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はじめに 

ゆたかカレッジグループでは 4 回目となる海外の大学視察として、今回はカナダを訪問した。きっか

けとなったのは、昨年 12月に訪問したシドニー大学にて得た情報によるもので、それによるとカナダの

アルバータ州では、知的障碍者の高等教育保障を 30年前から取り組んでいるということであった。 

今回のカナダの大学視察が実現できたのは、社会福祉法人旭川荘の末光茂理事長のお力添えによると

ころが大きい。末光氏が IASSIDD（国際知的・発達障碍学会）の日本代表理事であるということで、カ

ナダ サスカチュワン州のレジャイナ大学のティモンズ学長と親交があったため、私たちとレジャイナ大

学との橋渡しをしてくれたことでこの視察旅行が実現した。また、レジャイナ大学の仲立ちにより、私

たちは、アルバータ州のNGOであるインクルージョンアルバータの理事長であるブルース氏とも出会う

ことができ、視察の受け入れを快諾していただいた。 

今回の視察参加者は、当法人から長谷川正人理事長、長谷川美栄副理事長、井手祐輔福岡事業部長、

志免木章カレッジ事業部長の法人幹部 4 名、そして公募で選ばれた山本和子カレッジながさき学院長と

櫻井美紗都カレッジ早稲田支援教員の 2 名、さらに社会福祉法人旭川荘の末光茂理事長と福岡女学院大

学の猪狩恵美子教授の 8名である。 

今回訪問した大学は、サスカチュワン州レジャイナ市のレジャイナ大学、アルバータ州カルガリー市

のマウントロイヤル大学、ボウバレーカレッジ、カルガリー大学、アンブローズ大学の 5 ヶ所である。

また、インクルージョンアルバータのオフィスにも訪問した。 

今回の海外視察は、過去 3回の視察、すなわち 2014年 10月のアメリカマサチューセッツ州ボストン、

2015 年 1 月のアメリカカリフォルニア州のロサンゼルス、

同年 11 月のオーストラリアニューサウスウェールズ州のシ

ドニーの大学視察といくつかの点において異なる。 

一点目は、過去 3回の視察はすべて受入先のアレンジメン

トを日本の外務省の紹介等による現地在住の方に依頼して

いたが、今回は、長谷川理事長が直接 Eメールで先方の大学

や団体と頻繁に連絡を取り合いながら詳細なスケジュール

まで決めていった。これにより、ゆたかカレッジ海外教育事

情研究チーム（以下「視察団」）の視察の目的について詳細

に理解していただけたとともに、視察内容についても視察団

の要望が適切に反映され、より充実した視察を実現すること

ができた。 

二点目は、視察の半年前の 2015 年 12 月から、カナダの

10名以上の方々と事前にEメールで意見交換をしたことで、

現地を訪問する前にある程度の信頼関係が形成された。この

ことで、カナダ訪問時、現地の人たちは、我々視察団をとて

も歓迎してくれた。こうした親密な関係により、レジャイナ

大学では、我々のために盛大な歓迎レセプションを開催して

くれた。私たちは、その返礼として、レセプションの中で、

法被にカツラ姿で炭坑節を披露したところカナダの人たちは 歓迎レセプションで炭坑節披露 

レジャイナ大学にて歓迎レセプション 
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大いに喜んでくれた。 

三点目は、今回の視察では、受入先は、大学視察のアレ

ンジだけではなく、週末の観光のアレンジまでしてくださ

り、さらに観光の当日には、コーディネートまでしてくれ

た。レジャイナ大学の関係者は、大学視察の翌日の土曜日

にレジャイナ市内観光のプログラムを用意してくれた。ま

た、その夜、飛行機でカルガリーに移動した私たちは、翌

日の日曜日、インクルージョンアルバータのブルース理事

長やカルガリー大学のアン教授らにより、終日、バンフ国

立公園を案内していただき、私たちはカナディアンロッキ

ーの大自然のあまりの美しさに感動を覚えたのである。 

四点目の違いは、レジャイナとカルガリーの両方の訪問

先で、私たち視察団が、日本の知的障碍者の高等教育保障

の現状やゆたかカレッジの取り組みについて、プレゼンテ

ーションをする機会をいただいたことである。私たちは、

英語のパワーポイントスライドを作成し、発表前日には、

ホテルの会議室を借りて何度もリハーサルを繰り返した。

このプレゼンは、日本の現状を知っていただく貴重な機会

となり、またカナダと日本との共通点と相違点をより明確

にすることができた点でとても有意義な場となった。とり

わけ、このプレゼン後のブルース氏やアン教授らとの意見

交換で、ゆたかカレッジとインクルージョンアルバータと

の価値観や方法論の相違について率直な話し合いができた

ことは、私たちが自らの支援教育のあり方や今後の方向性

を振り返り見つめ直す機会となった。 

 

 

 

 

 

当法人の「障碍」の表記について 

 当法人では、障害を表記する際は、「障碍」と表記する

ことを原則としています。これは、国連のＩＣＦ（国際生

活機能分類）並びに障害者権利条約の理念に則り「障害者

とは、社会の中で生きる上で進路をさえぎられ不自由さを

強いられている人である」という立場であり、私たちは社

会の中にある彼らにとっての不自由さをなくす努力（合理

的配慮）をしなければならないという思いを込めています。 

RCMPヘリテージ・センター観光 

 

雄大な大自然のバンフ国立公園 

インクルージョンアルバータ理事長ブルース氏主催の食事会 

ゆたかカレッジ支援教員によるプレゼン 
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第１章 インクルージョンアルバータの取り組み 

 第１節 インクルージョンアルバータの概要 

インクルージョンアルバータは、カナダ アルバ

ータ州のNGO（非政府組織）であり、障碍者と健

常者の交流をサポートすることを目的として設立

された。インクルージョンアルバータは障碍者の

サポート機関として、国際的に最も認知されてい

る団体である。現在、多様な障碍児者支援の活動

を行っており、大学における知的障碍者の高等教

育支援はそのうちのひとつである。活動の中で最

も力を入れていることは家族を含め、リーダーシ

ップを取れるような支援をすることおよび行政へ

の働きかけにより社会変革を進めることである。特記すべき活動としては、家族を教育することが挙げ

られる。そしてインクルージョンアルバータの最大の使命は、障碍の種類による区別なく、すべての障

碍者が一般社会、地域社会に溶け込むようにしていくことである。インクルージョンアルバータは 30年

の歴史を持っており、その間の取り組みにより成人した障碍者たちの社会生活が確立している。また、

個人レベルでの広範な支援も行っている。学校への支援、就職先における支援、家族への支援など様々

な支援がある。最も重要なことは、一人ひとりの障碍者に関して、スタッフが家族と密接に関わること

であるという。これは大変労力を要することであるが、その原動力となるのはスタッフの正直さ、誠実

さ、謙虚さに他ならないと話されていた。 

 

 第２節 カナダにおける障碍者教育の歴史 

 1950年代まで、カナダの障碍者は人間関係構築の困

難さなどから学校に行くことができなかった。それに

対し、障碍者の保護者達は、彼らが通うことのできる

学校を設立した。その後、段階を追って理解は進んで

いった。障碍のある生徒は公的な学校の特別支援学級

や特別支援学校に通っていた。しかし、保護者の願い

は、そういった学校・学級に通うことではなく一般の

学校・学級に通うことであった。なぜなら、そのよう

な状況の下では、高校を卒業した後の将来が不明瞭で

あり、ほとんど仕事に就くことができないか、あるい

は仕事に就いたとしてもそれは隔離された中での仕事であるため不安な気持ちを拭うことができないで

いたのである。 

 インクルージョンアルバータ理事長のブルース氏は、30 年前、個人的に障碍者と健常者が融合し社会

に障碍者が受け入れられることを目指して、その考えを他の家族らと共有し、一般の地域や学校が障碍

児を受け入れることに尽力した。このような考えや実際の取り組みを、ブルース氏が勤務していたアル

バータ大学の同僚に持ち掛けたところ、同僚たちは大変興味を持ってくれた。しかしながら、大学当局

●レジャイナ 

●カルガリー 

インクルージョンアルバータオフィスにてプレゼン 

訪問都市（レジャイナ市、カルガリー市） 
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についてはその反応は芳しくなかった。そこでブル

