を行います。具体的には、利用学生に
対して、①「困りごと／強み調査」への回答を依頼し、修学支援前後での比較検討、②スタディスキ
ル・コーチング、支援機器の貸出、配慮依頼文書の発行、グループ活動のうち、どの修学支援が役に
立ったのか、③役に立った修学支援のうち、どのような点が有用だと感じたのかについて、面談や自
記式の質問紙による効果評価を行っていく予定です。利用学生の意見を踏まえて、修学支援の充実
を図り、利用学生数を約 130 名とすることを目標とします。
（４） 発達特性に関するデータ解析による新たな教育方略やアセスメント法の開発
本 プ ロ ジ ェ ク ト の 個 別 的 ア セ ス メン ト 体 制 の 現 状 と 課 題 につ い て 、 “Journal of special

education research”に投稿し、本プロジェクトの取り組みを公表することを通して、他大学にお
ける個別的アセスメント実施体制の可能性と課題について、検討を進めていく予定です。同様に、
2020 年 10 月 10 日から 11 日にかけて開催される日本 LD 学会第 29 回大会において、フィード
バックの業務効率化を目的とした「テンプレート式」フィードバックシートおよび個別の心理・教育的ア
セスメントの簡易実施に関する研究報告を行い、フィードバックシステムのさらなる発展と社会実装
に向けた課題を検討していきます。さらに、アセッサー養成プログラムの開発に向けて、章立ておよび
項目を確定させ、一部の項目について、文章作成を開始する予定です。
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１２．広報・渉外活動
（１） ウェブサイトにおける情報発信
DAC センターで実施した各種イベント等につきまして、障害学生支援 NEWS として筑波大学
公式ウェブサイトおよび DAC センター（アクセシビリティ）ウェブサイトに掲載しました。


障害者雇用に関する Web 説明会開催（2020 年 3 月 9 日）



2019 年度「学生と OBOG との交流会（ホームカミングデー）」開催（2020 年 1 月 29 日）



【参加者募集】第 12 回筑波大学 FD/SD 研修会（2020 年 1 月 23 日）



2019 年度秋学期 聴覚障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 12 月 23 日）



2019 年度秋学期 運動・内部障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 12 月 12 日）



パレスホテル キャリアツアーを実施（2019 年 12 月 9 日）



令和元年度 障害学生等支援防災ワークを実施（2019 年 11 月 21 日）



2019 年度秋学期 視覚障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 11 月 12 日）



【11/15(金)14 時】全学防災訓練「障害学生等支援防災ワーク」の実施について（2019 年
11 月 1 日）



障害学生向け卒業生リストのご案内（2019 年 10 月 24 日）



2019 年第 2 回駐輪マナー向上キャンペーンの実施（2019 年 10 月 17 日）



【参加者募集】ソーシャル・ニューロダイバーシティ科学の実践・研究（2019 年 9 月 20 日）



「CAREER×DISABILITY～仕事と障害をつなぐ場～」開催（2019 年 8 月 8 日）



大学院共通科目「脳の多様性とセルフマネジメント」開講のお知らせ（2019 年 8 月 8 日）



令和元年度第 1 回障害学生支援懇談会を開催しました(7/24)（2019 年 7 月 29 日）



筑波大学附属視覚特別支援学校高等部 キャンパス体験を実施(7/12)（2019 年 7 月 29
日）



【募集】発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座のお知らせ（2019 年 7 月 29 日）



関東鉄道株式会社 土浦営業所訪問（2019 年 7 月 23 日）



台北教育大学からの訪問団が本学を視察（2019 年 7 月 18 日）



2019 年度春学期 発達障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 7 月 8 日）



【参加企業決定＆申し込み期限延長】「CAREER×DISABILITY～仕事と障害をつなぐ場



～」の開催について（2019 年 7 月 3 日）



茨城県立水戸聾学校中学部見学会の実施（6/21)（2019 年 7 月 1 日）



2019 年度春学期 視覚障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 6 月 19 日）



附属聴覚特別支援学校高等部 3 年生見学会の実施（2019 年 6 月 10 日）



2019 年度第 1 回駐輪マナー向上キャンペーンの実施（2019 年 6 月 6 日）



2019 年度第 1 回運動･内部障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 6 月 5 日）



2019 年度第 1 回聴覚障害学生支援チーム養成講座開催（2019 年 5 月 29 日）



2019 年度 LS（Library Support）チーム養成講座開催（2019 年 5 月 22 日）



「アクセシビリティリーダー特論」特別講義のお知らせ（2019 年 5 月 15 日）
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障害者スポーツボランティア実践講座開講のお知らせ（2019 年 4 月 22 日）



