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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、

以下の三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、各研究群・学位プログラム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 

本学では、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、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月に制定しました。また、平

成２８年３月に筑波大学版「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 

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領・留意事項） 

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。 

その支援組織の一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、全学に公平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障害

学生支援チームでは、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､各研究群･学位プログラム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公平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 is the support team for students with disabilities, 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、

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）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。一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３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 ※障害の重複含む 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※２月２２日現在 
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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 

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。今年度は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、オンデマンド配信および資料送付による全学的な支援内容および共通科目

の履修に関するガイダンスと、オンラインによる共通科目の個別面談を実施しました。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）新入障害学生ガイダンス 

① 主  催：DAC センター 

② 日程・場所 ：３月２３日（火）よりオンデマンド配信および資料送付による全学的な支援

内容および共通科目の履修に関するガイダンスを実施 

４月１日（木）・２日（金）にオンラインによる共通科目の履修に関する個別

相談を実施  

③ 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） 

④ 内  容：全学的な支援内容に関するガイダンス（オンデマンド配信・資料送付） 

共通科目の履修に関するガイダンス（オンデマンド配信・資料送付） 

共通科目の履修に関する個別相談（オンライン）  

 

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、研究群学位プログラムリーダー等） 
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 

新型コロナウイルス拡大の影響を受け、昨年度同様にオンラインでの実施となりました。本学
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ホームページ「受験生のための筑波大学説明会（オープンキャンパス）」に障害のある参加者向

けの動画を作成の上掲載するとともに、希望者との個別相談を Web 上で実施しました。各学

類の説明会における概要説明や模擬授業などでは、教育組織と連携し、それぞれのニーズに

応じた支援（字幕付与、事前の資料送付等）を行いました。 

従来の「障害学生支援に関する説明会・相談コーナー」は Web 上で実施し、アクセシビリテ

ィ専門スタッフで相談に対応しました。相談は発達障害１名が希望しました。 

 

（３）式典における支援 

ア）令和３年度入学式 

４月５日（火）、大学会館講堂において、令和３年度筑波大学・大学院入学式が挙行されまし

た。聴覚障害学生のニーズにより、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。入学式の模様は、大学公式

Youtube によりライブ配信され、同画面に手話通訳を挿入しました。 

 

イ）令和３年度卒業式・学位記授与式 

３月２５日（金）、大学会館講堂において、令和３年度学群の卒業式並びに大学院学位記授与

式が挙行されました。聴覚障害学生のニーズにより、入学式と同様に、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。卒業式および修了式の模様は、大学公式 Youtube によりライブ配信され、同画面に手話

通訳を挿入しました。また、各教育組織の学位記交付式において、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いました。 
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（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 

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、変化するニーズに対応した支援を行っています。今年度の面談はオンラインと対面を併

用し、新入生には入学後に必要となる合理的配慮内容の整理、在学生にはオンライン下で行

われる研究・授業履修に関する相談を主に行いました。 

 

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 

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）グループの活動を行っています。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・論文等をテキストデータ化、

蓄積・提供する本サービスは、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。 

 コロナ禍における今年度は、図書館内で活動を行えるよう、DAC センター、附属図書館、

LS グループピア・チューターにて内容確認の上作成したマニュアルを用い、感染対策に留意

しつつ図書館にて作業を継続しました。今年度は昨年よりも、テキスト化に参加するピア・チ

ューターは増加したものの、テキスト化支援の依頼そのものが少ない状況でした。よって今
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後もコロナ下での活動が続く場合、同じくテキスト化支援を扱う視覚障害領域のピア・チュー

ターとともに、技術の維持・引き継ぎが課題となることが予想されます。 

 

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 

コロナ禍である今年度も、昨年度に引き続き、ピア・チューター活動や各種ミーティング

は、オンラインにて多く行われました。一方で、代筆や論文作成補助といった対面でのピア・

チューター活動も増加傾向にあり、視覚支援準備室の利用頻度は増加しています。そのた

め、従来通り対面での活動を行い、またピア・チューターや障害学生の交流の場としての機

能を回復すべく、視覚支援準備室の移転及び、物品の整理や清掃、使用環境の充実化を進

め、ピア・チューター活動に参加しやすくなるよう条件整備を行いました。 

 

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 

合理的配慮のためのアセスメント等実施、およびその結果に基づいた支援内容を検討し

（継続）、面談等により、オンラインで活用できる音声認識システムの貸し出しの有無につい

て、個々の支援ニーズと実情に即した支援を提供しました。また、情報支援を利用している

聴覚障害学生を集め、音声認識システム等の使用についての勉強会の実施、および情報支

援について意見交換を行いました。 

 

②オンライン講義における遠隔情報支援の検討と実践 

オンライン講義においては、captiOnline の導入により、遠隔情報支援が円滑に行われ

ました。 

また、今後の支援の方向性、可能性を検討するために音声認識を用いた遠隔情報支援を

試験的に実施し、誤認識修正を行うことで、支援が実施でき有効であることを確認しました。 

 

③学内手話通訳者養成カリキュラムの検討（新規） 

学生同士の勉強会による手話通訳者養成には限界があり、そのため、手話のみならず聴

覚障害についての理解を広げるとともに、手話通訳者の資格取得を促す方法として、来年度

開設予定の手話コミュニケーションⅠ・Ⅱの準備を行いました。 

 

ウ）運動・内部障害 

①ピア・チューター登録者（支援未経験者）の支援参加促進 

支援未経験者もより支援に参加しやすくなるような CAS（コーディネートアシストシステム）

の追加開発及び改修を行いました。これにより、これまで支援に参加したことがないピア・チ

ューターが支援に参画しやすくなることが期待されます。 

 

エ）発達障害  
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①DAC センターアセスメント機能の実装 

「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 

教育関係共同利用拠点の再認定に伴い、全国の大学教職員等を対象とした（１）多様な学

生支援に関する FD/SD 研修会・講師派遣、（２）多様な学生支援に関するコンサルテーショ

ン、（３）多様な学生支援に関する教材・データベースの展開、（４）カリキュラム開発・評価を

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 

２０２１年１１月と２０２２年３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）の実施 

LSB の有償配信を継続実施し、教職員が閲覧可能なトライアル版（無償版）は３７校、所属

学生も自由に閲覧できるフルサポート版（有償版）は７校より申し込みがありました。 

 

⑤発達障害学生支援に関する広報活動の充実 

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」のキャラクターが登場する活動報告（マンガ）

を作成・公開しました。また、アクセシブルスタディルームにおける取材を朝日新聞、毎日新

聞、日本経済新聞、茨城新聞、室蘭民報等より、本学の障害学生支援における取材を文化

放送より受けました。 

 

⑥発達領域ピア・チューター活動の充実 

発達障害領域のピア・チューター養成講座を開講し、今年度ピア・チューターを６名養成し

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、グループ活動の進行等について検討

を進めました。 

 

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 

常時介護を要するような重度の障害学生への支援に関わり、相談支援事業所を中心とした支

援ネットワークとの連携を図り、必要に応じて連絡調整を行いました。学内において身体介助が

必要であって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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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(PHED)」に協力し、SIG-

CSW の Quality Indicator の修正及び活用方法の検討を行いました。 

 

②大学在学中に利用できる福祉制度・サービスとの接続支援 

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。 

学外で医療（精神科通院、訪問看護、カウンセリング）及び福祉サービス（訪問介護、就労移行

支援）への接続を希望する学生に対して、医療サービスや福祉サービスに関する情報提供を行う

とともに、必要に応じて相談支援事業所、訪問看護ステーション等との接続支援及び利用開始後

の連絡調整を行いました。 

 

③地域の福祉行政・事業者等と連携したリソース確保 

相談支援事業所・訪問介護事業者と連携して、重度訪問介護従業者養成研修を受講した学生

ヘルパーの活用を図りました。 

 

（５）全学 FD/SD 研修会(障害学生支援懇談会)の実施 

障害学生、アクセシビリティ関係者、各教育組織の教職員等への理解啓発と情報提供を目的と

して、以下のテーマで令和４年１月に全学 FD/SD 研修会と兼ねて障害学生支援懇談会を実施し

ました。 

 

「高等教育における障害学生の就職・キャリア支援について考える」 

講師 大村美保（筑波大学人間系 助教） 

 
研修会では、障害者の労働・雇用のこれまでの取り組みと現状など全体像を紹介し、全体から

見た障害学生の位置付けと障害学生の就職・キャリア支援の課題について説明されました。 

 

（６）教育組織による支援 

【理工学群 数学類】 

ア)入試における配慮 

推薦入試において、入試課から、試験中にトイレ退出が多くなることが想定される受験生がい

るとの事前連絡があったため、できる限りの対応を行いました。具体的には、試験室をトイレに近

い場所にし、座席もトイレに近い出入口付近にし、面接の順番も変更しました。面接の順番に関し

ては、面接途中での退出が想定されたため、他の学生と接触しないような順番にしました。 

 

イ)新入生オリエンテーションにおける配慮 

聴覚障害を持つ学生と DAC センターから時間的制約の都合上、新入生オリエンテーションに
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先立って履修計画・時間割を作成しておきたいとの連絡を受けたため、数学類学務委員やオリエ

ンテーション委員の学生と連携して時間割作成に必要な資料を提供するなどの支援を行いました。 

 

ウ)授業等における支援 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響でフレッシュマンセミナーの実施形態が対面実施とオン

ライン実施で何度も変更があったため、クラス担任からも DAC センターの担当者やピア・チュー

ターとの連携を密にして、学生に不便がないように配慮を行いました。 

 

【理工学群 工学システム学類】 

・ 今年度４月以前よりオンライン授業によるストレス（テレビ会議や電子書籍に対する感覚的な

嫌悪感）で精神的に体調を崩していた発達障害のある学生に対して、DAC センターの協力

も得て約 1 年間の休学手続きを行いました。 

・ 線形代数の授業において、障害学生に対して期末試験の配慮を行いました。具体的には、試

験時間を１．５倍とした上で追試扱いとしました。 

 

【理工学群 社会工学類】 

在籍する１名の障害学生に対して、５月に DAC センター及び学類長、クラス担任、学生支援で

配慮について面談を行いました。心臓ペースメーカーをつけているので、過度な運動や電磁波の

出る機械を避ける必要があるとのことでした。他に特別な支援は行ってはおりませんが、５月時点

ではご本人も普段の生活で不都合はないとのことでした。 

 

【生命環境学群 生物資源学類】 

・ 卒業研究においてゼミにおける発表ができず、卒業研究の遂行に困難が生じていた学生に

ついて、卒業研究指導教員、学類長、保護者、保健管理センターのカウンセラー、DAC セン

ターのスタッフがミーティングを行い、問題点の共有と対策について話し合いを行いました。

DAC センターのスタッフや保健管理センターのカウンセラーによる学生のカウンセリングを

実施し、合理的配慮の必要性や、具体的な支援について明確にし、卒業研究の実施と成果

発表に至ることができました。 

・ 計画的に授業を受け単位を取得することが難しい障害のある学生について、DAC センター

の教員に定期的な対応をしていただき、学類長や担任、保護者との情報共有を行いました。

学類長や担任、保護者が、学生自身が抱える課題を知ることができたことで、学生への対応

方針を決めることができました。 

 

【生命環境学群 地球学類】 

３年次生１名の障害学生への配慮を春学期及び秋学期に行いました。当該学生からは昨年度

にも配慮の依頼があり、その配慮を継続しました。 
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【体育専門学群】 

