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「障害」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。 
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はじめに 

 社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会は、2012年度から知的障碍者の高等教育保障の実現に取り組んでいる。健常者

の 7割が高等教育（大学・短大・専門学校）に進学している時代に、知的障碍者の高校卒業後の進学率はわずか

0.4 パーセントである。知的障碍者が高卒後、「社会に出るには自信がないからもっと勉強したい」「社会に出

ても困らないようにいろいろなスキルを身につけたい」「お兄ちゃん、お姉ちゃんのように大学生になって楽し

いことをたくさんやりたい」などの思いを抱いても、そのような場は日本にはどこにもないのが現状である。 

 一方、特別支援学校高等部では、卒業後の就職率を上げるために、職業訓練に偏重した授業が大きなウエイト

を占めており、本来の教育の目的である人格形成や個々人の個性や長所を伸ばしたり、生きる力を身につけたり

する教育が手薄になっている現状がある。そのため、卒業後一般就労しても、心が育っていないため困難や辛い

ことに直面したときに、それへの対処の仕方、感情コントロールがうまくできず離職を余儀なくされている人が

多い。職場で心を壊してしまい、二度と会社で働きたくないと家に引きこもってしまう人、福祉作業所を希望す

る人、精神面でおかしくなって鬱病を患ってしまう人など、枚挙に暇がない状況がある。そのような人たちは、

今の障碍児教育制度がもたらした被害者に相違ない。本来であれば、知的障碍者は健常者に比べて発達が緩やか

だからこそ、健常者よりも時間をかけ、ゆっくりとしたペースで成長できる学びの機会を保障すべきである。 

 当法人では、このような考え方の元で、障害者福祉制度を活用した知的障碍者の学びの場「ゆたかカレッジ」

を 2012 年から現在まで 5 ヶ所開設し運営している。日本にはこのような取り組みの例がないため、試行錯誤を

繰り返しながら、日々、授業・行事・余暇活動などを展開している。 

 日本に例がないのであれば海外はどうだろうかと調べたところ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国な

どでは、一般の大学が知的障碍者を受け入れていることが明らかになった。そこで、私たちは、海外の先駆的な

実践を視察することで、この分野に関する見識を深め、ゆたかカレッジの質の向上を目指すことと、日本におい

ても知的障碍者の高等教育の制度が確立すべく海外の現状をより多くの方々に知っていただき、理解を深めてい

ただきたいと考え現地に出向き視察研修をすることとした。当法人の「海外知的障碍者高等教育研究班」は、こ

れまでに下記の海外視察を行った。 

  ・アメリカ（マサチューセッツ州ボストン）   2014年 10月 28日より 8日間  法人職員 5名参加 

  ・アメリカ（カリフォルニア州ロサンゼルス）  2015年 1月 23日より 8日間  法人職員 5名参加 

  ・オーストラリア（シドニー）         2015年 11月 28日より 8日間  法人職員等 6名参加 

  ・カナダ（レジャイナ・カルガリー）      2016年 4月 27日より 8日間  法人職員等 7名参加 

  ・オーストラリア（メルボルン・アデレード）  2016年 8月 14日より 8日間  法人職員 5名参加 

  ・韓国（天安）                2016年 11月 2日より 3日間  法人職員等 12名参加 

 本書は、これらの海外視察を通じて学んだことをまとめたものである。本書をひとりでも多くの方々にお読み

いただき、知的障碍者の高等教育保障を取り巻く世界の状況を知っていただきたい。そして、私たちとともに、

日本における知的障碍者の高等教育保障を実現するために連帯していただきたい。 

 知的障碍者が大学に進学することが「特別なこと」ではなく、「当たり前のこと、当然のこと」と思っていた

だける人が一人でも増えていくことがそのための第一歩であると考えている。 

 

     2016年 10月吉日 

 

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会 

理事長 長谷川正人 
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第１章 アメリカにおける知的障碍者の大学進学 

 

はじめに 

 

2012年度以降、筆者が所属する社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会は、特別支援学校高等部卒業生の学びの場とし

て、「福祉型専攻科カレッジ」を、福岡県福岡市、長崎県大村市、東京都新宿区、福岡県北九州市に開設した。

2014年 12月現在、約 50名の知的障碍を持つ青年たちが、毎日カレッジに通い、仲間たちと共に青春を謳歌しな

がら、様々な学習や体験を行い、将来に向けた自分探し、自分作りを行っている。 

そうした実践を積み重ねる中、筆者は、海外の高

校卒業後の知的障碍者たちの生活の状況について、

インターネットウェブサイトで情報収集を行う中

で、アメリカの THINK COLLEGEのウェブサイト

（http://www.thinkcollege.net/）に出会った。筆

者はそのサイトを見て、大きな衝撃を受けた。アメ

リカでは、2008年の高等教育機会均等法の改正法成

立後、ものすごい勢いで、一般大学が、知的障碍者

を受け入れるようになったということであった。全

米で既に約 250校の大学が知的障碍者を受け入れて

おり、その流れは、とどまるところを知らず、今後

もさらに全米に広がりつつあるという。（図１参照） 

日本では、知的障碍者が「学問の府」と表現される大学でキャンパスライフを送る様子というのは、想像が容

易ではない。ウェブサイトでこの事実を知った時は、まさに目から鱗であった。その頃から、当法人の運営する

カレッジは、高等部の延長としての「福祉型専攻科」ではなく、「福祉型大学」へと位置づけを変えた。それに

より、カレッジに通う学生も、高校生ではなく、大学生としてのと 

らえ方に変更した。また、カレッジでのキャンパスライフの内容について、それまでの「学び」から、「青春謳

歌」へと、実践の重点についても改めたのである。 

2014年に入り、日本もようやく「障害者権利条約」の批准国に仲間入りした。条約第 24条「教育」第 5項に

は、「締約国は、障害者が差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成

人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供

されることを確保する。」と謳われている。この条約に照らしても、例え障碍があっても、そのことを理由に、

高等教育を享受することができないという状況は、条約に抵触していると言わざるを得ない。わが国において、

18歳以上の青年の 70パーセント以上が高等教育に進学する昨今、18歳以上の知的障碍者の進学率は、わずか 0.7

パーセントに過ぎない。この 100 倍の格差をできる限り早急に縮めていくことは、条約批准国として、喫緊の課

題であろう。 

こうした状況の中、筆者は、アメリカの大学の知的障碍者受け入れの現状を知りたい、知的障碍者を受け入れ

ているプログラムの内容等について関係者から是非話を聞きたいと考え、当法人のカレッジの運営を中心的に担

っている 4名の職員と共に、2014年 10月 28日から 11月 4日までの 8日間、アメリカマサチューセッツ州の州

都ボストンに滞在し、米国大学視察を行った。本論文は、そこで見聞きしたことをまとめたものである。 

 

図 1 2009年時の知的障害者を受け入れている大学の分布図。 
当時は 148校であったが、2013年には、250校に増加している。 
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第１節 アメリカの大学視察の目的 

 

今回の米国視察の目的は、特別支援学校高等部を卒業した

知的障碍者の多くが大学に進学しているというアメリカの

現状をこの目で見て確認すると共に、その歴史、制度、教育

内容などについて学び、今後の日本の知的障碍者の高等教育

のあり方について検討するための調査をすることである。 

筆者らは、「Transition Matters Conference」（移行に

関する会議）というマサチューセッツ州教育界全体の障碍者

の受け入れ、移行に関する会議に参加した。（図２参照）会

議には、障碍児教育関係者、障碍者福祉行政関係者、研究者、

福祉サービス事業者など、総勢 500名ほどが参加していた。

本来なら、この会議は、部外者の参加は想定されていないが、会議の主催者である ICI（The Institute for 

Community Inclusion：コミュニティインクルージョン研究所）の厚意により、特別に筆者たちの参加を認めて

いただくことができた。この会議への参加は、現在、米国の知的障碍者の移行支援教育で先端をいくマサチュー

セッツ州で、どのような実践、計画、試行錯誤などが行われているかの情報収集のための絶好の機会となった。

私たちは、ICI代表による基調講演の他、知的障碍者の大学教育に関連する２つの分科会に参加することができ

た。 

また、滞在中、実際に知的障碍者を受け入れているレズリー大学とマサチューセッツ州立大学ボストン校を訪

問し、知的障碍者の大学における支援プログラムについて説明を受けた。さらに、知的障碍者の大学進学を全米

において中心的に推進しているプロジェクト「THINK COLLEGE」のリーダーにもインタビューを実施することが

できた。 

今回の視察でインタビューさせていただいた方は、レズリー大学の Arlyn Roffman名誉教授、マサチューセッ

ツ州立大学の Felicia L. Wilczenski, EdD教授、THINK COLLEGEのリーダーでありマサチューセッツ州立大学の

Debra Hart教育コーディネーターの 3氏である。 

 

第２節 アメリカにおいて知的障碍者の大学進学が進んだ経緯 

 

１ アメリカにおける知的障碍者の大学進学の背景 

アメリカでは、1990年に ADA（Americans with Disabilities Act of 1990：障害を持つアメリカ人法）が制

定されたことにより、雇用、交通機関、公共施設の利用、言語・聴覚障碍者の電話利用など、あらゆる分野で障

碍者への差別を禁じると共に、機会平等を保障しており、平等の機会を与えないことは差別であるとされ禁止さ

れている。ADAには、特別支援教育の対象となる生徒は、高校を卒業した後も、必要であれば 22歳まで教育を延

長することができると規定されている。とりわけ、重度の知的障碍者などは、18歳で高等部卒業の準備ができて

いれば大学進学という選択肢もあるが、そうでない場合は、22歳までトランジション（移行）期間としてさらに

高校でライフスキルなどの授業を受けることができるのである。また、連邦政府の法律で特別支援教育を受ける

対象となっている生徒は、その後の社会に出るためのトランジション教育を 14歳から 22歳まで受ける権利を有

している。そしてこのトランジション教育において達成しなければならない分野が 3つある。そのひとつが学問

教育であり、授業の中で具体的に様々なことを学ぶことである。そして、ふたつめが移行支援であり、卒業後の

進路として、就職あるいは上級の学校への進学のための支援教育である。みっつめが自立スキル教育であり、コ

図２ Transition Matters Conference 
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ミュニティの中に溶け込んで独立した生活を送るための支援教育である。アメリカにおける知的障碍者の大学進

学は、このように、ADA成立後に実践的に発展してきた移行支援教育を土台として誕生してきた。 

したがって、今日、アメリカでは、特別支援学校高等部卒業後、高等部を延長するという選択肢と、高等教育

機会均等法成立により可能となった高等部を卒業し大学に進学するという選択肢、そして、第三の選択肢として、

最長 22 歳まで高等部の在籍を延長しながら同時に大学の授業も受ける「二重学籍」という 3つの選択肢が存在

している。 

 

２ 高等教育機会均等法成立の経緯 

1997年から 1998年にかけて、ICI（図３参照）は、ア

メリカ連邦政府からの助成を受けて、学習障碍のある人た

ちを大学に行かせるというプロジェクトを立ち上げ、その

プログラムを開始した。そのプログラムは、マサチューセ

ッツ州内の 5つの大学と提携し、そこで学習障碍や知的障

碍のある学生たちを大学に受け入れるというものであっ

た。そして、その後、プログラムの効果を測定するために、

様々なリサーチを行った結果、このプログラムが、障碍学

生たちにとても大きな効果をもたらしていることが明ら

かになった。そこで、ICIは、それらの有益な成果につい

て、ワシントン DCにいる連邦議員たちに報告し、この

ような取り組みをさらに積極的に広げていくよう働き

かけた。働きかけた対象の議員は、全米ダウン症協会の主宰をしている政治家や障碍者福祉に熱心な上院議員や

下院議員などである。こうした活動を通じて、高等教育機会均等法を改正し、知的障碍者に対しても大学の門戸

を開くよう積極的に働きかけたのである。このような地道な活動が、次第に大きな運動になっていき、その結果、

同法は改正され成立した。この法律改正においては、民主党、共和党、両党が賛成し、全会一致で議会を通過し

た。アメリカ連邦議会では、しばしば互いに、片方が提案した案件は、他方が反対するという傾向が強い中、こ

の法案のように全会一致というのは非常に珍しいケースであった。法律改正案を通した経緯は、まず、共和党は

ハーパー上院議員、民主党はホーキン上院議員のふたりが組んで、彼らがこの改正法案を通すことを目的として、

議会内に委員会を立ち上げた。この委員会は、教育に対して前向きで熱心な議員たちで構成された。それと共に、

ICIなどは、草の根運動ということで、各居住地域でこのプロジェクトに関わってきた人たちが、今度は、全米

を舞台に、障碍当事者の家族や教育関係者、福祉関係者など広範な人々に法案改正を働きかけていったのである。

彼らは、地元の上院議員や下院議員に電話や手紙、Eメールを送り、「こういう運動が盛り上がっているので、

是非この法案を通してください」「この法律は障碍者にとって絶対に必要です」などと熱心に訴えていったので

ある。このように、政治家サイドからのトップダウンと、地域の草の根運動からのボトムアップの両方から法案

成立に向けた運動を行うことで、最終的には、全会一致で法案が成立したのである。 

ICI に勤務する Debra Hartは、知的障碍者の大学進学について、それを制度化した中心的人物のひとりである。

彼女が、このような運動を始めたきっかけは、ある障碍児とその母親との出会いがあった。彼女は、1993年頃、

すでに ICIで仕事をしていたが、当時、ある幼稚園児の母親から相談を受けた。その幼稚園児は、重度の身体障

碍と知的障碍を併せ持っており、かなり不自由な生活を余儀なくされていたが、自分で何かをやりたいというモ

チベーションはとても大きい子どもであった。そこで、母親は、障碍を持つわが子を小学校の健常児のクラスに

入れることを希望した。Debra Hartは、その母親の希望を叶えるために支援をした。学校と交渉し、行政から補

図３ ICI、THINK COLLEGE のオフィスにて（Debra Hartと） 
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助金を引っ張ってきて、補助教員をつけることに成功し、健常児のクラスに入ることができた。その子は、その

後、高校までずっと健常児のクラスで過ごした。そして、Debra Hartは、息子が高校卒業を間近に控えた頃、そ

の母親からひとつの相談を受けた。「自分の息子は、先生のおかげでずっと一貫して健常児クラスで学ぶことが

できた。だから、この子が高校を卒業したら、次は、是非、大学に行かせてやりたい。本人もすごく向学心を持

っている。知的障碍のあるわが子を大学に行かせるためにはどういった方法があるのでしょうか」と尋ねられた。

そこで、Debra Hartは、「今、アメリカでは、知的障碍者が行ける大学は皆無に等しいけれども、息子さんのた

めに、自分が調査して、知的障碍者の大学進学のモデルを作ってみましょう」と言った。それがこの運動のそも

そものきっかけであった。それから 1997年に連邦政府からの補助金が付いて、大学における知的障碍者のため

のインクルージョンプログラムを 3年間行いみごとに成功した。そこで、2000年頃より、今度は全米各地でこの

プログラムを開始するための準備を行い、これを研究事業として各地で展開し、データ収集を進めていった。そ

のような取り組みを行っていく中、「知的障碍者の大学進学」という考え方が徐々に拡がっていったのである。

障碍者運動は、しばしば、障碍者の両親が、「息子や娘の願いを叶えてやりたい」という思いがきっかけになり、

それが推進力となって前進することが多い。ワシントン DCには障碍者支援団体などの全米の事務局が多く存在

する。それらの団体で働いている女性たちの多くは、障碍を持った子どもを持つ母親である。ICIは、このよう

な女性たちの支持や共感を得ながら、積極的に、団体の会員に対し、様々な教育研修やトレーニング、あるいは

テクニカルアシスタントなどを行っている。その中でも ICIは、「教育のユニバーサルデザイン」というものを

強く重視している。「教育のユニバーサルデザイン」とは、障碍学生のために特化された授業を行うのではなく、

障碍のある学生も健常の学生も、両者にとってわかりやすく楽しい授業を行うということである。ICIは、教育

のユニバーサルデザインとしての教授法について、大学の教師などにも指導を行っている。大学の教員というの

は、専門分野のエキスパートではあるが、学生に対して授業を行う教師としての正式なトレーニングを受けてい

ないのが一般的である。 

そのような大学の教員は、障碍を持った学生が授業に来ると、その学生たちの方が一般の学生たちよりも、熱

心に授業を受けるし、宿題はちゃんとすることに感心する。また、健常者の学生たちが、自分たちよりも苦労し

ながら学んでいる知的障碍学生たちを見ると、自分たちもしっかりとしなければとやる気を出し、そのことがク

ラス全体のレベルアップにつながるという。さらに、障碍を持った学生たちが頑張って授業を受けている姿を見

ると、健常者は、「この人たちの人権を守るために、自分たちにもできることはやろう」と支援者になるという。 

アメリカでは、幼稚園の年長組から高校 3年生までが義務教育であるが、幼児期からインクルージョンを熱心

に進めていても、中学 3年生になると障碍を持った子どもたちは、分離されたクラスで授業を受ける。そのため、

折角うまくいっていたインクルーシブな状況が逆戻りしてしまう。一方、高校では知的障碍者は普通の授業につ

いていけないだろうということで、健常の高校生と分離されていた知的障碍を持つ学生たちが大学で授業を受け

ているのを見ると、高校の教員たちは、「彼らが大学に行くことができるのであれば、自分たちが高校で教えら

れることをもっと教えて、健常者のクラスに溶け込ませておいた方が、彼らにとっての大学入学後の学生生活が

より容易になるのではないか」というような考えを持つようになるのである。したがって、知的障碍者が大学に

行くということが、逆にその前の教育のところに大きく影響を与えることが起こりつつあるという。 

 2014 年現在、知的障碍者を受け入れている大学は、全米で約 250校であるが、ICIでは、今後は、もっと受け

入れ大学を増やし、最低でも知的障碍者の受け入れ校を、全米で今の 2倍以上に増やしたいと考えている。 

知的障碍者に対する教育というのは、これまで自立することや仕事のためのスキルを身につけること、就職す

るということに力を入れてきた。そのため、高校では、座学中心のクラスから分離させられ、ライフスキルの授

業ばかりを受けざるを得ないというのが知的障碍者の状況であった。このことについて、Debra Hartは、重視す

べきことは生涯学習であり、その中身は、ライフスキルを身につけることも必要であり、座学による知識の習得
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も同時に必要であり、いずれかひとつだけを選択するべきではないのではないかと言う。大学のキャンパス生活

の中で、授業を受けること、サークル活動に所属すること、あるいはランチルームで食事をすることなどを通じ

て、自分にとって一番必要とされるライフスキルというものは、様々なところで培われる。学生寮で料理の仕方

を覚えるなど、自分で選択したものをやった結果というものを自ら体験する。その中には、成功体験もあれば、

失敗体験もある。したがって、自分の決めたことが、いい結果に向かうこともあれば、逆に悪い方向に向かうこ

ともある。そこで、人間的な成長や成熟が出てくるのである。障碍学生たちも、実際に様々なことが起こってい

る現実の世界の中で体験して学んでいる。特に、ソーシャルスキル（社会生活を送るための技術）はまさにそう

である。そのようなことこそが非常に重要で、こういったことは、授業で教えられるものではないのである。 

 

第３節 アメリカにおける高等教育 

 

１ 高等教育機関における知的障碍学生の受け入れ 

おはようございます。今日は、知的障碍のある人の高校後の教育について、アメリカでどういうことが起こっ

ているかというお話をしたいと思います。現在、アメリカでは知的障碍をもつ人たちに対する教育が広がりつつ

あります。その内容についてアイルランド・スウェーデン・フランス・オーストラリアなどと比較・検討を進め

ています。どのようにそれがアメリカで始まったのか、どのような取組が行われてきたのかなどについて話をし

たいと思います。 

アメリカではコミュニティカレッジなどの教育機関におけ

る教育を推奨し実施してきました。ジョージアで行った経験

を話します。アメリカの公立の大学の中でも、知的障碍をも

つ方を数多く入れている大学です。 

 もう 40年くらい前からこの実践が始まっており、その後ア

メリカでは徐々に取組が進んでいきました。この間のアメリ

カの政策をみてみますと、次のような動きがあります。障碍

者福祉サービスについては、それらに関する法律が州レベル、

連邦レベルで導入されてきました。こうした政策というのは、

いわゆる市民権に関する動きが活発になったのと同時に出て

きたものと思われます。この市民権が、障碍者あるいは社会的弱者にどのような権利があるのかと問いかけた動

きでもあります。以来、30 年間から 40 年間にわたって、この流れに従って様々な法律や政策が導入されてきた

わけです。それにもとづき、徐々にではありますが、さまざまなサービスが提供されてきました。その情報は関

係機関にアクセスすることで得られると思います。 

 1990 年代の「障碍をもつアメリカ人法」（ADA）は画期的なものでした。これは、様々な障碍を持っている人

に多様な機会を提供するというものでます。また、医療サービスに関わる内容も修正案として盛り込まれ、2004

年に新たな法律として導入されました。 

次に、障碍者教育基本法です。これは、障碍を持つ人に適切な教育を提供することを主眼に置いた法律です。

この法律の中では、学校から次の段階への移行をどのように行うべきかについても示されています。オーストラ

リアでもこの件については、長い間努力が重ねられてきています。アメリカにおいても移行期にどのようなもの

が必要になるのかといったことについて、様々な調査や研究が行われました。この背景のひとつにアメリカの経

済があります。経済が活発化すると、様々なスキルを持った人たち、人材が仕事になってくるわけです。つまり、

雇用者側にとってもスキルをもった人たちが増えるということは大きなメリットになるわけです。障碍を持って
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いる人たちに関してもより多くの機会を提供することは、彼ら自身にとっても大きなメリットと気付いた結果、

こうした法律の考え方が導入されてきたわけです。それがこの問題の広い背景と経過です。 

仕事のスキルを高めるためには教育が不可欠ですから、雇う側としても障碍をもつ人の教育を重視し始めたわけ

です。これは大きな動き、ムーブメントというかたちで国内に広がっていきました。今日は、それらに関して高

等教育・大学教育について重点的に話をしていきたいと思います。障碍者に対してどのような機会が提供される

かということです。 

 あとでさらに詳しく話しをしたいと思いますが、2008年の高等教育機会均等法は非常に細かな込み入った内容

です。これは、専門家とか政治家とか国会とか、そういうところから出てきたのではなく両親だとか関係者、慈

善的な活動をしている人たちから出てきたものです。これがアメリカの動きの特徴のひとつだと思います。物事

を前に進めるためにそうした関係者が立ち上がったということです。私もこのプログラムの設計のときに関わっ

ておりました。ヴァージニア州で会議が開かれました。2009年頃ですが、このプログラムは何を目指しているの

かを話したわけです。高校を卒業した後、障碍をもつ人たちが次の高等教育を受けることによって何を達成しよ

うとしているのかということがテーマでした。すなわち、そこで得たものをより良い雇用機会につないでいくと

いうことが、一つの目標だったわけです。 

みんな集まって、こうして話し合っているわけですが、「私は、自分の子どもが他の子と同じように大学生活

を経験してほしいと思ったのです。我々が求めていることは、そういうことじゃありませんか。子どもに同じ経

験をしてほしいということではありませんか」ということを問いかけたわけです。親が思う気持ちというのは、

みんな共通にもっているものだと思います。 

 このプログラムは、2 年間の大学での経験を経て、仕事に就くコースです。普通は、いわゆるテクニカルカレ

ッジということで技術的なことを学ぶことを主眼としています。そして 4年であれば、伝統的な大学の教育を受

けるということになります。あるプログラムは、学習のためのユニバーサルデザインを考えようというものでし

た。普通、障碍をもっている人たちは、高等教育の時に隔離されて授業を受ける形が多いのです。ですからカレ

ッジの中に入ってもらって様々なところと交流しながら、そこのプログラムにあるいは授業にアクセスできる機

会を提供しようというものだったわけです。しかしこれはすべての問題を解決するプログラムでありません。長

いプロセスの一歩だと思います。その後ユニバーサルデザイン、みんながアクセスできる教育を考えてきました。

カリキュラムをどうしたらよいのかといったことです。ID（Intellectual Disability 知的障碍）の人とか DD

（Developmental disability発達障碍）の人のプログラムということではなくて、普遍的に適用できるようなユ

ニバーサルな教育をデザインしようと考えたのです。そのためには、もちろん大学のいろいろな学部と関わり合

いながら、カリキュラムを少しずつ開発していくことが必要になってきます。どのような形でカリキュラムを作

るのかということについて、学校は消極的ではありませんでしたが、うまくできなかったらどうなるのかという

懸念があったので少し足踏みをするところがあったと思います。しかし我々は、そういったところと様々なコミ

ュニケーションを取りながらひとつひとつ問題を解決していきました。2010年頃に、それまでに積み上げたもの

をベースにして新たなカリキュラムの作成と活動を積極的に行いました。特に大学の管理運営者に対して、何度

も働きかけることによって、前向きな反応が戻ってくるようになりました。「それはいい考えだ」「ぜひ取り入

れてみよう」といった反応を得ることができたのです。また高等教育機会均等法の導入の結果としてスティック

カレッジが導入されました。 

これが障碍者の人たちに機会を提供している場所です。これは、すべてインクルーシブ教育ということではあ

りません。隔離モデル、エクスクルーシブモデルもこの中に含まれています。大学には入るけれど、別々の授業

を受けるという形もあります。今、呼び名はいくつかあるのですけど、いくつかの形態があることになります。 

2011 年から今まで 5 年間で学生数が 93％増えました。ここに示されていますが、これだけの数の学生が学ん
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でいるわけです。高校から、そのあとの教育の機会を利用しているということです。そうした学生たちは、大学

に入学することで、様々な活動に参加できることになりました。またこれは、そうした教育を提供しているキャ

ンパスの数とその増加数です。5 年間で 42％のキャンパスが奨学金などをベースにして、障碍をもつ人たちを学

生として受け入れているわけです。50いくつのキャンパスのうち 15のキャンパスに学生寮が用意されています。

だからこうした大学というのは、学業だけでなく生活の面でも配慮しているということです。こうして寮にはい

っている学生たちに対しても、普通にコミュニティで生活する学生たちに対しても、必要なサポートをするとい

う活動を行っています。 

これは、非常に重要なグラフでありますけど、有給の仕事についた人たちの数を示しています。そのトレンド

がどう変わっていくかですが、ブルーのラインの人は、卒業後 90 日以内に就職できた人数です。またこのプロ

グラムを終えた 27％がいわゆる SSI（Supplemental Security Income補足的所得保障）をもらっていたのが不要

になりました。仕事をすることによって、失業保険などに頼る必要がなくなったので SSI手当も約 33％減ったと

いうわけです。 

 

２ アメリカにおける発達障碍を持つ個人への高等教育参加の現在の見通しとデータ 

私は、ミネソタ大学で行っているプログラムの紹介をします。

私たちのプロジェクトの対象となるのは 2 年制のカレッジです。

いくつかの理由で 2年にしています。 

30 年間に渡ってスキル向上のプログラムを実施しているカレッ

ジですので、IDであったり DDの人たちがここにきて技術を取得し

たりということも目的としています。 

つまりこのカレッジは、どのように ID や DD の人たちと対応し

ていくかという点において、十分に経験を積んでいるわけです。

したがって職業訓練プログラムなどが用意されています。またカ

レッジを対象とした理由は、ID や DDの数が増えているため、より多くの人を受け入れるためには 2 年間が適当

であろうと考えたからです。 

我々のプロジェクトは、「チェック＆コネクト」モデルと呼んでいるものです。1990 年にミネソタ大学で開発

したモデルで、ユニバーサルデザインの考え方をベースとしてキャンパス全体に適用できる教育のモデルとなっ

ています。それらは、学業ばかりでなくスポーツなど様々な活動が含まれています。「チェック＆コネクト」モ

デルは社会的な活動に障碍者が関わっていく意味を証明することがひとつのポイントです。 

また、カレッジの中で他者と様々な関係性を築いていくこともポイントのひとつです。それについてモニタリ

ングをすることで、どのような経過を辿っているのかを明らかにしました。またモニタリングをすることによっ

て学生たちが自分を振り返って自分がどのように成長したのかについて情報を提供することができます。 

また、ID、DD同士の人たちをサポートする学生がいて、一緒にスポーツイベントに行ったり、様々な支援をし

たりという関係も生まれてきました。そうした活動を通して我々は、データを収集してそれを分析し、さらに州

全体・国全体に広げていこうと考えています。 

具体的なモデルをここに示していますが、このモデルはニュージーランドでも採用され、成功していると聞い

ています。これを学校・州・国全体に広げていこうと考えています。 

 このモデルの進め方ですが、まず個人的なプランを立てます。そしてプログラムチェックを行い進捗状況をみ

ます。またサポートが必要な場合は何らかの形で介入をしていきます。例えば、ある団体とか機関とか学校の内

部のある部局とか、そうところのサポートが必要なときは、我々も介入していきます。彼らが自分のレベルでで
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きる環境を作っていくことを行いました。彼らは 8月に大学に来て、学生自身がまず寮だとか大学だとかをチェ