平成 31 年度新入障害学生ガイダンス開催（2019 年 4 月 8 日）
発達障害学生支援（RADD）プロジェクトに関する情報を周知するために、RADD プロジェクト

に関するウェブサイトを開設しました。
https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/

（２） Facebook、Twitter における情報発信 （２０２０年２月２５日時点）
ア） Facebook
①投稿件数…53 件
②フォロワー推移
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③投稿のリーチ順位（最低１回は投稿を見た人の数）
11 月 17 日：Facebook アルバムで発達障害啓発マンガを公開（７６３７リーチ）
8 月 6 日：発達障害のある高校生向け大学生 1 日体験講座関連（冬）（３５２１リーチ）
12 月 27 日：発達障害のある高校生向け大学生 1 日体験講座関連（夏）（２８７５リーチ）
7 月 4 日：障害学生と企業の交流会（２８７１リーチ）
9 月 20 日：筑波会議 2019（２５２５リーチ）
4 月 5 日：発達障害啓発マンガ開始（２３５４リーチ）
5 月 16 日：アクセシビリティリーダー特論（２１０４リーチ）
イ） Twitter
①投稿件数…118 件
②累積フォロワー推移

③リツイート順位
【１】発達障害啓発マンガ関連
※延べ 34,031 件のいいね！（投稿 1 回あたり平均 1,620 件）
【２】筑波会議 2019
【３】発達障害のある高校生向け大学生 1 日体験講座
（３） 発達障害啓発マンガの刊行
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、発達障害啓発マンガ
「ヒトはそれを『発達障害』と名づけました」を作成・公開しました。
https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/manga/
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発達障害啓発マンガ

発達障害啓発マンガについては、Web サイト、Facebook、Twitter のそれぞれにおいて
情報発信を行いました。2020 年 1 月時点で発達障害啓発マンガに関連する投稿について、
Facebook では 7,273 名にリーチし、Twitter の関連投稿には延べ 34,031 件のいいね！
（全 21 回の関連投稿中、投稿 1 回あたり平均 1,620 件）を得ており、社会的に高い反応を得
ました。
（４） 各種取材への対応
障害学生支援に関連して、下記の３件の取材対応を行いました。


2019 年 12 月 9 日：筑波大学新聞「発達障害 漫画で支援広める 筑波大学 DAC センタ
ー SNS で理解促す」

https://www.tsukuba.ac.jp/public/newspaper/pdf-pr/353.pdf


2020 年 1 月 21 日：読売新聞（茨城県版）「発達障害の体験漫画に 特性動物キャラで紹介
描いた筑波大職員「理解のきっかけに」」

https://www.yomiuri.co.jp/local/ibaraki/news/20200121-OYTNT50032/


2020 年 2 月 11 日：毎日新聞（東京朝刊）「障害のある学生、支援拡充 「差別解消法」施行
4 年」

https://mainichi.jp/articles/20200211/ddm/013/100/033000c


2020 年 3 月 22 日：朝日新聞（新潟県版）「発達障害などに悩む学生 新潟大サポートルー
ム」

https://www.asahi.com/articles/ASN3P75CVN3CUOHB01N.html
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１３． 他機関との連携・他大学等への支援実績
（１） アクセシビリティ専門部会委員学外業務
日付
4月1日
〜
（通年）

氏名
佐々木

主催者／場所
東京大学先端科学技
術研究センター

名称
東京大学「障害と高等教育に
関するプラットフォーム形成
事業（PHED）」
SIG-Accessibility 座長
紛争の防止・解決等事例集

4月1日
〜
（通年）
4月1日
〜
（通年）
4月1日
〜
（通年）
4月1日
〜
（通年）
4月1日
〜
（通年）
4 月 20 日

佐々木

独立行政法人日本学
生支援機構

佐々木

5 月 18 日

佐々木

5 月 19 日

大村

協力者

全国高等教育障害学
生支援協議会

大会実行委員会

委員

佐々木

一般社団法人サステ
イナブル・サポート

就職困難学生キャリア支援プ
ログラム普及研究会

研究員

五十嵐

大学教育イノベーショ
ン日本

大学教育イノベーション日本

幹事

青木

独立行政法人日本学
生支援機構

独立行政法人日本学生支援
機構

研究員

佐々木

所沢市こどもと福祉
の未来館（埼玉）
大妻女子大学多摩キ
ャンパス（東京）
[東京大学]障害と高
等教育に関するプラ
ットフォーム形成事業
／東京大学駒場キャ
ンパス

