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１．はじめに 

 

昨今の大学における障害学生支援体制の構築は、社会の要請に応じたものではあるが、こ

れまで内在的にあった課題に対して、改めて考える機会を与えてくれる。実際、目に見える

障害では機能不全が明確であればあるほど対応はダイレクトなものとなり、見える形のサポ

ートを展開していくことができる。ところが目に見えない障害の場合、様々な要因が絡み、

なかなか対応が難しいケースもあり、サポートの困難さを感じる。 

修学に問題がある大学生を担当した経験から、重要なポイントの一つとして、本人の自己

理解の程度を挙げることができる。十分に理解しているならば、スムーズな修学支援を実施

でき、また周囲の環境作りにも取り掛かれる。自己理解が不十分であると、意見交換する場

さえも作ることができないこともあり、そこに十分な時間をかけ、対応する必要がある。う

まくいかない場合や助言などが必要な場合は、障害学生支援センターに相談してほしい。も

ちろん保健管理センターとも連携をとります。共に考えていきましょう。 

さて鹿児島大学では、平成 25 年に「教職員のための学生理解と個別支援マニュアル」を

作成し、平成 26 年度から障害学生支援センターが設置されました。今回のガイドブックは、

より早期に修学に問題がみられる学生に対応するためのものであり、平成 28 年度からの障

害者差別解消法の施行と学内における障害学生への対応要領作成を踏まえたものです。 

障害を抱えた学生が他の学生と平等に修学の機会が与えられ、充実したキャンパスライフ

を送ることを願ってやまない。           

平成２８年３月 障害学生支援センター長 前田 雅人
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２．目的と使い方 

 

本書の目的は、教職員が学生と関わる中で、「学生が困っていそうだ」「どうしてこうなっ

ちゃうのかな？」「対応の仕方に迷う」・・・・と言った場面で学生理解や関わりのガイドに

なることです。それぞれの場面設定には、これまで保健管理センターにて行われてきた、つ

まずき支援において経験された相談や事例をもとにしています。 

学生との関わりの中で、何か心配だ、困っていそうだと思われた際に、もしくは、ご自身

が対応に困ったと感じられた時に想定場面の中から近い場面を選んで、ご自身の対応や理解

にご活用ください。 

今回のガイドブックでは障害の特徴や支援の解説を最小限にとどめています。それは障害

のある学生に焦点をあてるのではなく、キャンパス内に障害のある学生と障害のない学生が

混在しているという視点から、どのような行動に注意するが重要であるかをご理解いただき

たいと考えているからです。 

障害ごとの特徴や支援については日本学生支援機構発行の「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）」等に詳細が記載してありますので、是非ご覧になってく

ださい。 

 平成２８年度から障害者差別解消法の施行に伴い、鹿児島大学の職員対応要領が施行され

ます。障害者に対する合理的配慮の提供や支援の実施に関して、これまで以上に関係部署が

連携して支援をすすめることが必要になります。本書をご活用いただければ幸いです。 
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3.鹿児島大学における修学支援 

１）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 

平成 25 年 3 月 22 日 

学長裁定 

(平成 25 年 3 月 21 日教育研究評議会承認) 

(目的)第 1 この指針は、障害を有する学生が鹿児島大学(以下「本学」という。)において十分な教育を受ける

とともに、豊かな学生生活を実現し、社会に貢献しうる人材として成長するために、適切な配慮のなされないこ

とによる不利益を被ることがないよう、学長及び教職員の責務を明確にし、必要な支援方策の策定とその実施に

関する基本的な事項を定めることを目的とする。 

(定義)第 2 この指針において「障害を有する学生」とは、本学に在籍する学生のうち、身体障害、発達障害及

び精神障害等の障害により、本学において教育を受け学生生活を過ごすに当たり、長期的又は一時的に相当な制

限を受ける者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性を認めたものをいう。ただし、発達障害

及び精神障害等の場合は、健常学生との境界線が明確でないことに配慮する。 

(学長の責務)第 3 学長は、障害を有する学生が、適切な配慮がなされないことにより、教育上及び学生生活上

不利益を被ることがないよう、必要な支援方策を推進する責務を有する。 

(部局長の責務)第 4 学部長、大学院研究科長、学内共同教育研究施設等の長(以下「部局長」という。)は、当

該部局において障害を有する学生が教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、具体的支援方策を実施

する責務を有する。 

(教職員の責務)第 5 教職員は、障害を有する学生が、教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、適

切な配慮及び支援を行うとともに、支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。 

(保健管理センターの責務)第 6 保健管理センターは、障害を有する学生、その家族、担当教職員等からの依頼

に対して、医学的判断を含む適切な助言を行う。また、担当教職員等と連携し、依頼に基づく必要な支援を実施

する。 

(全学的支援方策の策定等)第 7 全学的視野から障害を有する学生への配慮に基づいた支援方策及び実施計画を

策定し、実施する必要がある場合は、教育研究評議会の議を経て決定する。 

(予算上の措置)第 8 実施計画に係る障害学生支援経費の配分・執行方法等については、別に定める。 

(その他)第 9 この指針に定めるもののほか、障害を有する学生の支援について必要な事項は、別に定める 
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２）鹿児島大学における修学支援の流れ 

 

 

 

 

 

本人→ 

障害学生支援センター 

→本人→ 

所属部局・教育センター 

障害学生支援センター→

所属部局・教育センター 

①支援申請につ
いての事前相談

•障害学生支援申請書提出に関する事前の相談を実施

②支援の申請

•学生本人が「障害学生支援申請書」を障害学生支援セン
ターに提出し、押印をもらった後に、同意書、診断書等
とともに所属部局・教育センターに提出

③「配慮願い」
の送付

•学生本人が希望する場合、障害学生支援センターから配
慮事項を記した「配慮願い」を授業担当教員へ送付

④支援会議

•申請内容に応じて、学生本人及び授業担当教員もしくは
所属部局・教育センターと障害学生支援センター、保健
管理センターが支援会議を実施（内容によっては、会議
を行わないこともある）

⑤支援の実施

•「障害学生支援申請書」等の内容をもとに、もしくは会
議の結果に応じて、支援を実施

⑥支援の内容と評
価に関する面談

•適切な支援が実施されているかを確認するために、2週
後以降に聞き取りを実施

•次期以降の修学支援に活かすため、半期毎に障害学生支
援センターと学生との個別面談を実施

本人、保護者、 

担当教員→ 

障害学生支援センター 

＜担当部門など＞ 

本人、授業担当教員 

もしくは所属部局・ 

教育センター、 

障害学生支援センター、 

保健管理センター 

所属部局・教育センター、 

授業担当教員 

本人、 

障害学生支援センター 

障害学生支援センター→

所属部局・教育センター 
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(1) 支援申請書（共通教育用） 

 