ックします。そして、両親と話し合い、実際には本人がどう思うのか 18、19 歳の子どもたちですけど、自分た

ちがルームメイトと住むことをどう思うのかということを聞き出すわけです。障碍のあるなしに関わらずに、大

学の 1年生はそういうことを経験するので、当然彼らが経験することであると我々も考えていました。そして、

そういう形で話をして、彼らの考えを聞き、最終的には、家族と話し合って決めてもらいます。 

次にパーソンセンターのプランに沿って本人主体の計画を立てます。カレッジという環境の中で彼らがどうい

うことができるのか、どういうスキルが学べるかについて、また、その後の競争的な雇用機会の提供ということ

で、他の人と比べられた上で選ばれて就労ができる機会も提供していくわけです。チェック＆コネクトのコーチ

ングのためには活動の約 64％のサポートをすることが必要です。個別の支援または、パーソンセンターの支援、

さらに継続的なモニタリングをするのもコーチの役割のひとつであります。28％の学生に対して、授業に出席し

ているのかということ、50％の学生に対して彼らの行動はどうなのかということ、そして 38％の学生に対しては

学業の成績がどうかというモニタリングを行っています。 

プログラムへの関わり方としてはこの 98％のデータのレビューを行うこと、71％に対しては、どういうゴール

をセットするのかということについて検討や分析を行います。 

最後の社会的インクルージョンということですが、64％の学生たちの社会的な活動に関して、どのような活動

を行っているのかといるようなモニタリングを行います。小さなカレッジですので、実は 3人のコーチしかいま

せん。その人たちがそれぞれの学期で数十時間コーチングの仕事をしています。これは、コーチングの対象学生

がどのような学生かということ、コーチが提供しているサービスに関するデータです。2 つのカレッジでこれだ

けのサービスを受けてきたわけです。 

これまでに数百名の ID・DDの学生たちがこのカレッジで学びました。367人の学生のうち多くが証書をもらえ

るコースを学びました。彼らは成績上位 75％が証書をもらえるプログラムに参加しました。そして 23％が何か

の学位をもらえるプログラムに参加し、67％がキャンパス以外のところで、家族でなく自分で、または家族以外

の誰かと生活をしていました。2 年間のカレッジで寮がないというのは珍しいことなのですが、今回対象になっ

ているカレッジでは寮がないところもあるのでオフキャンパスで生活しているわけです。６７％はかなり大きな

数字だと思います。それから 104 人の学生たちが卒業証書または証明書を、あるいは学位をもらえるコースを終

えています。254人の学生のうち 104人がなんらだかの資格、学位、証書を受け取っています。 

最後のスライドです。雇用の結果ですが、72％が有給の仕事を、最低賃金以上のレベルのものを払われる仕事

に就いています。 

情緒障碍があるような学生や IDD（知的発達障碍）がある学生は、通常その最低賃金レベルの賃金しかもらえ

ない人が多いのですが、今回の結果としてこのプログラムを終えることによってそれ以上の賃金が得られる仕事

が可能であると報告されたわけです。 

 

３ ジョージア州における知的障碍学生のインクルーシブな高等教育 

今日は、お招きありがとうございます。 

ID の学生たちをカレッジに受け入れるということで、2009 年に、このプログラム通して障碍を持っている学

生とコンタクトを取りました。1 年を経過し、いい 1 年間のプログラムを行ったと思います。最初はオドオドし

ていた学生たちが自信をもってプレゼンができるようになったのを実際に自分の目で見て、これは何かあるぞと

感じたわけです。もちろんカレッジではいい仕事をし、より良い社会人になるために、いろいろな機会が提供さ

れます。あるいは、家族の期待に添う目的でカレッジに通う学生もいるかもしれません。また、自分はこういう

仕事に就きたいと大学で勉強でしながらも、やっぱりこれは自分に向いていないとコースを変える場合もありま
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す。カレッジは、自分は誰でありこれから何をしたいの

か発見をしていく場だと思います。それは IDの学生たち

にとっても同じです。私たちは、この IPSPプログラムを

通して彼らに関与します。そして彼ら自身に授業を決定

してもらいますう。ID専用の授業も受けてもらいます。

そこではきっちりとしたスタンダードが決められていま

す。それに従って活動してもらうということです。それ

によって大学のあらゆる場面を経験してもらいます。ア

ートショウに行ったり、友だちと集まって一緒に集まっ

て楽しんだり、あとはプールに一緒に行くとか、それが

大学の経験といえばまさにその通りです。しかし、そう

した中にもガイドラインがなければなりません。だからカレッジのシステムとかメンターシステムとか、そうし

たものも用意しています。 

ジョージア州では、2010年に少額ではありますが、こうした分野に補助金が出ました。カレッジに関して出さ

れた補助金です。ただ 1か所だけでは少額なのでお金をプールして活動をしようということになったわけです。

教育省や保健所、ジョージアの州の機関などが集まって 2011 年から 2015年にかけて、様々な組織が集まって 2

つのカレッジと大学を支援することができたのです。今、ジョージアで 4つのプログラムを実施しています。こ

の団体を通して行っているプログラムです。TPSID（知的障碍を持つ学生のためのモデルの包括的な移行と高等

プログラム The Model Comprehensive Transition and Postsecondary Programs for Students with Intellectual 

Disabilities）の資金を得てそれを活動費にしています。最初は、ひとつのキャンパスにひとつのプログラムで

5 年間続けるのはあまりにも金額が大きすぎると思ったのです。キャンパスのサイズにもよりますが、1 人に対

して 4万ドル 5万ドル 6万ドルと多大な金額になるので、最初は本当に多すぎると思ったわけですけれども、で

はどういうものを我々のゴールにしようかと考え、結果的に 10 のキャンパスを対象にして 5 年間のプログラム

で開始することにしました。またこのお金を効果的に活用していこうということで、まずパイロット版で始めて

その結果に基づいてさらにスケールを大きくしていく方法をとりました。フルスケールでの活動に向けたモニタ

リングをしながら、そのお金を使っていったわけです。 

このプログラムを始めたとき私は、カレッジはそれぞれ違うけれども、結局は同じものだと考えていました。

どんなレストランもそれぞれ違うけれども、使う経費は同じわけですよね。光熱費とか材料費がいくらとか。だ

から私もこのプログラムも同じように考えていたわけです。しかし、それぞれのカレッジはそれぞれ環境が違っ

ているのでカレッジごとに環境に合わせてプログラムを変えていかなければならないわけです。データを収集分

析するわけですから、データについては、様々な質問に答えてくれるわけです。だから、ただ我々にとっての問

題はカレッジや大学に正しいことをどうやって実施してもらうかということです。カレッジや大学は、中核的な

使命として IDの学生や DDの学生たちに教育を提供するということがないのです。つまり、中核的なミッション

ではないわけです。 

ここから学んだことは、プログラムをキャンパスで行うためには、誰かリーダー、つまり引っ張っていく人が

必要であるということです。事務関係であれ、何であれすべてを引っ張っていく人材、スタッフが必要だという

ことです。つまり私自身が大学でこの話をしようとしても、この話をするために学長に会うのに 1年かかったわ

けです。だからキャンパスには、リーダーがいて、そのリーダーを中心として活動が行われるという形でなけれ

ばならないということです。そして大学に対しては、このプログラムのために既に持っているお金や人材を使う

のではなくて、新たにプラスの効果をもたらすということを伝えます。またこのプログラムは継続的な取り組み
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であることも伝えます。 

また、導入するにあたっては段階をみてやらなければいけないということです。このプログラムに対しては、

25,000 ドルの予算がつきました。それに基づいてキャンパスで学部とセッションするために必要なことがいろい

ろあります。コーディネーターを雇うとか実際的なものがたくさん関わってきます。ですから、まず何々にいく

らかかる、何々にいくらかかるとそれぞれの段階で何のためにいくら必要なのかということをまず計算し、それ

を実践していくということです。 

これは、ジョージア州の例です。1 千万の人が住んでおり、70 の大学とカレッジがあります。その中で 20 の

プログラムが実施されています。だから規模として大きいものではありません。ふたつのプログラムがあるわけ

ですけど、塗りつぶしたものがひとつのプログラム、他がもうひとつのプログラムが実施されている場所です。 

IDの人たちに対する調査が目的ですので、私たち評価チームが 4つの大学の実際の結果の分析をし、評価を行

っています。あとは、国レベルですべてのカレッジや大学のデータセンターがあります。そのデータを評価する

ということを行っています。どのように評価するのかはまだ開発中ですが、ポイントとしては自己評価・自己決

定を電子化したプレビューなどがあります。 

それぞれの場所でどのような効果があったのか、比較対照するのではなくて全体としてどのようなことがあっ

たのかということを調査の対象にしているわけです。またこれは、障碍を持っている人たち自身が得られた効果

ばかりでなく、関係者・メンバーや、教師にどのような効果があったのかも調査の対象としています。その他、

インクルーシブの度合いだとか、あるいはその学生たちがキャンパスでどのように活動しているかなどを含めた

評価をしています。 

 

４ オハイオ州全体の組織－インクルーシブな高等教育機関の就労支援に向けて 

オハイオ州全体のデータが示されています。作業所・雇用についてのデータです。仕事をした時間と１時間当

たりの賃金です。作業所の場合は、1日働いて 3ドル余り、しかしコミュニティでの雇用の場合は 19時間働いて

5ドルとなっています。 

キャンパスについてです。オハイオ全体に広がっているところですけど、こういうプログラムを実施している

ところでは 2年のプログラムもあれば、4年のプログラムものもあります。 

また、プログラム実施にあたって共通していることは、キャンパスで、交通機関を使う場合はバック ID とい

うものを使っていることや、コーチが必要であること、学生用のジムでの運動だとか、毎年インターンシップと

いう形で経験を積んでもらうといったことです。インクルーシブ教育ということで、個人に合わせたプログラム

の作成をするということです。こうしたところで、人材を雇う場合は、どういう資格をもっているかが決まって

いるわけですけど、その中にインクルーシブな雇用をうたった場合に何を含めるかということを人事課の人たち

は十分に理解しなければならないということです。 

このプログラムでは、プログラムサポートということで、コーチが様々なコーチングをするということが含ま

れています。もちろんスキルを教えるばかりでなく、例えば一緒に仕事をする場合、すべて代わりにやったり、

一方的に指導したりするのではなく、その人に合わせたやり方をするということです。プログラムの結果として

雇用の結果がここに出ています。ここに示しているのは卒業生でコースプログラムを完了した人たちです。11

人中 11 人全員が卒業しました。州からの支援を受けながらの雇用というケースが 80％です。43％から 44％の人

が卒業し就職をしています。本人にとっても家族にとってもいいプログラムで、雇用者にとってもいいプログラ

ムだということです。だから個人的なメリットばかりでなく、社会的にも大きなメリットのあるプログラムです。 

 



12 

 

司会「質問ですね。4人の手が挙がっています。」 

質問「素晴らしいプロジェクトですね。学生はどれくらい経費が

かかるのですか。」 

回答「様々なコストがかかってきます。できるだけ一般の人でも

払える金額にしようとしています。コミュニティカレッジの

場合は、47 のキャンパスがあるのですが、自分たちのコミュ

ニティから通えるというのが目標です。慣れ親しんだ環境で

あるわけですし、そういうところで勉強するのがベストだと

思います。そのためには、年間 5000 ドルから 5500 ドルかか

ります。それくらいだったら、ある程度払える金額だと思います。ジョージメッセ大学などの場合は最低で

も年間 5万ドルかかります。これは、普通の生徒の金額です。これにプラスして素晴らしいプログラムがた

くさんあるわけです。それに参加すれば、詳しい金額はわかりませんがプラス 2万ドルくらいになるかと思

います。誰でも払える金額ではありません。そういうことで教育省だとか政府のいろいろ機関の補助金が大

事になってくるわけです。補助金額としては 10,000ドルから 14,000ドルという数字が平均ででています。

専門的な職業訓練を受ける場合も同じくらいのコストがかかります。多額の費用がかかるため、職業訓練機

関ではなく、大学でそうした訓練を受けられるアレンジメントをしてもらっています。だからこれは、障碍

者に限らず大学で職業訓練を受ける場合は、そうするよう取り決めがされているということです。基本的な

授業料というのがあって、そしてプラスのコースの場合には追加がある。ただ障碍者に対しては補助金が出

るということです。 

質問「大学で受け入れ NOということはあるのですか。」 

回答「やっぱり大学で、身体的な問題や感情的な問題で、非常に障碍が重いとか障碍の程度が判断できない場合

は NO という場合があります。また、障碍がひとつでなく複合的で大きな問題になりうるという場合には、

NO という場合があります。」 

質問「入学基準はどういうところに置いているのですか。」 

回答「基本的にオープンなので、何々だからダメだということはありません。時には、高校卒業の資格がなくて

も受け入れています。我々の場合には、ある程度基準を設けていて、そのレベルであれば受け入れます。例

えば読解力がこれだけあればいいということ、必要であるということを決めていますね。今、そういうこと

を模索しているというところでもあります。」 

質問「修了証書がでるサーティフィケイト·プログラムは IDの人たちだけのコースなのですか？」 

回答「サーティフィケイトプログラムは、州が認証しているコースです。だから 9ヶ月のプログラムを終えれば

修了証書が出るということです。カレッジは、2 年間のコースなのですけど、そのすべてではなくて、その

一部を修了したということでもらえる証書です。つまり様々な種類があるということです。またこれは IDD

の人たちだけのプログラムではないということです。メソポアの場合は、州が公認しているコースではない

のです。ただテクニカルなコースに関しては、州から承認を受けているので、電気関係など、テクニカルな

コースを受けた場合は、それを修了しましたという証書をもらうことができるわけです。たた専門的な技術

ではなくて、いわゆる一般の学校の勉強の時に何を証書の対象にするのかがあいまいなので、かなり難しい

というわけです。技術的なコースは、州の承認を受けているけどいわゆる教養コースというのですか、それ

は承認を受けていないということがあります。我々はこれからどのような内容に対して、どれだけの証書を

もらう資格があるかということを分類整理していかなければなりません。」 

質問「私は、証書のあるなしに関わらずインターンシップだとか素晴らしい経験になるので、奨励したいと思い
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ます。様々な活動や社会性だとか、定量化していくことをオーストラリアでしているのですけど、どう思い

ますか。」 

回答「まさにおっしゃる通りだと思います。」 

質問「オーストラリアは、データの数がまだ少ないのですが、そのへんについてはどうですか。」 

回答「やはり奨学金や補助金を受けていることで、報告義務があるのでそうしたデータを収集し 3 か月後、6 か

月後、9か月後というかたちで定期的にデータを取って行くことが大切だと思います。」 

理事長「日本から来た長谷川と申します。私は、このプレゼンテ

ーションを聞いて涙が出る程感動しました。その理由がふた

つあります。ひとつは、先月日本でとても悲しい社会的事件

が起こりました。それは、ある入所施設で 19 人が殺され 26

人が傷つけられたという知的障碍者施設での事件です。それ

は、とても悲しい事件だったのですけど、その事件の後に匿

名の掲示板の中で、その犯人を称賛するような記述がありま

した。そして犯人は、「障碍者なんてこの世にいなくなれば

いい」なんて言っているのですけど、それを支持するような

掲示板の炎上がありました。 

そしてふたつ目は、日本では、知的障碍者で大学に行く人はほとんどいないのです。そのため、私たちは

障碍者福祉の自立訓練の制度を使って 4年間のカレッジを運営していて今、全国に 5か所の拠点を作って 120

人が高等教育を受ける場を作っています。 

このことを全国紙の新聞記者が目に留めて 5回の連載記事が毎週 1回掲載されました。この中で知的障碍

をもった人も大学に行くべきだと記者が書いたのに対してこれもインターネットの匿名サイトで「知的障碍

者が大学に行くなんて大学をバカにしているのか」とか、あるいは「最高学部で何を学ぶのか」など圧倒的

多数が批判的な意見を匿名サイトで述べています。それで質問ですがアメリカでは、知的障碍をもった人が

大学へいくという取り組みが進む中で、そういった一般の国民の批判とかネガティブな意見はなかったので

しょうか。」 

回答「私から言います。さっき NO という返事をするというかとありましたけど、確かにそういう場合もあると

いうことでした。NOというのは、だいたい経験をしたことないこと、あるいは知らない場面に直面した場合

に NO ということがあります。つまり障碍者と直接的な経験をもっていない人たちが結局そういう回答をす

るわけですね。ですから、小学校なり中学校なり、そういうところでインクルーシブな教育をするというこ

とで、そうした人たちのことを当たり前に考えるという環境が大事だと思います。そして実際に我々が経験

した中で、そうしたプログラムが学生たちにとって推奨されているという一面がありますが、それとはまた

逆の面もあります。例えばキャンパスに最初障碍をもつ学生が 5人入学しました。高校を卒業していわゆる

知的障碍のためのプログラムでできないことがあります。しかし、やれば即いいコースもあります。つまり

得意な分野では非常にいい成績を残すことができます。だから不得意なところがあってもいいという認識を

し、しかしそれは決定的な問題じゃないと考えれば学習モデルとしてふさわしい学生であるということで

す。しかしそういうことを考えることもなかったと思うのです。特に親は自分の子どもがこんなことができ

るなんて予想もしてなかったことだと思います。だから偏見があるとかではなくて知らなかったということ

だと思います。確かに今、酷いことがネットで挙がるという話がありましたけど、そう人たちがたくさんい

るということも理解できます。一般の人たちは、意識していない、知らないということだと思います。大学

教育は、最高学府という位置付けになっています。だから、障碍をもつ人がいても当然だとは考えていない



14 

 

のだと思います。だから学業と別にしている様々な経験がその学生が大学生活の目標としているもので、大

学生活で楽しめること自体、彼らの目標を達成したといえると思います。またソーシャルメディアの話がで

ましたが、そうしたネガティブな声が大きくなる傾向があると思います。それが世間全体ではないと思いま

す。だからポジティブな考えを持っている人がそれに対抗するようなかたちで、大きな声を出して投稿して、

そしてネガティブな意見を溺れさせてしまうような活動をするべきだと思います。ただ、そういうことの理

解を広めていくというのは時間がかかると思います。」 

回答「親の力、大きな声で親が、声をあげるということが大きな変化を生むと思いますね。常にそうだったし、

これからもそうなると思います。」 

理事長「ありがとうございます。がんばりますので宜しくお願いします。」 

 

第４節 アメリカにおける知的障碍者の大学進学の現状 

 

１ 大学における知的障碍者受け入れ状況 

大学の入学試験の内容は、プログラム毎に異なっている。マサチューセッツ州の場合、多くの大学では、対象

となる障碍者は、高校で通常の卒業証書をもらっておらず、特別支援教育を受けたということの証明となる高校

修了書をもらっている。また、入試にあたっては、授業を受けるだけの学力があるかなどといったテストや審査

は一切行われない。ほとんどの学生は知的障碍を持った人たちのため、そういった条件があると、最初から排除

されてしまうからである。高等教育機会均等法には、障碍者に対する連邦政府からの授業料の補助制度が規定さ

れていて、法律は、大学進学を希望する人は誰でも大学に通うことができることを志向している。そのような法

律の主旨に基づき、大学側も入学を希望する障碍者については、通常の高校の卒業証書の取得を必須としないこ

ととしている。 

また、入学試験といっても、学生たちは、テストを受けるのではなく、書類審査だけによって選考される。こ

のプログラムの対象となる障碍者は、入学試験を受けるときは、まだ高校に在学している。そこで、高校在学中

に IEP（Individualized Education Program：個別の教育計画）のチームは、その生徒に大学進学を希望するか

ということを事前に確認した上で、大学への見学などを案内し、実際に大学とはこういうところで、こういう環

境で勉強をして、授業内容はこのようなものであるというようなことを把握させる。その上で、本人がやはり行

きたいと決断した場合に、その希望に合わせて IEPのチームが学生と一緒に入学試験の手続きを行う。一方、高

校を卒業した 22歳以上のおとなの知的障碍者が大学に行って勉強したいという場合には、各居住地域の障碍者

福祉のオフィスや、プログラムコーディネーターなどが IEPのチームの代わりとなって入学試験の手続きをする。 

なお、大学入学希望者が定員数を上回ってしまった場合は、不合格者が発生することになる。その場合、不合

格となった人は、他の大学を再度受験することが可能である。 

知的障碍学生の入学定員は、概ね大学に所属するの全学生数の 1パーセント程度と規定されている。したがっ

て、全学生数が 1,500人の大学であれば、知的障碍学生の人数は、概ね 15人から 20人程度である。これは、あ

まり多くの知的障碍者がいると、授業がうまく進まないことを考慮しての人数である。 

アメリカ国内には知的障碍者を大学に受け入れるためのプログラムが数多く存在するが、それらは、主に 3つ

のタイプに分かれている。ひとつが「完全分離型」のプログラムである。一般の学生の授業と知的障碍者の授業

とを完全に分離する方法である。レズリー大学の Thtrshold Programなどがこれに該当する。2つめのタイプが、

「完全分離型」と「完全統合型」の中間に属する「分離・統合折衷型」である。そこでは、事前に知的障碍者が

受けることが可能である授業として規定されたいくつかの授業については、健常学生に混ざって受講することが

できるというコンビネーション単位があり、それ以外は、知的障碍者だけのクラスで授業を受けるという形態で
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ある。そして、3つめのタイプが、完全に大学の中に溶け込んでいる形の「完全統合型」である。そこでは、授

業を知的障碍者だけで別の教室で受けたり、あるいは分離されたところで活動したりするということは一切な

く、完全に健常者の学生と一緒に授業を受けるというものである。このプログラムの最大の目標は、学生が卒業

後、就職し、健常者の社会の中で、自活ができるということを目指しているために、大学生活においても完全な

るインクルーシブな環境設定を行っているということである。したがって、大学では、学生が授業を受けること

によって、卒業した時には就職が決まり、プログラム終了とともに自活ができる、そのような目標に基づいて、

アドバイザーと共にどのような授業、単位をとって、職業に応じた単位構成をするかという計画を行っている。

なお、THINK COLLEGEのプログラムは、「完全統合型」であり、大学の中に完全に溶け込むタイプのものである。

「完全統合型」のプログラムにおいても、障碍学生全体の 4分の 1は自閉症や学習障碍と診断された広汎性発達

障碍である。なお、知的障碍学生の場合は、大学の平常の授業を取る時は、試験を受けて単位を取得することが

困難であるため、単位取得の必要がない聴講生として授業に参加している。聴講生の場合、成績も付かず、単位

取得もできない。 

 

２ アメリカ全土における大学の知的障碍者受け入れの全般的状況 

マサチューセッツ州は、知的障碍者の大学受け入れに

おいて、全米で最も進んでいる州のひとつであり、大学

に通う知的障碍者の数も多いが、アメリカ全土を俯瞰的

に見ると、実際にはまだまだ少ない状況がある。例えば、

アメリカ東海岸と西海岸は比較的大学進学者は多いが、

アメリカ中央部では、このような動きは全く起こってい

ない。日本と比較する限り、アメリカでは知的障碍者を

大学に受け入れるプログラムは多くの大学に存在する

が、国内的には、全く足りていないという状況がある。

THINK COLLEGEが運営する NCC（National Coordinating 

Center）として、連邦政府からの補助金を受けて、THINK 

COLLEGE プログラムを行われているところが 27ヶ所あ

り、これが 23州にまたがっている。（図４参照）そのプログラムに参加している大学が 44校である。これらの

大学は、NCCにより、1年間の取り組みの内容に関して、毎年、評価システムに基づく評価が行われる。このよ

うな評価システムは、高等教育機会均等法により支給される補助金や、THINK COLLEGEや ICIが活動するために

支払われる補助金を受け取るための前提条件として存在しており、各大学の評価結果は連邦政府に報告すること

が義務づけられている。また、それらのプログラムがどのような品質で行われているかなどの内部監査も義務づ

けられており、自分たち自身の活動を監査し、その結果を、連邦政府の予算委員会及び監視委員会に提出、報告

しなければならない。そうしなければ、補助金を受け取ることができないのである。 

そこで問題になることは、THINK COLLEGEが関わっている学生については、評価システムをまとめる際は、学

生の性別、出身地、あるいはその他の個人情報は記録に記載されないが、他のいろいろな情報源を見ると、個人

の特定が可能になってしまうことである。そのため、この評価システムの結果というのは一切公表することがで

きなくなっており、これは、連邦政府の個人情報守秘義務となっている。ただ、THINK COLLEGEは、この 27のプ

ロジェクトに関して、毎年、年次報ということでホームページで公表している。既に、初年度と 2年度の内容は

ホームページ上に公表している。また、他の州も、THINK COLLEGEが制作した評価システムを有料で利用してい

る。この評価システムを利用している州が、カリフォルニア州、サウスカロライナ州、ジョージア州、そして、

図４ THINK COLLEGE のプログラムを導入している大学 
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ペンシルバニア州である。これらの州から上がってくるデータと、THINK COLLEGEが包括している 27のプロジェ

クトの結果とを比較し分析なども行い各大学の取り組み等について調査・研究を行っている。 

なお、知的障碍者が大学の授業に参加することにより、教員たちは自分が学生たちによりよく教えられるよう

に、自分の指導する技術が向上したと答えている。さらに、他の学生からの感想では、知的障碍学生がいること

で、授業がわかりやすくなったとか、自分たちのためになったと語られている。そのような状況があるため、教

員たちは、知的障碍者の学生たちに対して、できるだけ自分の授業に参加することを勧める姿も見られるように

なっているという。このような経過から、元々は、知的障碍者や自閉症等といわれると、何もできない、レベル

が低いなどとレッテルが貼られていたが、次第に、そのようなことに対する見方も変わってきており、知的障碍

者に対する期待度やとらえ方はかなり向上してきているという。また、学生である知的障碍者自身にも大きな変

化が見られるようになった。すなわち、以前は、自分は知的障碍者であるということで、自尊感情が低かった学

生が、「自分は大学生である」という自覚と誇りを持つようになり、自分自身に対するとらえ方が大きく変わり、

自尊心が育ってきているという。それと共に、本人の人間的な成熟度が大幅に向上しており、これは他の健常者

といるからこそ起こりうることであろう。 

こうした中、雇用率の増加やインターンシップの実習が増えるなどのデータは取れるが、このような人間的な

成熟、各学生が成長して一人前の社会人になっていくということに関しては、どのような形で測定、評価したら

明確化されるかという評価手法が見つからないことが課題であるということであった。現在、THINK COLLEGEで

は、そのような課題について研究しており、本人の状態を動画で撮影し記録することで明らかにする方法を模索

しているという。例えば、何か同じようなことをやらせる。そこでどういった変化が出てくるかということを時

系列に記録してデータとして保存し、それらを比較検討し、成長を明らかにするということである。しかしなが

ら、このような手法は、人権保護の観点で問題を抱える可能性もあり今後さらに検討していきたいということで

あった。 

 

３ マサチューセッツ州における大学の知的 

 障碍者受け入れの状況 

マサチューセッツ州には、大学が合計 66校

ある。その中で、知的障碍者を受け入れてい

る大学は、以下の 10校である。（図５参照） 

①Westfield State University、②Holyoke 

Community College、③UMass Amharst、④

Middlesex Community College、⑤Bunker Hill 

Community College、⑥Roxbury Community 

College、⑦MassBay Community College、⑧

UMass Boston、⑨Bridgewater State 

University、⑩Cape Cod Community College。 

なお、マサチューセッツ州では、865人の知的障碍者が大学に通っており、知的障碍学生の年齢層は、18歳か

ら 53歳で、平均年齢は 20歳である。性別は、男性 6割、女性 4割である。知的障碍者のうち、大学に進学して

いる人は、全体の 22パーセントである。知的障碍学生の居住の場として、州内に 14ヶ所の知的障碍学生のため

の学生寮が完備されている。また、知的障碍学生の 7パーセントが自宅から通学しており、その他の学生の多く

は、障碍のない一般の学生と一緒に学生寮で生活している。 

 