ースたちは自助努力で何とかしようと立ち上がり、

インクルーシブ教育の実現のためにアルバータ州政

府と交渉を始めた。当時は周りからの支援も予算も

何もなかった。彼らは取り組みに理解を示している

人たちと協力しながら運動を進めて行った。そこで、

まずは小さなレベル、数名の生徒からインクルーシ

ブ教育をスタートさせた。その取り組みも今日では

総合的な発展を遂げ、受け入れる大学においても技

術的発展が確立してきた。その運動の中で彼らが大

切にしてきたことは、以下の 2点である。 

① 障碍の程度によって区別しないということ。 

② インクルージョンアルバータにおいては、障碍は「問題」ではない。障碍学生のための特別な講義は

行わず、一般の講義を受けることができるようにサポートすることが、障碍者と健常者の、社会にお

ける一体化を促すことになるということ。 

ただ、アルバータ州の大学の活動やサポートについては、すべてがインクルージョンアルバータの指

導下にあるものではない。インクルージョンアルバータは州内の多くの大学に影響を与えてはいるが、

実際の取り組みを決めて進めるのはその大学とそこに通う学生たちである。 

 

 第３節 インクルーシブ教育の現状と課題 

1980 年代、障碍を持った青年たちは、一般の大学で一般の学生と同じ教育を受ける権利がなかった。

現在は、アルバータ州で 20校ほどの大学や専門学校が受け入れているが、受け入れたいという思いと学

校の経営状況とがかみ合わない状況があるため困難になっている。特に原油の採掘販売を主産業として

いるアルバータ州において、ここ数年の原油価格の低下により州の経済状況がよくないこともあり、資

金の調達が困難となっているのである。 

インクルージョンアルバータでは、高校での障碍生徒受け入れを調整していくことを考えたが、なか

なか生徒が次に向かう高等教育機関が体制を整えていっていないこともあり、今後は密に連携を取って

行くことが重要であると考えている。ご家族や本人はもちろんインクルーシブな学校の受け入れを望ん

でいるが、特に高校はまだまだそういった体制ができていない。 

ちなみに、高等教育を受けていない生徒の就職率が 20％であるのに対し、高等教育を受けた場合は

70％の就職率の実績が出ており、両者の間に大きな差が生じている。 

 

第２章 レジャイナ大学における知的障碍者の受け入れ 

 第１節 レジャイナ大学の概要 

レジャイナ大学は、前身が 1911 年に設立されたレジャイナカレッジであるが、1925 年にサスカチュ

ワン大学付属の短期大学に昇格した後、1974年にレジャイナ大学として独立し、高水準の学問、実利的

な研究、及び社会への貢献を教育目標に掲げ、世界中で活躍する有能な人材を輩出する道を歩み始めた。

学生数は約 12,500 名。学部は 9 学部 23 学科を擁する総合大学である。知的障碍者受け入れの支援は、

インクルージョンアルバータオフィスにて 

Bruce Uditsky理事長（右から２人目） 
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CFA（Campus For All）のスタッフが行っている。CFAの定員は、一学期に 12名である。現在、CFA

には 14名の学生が所属している。 

 

 第２節 サスカチュワン州における高等学校の特別支援教育の現状 

ここの学生たちは、高校卒業後に大学に来る人もい

るが、多くは高校で特別支援教育を受けた人たちであ

る。サスカチュワン州では、高校の特別支援教育にも

様々な形態がある。学生の特性に応じて様々なプログ

ラムが用意されている。レジャイナ市では、1980 年

から高校における特別支援教育が始まった。それ以前

は、学生たちは一般の高校生と隔離された特別支援学

校に行かなくてはならなかった。今は、レジャイナ市

には特別支援学校は皆無である。 

レジャイナ市の高校におけるインクルーシブ教育

には、3つの型がある。ひとつは、「完全なるインクル

ーシブ教育」である。そこでは、障碍のある生徒たちは他の生徒たちと完全に同じような体験をしてい

る。たとえば、「ダウン症があっても、他の生徒と同じ経験がしたい」という思いを可能にする。 

ふたつめが、「部分的インクルーシブ教育」である。インクルージョンアルバータでは、この形態につ

いては否定的である。「完全なるインクルーシブ教育」のプログラムがなかったら、アメリカのような部

分的な包括となってしまう。この形態では、支援を必要とする生徒は、高校において少ししか勉強がで

きない。もし高校で一部分しか勉強ができなかったら、彼らの大学入学は必然的に困難となってしまう。

高校において完全なるインクルーシブ教育が実現したことによって、高校から大学への移行がスムーズ

となり知的障碍学生の大学入学のハードルが下がったという。 

まだサスカチュワン州に少し残っている形式として、一日中一般の高校生と別々に学ぶという学校も

ある。その高校では、支援を必要とする生徒は他の生徒と会うことはなく、学習内容も異なっている。

しかし、これは普通ではない。残念ながらサスカチュワン州には農村部が多く、そこでは今でもこの形

態がとられている。障碍のない生徒は、支援の必

要な生徒と会うことはなく、「彼らは勉強が出来な

い」という偏見を持っている。ある農村部から出

てきた障碍のない学生の一人は、CFA の学生とと

もに学び、友達になり、彼らが勉強をしているこ

とにとても驚いていた。 

右の図は、インクルーシブ教育に関して 4 つのパ

ターンを示している。 

「インクルージョン」は、障碍の有無に関わらず、

一緒に学ぶこと。 

「エクスクルージョン」は、障碍のある学生を別

にすること。 

レジャイナ大学にてプレゼンテーション 

インクルーシブ教育に関する 4つのパターン 
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「セグレゲーション」は、まだ、障壁がある状態。サスカチュワン州の田舎はこれである。 

「インテグレーション」は、一緒にいるけれど、別々のプログラムで学ぶこと。 

 

 第３節 カナダの大学におけるインクルーシブ教育の現状 

カナダの大学において、はじめにインクルーシブ教育を始めたのが“アルバータ大学”である。カナ

ダの中で、この分野で最も進んでいる大学である。レジャイナ大学の人たちは、自分たちの大学のプロ

グラムについて「ことわざで言うならば、私たちレジャイナ大学はアルバータ大学という巨人の肩に乗

っているイメージです。」と語っており、アルバータ大学のようになることを目標にしているという。 

レジャイナ大学には、様々な障碍を持つ学生がいる。身体障碍の学生は学位取得を目指している。ダ

ウン症や知的障碍の人は、学位はもらえないが、自由に自分の学びたいことを学ぶことができる。たと

えば、「自閉症」という障碍が幅広いように同じ自閉症の学生でも軽度の学生は学位を取る一方でひとつ

のコースに絞って学ぶ学生もいる。また、この大学には、CFA以外に SFAがある。そこでは、軽度の障

碍を持っていて学位を取ることを目指している学生のサポートが行われている。 

 