ア）授業等における支援 

肢体不自由のある学生の専門実技・演習に関して、課題、用具、ルール、環境等へのアダプテッ

ドが当たり前のこととなるように工夫して実践しました。例えば、実技の授業に際して、実技内容に

応じた用具や補助具の作成を行い、肢体不自由のある学生だけでなく、教員や一緒に受講する

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。 

 

イ）トレーニング環境の整備 

パラスポーツにおける競技環境の整備として、車いす対応のトレッドミルへのアクセシビリティ

を高めることや競技用車いす、プロテクター等の整備を行いました。 

 

ウ）入学後の支援相談 

聴覚障害のある学生に対しオンライン相談を行い、入学後にどのような支援を希望するかを聴

取し、体育専門学群で実施可能な対応について検討しました。 

 

【医学群 医学類】 

昨年度から継続して支援を行っている学生についての報告です。クリニカルクラークシップ（病

院実習）において、左腕に疼痛があり自由に左腕を使うことができない学生に対して、学群長、学

類長、主治医らによる障害支援委員会を昨年度に立ち上げました。今年度は疼痛の程度に波が

あり、主治医などからの情報で悪化傾向にある際に３～４ヶ月に一度程度の割合で委員会を開催

しました。本人の承諾の元、各診療科でクリニカルクラークシップでの実習がスムースに行えるよ

う指導教員に情報提供し配慮を要請すると共に、実習中でも左腕のリハビリテーションに通う時

間の確保を依頼しました。また、疼痛と将来への不安から精神的に不安定になり、摂食障害の症

状が出ており精神科の主治医とも協力体制を構築しました。将来医師として働くにあたり、初期

研修先や診療科について本人の意思形成にアドバイスが必要と考え、総合臨床教育センターの

医師もメンバーに加え面談を行いました。来年度も継続して支援予定です。 

 

【医学群 看護学類】 

ア）授業等における支援 

看護学類専門導入科目「高齢者看護学概論」（オンデマンド型）において聴覚障害学生が一人

受講したため、支援を行いました。 

・ ピア・チューター４名を配置していただき、全員を manaba 上、TA として登録、授業動画コ

ンテンツについて、キャプション付与をしてもらいました。具体的には、初回は科目責任者が

キャプションを編集し、当該学生から評価をしてもらい、好評を得ました。 

・ 途中、当該学生の就職活動と期末試験のバッティングの可能性が生じました。期末テストの

対応はあらかじめ支援室を通して、受験注意事項を連絡し、当日は早めに会場で当該学生
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に筆談で内容を伝えました。毎回、授業は熱心に聴講され、出席カード内容も学習成果の高

いものであることを確認しました。結果として学習支援は効果的になされたと思います。 

 

【人文社会科学研究群 人文学学位プログラム】 

・ 哲学・思想サブプログラム：「学生生活困りごと調査」を秋学期中に実施しました。 

・ 言語学サブプログラム：肢体不自由の学生（電動車いすの学生）に対応するため、年度当初

に学生本人、DAC センター、大学院教務と打ち合わせを行い、学生本人の希望を確認した

上で支援室および研究群ほか関係部署と連携し、院生室の自動ドア、イーバックチェア（災

害・非常用階段避難車）、およびスイッチボット（スイッチのリモコン）を設置しました。 

 

【人間総合科学研究群 心理学学位プログラム】 

・ チャット機能の活用（ゼミ・研究指導）：発達障害のある学生に配慮し、発表や質疑応答、個

別面談にチャット機能を用いることで、常時、音声でのやり取りに代替して文字でのやり取り

を可能としました（音声での質問に対して、タイピングにより応答することも含む）。 

・ 個別面談環境の調整（研究指導）：発達障害のある学生に配慮し、部屋の明るさ、座席の配

置等、本人にとって最適な環境の設定方法を聞き取りし、論文指導時の環境調整を実施しま

した。 

・ 精神疾患・発達障害のある学生に対し、就労移行支援事業に勤務する会社員（かつ研究者）

との面談機会を設定し、就学後キャリアパスに関する相談、及び就学後得られうる支援につ

いての情報提供を行いました。 

 

【人間総合科学研究科 障害科学専攻・人間総合科学研究群 障害科学学位プログラム】 

・ 博士前期課程における発表会：聴覚障害学生 1 名に対し、情報支援を行いました。具体的に

は、中間発表会の質疑応答では、オンラインによるチャットおよびメールを用いた情報支援を

行いました。最終発表会の質疑応答では、音声認識（Teams）を併用した文字通訳による情

報支援と質疑応答の時間延長を行いました。 

・ 研究指導および相談：聴覚障害学生への指導や面談においては、学生の要望に応じて、音

声認識（学生の要望にあわせて UD トーク、Teams や Google の音声認識等、ロジャーペ

ンの使用）、あるいは、対面による面談等を実施しました。 

・ 講義：それぞれの学生のニーズにあわせ、オンデマンド動画に字幕を付与および、リアルオン

ラインなどの講義では文字通訳による情報支援、情報を補足する資料等の提供を行いまし

た。 

・ 視覚障害学生および運動障害学生に対しては、学生メールボックスの位置の配慮を行いま

した。 

・ 新入生の配慮確認：DAC センターの協力のもと、担任および指導教員を中心に、大学院教

務に関連する事務の方も交えて、個別に支援内容の調整・確認を行いました。 

・ 入学試験：博士前期課程一般入学試験において、学習障害（書字）のある受験生に対し，筆
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記試験時のパソコンによる答案の作成および別室受験を許可しました。 

・ 大学院説明会においては、事前に配慮要望を確認し、配布資料の事前提供および文字通訳

の配置を行いました。 

 

【人間総合科学研究群 リハビリテーション科学学位プログラム】 

ア)入試における配慮 

前期課程の入試において、以下の対応を行いました。 

・ 車椅子使用者への高さ調節机の使用を認めました。 

・ 視覚障害受験者へのパソコンによる出題、解答、補助具持ち込みを認めました。 

 

【人間総合科学研究群 医学学位プログラム】 

次年度医学学位プログラムへ入学予定の、聴覚障害を持つ学生の個別相談会に参加しました。

相談会へは、当該の学生、医学学位プログラムスタッフ、医学医療エリア支援室スタッフ、DAC

センタースタッフが参加しました。まずは参加者の自己紹介と本学における障害学生への支援の

概要説明があり、そのうえで入学後の支援に関する具体的な要望や体制の確認がなされました。

関係者間での懸念事項を事前に持ち寄ることで、ニーズとサービスのよりよいマッチングを得る

プロセスであったと思います。 

 

【人間総合科学研究群 芸術学学位プログラム】 

ア)入試における配慮 

聴覚障害のある受験生に対し、注意事項等を口頭と文章によって伝え、口述試験時間を約１.２

倍としました。また、口述試験・採点委員は口元が見えるマスクを着用し、ゆっくりはっきり話すよ

う気にかけ、質疑応答を行いました。 

 

【人間総合科学研究科 フロンティア医科学専攻・人間総合科学研究群 フロンティア医科

学学位プログラム】 

特発性過眠症の学生に対し、主たる実験研究場所である動物実験施設内において、急な眠気

に備える休憩場所の設置・服薬及び飲水の特別な許可（通常は飲食厳禁）について対応しました。 

 

【人間総合科学研究科 体育学専攻・人間総合科学研究群 体育学学位プログラム】 

ア）トレーニング環境の整備 

学生からの要望で、パラスポーツ競技環境のアクセシビリティを高めることや、競技用車いす、

測定機器等の整備を行いました。 

 

イ）学修環境に関する相談 

視覚障害のある学生より、入学後の学修環境についての個別相談があり、先行事例をもとに

実施可能な対応について検討しました。 
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（７）DAC センターアセスメント機能 

近年、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が増えて

います。この課題に対応するため、DAC センターではアセスメント機能を設けています。このアセ

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特性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。 

新型コロナウイルスの影響を受け、昨年度に引き続き、今年度も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 WEB 調査にて実施し、２０２２年１月〜２月に

かけて約３００名の学生から回答を得ました。また、DAC センターのホームページをみてアセスメ

ントを希望した学生を中心に、今年度は約１１５名の学生に対して、個別の心理・教育的アセスメン

トを実施しました。 

アセスメント機能は、文部科学省（機能強化経費「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－」）による支援を受けて実施しました。令和４年度からは「学生の多様な能

力アセスメント事業」として、引き続き修学支援体制を整備していく予定です。 

 

【DAC センターアセスメント機能の詳細】 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/developmental_disabilities/asses

sment/ 

 

（８）アクセシブルスタディルーム 

大学では発達障害のある学生が増加しており、なかでも、自閉スペクトラム症（ASD）のある学

生では感覚の過敏性のある学生も少なくありません。また、オンライン授業が行われるようになり、

発達障害に限らず、視覚や聴覚に関して疲労や過敏性を感じる学生もいます。なかには、感覚の

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/developmental_disabilities/assessment/
https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/developmental_disabilities/assessment/
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課題により、本人の知的能力に問題がなくても、学習困難になることもあります。ですが、教室な

どの大学の学習環境では、多数派（マジョリティ）に合わせた学習環境で設計されている場合も多

く、多様な感覚のある学生に対して個別にカスタマイズできるような環境設計の取り組みは行わ

れていませんでした。 

そこで、障害科学を専門とする筑波大学人間系と、デザインを専門とする筑波大学芸術系の教

員や学生と共同プロジェクトチームを2019年 12月に結成し、国内外で取り組まれているセンサ

リールームを参考にしながら、「個人の多様な感覚特性に応じてカスタマイズできる１人用学習・

休憩室」を考案しました。2021 年 7 月に、共同自習室と１人用学習・休憩室の２室で構成される

「アクセシブルスタディルーム（Accessible Study Room）」が完成しました。 

障害のある学生を中心に、個々の学生がそれぞれの好みや心地よさに合わせてカスタマイズし

ながら、自分にとって快適な感覚の環境を探し出し、自身の学習環境の構築に役立てられるよう

にしております。 

 

 

 

【アクセシブルスタディルームの詳細】 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/as-room/ 

 

 

アクセシブルスタディルームのチラシ 

 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/as-room/
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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となっています。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ます。

ピア・チューター養成講座は、授業化され単位が認定されます。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ます。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ます。 

 

（２）ピア・チューター養成講座の実施  
令和３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コースごとにそれぞれ実施

しました。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、オンラインと対面を併用した講座

となりました。令和３年度は７７名が受講し、そのうち４９名（６３.6％）がピア・チューター登録をし

ました。 

 
令和３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 

６月５日（土） 
６日（日） 

視覚コース
第 1 回 

パソコンを用いた基本的な支援の実習など 2 日間：11 時間★2 
(10：00～16:00)

★3 
５月２３日（日） 

３０日（日） 
聴覚コース
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 〃 

６月１２日（土） 
１３日（日） 

運動コース
第 1 回 

ニーズ予想、車いす体験、移動支援、ノートテ
イクの実習など 〃 

６月２６日（土） 
２７日（日） 

発達コース
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 〃 

５月２２日（土） 
６月１９日（土） 

LS コース
第 1 回 

資料電子化（校正・図表の説明）に関する講
義と実践演習 〃 

秋
学
期 

１０月２日（土） 
３日（日） 

視覚コース
第 2 回 

パソコンを用いた基本的な支援の実習など
★1 〃 

１０月１０日（日） 
１７日（日） 

聴覚コース
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★1 〃 

１２月４日（土） 
１１日（土） 

運動コース
第 2 回 

ニーズ予想、車いす体験、移動支援、ノートテ
イクの実習など★1 〃 

１１月２７日（土） 
２８日（日） 

発達コース
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★1 〃 

１１月１４日（日） 
１２月５日（日） 

LS コース
第 2 回 

資料電子化（校正・図表の説明）に関する講
義と実践演習★1 〃 

★注 1：各コース第 1 回と第 2 回の講座は同じ内容です。どちらか 1 回のみ受講できます。 

★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ります。 

★注 3：開始・終了時間は講座によって変わる可能性があります。 
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（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（各支援グループ別） 