図５ マサチューセッツ州内の知的障害者を受け入れている大学 
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第５節 大学における知的障碍者受け入れの具体的な取り組み状況 

 

１ レズリー大学「Threshold Program」 

レズリー大学（図６参照）では、1981年に、知的障碍者

教育のセクションを担う Threshold Programが確立した。

そのプログラムの創設並びに今日まで中心的管理・運営し

てきたのが、Arlyn Roffmanである。当時は、全米におい

ても知的障碍者が大学に進学するという選択肢はまった

くなかった時代であった。そこでレズリー大学では、知能

指数が 70から 95ぐらいの健常者よりわずかに低い人を対

象とした大学受け入れプログラムに取り組んだ。このプロ

グラムは、年を追う毎に改良を加えてきているが、基本的

な内容については、現在も同様に行われている。このプロ

グラムの主たる対象者は、知的障碍者と発達障碍者であ

るが、それ以外にもてんかんの発作を持った人、聴覚障

碍者、身体障碍者なども含まれている。レズリー大学では、教育年限を 2年間とするプログラムに毎年 24名の

学生が入学している。 

レズリー大学が、知的障碍者を受け入れた最大の目的は、知的障碍者に対して大学生活を体験させる機会を与

えることであった。大学での教育プログラムの実施においては、彼らには、独自のスペシャルニーズがあるため、

一般の大学生とは別のクラスを編成する「完全分離型」である。そこでの授業の内容は、主に、お金の管理や調

理、自分の自由時間をどのように計画立案し楽しく過ごすか等のライフスキル向上に関する学習や、就職のため

の就労スキルを身につけることである。 

 一般の大学生とは分離したクラスで授業を行っているが、クラスは違っても、キャンパスの中で様々な学生た

ちと学び交流するということを重要な課題として取り組んできた。例えば、他の学生たちと一緒にカフェテリア

などで食事をしたり、ジムに行って一緒に運動をしたり、学内の演劇部やコーラス部に所属し、一緒に活動に参

加するなどの交流が見られる。このような Threshold Prgramのいいところは、学生たちが自分と同じ境遇の友

だちを作ることができ、授業の中で自分と同じ境遇の学生たちの行動様式などを互いに学び合う機会があるとい

うことである。またもう一つのメリットして、教員が、こういった障碍を持った学生たちに対する教育方法等に

ついての専門的な教育訓練を受けているため、指導が非常に上手であるということがあげられる。したがって、

このプログラムに参加する学生にとっては、彼らのニーズを理解している教員たちによって、彼らの今後の生活

などに必要な授業を非常に綿密に大学のキャンパスの中で受けられるという利点がある。一方、大学にとっては

社会的なつながりでそういった障碍のある学生たちをキャンパス内に迎え入れ、障碍者と健常者が互いに交流す

る場を提供することにより、人権教育やインクルーシブな社会の構成員として一般の学生たちを育成することが

できるというメリットがある。例えば、健常の学生と知的障碍のある学生とが、キャンパス内で直接的にふれあ

うことで、「怖い」とか「近寄りがたい」「関わりたくない」などといった偏見や差別意識が解消するとともに、

障碍を持っている人も自分たちと同じ人間なのだという認識を高めるのに役立っている。また、実際に知的障碍

の人と接する際の接し方についても学ぶ機会となっている。例えば、相手の目を見て話すとか、できるだけ身振

り手振りを使って話す、会話のきっかけはどういう形で話を始めるかなど、知的障碍者とのコミュニケーション

の取り方などについて、キャンパスの中で、体験的に学ぶ機会になっている。こうした体験的な学びは、将来の

職業生活、社会生活においても、知的障碍者と関わるときに役立っている。また、Threshold Programでは、知

図６ レズリー大学にて（Arlyn Roffman 氏と） 
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的障碍者に対する教育や支援に関する専門家である mentor（指導員）がプログラムの中に位置づけられており、

プログラムに所属している知的障碍学生の状況を常に把握し、知的障碍学生を担当する教員に適切な助言や指導

を行っている。mentorは、大学卒業後も、彼らが、地域社会に溶け込んで、健常者の人たちとうまくコミュニケ

ーションが取れているか、料理や通勤など大学で学んだライフスキルを生かしてアパートで問題なく生活ができ

ているかなどについて状況を確認し、必要に応じてアフターケアを行っている。このように、Threshold Program

の特徴のひとつは、大学卒業後の充実した社会生活の確立を想定して学んでいるということである。 

 

２ マサチューセッツ州立大学ボストン校「THINK COLLEGE Program」 

マサチューセッツ州立大学ボストン校（UMass Boston

：University of Massachusetts Boston）（図７参照）

も、大学に知的障碍者を積極的に受け入れているが、前

節で述べたレズリー大学における受け入れ方法とは全く

異なる形態を取っている。UMass Bostonでは、知的障碍

者だけのクラス編成や授業は行っておらず、知的障碍学

生たちは、自分の興味ある内容を教えている一般の授業

に参加して学んでいる。この大学に進学する知的障碍者

のほとんどは、知的障碍の程度が軽度であり、日本では、

知能指数が 70以上の境界といわれる人たちである。大学

には、彼らの学生生活をサポートしている障碍学生サ

ポートセンターが設置されており、障碍学生たちの様

々な相談に乗ったり、周囲との調整を行ったりしている。例えば、周囲に多くの人がいることで騒がしい状況が

苦手な学生は、授業と授業の合間にサポートセンターに来訪し、自学自習をすることも可能である。また、高校

の卒業資格を有していないということで、授業には来ているが単位を取得できない学生もいる。そうした学生に

対しても、大学側としては、単位は取れなくても、学校に来てキャンパスライフを送ってほしい願っている。そ

の理由のひとつは、大学に入るまでの学齢期は、ずっと特別支援教育の対象者ということで、学校の中でも知的

障碍者とばかり関わってきており、彼らは、大学に来て初めて自分たちと同年代の一般の学生たちとの間に接点

ができる。そのことの意義はとても大きく、大学で一般の人との関わり方を学んだり、一般の生活様式を学んだ

りすることは、卒業後の社会生活に大きく役立っている。 

また、健常者の側も、日常的に大学のキャンパス内で知的障碍者と自然な形でふれあうことは、知的障碍者に

対する誤解や偏見を取り除く上で大きな意味を持っている。大学に知的障碍を持つ学生が入学して来ると、サポ

ートセンターでは、まず、その学生がどのようなことに興味があり、どの授業を受講したいのか、その授業でど

んなことを学びたいのかなどについて確認をする。その上で、その学生に適する授業を選択し、授業担当教員に

対し、受講を希望している学生の状況や要望について報告する。さらに、その学生に応じた教育や支援の方法等

についてのアドバイスを行ったり、意見交換を行ったりする中で、教員は、授業の内容や進め方等について調整

を行うのである。例えば、英語の授業では、「クリエイティブ・ライティング」といって、詩や文章、小説など

書く授業がある。それぞれの授業にも難易度によって段階が分かれており、知的障碍学生は、導入段階としての

最も初歩の授業を、聴講生として登録する。聴講生として登録する理由は、正規の受講として、成績が付く形で

登録すると、学生本人にとって大きな負担となってしまうからである。一方、教員にとっても、知的障碍のある

学生に対して成績を付けるということについては、やはりためらいを持ってしまうということもあるようだ。こ

うして、学生個々人の受講登録が終了し、授業を受け始めることによって、各学生たちは、大学生として学内の

図７ UMass Bostonにて（Felicia L. Wilczenski, EdD と） 
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コミュニティの一員となるのである。その後、各学生は、学生センターで学生証の発行手続きを行い、学生証を

受け取る。学生証を提示することにより、学生たちは、キャンパス内で様々なサービスやアクティビティへのア

クセスが可能となる。また、サポートセンターにおいて、自分が必要とする様々なサポート、例えば、個別の補

助教員を要請することなども可能である。さらに、スポーツ関係であれば、プールやバスケットボールコート、

あるいは、競技場などの使用が可能となり、その他様々なアクティビティやサークル活動に参加することが可能

となる。また、音楽に興味のある学生については、大学では、音楽機材等の設備が大変に充実しており、そこで

ドラムやピアノ、歌のレッスンなどの受講をすることも可能である。例えば、日本に興味があるからいつか日本

に行きたいと思って日本語を学んでいる学生もいるし、水泳の授業では、今まで泳げなかったけれども、大学で

水泳の授業を取ることによって、泳ぐことができるようになる学生もいる。このように、本人が自覚して様々な

ことができていき、自由な活動ができるようになっていくのである。さらに、「自分が新しく何ができるか」と

いう自分自身の再発見にもつながるのである。また、大学では、様々な交通機関の利用方法を学ぶ「トラベルト

レーニング」という授業があり、それを受講することにより、電車の乗り方なども習得する。学生たちは、自宅

や学生寮から電車で最寄りの駅まで来て、そこからシャトルバスに乗って学校まで来て授業を受けて帰るという

ことが可能になり、次第に行動範囲が広がっていく。そのようなことを通じて、電車やバスを乗り継いで、ボス

トン美術館などに自分で調べて行くことができるような学生も増えてきている。 

また、学内には、知的障碍学生に対する支援方法として、学生同士によるサポートシステムが存在する。これ

は健常の学生と知的障碍学生とがペアリングを行い、健常学生は、障碍学生のメンターとして、1対 1で、週に

最低 1回、1時間ほど一緒に過ごす時間を設けることになっている。そこでは、例えばコーヒーを飲みながらで

あったり、キャンパス内を散歩しながらであったり、授業を受ける教室内であったり、そうした場所で、学友と

のコミュニケーションのことなど様々なことについて話し合いを持つ機会ができる。概ね同じ年頃の学生がメン

ターとしてペアになり、そこからメンターの紹介で、他の友だちの輪の中に入ったりすることにより、多くの学

生が、知的障碍学生に対し、どのようなところでどのような援助が必要かなどについて理解できるような仕組み

を学内に作っている。そのような環境設定をすることにより、障碍学生たちが、学生生活において困った時など

に、サポートセンターのオフィスを頼るだけではなく、キャンパスの他のところにも自らの居場所を作るように

しているのである。こうした取り組みは、知的障碍学生にとって非常に有効に機能しているという。実際、知的

障碍を持つ学生たちの通常の行動や反応は、同じ年頃の健常の学生と共通している部分も少なくない。例えば、

入学当初は、授業に行くのに緊張したり、ある授業は好きだが他の授業は嫌いであったり、始業時刻に間に合わ

ず遅刻したり、欠席したりなどの行動様式を照らし合わせると、ちょうど高校を卒業して入ってきた健常の新入

生の行動とほぼ一致している。 

学生たちは、大学で何学期も過ごしていると、入学当初と比較すると大きな成長が見られる。学生は初めは自

信がなくおどおどして、何をしたらいいのかわからなかったのが、自分にもこんなことができるということで自

信を持ち、そしてさらには自立や独立心が旺盛になる。それに従って、初めは人前で話すことをためらっていた

学生が、首都ワシントンなどに行って、大きなステージで堂々とひとりで発表することさえもできるほどに自信

を持ったり、独立心を持ったりしている。 

また、クラスの教員や他の学生たちも、知的障碍学生がいることにより、各クラスで様々な恩恵がクラスに働

いていると語っている。例えば、教員たちは、普段教えていたことに対し、普通の学生から返ってくる質問や意

見とは異なる視点からの意見などが出されるという。そこで、普通の常識では考えられない発言によって、他の

学生たちは、より広範にものごとを考えさせされるようになったり、あるいは教員もこういう見方もあるのだと

知ったりする機会にもなるという。例えば、詩の授業で、一般の学生たちは、体裁よく格好付けた作品を作り出

そうとするが、知的障碍学生は、自分の体裁などに構わず、ストレートに表現したいことを表現する。これは、
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荒削りではあるが、周囲に対し説得力や感動をもたらすことが多く、それにより「本当の創作活動というのはこ

ういうもなのだ」と、新たな発見に心躍らす学生たちも少なくないという。 

このようにして、単位は取れず、大学の卒業学位も取れないが、授業を取ることによって、就職に有利に働く

ようなスキルを身につけるのである。それらは、いわゆる「ソフトスキル」というもので、自信を持つことや自

分が自立していろいろな行動ができるようになることは、将来、仕事をする上でとても重要なことなのである。 

また、大学では、アルバイト学生として学内において働いている知的障碍学生も少なくない。様々な事務の補

助業務をしたり、あるいは、キャンパス内にある植物園の管理・清掃業務をしたりなど、様々な業務を行ってい

る。こうした労働に対しては、賃金を支払うための学内の予算や他団体からの寄附金などが活用されている。こ

のように雇用関係を結ぶメリットのひとつは、それにより学生たちがより頻繁にキャンパスを訪れ、より多くの

ことを他の学生たちから学ぶ機会が増えるということがあげられる。 

 アメリカでは、今日、知的障碍者が、福祉作業所で単純作業をするのではなく、一般の健常者と一緒に仕事が

できるような雇用体制にしていこうとする動きがあり、福祉作業所は徐々に閉鎖されつつある。このようにイン

クルーシブな社会を作る上で、THINK COLLEGEが中心的に取り組んでいるような、大学が知的障碍者を積極的に

受け入れる事業は、全く新しい今日的な取り組みである。レズリー大学やランドマーク大学、バーナーミューザ

ー大学などでは、知的障碍学生を積極的に受け入れるために、一人あたり 200万円から 300万円のコストをかけ

て、知的障碍者のための学生寮を建設している。 

各大学は、できるだけ積極的に知的障碍学生を受け入れるべく、大学の敷居を低くして、例え単位は取れなく

ても知的障碍を持つ学生たちが一般の学生と一緒に学ぶ機会を持って、それにより双方に恩恵があるようにして

いる。アメリカには、「コミュニティカレッジ」という、公立の大学で、学費が安く、入りやすい大学がある。

そういったところでも、インクルージョンのクラスが増えてきている。コミュニティカレッジの場合、通常の総

合大学に比較すると、ある程度、学問的な大変さというものが軽減されており、学生たちの興味がある授業や趣

味的な授業もあるため、知的障碍学生を受け入れやすい状況がある。それに比べ、マサチューセッツ州立大学な

どのように、比較的規模が大きい大学では、一クラスの人数も多く、また広さも広いし、授業の種類も多いなど

の理由で、学生の状況によっては、本人の適応が困難であるところもある。そのため、学生が入学してきた段階

で、本人の希望と、実際の授業の内容や環境が、うまくかみ合っているかということも検討し、必要に応じて、

大学側で調整するということも行っている。 

 

３ 北オレンジコミュニティカレッジ 

「コミュニティカレッジ」は、もともと「ジュニアカレッジ」（短大）というように言われていました。なぜ

「コミュニティカレッジ」と名前が変わったかというと、もともと「ジュニアカレッジ」というのは、２年間終

了後４年制大学に進むための準備をするところでした。ところが社会が変わっていく中で、今度は４年制大学に

進むのではなくて、地域（コミュニティ）の幅広いニーズに沿った教育を手軽に提供するということで「コミュ

ニティカレッジ」と名前が変わってきました。 

そうしたカレッジの位置づけの変化にともなって、自分たちが提供する内容も変わってきました。そしてその

使命は、ただ単にアカデミックなものだけを提供するにとどまらないということに気づきました。４年制大学に

進むためのスキルを身に付けるということから、大学進学のスキルを身に付ける、就職のための様々な社会的ス

キルを身に付ける、また、学位を取る以外に個人の成長や興味にしたがって生涯学習、さらに大人があらたに大

学で学ぶというニーズも出てきました。ですから長年にわたって私たちの役割は大きく拡張してきました。私た

ちの使命あるいは教育のコンセプトは大きく拡張したということです。そこで認識したのは、大学としてもっと

幅広い義務が発生してきたということです。 
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特にコミュニティに対しては様々な分野でやらなければなりません。コミュニティのメンバーがどのような背

景を持っているかということ、人種的、年齢的に、あるいは経済的、宗教あるいは障碍の有無に関わらず本人の

個々の能力を高めるための学びを提供しなければならないという認識です。 

そのために、自分たちが与える立場であるという視点で学生の目標を決めていくのではなく、学生自身がここ

を目標にするというふうに決めるようにしてきました。それならば、障碍を持った学生というのはキャンパスに

存在すべきか否か。当然、存在していいのです。大学が提供することの中から学生たちが障碍の程度に関わらず

恩恵を受けることができるならばキャンパスにいるべきなのです。コミュニティのメンバー、学生のすべてのニ

ーズを満たしていくという使命を再認識した現在、重度の障碍を持った人たちに対しても同じコミュニティメン

バーとして機会を与えるべきなのです。 

もちろん障碍を持った学生の全てがここで学位を取ったり４年制の大学に編入できたりするとは限りません。あ

るいはある学生にとっては特定の仕事だとか能力というのは不適当かもしれません。しかしそれは障碍の有無に

関わらず、その仕事ができないとか希望する何かができるかは決まってはいないのです。 

障碍を持つ学生がキャンパスにいることの恩恵の一つは、私たちのアカデミックな活動の強化につながることで

す。例えば自分が自分と同じような人間とだけ付き合っていたら自分と同じようなこと、視点でしか学ぶことが

できません。ところが今日、皆さんと話すことによって皆さんが見た私たち、皆さんが見てきた私の知らないこ

とを、皆さんの目を通して知ることで、自分が持っている以上のことを豊かに学ぶことができます。 

本科の学生たちが障碍を持った学生と交流することによってより大きなファミリーとして多くのことを学ぶこ

とができるのです。 

私は総長として、学生がどれだけ高いところにのぼり詰めたかということよりも、それぞれが精一杯やったとい

ういろいろな種類のことを数多くみんなで祝うことのできる場にしたいと考えています。 

私たちの大学は、知的障碍者を４０年前から受け入れていますが、４０年前に始まったときは、それまで作業所

でやっていたのをもっと勉強したいとキャンパスで一つずつ増やしていくということから始まりました。１５年

ほど前でも賛否両論あって、子ども時代から身近に障碍者がいなかった人たちにとってはキャンパスに障碍者が

いるということでちょっと「えっ」となっていたようです。私の経験ですが、キャンパスで祭りがあってダンス

パーティがあったときに、自分のクラスの障碍を持つ学生がど真ん中で踊っているのを見て、もしかしたらいじ

めにあっているのかと思ったら、みんなと一緒になって踊っているので驚いた覚えがあります。こんなに溶け込

んでいるのかと。 

現在ではアメリカの若い世代は小さいときから特別教育で小中高とずっと知的障碍を持った子どもが同じ学校

の中にいるので特別視しません。だから大学にも来られるようになったんだくらいにしか思っていないので普通

に友達として付き合えるようです。どちらかというともう少し上の世代になると、だんだん慣れてきているとは

いえ少し障碍者に対しての偏見はあります。 

取り組みを進めていくためには人間関係を構築すること、人付き合いがとても重要です。 

障碍者を受け入れるとき、いろいろなところから抵抗があることも理解しておかなければなりません。また、適

切なプログラムが必要です。うまくいくものといかないものをしっかり把握しておかなけらばなりません。大学

側が持っているいろいろな能力、設備、人材などと障碍を持った学生の資質能力とがどこかでマッチするはずで

す。 

日本では大学に受け入れられるのは難しいという話がありましたが、アメリカでは法律で障碍を持つ人たちに対

しての教育や生活に対する支援プログラムがあります。教育の現場でも障碍を持つ学生が入ってきた場合には、

学校に対しての助成金などの補助金がおりて、いろいろな機器や予算などがつきます。ですから受け入れに慎重

になっている教授たちもその学生が入って来るにあたって補助が別予算でついてくるとか身体的な障碍を持っ
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た学生には別の設備がつく、そういうことで受け入れやすくなっています。いきなり知的障碍者を受け入れるべ

きであると言っても先生たちはなかなか積極的に受け入れようとはしないでしょう。ですから関係者を引き込ん

でいくことなど、周りの環境を整えていくことが重要です。 

自分たちはこの教育を誇らしく思っていますが、ここに来るまでに４０年かかりました。専門知識などをシェア

するなどして日本ではその期間をもっと短くしましょう。 

強いモチベーションを持って推進していく人たちの存在が初めにあって、それをサポートしていくようないろい

ろなところ、例えば大学側のいろいろな教師だとか政治的、制度的なところ、そういうものが加わってくること

によって加速度的に取り組みは進みます。 

ここは学校と州政府との共同プログラムで、ゴールは障碍を持った学生たちが仕事を探してその仕事に持続して

従事できるようにすることです。このプログラムに参加するためには条件があります。１８歳以上であること、

この地域にあるコミュニティカレッジの一つに在籍していること、認定済みの障碍を持っているということです。 

障碍というとレベルの幅がとても広いです。するとこれが一番重要な問題になってきます。というのは、こうい

うプログラムはフリーサイズではなく全部の学生にあてはまるものはないのです。そこで個別化されたシステム

を作りました。 

まず学生がこのプログラムの対象になっていることを確認して、どのような方向で進めるかを確認します。あと

はブートキャンプ（軍隊式トレーニング）という特訓コースのようなものがあり、終日の研修が行われます。非

常にたくさんの内容を学ばなければならない過酷な研修です。学生たちに話すのは、「この研修が終わってみん

なが仕事探しの達人になることは期待していない。ただ、仕事を探すために自分が何をしなければならないか、

何に努力を傾けなければならないかを理解できるようになることだ。」一日の集中研修のときに、研修項目につ

いてざっと説明して、そのあとに個々の部分についてもう少し掘り下げて話をします。 

このブートキャンプ一日研修が終わるとワークラボ（仕事演習室）というプログラムに進みます。仕事探しに行

く前にはじめのリストの分を全部こなさなければなりません。例えば３０秒のコマーシャルです。これは、雇用

主が、なぜ会社がを採用しなければならないのかという問いに対する答えになる宣伝のようなものです。また、

履歴書、カバーレター、カバーレターというのは履歴書と一緒に出すもので、こういう仕事を探していて、御の

ところに合うはずですというようなものです。あとは推薦だとか今までの参照事項とか面接のテクニック、地域

的な調査などです。地域的な調査というのは、障碍を持つ人たちの職場が家に近くないと交通機関を利用しなけ

ればならず、通勤が複雑になりますからどれだけ近くで探せるかということで近場の仕事探しをします。一番い

いのはグーグルマップを使うことです。自分の住所付近の調査ということで自分が求める職種のあるところを探

します。それらが終わると次に、仕事に就くために次に何をやらなければならないかということを学びます。こ

の過程でプログラムのほとんどの時間を費やします。このプログラムは、今求職しているところや職探しの業者

３社と協力してやっています。それだけではなく学生たちも自分たちで就職のための職探しをしています。 

これによってスタッフが仕事を探してくるのが５０％、学生自身が仕事を探してくるのが４０％です。学生が自

分で仕事を探してくるのが一番の成功です。というのは、学生たちに常々言っているのは、「仕事というのはあ

くまでも臨時的なものであって、常に次の仕事を探せるような準備をしなければならない、人にやってもらうの

ではなく自分でやらなければならない」ということです。 

就活をやっている間もラボ（演習室）でいろいろなことを継続して学んでいます。例えば希望の職種を履歴書に

記入しなければなりませんし、面接の練習をしたり実際の職探しをしたりなどを行います。私たちは学生たちの

就職先がちゃんと決まってほしいと願っていますが、その成功率は非常に高いです。 

就職後もそれが長く続くように学生と就職先の社長や上司とのコミュニケーションを図るようにプログラミン

グしています。仕事を始めてから９０日間はいろいろなサポートをします。９０日間問題なく仕事ができれば一
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応成功したということになります。 

９０日間のサポートは仕事先に誰かが行って補助するというものではなくて、連絡を取って障碍を持った学生が

そこでうまくやっていけるように同僚や上司、マネージャーなどに対してこういうことをやったらいいんじゃな

いかとか、学生からの相談にのってこういうことで困っているのならこうすればいいんじゃないかというように

アドバイスするものです。９０日が終わった時点で雇用主と学生に対して連絡して、うまくいっているか、今後

も支援が必要かを尋ね、その際にトラブルが続いているからサポートが要るといった 

場合はその後もサポートは続きます。時間が来たから終わりということではありません。 

一応これでうまくいっていても、昇進したり新しい部署に就いたりする中でいろいろと問題が起こってきます。

そういう時は学生や雇用主が連絡してきて、このように状況が変わったのだけれども面倒をみてくれないかとい

うときにはもう一度クローズだったケースをオープンにしてサポートするようにしています。 

まず、私は非常に冷酷というか正直にいつも言っていることがあります。これは愛情の裏返しなのですが、誰に

対しても仕事をあげるとは言いません。仕事というのは自分で勝ち取るものだと言っています。まず私は、一番

やる気があって仕事がしたいという一番やる気がある学生を優先順位のトップにします。やる気のない学生を差

別するということではなく、やる気のある学生を受け入れてくれてその学生がそこでちゃんと仕事をすると、受

け入れてくれた企業はこれで自信ができたからもっと障碍のある学生を受け入れようという気になってくれる

のです。 

もう一つ学生によく言っているのは、今はまだ世間の目からすると障碍を持った人を就職させるということに関

しては、あまり気分よく引き受けてくれるところは少ないし、同時に偏見を持っている人が多い。だから学生た

ちには、「もし君が仕事をしていてちゃんとやらなかったり、あるいは問題を起こしたりと、それが障碍を持っ

ている他の全ての人たちが君と同じように見られる。だから障碍者を代表して仕事をしていると肝に銘じてやる

ように」と。 

仕事をどのように探すかというと、一番有効なのはネットワークです。学生を取り巻いている友人知己にどんな

人がいるか、そういう人たちをつかって就職先がないか探します。 

もう一つは、仕事をするときに、情けをかけてもらって仕事をもらうのではなく、こちらの方でもこの学生はこ

ういう価値を持っていて、この職場にこういうことをもたらすというセールスポイントを持っておくことです。

だから「何とか雇ってください」というのではなく、そこのところを強く正直に、「この学生はこういう資質が

あるから必ずプラスになるから使ってください」と私たちが代弁したりか、あるいはそれを本人に言わせます。

あとは、今まで障碍を持っている人は人より下に見られたりして自信がない人が多い。 

そうするとどうしても引っ込み思案で「自分はこれができます」と言わないので自信を持たせて本人自身の気持

ちを切り替えて「これができます」というように変えていくこともやっています。学生たちに自信を持たせるた

めに、具体的には、まず、ボランティアの仕事をさせます。以前、卒業生を招いて自分が仕事をしていた時の苦

労話をしてもらったこともあります。一対一でいろいろ話をして本人の才能や能力を探し出したりもします。ま

た、学生の能力を低く見ず、これくらいできるのだぞと上に上に見ることも大事です。 

学生がプログラムに参加するときはまず私のところに来ます。そして、今までの学校生活のことや職歴などにつ

いて話を聞きます。家族の様子なども聞きます。ここでは大学に来ることについて、どんな目標を持って来てい

るか、仕事や人生の目標を確認し、大学のクラスへの登録の手伝いをします。授業についていくのに必要ないろ

いろな補助のこと、授業のノートをとるためにどういう補助をしたらいいかなど、いろいろな補助プログラムに

ついて知らせます。ここでは障碍があるといってもかなり幅が広く、知的障碍だとかあるいは学習障碍、それと

自閉症なども含みます。そういう学生たちに対してはさらに追加のサポートをしています。例えば友達や先生と

の対人関係などの問題をクリアするためのサポート、あとは授業についていけなくてストレスをためてもうやめ
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たいといったケースへのサポートです。こういう場合は何が問題の原因になっているのかを見極めてからなるべ

