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1 .問題と目的

2016年 4月の 「障害を理由 とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者

差別解消法」）の施行を踏まえ、各大学において障害のある学生支援の体制が整備され

てきたが、 障害のある学生の在籍者数の急増に伴い、 今まで以上に対応が困難な状況

やあらたな課題が生じている（文部科学省，2017）。内閣府、文部科学省は高等教育に

おける障害学生支援の基本的な考え方と具体的な対応について示すとともに、 大学等

の現場において適切な修学支援が行われるために必要な事項をまとめている。

内閣府が平成 30年 3月閣議決定した「障害者基本計画（第4次）」では、各分野に共

通する横断的視点として、「条約の理念の尊重及び整合性の確保」、「社会のあらゆる場

面におけるアクセシビリティの向上」、「当事者本位の総合的かっ分野横断的な支援」、

「障害特性に配慮したきめ細かい支援」、「障害のある女性、子ども及び高齢者の複合

的困難に配慮したきめ細かい支援」および「PDCAサイ クル等を通じた実効性のある

取り組みの推進」 の6点が掲げられると ともに、11の施策分野ごとに基本的考え方や

具体的な取組が示されている （内閣府，2018）。高等教育における課題は、“教育の振

興”分野の中で、高等教育における障害学生支援の推進と明記されており 、高等教育

機関は、2022年までに、障害学生への授業および授業以外の支援の実施、規定 ・対応

要領・基本方針の整備、 支援担当者の配置、紛争防止 ・決等に関する調整機関の設置、

ホームページ等での障害学生支援情報の公開、ガイダンスにおける障害学生支援の手

続きなどに関する学内規定や支援事例等の周知、障害学生の就職先の開拓や就職活動

支援の実施、障害学生向けの求人情報の提供の実施、入試要項への障害学生への配慮

に関する記載などが求めてられている（内閣府、 2018）。また、文部科学省は、「障害

のある学生の修学支援に関する検討会 第二次まとめ（文部科学省、2017)Jの中で、

各大学等が取り組むべき主要課題とその内容について、 （1 ）教育環境の調整 ：変える

ことのできない教育の目的 ・内容 ・評価の本質を確認・維持した上で、提供方法の調

整やアクセシピリティの確保、（ 2）初等中等教育段階から大学への移行 （進学） ：高

等学校や特別支援学校高等部等で提供されてきた支援内容 ・方法等の大学等への引継
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ぎの円滑化、大学等からの情報発信強化、（ 3 ）大学等から就労への移行（就職）：早