 第４節 CFA（Campus For All）の理念と実践 

CFA では、学生のできないことではなく、できるこ

とに注目している。サポートを必要とする学生の、彼ら

自身について問題視するのではなく、「なにをしたいか」

「なにができるか」に注目したいと考えているのである。

CFA の学生は、障碍について周囲がレッテルを貼るの

ではなく、自分で自分の障碍を決めている。また、どん

な支援をしてほしいかも、彼ら自身で決めている。大学

での学習計画も学生と教員が話し合った上で、自分で決

めているのである。 

障碍のない学生が一枚の絵を描いた。この自画像は、

学生が感じている自分のイメージである。「面白い」「幸

せ」「頭がいい」「ポジティブ」などと書かれている。学

生一人ひとり違うが、このようなイメージで大学生活を楽しんでいる。CFA の学生と学んで、彼らはい

ろいろなことができるとイメージすることがで

きたのである。障碍のある学生はサポートが必要

と考えられているが、そんなことはない。彼らに

は、自分でできることがたくさんある。障碍のあ

る学生には、共に学ぶ障碍のない「パートナー」

がついているが、それは決して「ヘルパー」では

ない。障碍学生は、CFA のプログラムを利用す

る必要がある。最初は、彼らの可能性が分からな

いため、一緒にどんなことを学んでいきたいのか

決めていく。また、彼らの周囲にいる家族などと

自画像に自分のイメージを記載している 

学生たちが人生の進むべき道 
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共に、彼に何ができるかを考えることも大切である。彼らがいろいろなことができると信じることで、

彼らの可能性は大きく広がっていくのである。 

この図は、学生たちが人生の進むべき道を指し示している。 

「Comfort zone」守られた、安全な場所。 

「Stretch zone」学んでいくことで、成長していける。 

「Danger zone」誰からも助けてもらえない。 

CFA が目指している目標は「徐々に成長していく」ということである。学生たちを「Stretch zone」

まで引き上げることを目標としている。社会が障碍のある学生たちの価値を見出すことができたら、彼

らは成功できるのである。したがって、障碍のない学生たちと同じように、CFA の学生たちにも大学生

として本来の体験をしてほしいと考えている。 

CFAには、Academic「学習」、Social「社会性」、

Association「クラブ活動」、Employment「仕事」

という 4本の柱がある。これらどれもが同等であ

る。「仕事」が特別に重要であるということはな

い。学生たちは、大学生活を通じて、社会性が学

べたこと、友達ができたことをとても喜んでいる。 

アルバータ大学では、一学期に複数の授業を受

講できるが、レジャイナ大学では一学期にひとつ

の授業しか受講することができない。レジャイナ

大学ではひとつの授業しか取れなくても、より多

くの学生が学んでいる。CFAには２名のスタッフがいて、サポートをしている。学生が CFAに応募して

きたとき、スタッフは「何が勉強したいか」「どんな授業をとりたいか」を尋ねる。学部は、科学から芸

術まで様々なものがある。もし、その学生が自分の学びたいものが分からなければ、テストをして決め

ていくこともある。CFAの学生は、工学、看護学以外のほぼ全講義から授業を取ったことがある。 

なお、レジャイナ大学 CFA プログラムで学んでいる学生たちは卒業しても大卒の学位はもらえない。

CFA の学生は、授業を受講しても単位が取れないので、言うなれば聴講生のようなものである。しかし、

試験や課題は他の学生同様に与えられる。 

現在は、CFA のスタッフが課題の内容を学生に合わせて変更しているが、将来的には授業の内容を熟

知している各講義を担当する教授に変更をしてほしいと願っている。CFA スタッフは、教授陣とは良き

パートナーでありたいと考えている。そして、教授たちと障碍学生たちのために、課題をどのように変

更したらいいか話し合っていきたいと考えているという。教授に、CFA の学生が授業に参加してもいい

かを問うと、ほとんどの教授は良いといってくれる。もちろん、入らないでほしいといわれてもそのこ

とに理由を言う必要はない。どんな意見もありえる。CFAスタッフは、審判的な態度はとらない。 

 CFA のプログラムに参加するにあたって、学費や授業料はかからない。実際には学費はかかるが、本

人の代わりにレジャイナ大学が奨学金を出しているため学生の負担は実質的にはない。 

 また、大学には、希望すれば寮生活でもできるようになっている。 

 

 第５節 CFA（Campus For All）で学ぶ学生たち 

CFAの 4つの柱 
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エロンという学生は、音楽の授業を取り、ギターを学んだ。シェリーは、歴史の授業を取った。シェ

リーの友達のシェネルは、パートナーとして作文のサポートをした。CFA のスタッフが、学期のはじめ

の２週間程度は授業に行く。その授業をとっている CFA の学生を全体に紹介し、「助けるのではなく、

同じ立場で課題をやろう」と呼びかけている。パートナーはひとりだけではなく、チームのように数人

おり、チームでシェリーを支えている。CFAのプログラムには、障碍のない学生も必要であり、CFAの

学生の目や耳となってくれている。歴史の授業では、サスカチュワン州の地図を作成した。この課題は、

CFA の学生にも変更せずに与えられた。CFAの学生も課題を変更せずに普通にできることもあるのであ

る。ある学生は、「芸術を教える」という授業をとった。課題では、野球カードを模した芸術カードを製

作した。また、iPad を用いて創造的なテクノロジーについて調べた。読み書きよりも聞く方が彼には合

っていたので、その特性に重点を置いた。CFA は、どんなときにも、学生たちの特性や長所に注目して

いる。CFA のプログラムは、まだシステムとして確立はされていないが、障碍・健常学生に一番合った

形を模索しているところである。 

「聞く」特性が強いかどうか調べるテストがある。レズリーという学生は、教科書を PCを使って音声

化して読み上げ、ハイライトをつけていくという方法で学んでいる。ジョーダンという学生は、運動学

の授業をとった。授業の最後に教授に向けてノートを作った。ノートにはこんなことが書かれていた。 

「セバスチャン、シェリー。クラスは楽しかった。新しい友達もできた。先生ありがとう。勉強も楽

しかった。」 

障碍のない学生は、これまでにボランティア経験のない人がほとんどで、ここにきて、はじめて障碍

者と接する。しかしながら、CFA ではパートナーとなる学生にトレーニングは行っていない。その必要

も感じているものの現在の「友達」という関係性が望ましいと考えている。チューターという上下関係

ができないのが、メリットなのである。 

CFAでは、卒業後の進路支援は行っていない。CFAの学生たちは大学生活でのたくさんの経験がある

という理由で仕事に就くことはそれほど難しいことではないのである。カナダでは、障碍者を対象とし

た教育においては、経験を重視した活動を多く取り入れている。だから仕事ができるようになっている。

ある会社では、仕事はその学生のできることや適性に合わせて作られている。また、CFA の学生たちの

卒業後の支援については、卒業生、同窓生としてのサポートもしていきたいと考えているが、現状では

卒業後のサポートは行っていない。 

 

 第６節 障碍学生たちのパートナー 

一般学生のパートナーは公募などによる募集ではなく、最初の授業で話をして興味がある学生は誰で

もなれる仕組みになっており、パートナーの期間は一年間である。このような公募をしない方法をとる

ことによって、障碍学生とパートナーとは友達同士として関係性を築いており、多くは卒業後も連絡を

取り合っていい関係が続いている。たとえば、ある CFAの学生は、大学を卒業して一年後に家族が亡く

なった時、誰よりも先に学生時代のパートナーに連絡をしていた。 

パートナーの人たちとうまくいかないケースはほとんど見られない。あるパートナー学生は、ボラン

ティアをしたいと考えていたが、忙しくなってあまりボランティアができていなかった。それでパート

ナーをやめることになった。しかし、他のパートナー学生がいるから問題はなかった。障碍学生とパー

トナーが気まずい関係になったり、喧嘩したりするなどの例は見られない。 
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障碍学生がパートナーと関わることでの変化や成長は著しい。たとえば、ある学生はプログラムを始