くうまくいくようサポートします。障碍のある人はコミュニティの中でサービ 

スを受けることができます。コミュニティからどのようなサポートを受けることができて 

どのように活用すればいいかを理解させるサポートもします。他のプログラムの紹介、例えばこの中でやってい

るプログラムですが、ワークアビリティだとかCtoC のプログラムの紹介、他にも職業訓練だとか仕事に就くた

めの補助プログラムもありますのでその紹介をします。例えば一人でアパートに入って生活したいという学生に

対してはどういう手順でやったらいいか支援をしてくれるサービスがあるのでそこを紹介します。 

このプログラムが終わって卒業していくときにはこのプログラムから他のプログラムへの移行のためのサポー

トをします。学生たちは大学がすごく好きになって、大学を離れるのがいやだと言ってきます。けれども卒業し

て次の段階に行くことの重要性を理解させ、次につなぐということが重要になります。学生のいろいろな側面で

私が気に入っていることがあります。このプログラムの学生は一般の学生よりも非常にすぐれたところがたくさ

んあります。毎日休まないで来て、遅刻や早退なしに一生懸命授業を受けて、授業ではどんどん積極的に発言す

るし、授業を受けられるというだけで幸せを感じています。これが、私がここで行っていることです。 

プログラムを成功させるためにはこういう相談役のカウンセラーがいて、学生と同じ立場に立ってサポートする

存在が必要です。私はこのプログラムの部長という立場がありますから日々の運営だとか成績のことだとかいろ

いろやりますけど、学生がけんかをしたり授業についていけないといった時に相談していい助言や方向性を示し

てくれたりする人は不可欠です。 

カウンセラーになるための条件として専門の領域での修士号を持っている必要があります。リハビリテーション

とかカウンセリング、心理学などです。それと障碍に関しての現場での2 年から3 年の経験をしなければなりま

せん。あるいは自分のコアの科目で修士号を持っていない場合は、同様のことで研修や授業を何十時間も受けて

いることが条件となります。 

相談はいろいろです。一番多いのは仕事だとか学校の授業の中での自分の目標についてです。友人関係で、けん

かだとか仲が悪いとか、あるいは家族の問題だとか、他の学生や先生との間に問題があるとかといったことです。

たまに、学校をこういう風に変えたいとか、こういうプログラムがあればいいとか自分が考えたけれど、次に何

をすらばいいか分からないとか。あるいはコミュニティの他の部門のところから、あなたはこのサービスを受け

る資格はありませんと拒否された場合に相談に来るとか。何かで恥をかかされて恥ずかしい思いをしたのでそれ

にどう対処したらいいのかというものもあります。 

この大学や地域には学生の生活規範のルールがあって、こういうことをすることを期待されている、あるいはこ

ういう行動をとってはいけないと言われます。例えば他の学生に暴言を吐いてはいけないといったことです。他

の学生に暴力をふるったりインターネットで見てはいけないサイトを見てしまったり、こういうことがあった場

合またはそういうことをされた場合は、その行動を修正して今後再発しないようにするために、なぜそれをやっ

てはいけないのか、決まりはどうなっているかを照らし合わせて次にはどういう行動をとるのか、互いに契約書

のようなものを作ってサインします。これを守らない場合には次のステップとして罰則だとか、最悪の場合は放

校などもある、そういうことを理解させていきます。通常そういった校則違反をした学生というのは、それを言

うとすぐに直すのですが、場合によっては何度も繰り返したりします。そうすると短期間停学あるいは長期間停

学になるケースもあります。 

私はよく、学生だけでなく家族とも話をします。家族が一番気にするのは、カウンセラーが学生とばかり話して

いて家族の相談にあまりのってくれないということです。けれども通常は親がそこに居てくれない方がいいので

す。はじめに学生から話を聞いて学生が自分の言葉と考えで何が起こっているかを説明してくれた上で親の話を

聞いた方が、親が一緒にいるよりはるかにきちんとしたことが聞けます。もしこちらが聞いたことに学生が答え
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られない場合には親に聞きます。そして学生には、次にこういうことが起こらないためどうしたらいいか覚えて

いる？と問いかけます。というのは、このピログラム自身が、学生が全員自立、独立して、他の人に面倒をかけ

ないで生活できるという目的を根底にもっているからです。 

カウンセリングのミーティングをするときはより良く理解できるように、利用できるすべての手段を用います。

インターネットが便利で、絵や写真がいるときに、自分が伝えたいことをネットで検索してイメージさせると理

解してくれます。その他、コミュニケーションボードを使ったり、自分で絵を描いたりすることもあります。 

こんなことがありました。以前、発語が無くて車いすを利用している障碍者とカウンセリングする機会がありま

した。大きなショッピングセンターにいった時、その人が車いすで自分の後をついてきたのです。面識はなかっ

たのに。ショッピングセンターの隅から隅までずっとついてきました。後ろを向いて、ハローと言ってしまいま

した。それでそこにすわって1 時間くらいボードを使ってコミュニケートしました。そこで、自分が働いている

エージェンシーからサービスを受けている人だと分かりました。これが20 年前の話です。長年その人とは会っ

ていなかったのですが、そこから15 キロくらい離れたところにある私の前のオフィスに8 年前にその人がやっ

てきました。もともとはその向こうの方向に車で1 時間くらいのところで会ったのに、そんなところで再会して

びっくりしました。 

彼は十何年ぶりに会って、学校に行きたいから助けてくれと言って、一生懸命ボードを使って話しました。だか

ら今はボードよりも最新の電子機器を使うことを勧めています。 

(笑)少し性能の低いボードがあったが、学生は身振り手振りや絵でコミュニケートしていました。探せば道は見

つかるものです。我々ではなく、学生たちが何とかして探してくる場合があります。 

恋愛関係にある学生たちも多いです。関係構築についての授業もあります。実際に結婚する学生もいます。一緒

に住んで、ある程度の親からのサポートも受けていますけれど。私たちの大学には、College to Carrer（CtoC）

という職業訓練プログラムがあります。このCtoC のプログラムに入れる学生には、知的障碍がどの程度かとい

う条件があります。特定の種類の仕事に就くためには一定の授業を取っておく必要があります。例えば保育園や

幼稚園で働く人は児童心理を取らないとそういう所で働く資格を得ることができません。コミュニティカレッジ

の授業の中には就労に直結した授業もあります。障碍を持った学生たちがとっているのは例えば保育園などで働

きたいという場合には早期教育に関する授業で、幼児の発達についての授業だとか他には物理療法（インターセ

ラピー）の助手の授業、あるいは自動車の修理工などが板金の仕事、あるいは車のエンジンについて学んでメカ

ニックになりたい人だとか、その他には調理の授業などがあります。 

認定証が出るプログラムとしてはベイキング（パン作りなどベーカリーで働くための基本を学ぶ授業）、食を取

り扱う現場では、食の認定証をもらえたり、そういう所でお客さんがのどを詰まらせたりした場合の応急処置の

プログラムがあったり、あるいはコミュニケーションのプログラミングの授業を取る人もいます。 

また、事務職の補助ということで、表計算のこれくらいはできますというような認定プログラムもあります。そ

の他に授業についていけない場合は追加のいろいろなサポートを受けることができます。エデュケイショナルコ

ーチというプログラムがあり、登録の手伝い、整理整頓すること、あるいは授業に関して学生のスキルを上達さ

せるためのプログラムを実施しています。このほかオープンラボというのがあって、このラボのところにはプロ

グラムに参加している学生が行って、いろいろな支援を受けられることができます。そのラボでは、実際に講義

を受けている教授とどのようにコミュニケーションをとればいいのか、それぞれの教授には何時から何時までは

学生が来てもいい時間というのがあって、そのうまい活用方法あるいはE メールによってコミュニケーションす

る方法を教えます。 

授業についていけない時は家庭教師についてもらうような支援もしています。 

学生たちははじめに、自分がどういう職業につきたいから、どういう授業構成で授業を受け、どのレベルの証明
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書か認定証をもらうかを決めます。それが終わったあとは実際の職業斡旋、どういう仕事につくか、そのための

補助へと進みます。就活をしているときにいろいろな問題や難しいことがある場合には、ジョブコーチが学生の

必要な分野での補助をします。 

プログラムに参加する条件は、知的障碍者であるということ、それとオレンジ郡の支援センターのメンバーであ

ること、それと、本人たちが希望する職種がここで授業を受けて取る必要がある職種だということです。例えば

食料品店の販売員になりたいという希望だと大学レベルの授業ではなくて他の生活スキルを身に付けるだけで

いいからです。 

重度のクラスの学生たちも一般就労を目指しています。一番始めに観ていただいたクラスは就労を目指している

けれど大学レベルの教育が必要な種類の就労ではありません。オレンジ郡の障碍者のための様々なプログラムを

コミュニティカレッジの近くでやっています。大学の中で学ぶというのがこのプログラムだけれども、大学の中

で教育を受けて資格を取るのがCtoC です。共通の障碍を持つ障碍者のみのクラスの授業を受けていて、そこで

成績がよく、自分にこれができると分かったら、じゃあもっと学びたいといいうことでCtoC のプログラムに申

し込むことになります。 

今日観ていただいた授業の中にはCtoC はありません。今日授業を受けていた学生の中からCtoC に上がっていく

学生がいるかもしれません。はじめの頃のプログラムに比べてCtoC は自立した複雑なプログラムになっていま

す。だからいきなり高校からCtoC に来る 

よりも時間管理だとかキャンパスでの人と人との付き合い方、一般の生活支援などの授業を受けて、それから

CtoC のプログラムに来ることを推奨しています。プログラムの年数は、もともと３年のプログラムですが、目

標が何であるかということや習得の仕方によって変わりますからだいたい１年から３年です。CtoC を修了した

学生の就職率については、始まったばかりですがプログラムを続けた学生はとりあえずみんな就職しています。

プログラムを終了した学生は９０％以上が就職しています。 

CtoC で教える人は修士号を持っています。アメリカでは学校の先生になる人はだいたい博士号を持っています。

ここのプログラムで教える人は全員修士号を持っています。他の職業訓練的な授業があるところだと自動車なら

ば関係する機械に関する修士号をもった人が教えていますし、各分野の専門家が教えています。障碍者に対する

教育をしていくためには州の教育庁で決められた条件があって、心理学や特別教育あるいは障碍者とのコミュニ

ケーションといった専門領域で修士号を持っていることが必要です。 

ここでは重度の障碍者を受け入れることにした理由は、このプログラムについては、理事会が非常に理解あって、

それで大学レベルの授業だとかあるいは障碍が軽度な人たちだけに門戸を開くのではなく、希望者全員を受け入

れようとする態度をとっています。 

なぜかというと、重度の障碍を持った学生たちに化学だとかそういう授業は理解できないけれども、大学のキャ

ンパスに来てここで学ぶということが本人にとって、また、地域社会にとっても非常にいいことだからです。学

ぶということはただ単に難しい授業を受けるということだけではなく、生活の支援になるような料理だとかコン

ピューターの使い方だとか、そういうことを少しでも学んで社会の一員となることも意味します。 

学生たちの生活は、学生センターに行って他の学生と友達になったり、大学の中のシアターに行ったり大学の授

業でエクセサイズやヨガの授業を受けたり、あるいは学内のサークルみたいなものでバスケットボールなどのチ

ームに参加したりしています。土日や平日の夜は、学内に、障碍を持った人をサポートするグループがあります。

そのグループがいろいろとイベントを考えたり週末の活動の計画を立てたりしています。その他、自分で交通機

関を使って移動するというプログラムがあって、市バスの乗り方などを身に付け、ディズニーランドに行こうと

かショッピングセンターに行くのに何番のバスに乗って、どこで落ち合って何かをしようといた活動範囲の広が

りもあります。やはり障碍を持った人は孤立しがちですから、私たちとしてはプログラムに参加している間にで
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きるだけ同じクラスの中でもあるいはキャンパスでも他の学生たちと友達になることを推奨しています。すると

プログラムが修了して就職しても、その友人関係がつながっています。友達をつくることについてはキャンパス

内での活動も推奨していますし、友達ができない学生については友達ができるように支援をしています。人間関

係や性的なことについても教えています。 

一般の学生と知的障碍を持つ学生がキャンパス内で一緒に活動する意義や一般学生たちの変化ですが、一般の学

生からも、障碍を持った学生がキャンパスにいることでキャ 

ンパスライフが豊かになり、自分たちのためになっているという言葉が聞かれます。実際に学生たちは障碍を持

った学生のために手伝いたいからここでボランティアしたいといって申し出てくる人が後をたちません。その理

由はいくつもありますが、一つは純粋で障碍を障碍と思わないで一生懸命に頑張っている姿から学ぶことが多い、

それと純粋だからその人たちがいるだけでハッピーになる、みんなにこにこしているからです。実際にここの大

学の総長（実は私のパートナーなのですが）の体験ですけれど、彼も障碍を持った学生たちを受け入れていろい

ろやることについては今まで力を入れてきたのですけれど、その気持ちをさらに強くしたのは、一度肩のけがを

して手術を受けたのです。肩が全く回らなくて普段できることができなくなって落ち込んでいたのです。そんな

時、障碍を持った学生たちがにこにこ笑いながら通るのを見て、何で私は一時的に肩が使えないくらいで落ち込

んでいるのだ。自分よりずっと大変なのに、彼らはあんなにハッピーじゃないか、と元気をもらったのです。他

の学生たちも同じ気持ちになるようです。また、それはキャンパスの学生だけではありません。キャンパス内の

いろいろな部署にジョブシャドウというプログラム（職業教育の一つで、企業等で働く従業員に密着し、職場で

の仕事について観察するプログラム）で障碍を持った学生が週一回、ちょっとした手伝いをしながら１時間か２

時間見学するのですが、はじめは障碍を持った学生たちが来てもお荷物になるだけだと思って見ていた人たちも、

実際に来てみると一人の人間として性格もいいから気に入って、友達というか仲間になるということもあります。

次の年にシャドウイングをするときはぜひ今年もうちに来てくださいということになります。 

 

４ 映像専門学校Exceptional  Minds 

まずは、Exceptional  Minds では、障碍ということをどうや

っていくかではなく、持っている能力が「何であるか」「どう伸

ばしていくか」を初めに考えて学校づくりをしてきました。学生

の中には、あまり話すことができない（ろうあ者）、あるいは物

事を理解するのに時間がかかる人、あるいは社会的コミュニケー

ション（他の人との関係をうまく理解できない）など、一つのド

アは閉ざされていても、必ず開いているドアはあるはずなので、

じゃあ、その子にとってどういう方法で学んでいくのが一番いい

のかということを考えています。９年前にこのプログラムを創設

しましたが、その時は９名の学生がいて、これがうまくいくか、いかないかというのはまだはっきりわかってい

ません。 

自分ともう一人のパートナーは、２人とも映画業界から来ていて、パートナーは、映画監督組合の中でも何度

か賞を取っていて、自分自身は映画だとかアミューズメントパークなどの美術的な方面の仕事をしてきました。

パートナーの女性は、自閉症の息子がいます。自閉症の子を持つ親と同じように、どうにかして自分の子どもの

持つ能力を引き伸ばせるところはないのか探していました。自分は小さいスタジオを持っていて、そこでディズ

ニーで１２年間美術制作の仕事とユニバーサルの映画制作の仕事をしていました。自分は自閉症について全く何

も知りませんでしたが、自閉症を持つ親たちが、どうにかしてこういった環境のところで、自閉症の子たちを集
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めて学校を始めてほしいといことで、専門家を集め始めました。 

毎週、自閉症の専門家を招いて、職員たちに自閉症や発達障碍を持つ子どもたちにどのように接したらいいか

研修を始めました。研修３年が過ぎてから元々は、コンピューターグラフィック、デザイン、アニメーション、

特殊効果などの技術者たちが、最新の自閉症の知識を持つ職員となりました。そして我々が作ったのは３年のプ

ログラムです。アドビ社と提携して、フォトショップとかフラッシュ、グラフィック、映像などの様々な特殊効

果のアプリケーションの作り方を伝えました。 

映画業界、美術業界だと、こういうソフトが使えるということで、認定資格があります。それで、このプログ

ラムに参加した学生たちは同じ資格を得ることができます。この認定のための試験というのは、講習を受けてい

る生徒たちが、すぐに受かるものではなくて、わざと引っかけ問題があって、それを間違えずに正しく答えるこ

とができるか、普通は、こういう障碍を持った人たちは、考え方としては、トリックにはまってしまいます。だ

から、いかにして、トリックだとかハードルに引っかからないようにして、試験を受けて資格が取れるかという

ことを教えています。驚くべきことに、このプログラムを始めて４か月後には、認定プログラムに参加した全員

が最低一つ、そして多い学生は４つのソフトについての資格認定を得ました。そして認定を得た後は、次にカリ

キュラムを作って、ただ資格を得るための授業ではなくて、実際に映画業界や美術業界の中でそれらのスキルを

使って仕事に就くためのプログラムを作りました。 

そして心理学者の先生を週に一回招いて、仕事をする時に、皮肉だとか批判的なことをいう人がいます。そう

いうことにどう対応するだとか、あるいは異性と仕事をする時にどう対応するか、上司にどのような対応をする

かについて研修をしました。それと、仕事を得るための面接、仕事をする時に覚えておかないといけない様々な

仕事のテクニックを教え始めました。 

あとでクラスを見に行ったときに判りますけど、実際にエレベーターのドアの前に立って、３０秒間自分の宣

伝について語る、自分の売り込みをします。自閉症の子どもにとって、その３０秒という限られた時間で自分の

ことを話すのはすごく難しいことですが、だらだら話さないで３０秒で話すという訓練が大事です。自閉症の発

達障碍のある子どもたちにとっては、台本を与えてそのまま読むことが、とてもやりやすいということがわかり

ました。特性としては、ルールがあればそれに従って行動するというのがあります。ところが本人たちに作らせ

ると、それが合わない場合があるので、学生と教員が一緒になって、どういうルールにのっとって台本を作った

らいいのかということを行い、そして面接とかでどういったことを言ったらいいかという台本作りをしました。 

我々が行っているこちらでの授業の内容というのは、実際に業界で使う、技術だとか資格なんかの取得という

テクニカル面と、もう一つが、行動学です。どういう行動をとったらいいか、そして土台になっているのが、美

術や映画産業で働くために必要なスキルを身に着けて、実際にその業界で働けるようにするというのが目標で

す。３年間のプログラムの中で、始めは基礎的なものを身につけます。そのあとに実際のデザインだとか、いろ

いろな視点、構成についてと分析、理論を学び、３年目になりますと実際の映画製作の仕事の中の実習的なこと

をやりながら学びます。同時にプログラムの中で本人たちのオートポーリオとかホームページなどをやって実際

にどれだけの仕事ができるかそれをもって面接に持って行きサイトを見てもらうと、今までの自分たちがやって

きたことが見ていただける。履歴書にリﾝクを貼って、社会に出る準備をしておきます。 

この学校を卒業すると２つのチョイスができます。こちらのほうのスタジオで実習ができる、それとこの近郊

にあるスタジオでインターンをする。プログラムを始めてから、去年第一期生が８名卒業しました。そのうちの

一人は、実際にスタジオで正式に雇用され働いていて、始めは、週３回で働いていたのが、週５回の毎日勤務に

なって、なおかつ昇進しました。残り７名はここのスタジオで実際に仕事をしていて、今後公開予定の映画の CG

の制作なんかに携わっています。彼らが行っている仕事は、映画の中でのアニメーションだとか、ロードスコー

ピング、映画のエンディングタイトルなどの制作をしています。 
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～学生たちが作成した映画を流す～ 

質問：年齢層は？ 

答え:１８歳から３０歳がメインのプログラムで、プライベートレ

ッスンで１２歳から、夏の特別講習として、１週間特定のプログ

ラムを学ぶことができます。夏の間２か月間にわたって、２週間

のコースが４つ用意されています。そこで、４種類の資格スキル

を身につけることができます。あとは、お試しのプログラムがあ

り、そこから、本科に編入することもできます。今は、１つのプ

ログラムで学生上限１０名としていますが、３０名の応募があり

ました。残りの人たちは順番待ちをしている状態です。より高い

能力を持った学生の候補者が順番を待っています。能力が高いと

いうのは、自閉症でいうと、重度で能力的には低いですが、ここ

で教えている、いろいろなテクニックや美術的にはすごく能力の優れている人もいます。実際にプロの仕事とし

て制作している映画をお見せします。 

～映画をみながらスキルや技術的な説明～ 

ここのスタジオはプロの仕事として映画製作に関わっています。 

～６月にあった卒業式の映像～ 

私たちが持っている感情の非常に鋭い洞察と、その人の能力をうまく組み合わせたら素晴らしいものが生まれ

てきます。有名な俳優より送られた言葉が、「あなたたちは天から送られた素晴らしい才能を持っている」です。 

 

学校（授業）の見学 

映画作成に関わる仕事なので、情報が外部に漏れないように、防犯カメラ等のセキュリティーがしっかりして

います。 

質問:ここでの学びはどうでしたか？（学生への質問） 

答え:・大作映画に関わることができた。 

・資格を取れたこと。 

・映画作成のための、コンセプトアートの作成をして、それが採用された。 

質問:ここで３年間学んで、充実していましたか？ 

答え:アートワークができたりだとか、映画製作なんかの裏方の仕事である映像のところから、汚れだとかいら

ないものを取ったりだとかそういうものに関わるのが良かった。 

自閉症特有の症状で、同じことを繰り返し話す人もいれば、全く話さない人もいます。寡黙なのだけれども、

別々のスキルを持ってそれぞれの才能を生かして仕事をしています。自分たちが、この事業を始めた時に、それ

ぞれが持っている、ほかの人に負けないような、特殊な才能を見出しています。自閉症は一人一人が違います。

一人の自閉症の人に会って自閉症はこういうものだと言い切るのは良くありません。個々の一番合った学習スタ

イルは何か、例えば視覚、聴覚、あるいは、手を使って訴えたほうがいいのか、一番いい方法で学ばせて、一番

いい才能を出していけるようにケアしています。 

一年目：アニメーション基礎を学ぶ。 

二年目：製作をどのような形で構成していくのかについて学ぶ。 

三年目：さらに細かくしてスタジオで何をやったらいいかなどもっと掘り下げてやる。 

一年生は描くことから始め、それをＣＧにしていきます。 
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学校全体で現在取り組んでいるプロジェクトに参加して、プロジェクトの管理もしています。そこでの要素に

なる様々なデザインを比較しています。スケジュールや、業務をメンバーに振り分けていきます。始めは基礎を

やっていますが、基礎をやりながら、ほかのプログラミングも覚えていきます。２年目になると、プログラミン

グを継続させて習いながら構成を、映画製作の構成やスケジューリングを覚えていきます。３年目になると、２

年目は全体像を学んでやっています。３年目は、自分が担当する部分を、就職して自分がする役割を考え学びま

す。 

質問：ハリウッドの近くという地域性があるのですか？ 

答え：そうです。やはり我々は映画業界に特化した形で始めたのは事実です。映画業界に講師の人たちが在籍し

ているから。知的障碍を持った人たちが映画業界の中で働いて成功するためにはどんなものがいいのかというこ

とで始めました。他の業界に興味（音楽、経理など）がある人たちも入ったりします。同じものを作るプログラ

ムを書きまして、他の産業の業界においても、自閉症の人たちを雇用するために、我々のアプローチを応用でき

るようにあげました。特定のある業界に特化した形のプログラムについても、コンセプトを流用してやればでき

ると思います。音楽業界やメカニック業界など。そして重要なことは、始めからこの人たちは能力がないとかじ

ゃなくて、彼らが興味を持っているものについて、どこの部分を伸ばしたら成功するかを信じることが大切です。

いろいろな地域に学校を作る中で、地域の産業に興味を持った学生を集めることができるのではないかと思いま

す。テープルグランテッドという自閉症の女性の話。「と殺場に向かう、まっすぐのトンネルの道を牛は躊躇し

て、少しも進まないのをみて、周りの人たちは何故なのかわからなかったが、彼女は、牛が躊躇している様子を

見て、『上で旗がはためいていて、その影が牛を怖がらせているのと、トンネルの先に何があるかわからないか

ら牛は進まないのよ。』と気が付いた。それで、曲がりくねった道を作って、普通に散歩するような道を作って、

と殺場に入る道を作りました。彼女は画家で、自閉症です。アートが大好きで制作をするけれども、それを何か

実用的なことに応用して社会の役に立っているのです。」 

質問：自閉症のこだわりとして、ここの学生は映像やＰＣが好きなこだわりを持っている人が多いのですか？ 

答え：そういう人が集まっていますが、一般に言われるように自閉症の人たちはこだわりがあって一つのことに

集中すると、そこで何かの変化があると混乱します。違うことがあると混乱します。ところが自分たちの好きな

ことでも常に変化にさらされてしまうので、そこで混乱しないように学習をしているという安全な環境の中でい

ろいろの変化も入れながら学習をして、そこに柔軟に対応できるようなことを学ばせます。学生の彼は、常に誰

かが「それでいいの？」と聞かないと、次のステップ先に進めません。誰かが後押しをしています。２年目だと

２つのプログラムを同時進行で学ばなければなりません。カリキュラムとしては、以前に学んだことを新しい中

に取り入れて使います。やり方というのは、同じことをやろうとしてもいろいろなやり方があります。こっちの

プログラムでやったことをこっちでもできるという柔軟性ということと、一つのやり方に固執する必要はない、

やり方はたくさんあります。だから自閉症の子はこだわりがあって一つのことに集中すると周りの人が思い込ん

でしまって、それだけで制限されてしまうので他のやり方もあるということも教えています。周りの人がやって

いることは、これしかできないであろうと制限するのではなくて、こういうこともできるのじゃないかとやって

みる、絶対できると信じてそれをさせてあげる必要があります。アメリカのことわざであるのですが、「馬を水

飲み場に連れていくことはできても、馬にそこで水を飲ませることはできない。」意志を後押ししてあげること

が必要なのです。 

質問：ここの資金調達はどうしているのですか？卒業生の給料はいくらぐらいですか？ 

答え：家族からの寄付で賄われています。行政からの資金は入ってきません。３年たったので、財団というのは、

立ち上げのときは資金をくれますが、いったん立ち上がると資金をもらえなくなります。学生１人年間３万ドル

のコストがかかります。学生と教員の比率は、４：１。新しいパソコンなどが必要になります。パソコンのプロ
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グラムは技術者用なのですごく高いです。教員の給料は、前職の半分ぐらいです。ですから、だれもお金持ちは

いません。いろいろなところからの寄付が頼りです。授業料を払えるところは全額の授業料を払ってもらって、

裕福ではない人たちは、払える分を払ってもらって、残りは奨学金で補助してもらいます。給料は、カリフォル

ニア州の最低賃金が時給８ドル５０セント。映画業界の最低賃金は、１０ドルはもらっていいます。１２ドルぐ

らいになります。年間の給与が、３万ドルから６万ドルです。全員が、就職できる保証はありません。もちろん、

私たちの目標は全員就職です。しかし、一人の学生は卒業しても何もしたくないと意欲がなくなりました。卒業

して仕事をしたいという意欲がある学生には学校の方としても、いろんなコネを使って仕事を見つける努力をし

ています。 

アメリカも高校までだといろいろなサポートがあります。しかし、そのあとは全く何もないから、子どもたち

の才能を懸念する親たちによって学校をつくろうということになって彼女が中心になって作りました。将来的な

希望、自分の能力を生かした夢や希望を与えようとして親たちが立ち上げました。結局家で、何もしないとＱＯ

Ｌが低くなります。スタジオで働いている人たちは生まれて初めて職に就くことができて、毎週、給料の小切手

がもらえます。仕事ができることが嬉しくて遅刻することもありません。仕事ができるということは、アメリカ

全体に影響を与えていて、そうじゃないと、家にいて、

生活保護を受けて税金を使うことになります。ＵＣＬＡ

のプログラムは幅広い学生を取っています。アメリカの

ほかの大学とか、知的障碍のある学生を取っているとこ

ろは、ＩＱの高い、勉強ができる学生を取っているが、

実際よくよく見てみると勉強が良くできるＩＱの高い学

生よりももっと重度の学生の方が、特別な才能を持って

いたりして、その才能を伸ばしていくプログラムをおこ

ない自分たちはそれで成功しているのです。 

 