い段階から学生に多様な情報や機会を提供や関係機関聞のネットワークづくり（障害

者雇用促進に関して学外には様々な制度やサービスや機関、 学内にも複数の就職支援

関連部署があり、一般の学生に比べて就職活動が複雑なため）、 （4）大学問連携を伴

う関係機関との連携：福祉行政・事業者・公的サービスやボランティアなど地域 ・課

題単位での多層的な連携（生活面への配慮、を要する相談は、幅広い支援の検討が必要

なため）、（ 5）嘩害のある学生への支援を行う人材の養成 ・配置：様々な専門知識や

技術を有する支援人材の養成・配置 （組織的な支援を適切に行う ため）、（ 6 ）研修・

理解促進： i教職員に加えて、支援補助学生を含めた学生全体に対しての理解促進の取

組、（ 7 ）情報公開：支援に関する姿勢 ・方針や取り組みの公開 （公開にあたっては、

アクセス可能な形で情報提供する）の 7点を挙げている。

信州大学においても、 2016年 4月の障害者差別解消法の施行を踏まえ、2015年に

学生相談センター内に障害学生支援室 （以下、支援室）を設置し、障害学生への支援

体制を整備してきたが、利用者の増加により様々な問題が露呈してきている。

本研究では、信州大学による障害学生支援の現状を押さえたうえで、文部科学省が

大学の取り組むべき主要課題について、信州大学の状況を検討し、支援室の役劃を明

らかにすることを目的とする。

2. 信州大学に在籍する障害学生とその支援の現状

( 1 ）障害学生数

信州大学に在籍する診断のある障害学生数は、支援室が設置された 2015年から、

94名、162名、 238名、 200名と 2017年までは右肩上がり であったが、2018年には若

干減少し、 障害学生の把握数は頭打ちになっている。

Table 1は、信州大学（学部 ・大学院）に 2018年 5月現在在籍する診断のある障害

学生の障害別学生数と、 10月現在の支援状況である。2018年度の診断のある障害学生

数は 200名、在籍率 1.82%と全大学の 2017年の平均（0.98%）に比べて高い。さらに、

2018年 5月時点で発達障害の疑いがあり支援を受けている学生は 50名であり、 少な

くとも250名の障害学生が信州大学には在籍していた。

障害別にみると、精神、病弱 ・虚弱、発達の 3つの障害の在籍率が高く、 全国的な

傾向と同様の傾向で、あったが、中でも精神、発達の在籍率が高いことが特徴的である。

( 2）障害学生への支援の実施状況

支援学生は診断無も含めて 179名と、障害学生の 73.7%が何らかの支援を受けてお

り、全国平均の 55.0%に比べて高かった（Table1）。精神と発達の支援率は全国平均並

みだが、病弱 ・虚弱およびその他 （過敏性腸症候群・ 脱毛症 ・色覚異常等）が高く 、

聴覚や肢体不自由の支援率が低かった。

支援内容は、授業支援が 15%程度にとどまっているのに対し、6割前後が授業外の

支援を受けていた（Table2）。具体的には、授業支援で多いのは、「学外実習 ・フィール

ドワーク配慮」 「授業内容の代替 ・提出期限延長等」「教室内座席配慮」「出席に関する
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信州大学の障害学生在籍率および支援率Table 1 

支援学生在籍学生
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在籍率および支援率は、全大学の 2017年度、信州大学は 2018年度である。注1
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配慮（途中退席等）」、授業外支援で多いのは、「専門家によるカウンセ リング」、 「自己