確認後は押印もしくはサインをお願いいたします。不要な場合は斜線を引いてください。

TEL：099－285-3287
E-mail：learning-support@gm.kagoshima-u.ac.jp

障害学生支援申請書(共通教育用）
申請日　平成　　年　　月　　日

私は、以下の理由により大学生活において配慮・支援を必要としますので、障害者手帳・診断書・
医師意見書および同意書を添え申請いたします。

障害の種類 視覚　･　聴覚　･　肢体　･　内部障害　・　発達障害　・その他（　　　　　　　　　　　）

ふりがな 年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　歳

科目・講義名称  (                     ) 曜日　　　　時限

氏　名
入学年度
学籍番号

学部学科 学部・研究科 学科・専攻

返却期限 　　　月　　　　日
期日内に返却できない場合はや不明な点
等は下記まで必ずご連絡ください。

住　所
（連絡先）

〒

電話（　　　　）　　　　－　　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－

障害の名称 種 級

（授業担当教員回答欄）回答された日付と名前をご記入ください。（　　　月　　　日　氏名　　　　　　　　　）

…以下大学記入欄………………………………………………………………………………………………

＊回答欄のいずれかをチェックし、大学記入欄に押印後、下記の期日までに原本を障害学生支援センターに返却願います。

＊回答欄赤字にチェックを入れた場合は障害学生支援センターにご連絡下さい。即時対応します。

□配慮・支援希望について、実施する。
□配慮・支援の希望について、個別面談後実施する。
□配慮・支援の希望について、障害学生支援センター主催の会議を希望する。
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

授業担当教員 教　務 障害学生支援センター

回答

配慮・支援
　の希望内容

1.学習上の配慮・支援希望内容

2.学習以外での配慮・支援希望内容

教育センター長 学部教務関係委員
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(2) 支援申請書（学部・研究科用） 

 

確認後は押印もしくはサインをお願いいたします。不要な場合は斜線を引いてください。

TEL：099－285-3287
E-mail：learning-support@gm.kagoshima-u.ac.jp

配慮・支援
　の希望内容

1.学習上の配慮・支援希望内容

2.学習以外での配慮・支援希望内容

…以下大学記入欄………………………………………………………………………………………………

学部学科 学部・研究科 学科・専攻

住　所
（連絡先）

〒

電話（　　　　）　　　　－　　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－

障害の名称 種 級

ふりがな 年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　歳

氏　名
入学年度
学籍番号

教務関係委員 担任教員 授業担当教員 教務 障害学生支援センター

障害学生支援申請書（学部・研究科用）
申請日　平成　　年　　月　　日

私は、以下の理由により大学生活において配慮・支援を必要としますので、障害者手帳・診断書・
医師意見書および同意書を添え申請いたします。

障害の種類 視覚　･　聴覚　･　肢体　･　内部障害　・　発達障害　・その他（　　　　　　　　　　　）

科目・講義名称  (                     ) 曜日　　　　時限

所属長

（授業担当教員回答欄）回答された日付と名前をご記入ください。（　　　月　　　日　氏名　　　　　　　　　）

回答

□配慮・支援希望について、実施する。
□配慮・支援の希望について、個別面談後実施する。
□配慮・支援の希望について、障害学生支援センター主催の会議を希望する。
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊回答欄赤字にチェックを入れた場合は障害学生支援センターにご連絡下さい。即時対応します。

＊回答欄のいずれかをチェックし、大学記入欄に押印後、下記の期日までに原本を障害学生支援センターに返却願います。

返却期限 　　　月　　　　日
期日内に返却できない場合はや不明な点
等は下記まで必ずご連絡ください。
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４．学生理解と修学支援 

 

１）重要な教育的配慮・姿勢 

☝その学生を変えようとするのではなく、周囲が変わっていこうという姿勢を自ら示し、そ

の重要性を啓発しましょう。 

 もちろん本人自らが経験を通して変容していくことを援助する教育的支援も重要であるこ

とは言うまでもないことです。しかし一方、本人が今の状態から変化することは、その状態

を有しない周囲の者が変化するよりはるかに困難であるため、周囲が個人の特性に合わせる

方向性が必要となります。その結果本人の到達点が向上し社会に貢献できる可能性が高まる

ことを他の学生、教職員も知ることができれば、結果的に大学から社会への重要な情報発信

になります。 

 

☝状態名や診断名にこだわらない支援の重要性を理解しましょう。 

 教育的支援のためには診断名・状態名は必ずしも必要ではなく、また支援は専門家でなけ

ればならないということはなく、周囲の関わりかた、特に学生に寄り添い、理解しようとす

る姿勢が極めて重要です。 

 

☝学生にとって超えることが困難な障壁（バリア）を減らすために協力する事の重要性を理

解しましょう。 

 自然な手助け、気配り、配慮を誰もが普通に目にする環境があり、誰もがバリアフリー
*
化

に協力する雰囲気があるべきです。なかなか教室に入れない学生への優しい声かけ、視覚障

害者への主体的な声かけや誘導、体調不良者への積極的な関わりや介助などがその例です。

もし、講義中に学生が体調不良となった場合は、一旦講義を中断し、クラス全員での対応を

誘導、関係部署に速やかに連絡してください。 
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☝普段から否定的フィードバックよりも肯定的フィードバック
*
で指導することに心がけ、

またその姿勢を学生に示しましょう。 

 発達障害に限らず全ての学生は、自己肯定感が低くなると、学習意欲が低下したり無力感

を感じ易くなったりし、引きこもり行動へとつながることがあります。自己肯定感の低下を

防ぐには、他者からの肯定的フィードバック
*
（ほめて育てる）が有効です。このことを教職

員が理解し、また学生に示すことができれば、将来、教育者や指導者になる学生への教育的

貢献も大きいと思われます。 

 

☝ハラスメント
*
やいじめをしない、あるいはさせないための啓発を行いましょう。 

 ハラスメント被害やいじめ被害を減らすための教職員の姿勢や努力を学生に示すことは、

将来ハラスメントをしない社会人を育てるために重要です。 

 

☝被害学生への配慮の姿勢を学生に示しましょう。 

 結果的に被害者を傷つけてしまうような発言をしないよう心がけましょう（「被害者側に

も問題がある」など）。被害者に伝わって被害者のフラッシュバック
*
を誘発する可能性のあ

る話題は慎重に取り扱いましょう。 

 

☝困りごとがある場合は相談に乗ったり、相談先を紹介したりできることを機会ある毎に伝

えましょう。 

不安を持つ、心配事がある学生が話しやすくなるような環境と機会を作りましょう。支援

する姿勢を示すことは、障害学生との信頼関係を築くことになり、他の学生にとっても教育

的意義があります。 
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２）大学生とは 

学生を支援しようとする際に、知っておいていただきたい事があります。それは大

学生が属する発達段階と、大学生特有の発達課題です。一見、不適応だったり、病的

に見えたりする諸側面も、学生が社会人に発達していくための過渡期としての課題で

ある場面も多いのです。発達段階を進む過程には心理的危機があることも多く、そこ

での状態が不適応に見える場面があります。その場合、それを病的な物として捉える

よりも、人生の先輩としての導きや見守りの方が、教育的意味が大きいことも多々あ

ります。 

 

（１）青年期の心理学的側面 

人生を発達課題により分類したエリクソンによれば、大学生の多くは思春期後期〜成年期

に属します。思春期後期での発達課題は「アイデンティティの確立」です。 

自分探し 

青年期後期の大学生は、「自分はどう生きて行くか？」「自分はどんな人間か？」とい

う問いに悩み続ける時期であるとも言えます。悩み続けるだけでは困りますが、悩みの

過程で成長し、アイデンティティを確立することで、次の成人期へと向かうのです。学

生相談の場面では悩めない学生の存在も指摘されており、従来の自分探しを続ける学生

が「なぜ周囲の友人の様に悩まずに適当にうまくやれないのか？」と相談にくるケース

があります。そんな悩める学生を見かけると、発達の過程であるその姿にホッとするこ

とがあります。 

現代学生の特徴 

成田（2001）は、「自己という一個の人格の統合を保持し、その中で葛藤を体験す

るのでなく、統合を放棄するということで内的葛藤を体験せず、自己の一面あるいは一

部を別々に生きるというあり方が増えてきていると思われる」と述べています。この拡

散型の自己を次の成人期に向けてどのように扱い支援するかが課題であり、そのための

キーワードとして鶴田（2010）は「①考える力＝悩む力＝言葉の力、②人とつながる

力、③自己肯定感」の３つをあげています。 
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（2）大学ライフサイクルからみた心理的特徴 