発達障害シンポジウム 2019

講師

第 37 回学生相談学会ワー
クショップ 8
SIG-SUMMIT

講師
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種別
委員

委員

6月2日
〜9 日

6 月 11 日
6 月 15 日
6 月 26 日
6 月 28 日
〜30 日

五十嵐・
竹田・野
呂・宮内・
佐々木・
末吉
青木
中島・中
野
佐々木

7月1日

竹田・大
村・末富・
中島・
脇・末吉・
松田・青
木・佐々
木
佐々木

7月3日

佐々木

7月9日
〜13 日

佐々木

7 月 17 日

佐々木

7 月 17 日

藤原

7 月 28 日

佐々木

7 月 31 日

佐々木

8月1日

佐々木

8 月 4 日〜
8日

大村

米国の大学における障害学
生支援の実地調査

見学

全国キャリア教育・就職ガイ
ダンス
第 5 回 発達障害に理解のあ
る学校・企業合同説明会
大学マネジメント講義１

講師

全国高等教育障害学生支援
協議会第５回大会

参加・研究発
表

筑波大学東京キャン
パス（東京）
筑波大学東京キャン
パス（東京）
Association on
Higher Education
And Disability /
Westin Boston
Waterfront（アメリ
カ・マサチューセッツ
州）
星槎大学（神奈川）

大学マネジメント講義２

講師

大学マネジメント講義３

講師

Association on Higher
Education And
Disability (AHEAD)
42th annual
conference

参加・研究発
表

星槎大学全学 FD 研修

講師

関東鉄道バス土浦営
業所
東京大学先端科学技
術研究センター

関東鉄道バス訪問

情報交換

障害学生支援専門研修 CBI
「高等教育における手話通訳
支援」
発達障害学生支援のための
意見交換会
清和大学 SD 研修会

講師

講師

DO-IT

企画協力

Syracuse
University /Ohio
State University
（アメリカ・ニューヨー
ク州／オハイオ州）
独立行政法人日本学
生支援機構
Kaien/TKP 品川カ
ンファレンスセンター
筑波大学東京キャン
パス（東京）
国立オリンピック記念
青少年総合センター
（東京）

ユニオンビル（神奈
川）
清和大学（千葉）
DO-IT／東京大学駒
場キャンパス
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参加・情報交
換
講師

講師

8 月 22 日
～23 日

藤原

8 月 23 日

末吉・松
田・佐々
木
佐々木

8 月 29 日
9 月５日

大村・野
口・藤原

9 月 12 日

野呂・
佐々木
佐々木

9 月 13 日
9 月 17 日～
18 日

中島

9 月 19 日

脇

9 月 21 日～
23 日
9 月 26 日

中島・末
吉・松田
佐々木

10 月 6 日

竹田

10 月 25 日

佐々木

10 月 31 日
10 月 31 日

脇・佐々
木
大村

11 月 1 日

脇

11 月 7 日～
8日

岡野

独立行政法人日本
学生支援機構/国立
オリンピック記念青
少年総合センター
富山大学（富山）

愛媛大学城北キャン
パス（愛媛）
[東京大学]障害と
高等教育に関するプ
ラットフォーム形成
事業／東京大学駒
場キャンパス
山形大学小白川キャ
ンパス（山形）
山形大学小白川キャ
ンパス（山形）
独立行政法人日本
学生支援機構/国立
オリンピック記念青
少年総合センター
西武文理大学
日本特殊教育学会/
広島大学
中部大学春日井キャ
ンパス（愛知）
IDE 大学協会九州
支部・九州大学
/TKP ガーデンシテ
ィ福岡渡辺通
Busico.銀座（東
京）
芝浦工業大学芝浦
キャンパス（東京）
[東京大学]障害と
高等教育に関するプ
ラットフォーム形成
事業／東京大学駒
場キャンパス
拓殖大学
大阪国際会議場（大
阪）
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障害学生支援実務者育成
研修会（基礎プログラム）