管理指導」、「医療機関との連携」、「対人関係配慮、」、「日常生活支援」であった。精神

や発達の学生は、総合健康安全センターや学生相談センターでのカウンセリングや修

学指導を受け大学生活を継続していた。一方、聴覚や肢体不白由の学生の多くが、補

聴器や車いすの使用など道具の使用を許可するこ とによって他の支援がなく ても修学

上問題を生じていなかった。アレルギーや慢性疾患等の学生は、 保健師や看護師によ

って状態を注意深く 見守られており、 F章害種別により支援内容の相違がみられた。

( 3 ）障害のある生徒の受け入れに関する配慮、

2018年度入学者選抜において障害のある学生で受験上の配慮を実施した受験者数

は 15名、そのう ち6名が入学している。入試課が窓口 となり対応し、配慮の可能性は

学部に問い合わせる形で受験上の配慮は決定する。支援室は、入試課から情報を得た

うえで、回答に関して学部の相談にのるといったコンサルテーションを行っている。

具体的な受験上の配慮は、「月リ室を設定」「トイ レに近接する試験室に指定」、「出入り

口に近い席の指定」、「補聴器の持参使用」などで、あった。

また、入学希望まで至らないが信州大学や大学で、の障害学生支援について知りたい

という生徒や保護者に対しては、随時電話や来所での相談を受けたり、オープンキャ

ンパスで、 障害相談のブースを設け具体的に相談を受けてきた。2018年度のオープン

キャンパスでは、県内病院で治療を受けている病弱・ 虚弱の生徒と保護者、発達障害

のある生徒の保護者の相談を受けた。支援室立ち上げの頃には、全国からの電話での

障害学生への対応に関する基本的な相談があったが、徐々に電話での相談は減少して

いる一方、直接来所して、受験希望者自身が自分の障害等と照らし合わせながら、 具

体的な合理的配慮の内容に関する相談が増加している。

( 4）障害学生の卒業後の進路

2017年度の最高年次学生 50名のうち、大学院進学が 11名、就職が研修医を含めて

17名で、あった。全大学では 1割が進学、半数が就職であるが、大学院進学の割合が多

し、一方、精神・発達障害の就職率の低さが際立つている（Table3）。精神障害者保健福

祉手帳による障害者枠での就労は難しく、 支援室で、関わっている発達障害のある学生

も、卒業と同時に就職することはできていない。

以上、信州大学においては、学生相談や保健管理の枠組みの中で、配慮を必要とす

る障害学生の把握が進んでおり、カウンセリングや修学指導などが行われている。 し

かし、5月に在籍していた障害学生のうち、 9.6%が休学、 9月卒が 1.6%、2018年 5

～9月中の退学が 3.2%であり、修学を継続しているのは お.6%と、修学を継続するこ

とは決して容易なことではない。加えて、卒業後の進路も一般の学生に比べ厳しいも

のであることが明らかとなった。

3. 障害学生支援に関して“大学等が取り組むべき主要課題”と信州大学の進捗状況

先にも述べたが、文部科学省は 「障害のある学生の修学支援に関する検討会Jにお
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Tab I e 3 障害学生の卒業・修了後の進路

N 大学院進学 就職 臨床研修医 求職中 不明

視覚 。 。
聴覚・言語 。 。
股体不自由

病弱・虚弱 18 4 9 4 

身体重複 2 

発達（計） 11 3 2 4 

診断有 6 3 

診断無 5 3 

精神 18 3 4 2 9 

その他 。
合計 50 11 15 2 3 19 

いて、障害者差別解消法の施行を踏まえた高等教育段階における障害のある学生の修

学支援の課題をまとめている。これらの課題について、信州大学の進捗状況を支援室

が把握している範囲で整理したものがTable4である。

「体制整備」は、支援室の立ち上げ前から行われていた支援体制を一元化した基本

的な学内体制づくりはほぼ完了し、最低限の支援は障害学生に届くようになった。学

外機関との個別の連携は徐々 に行われている段階である。

「教育環境の整備」は、教育の目的 ・内容 ・評価の本質を確認・維持することで合

理的配慮、の決定基準を明確にすることである。信州大学のシラパスでは、授業のめあ

て、試験の形、評価方法は明記されているが、実際には、障害学生が履修決定や配慮

を決定するための十分な情報が確認できず、教員に直接確認することも少なくない。

シラパスに関しては障害のある受験希望者の大学選択時にも参考にすることから、明

記する内容について障害学生支援の視点も必要である。たとえば、学部の 3つのポリ

シーとの関係や授業の目標達成のために必要なテクニカルスタンダードの提示も考慮

のポイン トといえよう。まずは、障害学生の特徴も考慮して、どのような情報を、ど

のよ うな形で発信すべきかについて明確にしていく必要がある。原因・枝贋（2017）は、

自閉性スペクトラム障害やコミ ュニケーションの苦手な学生がアクティブラーニング

型の授業を受講する際、ファシリテーターの養成や、ンラパスへの情報を具体的にかっ

詳細に記載することを提案している。教材のアクセシピリ ティの確保も十分とはいえ

ない。特に、現在までに在籍したことのない障害のある学生への対応、たとえば、視

覚障害の学生への立体プリンターは信州大学内だけで確保できない。すべての障害学

生に必要な教材を l大学が確保することは難しく 、必要な教材をどこにどう求めるか

は大きな問題である。

このような課題を解決するためにも 「支援ネッ トワークの形成 ・連携」は重要な課
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Tab I e 4 『障害のある学生の修学支援に関する検討会」で指摘された