大学生活サイクルにおける独自の発達課題について、学生生活の時系列に沿って分類した

ものを鶴田（2001）が明らかにしています（表１）。学部生の学生生活サイクルを「入学

期」「中間期」「卒業期」の３つにわけ、大学院生の学生生活サイクルを「大学院生期」と呼

びます。 

入学期 

これまで「生徒」だった立場から「学生」へと変化し、その適応を模索する時期で

す。生活スタイルも大きく変化し、始めての家事を体験する学生も多くいます。履修に

ついて計画を立て、履修登録をすることや、空き時間の使い方で困ってつまずく学生も

います、また変化の大きさから学業に集中できない、進路選択の迷い等が現れやすい時

期です。また、対人関係では友人作りが大きなテーマで、新たな関係を作る難しさ、小

集団に入る難しさ等が表面化しやすくなります。入学期でのつまずきは不登校や学業不

振につながりやすく重要な時期であるといえます。 

中間期 

初期の適応が終わり、比較的変化の緩やかな期間です自分の力で学生生活を展開する

事が課題となります。無気力、またバイトやサークルなどへの過集中など学業とその他

の活動のバランスがとれずに不適応となる学生も多い時期です。進学や進路選択、職業

選択に向けて準備を行う時期でもあります。 

卒業期 

卒業期は卒論の作成や進路決定などがテーマとなります。心理的には「自分探し」に

ある程度の納得を持ち、内面と現実の統合を行う事が課題となります。 

大学院生期 

院生生活や研究室への不安や違和感などが相談として多い時です。修了後の進路選択

などもテーマとなってきます。また、研究室やゼミナールという密で変化の少ない人間

関係の中で、対人関係のトラブルやハラスメントなども顕在化しやすい時期です。 
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表１ 学生生活サイクルの特徴 

 入学期 中間期 卒業期 大学院学生期 

来
談
学
生
が
語
っ
た
内
容 

・ 移行期に伴う問

題 

・ 入学以前から抱

えてきた問題 

・ 無気力、スラン

プ 

・ 生きがい 

・ 対人関係をめぐ

る問題 

・ 卒業期を前に未

解決な問題に取

り組む 

・ 卒業前の混乱 

・ 研究生活への違

和感 

・ 能力への疑問 

・ 研究室での対人

関係 

・ 指導教員との関

係 

学
生
の
課
題 

・ 学生生活への移

行 

・ 今までの生活か

らの分離 

・ 新しい生活の開

始 

・ 学生生活の展開 

・ 自分らしさの探

求 

・ 中だるみ 

・ 現実生活と内面

の結合 

・ 学生生活の終了 

・ 社会生活への移

行 

・ 青年期後期の節

目 

・ 現実生活の課題

を通して内面の

整理 

・ 研究者、技術者

としての自己形

成 

心
理
学
的
特
徴 

・ 自由の中での自

己決定 

・ 学生の側からの

学生生活へのオ

リエンテーショ

ン 

・ 高揚と落ち込み 

・ あいまいさのな

かで深まり親密

な横関係 

・ もうひとつの卒

業論文 

・ 職業人への移行 

・ 自信と不安 

出典：鶴田和美編 2001 学生のための心理相談．培風館． 
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3）場面別支援例 

(1)学習・進路 

場面１ よく遅刻してくる。欠席が続いている。 

遅刻や欠席の理由や背景に対する心遣いが必要な場合があります。学生に理由を尋ねてみて

ください。学生にペナルティを与える前に、やむを得ない事情に対する心遣いを示す事は他の

学生にとっても教育的意義があると思われます。この場合、必ずしも学生の困りごとや状況を

特定する必要はありませんが、配慮すべき特殊な事情がある場合は教職員に申告できることを

全員に伝えましょう（支援が必要な場合には、支援の流れ P６をお読みください）。 

欠席や遅刻を繰り返すと配布資料や試験・レポートなどに関する情報を入手することが難し

くなります。そのような場合はレジュメやハンドアウトの配布、試験やレポートに関する情報

を集約して学生にメールなどで伝達すると良いかと思われます（出来れば、欠席時の対応方法

をシラバスへの掲載や初回講義時にアナウンスなどで知らせておきましょう）。 

考えられる背景として、生活リズムの乱れ、夜間のアルバイトなどや、気分障害、夜間の睡

眠障害が持続しているなど睡眠のリズムや体調が不安定になっていることも考慮する必要があ

ります。また、不登校、ひきこもり、スチューデント・アパシー
*
、人工肛門（ストーマ

*
）管理

や導尿が必要で時間通りに教室にたどり着けないことも考えられます。 

逆に度々途中で退席する様な場合にも同じ対応を検討することが望ましいと言えます。講義

中の途中退席が必要な学生は、出入口付近に座る必要があります。 

肢体不自由の場合は、車いす専用のスペースを設けるか、出入口の近くで車いすのまま受講

できるよう配慮しましょう。 

 

場面２ 講義中に寝てばかりいる。 

講義中の居眠りについて指導をすることは当然だと言えま

す。なぜ講義中に居眠りが発生するかを考えることも教育者と

しての業務であると言えますが、特定の学生が続けて居眠りを

するような場合には、その理由や背景について話を聞いてくだ
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さい。場合によっては、配慮が必要なことがあります。先ほどと同じように生活リズムの乱れ

や夜間のアルバイト、睡眠障害や治療薬の影響など睡眠のリズムや体調が不安定になっている

ことがあります。また睡眠時無呼吸症候群
＊
やナルコレプシー

＊
などが考えられる場合がありま

す。 

 

場面３ 実験・実習がうまくいかない。 

理由や背景について話を聞いてください。実験のグループメンバーに説明して可能な範囲で協

力してもらうことを検討してください。実験や実習が重要なカリ

キュラムにおいては合理的な配慮について検討することが必要

な場合があります（合理的配慮の検討が必要な場合には、支援の

流れ P６をお読みください）。 

背景として、過度の緊張や注意・集中の持続の低下、マヒによ

る微細動作の難しさ等が考えられる場合があります。 

 

場面４ 詳しく説明したのに手順を理解できていない。提出の期限が守れない。口頭で提示され

た情報の理解が苦手、文書情報の理解が苦手、スライドの情報を把握できない。 

学生が理解できていない事を把握できているか、話を聞いてください。提出の期限が守れない

理由や背景についても、話を聞いてください。連絡・指示・説明の手段を、可能な範囲で複数に

しましょう。紙に書かれた指示を指差しながら、説明するよう心がけ、文字情報だけでなく画像

情報も効果的に使用しましょう。講義室の変更などは、掲示板、

ネット情報、口頭連絡、紙情報の配布などできるだけ複数の手段

で提示しましょう。デジタルデータがあれば、音声化や拡大が可

能となり視覚障害者や文字情報が苦手の学生の支援となります。

背景として、視覚障害、文字情報が苦手、LD（学習障害）
*
等が

考えられることがあります。 
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場面５ 配付資料を配っているのに、読んでいない。 

