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はじめに 
 平成 26 年度の⽂部科学省の調査によると、大学等における障害学生数は 14127 人
であり、毎年 1000 人前後増えています。内訳としては、「病弱・虚弱」「発達障害」等の障
害の増加が目⽴ち、障害のために支援を受けている学生は 6943 人、在籍率は全学生に
対して 0.44％であるそうです。これまで「障害者」の解釈は身体構造や心身の機能的問題
であり、「個人の身体の中にある」とする医学的⾒地からのものでしたが、近年は定義として、
上記に加えて障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に相当な制限を受
けている状態にあるものとしています。さて⿅児島大学では障害学生が皆とともに平等に学び、
充実した学生生活を送ることを支援しています。そのため平成25年3⽉に「⿅児島大学に

おける障害を有する学生の修学支援に関する指針」を制定し、７⽉には「⿅児島大学障害学生支援室要項」を制定しました。さらに平成26年4⽉か
ら障害学生支援室の機能拡充を図るために支援室を支援センターへ移⾏し、「国⽴大学法人⿅児島大学障害学生支援センター要項」を制定、現在
は共通教育棟 1 号館 2 階の修学支援室にて主に活動しております。修学についての悩み、不安や相談があれば、学生であれ、教員であれ、まず部屋
を訪ねてみてください。専任スタッフが常勤しており、適切に対応いたします。修学支援室に⾏きにくい時は、電話もしくはメールで連絡を取っていただいても
結構です。もちろん私たちだけの対応では難しいケースの場合、保健管理センターの医師やカウンセラー等のスタッフと連携しながら、支援について考えてい
きます。私は障害学生の修学支援の基本は、関係者間の理解と合意を形成することにあると思っています。⼀度で解決しないこともたくさんあるかと思いま
すが、ハード面およびソフト面から 障害学生支援がより充実するようにご協⼒お願いいたします。 

平成28年3⽉ 

センター⻑ 前田 雅人 

活動報告 
○⿅児島⼤学障がい学生支援シンポジウム2015開催 
障害学生支援センター主催の障がい学生支援シンポジウムを開催しました。学内外から 134 人の参加がありました。基調講演では東北大学の池田

先生をお招きし、平成28年4⽉施⾏の障害者差別解消法、大学における具体的な合理的配慮について解説を交えながら、ご講演頂きました。 
パネルディスカッションでは保健管理センターで⾏われている実際の取り組みの紹介や、発達障害における個別支援について発表後、会場から多くの質

疑応答がありました。また、支援方法の紹介として、PCテイカーと手話通訳を実演して頂きました。 
日時 平成27年9⽉4日〔⾦〕13:00〜16:30 会場 ⿅児島大学学習交流プラザ2F 学習交流ホール 
内容 第⼀部 基調講演「つまずき支援と障害学生支援」 

講師 東北大学⾼度教養教育・学生支援機構 教授 池田 忠義先生                       
第二部 パネルディスカッション「⿅児島大学における障害学生支援を考える」 

パネラー①本学保健管理センター 准教授 川池 陽⼀先生 
パネラー②本学法⽂教育学域臨床心理学系大学院 准教授 松浦隆信先生 

参加人数（人） 
 
 
 

 
 

 教員 専門職 事務 院生 その他 合計
学内 20 13 65 5  103
学外  6 11 13  1  31
合計 26 24 78 5 1 134

発⾏：障害学生支援センター 
〒890-0065 ⿅児島市郡元1-21-30 
共通教育棟1号館2F修学支援室 
TEL&FAX 099-285-3287 
E mail learning-support@gm.kagoshima-u.ac.jp 
URL https://www.kagoshima-u.ac.jp/syogaku/ 



第1部 基調講演について                         第2部 パネルディスカッションについて  
学内（75人）         学外（28人）                学内（75人）          学外（28人）

○修学支援会議等                    

○講師活動

年月日 内容 年月日 内容 
2015年4月16日 修学支援会議 2016年1月14日 入試事前協議会 
2015年6月18日 修学支援会議 2016年1月26日 入試事前協議会 
2015年6月19日 修学支援会議 2016年2月19日 入試事前打合 
2015年11月9日 修学支援会議 2016年2月29日 修学支援会議 