各大学が取り組むべき課題（文部科学省第二次まとめから）

取り組むべき事項と具体的内容

体制整備
1窓口の設置

支援の申し出等相談を受け付ける窓口を設置
2委員会の設置

障害学生支媛に関する委員会を設置

3 支援部署機関の設置

教育環境の整備
1教育の目的内容評価の本質を確認維持

現状S5070支援室で確認できた範囲）

窓口設置

学生相談委員会が対応

学生相談センター内に障害学生支援室を設置

授業の目的を明記 ｜シラJfスに明記・ガイダンスで説明

試験の形評価基準額月記 ｜シラJfスに明記・ガイダンスで説明

試験以外のレポ－~課題の目的や評価基準を明記 ｜一部シラパスに明記・ガイダンスで説明
綬業の参加要件能力要件や既習の知識妓術等）を明｜

｜一部実習等で存クニカルスタンダ－ f=J割月記
確化 ｜ 

変更可能な部分と変更不能の部分を明確化 ｜不明
長期履修制度乞舌用 ｜不明
教材のアクセスピ、リティの確保

・点字畳字
－テキストデータ化
弧大
字幕付け

通信教育の活用

支援ネッドフークの形成連携
高校等との連携
個別支援内容の引継ぎ

修学支援関連

学内関連部署との連燐

拠点校との連携

・大学関連携

イ修学関連の外部支援機関等の連携
生活支援

づT護等
通学支媛
就活支援
学内連携
学外連携

就職支援進路指導
早期からの職業に関する情報提供

職業感のi函養

防災対策
障害者がいる二と鶴肘是とした防災対策

避難所としての意識

情報公開次学が情報提供）
4目談窓口
・成功事例
・大学選択時に必要な情報

人材の養成母置
専門的人材の養成
専門的支媛補助学生の養成

障害および障害支援の理解促進
FD/SD、授業

留学生対応
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学内では不能
可能
可能

検討中

通信教育は実施していない
移動困難な学生に対しスカイプを使った授業の実

施経験あり

個別に対応

学部、 総合情報センヲ一等

プラットフォーム事業から情報提供
筑波大から学習支援ツールの提供
筑波技術大学から情報保障技術の提供等

県内ネットワークにはとりかかっていない
ギフテット教育をうたうNPO法人

情報収集中
情報収集中

キャリア教育 サポートセンター
外部支援機関と個別に連携

｜一一…肘リア
初年次キヤリア教育G室択授業障害にはA、れなL、） 

アクセシビリティマツコ桝成中防災情報を付加予定
避難訓練

とりかかっていない

H P上に公開
検討中
検討中

体制整備の研修会への参加
／肝イカ養成講座
選択侵業での情報
学外講演会研修会実習情報の提供

「D-SD，選択牒の実施

個別の情報共有



題である。現状は個別の学生ニーズに合わせて、 必要な学内外の関係機関と連携をと

っている状態であるが、教材の確保、就職、生活支援などいろいろなニーズについて

支援ネットワークを明確にすること は喫緊の課題といえる。 拠点校との連携は徐々に

できつつあるが、県内の大学問ネットワークの形成は遅れている。大学それぞれの支

援の強みをつなぐことで、 地域で障害学生を支援する体制が可能になる といえよ う。

「就職支援・進路指導」は、個別事例の範囲で、キャリア教育 ・サポートセンター

や全学教育機構など関連機関と協働し対応にあたっている段階である。信州大学にお

いても、障害者枠での就職を希望する学生はわずかではあるが増えつつある。就職支

援は学内だけでは対応が難しいため、学外関連機関も加えた支援ネットワークの構築

が必要である。

「防災対策」は、 最も手付かずの領域である。個人事例として防災訓練の実施を行

った り、支援グッズを購入したりしているが、障害学生全体を考慮した根本的な防災

対策は支援室開室後 4年たっても手が付けられていない。 現在、アクセシピリ ティマ

ップ。の作製を行っているが、これに合わせて問題の洗い出しを行っている段階である。

「↑青報公開」は、 学生相談センターのホームページに“障害に関する相談” のペー

ジを設け、障害学生対応に関する窓口や体制などを周知している。支援者である教職

員への障害の理解や対応に関する情報発信は十分ではない。

「人材の養成・配置」については、学生相談センターの教職員が関連する研修や学

会に参加したり、 ノートテイカーの養成講座を開くなど専門的人材 （教職員 ・学生等）

の養成を試みている。しかし、養成した職員や学生の移動によって、 十分に継続的活

用ができていないのが現状である。養成した専門的人材を長期にわたって障害学生支

援に関わることができ るような体制を作る必要がある。 現在、情報保障に関しては遠

隔システムを導入することで、松本で養成した学生が各地キャンパスに散らばった後

も、キャンパス聞をつないで情報保証できるような体制を目指している。

「障害および障害支援の理解促進」 は、2015・2016年は、学部の協力で障害学生支

援体制の理解を重点的に行った。障害学生支援マニュアルを配布すると ともに、教職

員に対しては、学内 FD/SDを実施し理解に努めた結果、ほぼすべての学部で体制に関

する FD/SDを実施できた。 2017年度以降は、理解や支援に困難のある発達障害学生

に関する FDを実施し、徐々に理解が深まっている。

「留学生対応」も今後の大きな課題となっている。配慮文書をもって留学する学生

の連絡が支援室に入るようになった。留学生対応については、学生との建設的対話を

行う際の言語の問題への対応やリーフレッ トの多言語化、学生の所属国の文化や障害

や障害支援に関する特徴の把握などが必要であるが、情報収集の段階である。

このように、大学における障害学生支援に求められている課題は多岐にわたる。

次の章では、障害学生支援の中核として設置された 「障害学生支援室」の活動の現

状を整理し、大学全体の障害学生支援の中で支援室の業務の在り方について検討する。

4. 障害学生支援室の活動
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支援室の役割は、個別支援と環境整備に大別される。 障害学生ひとり ひと りのニー