おわりに 

 アメリカの知的障碍者の現状を知る中で、誰にでも教育を受ける権利があること、そして、社会は、学びたい

と思う人に対し、それを排除することなく、等しくその機会を提供する責任があるということを再確認した。障

碍者権利条約におけるキーワードとなっている「合理的配慮」という言葉は、まさに、そういうことである。 

条約を批准した日本において、知的障碍者の高等教育保障の問題は、今後益々重要性を増してくるに違いない。

2016年 4月には、障害者差別解消法が施行される。その法解釈の中で、教育を受ける権利の保障実現の条件整備

の運動を進めていくことが不可欠であろう。 

 私たちの法人としては、目の前に、「もっと学びたい」「もっと成長したい」「もっといろいろな体験をした

い」「もっと自分に自信を持ってから社会に出たい」「もっと青春を謳歌したい」「もっとたくさん友だちを作

りたい」など、様々な青年たちの願望や要望がある限り、それらの実現に少しでも力になるために、カレッジの

質的、量的拡大を今後も志向していきたいと考える。 

近い将来、わが国の知的障碍者が、何歳になっても、どこに住んでいても、大学で学びたいと思った人が、学

びの場を保障される日本になっていくことを願っている。 
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第２章 カナダにおける知的障碍者の大学進学 

 

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

歓迎レセプションで炭坑節披露 

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 

レジャイナ大学にて歓迎レセプション 
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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。 

 

第１節 インクルージョンアルバータの取り組み 

 

１ 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

●レジャイナ 

●カルガリー 

訪問都市（レジャイナ市、カルガリー市） 

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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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。 

 

２ 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

インクルージョンアルバータオフィスにてプレゼン 

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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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。 

 

３ 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節 レジャイナ大学における知的障碍者の受け入れ 

 

１ 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、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。 

 

２ 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

レジャイナ大学にてプレゼンテーション 
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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。 

「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。 

 

３ 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。 

 

４ 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。 

インクルーシブ教育に関する 4つのパターン 
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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

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 

CFAの 4つの柱 
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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。 

 

５ CFA（Campus For All）で学ぶ学生たち 

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。 

 

６ 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。 
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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。 

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節 マウントロイヤル大学の取り組み 

 

１ 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。 

 

 

２ 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

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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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。 

 

３ 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。 

 

４ 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

理解度を確認したり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 マウントロイヤル大学にて 
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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。 

「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節 ボウバレーカレッジの取り組み 

 

１ 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。 

 

２ 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

ボウバレーカレッジにて意見交換 
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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。 

 

３ 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節 カルガリー大学の取り組み 

 

１ 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。 

ボウバレーカレッジにて 



43 

 

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。 

  

２ 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たりして学習のサポー

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。 

  

３ 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

カルガリー大学にて意見交換 
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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。」 

 

４ 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。 

 

５ 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節 アンブローズ大学の取り組み 

 

１ 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。 

 

２ 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たりしている。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。 

カルガリー大学にて 
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 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

なことになるのだよ』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。」 

 

３ 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。 

 

４ 教員の障碍学生理解と支援のための研修 

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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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節 ゆたかカレッジの今後の方向性 

 

１ 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 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、余暇活動を楽しんだり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 を行ったりする程度である。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。 

 

２ 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。」 

 

３ 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 
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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したり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
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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。 
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第３章 オーストラリアにおける知的障碍者の高等教育保障 

 

はじめに 

 

 私たち「ゆたかカレッジ」研究チームが所属する社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会（以下「当法人」）は、4 年

前から知的障碍者の高等教育保障の取り組みを福祉型大学「カレッジ」の実践として進めている。わが国におい

ては、このような実践例がほとんど存在しないため、私たちは、この分野で先駆的に取り組んでいる諸外国の実

践からの学びを進めてきた。まず、昨年 11 月にアメリカマサチューセッツ州の「マサチューセッツ大学ボスト

ン校」など 3大学を、さらに本年 1月にはアメリカカリフォルニア州の UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス

校）など 3大学を視察した。そして、今回は、アメリカ以外の国の実践から学ぶことを計画し、オーストラリア

のシドニー大学を視察した。 

シドニー大学視察調査の目的は以下の 5点である。 

第 1 はシドニー大学における知的障碍学生受け入れの理念と歴史および方向性、第 2 にシドニー大学における

知的障碍学生の大学生活の実際、第 3にシドニー大学における知的障碍学生に対する授業の在り方や実践とその

効果、第 4にシドニー大学における知的障碍学生をサポートする体制、第 5にシドニー大学における実践上の課

題である。 

私たちは、これらについて調査することにより、そこで学んだことを活かし、「ゆたかカレッジ」の今後のあ

り方や方向性について検討を進めたい。また、今回の調査の結果を論文にまとめ、その内容を内外に発信するこ

とにより、わが国において、知的障碍学生の学びの意味についての理解を広げ、青年期の障碍者が高等教育を受

けることができる環境を作りたいと考えている。 

 

第１節 オーストラリアにおける高等教育 

 

１ オーストラリアの発達障碍を持つ学生：学校教育の遷移と親と教師の経験 

ではプレゼンテーションを始めたいと思います。今日は、オ

ーストラリアで長年 ID の学生たちに行われてきている教育の

話です。パーメンターさんもこの分野で研究をされた方です。

こうした分野での研究でもまだまだなすべきことがたくさん

残っています。今日、来ている人はどんな人なのか聞いてみた

いと思います。研究者なのか、あるいは学生なのか、あとは現

場の教員たちもいますね。 

障碍を持っている学生たちについての移行に関するこれま

での結果ですが、まず失業率が高いということ、特に ID の人

たちの失業率が高いです。特に高校以降の教育に参加ができて

いないということとの関連があるようです。その状況では社会性もなかなか育たないということもあります。社

会的なインクルージョンもなかなか難しい状況があるのです。またこれまでの経過を見てみますとインクルーシ

ブな環境の後退化には、いくつかの要因があります。つまり小学校、中学校では普通学校に通っていたのが、高

校からは特別な学校に行くということです。その改善のためには親と学校の交流が必要不可欠です。新しく環境

が変わるとチャレンジが生まれてきます。また、家族・障碍者それぞれ個別的な存在ですのでやはり個別の対応

が必要な場合があります。何歳のときに移行支援をするかということも大切です。みなさんどう思いますか。何
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歳くらいからが適当だと思いますか。 

1 番下が小学校からです。オーストラリアでは 9 年生（日本の中学 3 年生）から移行計画が始まりますが、将

来のことを考えると小学校レベルから移行計画が必要かと思われます。誰も 16歳、17歳、18歳をクリックしな

かったのが嬉しく思います。この移行計画は、連邦レベルでは義務として行うものとしては位置づけられていま

せん。しかしさらに広い目でみた場合に 1989 年には国連の児童権利条約が批准されており、その中で参加をす

ることを義務づけられているのです。いろいろなエビデンスベースの実践が行われてきていますが、ほとんどが

アメリカで行われているものです。コミュニティでどのような経験があったのか、この移行支援はいつからどの

ように行われているのか、また生徒がどのようなかたちでどのような活動をしているのか、またどのような差別

を経験しているのかなどについての聞き取りが行われています。 

実践を行う際に簡単なものから難しいものを並べた場合、どれが一番難しいのか簡単なのかということを話し

たいと思います。 

生徒の自己決定権、生徒自身が関与する範疇、それからいろいろな団体の連携をコーディネートするというこ

と、年齢に応じた移行評価を行っていくということなどがありますが、そのうちどれが一番簡単でどれが難しい

かということです。IDの人たちの移行支援はアメリカでは義務化されています。しかし、オーストラリアではそ

れがないのが最も難しい問題です。それから、生徒の自立や自己決定権を変えていくのも難しい問題です。また、

生徒と家族の関係ですが。学校の環境で生徒自身は、自分自身のアドボカシーができないにしても、代理人の先

生がいろいろな形でアドボケイトしているというわけです。しかし、後者の場合、生徒は消極的な存在であって、

与えられるものを受け止めるということになるわけですけど、それが変わりつつあるということです。非常に複

雑な分野が絡み合っている分野といえます。 

研究の結果によりますと、高等教育を受けた学生たちは自己決定権をより強く持っているということです。こ

れが我々のやった研究の対象人数とその結果です。とてもポジティブな結果です。移行計画を立てるにあたって

は、その両親も含めてプログラムを作るやり方をしています。また、今進めている個別の移行計画を立てるとい

うやり方は、メインストリームの学校では行われていないものの、少なくとも特別支援学校ではそれが行われ始

めているということです。それを始めるためにいくつかの関係機関が共同で行っている調査の結果がでていま

す。この調査を行った人のコメントがここに書かれていますが、これについては情熱を持ってあたっていますと

いうような積極的なコメントが出ています。また移行計画をたてることは臨時的ではなく習慣になりつつあるの

が現状です。個々の移行計画の中にはこうした項目が含まれるようになってきています。 

主にアメリカからの報告ですが、課題も生まれてきています。まだ大学機関が限られていることや情報の欠如

などです。そのために何をしなければならないかということですが、まず移行計画の立案を早いうちに行う必要

があります。それからあくまで学生生徒を主体とするということです。我々としては、これから ITPなどを義務

化するために、活動を続けなければならないと思います。さらに、予算を獲得する必要があります。政府に働き

かけをして、より多くの補助金が出るような活動をしたいと思っています。 

 

２ 深刻な行動問題を持つ子どもや若者の満たされない教育的ニーズへの対応 

「ナイティング」というのは障碍者サービス事業者で、大きな団体のひとつであります。様々な形でサービス

の提供をしています。例えば本人または家族がコミュニティに参加するための方法を提供しています。政策・リ

サーチにも重点を置いています。計画を立てる際、本人や家族が社会的に孤立しないということを重要なポイン

トにしています。また問題行動については、それをどのようにコントロールしていくのかマネージメントしてい

くのかということも課題になっています。そのために学校と密接な協力関係を築いています。 

障碍をもつ子どもたちが持っている問題がここに挙げられています。退学だとか停学の影響、政府の政策が与
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える影響などです。去年の結果ですが政府による政策が子どもたちに大きな影響を与えていることが明らかにさ

れています。 

今、オーストラリアの大学生の停学の数が増えてきています。

そうすることで障碍をもつ学生が他の学生たちから離れてしま

うという影響が出てしまうのですが、障碍をもつ学生にとって

その影響はとくに大きいということです。これは、具体的な調

査結果は出ていませんが、障碍を持っている学生の停学率と退

学率が多くなっています。学校に登校しない日ができてしまい

ますが、この停学平均日数は、11 日間ということです。しかし、

停学は、研究結果によると必ずしも問題行動を抑えるよい方策

ではないということが明らかになっています。停学を受けた学

生の言ったことです、「ちょっとしたお休み・休暇だと思って

いるんだよ」と。停学が必ずしも問題行動の更生にはつながっていかないということです。また家族にとっても

停学は、大きな問題になっています。何回も停学をすると学力も落ちますし、また、社会的な行動にも影響が出

てきます。さらに停学によって親との関係にも緊張感を生んでしまうということになります。つまり停学は親に

とっても非常に難しい問題なのです。そのため、これに対応するプロフェッショナルな対応を考えなければなり

ません。こうした問題行動を持つ学生たちに先生たちがどう対応するのか、そしてその教育をどのようにして継

続的に行うべきかが課題となっています。 

これらの課題に対し、教育省が教育機関と協力して教師たちのトレーニングを実施しています。問題行動をも

った学生たちに自信を持って対応できる教師が多くないということから、取り組みが非常に重要であります。個

別に対応できる先生は、全体の 20％に過ぎないのです。したがって、障碍者をもつ学生と教師の関わりについて

今後も取組を進めていかなければなりません。 

一方、ポジティブな対応をすることによって、学生もポジティブに変わると研究結果に出ています。これらを

調査するためには様々な側面からアプローチしていく必要があります。この中には、ピアラーニングということ

も含まれています。 

移行支援の中で大きな問題になっているのは、継続性がないということ、生徒や親が直接関わらないというこ

と、スタートするのが遅い場合があるということ、また他の生徒たちよりも、ニーズが高い生徒をきちんと把握

してないということなどがあります。その結果、小学校の時にこうしたサポートを受けられる生徒も高校になる

と受けられなくなってしまいます。その対応として、スクールカウンセラーたちからサポートを受けることにな

ります。しかしかなりの仕事量なので、人手不足になっています。こうした状況は改善してほしいと思います。

生徒たちがそうした支援を受けられないことから不安が増え、さらに問題のある行動に繋がることもあります。

こうしたサポートがなければ、十分な計画がされていないということで、大変な苦労をしなければならないとい

うことがあるわけです。学校が始まった段階からサポートが始まり、それから中学高校と進学する間で、両親と

コンタクトをとりながら、どのような移行をするかが重要です。 

政府の政策の影響についてです。それぞれの学校が政府その方針を導入していくということですが、それを行

うためにのは学校と親との連携した教育というのが重要なわけです。各学校の校長にさらなる権限を与え、これ

に対して決定権を与えるということが重要です。各学校がそれぞれのゴールを設定し、それに向かって目標実現

のために努力をするということが大切です。ただし各学校の活動に対しては、学校を管轄する中央の関係部署の

指揮監督が必要です。 

また問題のひとつは、こうした政策が当初案からうまく導入されていないということです。様々な調査委員会
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が開かれた中で問題点が指摘され、それに対する改善案などが出てくるわけですけど、なかなかそのすべてを導

入できないのが現実です。ニューサウスウェールズ州と首都特別地域の間では、かなりの差がでているのですが、

このあたりの様々な差が出てきていると思うのです。一方は成功しても、一方はなかなか難しいとこがあります。

その成功のキーポイントは、関係機関が常にいいコミュニケーションを持ち、そして最良の解決案を模索してい

るということです。結論を言いますと、当然のこととして政策によって、生徒たちの経験に違いが出てくるとい

うこと、それを実践するために学校長や教師に対しての教育が必要であり、そしてそれをシステマチックな形で

導入していかなければならないということ、そして親との関係性を大事にしなければならないということ、そし

て先ほども言いましたが停学という処分は効果的でないということ、そうした代替案がどうした形がいいのか、

さらなるデータ収集を行いその代替に何が必要なのかというのを突き止めるのが必要なことだと思っています。 

特に障碍をもった人の停学処分に関するデータについてはさらに詰めて公表していくべきだと思います。そう

するとこで、障碍をもった生徒もインクルーシブな環境の中で生活できるようになると思います。 

 

３ すべての人にとって真に質の高いインクルーシブ教育の実現：政策立案も含めて 

問題行動にどのように対処し、問題を持っている子どもたちに

どのように対応していくかというような話をしていきます。 

まず、なぜ停学処分が効果的ではないかということを実証し、

その代わりにどのようなオプションがあるのか考えていきたい

と思います。また問題行動に対しての支援活動が広く行われてい

ないのは何故かということについてもお話します。 

どのようなものを問題行動というのかというと、これが問題行

動という一つの定義はありません。問題行動というのは、なかな

か自分の気持ちをコミュニケートできない、理解されてないとい

う不満などが原因となっています。その結果、彼らの行動を良い

結果にもっていくのが難しくなっていきます。したがって、その対応は、非常に重要です。問題行動があった場

合、先生は停学処分したくなると思います。しかしそれは、効果的な方法ではありません。それがどうして起こ

ったのか、何が原因なのか、どう対応するのかというのか深く考える必要があります。 

確かに退学・停学・休学と言うのは即効性があるにしても、長期的なものではありません。それよりもポジテ

ィブな学習が大切です。1970年ぐらいからは、障碍をもっている人の行動というのは、一般の教室から除外され

ていたわけですけど、そうではなくて一般の教室の中で他の生徒たちが、障碍をもつ生徒にはそういう行動があ

るということに慣れていくことが重要だと思います。そうした行動を受け入れポジティブな反応をすることによ

って、彼らの行動もポジティブに変えていくことができると思います。つまりポジティブなサポート支援をする

ことによって 95％のケースで問題行動が起きる前にサポートができるようになるということです。問題行動をす

る子どもを理解することによって、問題行動のきっかけは何なのかを理解すると、そのきっかけを取り除ことに

よって問題行動を防止することができます。後は、問題行動の裏には貧困だとか、家族問題があるわけで、それ

を解決する上で家族の理解、家族の協力も必要になってきます。学校全体でポジティブな対応をすることを、ア

メリカでは 20 年前からやっています。それに対してオーストラリアでは、西シドニーで 2005 年から 2007 年の

間にこのリサーチに参加した学校の場合、こうしたポジティブなサポートをすることによって停学の率が 26％減

って来ているという結果が出ています。結果の要素となっているのが、非常に強い絆、関係性、それから学校全

体での体制作りです。またスタッフの割り当てや、教師が様々なプロフェッショナルな教育方法を身につけて行

くということが、このポジティブな教育をすることを可能にしています。 
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このようなポジティブな形で対応していく PBSが使われておらず、停学の代わりに PBSが使われていないのは、

この方法の良さがまだ広く理解されてないということです。ですからこの考えの広報が必要です。この PBSを広

めるために 2007 年から 2014 年に対して、ここに示しているプログラムによって普及させています。また 2015

年にはニューサウスウェールズ州の州政府がこの目的のために別に特別に予算を充てているということも行わ

れています。 

短期的に見ても長期的に見ても、停学処分でなく PBSの方が、効果があるのが私たちの結論です。これを行う

ことによって問題行動の底流にある問題を把握して対応していくということが大切です。それを行っていくアプ

ローチが、連携・コラボレーションです。教師、家族、子どもがパートナーシップを組むということ、そしてこ

の PBSのやり方を一貫性のあるものにすること、つまり、その場その場でなく一貫して導入されていることを理

解してもらうことが大切です。 

また、教師、家族、その他の信頼できる研究者たちが、療法的ニーズは何かと常に考えるということもポイン

トとなってきます。 

PBS というのは、問題行動の根本的な行動を把握していく手段であるということ、そして何故そういう行動が

起きるかということを理解したうえで対応策を作っていうのがこのやり方です。 

このやり方が効果を生むためには教師、家族とのパートナーシップが不可欠です。そして子どもたちのニーズ

が学校のみならず家庭、その他広いコミュニティの中で満たされていることが必要です。また広い範囲で行うこ

とで、生徒の学習レベルも改善されると信じています。 

 

第２節 私たちなしで私たちの研究はありえない 

 

 このセッションの司会をするパトリシア・オブライアンです。

まず始めにこの土地の伝統的な所有者である先住民に感謝しま

す。この美しい自然の後継者となれるよう私たちにこの美しい

自然を残してくれました。私たちが移住する前にアボリジニの

人たちが慈しんだ自然であります。 

 今日、遺伝子に関する本会議が午前中にありました。それは

とても興味深いものでした。このセッションでは私がもう少し

よく知っているトピックを扱います。こちらには日本から来た

人たちがいます。このような方々をお迎えしたことをとてもう

れしく思います。ありがとうございます。 

  今日はインクルーシブなトピックです。この内容に興味を持っている人はたくさんおられるでしょう。今日の

シンポジウムは「私たちなしで私たちの研究はあり得ない」というタイトルです。これから 3つのプレゼンテー

ションがあります。オリバーコーニングさん、ウィーン大学の方ですが、非常におもしろいアブストラクトを出

してくださいました。しかし、残念ながら大学の関係で来ることができませんでした。ですからスピーカーは 3

人です。  

 最初のプレゼンターはポール・ミルナーさんです。彼のトピックは「わたしはここにいます 失われた声を聴

いてもらうために」というものです。ポールさんはフィンランド出身です。いろいろな会議でこの話をしてくだ

さっていますが、ポールさんの一番の使命は、知的障碍をもつ人たちが、なかなか聞いてもらえない声を聴いて

もらうことです。研究の分野で優秀なだけでなく、障碍のある人たちに優しい人です。ではお願いします。 
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１ 「私はここにいる」障碍で失われた声を聞く 

 このプレゼンテーションは去年メルボルンでプレゼンテーションをしたときに使ったものに少し変更を加え

たものです。スライドを見てください。 

アダムス・ロビンソンさんです。彼には 2004年に研究活動に

参加してもらいました。彼はコミュニティグループホームに住

んでいました。そこの廊下で出会ったのです。アダムスさんは

歩行能力があり、知的能力も高いということでグループのリー

ダー的存在でした。 

彼は 1991年、19歳の時に誰かから後から押され、電車から落

ちてけがをしたのです。彼はもともとサーフィンが大好きでし

た。いずれはライフセーバーになるという夢を持っていました。

また、2週間後には結婚を控えていたのです。そんな時に起きた

事故でした。 

 最初の面談でグループホームを訪れたとき、私の方が慣れていなかったため面談した人たちがなかなかうまく

答えられず、聞き取りをするのが難しかったのですが、アダムスがいろいろと聞いてくれたのです。そこで彼に、

障碍を持った人たちの声の代理人になってもらうことにしました。私が、「どういう障碍がありますか。」と彼

に聞いたところ、このように答えたのです。「幸運の差があるということ」 

「それは誰のせいですか。」と聞くと彼は「あなたのせいです」と答えました。ライフセーバーの夢を持った

若者から車いすの生活に変わった人ですが、彼とこうした関係を築くことによってアダムスは正直に話をしてく

れるようになったのです。 

以前、ポールさんが言ったことですが、言いたいことはたくさんあるのに、それを声に出せないのが障碍者の

一つの問題だということです。 

 そこでこの声を吸い上げていくわれわれのアクションが 2012 年に始まりました。障碍者サービスをニュージ

ーランドで展開する機関で活動をスタートしました。そこで研究プログラムが始まったのです。どのように障碍

者たちの声を吸い上げるかということがここのテーマでした。その目的は、インクルージョン、社会参加でした。 

問題はどうやって障碍者のストーリーを引き出すかということでした。いろいろなホームに行き、多くの人の

話を聞き始めました。話を聞き出すためにいくつかの方法がありましたが、私たちは 8 つの方法を用いました。

異なる方法で話を聞くようにしたのです。 

 人によって得意な部分、不得意な部分があるので、その人によってどの方法で話を聞き出すかを決めました。

ただ、この 8つの方法は前もって決めるのではなく、その人に合わせて柔軟に変えていくというアプローチをし

ました。そうした面談とリサーチを繰り返していきました。リサーチのパートナーたちからは 3日間から 5日間

の時間をかけて話を聞きました。そして 10 人分のストーリーができあがりました。会話に際しては必ずそのパ

ートナーに対して、これは協力・共同の作業であることを知ってもらいました。時には予想外の話が出てきたり

することもあるので、それに対しては直感的な態度でそれに対応するというアプローチをしました。これはあく

まで一方的なストーリーではなく、双方が話をしながら生み出したストーリーです。こうしたプロジェクトを行

うときの判断として一般的に使われるテンプレートがありますが、われわれのプロジェクトではそれが必ずしも

すべてが成功するわけではないという考えを持って、その人にとってどの方法がいいかを調べていきました。 

 専門家が客観的に障碍者の考えを染めるのではなく、障碍者が主観的に何に関心があり、どういうことを言い

たいのかを聞くということがわれわれの研究では大切だということをあらためて確認しました。そのために従来
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の手法をもう一度レビューしました。 

 これはリチャードさんのケースですが、はっきりした言葉が 9つありました。それを中心として話を構築する

ことができました。そして話をしてみると、私たちの予想外のトピックが彼の口から出てきました。彼が使う言

葉として「ホーム」とか「オーバーゼア」などの言葉があります。リチャードはコミュニティホームに 10 年以

上住んでいます。そして家族の愛情に包まれています。彼は「オーバーゼア」という言葉をよく使います。「オ

ーバーゼア」というのはむこうということで、コミュニティホーム以外のことを指します。また、「ホーム」と

いう言葉は彼が住んでいるコミュニティホームではなく、自分の家族が住んでいる家を表す時にだけ使う言葉だ

ったのです。だから農場で生まれ育った彼は、馬や家族がいるところが「ホーム」なのです。そのホームの一件

では、彼の意図を読み取ることが必要でした。その際、フォトボイスという写真を使って彼の声を引き出しまし

た。場所、人などの一瞬をとらえた中から彼らの言わんとすることを読み取るというものです。そうして写真を

通してその人がどういう人なのか、どういうところに属しているのかというようなことを理解するのがこの試み

です。 

 これはスコットさんです。26歳です。スコットさんは農場の仕事が大好きです。それは彼が最も情熱を持って

いることです。牛や羊などの家畜が大好きです。彼に会ったとき、われわれに「散歩しよう」と言うのです。そ

して農家の組合の友だちにぜひ会ってほしいとわれわれを案内してくれました。そしていろいろなところへ連れ

て行ってくれたのですが、自分たちの位置を確認するためにこういうものを使いました。時間と場所を軸とした

ものです。自分にとって「ホーム」という場所はどこなのか、そこにどのくらい暮らしていたのかというような

情報を、この方法を使って聞き出しました。 

 こちらはアンジェラさんとリチャードさんです。グリーンがアンジェラさん、赤がリチャードさんです。 

 これはクリスさんのストーリーのために使ったものです。このハウスを利用していますが 9時から 3時までと

時間が限られているので、それ以外はなかなか自由がない。それは自宅に閉じ込められているような状態だとい

うことでした。しかし彼は家畜の世話をすることを学びました。そのことをきっかけに内気だった彼が外に出て

行くようになったのです。そして他の人とのコミュニケーションもできるようになったということです。彼が一

番大事にしている場所、大切な友だちを連れていく唯一の場所がこの場所です。というのは、そこに行くことに

よって彼自身を感じることができ、言われたことだけでなく彼自身が自分であることを実感できるからです。こ

うしたストーリーを聞き出し、その手法を広めていくことによって、今まで透明人間であった障碍を持つ人たち

の姿がだんだんと見え始めてくるという結果を得ています。 

 こうしたところでわれわれが強調しているのは、個人がそれぞれの責任を持つということです。自分の言動に

対して自分自身が責任を取ることを原則にしています。つまり、他の人たちが彼らをいろいろと操作することは

ないということです。そういうやり方によって彼らの本来の姿を引き出すことができるのです。 

 

    司会「研究者ばかりでなく、われわれがどうあるべきか 

 を考えさせるプレゼンテーションだったと思いま 

 す。質問はありませんか。」 

質問「メルボルン大学のリサーチャーです。こうした研究上の倫

理観とはどういうものでしょうか。この研究はどんどん変わ

っていくプロセスだと思いますが、それが変わっていく段階

で、どういうことが起こるのかという情報を前もって提供す

ることについてどのように考えていますか。」 

回答「我々のやり方としては、前もってこうだと説明す  
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  る必要がないプロセスをとっています。正しい方法は何なのかを突き止めていくことはかなり難しいことで

す。我々が苦労しているのは、透明性の確保です。どういう形にすれば透明にできるのかは常に難しい問題です。

つまり、ストーリーを話してくれた人がそのストーリーから抜け出せなくなるということが無いようにするこ

と、つまり柔軟に対応していくことをわれわれは重要視しなければなりません。また、彼らの経験というのはあ

くまで主観的な経験であるということを常に考えておかなくてはなりません。なぜ彼らがリサーチに協力するこ

とに合意したのかも理解しなければなりません。ただ、リサーチャーの中には、なぜリサーチに参加したのです

かと何度も聞く人がいました。その対象となった人は実は事故のために障碍者になったということで、その前に

は世界中を旅行していました。その人がパブに行ったりすると全く透明人間になって何も書けないという状況に

なっている。そういう状況に対してわれわれは情報を提供していくことが必要になります。」 

質問「グレームです。ウェリントンから来ました。研究者が圧倒的な存在感を持って障碍 

者の存在を圧縮してしまうことがあると思います。つまり研究者の方が勝手に情報を取り上げて適応し、結

論を出すということです。そこには対象者、パートナーが見えなくなってしまう可能性があります。これは

大きな問題だと思います。」 

回答「なるべく我々リサーチャーは姿が見えない存在になるということを心がけています。 

もちろん我々自身がリサーチ活動を汚染してしまう可能性はありますから、まずそのことをリサーチャーに

は理解してもらわなければなりません。また同じような方法で行ったリサーチは、同じ方法のリサーチ結果

を引用しすぎるという傾向があると思います。表現が難しいですが、研究を行う上で常に最新の方法を念頭

に置きながら、同時に直感的な反応をもってやる必要があると思います。」 

司会「ジャックサラさん、スージーさんがこれからシドニーで行った研究活動の成果を発表します。ク 

オリティチェッカーズという考え方で、リサーチプロジェクトに適応した考え方です。トーマス・デューカ

スさんがロンドンでこの考え方（クオリティチェッキング）をさらに展開しています。ですからマリーさん

とそのグループの方たちにも話を伺いたいと思います。クオリティチェッキングを行うチェッカー、そして

それを推進するセンターがどのように活動しているかについての研究です。」 

 