参加

発達障害のある生徒の大
学体験プログラム「チャレン
ジカレッジ 8th」
SPOD フォーラム プログラ
ム 2902D
SIG-AT へのケース相談
重度障害学生の修学・生活
にかかわる支援について

見学

山形大学障がい学生支援
センター研修会
東北地区障がい学生支援
実務者研修会
令和元年度障害学生支援
実務者育成研修会（応用プ
ログラム）
西武文理大学障害学生支
援教職員研修
日本特殊教育学会第 57
回大会
中部大学職員ゼミナール

講師
見学

講師
講師
参加

講師
参加・研究発表
講師

令和元年度 IDE 大学セミ
ナー

講師

IT・技術系学生向けダイバ
ーシティプロジェクト第 1 回
企画会議
大学教育イノベーション日
本第 4 回総会・フォーラム
SIG-CSW

参加

拓殖大学商学部・政経学部
FD ワークショップ
第 64 回日本聴覚医学会
総会・学術講演会

出席
委員

講師
参加

11 月 10 日

パシフィコ横浜（神
奈川）

日本 LD 学会第 28 回大会

参加・研究発
表

[東京大学]障害と
高等教育に関するプ
ラットフォーム形成
事業／東京大学駒
場キャンパス
創英大学

SIG-CSW ウェビナー

委員

神奈川県内大学教務連絡協
議会 FD/SD 研修
視覚障害学生支援のための
研修会
新潟国際情報大学 FD 研修
会
千葉工業大学全学教職員研
修
キャリアツアー

講師

11 月 21 日

中島・中
野・佐々
木
大村

11 月 22 日

脇

11 月 25 日

野口

筑波技術大学

11 月 27 日

竹田

11 月 27 日

脇

新潟国際情報大学/
新潟国際情報大学
千葉工業大学

11 月 28 日

末富・藤
原・岡野
野口

11 月 30 日
～12 月 1 日
12 月 6 日～
12 月 7 日
12 月 9 日

野口
末富・
佐々木

12 月 10 日

中島

12 月 15 日

大村

パレスホテル東京
六本木ヒルズ
東京医科大学
明治安田生命保険
相互会社 本社ホー
ル（東京）
独立行政法人日本
学生支援機構/東京
国際交流館プラザ平
成
[東京大学]障害と
高等教育に関するプ
ラットフォーム形成
事業／東京大学駒
場キャンパス
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第 12 回日本運動器疼痛学
会参加
第 26 回日本行動医学会参
加
一般社団法人企業アクセシビ
リティ・コンソーシアム（ACE）
フォーラム
令和元年度障害学生支援実
務者育成研修会（応用プログ
ラム）
SIG-SUMMIT

参加・情報交
換
講師
講師
情報交換・見
学・企画協力
参加・情報交
換
参加・情報交
換
参加

参加

委員

1月9日

宮内

オハイオ州立大学
East Asian
Studies Center
東京大学（東京）

1 月 24 日

岡野

1 月 31 日～
2月2日
2 月 13 日

中島
佐々木

2 月 20 日

佐々木

2 月 21 日

佐々木

2 月 27 日

佐々木

3月6日

竹田

3月7日

脇

CTI ジャパン/大崎
CN ビル
神奈川大学横浜キャ
ンパス（神奈川）
日本大学生産工学部
津田沼キャンパス（千
葉）
早稲田大学戸山キャ
ンパス（東京）
関東学院大学金沢八
景キャンパス（神奈
川）
独立行政法人日本学
生支援機構/グランド
ヒル市ヶ谷
名城大学

3月9日

脇

共立女子大学

3 月 15 日

佐々木

3 月 27 日

竹田

一般社団法人サステ
イナブル・サポート
独立行政法人日本学
生支援機構/キャンパ
ス・イノベーションセン
ター（CIC 東京）

レクチャーシリーズ：
Disability and Japan（英
語）
聴覚障害学生のための音声
認識アプリ活用に関する情報
交換
コーアクティブ・コーチング基
礎コース
神奈川大学横浜キャンパス
FD 研修
助講会フォーラム