ズを確認しそれに合った支援をコーディネートする役割と、支援を行うための環境の

整備やマネージメントの役割である。

( 1 ）コーディネー卜

支援を求める障害学生それぞれのニーズ、と修学環境を把握し、 障害学生が他の学生

と同じように自分の力を出せるように調整することが最も重要な役割である。

1 ）利用学生の特徴

2018年度 5月に在籍している障害学生250名のうち、40名と卒業生2名が2018年

前期に支援室を利用しており、その うち 21名が新規利用者で、あった。利用者の障害種

は、 発達障害関連の学生が 29名と7割近くを占めており 、大学全体の障害学生の割合

（疑いも含めて 4割弱）から考えると、発達障害の学生の利用率が高かった（Fig.1）。

身体障害はヒマジブルで、あるため理解が得られやすい。しかし、発達障害の概念は新し

く十分な理解が難しいことやインビジブルな障害で、あるため、支援に関して一致した

意見が得られにくいためであろう。実際、発達障害学生への支援者の立場による格差

が報告されている（山本 ・仁平， 2010）。 一方、同様にインヒマジブルな障害で、ある精神

障害は合理的配慮の手続きをとることが少ない。これは、これまで医師 ・カウンセラ

ーなど学生相談が積み上げてきたノウハウと学部との信頼関係が形成されているため

理解が得やすく、フォーマルな合理的配慮の必要がないのかもしれない。 医師・ カウ

ンセラーの助言によって学部の理解が得られる結果、 支援室での検討をまたず学生に

支援が届くとし1う状況が推測された。

学年は、l年生が 4割を占めていた。 1年生が多い理由は、高校からの移行期にお

いて、 ①大学生活における見通しがついていないため、白分の障害について大学での

理解を求める学生や大学への適応を心配する保護者からの申 し出が多いこと、 ②学部

や学科以外の教員の授業を履修するため文書と して合理的配慮を希望する ことが多い

ことが考えられる。2年生以降は、大学生活の見通しが立ち、学部学科で理解が得ら

れているケースについては、徐々にフォーマルな文書を必要としなくなる傾向がみら

れる。文書を持って支援を求める経験を重ねるこ とでセルフア ドボカシースキルが向

上し、文書がなくても支援を求める力がつき自分で交渉することができるようになっ

たとする と、 これ以上の成果はない。社会的自立に向けての第 1歩と考えられる。ま

た一方で、周りの理解が進むことで学生本人が配慮、を申 し出なくとも支援する体制が

できているとすれば、似たような障害のある学生に対するナチュラルな支援が可能に

なる。これは、ユニバーサルデ、ザインの教育環境実現に向けての一歩である といえよ

う。 一方、 l年次で大学生活で自分がどのように勉強や生活をすればよし1かが身に着

けられなかった学生は、低成績、留年、休学 ・退学に追い込まれるケースもある。支

援室は障害学生の第一の関門である 1年生の支援の一端を担うことが多いといえる。

2）障害学生支援の主担当者と支援室の役割

Table 5は現在、障害学生への個別支援の中で、支援室が担っている役割を示したもの

である。障害学生の主担当者の多くは、総合健康安全センターの医師やカウンセラー

である。支援室のみがかかわっているケースは4分 1に過ぎない。多くは、医師 ・カ