２ 質的点検と人中心組織：包括的研究アプローチ         

 みなさん、おはようございます。スージーといいます。ジャックとサ

リーとマリーが一緒に来ています。私たちは研究に協力し、一緒にリサ

ーチ活動を行いました。2010 年のことです。一緒に研究活動ができて 

大変楽しかったです。スージー、ありがとうございます。パトリシアが

言ったように、私たちはスポークスマンで、こうしたリサーチ活動を行

ってネットワークをつくっていきます。シドニー大学にも協力してくれ

た方がいます。たくさんの人たちがこのプロジェクトに参加してきまし

た。また、このリサーチに資金を提供してくださった団体に対してもお

礼を申し上げます。 私たちは障碍を持つ人たちがパーソンセンターと

いうものをどのように理解し、それに対しどういう意思を持っているのかを研究しました。こうした情報の収集

が全国で障碍者福祉サービスを実施するにあたり重要な役割を果たしています。研究の目的は、パーソンセンタ

ーという考え方が、知的障碍者にとってどういう経験となっているかを調べ、組織的に政策をつくる上で重要な

情報を提供することです。専門家を様々な組織におき、そこにおいて提供するサービスに対して、受ける側がど

のような印象を持っているのか、どういう経験をしたのかを実際に聞き出そうとしてこの活動を行いました。 

この研究においては個人個人で面談をすることが大切だと考えました。そこでいろいろな文献資料とともに一人
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ひとりの経験について、それをどのように感じているのかを調べることにしました。そこで 3つの団体に行き、

そこが提供しているサービスについて利用者がどのように感じているのかを面談を通して聞き出しました。 

 パーソンセンターという考え方については、一人の人間として扱ってもらえるということを大変うれしく感じ

るという意見がありました。面談調査の結果、3 つのポイントが明らかになりました。ひとつは自己選択・自己

決定をすることです。 

次の段階としてふたりでペアを組み、彼の経験の内容について一日関わりを持って話を聞き出しました。意思

決定について、面接を受けた人たちの考えは、自分たちが自分たちの意見を尊重してもらっているということが

あげられました。つまり、何かを選ぶときに自分ひとりではなく、いろいろな話ができる相手がいて最終的に自

分の決定ができるということです。もしもケアをしてくれる人が好きではない場合には苦情を言うことができる

ということも理解していました。また、インタビューする中で、自分は自信がないとか、どういう風にしていい

かわからないといったことを問題として提起する人もいました。そして誰もが発言をする権利があるということ

を基盤にするけれども、すべての人がこうした意見を言うことができるわけではないということも明らかになり

ました。インタビューした人の中にはスタッフと同じ権利を持った人間なのだということを確認できたという意

見、そして一緒に仕事ができるという声もありました。しかし、中にはスタッフの方が親分のようで一方的にい

ろいろ言ってくるだけの存在だという人もいました。 

私たちはこのパーソンセンターという考え方が制度を作り上げていく上で基礎的な考え方になるだろうと考

えています。サービスを使っている人たちの意見は、さらなる制度の変更や質の改善に役立つでしょう。次の私

たちの作業は、対象となった団体・組織に行き、われわれの調査結果のフォローをすることです。そうすればそ

ういう団体・組織はわれわれの研究成果をより重要なものだと感じるはずです。どうもありがとうございました。 

 

第３節 移行と成人期 

 

１ ASD の成人の両親間の介護経験と個人・親・社会環境の相関関係 

おはようございます。今日は ASD（自閉症スペクトラム

Autism Spectrum Disorder）についての文献レビューの結果

についてお話します。ASD は今、世界的に対応すべき問題と

言われています。しかし、ASD のリサーチャーは非常に数が

少ないのです。徐々に増えてはいますがまだまだ足りません。

また、リサーチのオーディスもそれぞれ違いますし、かなり

の人力も必要になります。ASD に対するケアをする上で 3 つ

の考え方があります。まず介護の重み、そして満足度、さら

に効力と続きます。実際に ASD の人たちにケアを提供する上

で、この 3 つの点でどのようなインパクトがあるかというこ

とについて話をします。 

 われわれのリサーチでは次のような方法をとりました。ASD を持つ成人の両親たちについて、先ほど述べた 3

つの点についてどのような印象を持っているのか、つまり、介護の重み、満足度、効力についてどう感じている

かを話してもらうのです。そのため 130人の親に対して調査を行いました。合計で 2,000 人以上の親のアンケー

トをとったのですが、その中に ASDの子どもを持つ親が 130人だったのです。もちろん ASDなのでほとんど男性

です。教育のバックグラウンドや両親の性格、教育レベル、収入、人種などについて調べました。 

3 つのポイントのうちまず介護の満足度についてです。介護することに満足度を感じている人が多いという結
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果が出ました。次に自己効力です。介護する上でのスキルを持っていると感じるという親もいましたし、重荷で

あるけれどケアをしなければならないということで、仕事をする機会が奪われていると感じる親もいたというこ

とです。 

 調査に関する変数ですが、本人の変数は問題行動だとか知的障碍があるかどうかということ、また健康があげ

られます。親の変数は、所得、年齢の他、社会的環境としてコミュニティがどの程度関わっているのか、選択の

決定権、将来的な計画・支援計画の策定、また、満足できていない支援サービスやニーズは何かといったことで

す。これらを統計データに基づいて分析します。その結果についての検討を行い、相関関係を見つけていきます。

そして ASDのもつ個人的特性は何なのか、親の特性は何なのか、社会的特性は何なのかという 3つの分野につい

てそれぞれ分析を行いました。その結果です。 

 満足度に関しては全体の 7.8％という数字が出ています。コミュニティについて、将来の計画的支援について

は数字が低くなっています。自己効力については、健康が 10.9％です。それから訪問については 20％という数

字が出ています。介護はやはり重荷であると感じている人が多いということ、その中でも特に、選択するときの

意思決定が問題だということです。これは、介護の満足度を上げるためには具体的にどのような計画を立ててい

けばいいのかを考える重要な内容です。また文献から、関係する家族の半分以下しか将来の計画を立てていない

という結果が出ています。その対応についてですが、一つは地域社会、コミュニティの関わりをさらに増やして

いくために何をすればいいか、特に介護を行う人たちの自己効力を向上させていくにはどのように関わればいい

かを見直すということです。コミュニティ全体が関与するということは、障碍を持っている本人にとって大きな

メリットになると同時に、介護している親にとっても大きなメリットになります。また、親にとっての自己効力

や満足度を上げていくための選択決定権をどう保障していくかという問題があります。さらに、健康や問題行動

などに対して親がどう関わればいいか、これらがディスカッションのポイントになると思います。 

 これらを基にして、今後の研究活動として、長期にわたる政策実践に関してエビデンスとなるデータの収集を

広げていきたいと思います。将来的な計画を立てていく上で政治家などの立場にある人は、この点をさらに考慮

するべきだと思います。 

 こうした調査の結果ですが、ASD の子どもを持つ親たちがどのような傾向を持つかがある程度明らかになりま

した。また、将来、親の自己効力、満足度を高め、介護の負担を軽減するためにどうしたらいいかということを

示唆することができました。 

 

質問「とても興味深いです。選択できることが重要なポイントであることがおもしろい点だと感じました。子ど

もが自立していく過程でわれわれは親に対してどのような働きかけをすべきだと考えますか。」 

回答「われわれリサーチャーとしては、ある特定の親ということではなく、そうした親たちが持っている問題は

何なのかを認識することから始めるべきだと思います。」 

 

２ 「暫定ライセンスを持つ大人」知的障碍を持つ若者のための成人の概念 

 「成人とは何か」についてお話しする前に伝えておきたいのは、特に障碍を持つ成人について、私たちは、大

人になるのを防ぐべきだというようなことであるかというと、決してそんなことではないということです。成人

とはどういうことなのかということを我々は研究してきました。そして関係者たちとこの問題について検討を重

ねてきました。そのなかで、対象とする若い人たちが大人かどうかということがポイントとなりました。それは

特に学校を卒業する時点で、介護する人と親の間で、大人という考え方について違う考え方が出てくることに起

因します。 
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それぞれの考え方が対立する形になっているケースがありま

す。つまり、親はどうしても過保護になりがちであることがよく

言われますが、特に 18歳から 25 歳の子どもたちに対しては、介

護する人と親の間で対立が生まれることがあるのです。ここでは

成人期というものをどう見るかがポイントになってきます。この

点でうまく意思疎通ができないと、本人、親、サービス提供者の

間での対立が生まれてしまうことになります。 

 関係者、両親、サポートする人たち、学校卒業後の本人たちか

らの聞き取りの結果について我々の研究のポイントをお話しし

ます。 

 まず理論的な枠組みとして障碍を考える上で 4つのパラダイムを使いました。これと同じパラダイムを成人期

について考える上でも使ったのです。まず 1つ目が生物学的なもの、バイオロジーです。特に成人していく上で

のセクシャルな成長、性的な成長です。2つ目は自分の IDを見つけるプロセスです。3つ目は社会的な構造です。

社会的・経済的な構造がどのような影響を持っているのか、ということです。4 つ目は文化的な側面です。成人

期というのは文化と大きく関わるものです。何をもって大人と見ているのか、また、社会的な行動をどこまで求

めるのかという文化的な側面があります。これらに関するデータから以下の 4つの結論を得ました。 

 1 つ目は、大人というのはインディペンデントである（自立している）ということです。例えば自分の衛生面

や様々な ADLが自分でできることです。ただし、インディペンデントというのは必ずしも絶対ではないともいえ

ます。相互依存する関係を他の人たちと築いている人たちもいるからです。 

 2 つ目は認知機能に関することです。合理的な認知機能を持っているということは大人になるための前提条件

のひとつです。つまり、自分の行動に対して責任を持つということです。一方、スタッフの考え方は認知機能に

関わらず、大人というのはその人が持つ権利であるというものです。 

3 つ目ですが、親の考え方としては、大人ｔは毎日の生活に意味を見出すことができる人であるということで

す。しかしあるスタッフは別の見方も示しました。 

 4 つ目です。大人とは、大人としてコミュニティに受け入れられているものだと考える親が多いということで

す。それに対しスタッフは、学ぶためには何らかのリスクをとらなければならないと考えています。どうしても

親はコミュニティに受け入れられて、そこから守られるということを望みますが、スタッフは、コミュニティの

中でリスクをとることによって冒険をしていくことができるのが大人だと考えています。 

 最後のポイントですが、成人期、特に IDの成人というのは実際

よりもっと仮想があると考えてください。つまり若い人たち自身

が、自分が成長していく上でイニシアティブを取らないという状

況があるからです。ですから本人たちはやはり仮想的な成人期に

自分はいるというふうに考えがちなわけです。しかしスタッフの

考えはその逆であり、彼らの成人期というのは全く仮想的なもの

ではなくて現実的なものだというものです。それに伴う様々な問

題もあるが、それで OKという考え方です。つまり親は成人期とい

うのは自立していて自分で責任を取れる人という感覚を持ってお

り、支援者というのは大人が何をするのか、どういうことをするのかという行動に焦点を当てているという違い

があります。親は大人であるべき姿に焦点を当て、スタッフは子どもの行動に焦点を当てています。それによっ

てさまざまなサービスが提供されています。IDをもつ親たちは、ガイドラインを心配する必要はありません。ID
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をもつ親にはサポートする人たちとの関係をつくる上で何らかのヒントを与える必要があると思います。 

 今年私が行っているのは、若い人たちが一体何をしているのかということ、そして何を見ているのかを具体的

に調べていく活動です。そのためのケーススタディを開始しています。成人期に陥るジレンマを表す例を紹介し

ます。グレースさん、24歳です。デイサービスに通っていて、バス停からバスに乗るところです。通常のバスの

運転手は彼女のことを知っていますし、彼女の行動はある程度パターン化しています。ただ、バスに乗るための

サポートがうまくいかず、残念ながらバスは先に行ってしまったのです。そこでどうするのか。彼女は暗くなる

までそこでずっと座っていたのです。40分後、バスが自宅近くのバス停に着いたとき、グレースさんがそこから

降りてこないということで、母親が心配になり、それで初めて彼女がいなくなったことがわかったのです。 

 若い人たちは、学校を卒業した後、家族にとっても大きなチャレンジがあります。特に ID を持っている若者

たちについてはこれが顕著です。子どもが脆弱な立場にあるということに対して保護を提供しようというのが親

の考えです。そして、子どもが 18 歳になったことでこうした親子の関係がすべて切れてしまうかというと決し

てそうではなく、続いていくのです。それが過保護だと見られてしまうことにつながるのです。そして結果的に

子どもがリスクを取ることを阻んでしまうことになっています。子どもはリスクを取りたいけれど、親がそれを

させないことで、そこに緊張感が生まれてしまうこともあります。ですから若い人たちはもっといろいろなこと

にチャレンジしたい気持ちがあるのにそれを満足させられないことで、フラストレーションをため込んでしまう

ことがあります。 

 今日、14人の子どもたちのことを示しました。そして、家族とサポーター、スタッフの見方がどのように違う

のか、特に成人期の見方がどう違うのかを述べました。 

私たちは研究の中で、18 歳から 24 歳の若者に対して、「あなたは大人ですか」という質問をしました。この

質問に対して約 40％が「大人だよ」と答えました。しかし 58％は「イエスでありノーである」ということでし

た。そして 2％は、「いや大人ではない」と答えました。これが一般的な若者の反応です。私は研究対象となる

若者に同じ質問をしました。すると全員が「私は大人だよ」と言いました。疑問の余地はなくそう答えたのです。

そこで話を聞いてみました。大人とは何なのかという話です。彼らの最初の答えは、「もう子どもではない」と

いう考え方でした。だから「成人であるという確認はできないけれども子どもではない」。つまり他に選択肢が

ないから「大人だ」というふうに考えたのです。しかし大人とは何なのかを考えた時には結構いろいろな議論が

出てきたのです。大人でなければティーンエイジャーじゃないか、でも、18 歳や 19 歳は大人じゃないだろうと

言ったら「そうだよ」というふうに、若者たちの間でそういう議論が出てきたのです。 

それで、大人になるとはどういうことかというポイントが出てきました。生物学的な成長、例えば毛が生えて

くるとか声変わりだとかニキビが出てくるとか。その他、結婚とかパートナーと子どもをつくる、そういうこと

が大人だという人もいます。家族と住んでいるほとんどが、親の存在から、大人とはいろいろと指導してくれる

権限のある人たちという捉え方をしています。親はこうすることを許してくれている人だとか、親が禁止してい

るのだという考え方です。それから、55 歳になったら大人といえるという人もいました。「だって 55 という数

字が好きだから」というのです。 

 大人というのはなかなか決めるのが難しいものです。例えば 30 歳以上になっても親と一緒に暮らしている人

もいるわけですし、ずっと親と暮らし続けている人もいるわけです。そういう人たちが本当に大人かなと疑問に

思う人もいました。ただ、自分たち自身は今この段階で家を離れたくない、という人が多かったです。家に住ん

でいる場合はうまく生活できている。早く自分で独り立ちしたいと思っているのではないということでした。 

 「親と一緒に住むことが、大人になる・ならないということに関係しますか。」と聞いたところ、ある自閉症

の女性が「だって大人っていったって、30歳まで一緒に住んでいる人がいるわけだし、一生家族と暮らす人もい

るわけでしょう。だから大人というのは何なのかよくわからない。」と答えました。 
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このように、成人期とは何かということは多くの人にとって曖昧模糊とした定義だと思います。結婚するとか

子どもがいるとか、そういうことが大人と定義した人もいます。質問に答えてくれた若者たちは、大人というの

は何なのかわからないけれど、自分たちは大人とは思われたくないという気持ちが強かったのです。話し合いを

したグループの中にレスリーという人がいました。グループの若者たちは彼を、ある意味では大人だけれど、し

かし常に大人というわけではないというのです。ある女性は、ちょっとした大人になっているけれどと言ったの

に対し、レスリーが、「じゃあ十分じゃないから若者だよね。」と言うと、みんなが同意しました。だからみん

な大人になるけれども完全に大人になるには長い道のりがあるということでした。 

この研究の結果ですが、いつか子どもではなくなるということについては全員が賛成し、疑問の余地はありま

せん。しかし一般の人たちの考えとしては、成人期に入る、つまり子どもの時期が終わるということは、すぐに

大人の始まりではないということです。だから学校に行かないからもう大人だとか、子どもがいるから大人だと

いうことは必ずしも正しい言い方ではないと考えます。学校を出た、しかし大人ではないという移行期があると

考えるべきだと思います。アダルト、成人期とはよく使われる言葉ですが、これがどういう意味か考える必要が

あるかもしれません。そうした大人についての考え方の違いが家族の中にあれば、支援を提供する人にとっても

緊張感を生む原因になっています。年齢に応じて大人だ、大人でないという言い方をよくするけれども、年齢が

必ずしもその決定要素ではないということです。 

さきほどのグレースの話です。寒くて本当に怖い体験をしたわけですが、グレースは果たしてアダルトであっ

たかということがこのストーリーに出ているわけです。肉体的な成熟あるいは年齢によって大人の範疇に入れ

る、入れないということではなくて、やはり意思決定だとか社会的、文化的な要素も含めて大人というものが定

義されるわけです。グレースはそういうことからして決して子どもではないけれども大人とまではいかない、と

いうことです。このことは文化的、社会的な背景も含めて、大人として何が求められているかを示しています。 

質問「とても興味ある研究です。今、博士号の勉強をしています。親との面談などの研究をしてきたのですが、

同じように親と介護者の間での対立とか緊張感が生まれてきます。この緊張感というのが親とスタッフの間

や若い人たちのメンタルフェイスにどのような影響があるのか教えてください。」 

回答「やはり不安感が出てくると思います。親はこういうことをやらせてくれるけれども、スタッフは違うこと

を言うとか、そういうことで不安感を感じてしまうことがあります。人によっては親が許していないから家

を出たいという人もいます。ただし、親が何を考えているのかが伝わっていない場合があります。そういう

状況の中でスタッフが入っていって自立することを奨励するようなことになると、結果的にはマイナスの影

響が出てしまうことがあります。これはホウバートの件なのですが、スタッフがそういう状況の中で独り立

ちすること、自立することを奨励し、その後、彼が自宅から 40 分ほど離れたところに住み始めた時、スタ

ッフだけか関わり、親とのコンタクトが少なくなって不安になったり、こういうことは親には知られたくな

いといった不安感が出てくることがありました。あるいは、承認作業を親がやってくれていたのを自分がや

ることに大きな不安を感じることもありました。「何をしたの」と聞いた時に、自分が何をしたのか、他の

人に話したくないというような不安が出ることもあります。そのような不安感から、家に戻りたいというこ

とになったり、対応の仕方が変わってくることもあります。そういうことで、メンタルヘルスに及ぼす影響

が確かにあると思います。我々は子どもに対して、そして親に、何が起こっているのかを介護する立場から

両方に耳を傾けて理解していくことが大切です。自立していく際には自己主張が出てきます。それをうまく

聞いて親にとっても満足する形とはどういうものかを考えていく必要があると思います。」 

家族と住んでいるという子どもたちの場合には、自分がどういう存在なのかとか、家族とは何なのかとか、自

分ではっきり認識できなくなることがあると思います。また、将来がどうなるのかということも想像しにくくな

る場合もあります。だから大人になっていく段階でいろいろな関係性を作っていく、あるいは今までの関係性を
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徐々に変えていくことが必要だと思います。 

大人への移行期の中で、家族を助けられることがかなりあると思います。子どもが親になるという時に強制的

に引き離すとかそういうことではなく、本人に対して、また親に対して、例えば 5年くらいの長期間をかけてゆ

っくりとした変化を起こさせるとか、また、どういうオプションがあるかを出しながら、その中でひとつずつ検

証していくことが大切だと思います。 

移行期といってもいくつもの段階に分かれているので、それぞれの段階でのポイントを意識することが大切で

す。移行期というのは一生続くわけです。それに対応するときにはどうしても年齢だとか制度だとか、そういっ

たものに基づいて行われることが多いのですが、移行期の親の見方、法的な枠組み、制度的枠組みなどに違いが

あります。スタッフはどうしてそういう違いが出てくるのかを理解することが必要だと思います。 

 アメリカでは、年齢プラス能力（その人に何ができるかということ）が大きな問題となります。親がどれだけ

責任を持たなければならないかということが課題となっています。 

 自分の子どもは将来的にどうなるかということについて、親の間では非常に大きな不安感があります。同じ形

で子どもをずっと保護していきたいということではなく、将来的なことを考える必要があるということです。 

 これまで述べたように、スタッフから見た場合、親からみた場合、それぞれ見方が違うのでそれをひとつにま

とめてその中でベストの解決法を見つけ出すのは非常にむずかしいと思います。しかし、それをやっていかなけ

ればならないと思います。 

 安全を確保するということがよく言われます。ただその安全というのは身体的な安全ということばかりではな

く、コミュニティの中へ出て活動する上で、安心してできるかという意味でのセーフティも意味します。親にと

っては、特に心配性の親にとってはそれを許すことが難しいという場合もありますが、子どものことを心配する

がために出てくる考え方とスタッフの間で緊張感が出てくることがあります。例えば子どもが病気で入院して、

退院するとき、退院後のことについてどういうふうに対応すればいいかということについては共同でチームを作

って対応するのですが、知的障碍を持っている子が学校を終えた段階で、その後どうやってその子が大人になっ

ていくかを様々な関係者が一堂に集まって検討する体制ができていないというのは一つの問題だと思います。学

校教育において様々な支援が行われているにも関わらず、その学校を終えたあとの移行期に対する支援、例えば

仕事を見つけるとか、そういうことに対する支援がまだまだ不足しています。 

 移行期においてサービスを提供する機関もたくさんあるのですが、15 歳から 25 歳の人に対して、ここはこの

部分、ここはこの部分といった形でサービスを提供するように統一されておらず、かなり頻繁に変わってしまう

ということで、親としてはいったい何を支援してもらっているのかわからないという問題もあります。この問題

は実際にタスマニア州で起こっています。この状態がうまく解消できればと思います。 

 どういうサービスがどこであり、そしてそのサービスを受けるためにはどうしたらいいかといった情報が供用

されてわかる場所があるといいですね。それが一地域だけでなく国全体、国際的なまとまりになっていくことを

願っています。 

 IDの子どもたちの権利ということをよく言います。また、その子たちの世話をしている親の権利がどうなのか

も、今問題になっています。子どもはこういう権利があるということに対して親が、「じゃあ、私たちの権利は

どうなの」と問いかけることもよくあります。こらから年をとっていく自分たちの権利はどうなのだということ

です。ですから、障碍を持つ本人ばかりでなく、その家族あるいは介護する両親の権利も考える必要があります。 

 スタッフが在宅の支援に行ったが、提供しようとする支援が親の考え方と違うことがあります。職員にとって

は障碍者にとって最善の支援をしたいけれども、親にも支援を選択する権利があるということで、この場合どう

対処すべきか、現在はその方法がないということで個人個人が自分の倫理観で判断しているという状況がありま

す。 
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 子どもの権利と親の権利について、どう折り合いをつけるかということがあります。18 歳以上は大人とみなさ

れるわけだから、いろいろな情報を知る権利があるけれども、親としては子どもにしてほしくないこともかなり

あります。そういう差もスタッフにとってはかなり大きな問題となっています。このようなケースについては、

法律的にこうだと一概に言えないところがあるのです。 

 

第４節 シドニー大学視察概要 

 

１ CDS（Centre for Disabilities Studies：障害研究センター）の概要 

 1997 年、オーストラリアニューサウスウェールズ州のシドニー大

学 Medical Foundation Campusにおいて、発達障碍に関する研究を行

うことを目的として、Trevor Parmenter 教授らがシドニー医科大学

と協力し「CDDS」（Centre for Developmental Disabilities Studies)

を創立し、同教授が初代センター長に就任した。当初は発達障碍に特

化した研究を行っていたが、2008 年、研究を拡大し様々な障碍につ

いての研究行うこととなり、名称も「CDS」（Centre for Disabilities 

Studies)に変更された。 

 このセンターは非営利団体で、ニューサウスウェールズ州政府や国

際機関とも協力関係をもちながら運営されている。6 年前にセンター長が Patricia O’Brien に変わり現在に至

っており、研究・評価・コンサルティング・専門の発展・トレーニング・臨床サービスなど行い、多くの分野で

障碍者の生活向上を目指している。 

 このセンターのビジョンは、「変革のための能力構築」である。このセンターでは、様々な活動を行っている。

まず、研究活動である。障碍者に関する研究を非常に活発にやっており、それは国内ばかりではなく、国際的に

も重点を置いている、また、国際的な活動を通じて、様々な研究成果を共有し、洞察力や経験と実践の成果を国

際的にシェアし、様々なプロジェクトの設計や開発を進めている。次に、知的障碍者に対して、卒業証書を取得

できるためのコースを設けている。さらに、本センターでは、２つのクリニックを運営しており、障碍学生のた

めの医療活動も行っている。 

 センターに勤務している人は、医療関係者、健康科学研究者、教育者、心理学研究者、言語療法士、社会学者、

法律関係者など専門職スタッフが研究チームを構成し、臨床的な研究や、構築した理論を現場に適応することに

よって、障碍者の生活をより向上させていくための実践の発展を目指している。 

 

２ CDS 研修プログラムの概要 

 2015 年 12月 2日、CDSは、我々「ゆたかカレッジ」研究チームのために、10時から 17 時までの間に 5つの研

修プログラムを用意した。その内容は以下のとおりである。 

プログラム 1 統合教育プログラム「IEP」（Inclusive Education Program）のプレゼンテーション 

       （Friederike Gadow,Jamima MacDonald） 

プログラム 2 当事者学生、家族との意見交換 

       （ランチを取りながらの意見交換） 

プログラム 3 「CDS教育パッケージ～本人主体～」のプレゼンテーション（Kylie Gorman） 

プログラム 4 「生涯学習の重要性」の講話（Trevor Parmenter） 

プログラム 5 「支援ニーズのための方法と評価」（I Can）のプレゼンテーション（Sam Arnold） 

Medical Foundation Campus 
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３ CDS 研修プログラムの内容 

 まず最初に、センター職員、IEP を受けている学生とその保護者、

支援員、そして我々のチームがそれぞれ自己紹介を行い、それぞれ

がどういった活動をしているのかなどについて話した。 

 プログラム１の講師、Friederike Gadow研究員は言語病理学を専

門としており、これまでに IEP（統合教育プログラム）の研究に携

わってきた一人である。講義の内容は、シドニー大学における統合

教育の実情である。それは、国連障害者権利条約第 24 条を基本的

な根拠とするものであり、これまで、世界で知的障碍者における高

等教育推進のイニシアティブをとっている大学等の紹介と、また、

このセンターにおいてどのように統合教育が始まったのかについ

て話された。また Jamima MacDonald 研究員は主に教育関係に携わ

っており、現在の活動の内容や今後の課題について話した。 

 続いてプログラム 2の当事者学生らへのインタビューでは、実際

に IEPを受けている当事者より生の声、どのような体験をしている

のか、また自らはどのような成果を感じているのかなど、大学生活

の当事者ならではの発言があり、さらに保護者から見る当事者の様

子などについても意見発表があった。 

 プログラム 3では、心理療法を専門としており、このプロジェク

トのマネージャーを務めている Kylie Gorman による「CDS 教育パ

ッケージ～本人主体～」の説明が行われた。そのパッケージは、障

碍者を対象とした教育者や支援者に対する障碍者支援研修プログラ

ムであり、センターで行われている教育方法を一般向けに提供し、

研修を受けたのち社会全体の理解を深め、さらに広げていこうとす

る活動であり、これまでに 600 人以上の一般受講者がおり、年々増

加傾向がみられるとのことであった。 

 プログラム 4では、生涯学習の重要性について Trevor Parmenter

名誉教授による講話があった。Parmenter氏は 1974年マッコーリ

大学で研究を重ね、知的障碍者が中等教育を修了した後も、さら

に学べる環境が必要であると考え、社会に出る前の準備機関として、

「Work Preparation Center」（職業準備センター）を立ち上げた。

その結果、高等学校卒業後のさらなる教育というものの重要性につ

いて確信したという。その活動は世界に広がり 1999年には IASSIDD

（国際知的発達障害学会）の会長を務めた実績を持つ。シドニー大

学でセンターを創立させ、現在も、障碍者にも教育の機会を設ける

必要性について様々なところで講演を続け世界へ発信している。 

 プログラム 5 では、支援ニーズのための方法と評価について Sam 

Arnold 氏がプレゼンした。Arnold氏は様々な実態を分析する中で、

当事者に必要な支援とは何か、またどの程度の支援が必要とされる

プログラム 1「統合教育プログラム」 

プログラム 2「当事者学生、家族との意見交換」 

プログラム 3「CDS教育パッケージ～本人主体～」 

プログラム 5「支援ニーズのための方法と評価」 
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のかについて研究を深め、実践に活用している。そこで紹介されたのが「I CAN」という評価ツールである。こ