講師

ダイバーシティ就活イベント

企画協力

合理的配慮に関する研修会

講師

学生生活支援事業に関する
推進会議

参加

2020 大学教育改革フォーラ
ム in 東海
共立女子大学学生相談室教
育相談員連絡会研修
キャリア支援プログラム実践
報告会
令和元年度障害学生支援委
員会

講師

見学

参加
講師
講師

講師
講師
参加

（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 22 件に対し、対応を行いました。
(https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shien_network/index.ht
ml）
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（３） 障害学生支援に関する訪問・見学者対応
令和元年度アクセシビリティ訪問・見学者対応実績
日付

機関名

5 月 31 日

東京都立産業技術高
等 専 門 学 校
（
TMCIT
）
高専品 川キャンパス
管理課
筑波大学附属聴覚特
別支援学校

6月5日

訪問者内訳

備考

課長、教務学生係長、他１名

障害学生支援体制の説明

高等部 3 年生 22 名、引率教
員 5 名、ＰＴＡ見学希望者 13
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

6 月 21 日

茨城県立水戸聾学校
中学部

中学部 1 年生～3 年生 14
名、引率教員 8 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

6 月 26 日

厚生労働省障害福祉
課

職員 4 名

障害学生支援体制の説明
施設・設備見学

7月2日

星槎大学

教職員 2 名、他 1 名

障害学生支援体制の説明
施設見学

7月9日

台北教育大学

教職員 27 名

障害学生支援体制の説明
施設・設備見学

7 月 12 日

附属視覚特別支援学
校

高等部 2 年生 16 名、引率教
員7名

施設・設備見学

7 月 24 日

日本学生支援機構
JASSO 学生生活部

部長、課長、他 3 名

プロジェクト研究について
の相談

8 月 22 日

茨城県立玉造工業高
等学校

一般 1 名

施設・設備見学

成蹊大学教務部

課長、他 1 名

障害学生支援体制につい
ての意見交換

9月3日
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9月4日

法政大学 学生センタ
ー

部長、次長、他 5 名

障害学生支援体制につ
いての相談
（発達・精神障害中心）

9 月 24 日

10 月 7 日

筑波大学履修証明プ
ロ
グ
ラ
ム
「大学マネジメント人
材養成プログラム」
椙山女学園

筑波大学准教授、大正大学
理事長特別補佐、履修証明
プログラム受講者および修了
者 16 名
課長、他 4 名

12 月 2 日

長岡技術科学大学

職員 3 名

12 月 12 日

九州大 学キャンパス
ライフ・健康支援セン
タ
ー
インクルージョン支援
推進室
札幌学院大学人文学
部人間科学科

教員 1 名

アクセシビリティ・ダイバー
シティ・キャリアサポー
トの説明
施設見学
アクセシビリティ・ダイバー
シティ・キャリアサポー
トの説明
障害学生支援体制につ
いての相談
施設見学
障害学生の支援及び障害
者理解教育について
の相談
（発達障害中心）
障害学生支援体制の説明
施 設 ・ 設 備 見 学
研究打ち合わせ