・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。 

・（ ）内は令和２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。 

 

イ）学群・学類ピア・チューターの所属内訳 

 

支援グループ 
ピア・チューター 

登録者数（人） 

視覚グループ 59(69) 

聴覚グループ 79(93) 

運動グループ 69(81) 

発達グループ 35（38） 

LS グループ※ 58(80) 

専属（個別支援） 1(4) 

登録者数（延べ） 301(365) 

登録者数（実数） 176(203) 

学群・学類ピア・チューターの３割強

は、障害科学類の学生でした。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くなっ

ています。 

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

ています。 

看護学類・医療科学類の学生も多くピ

ア・チューターに登録しています。 

ほぼすべての学群にピア・チューター

が所属しています。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

ます。 



２４ 
 

(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 

令和３年度より証明書様式を「障害学生支援活動証明書」の１種類に統合しました。 

 

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

従事した者。 

 

ウ）発行手続き 

証明書は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 

令和３年度より証明書様式を「障害学生支援活動証明書」の１種類に統合 

 

 

 

 

 

 

※参考（Ｈ20～Ｒ２年度実績） 

年度 
ピア・チューター 

総数 

障害学生支援活動証明書 

対象者数 申請者数 発行者数 

R3 176 ５１ 20 20 

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 



２５ 
 

 

 

  

H29 224 83 16 16 24 6 6 

H30 257 66 14 13 31 11 11 

R1 250 76 28 28 46 22 22 

R2 203 40 13 10 17 12 11 
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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

点からの講義となりました。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

ました。R３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴いオンライン（オンデマンド型）による実施と

なり、１９１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） 

回 月 日 講 義 題 目 講義担当者 所  属 講  義  概  要 

１ 5月20日 
ダイバーシティ（多
様性）とは？ 

五十嵐浩也 DACセンター 
「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。 

２ 5月27日 
からだの多様性〜
身体障害〜 

藤原あや 人間系 
「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。 

３ 6月３日 
脳の多様性〜発達
障害〜 

佐々木銀河 人間系 
「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。 

４ 6月10日 多様性と公共政策 明石純一 人文社会系 

「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。 

５ 6月17日 
性の多様性〜LGB
T〜 

河野禎之 人間系 
「性の多様性」について講義を行うことで、LGBT+/
SOGIの基礎的知識や、当事者への支援の在り方等
について学習する。 

６ 6月24日 
Othering and 
Diversity（英語に
よる講義） 

James 
Morris 

人文社会系/CE
GLOC 

This class deals with various aspects of
 Othering. 

７ 7月1日 
ダイバーシティとテ
クノロジー 

鈴木健嗣 システム情報系 

「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。 

８ 7月8日 
企業とダイバーシテ
ィ 

伊藤義博 
電通ダイバーシ
ティラボ 

「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。 

９ 7月15日 
キャリア・働き方の
多様性 

末富真弓 
DACセンター/
学生部就職課 

「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。 

10 7月２９日 
ダイバーシティ推進
について 

河野禎之 人間系 
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。 



２７ 
 

イ）授業評価アンケート（春学期実施分） 

令和３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、１９１名の受講生のうち９１

名から回答がありました。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９７．８％、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」または「そう思う」との回答は

９７．８％であったことから、本科目を開設することの意義を確認できました。このほか、設問９「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９６.７％、

設問 10「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９７.８％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。 

 

 

 

授業評価アンケート集計結果（ダイバーシティ＆インクルージョン入門） 

 



２８ 
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（２）自由科目（特設）「障害学生支援技術」 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、オンラインと対面を併用した講座となりまし

た。全体オリエンテーションでは、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。また、ニーズ別の支援内容に関する講義では、視覚障害、聴覚障害、運動・内部障害、発達障

害等のニーズに関する実際の支援内容について解説しました。いずれも全受講生を対象にオンライン

（オンデマンド型）で実施しました。 

その後、受講生は、視覚コース、聴覚コース、運動・内部コース、発達コース、LS コースのいずれかを

選択し、コース別に講義・演習等を受講しました。視覚コースでは移動支援・印刷物のテキストデータ化

等、聴覚コースでは手書き要約筆記やパソコン要約筆記等、運動・内部コースでは移動支援・ノートテイ

ク等、発達コースでは情報配信サービスの作成・グループ活動等、LS コースでは図書館資料のテキスト

データ化の技術の習得を目指しました。 

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７７名で、このうち４９名

（63.6％）が受講後にピア・チューターとして活動しました。 

 

（３）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。R３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴いオンライン（オンデマンド

型・同時双方向型）による実施となり、３３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） 

回 月 日 講 義 題 目 講義担当者 所  属 講  義  概  要 

１ 4月8日 
障害者支援の理
念と背景 

竹田 一則 人間系 
「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。 

２ 4月15日 

障害者のアクセ
シビリティと支
援の流れ、支援
体制、制度 

藤原 あや 人間系 

「障害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。 

３ 4月22日 
視覚障害者の理
解と支援 

小林 秀之 人間系 
「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。 

４ 5月6日 
聴覚障害者の理
解と支援 

原島 恒夫 人間系 
「聴覚障害者の理解と支援」について講義を行うこ
とで、聴覚障害者の実態や、支援内容、支援方法、
評価等について学習する。 

５ 5月13日 
運動・内部障害
者の理解と支援 

名川 勝 人間系 
「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。 
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６ 5月20日 
発達障害者の理
解と支援 

岡崎 慎治 人間系 
「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。 

７ 5月27日 
障害のある人へ
の災害時支援 

藤原 あや 人間系 
「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。 

８ 6月3日 
障害のある人に
役立つ支援技術 

タキザワケイタ 
一般社団法人 
PLAYERS 

「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。 

９ 6月10日 
諸外国と日本に
おける支援の比
較と展開 

佐々木 銀河 人間系 

「諸外国と日本における支援の比較と展開」につい
て講義を行うことで、障害者を中心とした多様な背
景をもつ人々が共生することのできる社会につい
ての学習をする。 

10 6月17日 
アクセシビリティ
支援からユーザ
ビリティ向上へ 

野呂 文行 人間系 

障害のある人へのアクセシビリティ支援が、すでに
アクセス可能な人のユーザビリティ向上へとつな
がることを、実例を交えて講義する。講義を通じ
て、「障害」「アクセシビリティ」の意味を最後に整
理する。 

 

イ）授業評価アンケート 

令和３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、３３名の受講生のうち１５

名から回答がありました。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１００％、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」または「そう思う」との回答は１０

０％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。 

 

 

 

授業評価アンケート集計結果（アクセシビリティリーダー特論） 
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（４）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いました。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ました。また、社会で活躍する発達障害当事者を講師とし

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いました。 

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」を実施しました。凸凹アイデアソンでは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いました。合計で４

２名の学生が受講しました。 
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７．バリアフリー推進 

（1）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 

本学では、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。また、ＤＡＣセンターで改修を行いました。改修の要望や改修を行った箇所は、以下の通りとなり

ます。 

 

① 一の矢学生宿舎共用棟入り口付近点字ブロック 

 一の矢学生宿舎共用棟入り口に続く点字ブロックが一部破損しており改修の要望を行いまし

た。 

修繕前 修繕後 

 

 

 

② 雨水等用の側溝のふたの金網の間隔について 

学内の雨水等側溝の金網が広く、車いすを使用する学生が動けなくなる危険性があるため改修

の要望を行いました。 

修繕前 修繕後 
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③ 共同研究棟Ａ 玄関ホール入口の自動ドア化 

 車椅子利用者が玄関ホール入口の引戸から入館することが困難であるため改修の要望を行い

ました。 

④ 共同研究棟Ａ 段差解消 

 共同利用棟Ｄ棟と共同研究棟Ａ棟との間の通路に段差があり、車いすで移動する際に段差に

車輪が落ちて危険であるため改修の要望を行いました。 

⑤ 人間系学系 A 棟１０８室電源増設工事 

 人間系学系 A 棟１０８室は、視覚障害学生の障害学生支援・準備室として利用しています。改

修前は、コンセントの数が少なく不便であり、また配線が通行時の障壁となる可能性があったため

改修を行いました。 

⑥ 人間系学系棟 A 棟の人間系総合事務室におけるバリアフリー対応に関する要望書 

 人間系総合事務室（A２０６及び A２０７）の入り口付近に設置されているスロープの傾斜が大き

いため、改修に向けて要望を行いました。 

⑦ 人間系学系 A 棟１０７室内の光警報装置の増設 

 人間系学系 A 棟１０７室は聴覚障害学生の障害学生支援・準備室として使用しています。自習

等のために一人で利用することもあります。改修前にも二か所に光警報装置が設置されていた

が、さらに見えやすいよう改修を行いました。 

⑧ 図書館横（人文社会学系棟前）床タイル 

 図書館横（人文社会学系棟前）の床タイルが一部破損し、車いすを使用する学生が転倒する危

険性があるため改修の要望を行いました。 

 

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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（２）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 南地区歩道点字ブロックの補修について 

歩道点字ブロックの改修工事について、視覚障害学生の通行における安全確保のための工事に際

しての留意事項ついて助言を行いました。 

② 天の川沿い歩道の拡幅工事について 

天の川沿い歩道の拡幅工事について、視覚障害学生の通行における安全確保のための工事に際

しての留意事項ついて助言を行いました。 

 

（３）新バリアフリーマップの作成 

主に新入障害学生及び入学間もない学生を対象に、本年度より新しいバリアフリーマップの作成を行

っています。マップは自動ドアやスロープに関する情報を盛り込んだものと、誘導ブロック上の道順を言

葉で説明したものの二種類となっており、完成の後、筑波大学ホームページに掲載予定です。 
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８．就職・キャリア支援 

（１）キャリア支援イベント 

【障害学生と企業・自治体との交流会「CAREER×DISABILITY 2022」】 

学生企画チームメンバー３名と協働し、令和４年２月１８日（金）にオンライン開催しました。共催として、

［東京大学］障害と高等教育に関するプラットフォーム(PHED)にご協力いただきました。当日は学生４

名のプレゼン（自己PR等）、企業等の人事の方との交流タイムを企画し、学生２１名（他大学生を含む）、

企業等の方２０名が参加しました。 

参加学生へのアンケートでは、９割以上の学生が「非常に満足した」あるいは「満足した」と回答してお

り、「就職へのネガティブイメージがかなり軽減されました」「もっと自分の障害に向き合い、それを相手

にうまく伝えられるようにならなくてはいけないなと刺激を受けました」等の自由記述がみられました。参

加企業へのアンケートでは、障害学生に対する認識に変化があったかについて、７割の方が「はい」と回

答しており、「学生の素朴だけれども本質的な質問から、改めて私達の障害者採用の原点(あらゆる区

分を超える)を胸におきつつ、発展的に取り組みに繋げていきたい」等の自由記述がみられました。 

 