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ウンセラーが個別に支える中で、 修学上の配慮や学習指導が必要な場合に支援室につ

ながる。支援室の役割は、①合理的配慮、の手続き、 ②修学支援、③生活支援、④進路 ・

就活支援といえる。支援室では障害学生の特性を考慮、したうえで、 修学面での指導、

生活面での指導、進路・就活面での指導など指導的支援の色合いが強い。 学生をエン

パワメ ントしながら、障害特性に合った対応策を学生や教員と一緒に考え、実行でき

るよ うに支援する役割を担っているといえる。

発達疑い

5首

視覚＋精神
その他 2出
10弘

発達

52出

［障害学生支援室利用学生 （N二42)]

精神「
37弘 ＼

［信州大学全体（N二250)]

肢体不自由

2出

達疑い

20目

病弱・虚弱

18弘

身体重複
O目

Fig. 1 障害学生支援室で把握できている障害学生数と障害種
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Table 5 障害学生支援の主担当者と障害外学生支援室の役割

主担当者

医師 力ウンセう ＋ 
保健師 担当教員 子件二4」"Iiヵ矢

力ウンセ7 支援室長 支援窒長

(N=16) (N=lO) (N=lO) (N=4) (N=l) (N=l) 

合理的配慮、手続き 9 3 1 

学習指導 4 

障 履修指導 4 1 

導指

導

援

ル

指

支

キ

職

慮

応

活

ス

就

配

有

対

生

的

・

的

共

者

生

会

路

育

報

護

学

社

進

教

情

保

学

生

支

援

室

の

役

劃

2 4 4 

6 3 

2(2) 1 

2 7 

16 10 8 4 1 

2 5 1 

その他

このように、個々の障害学生のニーズを考慮した個別支援は支援室の重要な役割で

あるが、具体的な支援を支える環境整備も大きな役割である。以下に、文部科学省が

課題としてあげた事項の中から、支援室としての対応が必要な課題と課題解決に向け

た支援室の役割を記述した。

( 2）環境整備

1 ）体制整備

第二次ま とめでは、事前的改善措置の有効性が指摘されている。事前的改善措置と

は、不特定多数の障害者のニーズ、を念頭に、あらかじめ、施設 ・設備のバリアフリー

化や、学内規程、組織等を含むハー ド面 ・ソフト面での環境の整備のことである。 ソ

フト面では、大学が策定した教職員対応要領に従い、障害学生対応マニュアルを作成

し3年間障害学生支援を行ってきた。3年間の状況を鑑みて、内容を見直し、 必要に

応じて改定する必要がある。ハード面に関しては、2018年度より アクセシビリ ティマ

ップの作成に取り掛かっているが、本年度は松本キャンパスの調査を実施し、洗い出

されたバリ アから環境整備の提案を行った。

2）支援ネットワークの構築

第二次ま とめで指摘されているように、障害学生支援は対応すべき障害の内容、対

応方法等が多岐にわたるため、l大学のみですべての障害学生のニーズ、に対応で、きる

ものではない。 重要なのは、各種専門家、支援の先人等々と連携し、学内外の援助資
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源のネットワークを構築することは重要である。また、障害種別によるネットワーク、