のツールを繰り返し使っていくことでどれだけの成長が見られるかなど数値として現れること、このシステムが

どのような役割を果たしているのかなどについて話された。 

 

第５節 インクルーシブ教育プログラムの普及の現状 

 

１ 国際的に見たインクルーシブ教育プログラムの現状 

 国連障害者権利条約の第２４条には「締約国は

教育について障害者の権利を認める」と謳われて

いる。オーストラリアはこの権利条約の批准国で

あるため、大学教育を含めたあらゆる教育を受け

る機会を障碍者に提供する義務がある。しかしこ

うした条約を批准したにも関わらず知的障碍者が

大学レベルの教育を受ける機会は非常に限られて

いる。今日、この分野は、国際的に関心の高い分

野であり、右の地図でマークが付けられている場

所では何らかの大学におけるインクルーシブ教育プログラムが実践されている。カナダのブリティッシュコロン

ビア州のアルバータでは、知的障碍者の大学教育が既に 30 年以上前から提供されている。また、アメリカ合衆

国では、現在国内で 300校以上の短大や大学が知的障碍者に対して教育の機会を提供している。なお、アメリカ

における大学の知的障碍者受入形態は全体の 75%が分離教育である。すなわち、学業は分離型で行われており、

健常学生との社会的交流は別の場面で対応している。アイルランドでは、Trinity College（トリニティーカレ

ッジ）がこの分野のイニシアティブをとっており、現センター長の Patricia O’Brien 教授もかつてトリニティ

ーカレッジで勤務していたためこのセンターとも交流関係を強く持っている。このトリニティーカレッジでのプ

ログラムのベースになっているのがハイブリットモデルと呼ばれるもので、つまり知的障碍を持った学生は通常

の講義にも参加でき、かつ別の授業も備えているのである。すなわち、分離と統合を兼ね備えているために“ハ

イブリットモデル”と呼ばれている。オーストラリアでは、大学のインクルーシブ教育を行っている大学はわず

か 2校である。シドニー大学はそのうちの一つであり、もう一つが南オーストラリア州アデレードにあるフリン

ダース大学である。フリンダース大学は 1999年にスタートしており、シドニー大学は 2012 年にスタートしてい

る。この両大学はいわゆる完全統合型のインテグレーション（統合教育）を行っている。 

 

２ Parmenter 教授による「生涯学習の重要性」 

 1970 年代、Trevor Parmenter 教授が知的障碍児特別支援学校の校長

をしていた当時、高等部卒業後は、ほとんどの生徒が世間から隔離され

た作業所に行っていた。そのことに、Parmenter氏は疑問を感じていた。

多くの卒業生たちは普通の職業に就くだけのスキルを持っていると思

えたからだ。 

 Parmenter教授は、我々に以下のことを語った。 

 理念上も心理学上においても中等教育を受けた生徒たちはさらに高

い教育を受けるべきだと考えるのは当然である。理念上では、障碍者の

人たちも同じ教育を受ける権利を持っているのだといえる。しかし、教 プログラム 4「生涯学習の重要性」 
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育心理学を学んだ人にとっては、知的障碍者の成長時期というのが、一般の人たちよりも発達が遅いということ

を考えれば、学ぶということは身体的にも知的にもさらに年を重ねた方が意味があるものになるのである。した

がって、そうした子どもたちが成長していく上で、成長する時期における教育の重要性は強調しても強調しすぎ

ることはない。18歳で卒業したあとにこれからさらに成熟していく上で、それ以降の能力を高めていくための教

育というのは非常に重要であると考えられる。 

 

３ シドニー大学におけるインクルーシブ教育の成り立ちと経緯 

 2012 年、Patricia O’Brienがアイルランドのトリニティーカレッジでの経験を得た後に CDSのセンター長に

就任した。アイルランドで学んだインクルーシブ教育をさらにオーストラリアで展開したいというとこからプロ

ジェクトが始まった。幸いなことに、O’Brienセンター長は、その当時このインクルーシブ教育の分野に熱心だ

った州政府の職員と出会った。州政府の職員は非常に協力的であり、助成金を受けることができた。それにより、

このプロジェクトの開始が実現したのである。プロジェクトチームの最初の取り組みとして、まず、インクルー

シブ教育推進委員会の設立を行った。そして、知的障碍を持つ 5人の青年たちに対して 6か月間大学で学ぶこと

に関心があるかを尋ねた。その結果、全員が大学生活を希望しその学生たちは 6ヶ月間大学で学ぶことになった。

助成金により、大学では、学生たちの学内での社会的交流の支援を担当するための 2人のコーディネーターを雇

用した。また、助成金の一部をリサーチ活動にも活用した。このパイロット事業の実施により、学生たちがどの

ような経験をし、その中で何を獲得したのか、またメンターとして一般の学生たちがどのような体験をしたのか

というリサーチも行った。シドニー大学が使ったモデルは「聴講生モデル」である。「聴講生」とは講義への参

加やチュートリアル（個別指導）に参加はできるが、単位の取得ができない学生のことである。このプロジェク

トに参加した学生たちは、自分が持っている強みや能力などの関心に基づいて特定の授業に参加することが求め

られた。この 6ヶ月のパイロット事業が成功に終わったことにより、その後、実際に 2 年間のプログラムが導入

されたのである。大学は、このコースが終った学生に対してプログラム終了の証として修了証書を渡している。 

 

第６節 シドニー大学におけるインクルーシブ教育の実際 

 

１ 学生や教員からみたインクルーシブ教育の印象 

 最初のパイロット事業で学んだ学生たちは、この 6ヶ月のプロジェクトの印象について、次のように述べてい

る。 

 「6 ヶ月間、大学に溶け込んでいた気がするし、受け入れてもらったようでとても満足している。あとで仕事

をするときに必要となるスキルを学ぶことができた。また、友だちと会って楽しむことができた。」 

 これは、とても重要な点である。 

 また、教員からのフィードバックの意見の中には、単にやらなければならないからというのではなく、「人権

という意識を高めることができた」という意見があった。すなわち、学生たちにとってだけではなく、教員にと

って、また大学全体にとって貴重な経験であったという意見が出ているのである。また、一般学生からの意見の

中には、今まで直接的に知的障碍者と会ったことがない学生がこのような機会があったことをとてもポジティブ

にとらえていたという意見もみられた。 

 

２ ２年間のプロジェクトの内容 

 最初の半年間のパイロット事業の終了後、推進委員会は、この事業は継続して行うだけの価値のあるプロジェ

クトであると判断し、州政府の補助金を受けて 2年間のプロジェクトを進めていくことになった。その後、2013
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年と 2014年の 2年コースがスタートし、学生は 10名に増加した。大学での科目はあくまで学生自身が選択し、

教員側から特定の教科の受講を進めることはしないようにした。その結果、2年間の間に 10人の学生たちが学ん

だ教科は 5つの学部に亘っている。パイロット事業で明らかになったことは、より個人ベースの支援が必要であ

ること、そして、グローバルな視点に立って最も適切な教育方法を学び、導入するべきであるということであっ

た。そこで補助金をさらに増額してもらい、その分を個別授業に充てることにより、マンツーマンの対応ができ

る形式を導入した。各学生には、メンター（一般学生のボランティア）が付いているが、メンターは徐々に増え

ていき、20人の学生がメンター役を希望した。2014年には、シドニー大学の中心にある伝統的な建物において、

プログラムに参加している学生とメンターに対してその功績がたたえられ表彰式が行われた。    

 

３ Christopher Barton とスタッフの Damadaとの対談 

 Bartonは、スタッフの Damada と大学生活について対談をした。その内容は、以下のとおりである。 

Damada：Bartonはどうしてシドニー大学を選んだのかな？ 

Barton：この大学が知的障碍者に大学で勉強できる機会を提供しているからだよ。高校を卒業した時に大学に行

きたかったけど大学に行くための点数がなかったので、残念だなと思っていた時にシドニー大学のインクルーシ

ブ教育を知って大学に行ってみたいと思ったんだ。実際に大学に行ってどんな教科があるのか話を聞く中で、栄

養学について勉強したいと思ったんだ。栄養学を選んだ理由はもっと栄養について知りたいと思ったから。人か

ら「どこの大学に行っているの？」とよく質問を受けるんだけど、そのときは「お父さんが行った大学と同じ大

学だよ。」と答えているよ。 

Damada：この事業は、若い知的障碍者に対して教育の機会を提供することを目的に、2012 年にスタートしました。

成功するかどうかわからない中で、まず試験的に導入しました。その結果、実際に参加した学生たちの独立心が

とても強く芽生え、自己主張する態度が育ってきました。そのような成果に確信する中で、その後も継続してい

くことになり、パイロット事業から本格プロジェクトに発展していきました。大学では、ひとりの学生に対して

メンターと呼ばれる学生が 2人付いて個別指導のお手伝いをすることで大学で必要とされる様々な支援を提供し

ています。 

Barton：メンターには２種類あって、メンターのひとりは勉強の手伝い、もう一人のメンターは生活の面でのサ

ポートを担当します。一緒にコーヒーを飲みに行ったりします。メンターとの関係は、うまくいったり、いかな

かったりいろいろです。 

 

４ パイロット事業で見えてきたプロジェクト成功のための７つの秘訣 

 パイロット事業の結果、プロジェクトを成功に導くためには、以下の７つの要素が必要であるということが明

らかになった。 

① プログラムをコーディネートをするスタッフが 2 人以上は必要であること。CDS では、正規のス  タッ

フと有給のパートスタッフの 2人が対応にあたっている。スタッフの仕事はあくまで陰の仕事  であり、各

障碍学生とパートナーになっているメンターがファシリテーター（陰の推進者）として、  障碍学生が授業

を上手く受けるために一般学生と関係作りをしている。 

② CDS の 9 人の学生は、強い動機を持ってプロジェクトに参加している。彼らの関心事はバラバラ  で、

大学内にある多様な機会を利用して活動している。9 人というのは一人ひとりに対し、個別に対応できる人数

で、あまり多くない人数であることがポイントである。 

③ 学生たちを受け入れている学部は 6学部ある。それらは、「アート」（キャンパス内にあるシド  ニー

芸術大学）「ヘルス・健康」「ビジネス」「社会科学」「教育」「音楽院」の 6 つである。IEP のベースにあ
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るのは大学での生活のあらゆることに学生たちが積極的に参加するということであ   る。 

④ プロジェクト成功の秘訣の 4番目はメンターである。これがこのプロジェクトが成功した一番大  きな

要素である。メンターはほかの一般学生であるが、２種類あって、ひとつは勉強の部分の支援、  もうひと

つは社会的な支援である。この勉強の部分のメンターを「アカデミックメンター」といい、  学生たちと一

緒に講義を受け、不明な点を手助けしている。学生たちにとって慣れた人からの支援  は安心する。また授

業中のみならず、授業の前後においても必要な支援を提供している。そして、もうひとりのメンターは社会的

部分を担当し、そのメンターを「ソーシャルメンター」と呼んでいる。ソーシャルメンターは、放課後一緒に

コーヒーを飲んだり、同好会に参加したり、ショッピングに出かけたりしている。その他にも、本人がしたい

ことがあればそれに付き合う支援をしている。このメンターを決めるのは、学生とメンター希望者とが「お見

合い」のような形でマッチングさせる。まずメンターになりたい人が応募して、その後、その学生がどのよう

なことに関心があるかについて面談し、IEP の学生とマッチメイキングをするのである。現在メンターの役割

を引き受けてくれている人は 20 人以上にのぼっている。メンターは、原則として学期ごとに交代するが、一

度メンターを経験した人は何度も応募してきてくれている。しかし、基本的に学期ごとに交代し、その度にマ

ッチメイキングをする。 

⑤ 5 つめの構成要素はチューター（個別指導員）である。このプログラムのチューターは、シドニ  ー大

学で古代史を教えている講師である。その講師は元々、大学で古代史を教えていたが、その際  に知的障碍

学生がその授業を受けており、その学生に強い関心を抱くことになった。そこで、その  講師に有給のコン

サルタントをしてもらうことになったのである。2週間に 1回の頻度で、ひとりひとりに対し 45分間の個人指

導（チュータリング）を行っている。個人指導の目的のひとつは、学生が大学で学ぶことについてもっと理解

しやすいようにすること。そしてもうひとつは、各学期の終わりに一人一人が約 80 人ほどの前で自分が学ん

だことのプレゼンテーションをする際に手伝ったり個人的な指導するという役割がある。 

⑥ 6 つめの秘訣は、大学生のキャンパスライフである。勉強だけでなく大学における様々な社会的  な活

動が重要である。教員やソーシャルメンターは、学生に対し同好会やサークル活動などへの積  極的な参加

を勧めている。 

⑦ 最後の重要な秘訣は、家族や支援者たちである。センターは家族や支援者たちと密接な関係を保  ち、

お互いに価値観を共有していることを確認し、それに基づいて適切なサービスを提供するとい  うことを常

々心がけている。そしてそうした活動を続けながら、常に教員やメンター、学生たちか  らフィードバック

を受けることにより、常に改善に取り組んでいるのである。 

 

５ 教員と学生からのプロジェクトに対するフィードバック 

 教員からフィードバックされた意見は以下の内容である。 

「クラスの中で彼らは本当に素晴らしい学生たちです。ほかの人たちよりまじめに勉強しています。」 「自分

の講義に出席してもらうのをとても楽しみにしています。常に一生懸命で集中力がすごくある。一生懸命やる姿

が素晴らしいです。」 

「マフューという学生は、いつもやる気満々で、ほとんどの授業に出て、会いに来てくれます。」 

 次に、学生たちからフィードバックされた意見は以下の内容である。 

「時々、不可能なことを夢見ます。しかしその不可能が現実にできた時それは奇跡と言っていいでしょう。この

シドニー大学で出席する機会を頂けて、インクルーシブ教育のおかげでそういう感情を感じることができまし

た。」 

「大学に属していると感じることができる。大学が大好きです。」 
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「シドニー大学での IEPプログラムを受けるの前は、私は特殊学校の生徒でした。今は、独立した“大人”とし

てもっと広い世界で学んでいる一人の人間です。」 

 最後に、メンターは、日々の活動についてどう思っているのかについての意見は以下のとおりである。 

「アレックスのソーシャルメンターをやっています。近くにいていろんなことが上手くいっているかを見守って

いる役割です。生活を楽しんでいるということを保証するための役割です。」 

「いろんな経験をしたり楽しむことのお手伝いをするのが私の役割です。」 

「インクルージョンとは、受け入れること。一緒にすること。阻害するのではなく一緒に何かをすること。みん

ながリラックスすること。参加に平等の機会を提供することだと思います。」 

「プログラムについての意見は、社会的、あるいは学業においてメンターが支援を提供することによって、障碍

を持つ学生たちに愛や、平等、幸せを共有するコミュニティが築かれる。したがって障碍者が受けるべき権利を

擁護されるための保証になっているのです。」 

「IEPプログラムは、障碍者の教育制度を作るといことがいかに重要かを教えてくれました。つまり学生たちが、

主流の教育制度に合わせていくのではなく、学生たちに対して新しく創るということが大事なのです。というこ

とでこの IEPプログラムの提供が私に対してとてもありがたいと思っています。」 

「このプログラムに参加したということは自分の経験を豊かにしたし、様々な情報を与えられる機会にもなりま

した。」 

 

６ プロジェクトの今後の方向性 

 今後、このプロジェクトを継続していく方法、州政府からの補助金の継続を指向していく方法を検討する上で

懸念されている問題は、国が主導して導入された「障害者保険制度」である。この保険制度の導入により新しい

機会が設けられる一方で、これまでのやり方を大きく変えなければならないところが出てきている。そこで、CDS

は、今後は、「社会企業モデル」をベースにしていこうと検討している。すなわち、CDS としては、社会的市民

である企業、とりわけ慈善事業に協力的で活発な企業等にアプローチし、ビジネス関係を持ちながら、これまで

のやり方を継続していくというビジネスモデルを模索している。例えば、企業がスポンサーとなり奨学金を出す

とか、学生一人ひとりに対してお金を出してもらう等のことも考えている。 

 その一方で、これまでのプログラムをさらに改善していく努力を続けるということも推進している。また、大

学のキャンパス内においてもこのプロジェクトが拡大しつつあるため、大学側の支援の規模も大きくなってきて

いる。そこで、さらに学内での様々な活動に参加できるようロビー活動を続けていく予定である。 

 CDS は、今後、学生たちのインターンシップの導入も検討している。学生個々人、やりたいことは様々だが、

国際的なリサーチにおいても明らかになったように、職場での経験、コミュニティでの経験を、実際の現場で行

う機会を創っていくことが必要であると考えている。 

 

第７節 プロジェクト参加学生インタビュー 

 

１ ステファニーの場合 
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 「こんにちは。私の名前は、ステファニーです。私は栄養学を勉強しました。特に、健

康とスポーツといったことを勉強しました。いろんな学科を勉強しましたが、どれもとて

も楽しいと思いました。私はこのプログラムのことを、前にこのプログラムのコースに通

っていた友だちから聞きました。その彼女の方からどういうコースだったかとか、2 年間

どうだったかとか聞いて知ったわけです。このプログラムに関心を持った理由は、はじめ

は、母が大学に行ってほしい、私にもっと学んでほしいという思いがあったからです。も

ちろん、私自身ももっと学びたいと思いました。大学生活では、私には、メンターが 3人

ついてくれました。まず、マンリーさんですが、彼女は、私が勉強してきたふたつの教科でいろいろ手伝ってく

れました。『ヘルス＆スポーツ』という教科と、『若者と文化』という教科です。2 人目がグリーさんです。彼

はスポーツコーチングの部分で勉強を手伝ってくれました。その２人は同じ教科を勉強していた人ではなくて、

ただ自分が授業を受けるときに一緒に来てくれて隣に座ってくれたんです。3 人目はミッキーさんです。彼女は

ソーシャルネットワークということでいろいろと人とのつきあいの輪を広げるときに手伝ってくれました。いろ

いろなお話をしました。私にとってこの大学に入って一番良かったと思うことは、この大学で勉強し始める前は、

自分に自信がなくて一人では何もできませんでしたが、社会に出るためのいろいろな勉強をするということを通

して、自分ひとりでも様々なことができるようになったことです。つまり、自立できたということです。一方、

大学生活の中で一番難しかったことは、これから先生になろうとして勉強している教育学部の学生たちとグルー

ププロジェクトを組んだときなのですが、そのときのコミュニケーションの手段としてフェイスブックが使われ

ました。そのフェイスブックでは、みんなチャットをしているので、ひとつのトピックにずっと一貫して話をし

ているわけじゃなくて、話題がそれたり、別の話題に移っていったりということが頻繁に起こります。そのため、

自分にとっては、その流れについて行けないという問題がありました。最終的には，このプロジェクトのコミュ

ニケーションの手段としてベターなのはフェイスブックではなく、Ｅメールの方がいいだろうということになり

変更になりました。私にとっては、フェイスブックを使ったコミュニケーションというのが一番難しかったです。

来年度、一番楽しみにしているのは、夏休みが明けて、友たちとまた会えることです。家庭や地域での生活で一

番の変化は、自立してきたことと自分に自信がついたことです。」 

 

２ アイリーンの場合 

 「アイリーンといいます。私は、幼児期における栄養および健康についての勉強をし

ました。とても興味深いと思いました。このプログラムの存在については、母から聞き

ました。このプログラムに参加したいと思った理由は、自分もやはり大学で勉強したい。

特に、兄や父が大学に行ったように私もそういうことをしたいと思いました。この IEP

プログラムではそれができると知りました。私の大学生活では、メンターは、ジェミー

という男子学生でした。彼は、授業が休講になったときには、スマートフォンでそれを

私に教えてくれました。「今日は授業があるよ」とか「今日は授業が取りやめになった

よ」と。私は、幼児教育ということで一貫してそれに関連した教科を勉強してきました。メンターのジェミーも

同じコースに入っていました。ジェミーを通じて私はとてもいいたくさんの友たちを作ることができました。大

学に入って一番良かったことについてですが、父は、UTS（シドニー工科大学）でエンジニアリングを教えてい

ます。それで、私もこの大学に通うので、一緒に家を出て、それであるところで、私はこっちの大学、父は向こ

うの大学と「じゃあね」というふうに別れます。一緒にそれができるというのがとても嬉しいです。その他には、

クラスメートができたということです。また、毎学期、授業でプレゼンテーションをするので、そこでとてもい

い経験をしています。また、そのプレゼンをするためにいろんな人たちと会うということもとても楽しいことで
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した。特に教育学部の学生たちと一緒にプロジェクトを組んで、その結果をプレゼンしたというのはすごくいい

ことだったと思います。自分は先生になりたいので、教育学部の学生たちと「はらぺこあおむし」の絵本を一緒

に作って学校で教える経験をしました。それをビデオに撮って、どのような教育がインクルーシブ教育か、健康、

食事、アレルギーの原因、ピーナツバターなどはアレルギーの可能性があるのでフルーツを食べましょう。そう

いうことをビデオにまとめて５分間にまとめてプレゼンをしました。１学期は１３週間ですが、プロジェクトを

組むのは真ん中くらいから始めています。一方、大学生活の中で一番難しかったことは、ある先生が早口すぎて、

ちゃんとノートが取れないというのが大変でした。だから、取れるだけノートをとって家に帰ってそれを読み返

してもう一度書き直すということをしました。来年度最も楽しみにしていることは、もっとたくさん勉強をする

ことです。それから、新しいコースで勉強するということも楽しみにしています。」 

 

３ アナリタの場合 

 「アナリタといいます。考古学と古代ローマの勉強をしました。とっても楽しかったで

す。というのは、講義に出ても内容が理解できたからです。それから講師の先生やメンタ

ーからいろいろなフィードバックをもらったこともとてもうれしかったです。私がこのプ

ログラムを知ったのは、母がこのプログラムについてよく知っており、その母が私に教え

てくれました。それから、父がシドニー大学に通ったのでよくこの大学に連れて行ってく

れたので親近感がありました。このプログラムに参加してみようと思った理由は、まず私

は人が好きで、いろんな人たちに会えるということがあります。それからこのプログラム

ではいろんな情報を提供してもらえるということを知ったからです。あとは、実際にメンターなどと一緒にいろ

んなことができるということもおもしろいと思いました。私は関心があることを今まではひとりでいろいろとや

っていたわけですけども、考えたんですね。他にも同じように関心を持っている人がいれば一緒にやっていいん

じゃないか、それからそのような同じ関心を持っている人と一緒に何かをやるとか、あるいは、バックグラウン

ドがまったく違う人と会う機会があって一緒に何かをやるというような人がいたら楽しいことだと思うし、あと

はそうしたことをしながら自分をサポートしてくれるという人がいたらこれはとてもいいことだと思うんです

ね。それからもうひとつ、一方的に誰かがこれをしようというのではなくて、いろんな見方があるわけで、それ

を話し合うということはいろんな意見が聞けて、とてもいいことだと思います。それからあとは、自分で何か成

し遂げたいという気持ちがあって、それができるんじゃないかなと思います。大学生活では、私には 2人のメン

ターがいました。2 学期のメンターはコリーナという人で、彼女は本当にいろんなことで手助けをしてくれまし

た。よく携帯電話にテキストメッセージを送ってくれたんです。それから、教室の中では、メモ取りをしたりも

したし、また私がちゃんとついていけてるかどうかをチェックをしてくれるということもありました。2 学期の

最初から最後までを通していろいろな形でサポートしてくれました。それから、あとはチュートリアル（個別指

導）のときにも一緒についてきて手伝ってくれました。彼女自身は私と同じコースで勉強している学生でもあり

ました。私がこの大学に入って一番良かったことは、視野が広がったということだと思います。物の見方が広が

ったと思います。たとえば、今自分の周りで何が起きているのかということについて、以前よりも意識が向くよ

うになりました。また、母親に、今、自分が関心のあることを話したときに、母にはあまり関心がないようなこ

とがあるんですけど、それは私が母とは違う関心を持つ、つまり、自立して生きているということの現れだとい

うように思うようになりました。もちろん、母は、それぞれの学期を通してサポートしてくれるし、実際に一緒

に学校まで通うときについて来てくれたりするのですが、時々、『これじゃだめだ』『たぶんそれはやめにした

方がいいのではないか』と思うことがあるんですね。そんなふうに自分の考えが出てきてそれを母に話ができる、

大学でこうこうこうだということを元にして母と話ができるようになったというのがとてもよかったと思いま
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す。母はちゃんと話を聞いてくれるし、理解をしてくれるというところがあるので、自分が思ったことをいろい

ろと話ができるということ、できるようになったということがとてもよかったと思います。私にとって大学生活

の中で一番難しいと思ったことは、自分個人の生活と大学での生活とのバランスの取り方、どういうふうにすれ

ばいいバランスが取れるのかというのが難しいことだと思います。来年度の楽しみは、よりたくさんの自由、選

択肢がもっとたくさんあるということ、それとレクチャーを通してもっとたくさん知識を得ることです。」 

 

４ アナリタの母、ラクシミの場合 

 「アナリタの母、ラクシミといいます。母親として自分の娘が大学でこうして勉強で

きるということは、とてもエキサイティングなことに感じています。また、そういう機

会を与えられたことを、大変うれしく思います。私がこのプログラムについて知ったの

は、仕事の同僚から聞いたということなんですね。娘のアナリタは、学校を卒業した後

に仕事をしていたわけですけど、もっとこういう機会があったらいいと考えていたんで

す。そのときに、職場のある友たちからこういうプログラムがあるよということを聞い

て、あとで E メールでそのプログラムの詳細を知らせてくれました。それがきっかけで

す。私がこのプログラムに関心を持った一番の理由というのは、娘のアナリタに大学に行く機会を与えてくれる

ものであったということです。娘が大学に行くということは、親にとっては不可能な夢なんです。ですから、娘

に対しては、大学に行くとかということを敢えて勧めることはしませんでした。決してこんなことは起こるわけ

がないという考えがあったからです。しかしこのプログラムを聞いて、特に、このプログラムがインクルーシブ

なものであるということで大変興味を持ちました。このインクルーシブというのは、すなわち、障碍を持ってい

る人たちだけのものではないということ、あらゆる人たち、学生たちに対して提供されるものであるということ

なので、娘の立場からしても大変興味がある、また大学に行くという夢を叶えてくれるものでもある、また親と

して娘がそうした機会を得られるということは、本当に素晴らしいことだと思いました。大学での最初のメンタ

ーは、娘とは違う学科を専攻していました。娘は考古学を専攻していましたが、メンターは他の教科を学んでい

ました。ただ、学業は別にしても、母親としては娘が同じ年齢の人と一緒に過ごす、そして、その人といろいろ

な話をし、そして支援をしてもらうということは親の気持ちとしては安心できるというところがあります。それ

から、教科は違うにしても、一緒にランチを食べるとか、そうした友人がいるということ自体がとても重要な点

だと思いました。そして、2 学期になって付いたメンターは、娘と同じ教科を勉強していた人でした。古代ロー

マについての勉強でしたけど、彼女の場合には、社会的に時間を一緒に過ごすというようなことはあまりありま

せんでしたが、レクチャーを受ける上でどこに行けばどういう情報があるとか、勉強していく上でいろいろと役

に立つアドバイスをしてくれたということがとても娘にとってありがたいことでした。今年度はアナリタは自尊

感情も高まってきたし、それから自信もついてきたというのは明らかなんですね。ですから、来年度はもっと自

立してほしい。通学の時も、ひとりで通学をしてみるというようなことを実際にやってもらいたいなと思ってい

ます。」 

 

第８節 シドニー調査で学んだこと 

 