催主会習講日月年
科究研学農合連学大学本会習講のめたの止防トンメスラハ日3月2年5102

2015年 9 月15日 学生支援担当職員研修「学生相談について」 本学学生部 
2015年10月27日 FD研修会「障害学生への支援・配慮について等」 本学水産学部 
2015年 7 月15日 研修会における講演会「こどもたちの心の健康について」 末吉地域学校保健会 
2015年10月 1 日 講演「ストレスマネジメント教育といじめ問題」 末吉高等学校 

市崎枕員談相談相康健神精市崎枕日62月2年6102

みんなのトイレとは、障害のある人もない
人も、また性別や年齢に関係なくユニバー
サルデザインによって設計されているトイレ
のことです。今年度は“みんなのトイレ”ロゴ
マークを募集し、最優秀賞に選ばれたロゴ
マークを障害学生支援センターが発行す
るバリアフリーマップ＊に表示する事にしまし
た。また学内のみんなのトイレにロゴマーク
を順次掲示して行く予定です。学内にあ
るみんなのトイレを是非ご覧になってくださ
い。 
＊バリアフリーマップ：障害学生支援セン
ターでは学内のトイレ・施設について調査
を実施し、学内のどの場所にどういったトイ
レや駐車場があるか等を示したバリアフリー
マップを作成しています。HPからもご覧に
なれますが、必要な方はご連絡ください。 

（前田センター長・東郷氏）

障害学生支援センターでは、
支援機器の貸し出しを行ってお
ります。ICレコーダーや車椅子、
点字対応テプラなどがあります。 
HPに掲載しておりますので、ご
参照ください。 

感想（抜粋）                                      感想（抜粋） 
・障害者権利条約に対する国立大学における合理的配慮について理解を深める
ことができた。規定などの整備もあるが、実際は学生の個別対応に配慮が必要。 
・発達障害・精神障害の多様性、それに対するサポートの多様化の必要性、専
門部署との連携体制の必要性、現実に直面する問題をわかりやすく説明頂い
た。障害を持たない学生への対応なども必要であり、学生支援のあり方を学ぶい
い機会となった。 

・様々な事例を聞くと「質の保障」と「障害の支援」の両立がいかに難しいかがわか
る気がする。解決するのは、本人を変えるのではなく、周りが変わることが重要だと
思う。一昔前の感覚だと「変な人」「危ない人」「ダメな人」とされていた人たちは実
際にはそうではないのだと認識を改める必要があると思えた。個々人の中にこびりつ
いている常識をいかに変えていけるかが大切だと思う。 
・学生にとって相談できる場所を作ること、受け皿を作ることは大事だと思った。 

○支援活動 
容内日月年

2015年4月21日 平成27年度鹿児島大学バリアフリーマップ学内配布（HP公開） 
2015年6月11日 学生からの申し出により学習交流プラザ、理学部多目的トイレにゴミ箱を設置 
2015年6月15～19日 共通教育棟1号館スロープ付近放置自転車移動 

（スロープ付近に放置自転車が多く、車椅子がスロープを通れない状態にあったため、
放置自転車の調査、移動を実施。期間中、2～20 台/日の放置自転車があり、教育
センターにスロープ付近地面への駐輪禁止区域明示を提案した。） 
7月28日、共通教育棟1号館スロープ付斜線工事完了 

2015年7月1日 障害学生支援申請書（共通教育）運用開始 
2015年6月17日 ランチタイム懇談会 
2015年12月21日 学習交流プラザ2F男女別多目的トイレ内に手洗い設置 

（障害を有する学生からトイレ個室内手洗いに設置希望あり、施設部に提案した。学
習交流プラザ2F男女別多目的トイレにそれぞれ個室内手洗い場を設置） 

2016年2月19日 鹿児島大学バリアフリーマップ”みんなのトイレ”ロゴマーク表彰式 
最優秀賞 教育学部学校教育教員養成課程美術専修4年 東郷遥氏 

（写真右斜下） 



○論⽂ 
・Ijichi S, Ijichi N, Ijichi Y, Nagata J, Imamura C, Sameshima H, Kawaike Y, Morioka H. The origin of population diversity: stochastic interactions 

between a modifier variant and the individual genetic background. Natural Science 2015: 255-265, 2015. 

 ・Ijichi S, Ijichi N, Ishida A, Yotsumoto M, Nagata J, Tanuma R, Imamura C, Toki A, Sakajiri T, Hirotsune H, Nakadoi Y, Tanaka S, Kimura K, Tanaka K. 