12 月 16 日

教授 2 名

障害学生支援体制の説明
（発達障害中心）

1 月 28 日

京都市立東山総合支
援学校

教職員 3 名

障害学生支援体制の説明
施 設 ・ 設 備 見 学
（発達障害中心）

2 月 12 日

福岡教育大学

教授 1 名

発達障害学生支援体制
の説明
施設・設備見学
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（４） 高大連携
ア） 附属学校等見学対応
附属特別支援学校の筑波大学キャンパス体験を受け入れました。
6 月 5 日（水）には、附属聴覚特別支援学校高等部 3 年生 22 名を対象として、筑波大学での障
害学生支援の説明、学内施設の見学、障害学生との交流などを行いました。
7 月 12 日（金）には、附属視覚特別支援学校 2 年生 16 名を対象として、大教室でのミニ講義、
附属図書館、支援準備室、学食の体験や、障害学生支援の説明と質疑応答を行いました。
イ） 発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座
筑波大学令和元年度社会貢献プロジェクトの支援のもと、茨城県教育委員会・つくば市の後援に
より実施され、夏：8 月 25 日（高校生 14 名と同伴者 17 名）、冬：2 月 8 日（高校生 7 名と同伴者
8 名）の 2 回実施し、計 46 名が参加しました。この講座では、発達障害のある高校生が夢をもって
大学進学を選択できるように、大学生・大学生活とは何かを理解すること、また、どんな大学に行っ
ても必要となる「自己理解」を促すことを目的としたアプリケーションの体験や特性研究を行いまし
た。
本講座の特徴として、参加された高校生１人に対して筑波大学の学生１人がメンターとして１日一
緒に行動することで、１日の中で参加された高校生から気になったこと・聞きたいことにすぐに答えら
れるようにしました。保護者の方は後方で様子を見ることができ、保護者の方にとっても現代の大学
生活を理解するきっかけになるようにしました。
講座は 10 時 00 分〜15 時 30 分までの間、1 コマ 50 分程度の枠組みで 1 時限目から 4 時限
目まで構成されました。
【1 時限目：模擬講義「発達障害と大学生活」】
発達障害のある大学 1 年生がどのような大学生活を送っているかを知るとともに、模擬講義を受
けながらノート・メモの取り方を学び、大学での履修計画を実際に立てる演習を行いました。
模擬講義の中では、発達障害のある学生が受験から入学、在学中に困ることや大学特有の仕組み
（学部選択、シラバス、履修、ゼミなど）を筑波大学の教員が講義形式で説明しました。模擬講義で
は実際にレジュメにメモを取る練習を行い、高校生が書いたメモに対して筑波大生メンターからアド
バイスをしたり、実際の大学生活についても情報提供しました。履修計画を立てる演習では、実際
の筑波大学の授業シラバスを用いて、１年次に取るべき授業の履修計画を考えました。用いる授業
の内容を幅広い専門科目にすることで、参加した高校生の興味・関心に沿った履修計画を立てる機
会となりました。
参加した高校生からは「大学生のような感じがした」「授業の形式や単位についてなど初めて知る
ことが多かった」、保護者の方からは「講義内で授業カリキュラムを作成するシミュレーションがイメ
ージで分かったので良かった」「大学生になった時の細かな対処法が今から知れて安心した」などの
感想がありました。
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模擬講義の様子

【2 時限目：筑波大生メンターによる大学生活の体験談（高校生）／大学での支援体制の説明（保
護者）】
模擬講義を受けた後で、実際の大学生がどんな生活を送っているのかを知り、直接話してみない
とわからない大学生のイメージを理解するために筑波大生メンターが大学生活の体験談を高校生
に伝えました。まず、発達障害のある卒業生をゲストとしてお招きして、入学のきっかけや大学生活
で困ったこと、大学入学前にできると良かったことなどをお話いただきました。その後、ペアになって
いる高校生とメンターがそれぞれ、入学までの勉強のことや大学の授業のこと・生活のこと・人間関
係のこと・将来のことなどを少人数で話す機会を設けました。参加した高校生からは素朴な疑問や
質問が出て、筑波大生からは大学生ならではのリアルな生活の様子について高校生と情報を共有
する機会となりました。
また、保護者の方を対象にして、筑波大学 DAC センターの障害学生支援担当スタッフによる、
入試での合理的配慮申請や大学での支援体制の説明を行いました。入試での合理的配慮申請に
ついてまだまだ情報が行き届いていない現状を伝えながら、どのような配慮を求められるのか、手
続きにあたり、どのようなことが必要なのかを保護者の方に伝える機会となりました。
参加した高校生からは「障害を持った人の生き方を知れた」「学校での困りごとを共有する機会
がなかったので新しい発見もできた」、保護者の方からは「受験時の合理的配慮についてもっと調
べたいと思った」「どのような支援があるのか分かってよかった」「保護者から離れたことで色々聞け
たことが子どもにとってよかったと思う」などの感想がありました。
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大学生活の体験談の様子

【学食体験・学内見学ツアー】
昼食も兼ねて、ペアになっている筑波大生メンターと一緒に筑波大学の学食でランチをしました。
学食ならではのメニューの選び方や自分の特性を踏まえた食事や環境の選び方など、大学生にな
ったつもりで体験する時間になりました。学食体験後には簡単な学内見学を行いました。