める前はとてもおとなしい性格だった。他の人と話すのが苦手で、怖くて授業に行くのも誰かのサポー

トを必要とした。授業に一人で行くことも苦手で、授業が始まる前に CFAオフィスの前でパートナーを

ずっと待っているような学生だった。しかしパートナーと関わることで変わった。キャンパス内で、知

り合いを見つけると「あ、友達だ」と話しかけ、しばらく歩いていくとまた別の人に「あ、友達だ」と

話しかける。誰とでも仲良くなり、性格もとても社交的になったのである。現在は、会社のオフィスで

働いており、お客様を迎える時には積極的に話しかけている。初対面の人と話すことも怖くなくなり、

性格もとても明るくなった。その障碍学生が CFAメンバーの中で一番成長した学生である。人のお世話

をすることで自信をつけて、積極的な性格に変わったのである。 

一方、パートナーをした健常者の学生も同じように変わる。人間誰でも変わるのである。それは障碍

があろうがなかろうが関係ない。このプログラムでパートナーをした学生も様々なサポートのことだけ

でなく、いろいろなことを学んでいる。他の人の生活ス

タイルもわかるようになり、それが自分の生活にも影響

している。だからボランティアとしてだけではなく、本

当にいい関係がつくれている。 

誰でもこのプログラムに参加すると関係を持つと性格

が変わる。教員たちも学生たちも、誰もがすごく変わっ

ている。教員たちはこのプログラムと関係がある前は障

碍についてあまり理解していなかった。しかし、CFAの

学生が授業に入ると考え方が変わっていった。だから、

このプログラムと関係すると生活まで変わっていったの

である。 

 

第３章 マウントロイヤル大学の取り組み 

 第１節 マウントロイヤル大学の概要 

マウントロイヤル大学は、1910年に創立され、その後

1966年にコミュニティカレッジとして承認された。それ

から 2009 年に 4 年生大学となっている。現在学生数は、

約 15,000 名で、4 年制大学の他、短期大学や専門学校な

ども併設しており、取得可能な様々な資格コースも充実

している。コミュニティカレッジとして培ってきた教育

背景があるため、小規模クラスでの学びやすい環境が設

定されているのが特徴である。 

 

 第２節 知的障碍学生の受け入れ状況 

ここでは現在 8 名の知的障碍学生が学んでいる。彼らの何名かは重度の障碍学生で、マンツーマンの

支援を必要とする。学生たちに必要とされる支援の内容や支援の度合いについては複合的な要素を考慮

して大学が判断している。支援の必要性を判断するものとして州政府が発行する手帳がある。公的に支

レジャイナ大学にて 

マウントロイヤル大学にて意見交換 
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援が必要であることが明確化されると大学は支援スタッフを雇用することができる。当プログラムで学

んでいる 8 名の学生の他に、人間関係を形成することが苦手な学生など発達障碍を持つ学生は、ここに

挙げた 8 名以外に何百名と入学している。これらの学生は大学に入ると、障碍があるからといって他の

学生と区別されることは全くない。このプログラムを利用する学生の数は、これまで 4 名から 6 名、さ

らに 8 名と年々増えてきている。これは、ひとつの大学の中で障碍学生の人数を増やすという一つの選

択である。 

 

 第３節 インクルージョンアルバータとの方向性の違い 

しかしながら、インクルージョンアルバータはそのような方法ではなく別の方向を指向している。そ

れは、少人数の障碍学生を受け入れる大学の数を増やすという選択である。受け入れる大学を増やすと、

いろいろな学科を履修できるようになる。それは障碍学生の学びの選択肢が広がるということであり、

学生たちの興味、個性に合わせた受け入れが可能になるということを意味する。障碍学生の受け入れ人

数についてはまだまだ試験的なものであり、今後は、8名を 16名に増やすという案を検討している。し

かしながら学生数を増やすことによって、障碍学生が彼らだけでグループを形成してしまう可能性があ

る。そうなると一般学生との関わりが薄くなってしまうだろう。そこで現在のところは、少しずつ数を

増やしながら慎重に活動を行い、これらの可能性も視野に入れて状況を見極めている段階である。 

このことは、非常に重要なポイントといえる。現在、いろいろな教育機関が学生たちを分けて考える

傾向にあり、一般学生と障碍学生の交流を設ける際に、似たような人たちが集まってしまう傾向がある。

そうさせないためのデリケートなサポートをどのように行っていくかは、インクルーシブアルバータに

とっても重要な問題であると考えている。 

 

 第４節 マウントロイヤル大学における障碍学生支援 

 この大学の障碍学生支援プログラムに所属しているジョブさんは、大学生活について以下のように述

べている。 

 「大学で経験した様々な活動は最高に楽しい。有り難いことに他の一般学生と一緒に学ぶ機会が与え

られました。大学からの支援については、1年目はサポートが多く必要でしたが、2年目からはさほどサ

ポートは必要ではなくなったと感じています。今後の目標は、教授陣からの学術的なサポートがある機

関に進むことです。それに向けて、教育機関の事務スタッフと話し合いをすることができます。スタッ

フと一緒に宿題をしたり、学習の理解度を確認しながら進めています。これらは今のところ週 2回で、1

回当たり 1 時間から 2 時間程度、ミーティングルームで行っています。ここではいつでも専属のスタッ

フからのサポートを受けることができます。卒業後については、まだはっきり決めていませんが中小企

業に就職したいと思います。」 

 また、ジョブさんを指導する支援教員は、卒業後に向けた就労支援について以下のように述べている。 

「卒業後の進路支援については、個人ファイルを作成し、その中に 4 年間でジョブさんが学んできた

ことや身につけてきたことを記載しているので、それを活用しながら彼と一緒に就労先を訪問するなど

しています。私たちの大学では、これまで、かなり長い年数就労支援を行ってきたノウハウの蓄積もあ

るため、毎年 70～80％の障碍学生が一般企業に就職しています。」 

 また、別の支援教員ミチさんは、日頃の知的障碍学生の支援について以下のように述べている。 
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「私は企業に出向いていって、一般社会の中で障碍者と関わるスタッフの教育を担当しています。ま

た、大学ではインクルーシブプログラムをサポートしています。当大学では一般学生と障碍学生に同じ

教育を提供するというデモンストレーションが成功しています。私たちはすばらしい支援をインクルー

ジョンアルバータから得ています。また、大学内の理解とサポートもあります。各学部長からのサポー

トや医療に関わる学生からのサポートもあります。しかしながら、最初の頃は、学術的な部分でのイン

クルーシブな取り組みは困難でした。しかしやがて、知的障碍学生への支援は一般の学生への支援にも

広がっていきました。結果として一連の取り組みは一

般学生にとっても素晴らしい経験となったのです。ま

た一方、教授たちについても、教育において知的障碍

学生に対して十分に注意をはらい、習熟度を確かめな

がら授業を進めるようになっていきました。」 

ここでは障碍学生それぞれに対してスタッフととも

にどのようなコースが必要かを見極め、専属スタッフ

が派遣される。必要であればプログラムを修正するこ

とも可能である。そのことにより、コース内容や授業

内容について、障碍学生と一般学生が同様の学びの成

果を得られるようにしているのである。 

クラスの中での一般学生と障碍学生との関係は徐々に変化しており、それぞれに得るものがある。た

とえば、最初は一緒に宿題をするだけの関わりであったのが、次第に一緒に週末に出かけたりするよう

になる。このような障碍学生の社会生活の広がりの変化は、一般学生たちのやりがいにつながる。プロ

グラムは障碍学生たちの経験だけでなく、サポートする側の一般学生にとっても価値あるものとなって

いるのである。 

 