（２）キャリア広報誌 

学生あるいは企業等の方へ向けて、障害学生のキャリア支援のための広報誌を Web 公開していま

す。また、新入障害学生の個別相談時に印刷配布しました。 
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（３）障害学生 OBOG ネットワーク 

障害学生の就職活動やキャリア形成のため、卒業・修了時に賛同が得られた方に勤務先や障害名、

連絡先等に関する情報を登録していただいています。情報は DAC センターで管理し、希望する学生に

対して窓口で提示しました。今年度は４名の学生が新規登録し、令和４年３月現在、計３０名が登録して

います。 

また新たな試みとして、OBOG に現在の仕事や就活へのアドバイスなどを含めたメッセージを作成し

ていただき、これを見た学生からの感想や質問を共有する形での交流を計画しました。今年度は、視覚

障害のある OG１名へ原稿を依頼しました。 

 

（４）令和３年度卒業生・修了生の進路 

令和３年度卒業生・修了生（令和４年３月卒業・修了）の進路は、以下の通りです。 

【学群】 
企業 教員 公務員 独法等 研修医 その他 進学 

2 名 0 名 0 名 0 名 0 名 2 名 2 名 

【大学院】 
企業 教員 公務員 独法等 研修医 その他 進学 

2 名 1 名 1 名 0 名 0 名 2 名 0 名 

 

  



３７ 
 

９．緊急時に備えた支援 
（１）ニーズ別避難方法等の作成、ホームぺージ掲載 

以下、ホームページに掲載した内容になります。 

 

「災害時支援」 

（１）災害時避難手順 

大規模災害発生時に障害学生と避難誘導者双方が安全に避難するためには、日頃から役割と手順

を明確にしておくことが大切です。 

ア）地震発生時 

①危険物から離れる  

②急に飛び出さない 

③頭を守る 

 

イ）揺れがおさまったら 

授業担当教職員（＝避難誘導者）が、災害時における学生等の避難指示・誘導を行います。 

①指定の避難場所への誘導  

②残留者・負傷者確認 

※授業履修者に障害学生等で独力での避難が難しい学生がいる場合には、通常の避難指示・誘導

に加えて、以下の手順で行動してください。 

①屋外避難の際に情報支援や誘導などの支援が必要な学生の有無の確認 

②避難に支援が必要だが、近くに支援者がいない場合には、その場で配置 

 

（２）障害学生の各ニーズ別の困難さとその対応 

ア）見ることに困難を有する学生（視覚障害等） 

視覚情報の取得に困難さがあり、視覚による緊急事態の察知や被害状況（壁や塀の倒壊、 

道路の亀裂等）など周囲の状況を把握することが困難です。 

 

（必要とされる支援） 

避難の手順、避難経路、周囲の状況などについて適切に口

頭での情報を提供します。 

移動の際のガイドヘルプを必要とする場合、避難誘導をす

る際は、障害学生の斜め前に立ち、支援者の肘か肩を学生に

つかんでもらい歩きます。 

階段を下りる際は、手すりにつかまってもらいます。 

歩行速度に気をつけながら「どの方向に（前後左右）」に「ど

れだけ動くのか（何歩、何ｍ）」を伝え、また角を曲がる時や階

段の昇り降りの際も動く前と止まる時に声をかけて伝えます。方向感覚を保つことができるように、なる

べくまっすぐ歩いて誘導します。方向を示す時は、時計の針の位置で伝えると理解しやすいです。（例え

ば、時計の文字盤による方向は、右は 3 時、左は 9 時、正面は 12 時） 

文字情報があれば適切に口頭で伝えます。 
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支援者が一時的にその場を離れる際は、壁または柱の近くへ誘導します。 

 

イ）聞くことの困難を有する学生（聴覚障害・発達障害等） 

聴覚情報の取得に困難さがあり、音声による情報伝達が困難であり、避難警報や避難指示など、複

雑な情報理解の把握をすることが困難です。 

 

（必要とされる支援） 

避難誘導者からの説明や校内放送等の音声情報を、障害

学生に目に見える形で伝えます。 

情報を示す際に、学生の背後からではなく、前から提示す

るようにします。 

避難の手順、避難経路、周囲の状況などを、ゆっくりとした

発話（口の形を見て読み取ることが可能）、音声の文字化、筆

談、携帯やスマートフォンへのテキスト入力、板書、空書、手の

ひらに書く、身振り等を使用して的確に伝えます。 

避難本部など集合地点に筆談ボードなどを設置し、避難後

も的確に情報伝達を行います。 

 

ウ）移動することの困難を有する学生（視覚障害・運動障害等） 

緊急時に早急に逃げることや、避難場所までの誘導がないと避難することに困難さがあります。また、

エレベーターが停止すると他の階に移動することに困難さがあり、道路がひび割れていたり、がれき等

が落ちていると進むことができません。 

 

（必要とされる支援） 

移動の際のガイドヘルプと周囲の状況についての情報を適

切に口頭で伝えます。 

避難誘導の際に、障害学生の身体を押したり引っ張ったり

せず、また、学生が持っている白杖を支援者が持ったりしませ

ん。（上記の【見ることの困難を有する学生（視覚障害等）】参

照） 

障害学生と相談したうえで、移動手段を考えます。 

以下、車いす等での階段の上り下りの際の支援方法は、支

援者が不慣れな場合は推奨しません。車いすを押す前、止まる前に必ず声をかけながら車いすを動か

します。この際、車いすのどの部分を持つべきか、障害学生に注意することはないかを確認します。 

・1 人で支援を行う場合 

避難の際に、エレベーターが停止し、車いすごと階段を下る際は、障害学生に階段を下ることを声が

けして、車いすを後ろ向きにしてキャスターが段差に乗っていることを確認しながら、後輪を下ろす。続

けてフットレストや障害学生の足が段差に当たらないように気をつけながら、キャスターを上向かせた状

態で下ろす。 
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階段を上る際は、障害学生に段差を上がることを声がけして、車いすを前向きにし、下りと同様に気を

つけながらキャスターを段差に乗せ、後輪をゆっくりと押し上げます。 

 

 

・2～4 人で支援を行う場合 

階段を下る際は、障害学生に階段を下ることを伝え、また上る際は車いすを階段の正面に止め、障害

学生に段差を上がることを声がけします。 

車いすのブレーキはかけ、後輪を固定します（利用者に、前方

に倒れると危険なため背もたれに身体は寄りかかるよう伝えま

す）。車いすのグリップ、アームレスト、後輪、フットレストの上下

をもち、行動を説明しながら持ち上げます。階段では車いすの

前が少し高い状態を保つようにしながら移動します。 

また車いすごと移動できない場合は、複数人で障害学生を抱

えて移動し、車いすは別の支援者が畳んで運びます。無理なら

車いすは運ばず、障害学生本人の移動を優先します。障害学生

の障害の状態や程度により、複数の支援者で担架やキャリダン

等の避難介助用器具を用いる必要がある場合もあります。 

 

エ）複雑な情報理解に困難のある学生（聴覚障害・発達障害等） 

緊急時の危険な状況の把握が困難であったり、変化に対する不安や抵抗を感じて情報理解の把握を

することが困難です。 

 

（必要とされる支援） 

避難経路や避難場所について具体的にはっきりと伝え、曖昧な言

葉や表現は避けます。 

視覚的な情報を文字や絵を使って目に見える形での説明や、ゆっ

くりと簡潔に穏やかな声で話しかけます。 

感覚刺激に必要以上に敏感であったり鈍感である場合があります

ので、ケガなどをしていないか、本人の言葉だけでなく身体状況を一
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通りよく見る必要があります。 

個別空間の保障をすると安心できます。 

独力での避難が困難な場合は、教職員や近くにいる学生とともに避難するよう指示します。 
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１０．学内での理解・啓発活動 

（１）駐輪マナー向上キャンペーンの実施 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年行っている学内での呼びかけは中止しました。代替と

して、アクセシビリティホームページへ新たに作成したポスターを掲載しました。 

 

 

（２）障害学生支援に関する入学式配布物 

障害学生支援についてまとめたリーフレット、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アクセシビリティホームページへ掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害学生支援に関するリーフレット 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/accessibility/publication/ 
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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 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/disabilities/developmental_disabilities/assessment/ 

 

（３）学内各種配布物への情報掲載 

「筑波大学入学案内」「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

を掲載しています。 

『筑波大学入学案内（p.122-123）』                 『学生便覧（p.29）』 
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（４）全学 FD／SD 研修の開催（支援懇談会兼） 

２０２２年１月２４日（月）に全学 FD/SD 研修会「高等教育における障害学生の就職・キャリア支援につ

いて考える」を開催しました。この研修会は Zoom を使用したウェビナー方式で実施し、学内の教職員、

学生に加え、学外からも申込みいただき、当日は７９名が参加しました。また、２０２２年２月２８日までオ

ンデマンドによる見逃し配信を行い、見逃し配信には１７４名が参加しました（累計２５３名）。研修会に視

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

プション（遠隔要約筆記）、手話通訳の同時配信を行いました。 

 

[題   目] 「高等教育における障害学生の就職・キャリア支援について考える」 

[講   師] 大村  美保（筑波大学人間系 助教） 

 

 

FD／SD 研修会広報リーフレット 
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１１．研究活動 

（１）令和３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（１年目／4 年）基盤研究（A）（2021～2024 年度） 

研究課題名：多様な発達特性のアセスメントと FDSD に基づくインクルーシブキャンパスの実現 

2021 年度交付額（直接経費）  \11,200,000 

2021 年度実績：今年度より新規採択となり、6 月にキックオフミーティングを実施し、研究分担者の

顔合わせと各研究計画の確認を行いました。また、2 月に研究分担者でミーティングを実施し、各研

究の内容について研究分担者とのディスカッションを交え研究を進めました。 

 

イ）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（B）（2020～2023 年度） 

研究課題名：ICT ツールを用いた多様な発達特性を有する学生の高校・大学・就労接続支援 

2021 年度交付額（直接経費）  \3,200,000 

2021 年度実績：ICT ツール「マイメモ」のネイティブアプリを開発し、就労支援の一環として、オンライ

ンしごと体験の参加者にトライアルを実施しました。 

 

ウ）文部科学省機能強化経費(機能強化促進分)(３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 

2021 年度事業実施経費総額（確定分）  \15,530,000 

2021 年度実績：学生相談室からの紹介や DAC センターのホームページをみて来談した学生等、計

98 名に対して、個別の心理・教育的アセスメントを実施しました。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いました。 
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（２）令和３年度文部科学省機能強化経費（アセスメント）報告書 

令和 ４年 2 月 １７日 

研究代表者 竹田一則 

 

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３年度報告書 

 

１．令和３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 

令和２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。また、その内容・結果について学生からの了承が得られた場合には、教育組

織へのフィードバックを実施し、本人への困りごとの介入のみならず、教育組織の授業担当教員等から

のユニバーサルな教育的支援を促進します。加えて、希望した学生には追加の個別的アセスメントを実

施して、困りごとや自己特性についてのより詳細な情報をフィードバックし、客観的な自己理解を促進し

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 

新入生を対象にアセスメントに関する情報提供を実施し、令和２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実施します。あわせて、個別的アセスメント結果のフィードバック

を実施し、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います。具体的な項目と

しては、フィードバックを受けて、①自分自身が理解・把握していた特徴とどう一致していたか、あるいは、

どこが一致していなかったか、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、どう行動を変容できるかについて、面談等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、どのような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きます。利用学生の意見を踏まえて、修学支援の充実を図ります。 