その理由や背景について話を聞いて下さい。配布資料をいつ読むべきものだと、学生が理解し

ているか確認すると同時に、配布資料の使い方について、アナウンスが出来ているかも確認して

ください。提示資料や配布資料は、フォントサイズや文字の間隔、行間などが極端にならないよ

うにしましょう。文字の形やコントラストで、読みにくいと感じる学生が存在します。文字の間

隔が極端に空き過ぎると、単語として認識できなくなったりする場合も考えられます。必要に応

じてルーペや特殊なデバイス、点眼薬の使用を許容しましょう。背景として、視覚障害、発達障

害
*
、LD（学習障害）

*
などが考えられる場合があります。 

 

場面６ 授業の内容を理解しながら受けることが難しいようだ。文章の中から大事な点を読み取

れないようだ。 

講義内容の説明や、連絡・指示の内容はわかり易いものになるよう工夫しましょう。特に重要

な説明や連絡などは要点の箇条書きで表現するなどの配慮が重要です。教室での着席位置が関係

している場合があります。視覚障害者を含めた見えにくさがある学生には最前列に座ることを勧

めましょう（実験や観察でも）。明るい席が適切な場合と、まぶしくない席が適切な場合がありま

す。聴覚障害の場合もアイコンタクトが取れ、教員の口の動きが見えやすい場所が理想的です。

講義中の途中退席が必要な学生は、出入口付近に座る必要があります。肢体不自由の場合は、車

いす専用のスペースか、出入口の近くで車いすのまま受講できるよう配慮しましょう。背景とし

て発達障害*、LD（学習障害）
*
、視覚障害、講義中の途中退席が必要な状況（頻尿、体調不良な

ど）、聴覚障害、肢体不自由があります。 

 

場面７ グループ活動やアクティブラーニング等の学習になると参加しづらい。 

理由や背景について話を聞いてください。グループ活動やアクティブラーニングが苦手な学

生への配慮が必要な場合があります。学習の手順や方法を具体的に提示しましょう。グループ

を作ることに強い緊張がある学生の場合、最初は教員がグループを作成する方法もあります。

また、グループ内での役割を明確にすることで参加出来る学生もいます。背景として、対人緊
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張、不安障害、発達障害な

どが考えられる場合があり

ます。 

 

 

 

場面８ 「どう（思い）ますか？」と質問したら、「どうって何がですか？」と言われた。 

可能な範囲で抽象表現を避け、具体的な表現を使いましょう。「適宜」「適当」「適切」「うまく」

「普通に」「どう（思う）」などの表現は、その抽象性が理解できる人にとってのみ有効ですので、

抽象表現が理解できない学生の存在を想定してなるべく具体的な表現を使いましょう。学生の中

にも抽象的な理解が得意な学生と具体的な理解が得意な学生とがいることを理解しましょう。背

景として、不適応状態、発達障害などが考えられる場合があります。 

 

場面９ 3 回目の講義だけ教室の変更があることを伝えたらパニックのようになっている学生

がいた。 

シラバスに記載された講義計画をなるべく変更しないようにしましょう。やむを得ず変更す

る場合は早めに連絡しましょう。予定がわかり易く提示され、予定通りに事が進むことで、よ

り安定した調和的な行動をとることができる学生が存在することに配慮し、いきなりの予定変

更はなるべく避けましょう。変更した場合の場所や時間の通知は、わかり易い表現で、できる

だけ複数の手段（掲示、メール、口頭）を使ってください。背景として、ストレス状態、発達

障害などが考えられる場合があります。 

 

場面１０ 一生懸命にノートをとっているようだが、後で話すと全然頭に入っていないようだ。 

可能であれば、スライド原稿（レジメ）や説明資料を配布しましょう。また、理由や背景に

ついて聞いてください。本人は努力しているのですが、講義の内容に注意を向け続けることが

困難な学生もいます。二つのことを同時に行うことが、極端に苦手な場合は、板書やスライド

の内容を写している間、教員の話は聞き取れていません。手元に資料があれば、聞いて理解す
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ることに集中できる可能性があります。また、IC レコーダー等

を用いて講義を録音させる等の支

援が効果的な場合があります。背

景として、聴覚障害、発達障害、

LD（学習障害）
*
などが考えられ

ることがあります。 

 

場面１１ まじめに講義を受けているのに、必要な情報が聞き取れていないようだ。 

理由や背景について話を聞いてください。聞き落すことが多い場合は録音することで復習が可

能になります。なるべく口の動きを見せながら講義をする（口話
*
）ことで支援できる場合があり

ます。筆談での情報提供が必要になることもあります。グループ討議などでも、学生同士の筆談

を指導したり、意見の要点を板書しながら提示する方法を取り入れたりすることで情報保障
*
が

可能になります。教科書や教材の点訳が必要となる場合には申請が必要となります。 

背景や原因として、視覚障害、聴覚障害、発達障害等が考えられることがあります。 

 

 

 

 

場面１２ 発表ではしっかり意見を言えるのにレポートの提出がいつもできない。 

理由や背景について話を聞いてください。レポートの提出期限についても確実に把握できる

よう複数の方法で提示しましょう。また、行動の優先順位をつ

ける事が難しい学生の場合、目の前にある事に集中しすぎて提

出期限を守れない事があります。評価方法のオプションを増や

す対応が良い場合もあります。背景や原因として、不適応状態

や不注意などが考えられることがあります。 

 

専用ノートに書いた内容と、その時の録音音声がデジタル記録されるシステムもあり

ます（録音ペン）。専用ノートの記載をタップするとその時の音声が再生されるので、

書き写しと聴き取りを同時にできない学生に有益です。 
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場面１３ レポートにはそれなりのことが書けるのに、発表となると出来ず、ついには泣き出

してしまった。 

理由や背景について話を聞いてください。発言や発表を求めたりすることができない学生が

存在する可能性があります。また、人前で発表するという本人の課題に向けてスモールステッ

プで取り組むことで、うまく行くこともあります。出来ない現状に対する激しい叱責は、本人

をより緊張・萎縮させてしまう可能性が強いので控えるべきでしょう。背景として場面緘黙
*
、

恐怖症*、過敏状態などが考えられることがあります。 

 

場面１４ 卒業論文以外の単位は取得したのに、卒論がテーマさえ決まらない。 

最終学年までは特に何もなく進んできたものの、卒論などでつまずく学生が存在します。理由

や背景については話を聞いてください。優先順位を決められない、テーマを自分で決められない、

要領や手順を理解できないといったつまずきが見られることがあります。自分のペースで学習を

進められる選択肢があれば、そちらを選ぶことを勧めるべき場合もあります。また、卒論実験な

どでリスク管理が難しい学生がいる場合もあります。その際は、必要に応じたアドバイスが必要

となります。背景として、スチューデント・アパシー
*
、適応障害、発達障害などが考えられる場

合があります。 

 

場面１５ 長文が読めない、長文（レポート）が書けない。 

理由や背景について話を聞いて下さい。リメディアル教育
*
の必要性を検討しなければならな

い場合があります。つまずきの原因が日本語である留学生の場合は、日本語のスキルが上がるこ

とで立ち直ることができます。同様に、長文の読み方のこつやレポートの書き方などが、極端に

苦手な学生の場合、基礎学力不足として補修を検討する必要があると捉えることもできます。ま

た、長文を読む方法に特別の支援や配慮が必要な学生も存在します。背景として、日本語が苦手

（留学生）、LD（学習障害）、学力不足などが考えられます。 
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場面１６ 単位が十分に取得できない。 