第４章 ボウバレーカレッジの取り組み 

 第１節 ボウバレーカレッジの概要 

 ボウバレーカレッジは、1964 年に創立した公立のコミ

ュニティカレッジである。学生数は約 14,000 名で、大学

では、多種多様のビジネスプログラムや看護・ヘルスケア

関連のプログラムなどのコースを用意している。また、毎

年 1,000 名以上の留学生を受け入れているのも特徴であ

る。当カレッジがインクルーシブプログラムを始めて既に

9年が経過しており、現在 6名の障碍学生が在籍し、医療

や法律などを学んでいる。 

 

 第２節 プログラムコーディネーターの役割 

 インクルーシブプログラムコーディネーターのゲイル氏は、3つのコースを管轄しており 3名の学生を

サポートしている。インクルーシブプログラムは短期集中型の 4 か月コースがあり、そこでの主なプロ

グラムは医療、健康、病院スタッフ養成や資格取得などである。その他のコースについては、最長 2 年

マウントロイヤル大学にて 

ボウバレーカレッジにて意見交換 
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間まで在籍期間を延長することも可能である。その場合は試験内容や授業内容を調整することになる。

このプログラムを修了しても修了証明書を受け取ることはできないが、学生の個人レベルでの社会性向

上において大きな成果をあげている。 

 もうひとりのインクルーシブプログラムコーディネーターのエミリー氏もゲイル氏と協力しあいなが

ら障碍学生に対して必要なサービスをコーディネートしており、障碍学生が一般学生とインクルーシブ

な関係を築いていけるよう努めている。また、大学とインクルージョンアルバータとの懸け橋になるよ

う努めている。 

 プログラム推進責任者のエリック氏は、授業だけでなく、ジムやダンスなど、同年齢の人たちが体験

することを障碍学生に勧め、障碍のレッテルを貼られることなくみんなと一緒に様々な体験ができるよ

うに努めている。ボウバレーカレッジは地域社会に根差すことを目指している。そのため、卒業後のサ

ポート体制作りにも取り組んでいる。学生は高等教育において友好的な関係を築き広げているので、そ

のような関係作りがクラスメートだけではなく、地域社会のより多くの人たちと築いていけるよう、卒

業後もソーシャルメディアによってサポートしている。例えば学生と我々、学生同士がツイッターやフ

ェイスブックなどを活用して情報交換を行っている。とりわけ、大学卒業後は就職や新しい出会いに対

して適応できるようになることを重要視して支援している。障碍学生にも一般学生と同様の人間関係の

広がりや就労のチャンスの広がりが得られることが大切だと考えるからである。 

 インクルーシブプログラムコーディネーターのゲイル氏は、基本的に 1 名の学生を 1 年間受け入れる

形をとっており、彼らは、介護や看護などについてゆっくり学ぶことができている。授業は能力に応じ

て進行スピードを調整して対応している。試験においては、例えば通常 4 択の問題を 2 択にするという

ような配慮をしている。また、他の学生との関係作りや障碍学生を含んだグループでの宿題対応なども

支援している。 

 

 第３節 一般学生にとってのインクルーシブ教育の意義 

 大学では、障碍学生のニーズに合わせて学べるようにすることが大切である。障碍学生にとっては単

に単位を取るということではなく、ニーズに合わせて学ぶ機会が与えられるということが重要である。

大学での活動はポートフォリオに記録され、就職活動などで必要な場合はそれを提供できるようになっ

ている。ここでは一般学生と同じチャンスが障碍学生にも与えられるのである。さらにここでは障碍学

生を一般学生がサポートする制度が確立している。こうしたことは一般学生の企業就職においても高く

評価されている。 

障碍学生との関わりは、一般学生についても予想した

以上に学ぶことが多い。今では 30～40 の学部、学科に

おいて一般学生をメンターとして紹介している。一般学

生が障碍学生と共に学ぶことについての感想を調査し

たが、それによると、学生も教授もよりよい教育を提供

したいと願っていることや大学においてよりよいスタ

ッフを必要としていることが明らかになっている。 

サポートする一般学生と障碍学生との関係について、

メンターと友人とは別の存在と考えている。メンターは ボウバレーカレッジにて 
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授業、宿題のサポートをする存在であり、それ以外の時間については障碍学生とメンターは他の友人と

過ごすことが多い。それに対し、両者の間の友情が深まるような活動を促している。時にはメンターと

障碍学生間に友情が生まれることもあるし障碍学生がメンターとは別に友人を作ることもある。 

障碍学生と一般学生が一緒に過ごすことは簡単なことではない。精神的な成熟度も求められる。しか

しながら、メンターになることを希望する学生は毎年 30～35名いる。彼らは興味をもってサポートにあ

たってくれているのである。 

 

第５章 カルガリー大学の取り組み 

 第１節 カルガリー大学の概要 

 カルガリー大学の創立は 1966 年である。在学生は 30,000 名であり、医学部など全 16 学部、60 以上

の学科を設置知る研究型総合大学である。 

カルガリー大学では、24 年前からインクルーシブ教育を行っており、知的障碍者は本校に 13 名、別

の学舎であるセントメリーキャンパスに 3名が在籍しており全学で合計 16名が在籍している。 

  

 第２節 カナダの義務教育段階におけるインクルーシブ教育の基本的考え方 

 カナダにおいてはインクルーシブ教育が指向されてい

るが、それが唯一無二の方向性として統一されたもので

はない。現状では、障碍児の受入体制が整っている小中

学校もあれば、決してそうではない学校も存在している。

また、保護者の考え方も完全なるインクルーシブ教育を

希望する人と、障碍特性に応じた専門的な教育を希望す

る人と様々である。それらの選択の権利は最終的に生徒

と保護者に委ねられているのである。 

 また、カナダにおけるインクルーシブ教育の目的は、

単に健常児と障碍児が同じ物理的環境において生活

するということではない。もちろん健常児と障碍児が同じ環境で生活することは、可能な限り自然な形

で地域社会に溶け込んでいきながら様々な能力を伸ばしていくという点で柔軟性の成長にはつながって

いるが、インクルーシブアルバータでは、すべての障碍児がそのような形にならなければならないと考

えているわけではない。あくまで、それを必要とする人にとっての選択肢を権利として保障しているの

である。 

 カルガリー大学には、知的障碍者を支援するスタッフが本学に 5 名とセントメールキャンパスに 1 名

の合計 6名いる。通常、ひとりの障碍学生が取る講義は 2～3講座である。授業のサポートのひとつとし

て、講義の内容を学生の能力レベルに合わせて変更したり、スタッフが週に 4～6時間ほど一緒に過ごし

て学習のサポートを行っている。16 名の障碍学生たちは、授業だけではなくその他のレジャーや部活、

アルバイト、ボランティア活動など、様々なアクティビティにも参加している。ある学生は、ダイノス

というスポーツチームに所属しており、試合の際にチケットもぎりの仕事をしている。また、1年前から

学校帰りに病院の売店でアルバイトをしている。 

 障碍学生たちは心理学の授業や舞台衣装の歴史を学ぶ授業、演劇についての授業などを受講している。 

カルガリー大学にて 

カルガリー大学にて意見交換 
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 第３節 障碍学生の保護者、障碍者インストラクターの思い 