  

（４）アセスメントを通じた多様な専門家との連携支援の開発 

2021 年 12 月 10 日から 12 日に開催される日本 LD 学会第 30 回大会において、本プロジェクト

の個別的アセスメント体制についての取り組みを公表します。具体的には、フォーマル・インフォーマルな

アセスメントによって得られた情報を学内の支援部署と連携し、効果的な支援を進めるための方法につ

いての現状と課題を検討します。教員・専門職員などの立場別での個別的アセスメント実施と結果の共
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有方法、大学規模によるアセスメント体制の可能性と課題について検討を進め、アセスメントを通じた学

生への効果的な支援体制のさらなる発展に向けた課題を検討します。 

 

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、20２１年６月より石原章子氏（非常勤）を職員（ア

セッサー）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、安達礼子氏

を事務補佐員として採用しました。今年度は、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、20２１年 10 月 10 日から 12 日に開催された第

30 回日本 LD 学会自主企画シンポジウム「大学における教職員の立場別からみたニューロダイバーシ

ティ学生の困りごとに対する支援と連携について」を、本プロジェクト実施スタッフの中野が企画し、同じ

く実施スタッフである脇が司会を行いました。当日の発表では、本プロジェクトの実践内容について中

野が話題提供を行いました。その中で、筑波大学におけるフォーマル・インフォーマルなアセスメント機

能、学内の他支援部署との連携を行った取り組みについて、ニューロダイバーシティ学生支援の実践に

関わる体制整備に関する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 

令和２年度までに引き続き、「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

および大学院生を対象に2022年１月〜２月に実施しました。昨年度に引き続き、WEB調査により実施

しました。また、希望する教育組織には円滑に結果をフィードバックできるように、運用フローを修正し、

同意を得た高支援ニーズ学生の調査結果を速やかに教育組織と共有できるようにしました。本調査に

ついては、2022 年 2 月 15 日時点において、265 件の回答を得ており、3 月以降に順次、学生と教育

組織へのフィードバック、ならびに個別アセスメントへの紹介を進めていきます。 

 

（３）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 

Table 1 および Figure1 に、過去 3 年間における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。今年度は、98 名の学生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（以降のデータは 2022 年 1 月 31 日時点）。 

 

Table1 過去３年間における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 

  

 

年度 アセスメント（名）

2019 81

2020 65

2021 98

年度
保健管理
センター
から紹介

総合相談・
学生相談
から紹介

自分で調べた
（SNS等）

友人から
聞いた

教員から
紹介

外部医療
機関から
の紹介

就職課から
の紹介

入学前相談

2019 15 15 19 18 3 1 1 0
2020 5 12 22 10 3 0 2 4
2021 2 16 34 38 5 7 0 2

アセスメント利用経緯
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Figure１ 過去３年間における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 

 

昨年度に引き続き、COVID-19 の影響により、初回の面談はオンラインでの実施で対応しました。今

年度はアセスメントを希望する学生がこれまでで最も多かったです。さらに年度末にかけて、「学生生活

の困りごと／強み調査」の実施およびその結果のフィードバックを予定していることから、今年度末には

過去最多のアセスメント希望者数となることが予想されます。また、アセスメント利用経緯の結果から、

学内関係機関として「総合相談・学生相談からの紹介」は毎年一定程度あり、その他に「自分で調べた」

「友人から聞いた」の割合が高く、本プロジェクトにおけるアセスメント実施体制をDACセンター（アクセ

シビリティ）WEB サイト内で周知したこと、すでに利用している学生からの口コミ等が影響したと考えら

れました。 

また、Table 2 および Figure２にアセスメントを受けた時の学生の学年についてまとめました。 

Table 2 アセスメント実施時の学年毎の学生数 

 

Figure 2 アセスメント実施時の学年毎の学生数 
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学類生からの希望が多いものの、各学年から一定程度の希望が出ていることが確認されました。近

年アセスメント希望者数は増加傾向にあり、アセスメントを実施できるだけでなく、その人数に対応可能

な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 

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、

2022 年 2 月時点で 105 名であり、毎年増加しています。また、今年度はアセスメントおよびスタディ

スキルコーチング・コーチング数ともに過去最多でした。Table 3 および Figure 3 に、過去 5 年間にお

ける利用学生の推移および過去 3 年間における相談実績のべ数を示しました。 

 

Table 3 過去５年間における利用学生数、および、過去３年間におけるアセスメント等実績延べ数 

   

  

 

Figure 3 過去５年間における利用学生数、および、過去３年間におけるアセスメント等実績延べ数 

 

これらの結果から、利用学生数が年々増加していること、アセスメントならびにスタディスキル・コーチ

ング実績延べ数が増加していることが確認されました。学生の「困り感」をベースとしたアセスメント機能、

ならびに、修学上に困難のある学生に対する円滑な教育・学習支援体制を整備することは、発達障害の

有無にかかわらず、大学の修学支援体制として必要であることが示されました。また、アセスメントおよ

びスタディスキルに関する専門教職員による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。 

 円滑な教育・学習支援体制の整備として、過去 3 年間における支援機器の貸出数、配慮依頼文書の

年度 2017 2018 2019 2020 2021
利用学生(名) 30 40 83 95 105

年度
アセスメントおよび

スタディスキル・コーチング（件）
2019 610
2020 589
2021 1073
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発行数、教育組織との連携数および DAC センター主催のグループ活動への参加者数を Table 4 およ

び Figure 4 に示しました。 

 

Table 4 過去３年間における教育・学習支援体制整備の関連数、ならびに、グループ活動への参加

者数 

  

 

Figure 4 過去３年間における教育・学習支援体制整備の関連数、ならびに、グループ活動への参加

者数 

 

支援機器に対するニーズが継続的に、かつ一定程度認められることが確認されました。現在、DAC

センターで保有している支援機器に加えて、同様の機能を有する支援ツールを量的ならびに質的に充

実させ、多様な支援ツールを継続的に取り揃えていくことで、学生の修学上の困りごとへの工夫や予防

的対応に寄与することが期待されます。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一定程度確認されました。この傾向は今後も続くことが予想され、

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考えられました。 

また昨年度に引き続き、オンラインによるグループ活動を企画・実施しました。昨年度に比較すると、一

定程度の参加はあったものの、グループ活動参加学生の数はやや減少していることがうかがえました。

参加者からの聞き取りによると、オンラインでの活動が恒常化していることで、本グループ活動外におい

ても学生が個々に交流の機会を設けており、各自で交流を行っていたことがうかがえました。今後は学

生の状況に合わせてグループ活動の形態を検討する必要があると示唆されました。 

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、グループ活動の企画・実施等を恒常的に維持・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 

修学上の困りごとと多様な発達特性との関連に関する学術的検証（『障害科学研究』第 45 巻への掲

載）から得られた考察・課題を踏まえて、研究を実施しています。具体的な内容として、困りごと質問紙

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

2019 18 29 39
2020 16 15 33
2021 21 24 45

年度 学生数（名）
2019 64
2020 65
2021 62

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

2019 2020 2021
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の妥当性は得られましたが、修学上の困り感のうち、感覚や読み書きスキルと発達特性との関連が確認

されていません。感覚処理特異性のある学生や潜在的に読み書きスキルに困難さを抱える学生の早期

支援体制の構築が今後必要になると想定されることを踏まえ、困りごと質問紙と感覚特性および読み書

きスキルとの関連性について検討を進めています。 

 

３．成果報告（研究実績） 

（１）著書： 

 佐々木銀河（2022）第 15 章 障害者の就労支援．山中克夫・四ノ宮美恵子・宮本信也（編），公認

心理師カリキュラム準拠 福祉心理学，医歯薬出版株式会社，210-221． 

 佐々木銀河（2022）特別な教育的ニーズ（SEN）のある生徒の高等教育への進学と大学における

障害学生支援はどうなっているの？米田宏樹・川合紀宗（編著），新・教職課程演習 第６巻 特別

支援教育，協同出版，238-239． 

 佐々木銀河（2022）メンタルヘルスの広場 障害の有無にかかわらず学びやすいオンライン授業と

は．心と社会，185，92-97． 

 

（２）学術論文： 

 中野泰伺・高橋知音・岡崎慎治・中島範子・脇貴典・末吉彩香・松田奈々恵・竹田一則・佐々木銀河

（2021）大学生を対象とした「困りごと質問紙」の妥当性ならびに発達障害特性・認知能力との関連

の検証．障害科学研究，45，31-41． 

 髙村祐子・春田淳志・佐々木銀河・圷真毅・遠藤紫乃（2021）ニューノーマル時代における多職種連

携を考える．リハビリテーション連携科学，22（1），45-47． 

 

（３）学会発表： 

 Kishira, H. & Sasaki, G. (2022) Research on the Use of Information and 

Communication Technology by Students with Disabilities in Distance 

Learning. The 37th Annual Pacific Rim Conference on Disability & Diversity.  

 松田奈々恵・竹田一則・野呂文行・佐々木銀河（2021）発達障害学生を想定した仮想事例に関す

る内容的妥当性の検討．日本発達心理学会第 32 回大会発表論文集，284．  

 松田奈々恵・竹田一則・野呂文行・佐々木銀河（2021）発達障害学生への関わり方を学ぶ大学生

向けプログラムの作成・評価の試み．日本教育心理学会第 63 回総会発表論文集，394． 

 三浦惇・佐々木銀河（2022）大学生における自閉症スペクトラム傾向と自尊感情・友人関係自己

効力感の関連．日本発達心理学会第 33 回大会． 

 中野泰伺（企画・話題提供）・脇貴典（司会）・住岡恭子（話題提供）・相澤直子（話題提供）・高橋知

音（指定討論），大学における教職員の立場別からみたニューロダイバーシティ学生の困りごとに対

する支援と連携について．日本 LD 学会第 30 回大会自主シンポジウム，2021 年 12 月 11 日． 

 佐々木銀河・藤原あや・岡野由実・山森一希・鶴井孝大・竹田一則（2021）障害学生が受講するオ

ンライン授業における大学教員の評価−授業形式や合理的配慮、障害学生の評価との関連−．日

本特殊教育学会第 59 回大会． 

 末吉彩香・竹田一則・佐々木銀河，多様な学生のための支援援情報配信サービスに対する利用者
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からのフィードバック，全国高等教育障害学生支援協議会第 7 回大会，WEB 開催，2021 年 8 月

（査読あり，ポスター） 

 脇貴典・佐々木銀河・青木真純・中野泰伺・竹田一則，高等教育機関の教職員を対象にした「多様

な学生支援 e-learning」コンテンツ配信の取組，全国高等教育障害学生支援協議会第 7 回大会，

WEB 開催，2021 年 8 月（査読あり，ポスター） 

 

４．次年度の計画 

次年度より「学生の多様な能力アセスメント事業」として事業計画を進めています。計画の詳細は下記に

記載します。 

（１）ハイブリッドモデル（仮称）構築のための、キャリアアセスメントツールの選別 

これまで継続的に行ってきた発達特性に関するアセスメントを発展させる形で、発達特性のアセスメ

ントのみならず、キャリアに関するアセスメントにも対応可能なアセスメントのハイブリッドモデル（仮称）

の構築を計画しています。これらのアセスメント機能を充実させることで、多様な発達特性を有する学生

に対する修学面だけでなく、キャリア面での支援もより効果的に進められます。次年度は、本プロジェク

トで使用するキャリアアセスメントツールについて検討し、具体的なツールを選別します。 

 