担当教員が三者面談を行うべき状況であると判断したら、

積極的に保護者へ連絡しましょう。孤立化の防止は学生支援

の根幹です。特にコミュニケーションが苦手な学生の場合、

孤立化を防いでくれる友人が少ないため、24時間孤立化対策

を行うためには、家族の関与が不可欠になります。背景とし

て、不登校、引きこもり、不適応等が考えられることがあり

ます。 

 

 

 

 

場面１７ 履歴書が書けない、面接が苦手、適性のない就職先に就活、なかなか就職が決まら

ない、就活しようとしない。 

理由や背景について話を聞いてください。学部の就職支援室や就職支援センター等と連携し

て、本人および保護者が必要な情報を入手できるよう助言しましょう。また就活に関する助言

に加え、履歴書が書けない学生や面接が苦手な学生への指導を行わなければならないこともあ

ります。就職支援室や就職支援センターもしくはハローワークにご相談ください。背景には、

スチューデント・アパシー
*
、不適応、不安、発達障害などが考えられることがあります。 

 

場面１８ 授業中に体調不良を訴えた学生が倒れた 

命の危険が予想される場合は、直ちに必要な通報を行い、本人の安全を確保しましょう。体

調不良者で声をかけても反応がない場合は、救急車とAED
*

を手配後、胸部圧迫（心臓マッサージ）などの必要な処置を

行ってください（AED
*
講習会が必要な場合は保健管理センタ

ーへ）。背景には病弱・虚弱者の急激な体調不良、過呼吸発作

各部局で定期的に成績表を保護者に送付する等の取組がなされています。ただし、保護者

が、単位の仕組みついて理解していることは少なく、たとえ年間 10 単位しか取得していな

くても、それが適切か否か判断できないといった意見を耳にします。保護者と連絡を取る場

合は、単位の取得について丁寧に説明するように気を配ってください。 
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などが考えられることがあります。 

万が一、学内・学外にて自殺行動等が考えられた場合、安全確保のために直ちに警察に通報

し、遅滞なく保護者へ連絡しましょう。 

 

 

（２）学生生活 

場面１ A 君が初回以降 3 回続けて授業に来ていない。学内でもみかけない。 

それぞれの学部、学科等の方針にもよりますが、基本的な対応としては担当教員が本人に連

絡すること、必要に応じて保護者に連絡することが必要となります。教育センター等の講義に

おいては、教育センター共通教育係を通じて担任等へ連絡が行くシステム作りも必要となって

くると考えます。背景として、体調不良・昼夜逆転・気持ちの落ち込み、不登校、引きこもり

などが考えられることがあります。 

 

Point! 

 

Check! 

 

場面２ いつも 1 人でいる。 

理由や背景について話を聞いて下さい。1 人を好む学生も存在しますが、教職員が思うより

友人との関係に悩んだり、孤立感を感じたりしていることがつまずきの原因となっていること

生活リズムが大事であることを啓発しましょう。生活リズムの乱れがつまずきや問題の深刻

化のきっかけになります。定刻の食事と就寝、十分な睡眠時間が困りごと解消の第一歩であ

ることがあります。 

 

本人との連絡が取れず、安否確認が必要と判断した場合には、本人の安全を最優先に考え、

保護者に連絡しましょう。保護者も本人と連絡が取れず、実家が遠方の場合は、関係する部

署と連携して可及的速やかに安否確認を行い、その結果を保護者に報告しましょう。 
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が多いようです。話しを聞く、相談を受ける、相談先を紹介するなどの対応ができることを全

員に機会ある毎に伝えましょう。話しを聞いたり、相談に乗ってあげたりするだけで、解決す

る困りごとも少なくありません。適切な助言ができれば、

学生本人だけで解決できることもあります。居場所のなさ

を感じている場合には、居場所の提供（保健管理センター

内学生支援室等）も有用なサポートになることがありま

す。背景として、気持ちの落ち込み、外傷体験、不登校、

昼夜逆転などが考えられることがあります。 

 

場面３ 急な痩せた。急に太った。（または、太ったり痩せたり激しく変化する） 

食事のバランスが重要であることを啓発しましょう。何事も、「過ぎたるは、なお及ばざるが

ごとし」です。痩せ過ぎも太り過ぎも体調不良や病状悪化の原因になります。食事内容の偏

り、夜遅くの食事、運動不足、コーヒーの飲み過ぎ、脱水

症などにも注意が必要ですので、機会ある毎に啓発しまし

ょう。背景として、生活リズムの乱れ、摂食障害
*
、過食、

病弱・虚弱、メタボリック症候群
*
などが考えられることあ

ります。 

 

場面４ やけにたばこのにおいがきつい。 

喫煙の害について啓発しましょう。ニコチンやカフェインに対する過敏性が、睡眠障害や問

題行動につながってしまう場合もあります。学生支援のためには機会ある毎に喫煙の害につい

て啓発し、１人でも喫煙者が減るように指導しましょう。受動喫煙が喘息発作を誘発すること

もあり、病弱・虚弱な学生を守るためにも、副流煙から健康な学生を守

るためにも学内全面禁煙化が求められています。通常よりたばこの本数

が増える背景にはストレス状態などが考えられることがあります。な

お、保健管理センターでは、禁煙サポートをしています。 
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場面５ 二日酔いで講義を受けている事が多い。 

アルコールの害について啓発しましょう。二日酔い、連日の飲酒、宴会参加の強要、一気飲

みの強要、などの全てが学生のストレスやつまずきのきっかけになる可能性があります。飲酒

はうつ病の増悪因子としても知られています。アルコールによる、急性ア

ルコール中毒の危険性なども啓発の必要があります。またアルコールのあ

る場面ではハラスメント
＊
（アルコールハラスメント）発生率も高くなるの

で注意が必要です。 

Check!  

 

場面 6 自分は性的少数者であるとカミングアウトされた。 

多様性を持つ個人（性別違和
*
、LGBTQ

*
、空気が読めない、集団に参加できないなど）を尊

重する姿勢を自ら示し、その重要性を啓発しましょう。極端な状態を含む多様性を持つ個人を

尊重する姿勢を教職員が学生に示すことの教育的意義は非常に大きいです。特性を理由に本人

が周囲から排斥されること（いじめ、ハラスメント
*
など）を未然に防ぐための対応や啓発活動

が大学に求められています。 

 

場面 7 いきいきとした学生生活を送れていない様子がある。 

理由や背景について話を聞いて下さい。話を聞いてくれる存在があることで気分が落ち着く

場合があります。つらい出来事に遭遇した後に、気分が沈むのは自然なことです。ただし、そ

れが長く続いたり、普段通りの生活に支障を及ぼすようになったりすると心配です。生活の状

況について話を聞きましょう。日常生活が保持できていないような場合には、家族のサポート

を得るよう指導しましょう。また、定期的に話を聞く等の支援が必要だと感じられた場合に

近年、違法薬物の蔓延が社会的な問題となっています。違法薬物は学生の間で広がって行

く可能性があるため、特に注意が必要です。最も効果的であるのは予防教育です。中毒性が

高く依存症になりやすいこと、使用するだけで死亡する場合もある程心身への影響が強いこ

とを伝えましょう。 
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は、相談のできる機関と連携を取りましょう。背景として、不本意入学、不適応状態、恐怖症

*、過敏状態などが考えられる場合があります。 

 

場面８ 「昨日の夜は死のうと思ってたけど出来なかった」と打ち明けられた。 

自傷行為
*
や喫緊ではないとしても、生命の危険が予見される場合は、直ちに保護者へ連絡し

ましょう。一方で、不安や不快感を「死にたい」という言葉で表現する学生もいます。背景や

理由について話を聞きましょう。この際、「死ぬのはだめだ」「死なないで」といった正論を伝

えてしまうと、相手は「死にたいほどつらかった自分の弱さは受け入れてもらえない」と話す

ことをやめてしまいます。まずは、打ち明けて話をしようとしてくれることを認めることが大

切です。1人で抱え込まず、連携してサポートすることが必要です。 

 

CHECK!  