 ローリーさんは知的障碍を持つセラさんの母親である。ローリーさんは、以下のように語っている。 

 「娘セラは、5年間カルガリー大学で演劇を中心に学び、この春めでたく卒業しました。セラは、障碍

をもって生まれてきたことで、いつも不公平な扱いを受けてきました。学校に行き、いよいよ高校を卒

業するというとき、他の健常の生徒さんが大学に行くという選択をし、セラにもそういう機会を持たせ

たいと思いました。大学のサポートプログラムにはとても感謝しています。セラはたくさんの授業を受

けることができました。大学生活では、スポーツクラブの一員となりました。そこでも様々な活動に参

加していました。娘は、大学で社会性をしっかり学び、成長していきました。これからよりよい人生を

送れるに違いありません。」 

 カルガリー大学歴史学部のケビン教授は、障碍者のインストラクターという立場で学生の支援にあた

っている。ケビン氏は、障碍者支援に関して以下のように述べている。 

 「私は、2名の障碍学生の支援を行っている。必要に応じて NGOのスタッフとメールで連絡を取り合

ったり、直接会ったりして話し合いながら、学生に一番適した学習サポートを行っている。障碍学生の

支援を行うとスタッフへの連絡や学生への対応などで、通常の業務以外に多くの時間を割かなくてはな

らなくなることを最初は懸念していたが、実際には、一緒にサポートするスタッフとの協力関係もあり

スムーズに進めることができている。学生の成功体験を確立するためには、まず学生が授業にしっかり

と参加することが大切である。後は自発的にしっかりと教員とコミュニケーションを取ることが大事で

あるとアドバイスしている。」 

 

 第４節 カナダにおけるインクルーシブ教育の広がりと NGO（非政府組織） 

 カルガリー大学とアンブローズ大学は、それ以外の 20の大学のインクルーシブ教育とはシステムが異

なっている。この 2 つの大学は、カナダで最初にインクルージョンアルバータプログラムを導入した大

学である。 

 インクルージョンアルバータは、正式に大学にインクルーシブ教育プログラムを導入する前に、まず

その組織を整えたのである。その組織をベースにしてNGO（非政府組織）をこれらの 2つの大学の中に

設置した。それらのNGOは、政府機関から資金を調達し、スタッフの雇用の費用や学生を支援する資金

を確保したのである。したがって、これらの大学は、独自の財源を持っているため、それ以外の大学の

ようにインクルージョンアルバータから職員を派遣す

るというのではなく、独自に職員を確保しているのであ

る。 

 

 第５節 資金提供をする州政府の立場 

 州政府は、インクルーシブ教育を支援しており、補助

金は年々増えていっている。しかしながら、政府機関で

あるため様々な規制があり、自分たちの考えや思いが容

易には実現できないこともある。そのような場合は、あ

きらめずに直接的な関わりをしっかりと持って協力し合 カルガリー大学にて 
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っている。今は、インクルージョンアルバータの取り組みに理解もあり、支援をしてくれているが、将

来的にその理解や支援がいつまでも継続されるという保障はない。継続のためには、非常に労力が必要

である。州政府は、今、資金を提供した結果としての障碍学生の就労状況について強い関心を示してい

る。 

 

第６章 アンブローズ大学の取り組み 

 第１節 アンブローズ大学の概要 

 アンブローズ大学の創立は 1921年である。キリスト教系の私立の大学で、カルガリーの南西部に位置

している。現在 92 0名の学生が在籍しており、1クラス 24名の小規模という目の行き届いた教育環境の

中で、人文、科学、技術などを学んでいる。インクルージョンアルバータの支援を受けながら、1年間に

3名の知的障碍学生を受け入れている。 

 

 第２節 プログラムサポーター、障碍学生、保護者の思い 

プログラムサポーターのバネッセ氏は、3名の障碍学

生のうち 1名をサポートしている。障碍学生のケロップ

さんに対して、学習や学内の設備が使いやすくなるよう

支援している。クラス外の活動についても、ケロップさ

んのボランティア活動を支援したり、彼のアルバイト活

動などの支援もしている。ケロップさんは現在ペットシ

ョップでアルバイトをしている。 

 同じくサポーターのリサ氏は、すべての障碍学生の 1

年次の支援を行っている。入学してから大学生活に慣れ

るように支援をしている。全ての新入生のサポートをし

ているが、ケロップさんの例でいうと彼が他の学生と同様の経験をしながら、互いに親近感が持てるよ

うに支援をしている。 

 障碍学生のケロップさんは、大学生活について以下のように述べている。 

 「好きな授業はバイオロジー（生物学）です。ボラン

ティアをしているバレーボールチームではコーチの役

割を持ち、ポールというニックネームで呼ばれています。

人体機能や骨の仕組み皮膚等の詳細な部分を知りたい

と興味を持っています。」 

 またケロップさんの母親ドンさんは、息子のケロップ

さんについて以下のように述べている。 

 「母親としてケロップのことを心配していた。特にケ

ロップが大学で提供されているプログラムに馴染むか

どうかが心配でした。ケロップにはしっかりと学びたい

という欲求がありました。しかし、大学側の提供している授業内容が理解できるかということを心配し

ていました。可能な限り大学で学べるよう支援していますが、ケロップが取りたいという授業の幅はと

アンブローズ大学にて意見交換 

アンブローズ大学にて意見交換 

アンブローズ大学にて 
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ても広いのです。例えば、心理学、歴史、生物、宗教の授業に参加しています。教授陣は、ケロップに

教える際に、様々な工夫をしてくれます。例えば心理学の授業では、彼の興味が湧くよう他の動物の行

動状況例を使うなどの工夫があります。心理学を学んできたことで、知識が蓄積されてくると、息子と

母親の会話の中で、私がうっかり『忘れてしまった』というようなことを言うと、建設的なコメントを

私に言います。『年を取ってくると神経が絡まってきたりして、いろいろ大変なことになるんだよ』と励

ましの声をかけてくれます。こんな話ができるようになるとは予想していませんでした。大学へ行って

勉強をすることは彼にとって非常にいいことだと思っています。また、他の場面においても社会性が向

上したことも実感しています。非常に高いレベルで現れてきています。特定の人ではなく、広範囲にわ

たって周りの人とコミュニケーションをとることができるようになりました。」 

 

 第３節 一般学生の思い 

 アンブローズ大学では、授業のクラスが少人数のため、サポート学生たちと障碍学生との日常的なサ

ポート体制が確立している。サポート学生は、障碍学生が授業についていけるよう、すべての学期に専

属的にサポートしている。学生たちにサポートに関して意見を聞いたところ、「とても楽しく（障碍学生）

セリシャさんのサポートをしています。」「私たちサポート学生にとっても大きな利益があります。」とい

った声があがっている。サポート学生にとっての利益とは、サポート学生と障碍学生相互の特性や相性

を見極めてきちんと配属したこと、小グループの中にサポート学生を配属したことにより、グループの

全メンバーの障碍学生理解が促進したことがあげられる。さらに、想像していた不安を取り除き、一般

学生と障碍学生とが学内における人間関係を作り上げてきたことが大きな利点である。 

 

 第４節 教員の障碍学生理解と支援のための研修 

大学では、障碍学生の受け皿を固めていくために、障碍学生を受け入れるにあたって、教員らはイン

クルージョンアルバータによる研修を受けている。インクルージョンアルバータは、インクルーシブ教

育プログラムを受け入れてくれている大学の職員や教員、学内でリーダーシップを取ってくれる部署の

職員に対し、きちんとオリエンテーションを行い情報提供している。 

研修の内容としては、実際に教室に立って教える教員らが障碍学生を受け入れる際にどのようにすれ

ばよりよい授業ができるようになるかなどを取り上げ、大学でインクルーシブ教育のリーダーとなる人

たちが方向性をしっかりと理解することができることを目指している。 

新しい大学がこのようなインクルーシブ教育プログラムを開始する際には最初から全部をやろうとせ

ず、まず得意な分野で小さな実践をやってみて、その実践体験を積み上げ、多方面に広げていくことが

重要である。 

 