（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 

これまで同様に「学生生活の困りごと／強み調査」を継続実施するとともに、調査結果の回収から学

生・教育組織へのフィードバック、アセスメントまでの接続をよりスムーズに進めるための運用方法・シス

テムを点検します。また、今年度に実施した対処法に関する予備調査結果を踏まえ、学生が困りごとを

感じた際に相談機関にすぐにつながらなかったとしても有効と考えられる対処法を WEB 上で提案する

サービスの構築を検討します。加えて、本調査を活用して授業のユニバーサルデザイン化につなげるた

めの試行的取組を開始します。 

 

（3）多様な学生に対する心理教育的アセスメント、ならびに、試行的キャリアアセスメントの実施 

次年度は、本プロジェクト HP への掲載、ならびに、Twitterや Facebook等のSNS での周知を定

期的に行い、今年度を上回る約 120 名の高支援ニーズ学生およびアセスメント希望学生に個別のアセ

スメントを実施します。また、希望者にはキャリアに関するアセスメントを試行的に実施し、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います。 

 

（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 

今年度に引き続きオンラインを主とした修学支援になることが予想されますが、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。また、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。あわせて、個別のアセスメントや修学支援を受

ける前後で、どのような行動面・心理面の変化が学生に生じるのかについての検討も行い、面談や自記

式の質問紙による効果評価を行います。 
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（5）発達特性に関連したデータ解析による学術的検証およびアセスメントに関する入門書の作成 

 本プロジェクトの個別の心理教育的アセスメント体制の現状と課題について、” Journal of 

Postsecondary Education and Disability ”あるいは“Research in Autism Spectrum 

Disorder ”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、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きます。さらに、アセスメントガイドラインに準ずる刊行物を基

に、アセッサー養成のための研修会を試行的に実施し、他大学におけるアセスメント体制の構築および

その充実に向けた機会を提供します。 
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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 ※2022 年 3 月 4 日時点 

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。 

 

＜投稿件数（アクセシビリティ）＞26 件 

2022 年 02 月 28 日 2021 年度秋学期 発達コース養成講座開催 

2022 年 02 月 25 日【実施報告】障害学生と企業・自治体との交流会「CAREER×DISABILITY 

2022」 

2022 年 02 月 21 日【申込者募集】一般公開「障害のある高校生の大学への移行に向けた取組：ショ

ーケース」について 

2022 年 02 月 01 日【見逃し配信】令和 3 年度第 12 回筑波大学 FD/SD 研修会「高等教育におけ

る障害学生の就職・キャリア支援について考える」 

2021 年 12 月 23 日障害学生と企業・自治体との交流会「CAREER×DISABILITY 2022」の開催

について 

2021 年 12 月 23 日【見逃し配信】教育関係共同利用拠点事業「ダイバーシティ＆インクルージョン教

育拠点」FD/SD 研修会「高等教育段階における“賢いアセスメント”のあり方とは」 

2021 年 12 月 21 日 2021 年度秋学期 運動・内部障害コース養成講座開催 

2021 年 12 月 20 日【参加者募集】令和 3 年度第 12 回筑波大学 FD/SD 研修会「高等教育におけ

る障害学生の就職・キャリア支援について考える」 

2021 年 12 月 17 日【ディスカッション動画公開中】JASSO・筑波大学共催セミナー「コロナ禍の学び

の変化」 

2021 年 12 月 08 日 2021 年度秋学期 聴覚障害学生支援グループ養成講座開催 

2021 年 10 月 22 日【見逃し配信】【9/28 開催】令和 3 年度 DAC センター教育関係共同利用拠点

「ダイバーシティ＆インクルージョン教育拠点」FD/SD 研修会オンデマンド配信  

2021 年 10 月 18 日 JASSO・筑波大学共催セミナー「コロナ禍の学びの変化」 

2021 年 10 月 06 日駐輪マナー向上キャンペーンの実施について 

2021 年 10 月 04 日【11/19 開催】教育関係共同利用拠点「ダイバーシティ＆インクルージョン教育拠

点」FD/SD 研修会「高等教育段階における“賢いアセスメント”のあり方とは～多様な発達上の特性の

困難さを有する大学生に対する初期面接～」の開催について 

2021 年 08 月 06 日 2021 年度春学期 運動・内部障害コース養成講座開催 

2021 年 08 月 06 日【9/28 開催】教育関係共同利用拠点「ダイバーシティ＆インクルージョン教育拠

点」FD/SD 研修会「教育のユニバーサルデザインについて考える」開催について（Web 会議システム

Zoom） 

2021 年 08 月 06 日【見逃し配信】令和 3 年度 DAC センター教育関係共同利用拠点「ダイバーシテ

ィ＆インクルージョン教育拠点」FD/SD 研修会オンデマンド配信 

2021 年 08 月 04 日 2021 年度筑波大学説明会（オープンキャンパス）において、障害等の理由によ

り支援を必要とする皆様へ 

2021 年 08 月 02 日 021 年度春学期 視覚コース養成講座開催 
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2021 年 07 月 12 日 2021 年度春学期 発達コース養成講座開催 

2021 年 07 月 01 日 2021 年度春学期 聴覚障害学生支援グループ養成講座開催 

2021 年 06 月 17 日【7/27 開催】教育関係共同利用拠点事業「ダイバーシティ＆インクルージョン教

育拠点」FDSD 研修会の開催について 

2021 年 06 月 03 日駐輪マナーアップキャンペーンの実施について 

2021 年 05 月 27 日【見逃し配信】教育関係共同利用拠点事業「ダイバーシティ＆インクルージョン教

育拠点」FD/SD 研修会「高等教育における 脳の多様性（ニューロダイバーシティ）」 

2021 年 04 月 30 日障害のある学生を対象とした合理的配慮とオンライン授業に関する初の全国調

査を実施 

2021 年 04 月 14 日【5/25 開催】教育関係共同利用拠点事業「ダイバーシティ＆インクルージョン教

育拠点」 FD/SD 研修会「高等教育における 脳の多様性（ニューロダイバーシティ）」開催について

（Zoom-LIVE 配信） 

 

＜投稿件数（RADD）＞1８件 

 

（２）Facebook、Twitter における情報発信 

●Facebook 

＜投稿件数＞４６件 

＜総フォロワー数＞2１１９人(前年度＋２９人) 

＜投稿のリーチ推移＞（最低１回は投稿を見た人の数） 

 

 

＜投稿のリーチ順位＞ 

４月１５日：【発達障害学生支援に関する研修会を開催します！（一般参加可）】「高等教育におけるニュ

ーロダイバーシティ（脳の多様性）」（６３４９リーチ） 

１月２７日：一般公開 WEB イベント「障害のある高校生の大学への移行に向けた取組と展望」（３５３８リ

ーチ） 

５月２５日：【発達障害学生支援に関する研修会について見逃し配信を行います！】（１９２８リーチ） 

８月２日：【筑波大生向け授業】 今年もやります！ 大学院共通科目「脳の多様性とセルフマネズメント」

（１１２4 リーチ） 

１月３１日：【見逃し配信】 1 月 24 日（月）に行われました FD/SD 研修会を期間限定で配信（８３５リー

チ） 

４月１７日: 募集開始から 2 日ですが、100 名を超える申し込みがございます（７６３リーチ） 
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１１月１１日:【FDSD】教育のユニバーサルデザイン（756 リーチ） 

 

●Twitter 

＜投稿件数＞77 件 

＜累積フォロワー推移＞ 

 

＜リツイート順位＞ 

１） 発達障害啓発マンガ関連 ※延べ 1331 件のいいね…投稿 1 回あたり平均 133 件 

(ラーニングサポートブック広報漫画 213 件: FDSD レポート漫画 896 件: グループ活動広報漫画

222 件) 

２） 「障害のある高校生の大学への移行に向けた取組と展望」一連の投稿 

３） FDSD 研修会のお知らせ、見逃し配信など一連の投稿 

 

（３）発達障害啓発マンガによる広報 

ア)概要 

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」のキャラクターを用いて広報活動を行いました。 

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。2021 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。 

 

イ）活動内容 

①クリアファイルの作成 

全国の高等教育機関の障害学生支援関連部署（障害学生支援部署、学生相談部署など）に筑波大学

DAC センター教育関係共同利用拠点「ダイバーシティ＆インクルージョン教育拠点」に関するチラシを

入れて配布するため、上記キャラクターを用いクリアファイルを作成しました。 
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（4）各種取材への対応 

障害学生支援に関連して、下記 17 件の取材対応を行いました。 

・2021 年 5 月 31 日：NEWS つくば「オンライン授業は合理的配慮か 障害ある学生の修学支援 筑

波大が初の全国調査」 

https://newstsukuba.jp/32187/31/05/ 

・2021 年 9 月 29 日：日本経済新聞「発達障害のある学生 大学など支援手厚く」 

・2021 年 12 月 10 日：茨城新聞（朝刊）「"自分色"の空間に筑波大 学習室、感覚過敏に配慮」 

 https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16390590259995 

・2021 年 12 月 14 日： NEWS つくば 「感覚過敏に対応 心地よく学び休める部屋 筑波大が公開」 

 https://newstsukuba.jp/35666/14/12/ 

・2021 年 12 月 17・24 日：文化放送「筑波大学の障害学生支援について」 

・2021 年 12 月 31 日 朝日新聞（朝刊：茨城）「光や音が調節可能 筑波大が発達障害などの学生向

けに部屋を設置」 

 https://www.asahi.com/articles/ASPDZ6V08PD9UJHB00G.html 

・2022 年１月６日 大学広報誌 TSUKU COMM（No.54）：「個別学習・休憩スペース「アクセシブル

スタディルーム」を設置」 

 https://tsukucomm.sec.tsukuba.ac.jp/contents/TC-54/html5.html#page=13 

・2022 年 1 月 24 日：LuckyFM 茨城放送「Morning ナビ ニュース・ピックアップ」 

https://radiko.jp/#!/ts/IBS/20220124074105 

・2022 年 1 月 24 日：京都新聞「感覚過敏の学生に落ち着く環境 専用の自習室設けた大学の思い」 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/717745 

・2022 年 1 月 25 日：日本経済新聞（夕刊）「感覚過敏、落ち着く自習室 筑波大、外からの刺激抑制 

発達障害の学生らに提供」 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79514170V20C22A1CE0000/ 

・2022 年１月 26 日： 信濃毎日新聞（夕刊）「筑波大に感覚過敏学生向け自習室 照明や音 体質に

合わせ調整」 

・2022 年１月 27 日： 千葉日報「感覚過敏落ち着く環境 筑波大が専用の自習室」 

・2022 年 1 月 31 日：筑波大学新聞「DAC センター 障害に合わせた学習空間設置 国内の大学で

初」 

https://www.tsukuba.ac.jp/public/newspaper/shinbunindex.html 
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・2022 年２月７日： 山陰中央新報「感覚過敏 落ち着く環境を 筑波大が専用の自習室」 

https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/160591 

・2022 年２月８日： 毎日新聞（群馬）「筑波大の自習室 光、音を調節できる 感覚過敏の学生に配慮」 

https://mainichi.jp/articles/20220208/ddl/k10/100/097000c 

・2022 年２月９日：室蘭民報「感覚過敏落ち着く環境 筑波大が専用の自習室」 

https://www.muromin.jp/news.php?id=49591 

・2022 年２月９日：産経新聞（茨城）「感覚過敏に専用の自習室 筑波大 集中しやすい環境提供 
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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 氏名 主催者／場所 名称 種別 