 

場面９ ケガが絶えない。 

身体に不自然な傷がある場合は、本人の安全を最優先に考

え、担当教員と相談の上、必要であれば保護者に連絡しましょ

う。外傷が DV
*
やいじめ被害である可能性がある場合は、保護

者と連携して必要な通報を行ってください（警察など）。デート

自殺未遂等では、場合によっては警察への相談を保護者といっしょに検討しましょう。本

人が自殺をほのめかしたり、未遂行動が疑われたりした場合は、本人の安全に対する配慮を

行った後、原則的には保護者との連携を最優先に考えましょう（教職員としては、保護者へ

の連絡についての本人の同意の確認よりも、本人の安全確保を優先させるべきです）。 

安全を確保するためには孤立化を避けることが重要ですので、そのためのキーパーソンは

通常は保護者です。緊迫した状況でなければ、安全確保のために警察等へ相談するかしない

かを決めるのも原則的には保護者です。 

 



24 

 

DV
*
の場合は「親密な恋愛関係がある」「交際のことで悩んでいるようだ」等の情報に注意しま

しょう。身体的暴力だけでなく、束縛や性的強要などの被害にも注意が必要です。妊娠・性感

染症の心配については早急な対応が求められますので、その可能性について十分話しを聞き、

医療機関への受診について相談する必要があります。女性相談センター等の専門相談・電話相

談を利用することも紹介し、その後のフォローをして行きましょう。 

 

場面 10 研究室や担当教員の話をすると顔色が変わる。声が出なくなる。 

本人に理由や背景について話を聞いてください。緊張や不安によって顔色が悪くなったり、

声が出なくなったりする場合があります。研究室での人間関係

や担当教員との関係に悩んでいる場合や、自分の研究が思うよ

うに進んでいない場合も考えられます。本人が現状についてど

う考えているかを聴き、今後の対応について考える事が必要で

す。背景として、対人緊張、不適応、不安、ハラスメント
*
な

どが考えられることがあります。 

 

CHECK!  

 

場面 11 災害が発生した。 

本人の安全確保と安否確認が最優先です。災害時避難支援担当者は、災害時の本人への連

絡、避難誘導、安否確認を行ってください。関連する部署や学内支援者と連携し、本人の安全

確保を最優先に考え行動してください。特に障害を有する学生の場合、例えば、入学時に以下

のような避難支援申請書（案）を用いるなど災害時の対応を確認しておく必要があります。 

ハラスメント*やいじめに気が付いたら、本人の再被害を防止するために最善を尽くして

ください。被害者保護、被害者支援を最優先に考えましょう。通常は、保護者への連絡も必

要になります。被害の訴えに対する適切で迅速な対応も重要ですが、学生支援のためにはい

じめやハラスメントがない環境を目指すことは言うまでもありません。 
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避難支援申請書（案） 

ふりがな  年齢       歳  生年月日   年  月  

日 

氏名 

 入学年度                年 

学籍番号 

学部学科 学部・研究科 学科・専攻 

 ニーズ 個別支援 

避難支援 □災害時の避難支援を必要とする 

（本人携帯番号） 

（避難支援担当者所属・氏名・内線・携帯

番号） 

  

(3)申請が必要な支援 

特別な配慮 

関連する学生の困りごと・

状況 

備考・具体例 

教材や教科書の点

訳 

視覚障害  

拡大教材 
視覚障害（弱視

*
） 

紙資料の拡大コピー（1.4 倍）やデジタル情報

のフォントサイズの拡大などの対応が考えら

れます。 

代読、音声化、点字

ディスプレイ 

視覚障害 代読支援者が必要であったり、デジタル情報を

音声化するためのパソコンや点字化する点字

ディスプレイの提供が求められる場合があり

ます。 

スライドや板書の

撮影 

視覚障害、発達障害 スライドや板書は、撮影することで拡大可能と

なります。講義情報のコピーライトへの配慮が

必要なため、原則的には写真やビデオ撮影に関
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しては講義担当者の許可が必要です。 

点字による試験 視覚障害 通常は、試験時間の延長や別室受験も一緒に提

供することを検討します。試験問題の点字化

（点訳）においては、既に高い専門性が求めら

れているため、標準化・適正化の検討が必要と

思われます。 

試験問題・解答用

紙の拡大 

視覚障害（弱視） 弱視者への支援としては、通常 1.4 倍に拡大

コピーする。窓側の明るい席での受験や、机上

の照明器具の使用許可を検討する必要がある

場合があります。 

試験時間の延長 視覚障害など 視覚障害のある学生に対する支援として、点字

での試験を提供できる場合 1.5 倍の試験時間

延長を検討する必要があります（弱視の場合は

1.3 倍）。複数の試験が連続して行われる場合

は試験時間延長が困難ですので、複数の教員に

よる試験スケジュールの調整が必要になりま

す。試験時間延長のための全学的な体制作り等

が課題になります。 

別室での試験実施 
発声チック

*
、発達障害

*
など 

不随意に声が出てしまう学生や文章を音読し

ないと理解できない学生の場合、試験時の他の

学生への影響のために本人の立場が悪くなる

ことが予想されます。そういった場合には、本

人と保護者の同意に基づき、別室での試験を行

ってください。 

体育実技、実験、フ

ィールドワーク、

ゼミ・グループ討

視覚障害、聴覚障害、肢体不

自由など 

原則的には、本人・保護者からの申請の手続き

を経て、関係者全員で必要な支援の確認・検討

を行います。合わせて、休み時間等に休養を取
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議などでの配慮や

支援 

る場所や移動中の安全についても検討します。 

手話通訳、ノート

テイク、PC テイク 

聴覚障害など 講義だけでなく、ゼミやグループ討議、実習や

試験の説明などでも必要になる可能性があり

ます。聴覚障害がなくてもノートをほとんど取

れない学生も存在しますので、そういった場合

も申し込みに応じた対応が必要になります。ボ

ランティアやアルバイト学生などを利用する

場合もあります。 

FM 補聴システム 聴覚障害 講義中教員の声を FM 送信機で送り、FM 補聴

器を付けている聴覚障害学生が聴き取り易く

するシステムです。 

リスニング授業や

リスニング試験の

免除、ビデオ教材

の音声のテキスト

化 

聴覚障害 外国語の講義などでリスニング試験を課す科

目については、履修申請の段階から受講の妥当

性について検討する必要があります。部分的に

リスニング試験を課す科目の場合は、申請に基

づき免除できるかどうかを検討します。ビデオ

教材については、音声のテキスト化が必要な場

合があります。 

自家用車での入構 肢体不自由、公共交通機関

を利用できない 

公共交通機関を利用できない特殊な事情があ

る場合は、自家用車での入構を許可する場合が

あります。 

遠隔講義 教室に行けない インターネットなどのネットワークを介した

遠隔講義は、通常は、教室で他の学生といっし

ょに受講できるようになるための導入手段と

して実施します。教室での受講のためには、段

階的に慣らしていくことが必要な場合もあり
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ます。犯罪等の被害学生や病弱・虚弱学生を保