第７章 ゆたかカレッジの今後の方向性 

 第１節 ステファニー（レジャイナ大学）の評価 

 CFA のスタッフは、ゆたかカレッジのプレゼンを聞いて、本当に素晴らしい取り組みと評価してくれ

た。とりわけ、ゆたかカレッジが様々なスキルを教えていることについてであった。ゆたかカレッジで

は、学生が将来自分の力で生活がしていけるように支援をしている。たとえば、掃除や料理などについ

て教育している。カナダの大学では、残念ながらそのようなスキルを学ぶことのできる機会がない。CFA
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ではそのようなスキルの向上には焦点をあてていない。それらのスキルは家庭で学ぶものとして位置づ

けている。また、CFA では、ゆたかカレッジのようにメンバーと郊外に遊びに行ったり、余暇活動を楽

しむといった活動はプログラムに含まれていない。行事としては、学期の始まりにオリエンテーション

を行ったり、学期の終わりにクリスマスパーティーやピクニック、BBQを行う程度である。その他の行

事として、毎年 1回「ショーケース」といって、1年間で体験したことや思い出に残ったことなどについ

ての発表会を行っている。プログラムとは別に、学生同士で食事やカラオケなどを計画し、グループで

活動を行うことはある。 

 

 第２節 ブルース氏（インクルージョンアルバータ）の評価 

インクルージョンアルバータのブルース理事長は、ゆたかカレッジの取り組みについて批判的な立場

である。 

ブルース氏がこれまでの歴史が証明してきたこととして主張していることは、健常者と障碍者の隔離

は、障碍者に対する虐待やいじめの原因を作りかねないということである。 

障碍者だけを対象として行っているゆたかカレッジの実践は、障碍者の自立支援のための教育として

行う意味は確かにあるが、それよりも障碍をその人個人そのもの、人となりとしてとらえ、障碍者がも

つ課題を分析するという点で「障碍」という枠にくくられているように感じるという。ブルース氏の息

子も重度の知的障碍を持っているが、その息子のことを考えると、そのような視点は果たしてその人そ

のものなのかというジレンマを感じ、ゆたかカレッジのプレゼンテーションでのカレッジの学生たちの

姿を見ながら考えさせられたという。 

ブルース氏は、このことについての意見交換で最後に以下のように結んだ。 

「今後の課題として、大学の中に障碍者を受け入ようとしているが、その中でも障碍者のための特別

プログラムを用意しようとしている点で、ゆたかカレッジの取り組みはインクルーシブ教育とはいえな

いのではないか。インクルージョンとして進めていくのであれば、この人の個性を伸ばしていこうとす

るのはどうなのだろうか。もっと足元をみて一人ひとりを大切にしていくべきではないか。」 

 

 第３節 ブルース氏の提言を受けてのゆたかカレッジの今後の方向性 

日本とカナダは、歴史や環境、国民性が異なる。また、日本においては、未だにインクルーシブ教育

は義務教育を含め、ほとんど根付いていないという状況がある。このような日本とカナダ両国の違いを

土台として抱える中で、単純に両国の障碍児教育を比較したり、その善し悪しを安易に判断するべきで

はないだろう。 

私たち視察団は、ブルース氏の意見を受けて、ゆたかカレッジの今後の方向性について議論をした。

それにより出された結論は、やはり日本とカナダ、ゆたかカレッジとインクルージョンアルバータとは

方向性が異なるということである。 

この論文で各大学の状況の中に記載したとおり、各大学の知的障碍者の受入人数は極めて少数である。

その人数は、レジャイナ大学では学生数 12,500 名に対し知的障碍学生 14 名、マウントロイヤル大学は

15,000名に対し 8名、ボウバレーカレッジは 14,000名に対し 6名、カルガリー大学は 30,000名に対し

16名、アンブローズ大学は 920名に対し 3名である。この人数が示していることは、完全なるインクル

ーシブ教育を目指すインクルージョンアルバータの方針では、より多くの知的障碍者に対し大学の門戸
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を開放することは困難であるということである。 

ゆたかカレッジは、今後も国公私立大学のキャンパスの中にゆたかカレッジの拠点を広げていきたい

と考えている。そこでの授業形態としては、あくまで分離統合折衷型で行い、一般学生と合同の授業と、

知的障碍学生だけの単独授業を状況に応じて臨機応変に組み立てていきたいと考えている。 

そして、ゆたかカレッジは、今後も、高校や特別支援学校高等部卒業後に、さらに学びたいと考える

ひとりでも多くの知的障碍者に学びの機会を提供したいという方向性、障碍の程度に関わらず学ぶ権利

を保障したいという方向性は、今後も貫き続けていきたいと考えている。 

今回のカナダの大学視察を通して、私たちは、ゆたかカレッジの取り組みの意義を再確認することが

できたと共に、これまでに視察したアメリカ、オーストラリア、カナダのいずれの国々よりも、より広

範に知的障碍者の学びの権利を保障しようとしていることに大いに自信を強めることができたように思

う。 

 

おわりに 

ゆたかカレッジ海外教育事情研究チームは、今回、30 年前、世界で最初に知的障碍者の高等教育保障

の実践をスタートしたカナダの大学を訪問し、そこでの取り組みを視察し様々なことを学んだ。 

視察中は、大学に通っている多くの知的障碍学生や保護者、彼らに直接関わっているスタッフらから

話を聞くことができた。どの大学も障碍学生をどのように受け入れていくかということに正面から向き

合い、関わるスタッフも日々の支援に一生懸命に取り組んでいた。その中でも、「学生の障碍やできない

ことではなく、できることややりたいことに焦点を当てる」という障碍学生たちのストレングスに視点

を当てた支援姿勢は、どの大学にも共通したものであった。 

障碍の有無に関わらず、周囲の人々が自分をひとりの人間として認め、尊重するということは、非常

に重要なことである。何かができる、できないでその人を判断するのではなく、何がしたいか、或いは

したくないのかという当事者の考えに対して周りがサポートしていくことが重要である。自分がやりた

いことができることで、本人の気持ちは大きく変化し、「自分はやりたいことをやっていい人間である」

と確信が持てる。その確信こそが、青年期の彼らにとって大きな自信となり、確固たる自己肯定感の基

礎になるに違いない。 

大学のキャンパスでは、同世代の学生たちと一緒に学んだり、部活やボランティア活動を経験する中

で、周囲の人たちとコミュニケーションが取れるようになったり、興味のある仕事に就くためにアルバ

イトをして経験を深めるなど、様々な取り組みがなされていた。そこでは、大学で学ぶことで成長して

いる学生たちのリアルな姿を知ることができた。やはり、障碍のある学生が、一般学生と同じように大

学生活を送ることで得られるものは大変大きく、これらは学生の生活や成長に不可欠なものであると確

信した。カナダで出会った学生たちが、笑顔で自分の大学生活や仲間について話す姿はとても輝いてお

り、彼らの今後の人生においてかけがえのないものになるのではないかと感じた。一生懸命学ぼうとし

ている学生は、世界共通でとてもいい表情をしており、ゆたかカレッジの学生と重なる部分もあった。 

現在ゆたかカレッジが提供しているカリキュラムも、生活スキルや就労スキルなど、将来、彼らの人

生に必要なことを 4 年間かけて学ぶことができる素晴らしい内容である。これらのゆたかカレッジが提

供している授業内容や体験学習などを実際に大学の中で取り組むことができれば、学生にとって、より

大きな経験を積むことができる 4 年間になるだろう。あえて言うならば、アルバータのようなサポート
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体制があればさらに現場レベルでの実践が充実するに違いない。 