高大移行、修学、生活、就職支援など目的に応じたネットワークなど、ネットワーク

の軸は複数必要である。立ち上げ 3年間で、修学支援や就労支援に関する学内外の関

連機関とは個別に連携を行ってきたが、今後は、障害や支援内容によるネッ トワーク

としてまとめていくことが必要である。特に、県内の大学問のネットワークはまだま

だ十分とは言えない。支援機器の相互利用や、大学の枠組みを超えた情報保障体制の

構築を行うことで、地域全体で嘩害者を支える仕組みが見えてくるであろう。支援室

では、個別支援の中で構築した関連機関との連携体制をまとめ、修学上のネットワー

ク案、就労上のネットワーク案を作成すること求められているといえる。

3）支援人材の養成・配置

組織的な支援を適切に行うためには、支援全体の調整を図るコーディネーターや、

個別の場面において支援を行うカウンセラー、手話通訳者、アクセシピリ ティの確保

に精通した技術者等の専門知識や技術を有する障害のある学生への支援を行う人材

（以下、「支援人材」としづ。）の養成・配置が不可欠である。カウンセラー・コーデ

ィネーターに関しては、臨床心理士などの資格を持ったものが担当 しているので専門

性は一定水準確保されている。これに対し、体制整備や環境整備などに関する知識、

情報保障に関する技術者は決して多く なく 、研修・講習への派遣や養成講座を開くこ

とで、支援人材の養成を行っている。支援補助学生に関しては、ノー トテイカー養成講

座を行い、技術を身に着け、学内外のイベント等の情報保障を体験することで、技術

の維持を行っている。今後は、障害種別の理解と対応に加えて、ICTの知識や障害学

生にやさ しい設備等の研修に参加することで、支援人材の養成を行ってし1く予定であ

る。その際、外部で学んだ研修を学内にどのように還元するかは課題のひとつである。

人員的にも専任教員が 1名、兼任職員が 1名と支援室の人材は十分とはいえない。そ

の中で、専門性をどのように維持するかは大きな課題である。

4）アクセシビリティマップの作成

障害のある学生が、目的の場所にたどり着くための情報を集約したアクセシピリテ

イマップロの作成を行っている。身体障害のある学生とユニバーサルデ、ザインに興味の

ある学生の主導で、利用者にと ってわかりやすいマップを目指している。 2018年度は

松本キャンパスのマップを作成しているが、今後、各キャンパスのマップを作成しな

がら、各教室のアクセシピリティの情報を収集してし、く 予定である。さらに、災害時

の防災情報を組み込み、非常時の障害学生の避難ルー トの確認や避難時の障害学生へ

の対応について検討していく機会にもなるのではないかと考える。学内関連部署や関

連委員会等と連携しながら進めていくことが望まれる。

このように、支援室に求められる役割は多岐にわたっているが、現実としては、個

別支援に多くの時間をさかれ、他の役割を十分に果たせていない現状がある。個別支

援などコーディネート業務以外の体制整備、支援ネット ワーク構築、 障害理解のため

のアセスメント開発など支援室のマネージメン ト業務にも時間を割く 必要がある。今

後は、 個別支援は関連機関にまかせ、障害のアセスメン ト開発、環境調整、合理的配
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慮の手続きなどマネージメント業務に重点をおくことを検討する時期にきているとい