4 月 1 日〜 

（通年） 
佐々木 東京大学先端科学

技術研究センター 

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 

委員 

4 月 1 日〜 

（通年） 
佐々木 

独立行政法人日本

学生支援機構 
紛争の防止・解決等事例集 協力者 

5 月 15 日 佐々木 

日本学生相談学会

第 39 回大会／オ

ンライン 

日本学生相談学会第 39 回

大会ワークショップ 
講師 

6 月 14 日、

16 日、21

日、23 日 

佐々木 

筑波大学大学研究

センター／オンライ

ン 

大学マネジメント講義 講師 

6 月 20 日 大村 
日本社会福祉教育

学会・オンライン 

日本社会福祉教育学会第 17

回大会 
招待講演 

7 月 11 日 佐々木 
明治大学学生相談

室／オンライン 

第 60 回明治大学学生相談

室夏季セミナー 
講師 

7 月 30 日 末吉 
札幌学院大学／オ

ンライン 

令和 3 年度 発達障害のある

大学生への修学就職支援に

関する FD/SD 研修会 

講師 

8 月 2 日 中島 株式会社 Kaien 
Kaien 特別セミナー 今どき

の合理的配慮 
講師 

8 月 18 日 

～10 月 3 日 
末吉 

一般社団法人 全

国高等教育障害学

生支援協議会／オ

ンライン 

AHEAD JAPAN 2021 年

度 全国⼤会 

参加・情報

交換 

8 月 18 日 

～10 月 3 日 
脇 

一般社団法人 全

国高等教育障害学

生支援協議会／オ

ンライン 

AHEAD JAPAN 2021 年

度 全国⼤会 

参加・情報

交換 

8 月 27 日 佐々木 
宮崎大学／オンライ

ン 

九州地区国立大学法人研修

会 
講師 
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８月 30 日 脇 

埼玉県立総合教育

センター／オンライ

ン 

高等学校における特別支援

教育の推進 
講師 

9 月 2 日 脇 
共立女子大学／オ

ンライン 
学生相談室研修会 講師 

9 月 3 日 佐々木 

筑波大学大学研究

センター／オンライ

ン 

大学マネジメント模擬講義 講師 

9 月 7 日 佐々木 
立命館大学／オン

ライン 

立命館大学部門別人材育成

研修 
講師 

9 月 14 日 佐々木 
秋田障害者職業セ

ンター／オンライン 

秋田障害者雇用連絡協議会

セミナー 
講師 

9 月 18 日 

～20 日 
中島 日本特殊教育学会 

日本特殊教育学会 第 59回

大会 
参加 

9 月 20 日 

〜10 月 20

日 

佐々木 

日本特殊教育学会

第 59 回大会／オ

ンライン 

日本特殊教育学会第 59 回

大会教育講演 
講師 

9 月 20 日 佐々木 

日本特殊教育学会

第 59 回大会／オ

ンライン 

日本特殊教育学会第 59 回

大会研究発表 

参加・研究

発表 

10 月 5 日 佐々木 
山口県立山口高等

学校／オンライン 

山口県立山口高等学校令和

３年度特別支援教育・人権教

育校内研修会 

講師 

10 月 22 日 竹田 
大学教育イノベーシ

ョン日本（HEIJ） 

大学教育イノベーション日本

（HEIJ）第６回総会 

参加・情報

交換 

10 月 26 日 佐々木 
筑波技術大学／オ

ンライン 
筑波技術大学研修会 講師 

10 月 27 日 佐々木 

大学職業指導研究

会 

オンライン 

大学職業指導研究会・第三

分科会 第 4 回研究会 
講師 

10 月 29 日 脇 
コンソーシアム岐阜

／オンライン 

発達障害学生へのオーダー

メイドによる支援～仮想事例

を用いたグループディスカッ

ション～ 

講師 

11 月 1 日 

〜12 月 31

日 

佐々木 

筑波大学特別支援

教育連携推進グル

ープ／オンライン 

筑波大学特別支援教育連携

推進グループ令和３年度特別

支援教育研究セミナー 

講師 

11 月 8 日 佐々木 

独立行政法人日本

学生支援機構／オ

ンライン 

令和３年度障害学生修学支
援に関する合同ヒアリング 

参加・情報

交換 
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11 月 11 日 佐々木 
東京都立大学／オ

ンライン 
東京都立大学 2021 年度学
生支援・対応研修 講師 

11 月 12 日 佐々木 
武田薬品工業株式

会社／オンライン 
ADHD Web カンファレンス 

講師 

11 月 19 日 野呂 
成城大学バリアフリ

ー支援室 

成城大学バリアフリー講演会

-発達障がいのある学生の理

解と支援について- 

講師 

11 月 20 日 佐々木 

江戸川区発達相談

支援センター／オン

ライン 

江戸川区発達相談支援セン

ター秋の ONLINE イベント 
講師 

11 月 24 日 佐々木 
新潟食料農業大学

／オンライン 

新潟食料農業大学 FD・SD

研修会 
講師 

12 月 2 日 佐々木 
新潟大学／オンライ

ン 
新潟大学 FDSD 講師 

12 月４日 脇 

千葉大学アカデミッ

ク・リンク・センター

／オンライン 

学生の抱える困難の理解と

支援 
講師 

12 月 11 日 佐々木 

ニューロダイバーシ

ティゼミ／オンライ

ン 

ニューロダイバーシティゼミ 講師 

12 月 11 日 
脇 

中野 

日本 LD 学会／オ

ンライン 

日本 LD 学会第 30 回大会

（神奈川）自主シンポジウム 
研究発表 

12 月 11 日 

～12 日 
中島 日本 LD 学会 日本 LD 学会 第 30 回大会 参加 

12 月 18 日 大村 
愛媛県社会福祉協

議会・オンライン 

福祉学習推進研修会「学校×

社協×地域＝多様なカタチの

福祉学習」〜コロナ禍での多

様なつながり方を考える〜 

講師 

12 月 20 日 大村 

東京大学 PHED

高等教育と障害に

関するプラットフォ

ーム形成事業・オン

ライン 

SIG-CSW 第１回ミーティン

グ 
参加 

1 月 19 日 大村 

東京大学 PHED

高等教育と障害に

関するプラットフォ

ーム形成事業・オン

ライン 

SIG-CSW 第 2 回ミーティ

ング 
参加 
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2 月 11 日 佐々木 

東京大学先端科学

技術研究センター

／オンライン 

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-

SUMMIT 

参加・情報

交換 

2 月 11 日 大村 

東京大学 PHED

高等教育と障害に

関するプラットフォ

ーム形成事業・オン

ライン 

SIG-サミット 参加 

2 月 18 日 佐々木 
筑波大学医学群医

学類／オンライン 
筑波大学医学群医学類 FD 講師 

2 月 19 日 中島 

東京大学 相談支

援研究開発センタ

ー 

第 2 回発達障害・精神障害

学生支援検討会 
参加 

3 月 1 日 佐々木 
ハワイ大学マノア校

／オンライン 

37th Annual Pacific Rim 

International 

Conference on 

Disability and Diversity 

参加・研究

発表 

3 月 3 日 佐々木 
武蔵大学／オンライ

ン 

武蔵大学ダイバーシティ推進

室 

研修会 

講師 

3 月 6 日 佐々木 
日本発達心理学会

／オンライン 

日本発達心理学会第 33 回

大会 

参加・研究

発表 

3 月 15 日 佐々木 
鹿屋体育大学／オ

ンライン 
鹿屋体育大学研修会 講師 

3 月 18 日 佐々木 

独立行政法人日本

学生支援機構／オ

ンライン 

オンラインセミナー第 2 部改

正障害者差別解消法の施行

に向けて 

講師 

3 月 19 日 佐々木 
中央大学／オンライ

ン 

中央大学人文科学研究所公

開研究会 
講師 

3 月 22 日 佐々木 
慶應義塾大学／オ

ンライン 
慶應義塾大学文学部 FD 講師 

3 月 23 日 竹田 

独立行政法人日本

学生支援機構

/web 

令和 3 年度障害学生支援委

員会 

参加・情報

交換※委員

長として取

りまとめ 

 

（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、他大学から
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の相談１８件に対し、対応を行いました。 

（https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shien_network/index.html） 

 

（３）障害学生支援に関する訪問・見学者対応 

 

令和 3 年度アクセシビリティ訪問・見学者対応実績 

日付 機関名 訪問者内訳 備考 

3 月 2 日 一般社団法人コ・イノベー

ション研究所 

職員１名、他１名 アクセシブルスタディ

ルームの見学・情報

交換 

 
（４）高大連携 
ア）筑波大学附属視覚特別支援学校対応 

７月９日に、附属視覚特別支援学校の高校２年生１７名を対象として、キャンパス体験を実施しました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、対面ではなく ZOOM を用いての実施となりまし

た。内容としては筑波大学における障害学生支援の概要、「入学前相談等の心構え」をテーマとした学

生生活に必要な準備や知識の確認、さらには視覚障害学生および視覚グループに所属するピア・チュー

ターによる学生生活・支援活動に関する体験談を盛り込みました。例年とは異なる実施方法・内容となっ

た一方で、参加学生からは数多くの質問や感想が寄せられました。 
 

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３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、秋：１１月２１日、冬：３月１３日の２回実施しました。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

ても必要となる自分の特性研究を行いました。今年度も新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対面

ではなくオンライン（Remo）により実施しました。本講座の特徴として、参加された高校生一人に対して

筑波大学の学生一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。また、発達障害のある当事者の方に大学

生活の体験談を話していただき、発達障害のある学生がどのように大学生活を過ごしているかイメージ

ができるような情報提供を行いました。オンラインで実施したことで、全国各地の高校生が参加できる講

座となりました。 

 

ウ）一般公開イベント「障害のある高校生の大学への移行に向けた取組と展望」 
障害のある高校生の大学への移行に向けた取り組みについて、各大学等の独自の取り組みで終わら

せることなく、各機関が面として連携して、障害のある本人やご家族、教育関係者、一般に向けて広く発

信するために一般公開イベント「障害のある高校生の大学への移行に向けた取組と展望」を主催しまし

た。一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会、東京大学「障害と高等教育に関するプラットフォ

ーム（PHED）」、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）」の共催、独立行政法人

日本学生支援機構の後援、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター、九州大学キャンパスライ

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shien_network/index.html
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フ・健康支援センターインクルージョン支援推進室の協力を受けて実施されました。第一部として、全国

５大学で行われている「障害のある中高生に対する移行支援の取組」を約１年間視聴できるショーケー

スを実施し、２０２２年３月１日現在で６７３名の申し込みがあり、１７９４回の視聴がありました。第二部と

して、２月１９日（土）に「障害のある高校生の大学への移行に向けた展望」をテーマにパネルディスカッシ

ョンを行い、２１８名の方にご参加いただきました。 

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/20210124-1/ 

 

（５）交通機関との連携 
関東鉄道バス土浦営業所への訪問については、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、昨年度に

引き続き中止としました。その代わり、土浦営業所職員と DACセンター職員で相談の上、例年行ってい

るバス利用アンケートの内容を充実させました。そして、このアンケートを学生へ送付し、その回答を土

浦営業所と共有することで、交流の形としました。 

 

（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 

近年の国際的な動向として、２０１５年に国連サミットで「持続可能な開発のため２０３０アジェンダ」が

採択され、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の達成に向けた取り組みの展開が求められています。我が