護する目的での応用もあります。 

見送り支援 教室にたどりつけない 基本的には、自力でできるようになるための教

育的支援ですが、継続して行わなければならな

い場合もあります。 

学生定期健康診断

等における配慮 

性別違和
＊、

視覚障害、肢体

不自由など 

状況に応じて、別日受診や時間指定受診を行い

必要な支援体制を整えます。 

 

(4)大学としてさらに整備を進めるべきこと 

ユニバーサルデザイン
*
の視点からみて今後、検討すべき学内の施設等について、以下に

挙げたい。 

建物の出入口のスロープ構造 

一般学生がスロープを利用することも可能ですが、緊急避難時の車いすの避難導線が

常に確保されていることが重要です。自転車や乗用車などが障害物になっていないこと

の確認を日常的に行う必要があります。 

段差の解消 

歩道や廊下に段差があることは、全ての利用者にとって転倒のリスクとなります。そ

ういった意味では、段差の解消はユニバーサルデザインの一つと言えます。 

多目的トイレ 

オストメイト
*
、性別違和

*
、導尿が必要な状態

*
などでは広いスペースがあり、気兼

ねなく使えるトイレが必要です。鹿児島大学構内でも年々改修や増設に取り組んいま

す。 

エレベーター 

車いす使用、松葉づえ使用など移動手段に困難が伴う学生のために必要です。ただ

し、節電のためや運動不足対策では、一般学生のエレベーター利用は制限される場合も
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あります。 

講義室の車いす用スペース 

車いすを使用する学生にとって、幅広い講義室への出入口、開閉しやすい扉、出入り

口に近い聴講場所の確保、段差のない床は必要です。 

障害者用休憩室、障害者用ロッカー 

肢体不自由、病弱・虚弱の学生にとって、荷物を持ちながらの移動は、困難な場合が

多いです。特に、雨天時や降灰時は、傘がいる時もあり、荷物の収容できる休憩室やロ

ッカーが必要です。 

障害者用駐車スペースの確保 

肢体不自由等では、公共交通機関を利用できない場合があり、自家用車での登下校が

必要な場合があります。障害者用駐車スペースは建物のスロープに近いところに設置す

る必要があります。また、現在鹿児島大学では、十分な数を確保していないため、今後

の課題となっています。また、一般の方が駐車することは控えていただきたいです。 

点字案内・音声案内・レリーフ案内
*
 

視覚障害のある学生は、視覚的情報が得られにくいため、学内の案内板や建物内の出

入り口、エレベーターなどに必要です。 

災害時対応 

全ての支援に個別支援計画書が必要な訳ではありません。学部全体としての取り組み

が必要な場合や、災害時の避難支援が必要な場合などに本人と保護者の申し込みに応じ

る形で作成します。本人、保護者、担当教員、学部学生担当係が協力して個別支援計画

を作成し、支援計画を共有します。必要な場合には診断の有無に関係なく作成します。

個人情報が含まれるため、本人と保護者の同意のためのサインが必要です。障害学生支

援センターや保健管理センターを含む関連部署が必要に応じて作成に協力します。 
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５．関連情報 

１）学内関係機関 

障害学生支援センター 

障害を有する学生への支援を円滑に実施するため平成25年7月に障害学生支援室が設置さ

れ、平成26年4月に障害学生支援センターに改組された。専任教員および事務職員が常駐し、

つまずきを感じている学生や障害を有する学生および保護者・教員からの修学に関わる相談に

応じています。センターでは、障害を有する学生が自分らしく豊かな学生生活を送ることがで

きるように、面談を行い、一人一人のニーズに応じた支援計画を立て、保健管理センター及び

部局などと連携を取りながら、支援を行っています。 

TEL 099-285-3287 

E-mail  learning-support@gm.kagoshima-u.ac.jp 

HP  https://www.kagoshima-u.ac.jp/syogaku/ 

保健管理センター  

保健管理センターは、学生および教職員の心身の健康の保持ならびにその増進を図ることを

目的としている。センターでは、専任の医師４名、保健師4名のほか、学医として学内の各科の

専門医（内科、精神神経科、整形外科、眼科、耳鼻科、皮膚科、歯科）による健康相談業務を

行い、さらにカウンセラーとして法文学部と教育学部の心理学の教員および非常勤の臨床心理

士が心理相談にあたっており、ソーシャルワーカーによる学生支援も年々充実している。 

TEL 099-285-7385 

E-mail hoken@kuas.kagoshima-u.ac.jp  

HP http://hsc.kuas.kagoshima-u.ac.jp/ 

学生何でも相談室 

学生の悩み・迷いに対する相談窓口として、共通教育等１号館に「なんでも相談室」があり

ます。相談室では、担当者が相談者の話を聞き、相談内容に応じて、事務職員、各学部の相談

員やクラス担任等の教員、保健管理センタースタッフと連携しながら対応します。また、深刻
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な相談などの内容によっては、室長である教育・学生担当理事と関係者が対応を協議すること

もあります。 

TEL 099-285-7311 

E-mail  soudan@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

HP  https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/soudan.html 

各部局学生担当窓口 

何でも相談室と同じように各部局にも同様の相談窓口がおかれてあります。窓口は各部局の

学生担当係にあります。深刻な相談など相談ないようによっては、部局長、何でも相談室室長

である教育担当理事と関係者が対等を協議することもあります。 

男女共同参画推進センター 

 男女共同参画推進センター（愛称：“muse篤姫”）は、鹿児島大学男女共同参画基本理念に

基づき、「一人ひとりが伸びやかに 自分らしく輝くために」をモットーに、男女共同参画に

係る広報・意識啓発、教職員のワーク・ライフ・バランス支援、女性研究者支援及び次世代女

性研究者支援育成などを通じて、鹿児島大学の男女共同参画を推進しています。 

TEL 099-285-3012 

E-mail  gender@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

  HP  http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/ 

就職支援センター 

就職に関する相談、就職活動に関する悩みなどのために共通教育等１号館に「就職支援セン

ター」があります。専門の相談員や職員を配置して適切な多応がとれるように支援体制を整え

ています。 

TEL  099-285-7321・7341 

E-mail gakusen3@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

HP  https://www.kagoshima-u.ac.jp/career/ 
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２）学外関連機関  

学外相談機関には、各種相談に応じてもらう事が可能です。ホームページや電話などで、あ

らかじめ学生に進めていただければと思います。 

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 

「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）」や「障害学生修学支援実態

調査」などの掲載があります。 

HP http://www.jasso.go.jp/ 

一般社団法人全国高等教育障害支援協議会（AHEAD JAPAN） 

HP http://ahead-japan.org/index.html 

鹿児島県精神保健福祉センター 

 精神科医や心理士、保健師が心の健康に関する電話相談や面接相談を受ける公的機関です。

面接相談は予約制で無料ですが、一部健康保険の適用となる場合があります。 

詳細は、同センターにお問い合わせください。 

住所 〒890-0021 鹿児島市小野一丁目 1番 1号（ハートピアかごしま 2 階） 

TEL  099-218-4755 FAX：099-228-9556 

HP  https://www.pref.kagoshima.jp/ae14/kagoshima-mhwc.html 

鹿児島障害者職業センター 

鹿児島障害者職業センターは、障害者に対してハローワーク（公共職業安定所）と協力し

て、就職に向けての相談、職業能力等の評価、就職前の支援から、就職後の職場適応のための

援助まで、個々の障害者の状況に応じた継続的なサーピスを提供しています。詳細は同センタ

ーにお問い合わせください。 

住所 〒890-0063 鹿児島市鴨池 2-30-10 

TEL 099-257-9240 

HP  https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/kagoshima/ 
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鹿児島県省察本部ヤングテレホン 