障碍の有無に関係なく誰もが同じ環境の下で学ぶことで、学生も関わる人たちも成長できること、そ

のためには、支援を提供する側がしっかりと学生たち一人ひとりの個性や特性を把握することも必要で

ある。日本でも障碍をもった方が大学内で教育を受けることができるようになれば、障碍学生たちも更

なる成長を遂げることができるに違いない。青春を謳歌しつつ、社会で生きていくための力を養ってい

く、これこそが私たちが求める姿ではないかと思う。 

ゆたかカレッジは現在のところ、障碍学生だけが学んでいる場ではあるが、その受け入れ数は重度障

碍者を含め年々拡大し、社会的にも加速度的に認知されつつある。現場での実践に加えて、多くの情報

発信や行政への働きかけなど、目標を社会変革においていることを明確に示している。大学内でのゆた

かカレッジ運営の実現に向けて現在進めている新たな取り組みもそれを示している。 

障碍者だけの活動を一切否定し完全なるインクルーシブ教育を指向しているインクルージョンアルバ

ータと、大学内で一般学生と障碍学生の合同授業と単独授業を相互に組み合わせた授業カリキュラムを

指向するゆたかカレッジとは、目指す方向やその方法論に大きな違いがある。インクルージョンアルバ

ータの 30年間の取り組みは素晴らしいものであるが、社会的に障碍者の学びの価値が認識され、社会に

おいて障碍者の人権保障や教育権保障が根付いていれば、これまでにインクルージョンアルバータの取

り組みは加速度的な理解と広がりを得ていたに違いない。しかし、残念ながら、インクルージョンアル

バータの取り組みが社会的に認知され、インクルーシブな社会形成にどれだけ寄与できているのかはや

や疑問である。その原因はやはり、各大学が受け入れている障碍学生数の少なさにあるのではないだろ

うか。実践する大学を増やしているとはいえごく一部の学生だけがインクルーシブ教育を享受している

状況が続くならば、目標がどこにあるのか問われるのではないかと思う。 

私たちゆたかカレッジとしては、カナダ並びにインクルージョンアルバータの実践の方向性に今後も

しっかりと注視していきたい。その上で、日本の歴史や風土、国民性に合った、日本における知的障碍

者の高等教育保障のあり方を見極めていきたい。 

最後に私たち視察団を温かく迎えてくださった方々に対して、最終的には同じ目標を持つパートナー

として深く感謝しています。 

また、以下の方々をはじめ、今回の私たちのカナダ視察に多大なご支援ご協力をいただきました多く

の皆さまに心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 菟田 精一様（株式会社フロントップ代表取締役社長） 

 末光 茂様（社会福祉法人旭川荘理事長） 

 猪狩 恵美子様（福岡女学院大学教授） 

 Dr. Vianne Timmons様（レジャイナ大学学長） 

 Bruce Uditsky様（インクルージョンアルバータ理事長） 

 Stephen King様（レジャイナ大学学長補佐） 

 Hughson Anne様（カルガリー大学教授） 

 Stephanie Gomersall様（レジャイナ大学 Centre for Student Accessibility所長） 

 Kate Zhang様（レジャイナ大学アジア局長） 

 Billie Jack様（インクルージョンアルバータディレクター） 
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資料 

カナダ大学視察行程表 

 

FRIDAY, APRIL 29 

9:45 am   Met at the lobby of the hotel by Kate Zhang, UR International. Travel to the 

University of Regina  

10: 00 am   Meeting with Centre for Student Accessibility  

Stephanie Gomersall, Acting Manager  

Faith Savarese, Coordinator, Campus For All  

Meeting Agenda:  

- General introduction to  the Centre for Student Accessibility and its 

services  

- Overview of Campus For All  

- Screening of RespectAbility video  

- Meeting with Campus for All students 

12:00 pm   Luncheon  

Faith Savarese, Coordinator, Campus For All  

Campus For All students and instructors  

(approximately 20 in total) 

1:15 pm 

 

 

 

 

 

2:30 pm  

Meeting with Centre for Student Accessibility 

Stephanie Gomersall, Acting Manager  

Faith Savarese, Coordinator, Campus For All  

(potentially others) 

Meeting Agenda: 

- Presentation by Mr. Hasegawa and colleagues 

Campus Tour facilitated by Kate Zhang, UR International  

3:15 pm   Meeting with UR International  

Livia Castellanos, Executive Director, UR International  

Martha Mathurin, Manager, Study Abroad  

Kate Zhang, Manager, Asia 

Meeting Agenda:  

- General introduction to the University of Regina programs and 

international student services  

- Discussion on potential academic and research collaborative 

programs 

4:00 pm  Free time on campus  

4:30 pm   Welcome Reception  
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Stephanie Gomersall, Acting Manager, Centre for Student Accessibility  

Faith Savarese, Coordinator, Campus For All  

Campus for All students, families and instructors  

Kate Zhang, UR International  

Students from Japan at the University of Regina  

(Approximately 50 in total)  

6:30 pm  Return to hotel  

SATURDAY, APRIL 30  

10:30 am  Met at the lobby of the hotel by Kate Zhang, UR International. Travel to the 

Saskatchewan Legislative Building  

10:45 am  Tour of the Saskatchewan Legislative Building and Wascana Park  

12:00 pm  Lunch at the Willow on Wascana  

(potentially joined by Stephanie Gomersall and Faith Savarese) 

1:30 pm  Travel to Royal Canadian Mounted Police Heritage Centre (RCMP)  

1:45 pm  Tour of the RCMP Heritage Museum  

3:00 pm  Travel to hotel. Free time  

4:00 pm  Travel to Regina International Airport  

5:45 pm  Depart for Calgary  

SUNDAY, MAY 1 

 Tour of Banff National Park 

MONDAY, MAY 2 

9:00am Meet at Inclusion Alberta Calgary Office  

Suite 212, 4014 - Macleod Trail S.E., Calgary 

An Overview of Inclusive Post-Secondary Education in Alberta 

 Bruce Uditsky, CEO, Inclusion Alberta 

 Anne Hughson, Associate Professor, Community Rehabilitation & 

Disability Studies, Community Health Sciences, Cumming Schools of 

Medicine, University of Calgary 

 Trish, Bowman, Executive Director, Inclusion Alberta 

 Billie Jack, Provincial Director, Inclusive Post-Secondary Education 

 Charmaine McIntrye, Regional Coordinator, Inclusive 

Post-Secondary Education  

Coffee, tea, fruit and muffins  

11:00am Mount Royal University  

 4825 Mt Royal Gate SW, Calgary  

 Panel presentation: Faculty member, Key Contact, parent and 

student  

 Tour of the University  
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Lunch/ Parking provided 

1:30m Bow Valley College 

332 6 Ave SE, Calgary 

(403) 410-1400 

 Panel: Faculty member, Key Contact, parent and student  

Tour of the University  

3:00pm Presentation by Japanese Delegation 

6:00pm Dinner (location to be determined) 

TUESDAY, MAY 3 

9:00am Debrief at Inclusion Alberta Calgary Office  

Suite 212, 4014 - Macleod Trail S.E. Calgary   

403.717.0361 

 Bruce, Anne, Trish and Charmaine  

Coffee, tea, fruit and muffins  

10:30am University of Calgary  

2500 University Dr. NW, Calgary 

 Panel: Faculty member, Key Contact, parent and student  

 Tour of the University  

 Lunch  

2:00pm Ambrose University  

150 Ambrose Cir SW, Calgary 

 Panel: Faculty member, Key Contact, parent and student  

 Tour of the University  

3:30pm Concluding Discussion 

Location to be determined 
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