学内見学の様子
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【3 時限目：自分の特性を理解・共有するアプリの説明・体験】
午前中は大学生や大学生活を理解する目的のプログラムで、午後はどの大学でも求められる
「自己理解」をテーマに自分の特性を理解・共有するアプリケーションの説明・体験を行いました。特
に、自分の特性（得意・不得意）を整理する方法や不得意なことへの対処法のアイデアを知り、自分
の特性を他の人に伝えることについて考えることを目的としました。筑波大学で開発している自己
理解サポートアプリ「マイメモ」を活用して、参加した高校生自身が自分の得意なこと・苦手なことを
スマートフォン等から簡単に登録して整理する方法を伝えました。
【4 時限目：大学生になる自分の特性研究】
3 時限目に引き続き、自己理解サポートアプリ「マイメモ」を活用して、参加した高校生が得意な
こと・苦手なこと・苦手なことへの対処法を筑波大生メンターと一緒に考えました。特に、得意なこ
とが浮かびにくい際に、どうやったら得意なことを思い浮かべられるのかについて教員からヒント
を示しながら、それぞれの高校生が自分の特性を考える（研究する）場としました。苦手なことへの
対処法については、筑波大学 DAC センターで開発している支援情報配信サービス「Learning
Support Book」を活用して、発達障害のある方が実際に行っている工夫や対処法などを参照し
ながら、自分なりの対処法のアイデアを見つける時間になりました。
参加した高校生からは「全てのアプリが良いと思った。これがあると便利だと思うものばかりだっ
た」「自分のことを理解する良い機会だった。特性がどちらに転ぶのか自分次第で変わるということ
を学べた」、保護者の方からは「家で使ってみたい」「普段、自分を見つめ直すということがないので、
今日、自分の得意・不得意を考えるきっかけになった」などの感想がありました。

午後のアプリ体験の様子
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【講座全体を通して】
講座全体を通して、参加した高校生からは「話としてとても興味深かった。大学生の生活が分か
ったり、大学の研究についても良い話が聞けた。理解してくれる人がいることも分かった」、保護者
の方からは「大学入試にあたり、前もって必要な情報を得ることができた」「メンターさんとの相性が
よかったようで、とても楽しそうで大学生活や特性との共生について前向きに考えられたと思う」な
どの感想があり、非常に高い満足度となりました。
参加した筑波大生メンターにとっても「活発にコミュニケーションがとれた」「高校生と深い会話が
できてよかった」などの感想があり、現役の大学生にとっても高校生との交流で新たな経験をする
機会となりました。
（５） 交通機関との連携
7 月 17 日（水）に、関東鉄道株式会社土浦営業所へ、1 名の車いす利用学生、1 名の視覚障害
学生と数名の教職員で訪問し意見交換を行いました。
営業所では、実際のバスで乗降体験をした他、車体についても質問することができました。車い
す用の固定ベルトに種類があることや、整理券機の位置は右側に設置されていることが多いが車体
によって異なることなどを教えていただきました。
乗降体験のあとは、屋内に移動して意見交換を行いました。視覚障害学生からは、空席がある場
合には座った方が良いのか、車いす利用学生からは、たくさんの人がバスを待っている際にバス停
のどの辺りで待機すればよいかといった質問がありました。乗務員の方からは、障害学生がバスを
待つときや乗るときの留意事項についてアドバイスをいただきました。今回の訪問は、バスの利用に
関してお互いが意見交換できる貴重な機会となりました。

（６） 文部科学省教育関係共同利用拠点事業報告
ア） 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
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
とが示されています。また、2016 年 4 月より施行された障害者差別解消法に基づき、各大学では
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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
れています。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・共通的な内容です。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ます。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
られています。
筑波大学 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、「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ます。
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ます。
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ます。以下に
その詳細を示します。
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運営委員会委員一覧（2020 年 2 月 14 日時点）
氏

名

職 名

五十嵐 浩 也

山 口

香

所

属

センター長
（大学執行役員）

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（芸術系）

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）

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）

宮 内 久 絵

助 教

末 富 真 弓

ディレクター

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）
筑波大学人間系
筑波大学学生部就職課

2020 年 2 月 14 日（金）に、2019 年度教育関係共同利用拠点運営委員会を実施しました。また、
運営委員以外に連携団体のオブザーバーとして、東京大学「障害と高等教育に関するプラットフォー
ム形成事業（PHED）」より高橋桐子氏、京都大学「高等教育アクセシビリティプラットフォーム
（HEAP））より舩越高樹氏、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）より小越真一郎氏が参加し
ました。
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イ） 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いました。