国においても、「持続可能な開発目標（SDGｓ）実施指針の概要」が文部科学省より示され、「誰一人取

り残さない」社会の実現を目指し、社会全体で取り組むこととされています。 

我が国においては、大学等の高等教育機関に在籍する発達障害学生が増加傾向にあり、身体障害学

生や LGBTQ 学生等も含めた多様な学生に対する支援が求められる状況です。また、２０２０年の新型

コロナウイルス感染拡大に伴い、大学等ではオンラインによる授業等の実施が急速に進める状況になっ

たことに加えて、２０２１年５月には「障害を理由とする差別の解消に関する法律（障害者差別解消法）」の

改正法が成立し、私立大学を含む全ての大学等で合理的配慮の提供が義務化される運びとなりまし

た。そのような状況において、多様性ならびに包摂性（ダイバーシティ＆インクルージョン）は大学教職員

が多様な学生に対応する上で必要な知識であり、合理的配慮の提供や学生指導に関する知識・技術が

高等教育機関、または、大学等の教職員には求められているといえるでしょう。 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター（DAC センター）は、２０１８年度～２０２０

年度にかけて教育関係共同利用拠点（拠点名称：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）として文部科学大臣より認定され、多様な発達特性を有する学生への教職員の対応能力を向上

するための教育拠点として活動してきました。２０２１年度からは、教育関係共同利用拠点（拠点名称：ダ

イバーシティ&インクルージョン教育拠点）として、新たに文部科学大臣より再認定を受け、これまで対象

としていた発達障害学生のみならず、視覚障害、聴覚障害、運動障害（肢体不自由）といった身体障害

学生や、LGBTQ 等の性的マイノリティ学生も対象にすることとなりました。同時に、高等教育機関の教

職員に対する学生の多様性に関する理解・啓発、ならびに、適切な知識や対応スキルの習得を目的とし

た研修を実施することとしました。加えて、これらの取組において、必要な知識や技能を体系的に獲得す

るための研修が必要とされ、専門性のキューブモデル（Rodolfa et al., 2005）による職種・キャリア段

階・場面別の「立体的な」研修カリキュラムの開発・評価と、多様な学生を支援するハブ的人材の養成・

https://dac.tsukuba.ac.jp/shien/20210124-1/
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認定によって各学校や学生の現状に即した支援のセミオーダー化を促進することを目指しています。 
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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、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。 

 
運営委員会委員一覧（２０22 年 2 月 17 日時点） 

氏   名 職 名 所     属 

太 田    圭 
センター長 

（副学長） 
筑波大学 

山 口    香 
副センター長 

（教 授） 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリア

センター（体育系） 

脇    貴 典 助 教 
筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリア

センター 

中 野 泰 伺 助 教 
筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリア

センター 

野 呂 文 行 教 授 筑波大学人間系 
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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 

村 田   淳 准教授 京都大学学生総合支援センター 

竹 田 一 則 
業務推進マネー 

ジャー（教 授） 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリア

センター（人間系） 

宮 内 久 絵 准教授 筑波大学人間系 

河 野 禎 之 助 教 筑波大学人間系 

末 富 真 弓 ディレクター 筑波大学学生部就職課 

 

２０２２年２月１７日（木）に、２０２１年度教育関係共同利用拠点運営委員会を遠隔会議にて実施しまし

た。委員会では、２０２１年度の活動実施状況および２０２２年度の活動計画（案）について審議されるとと

もに、運営委員との意見交換が行われ、本拠点事業の内容、次年度の活動計画等について承認されま

した。 

 

イ）教育関係共同利用拠点事業の各プログラム概要 

本事業では、前期拠点事業（事業名：「多様な発達特性を有する学生に対する支援人材育成教育拠

点」）の継続的・発展的な取り組みとして、以下の４点を中心に進めていくこととしました。各プログラムの

概要は以下の通りです。 
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①多様な学生支援に関する FD/SD 研修会・講師派遣 

全国の高等教育機関の教職員を対象とした FD/SD 研修会をウェビナー型かつ教職員の職種別演

習を含めた研修会を実施しました。今年度は、「ニューロダイバーシティ」に関する定義や概念、多様性

に応じたキャンパスづくり、学生支援に際しての“賢いアセスメント”のあり方、そして、障害学生のキャリ

アに関する研修等、６回の研修会を企画・開催し、当日参加・見逃し配信等を含め、延べ１７２１名（前年

度１６９９名）の教職員にご参加いただきました。 

また、各大学等への講師派遣にも対応しました。今年度は、大学等からの講師派遣依頼が２９件（前

年度１５件）あり、延べ１７５８名（前年度１２８９名）の教職員に対して本学の拠点運営スタッフが研修を行

いました。 

また、発達障害に関する有識者を講師とした、多様な学生支援に関する e-learning を昨年度より、

身体障害・LGBTQ に関する有識者を講師とした e-learning を今年度より配信しています

（https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/e-learning/）。 

講義動画は、発達障害コース（概要コース・基礎コース）に加え、今年度より、身体障害コース、

LGBTQ コースの提供を開始しました。今年度は１９件の動画を新たに公開し、動画は累計３５件（前年

度１６件）となりました。 

 

②多様な学生支援に関するコンサルテーション 

各大学等からの障害学生支援に関するメール・電話等の遠隔相談対応（コンサルテーション）を延べ１

８件（前年度１４件）行いました。また、クローズ型 SNS を用いた教職員相談ネットワーク（RADD ネッ

ト）を昨年度より構築しています（https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/raddnet/）。 

２０２２年２月１５日時点で、全国９７校（国立２３校、公立５校、私立６０校、短期大学３校、高等専門学

校２校、その他４校）（前年度：全国７０校（国立１９校、公立４校、私立４２校、短期大学１校、その他４校）

にご参加いただき、参加者は計１３６名（教員５７名、職員３５名、専門職員５７名、一部重複あり）（前年

度：申込者１０１名（教員４４名、職員２０名、専門職員４０名、一部重複あり）となりました。昨年度に引き

続き今年度も、大学等の垣根を越えて、各学校等での取り組みや障害学生支援に関する相談、職種

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/e-learning/
https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/raddnet/
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別、校種別に分かれた情報交換などが行われました。あわせて、今年度は、RADD ネット参加者を対象

とした交流会を企画し、２０２２年３月１４日（月）に開催されました。 

 

③多様な学生支援に関する教材・データベースの展開 

大学等の高等教育機関に在籍する多様な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

上するツールならびに、これらの学生に対する高等教育機関の教職員への多様性に関する理解・啓発、

適切な知識や対応スキルの習得が必要であると思われます。そのための教材・データベースとして、支

援情報配信サービス「Learning Support Book（LSB）」を全国の大学等の教職員を対象に配信し

ております。２０２２年２月１５日時点で全国４５校（国立８校、公立６校、私立２６校、短期大学３校、高等

専門学校２校）（前年度：全国２８校（国立４校、公２校、私立２２校））に配信をしました。 

また、本学での過去の相談事例等を参考に、複数の事例を組み合わせたり、加工したりすることによ

って、教職員向けの研修や事例検討会で用いるための仮想事例動画を今年度新たに６件（昨年度６件）

作成しました。仮想事例動画は、講師派遣依頼のテーマや研修内容に応じて上映されるとともに、その

内容について、参加者同士でのグループワークやグループディスカッションをする際の教材として利用さ

れています。 

その他、マンガを用いた多様性啓発コンテンツの詳細については、「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」の項に記載しております。 

 

④カリキュラム開発・評価 

専門性のキューブモデル（Rodolfa et al., 2005）に基づき、各事業を関連させて、大学等で多様な

学生に対応する際に必要なスキル・コンピテンシーを作成することとしました。また、「職種別」「キャリア

段階別」「場面別」の立体的な研修カリキュラムの開発ならびに評価を実施するとともに、それらに基づ

いたハブ的人材の養成・認定制度を最終的な目標としています。 
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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 

本拠点に関連する活動等について、日本経済新聞や毎日新聞、筑波大学新聞等の各種メディアより

取材を受けました。 

また、教職員や学生、一般等への障害に関する理解・啓発を目的として、本拠点に関する活動内容に

ついて、マンガ（グラフィックレコーディング）による情報発信（WEB サイト・Facebook・Twitter）を行

いました。２０２２年１月時点で Facebook では１６,９９５名（昨年度１４,２３２名）にリーチし、Twitter の

関連投稿には延べ 2,３７２件（昨年度５，２２３件）のいいね！（全７７回の関連投稿中、投稿１回あたり平

均３１件）（昨年度：全１９回の関連投稿中、投稿１回あたり平均２７４件）を得ました。グラフィックレコーデ

ィングに関しては、DAC センター（アクセシビリティ）が管轄する Twitter や Facebook でも広く閲

覧・ダウンロードすることが可能となっています。 

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」について、日本語版に加えて、英語

版・韓国語・中国語版を自由に閲覧・ダウンロードできるように整備しました

（https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/manga/）。   

あわせて、拠点事業の再認定に伴い、本拠点事業に関する WEB サイトを新設しました

（https://dac.tsukuba.ac.jp/）。本学における発達障害学生、身体障害学生ならびに LGBTQ 等

の学生支援に関する情報を随時、更新しています。 

 

 

https://dac.tsukuba.ac.jp/radd/joint-base/manga/
https://dac.tsukuba.ac.jp/
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１４．令和３年度活動歴 

 

  

令和３年 

４月 新入障害学生ガイダンス・個別の入学時相談 

ピア・チューター養成講座の広報活動 

ダイバーシティ・アクセシビリティ担当教員の選出 

５月 障害学生支援技術オリエンテーション 

ピア・チューター養成講座（聴覚・LS（Library Support）） 

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（視覚・運動・内部・発達・LS） 

７月   

８月 オンライン大学説明会における支援（情報支援等） 

障害学生支援の説明会・相談会 

９月   

１０月 ピア・チューター養成講座（視覚・聴覚） 

 

１１月 発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座（秋） 

ピア・チューター養成講座（発達・LS） 

１２月 ピア・チューター養成講座（運動・内部・LS） 

推薦入試合格者の入学前相談・支援対応 

令和４年 

１月 
第１回障害学生支援懇談会兼全学 FDSD 研修会 

 

２月 第２回アクセシビリティ専門部会 

障害学生と企業の交流会「CAREER✕DISABILITY〜仕事と障害をつなぐ場〜」 

次年度新入生の入学前相談・支援対応 

ピア・チューター養成ミニ講座（聴覚・運動） 

３月 発達障害のある高校生向け大学生１日体験講座（冬） 

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 
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１５．各種文書一覧 

(1)相談申込書 
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(2)支援申請書 
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	（４）障害別の支援に関する重点課題
	ア）視覚障害
	（６）教育組織による支援
	【医学群　看護学類】
	【人文社会科学研究群　人文学学位プログラム】
	【人間総合科学研究群　心理学学位プログラム】
	【人間総合科学研究群　リハビリテーション科学学位プログラム】
	前期課程の入試において、以下の対応を行いました。
	【人間総合科学研究群　医学学位プログラム】
	【人間総合科学研究科　フロンティア医科学専攻・人間総合科学研究群　フロンティア医科学学位プログラム】

	（７）DACセンターアセスメント機能
	近年、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が増えています。この課題に対応するため、DACセンターではアセスメント機能を設けています。この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特性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。
	（８）アクセシブルスタディルーム
	５．ピア・チューター、チーム・スタッフの養成実績
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