Ehical fallacies, tricky ambiguities, and the misinterpretation of the outcomes in the cranioplasty for mild trigonocephaly. Childs Nerv Syst 31(7): 

1009-1012, 2015.  

・伊地知信二、伊地知奈緒美、伊地知由貴奈、羽生裕⼦、田畑仁美、⾼橋幸奈、蒲地亜紀代、平片 舞、飯島由佳、中村聡⼦、眞邉りみ、⿊瀬真⼸、今久留主
舞依、石田 愛、南崎明日香、四元真⼸、田沼利枝、永田純⼦、溝口 ⽂、今村智佳⼦、鮫島久美、川池陽⼀、森岡洋史、前田雅人．修学支援における合理的
配慮：教育的支援と周りが変わろうとする姿勢の重要性．⿅児島大学教育センター年報 12: 44-51、 2015. 
○参加学会等 

年⽉日 学会、セミナー等名称 開催場所 
2015年3⽉9日 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター講演会 

講演「我が国の障害者施策の動向と大学等における今後の対応について」 担当 ⽂部科学省 
講演「障害学生支援における『社会的障壁の除去』とは」 
講師 東北大学⾼度教養教育・学生支援機構 吉武清實先生 
九州大学学生支援コーディネータ室視察 

九州大学 

2015年5⽉16〜18日 日本学生相談学会第33回大会 
基調講演「私の学生相談、私のオリエンテーションー種まきて⾃⼒他⼒の回向待つ」 
講師 東北大学⾼度教養教育・学生支援機構 吉武清實先生 

広島修道大学他 

2015年8⽉24日 平成27年度障害学生支援実務者育成研修会（基礎プログラム） 東京国際交流館 
2015年10⽉5日 平成27年度全国障害学生支援セミナー「体制整備セミナー1」 

⾏政説明「我が国の障害者支援の動向と大学等における今後の対応」 担当 ⽂部科学省 
講演「対応指針における差別的取り扱い及び合理的配慮の考え方について」 
講師 東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫先生 

⽂部科学省 

2015年11⽉14〜15日 2015年度日本リハビリテイション心理学会学術大会及び第41回心理リハビリテイションの会全国大会 
講演「脳性マヒ児・者の肢体不⾃由について」 
講師 九州大学 成瀬悟策名誉教授 
シンポジウム「心理リハビリテイション・キャンプの今と未来を考える」 

大分県 
労働福祉会館他 

2015年12⽉1日 九州・沖縄地区障害者支援体制構築に関する協議会 
講演「障害のある学生に対する差別禁⽌と合理的配慮のあり方について」 
講師 東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫先生 

九州大学 

2016年2⽉15日 全国障害学生支援セミナー「体制整備支援セミナー4」 
講演「⾼等教育機関における差別解消法施⾏に向けた体制整備」 
講師 東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫先生 
事例紹介 「大学等の対応要領策定とその後の取り組み 筑波技術大学」 

日本学生支援機構

駐輪・駐⾞についてのお願い 
学内の駐輪・駐⾞は指定の場所があります。本年度は共通教育棟 1 号館のスロープ付近の駐輪状態の調査および移動を⾏いました。スロープ付近

への駐輪は⾞いす移動、荷物の搬入に大きな妨げとなっていました。⾬や降灰の時には、⾃らの愛⾞が汚れないようにしたい、授業開始に間に合うような
るだけ近くに駐輪したいと考えることは⾃然なことと思いますが、他者（特にスロープが必要な人）に対する配慮の視点を持つことは人間性教育の観点か
らも重要です。教育センター総務部に相談・依頼を⾏ったところ、スロープ付近の地面に駐輪禁⽌斜線が施⼯されました。その後共通教育⼀号館のスロ
ープ付近の駐⾞は減じています。現在⾞いすの学生が学内におり、今後増加することも考えられます。駐⾞・駐輪について、他者
への配慮の視点からご啓発教育が必要だといえます。各部署にて必要なスロープや視覚的な掲⽰（駐⾞・駐輪禁⽌や障害者
用駐⾞スペース）についてご検討いただけますようお願い申し上げます。また当センターでは、スロープや視覚的掲⽰に関する相
談にも応じていますので、お気軽にご連絡下さい。 