（１）発達障害学生支援に関する他大学を対象とした FD/SD 研修会の開催について以下に示しま
す。全国の大学教員を対象として、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、発
達障害学生への授業や試験における合理的配慮や学生への学習・生活指導の好事例、発達障害の
可能性がある学生への個別の関わり方、発達障害学生に有効な支援技術やツール、テクニック等に
関するセミナー・研修等を行いました。今年度は、発達障害学生支援に関する各大学教職員等を対
象としたオンサイト型研修会を 7 回開催し、延べ 552 名（前年度 403 名）が参加しました。FD/SD
研修会では支援技術の体験やアセスメントの実技講習も含めた実践的内容を取り扱いました。
（２）発達障害学生支援に関する相談対応について示します。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ます。各大学等からの訪問相談に、支援実
践経験を有するスタッフが個別的に対応しました。また、Web による遠隔相談にも対応し、相談しや
すいネットワークを構築しました。今年度は、各大学等からの発達障害学生支援に関する訪問・見学
者対応 10 件（前年度 28 件）、電話・メール等での相談対応 13 件（前年度 9 件）を行いました。
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（３）発達障害学生支援に有効なデータベース構築と配信について示します。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す。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」を開発し、全国の大学等の教職員を対象に試験的配信を行いまし
た。今年度は全国 85 校（国立 23 校、公立 4 校、私立 55 校、高等専門学校 2 校、専門学校 1 校）
に LSB を配信しました。
（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について示します。 他大学から
の要請に応じて、本組織の教員による講師派遣を行っています。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 22 件（前年度 18 件）、延べ 783 名に研修を行いました。講演等の話題
提供のみならず、必要に応じて、演習形式や発達特性に関するアセスメントなど専門テーマ別の研修
を実施しました。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ました。
ウ） 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
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、発達障害啓発マンガ「ヒト
はそれを『発達障害』と名づけました」を作成・公開し、読売新聞、筑波大学新聞より取材を受けまし
た。
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Web サイト、Facebook、Twitter のそれぞれにおいて情報発信を行いました。2020 年 1 月時
点で発達障害啓発マンガに関連する投稿について、Facebook では 7,273 名にリーチし、Twitter
の関連投稿には延べ 34,031 件のいいね！（全 21 回の関連投稿中、投稿 1 回あたり平均 1,620
件）を得ており、社会的に高い反応を得ました。また、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開設しました。
https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/
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１４．令和元年度活動歴
平成 31 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
ダイバーシティ・アクセシビリティ担当教員の選出

令和元年
５月

ピア・チューター養成講座（聴覚）
駐輪マナー向上キャンペーン
障害者スポーツボランティア実践講座（春学期）

６月

第１回アクセシビリティ専門部会
ピア・チューター養成講座（運動・内部、視覚、発達）
筑波大学附属聴覚特別支援学校高等部からの訪問

７月

第１回障害学生支援懇談会
関東鉄道バス訪問
台北教育大学からの視察
障害学生と企業の交流会「CAREER✕DISABILITY〜仕事と障害
をつなぐ場〜」
筑波大学附属視覚特別支援学校キャンパス体験

８月

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
発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座（夏）

９月
１０月

ピア・チューター養成講座（手話通訳・聴覚障害）
駐輪マナー向上キャンペーン

１１月

ピア・チューター養成講座（視覚、発達）
LS（Library Support）チーム養成講座
全学防災訓練「障害学生等支援防災ワーク」
キャリアツアー（都内ホテル）

１２月

ピア・チューター養成講座（運動・内部）
推薦入試合格者の入学前相談・支援対応

令和 2 年
１月

障害者スポーツボランティア実践講座（秋学期）
学生と OBOG との交流会（ホームカミングデー）

２月

障害者スポーツボランティア実践講座（秋学期）
ピア・チューター養成講座（手話通訳）
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発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座（冬）
第 12 回全学 FD/SD 研修会（第２回障害学生支援懇談会）
「障害のある学生に役立つ支援技術の体験型ワークショップ」
第２回アクセシビリティ専門部会
就職活動準備講座
次年度新入生の入学前相談・支援対応
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．各種文書一覧
（１） 障害学生に対する期末試験についての依頼

【参考資料】
合理的配慮ハンドブック～障害のある学生を支援する教職員のために～
（https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/hand_book/index.html）
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.ht
ml）
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
(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.ht
m）
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（２） 相談申込書
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（３） 支援申請書
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