鹿児島県警察少年サポートセンターでは、少年やその保護者等から少年の非行等の相談を受

け、相談者の悩みを解決するとともに相談事案の解決を通じて少年の非行を防止し、その健全

な育成を図っています。詳細はお問い合わせください。 

TEL  099-252-7867（少年サポートセンター鹿児島中央駅分室）  

E-mail  kp-youngmail@police.pref.kagoshima.jp 

消費生活センター 

消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、

消費者からの相談を専門の相談員が受付、公正な立場で処理にあたっています。詳細は同セン

ターにお問い合わせください。 

○鹿児島市消費生活センター 

住所 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町 16-203 県住宅供給公社ビル 2階 

TEL  099-224-0999 

○鹿児島県消費生活センター 

住所 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町 16-203 県住宅供給公社ビル 2階 

TEL  099-224-0999 

鹿児島県女性健康支援センター  

県では望まない妊娠を含む妊娠，出産についての悩み，女性の健康に関する情報提供や相談

を行うための相談窓口を設けています。 

TEL 099-255-2738 （毎週火・木・土・日 10 時～18 時） 

E-mail josei@po.pref.kagoshima.jp （随時） 

鹿児島市女性のための総合相談 

配偶者や恋人からの暴力による被害者の支援を電話・面接で行っています。対象は鹿児島市

内に在住・在勤・在学の女性。専門相談では、弁護士・臨床心理士が対応。面接相談は予約が

必要です。 

TEL 099-813-0853（面接相談の予約もできます）  
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６．Glossary 
AED Automated External Defibrillator（自動体外式除細動器）。電

気的ショックにより心機能が回復する状態（心室細動など）を自

動的に感知し治療するための医療機器（一般人も使える）。 

DV やデートDV Domestic Violence（家庭内暴力）。狭義では、パートナー間、夫

婦間の暴力。デート DVは、デート時あるいは恋人間の暴力。 

身体的暴力の他、束縛・干渉、性的強要などの被害もある。 

オストメイト 人工肛門保有者あるいは人工尿道保有者。排泄のための人工開口

部（ストーマ）を腹部などに持つ人のこと。 

LD（学習障害） 診断基準DSM-5 では、限局性学習症がある。広義では、読む、

書く、計算する、話す、聞く、推論する等の著しい困難。 

恐怖症 診断基準DSM-5 では、限局性恐怖症がある。特定の対象または

状況（閉所、注射など）への顕著な恐怖と不安。 

肯定的フィードバック 行動科学では、肯定的強化。叱ったり、否定することに比べ、自

己肯定感の低下を防いだり、やる気を起こさせたりする効果が長

く続く（ほめて育てる）。 

口話 聴覚障害のある学生が、口の形や補聴器を通して聞こえてくる音

で話の内容を理解できる場合は、口元が見えるようにはっきりと

発音して伝える。 

睡眠時無呼吸症候群 睡眠時の無呼吸発作のために眠りが浅くなり、昼間の眠気や体調

不良の原因となる。陽圧呼吸装置などで改善が期待できる。 

自傷行為 リストカットなど。背景には、緊張、不安、自責、対人関係の困

難さなどがある。 

弱視 視力や視野などの視機能低下が原因で、読み書きや移動等の生活

機能に困難を継続的に伴う状態。 

情報保障 情報入手が障壁（バリア）のためにできない場合、バリアフリー

化して情報を保障すること。視覚障害の場合の点字化、聴覚障害

の場合の手話通訳など。 

スチューデント・アパ

シー 

大学生の意欲減退症候群。進路を偏差値等で決定した学生が、不

本意入学状態となり大学での単位取得にモチベーションを持てな

くなった状態。 

ストーマ 人工肛門（消化管ストーマ）あるいは人工尿道（尿路ストーマ）。

排泄のための人工開口部。ストーマを持つ人をオストメイトと呼

ぶ。 

性別違和  現在、生物学的性と性自認が一致しない状態を「性同一性障害」

として公に有効な診断名とされている。新たに精神医学診断とし

ては「性別違和」に改訂された。生まれながらに指定された性別

と当人が経験・表現している性別の不一致と、指定された性別と

は異なる性別になりたい・扱われたいという強い欲求がある状態。 



35 

 

ＬＧＢＴＱ 性的マイノリティである、Lesbian 女性同性愛者、Gay 男性同性

愛者、Bisexual 両性愛者、Transgender心と体の性が一致しな

い、Questioning/Queerはっきりしない/個性派の頭文字をとっ

た総称。すべての性的少数者を含めて LGBT を用いることもあ

る。 

みんなのトイレ 

多機能トイレ 

障がいのある人、性別違和のある人等、男女共用で利用できるト

イレ。車椅子マークがあることによって、利用したくても利用し

にくい面があることから表示が工夫されたもの。個別の更衣場所

を確保した機能をもたせたものもある。 

摂食障害 異常な食行動を指し、拒食と過食及びこの二つを繰り返す型があ

る。神経性やせ症や神経性過食症を含む。 

導尿が必要な状態 自力で排尿できない状態。尿道カテーテルを尿道口から膀胱に通

して尿を排出させる。慢性的な場合で可能であれば自己導尿が行

われる。 

ナルコレプシー 耐え難い睡眠欲求や実際の睡眠発作が反復して起こる睡眠障害。

ナルコレプシーを伴う特殊な病態が知られている。 

発声チック チックとは、突発的、急速、反復性、非律動性の運動または発声

で、声を発するものを発声チック（音声チック）と呼ぶ。運動チ

ックと音声チックの両者を伴う場合はトゥレット症と診断され

る。 

発達障害 文部科学省の定義では、自閉症スペクトラム症、注意欠如・多動

症（Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD）、限局

性学習症（学習障害）の３つ。生まれつきの発達上の偏り。 

場面緘黙 診断基準DSM-5 では、選択的緘黙。特定の社会的状況（学校な

ど）においてのみ、話すことが一貫してできない。 

ハラスメント 被害者の被害感の原因となる加害者の言動。加害者側の対人関係

スキルやコミュニケーション能力の未熟さが原因となる。 

バリアフリー 社会生活に支障となる物理的、精神的障壁（バリア）を取り除く

こと、あるいは取り除いた状態。建物の段差を取り除くなど。 

フラッシュバック 狭義には、トラウマを残す出来事が過去のものとして思い出され

るというよりむしろ現在起こっているという感覚を伴い、著しい

苦痛と関連する記憶想起。 

メタボリック症候群 内臓脂肪型肥満に、高血糖・高血圧・脂質異常症の内２つ以上を

合併した状態。大学生にもみられる。 

ユニバーサルデザイン 誰でも利用したい人が利用できるように配慮された施設・製品・

情報のデザイン。全ての人を対象と考え、利用するかしないかの

違いは多様性と捉える。 

リメディアル教育 大学での専門教育の履修に必要な基本的知識を持っていない学生

に対し、補習や個別指導でその知識を授けること。広義には、日

本語のできない留学生が、日本語での専門教育を受けれるように
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するための日本語教育を含む。 

レリーフ案内 視覚障害者のための案内情報。手で触ることで位置情報や使い方

などが判るように配慮されたもの。触知可能な地図など。 
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