相談件数 
障害学生支援センターでは、障害を有する学生やつまずきを感じている学生の相談に応じています。面談場所は当センター及び保健管理センターです。

学生・保護者・教職員との個別面談の他、関係者による修学支援会議を開催しています。また平成27年度は障害を有する⾼校生からの学内⾒学や
支援体制についての相談もありました。 

相談内容に応じ、保健管理センターや所属部局、保護者との連携を図りながら、個々に応じた履修のアドバイスやレポート作成のサポート等の修学支
援及び心理相談を⾏いました。平成26年10⽉より相談業務をスタートさせ、75名、延べ420回の面談を実施しております。 



学部生 院生 教職員 保護者
入学希
望者

2015 31 12 5 4 3
2014 16 4 0 0 0
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※2014年度は2014年10⽉〜3⽉ 2015年度は4⽉〜2⽉ 

障害学生支援申請書 
配慮申請とは、障害を有する学生が講義やゼミ活動等の修学において、障害を理由に配慮や支援を依頼するための申請書です。配慮申請にあたっ

ては、障害学生支援センターにて面談を実施します。申請書は必要書類（診断書や障害者手帳のコピー、保護者の同意書）を添付した上で講義の
開設部局に応じて教育センターもしくは学部教務係等に提出されます。講義担当教員は、配慮や支援の内容に対しての回答をチェックし、必要があれば
個別面談の実施や、修学支援会議の開催を障害学生支援センターに依頼することができます。配慮・支援の申請は定型的な内容がある訳ではなく、
個々の学生のニーズに応じて考えられるものです。また、申請書についてはスムーズな支援を⾏うため、障害学生支援センターへの返却期限が決まっていま
すので、ご協⼒お願いいたします。 

障害学生配慮申請書は障害を有する学生についての支援や配慮についての検討依頼です。 
障害学生配慮申請書について不明な点やご提案がある場合は障害学生支援センターまでご連絡をお願いします！ 

ご存じですか?差別解消法! 
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」がいよいよ平成 28年 4⽉より施⾏となりました。これは、国連の「障害者の権利に関する条約」

（平成20年5⽉発効）締結に向けて国内法令の整備の１つとして施⾏された法律です。障害の有無によって分け隔てられることのない、多様性を認
め合える共生社会の実現を目指す法律です。国・地方公共団体等は、取り組みに関する要領を策定することとなっています。⿅児島大においても対応
要領が制定されます。本学教職員にとっても特に重要な第3条〜第5条を掲載します。 
【第3条】（国及び地方公共団体の責務）国及び、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 
【第 4 条】（国⺠の責務）国⺠は、第⼀条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする

差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 
【第 5 条】（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）⾏政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の

実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に⾏うため、⾃ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その
他必要な環境の整備に努めなければならない。 

 
対象 不当な差別的取り扱い 障害者への合理的配慮 

国・地方公共団体・独⽴法人（国⽴⼤学・高専含む） 
禁⽌ 法的義務 

合理的配慮の不提供の禁⽌ 

その他機関 
努⼒義務 

合理的配慮提供の努⼒義務 
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編集後記 
平成 25 年より障害学生支援センターとして活動を始めました。手探りの中、⻑年、保健管理センターで⾏われてきた学生支援の手厚さに驚きつつ、学生支援に連

携・協⼒して取り組む体制をつくってきました。教職員の方 と々連携する中では、それぞれの学部にて⼯夫されている取り組みや支援があること、それによって支えられ学
んでいる学生が多くいることを感じています。⼀方で、環境やその時の状況に対する不適応を障害の特性と捉えられ、悩んでいる学生もみかけます。学生支援の基本は
相互理解と多様性を認め、共に学び共に生きるという姿勢であると考えます。いよいよ平成 28 年度より障害者差別解消法が施⾏となります。合理的配慮について、
今後検討を重ねる必要がありますが、共に学び共に生きる風土の醸成も必須だと考えます。関係部署と連携・協働を大切にしながら活動してまいりたいと思いますの
で、今後ともどうぞご協⼒の程よろしくお願い申し上げます。（今村、溝口） 

学部生 院生 教職員 保護者
入学
希望者

2015 31 12 5 4 3
2014 16 4 0 0 0
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身体
障害

発達
障害

不適
応

内部
障害

病弱・
虚弱

精神
障害

その他

2015 11 7 11 1 2 10 13
2014 1 1 9 0 0 1 8
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