えるかもしれない。

慢性的な支援人材不足の中で現在対応可能な解決方法として 3点提案をしたい。第

1に、障害学生が個人ではなくグループOで、学んだ、り安心して話せる居場所を作ること、

第2にICT(Information and Communication Technology）を利用すること、第 3iこ、

教職員や学生の障害への理解を深め心のバリアフリーを浸透させることである。

第 1のグループ。で、の対応の提案は、単なる省力化のためではない。専門家によるカ

ウンセリングなどの個別対応は総合健康安全センターが十分機能しているため、支援

室が現在行っている個別支援は学習指導や社会的スキル指導、話し相手としての意味

合いが強い。障害の当事者や障害を理解してくれている人と話がしたいとい うニーズ

や支援に興味のある学生との交流の場といった意味で、サロ ンとして支援室を開室す

る時間を設けるのも一つの方法で、ある。また、プランニングやコミュニケーションス

キルの獲得のためには、ワークショ ップや SST（ソーシャルスキルト レーニング）など

グソレーブ。ワークの場を設けることも方法の一つであろう。 個別とは一味違った相互関

係のなかでのスキルの獲得は、より現実場面に近い。また、発達障害のように障害か

否か不明確だが行動上の問題が起きている場合には、 一般学生と同じ場で自分の特徴

を理解し、特徴にあったスキルを身に着けていくことは重要である。キャリア教育・

サポートセンターと共同して実施した、“自分のクセにあったプランニングスキルアッ

プワークショップ”では、グループ。で、話し合う ことで自分の特徴を理解し自分にあっ

た方法を獲得していく場面が見受けられた。特にグレイゾーンの発達障害学生には、

一般学生向けのワークショップやSSTの中で自分の障害特性を受け入れる機会が与え

られる場を提供することが重要と考える。

現状で一番の問題は学習指導の問題である。支援室に修学支援をもとめて来室する

学生の中には、教科書が読めない、先生の話を聞いても理解できない、先生の話を聞

きながらメモが取れない、先生の意図が読めないのでレポー トが書けない、手本がな

いので評価に値するレポートが書けないなど訴える学生も多く、具体的な資料を使っ

た学習指導に至るケースも少なくない。障害学生の学習指導に関しては、特別支援教

育のノウハウと授業内容や教科に関する専門的知識の両方が求められるため、支援室

の知識だけでは不十分である。学内の修学支援部署や関係者と連携するなど今後の支

援体制を検討する必要があろう。

第 2は、ICTの利用である。遠隔による情報保障システムの利用もこのひとつであ

る。必要に応じて ICTの活用を含むアクセシピリティに配慮した教材やデー夕、講義

の映像の蓄積 ・共有、これらの教材等の利用方法の研修、一般教養科目における単位

互換の活用等）、 支援担当者間の情報交換を行うネット ワークの構築は、人的 ・物的資

源の制限さ入れた環境下では大きな力になるものと考える。すべての支援機器やデー

タを l大学で準備することは困難でため、 ICTを障害学生支援に応用する方法やデジ

タル素材等については、障害と高等教育に関するプラ ットホーム形成事業 PHED（東京

大学）等から情報を得ながら、 ICTの利用を検討していきたいと思う。

第3に、障害への理解をさらに浸透させ、心のバリ アフ リーを目指す。大学におけ
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る支援のほとんどが、 フォーマルな支援で、はなくイ ンフォーマルも しくはナチュラル

な支援である。理解することは自然に手を差し伸べるための第一歩である。FD/SD、

研修会、体験イベント、授業などを通して、障害や合理的配慮、の概念、各種障害の特

徴などを理解する機会を準備するこ とは重要である。心のバリアフリ ーを体感するこ

とで大学内の社会的障壁を取り去るこ とができれば、機能的なハンディ を背負ってい

ても障害にならない、そのような共生社会を目指すために最も必要なのは、人の意識

改革なのかもしれない。

4.まとめ

信州大学の障害学生支援は、これまで、培ってきた学部単位の支援を一元化し、大学

としての共通した支援が学生に届く体制を構築してきた。基本的な障害学生支援体制

は4年目に入り全大学に浸透しつつある といえる。一方、文部科学省が求める課題に

ついては、十分に対応しきれていない。教育環境の改善や支援ネットワークの構築、

専門支援人材の養成と維持、障害理解のなど深化等、学内外の協力を取 り付けつつ支

援体制の充実を図る時期に来ているといえよう。
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