１ IEP（統合教育プログラム）の意義 

シドニー大学視察調査の中で、当事者学生、保護者から直接話を聞ける貴重な機会の中で一人の学生から「大

学に通う前は自分に自信がなく何もできなかったが勉強を通して一人でも様々なことができるようになった」

「大学に通うようになって変わったことは、自立してきたことと自信がついたことです」と自信をもって話をし



73 

 

てくれたことがとても印象に残った。これらの言葉や、言葉を話すときの生き生きとした表情、これらはどこか

ら来るのだろうか。 

 シドニー大学の障害研究センター（CDS）では、障碍のある学生の学びに対する専門的な研究と実践が継続さ

れており、質の高い高等教育を提供する体制ができている。ここで注目すべきことは、学生自身が学びたい科目

を選択し、受講することができるシステムがあることである。すなわち「与えられた学び」ではなく「自らが望

む学び」であるということである。このことは、障碍学生に、一般学生と同様に大学生活を過ごしているという

意識と自覚を育んでいる。 

 また、一般学生と学ぶ際に生じるであろう困難に対しての支援も充実している。その柱となるのが、障碍学生

と一般学生とがペアになり、必要な支援を行う「メンター」の存在である。職員や学外のボランティアが支援す

るのではなく同じ大学の学生がメンターとして支援することで、ただ単に支援する、されるという一方向的な関

係ではなく、時にはショッピングや同好会の活動などを一緒に楽しむ友人、仲間として接するという双方向の関

係性が確立できるのである。これは、障碍のある学生にとって、大学が自分の生活を楽しく豊かにすると実感で

きる上での重要なシステムだといえるだろう。 

 さらに、これらの支援やシステムに加え、2 週間に 1 度のチュートリアル（個別指導）を導入している。ここ

には「障碍があるから、ただ授業に参加していればいい」ということではなく、自分が学ぶべきことについてし

っかり追究し深めるという大学本来の学びを障碍のある学生にも経験させるという大学側の意図が現れている。 

 このように、障碍学生の高等教育に関する研究の積み上げと実践を通してその学びと自己研鑚を尊重し、ひと

りの人間として豊かに生きる権利を保障する取り組みを進めているのがシドニー大学の統合教育プログラムだ

といえるだろう。 

 障碍のある学生が大学に通いながら様々な経験をすることで問題を解決したり、たくさんの友だちと関わるこ

とが自信や喜びとなり、先に紹介した言葉となって表出したのであろう。また一般学生にとっても、メンターと

してこのプログラムに参加することで、共に成長できる機会となっていることが明らかになった。「学ぶ」とい

うことが誰にとっても大切で必要なことであるとあらためて認識することができた視察調査であった。 

 

２ IEP（統合教育プログラム）を立ち上げる力 

 シドニー大学の統合教育プログラムもその基底に国連障害者権利条約の批准があることは日本と同様である。

ただ、それを大学での「高等教育プログラム」として位置付けるために、熱意を持ち、核となる人物の存在があ

ったことが印象的であった。 

 法制度は整備されてもどこから何をどのように進めていくのか、その最初の道筋をつけることはとても難しい

ことである。現に日本においては、障害者権利条約を批准しているにも関わらず、知的障碍者の高等教育保障に

関しては、足踏み状態となっており、未だスタートラインにさえ立てていない状況がある。特に、立ち上げ時の

理念と方向性の明確化はその後の高等教育の在り方を決定づけていくものとなるだけに、高等教育関係者をはじ

め、障碍をもつ学生、保護者、一般学生など多くの人々の理解と共感を得る内容を備えていることが必要である。

また、現実問題としてプログラムを実施する資金の調達も不可欠である。 

シドニー大学において、その重要な役割を担ったのが CDS のセンター長 Patricia O'Brien である。アイルラ

ンドのトリニティーカレッジでの実践をオーストラリアに持ち帰り、トリニティーカレッジでベースとなってい

たハイブリッドモデルをさらに発展させる形でシドニーエクスペリエンスを創出した。またその実現のための助

成金の確保も実現している。これらは決して偶然が重なって実現したものではなく、研究実践の確かさ、関係者

間の連携、プログラム実現への短期的かつ中・長期的ビジョンがあってこそ可能になったに相違ない。このよう

に、新たなプログラムを立ち上げるためには、その核となるリーダーの資質がとても重要である。 
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３ IEP（統合教育プログラム）実践の推進力 

シドニー大学プログラムはまだまだ歴史が浅いにも関わらず着実に成果を上げている。その要因として以下の

ことが考えられる。 

① 設立時における理念や手法の根底の部分がしっかりしている。 

② その部分を引き継ぎ、改善・発展させる方向で推進する専門的知識・スキルを持つ人材が確保できている。 

③ 研究と実践が一体化しており、単なる机上理論でなく実践による検証の重要性を強く認識している。 

④ 広く情報収集に努め、最新の理論や実践について豊富なバリエーションに応えうる体制を整えている。 

⑤ 外部評価を受けることにより、より実践的なプログラムへと改善していく姿勢を貫いている。 

⑥ プログラムを大学内での実践レベルで終わらせることなく、理念の推進と実現のために社会企業モデルの構

築を視野に入れるなど、将来へのビジョンを明確に持っている。 

このように、理念や実践の継続、実践の評価、新たな枠組みづくり、大学や国を超えた広範な情報収集と必要

な情報の共有などを駆使しながら、実践の歴史は短くとも確実に成果をあげているのがシドニー大学の統合教育

プログラムである。研究、実践の良し悪しは、その取り組みの長短ではなく、目的遂行への熱い思いと、それを

実現、発展させていくための総合的な視野と発想、有能な人材、そして実践を改善していくため自らの実践に対

し外部評価を受け入れる謙虚さによることが明らかになった。 

 

４ シドニー大学 CDS（障害者研究センター）の研究体制 

 シドニー大学 CDSには、様々な分野の博士、研究員が集まっており、それぞれの役割が決まっている。そこに

はメンターと呼ばれる一般学生のボランティア支援者、チューターと呼ばれる個別対応講師が中心となって障碍

学生のサポートを行っている。さらに、研究チームはそのバックアップとして障碍学生がどのようにプログラム

を遂行していくのか、またその実践においてどのような成果を出しているのかについての研究のプロセスを決め

ている。それにより、2 年間という大学在籍期間の中で、確実に障碍学生に対するアプローチが重ねられている

のである。また、障碍学生自身も同世代のメンターから学習支援、余暇や生活の中での支援だけでなく同じ大学

の学生たちとコミュニケーションをとり接することで統合が図られている。 

シドニー大学でこのプログラムが始まりわずか 3年の中で、ここまで確実に研究と成果を上げるためにはこれ

だけのプロジェクトの大きさがあるからこそ可能であったに相違ない。 

 

第９節 フリンダース大学視察 

 

１ キャンパスツアー 

フリンダース大学のキャンパスの広さは 257ヘクタールです。

キャンパス内にはスポーツの施設などがあります。キャプテン

マテューフリンダー船長が、フリンダース大学の名前の由来で

す。南オーストラリア州の海岸線を探索した初めての探検家。

インべスゲーターという船のキャプテンでした。 

3月にオープンした新しい建物です。「プラザ」は 2,000人

が座れる野外劇場。大きなスクリーンがあります。教育部、法

律、物理、化学などの学部の建物があります。車いすを使う学

生もいるのでアクセビリティーに配慮しています。エレベータ
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ーもきちんと配置して障碍を持っている学生にも使いやすいキャンパスにしています。オーストラリア人の学

生、留学生の中にも車いすを使っている学生がかなりいます。 

オーストラリア政府は、外国人留学生の障碍を持っている人たちに対して特別に奨学金を提供しています。目

が見えない、歩けない、自国では金銭的な理由で電動車いすを使えないけど政府が提供することでオーストラリ

アでの留学を経験してもらえます。障碍留学生の約半分をフリンダース大学が受け入れており 12 名を受け入れ

ています。本学が障碍学生に対して適切なサポートサービスを提供していることを大変誇りに思っています。 

郵便局、旅行代理店なども大学の中にあります。図書館が 5箇所

配置されています。数百万点の蔵書をもっています。ここは 100％

学生のための建物です。楽に時間を過ごしたい時などに使用してい

ます。24時間オープンなので好きな時に利用しています。学生に楽

しんでもらうためにこの建物を建てました。 

25,000 人の学生の中に留学生が 4,500人います。彼らは必ずしも

キャンパスで勉強しているわけではなく、自国で勉強している学生

がいるので、教員が外国に出かけて行ってプログラムを展開してい

ます。学食では安いけど健康に良い食べ物を提供する業者を選んで

います。学生用のキッチンもあります。トースター、レンジなどがあり簡単な料理をすることができる施設を提

供しています。 

ここは「フリンダースコネクト」と呼んでいます。勉強での相談、授業料の支払いの相談を受けるなどの窓口

が一か所にまとまってあります。ピーク時には 1 日 2000 件のコンタクトがあります。勉強できるスペースも設

けています。 

どの建物、図書館でも学生が静かな場所で勉強したいという時にそんな場所を見つけられる配置をしていま

す。グループでの研究、勉強もできるスペースです。どの部屋でも充電ができた入り高速のインターネット環境

が整備されています。 

1970年以降女性専用の部屋を設ける大学が増えてきました。女性専用の部屋なので安心する女性たちも多いで

す。子どもがいる学生のために授乳する部屋も設けています。 

中庭に、大画面のテレビがありオリンピックを学生たちは観戦しています。 

 

２ ランチミーティング 

アドライン「私は、Up The Hill Programのコーディネーターです。 

学生に対して障碍者教育についてのレクチャーもしています。

シャーメイさんがいろいろな所に送り出す学生たちのスーパ

ーバイザーの役割もしてくれています。3年生 4年生を対象と

していて就職関係のアドバイスをしたり、メンタルヘルス関係

のアドバイスなども行っています。ユニットとして障碍を持っ

ている人たちに対する教育というのは、ドメインさんが担当し

ています。障碍を持っている人たちの学生というのは 3年間で

6 つのトピックを勉強するということになっています。必ずし

も高卒の人がそのまま大学に来るわけではない、そういう人もいます。年齢もバラバラで年齢に制限はあり

ません。今日のプレゼンの時に 2 人の学生に来てもらうようになっています。2 人とも講座は終わっている

ので年齢が少し上になります。3 年間の大学の勉強を終えた 2 人です。高校を終えた後にきた学生たちも 5
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人くらいいるので全体としての年齢は低いんですが必ずしもそういう人たちばかりではなくて、もう少し年

齢がいった人たちが改めて大学に来るという場合もあります。だから、彼女（レインさん）が担当している

ID の学生たちのメンターをしているのが、私がいろんな経験を積ませるために送っている学生たちなんで

す。レクチャーがあるとかいろんなところで必ず他の学生がサポートをしているわけです。」 

理事長「この大学には社会福祉学部みたいなのはあるのですか。」 

アドライン「ヘルスカンセリング＆ディサバリティーサービスという学部があります。ソーシャルワーカーにな

るためのコースがあり、それが福祉に当たるのだと思います。ソーシャルワークとかソーシャルポリシーと

かソーシャルプランニングというような言い方をします。ドレインさんの担当している ID の学生たちは、

トピックを自由に選ぶことができるわけですね、そのトピックに関して行なわれるレクチャーというのは普

通の学生に行われるレクチャーなので、ドレインさんがそうした講義をする先生だとかメンターとかそうし

たコーディネートをして、そういう学生たちがちゃんと講義を受けられるような体制を作っていくのです。」 

理事長「IDの学生が好む勉強というのはどういったものがありますか。」 

アドライン「いろいろな学生たちがいて様々なトピックを選ぶのですが、一つ言えることは、例えば、ある学生

が歴史に興味があると選ぶトピックというのはみんな歴史関係のトピックになるとか、芸術が好きであれば

それに関係するもののトピックを選ぶという傾向があります。今までの学生の中で、障碍というトピックに

関心を持った人もいれば、先住民の芸術や国際関係に興味を持つという学生もいました。」 

理事長「その 3年間のプログラムを終えてなにか資格だとか卒業のメリットはなにかありますか。」 

アドライン「卒業した時に学位はありませんが、修了証書を与えられることとあとはプレゼンテーション、私た

ちに対してプレゼンテーションを行うということも決まっています。3 年間終えた段階で通常の学生たちと

一緒に卒業式に出席をするので、その時には卒業生の帽子だとかガウンを着て卒業式に参加をするという形

を取っています。3年間終了するということは非常に大きな偉業というか達成感を持つものだとおもいます。

3 年間で選ぶトピックはひとつだけかもしれないが、他のふつうの学生たちと同じように 3 年間続けて勉学

に励むということはそれだけのコミットメントをしたわけです。それをやり続けたというのはやはり大変な

偉業だと思います。」 

理事長「途中でリタイヤする人はいますか。」 

アドライン「います。健康面や就職が決まったとか、別のことをやりたいというような理由があってのことだと

思います。実は、ヒィヨウナサンがいろいろな調査をやってデータを集めてきているのですけれども、中退

をする割合というのは、普通の学生と障碍を持っている学生の数字は違うけれども割合としてはほぼ同じと

いう数字になっています。障碍を持っている学生が辞める率というのは極端に高いとか低いというわけでも

ないです。実は、今年 3年生で前期をやった時点で仕事の経験をしてもらうという研修に参加を初めてした

学生は、彼女を通して仕事の様子を見るためにどこか送られていって経験を積んだ学生が出てきました。大

学の場合には前期後期と必ずしも前期から始める必要はなくて後期からスタートする学生たちもいます。ID

の学生で初めて研修に参加をしたのは女性なのですが、実際に障碍者学校の中の特殊学級に送られていっ

て、障碍を持っている人たちと一対一で仕事をするという経験を積みました。スポーツを一緒にするだとか。

つまり普通の学生にはこういうことはしていないけれども ID の学生がこういう形で参加することが初めて

です。とてもうまくいきました。すごくその経験は楽しかったと言っているのだけれど、彼女自身は作業療

法士になりたいという目標があるのでそこの職業に行くわけではありません。そのキャリアンと言う人なの

ですけれども今日来ることになっています。受け入れる学生の知的障碍の程度、例えば IQ が幾つとか考慮

することはなくて、応募する時に知的障碍という診断を受けたという書類があればその学生を受け入れてい

ます。障碍者であるということが確認できれば大学側としてはその人が学生としてここで勉強していく上で
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の対人関係ができる能力があるかどうかというだけを審査するだけです。」 

理事長「定員を超えた入学希望者がいた場合は何を基準に決めるのですか。」 

アドライン「人数は 1学年 6人。1回に 6人を受け入れています。資金的な問題があるので 6人と限っています。

全部で 6人。私自身は週に 2 日しか仕事をしていません。受け取っている資金というのが週 2日しか雇うこ

とができない資金だからです。そういう状況なので入学待機リストがあります。約 2年間待たなければなり

ません。12名くらいが待機リストにいます。継続するやり方ですけれども 1人が出ていけば 1人を受け入れ

る状況です。」 

理事長「年齢層は高卒ばかりではなく様々ですか。」 

アドライン「必ずしも高校卒業してすぐという人ばかりではなくて、ある程度経験を積んでから来る人もいるの

でかなり年上の人もいます。30 歳から 50 歳。大学の学位を取ろうと思った時に何歳からでも始められるこ

とはいいことだと思います。」 

理事長「日本ではほとんど 18歳から 19歳で入学する人がほとんどです。ところで、アップザヒルプログラムは

何年前にスタートしたのですか。」 

アドライン「1999 年に正式にスタートしました。それ以前の 1997 年にパイロットプロジェクトをスタートして

改善をしていきました。」 

理事長「最初から 6人は変わっていないのですか。」 

アドライン「最初は参加者 4 人で始まりました。正式にスタートできる資金が確保できたということで 1999 年

にこのプログラムがスタートしたわけですが、その間継続的に行ってきて少しずつ改善していきました。 

理事長「3年間で学生たちの一番成長するところ変化するところはどこですか。」 

アドライン「まずは自信を持つというところです。IDの学生たちもそうなのだけれども、メンターをする学生た

ちも経験を通して自信を持つことができるというところです。みんなにとってとてもいい経験ができるとい

うところです。あと会話力、話をする機会が格段に増える、メンターと話さないといけない、先生とも話を

しなければいけない。機会が増えてくることで技術も上達するのだと思います。時には ID である学生がメ

ンターである学生たちにこうするべきだとアドバイスをすることもあります。だから成功したひとつの理由

としては、人工的に作られた環境ではなくて、毎日の生活の中でいろんなことをやらなければいけないとい

うオプションがたくさん出てきたことだと思います。フォーマルでもインフォーマルな形でも学びの場があ

るということだと思います。 

理事長「IDの学生たちもサークル活動や行事に参加することはあるのですか。」 

アドライン「関心があれば当然参加します。2 人の学生はメンターも一緒に毎週木曜日にヨガのクラスに参加し

ています。あとは、アートが好きな学生が多いのでギャラリーに行くとか実際に絵を描く学生たちも多いの

でそういう行事に積極的に参加をする学生たちもいます。」 

理事長「フリンダース大学の 20 年という歴史の中で学生たちが成長しているのを見てオーストラリアの他の大

学が真似をしたいという意見、広がりはありますか。」 

アドライン「シドニー大学はそういうプログラムをすでにスタートしています。他の所ではメルボルンで似たよ

うなことがスタートしたということを聞いたことはあるのだけれども、それが大学ではなくてコミュニティ

の方に移ったというようなことを聞きました。同じようなことをしている大学はないと思います。必ず関心

を持っている大学というのはあるのです。我々がどういうことをやっているかということについて。ただや

はり大学という制度の中でやろうと思うと、どうしても制度的な要素が障壁になってしまうということで、

それを上手く実際に行うためのいろんなやり方というのは、かなりトリッキーといいますか難しいところが

あります。やはりアップザヒルプログラムというのは、本人ばかりではなくて参加者の親にとってもすごく
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影響の大きなものだと思います。というのは、障碍があるから兄弟と同じように大学には行けないだろうと

思っていたのが、そういう機会をもらえたということなので、それ自体をとても喜んでいるし、本人が満足

していると同時に家族についても自分の障碍を持っている子どもが大学に行って勉強しているということ

については大変な満足感を感じているという風に思います。プログラムをやっている我々の大学の中でさえ

バリアというか障壁になるものがかなりまだまだあるのです。例をあげれば、講師である先生たちが、学生

たちが勉強したいというトピックに必ずしもアクセスできるわけではないということがあります。障碍を持

っている学生たちを受け入れてくれない先生がかなりいる。そうした学生たちと接する機会がないというこ

となので、端的に言ってしまえば恐怖感というものが先生たちの中にあるのではないかと思います。」 

理事長「日本でも同じというか大学の先生たちも知的障碍者を理解していないと思うんですね。日本とフリンダ

ース大学の違いは、日本は全く受け入れていないがここは受け入れているから何らかの触れ合う機会がある

と思うのですけど、そこで変わってくる可能性というかそういうのを感じています。」 

アドライン「大学でとてもいいと思うのは、障碍者と仕事をしていくという人たちの専門家を育てるコースが大

学にはあるということです。それだけ障碍に対する理解も学生たちの中でも一般の所よりも深いと思うしそ

の考え方に対しても広がりを持たせることができると思うので、障碍というのをポジティブに捉える考え方

という土壌があるからできているのではないかと思います。 

障碍者政策及び実践というコースがあって、学びたいという海外からの留学生がかなりいます。留学生を

受け入れるということは我々にとっても非常に学びの機会だと思います。インクルーシブな社会なのか、ど

ういう状況が起こっているのかということも留学生を通して学ぶことができています。そんな理由でオース

トラリアと日本の間で更に活発なこのような交流ができていろいろな交換ができたらいいと思います。私た

ちの一番の上司キャロラインアリソンさんは、南アメリカに行ってそこの大学と交流をして情報交換をして

いるので、そんな形で日本とも何かできればいいなと思います。アフリカ、東南アジアからの留学生もいま

す。」 

理事長「最初にフリンダース大学が知的障碍者を受け入れるようになったきっかけは何かありますか。」 

アドライン「知的障碍を持った家族がこれを作る上でのきっかけになったと聞いています。やっぱり家族の力が

こういったプログラムをスタートさせる土台を作るということはよくあることだと思います。プログラムが

始まる段階でこの大学の誰かがリサーチを行ってその結果をマスターの論文にしたのがきっかけになった

のかもしれません。こういう仕事をするうえでは、リサーチというのはとても重要だしそうした中から生ま

れてくる情報がいろいろな事をやる上ではとても重要な役割を果たしています。」 

 

３ フリンダース大学プレゼンテーション 

太平洋プロジェクトは、知的障碍がある人たちに対して大学の

経験をする機会を提供するというのが目的です。使命は、ここに

もまとめていますが、フリンダース大学におけるインクルーシブ

であり、なおかつ支援を提供する機会を作る、その時の柱となっ

ているのがアクセスユニバースシティ、大学への環境へアクセス

できることです。大学環境へアクセスするということは、具体的

には社会的スキル、社会性を培う、我々のプロジェクトに参加を

する知的障碍者の人たちが教育的機会だけではなく社会的な機会

も得ることができること、その中にはヨガの教室に通うというこ

とにも含まれています。目的は、支援が受けられる環境、学生たちが大学での様々なトピックを調べることがで
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きることです。メンターやいろんな方たちがお手伝いをして、その彼らの協力によって入学手続きをするなど様

々な準備をします。自立性を培う、また、社会的なできごとに対して参加をしていくこと、メンターを通して別

の大学の友人を紹介してもらい関係を築いていくことや大学で行われる様々な交流の機会としてのイベントに

参加するということです。そういう経験を通して学生たちは自信を構築していくわけです、そして関係を維持し

ていくことです。大学では様々なトピックを扱っているわけですが、そのトピックを学生たちが選ぶことによっ

てそれに関連するレクチャーに参加をする、あるいは個人のチュートリアルの研究をするということをおこなう

わけです。その背景にある考え方としては、一人一人の持つユニークな能力を最大限に引き出していこうとして、

まず個人がどういうこに関心を持っているかということを明らかにします。歴史に関心がある人もいれば、アー

トに関心を持つ人もいる。その個人の関心と提供されるトピックをうまく組み合わせることによって学びの提供

をしています。 

手順についてお話をします。どのような形で入学者を決めていくのか、地域者リストに載せるのかについて話

をします。コースに加入できる資格は知的障碍という診断を受けている人で実際にその条件の基で可能性のある

入学希望者には、面談を通してその人が本当に大学で学ぶということに関心があるのかどうかの確認をします。

また、それに伴う個人的なスキルがあるのかということの確認をしていきます。このプロジェクトを行う上での

資金を得る条件として、まず入学者は、知的障碍者であるということをクリアした後の面談の段階で本当にこの

学生が大学に行きたいのかどうか確認があります。これはとても重要なポイントです。もし本当の意味での関心

がなければ大学に来る意味がないわけです。その他の条件として、大学の生活が自分でできるということ、講義

に出席をするだけの能力があるということ、学びの環境の中で、他の学生の妨害をしたり邪魔をしたりしないと

いうことも条件に入っています。メンターについて話がありましたが、メンターは IOE センターから様々な形で

支援を受けます。メンターとなる人のバックグランドは障碍のある人の教育に関わる学習、医療科学、行動科学、

心理学、教育学などを専攻している学生たちです。メンターとなる学生たちは ID の学生たちが専攻しているト

ピックを取っていないことが条件になっています。そこには、その ID の学生たちが勉強しているトピックにつ

いてその内容を教える立場にはならないという理由があるわけです。あくまでもその学生がレクチャーなどに出

席するのを支援するということであって学習の内容を教えるということではありません。プレイスメントスチュ

ーデンント＝経験を積むための学生たちというのは、それまでに知的障碍の人たちと何らかの形で一緒に仕事を

した経験のない人たちであります。そういう形を取ることによって普通の学生たちが大学で学んでいるセオリー

を実践に移していくということをこの経験を通して行うわけであります。実際に障碍を持っている人たちと仕事

をすることによって様々な経験を積むというわけです。 

最初のプレゼンテーションをしてくれるのが、レイチェルさんです。レイチェルさんはアップザヒルプロジェ

クトの卒業生です。2014年卒業。学生で勉強をしていて経験を積むためのプレイスメントスチューデントになっ

た時にレイチェルさんのメンターになったのですね。 

 

４ レイチェル（Up The Hill Project 卒業生）プレゼンテーション 

私は非常にラッキーだったのですけども、フリンダース大学で大学生

としての経験を 3年間することができました。2011年から 2014年のこ

とでありますが、このプロジェクトに参加してほんとに大好きなプロジ

ェクトでありました。その前 4年間待機者として入学を待たなければい

けなかったわけでありますけど、4年間待つだけの価値のある素晴らし

いプロジェクトコースだったと思います。もちろんこの学生生活を可能

にするためにはたくさんの人たちの支援が必要でありました。  
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そしてその人たちの援助を受け交通手段、食事、個人的なパーソナルケアだとか、非常に親切な職員の人たち

に支えられたわけであります。また、素晴らしいメンターに会うこともでき、講義やチュウトリアルなど、私の

代わりにメモを取ってくれたりプレゼンテーションをするためにその準備をしてくれたりと様々な形で支援を

受けたわけであります。大学の中で生活をしていると私のような人物に対してどのように接したらいいのか、ど

ういう関係をもったらいいのかというのが良くわからないという人たちがかなりいたわけであります。それは、

学生ばかりではなく教える側の教師陣の中にもそういう人たちがいました。しかし、メンターを通して、我々の

ような人とどのように関わったらいいか様々なモデルを示すことができたと思っています。3 年間のうち、6 種

類のトピックを勉強しました。その中で私が特に好きだったのが、障碍についての勉強です。といいますのは、

私の知っている人たちの中にそうしたことに深く関わっている人たちが多くいたからです。私にとって学生生活

のハイライトと呼べるものは他の学生と知り合うことができた、あるいはメンターと会うことができたことにな

ります。そうした経験を通して私は自分自身に対する自信を高めることができたと思います。そうした経験の前

の段階では、何かをするにしても神経がボロボロになるくらい緊張をしてしまうということがあったわけであり

ますが、そうしたものが自信を得ることによって変わってきました。実は、言語療法士のサラさんと出会い彼女

の方からコミュニケーションを取る装置だとか様々なアドバイスを受けました。その中で iPad を使ってコミュ

ニケーションをとるという方法を教えてもらったわけであります。過去にそうしたコミュニケーションを取ると

いうことでは、かなりいやな経験をしたことがあるので、それを解決していくためにサラさんがそうしたアドバ

イスをしてくれたわけです。今私は、適切な選択をできるようになりました。つまり自分はどこに行きたいのか、

何をしたいのかということを決めることができるようになりましたし、食事であってもどういうソースがほしい

のかいうこともはっきりと主張することができるようになっています。また医者に会った時には、今自分が不安

に思っていることは何なのか、あるいは何を必要としているのかということを伝えることができるようになりま

した。また、何を着たいのか、テレビのどういう番組をみたいのか、そうしたことについても選択ができますし、

また、自分の過去について話すことができるばかりではなく将来的に自分はどうしたいのか、どういう目的をも

っているのかというような話もできるようになりました。もっとも重要なことは約 50 年間にわたって、他の人

が私の代弁者として話をしていたのが、今、私は自分自身の言葉を使って自分で話せるようになったということ

です。これによって私の自由というものが非常に広がりました。ご清聴ありがとうございました。皆さんの将来

が明るいものであることをお祈りしています。 

 

５ ケリー（Up The Hill Project3年生）プレゼンテーション 

私の名前はケリー・アン・メッセンジャーといいます。これから

お話しするのは、私がアップザヒルプロジェクトについてどう感じ

ているかということであります。私がこのアップザヒルプロジェク

トの中で終えたトピックは以下の通りです。最初に、神経疾患のリ

ハビリに関する導入。それからコミュニティリハビリ及び後天性の

脳損傷、パーソナリティー、社会的心理学、個人的な交流及びグル

ープとしてのスキル、それから障碍を通じての発達、それからプラ

ティカルアイがありました。私はクリスティビーチスペシャルオプ

ションスクールというところで、メンターにより支援を受けていま

した。自閉症やダウン症に関連をする人と人との間の関係性だとか、あるいは、リサーチに関する資料などにつ

いての勉強をしました。そしてそれに必要な様々なこと、例えば算数の九九を全部勉強する。それを学生と先生

との活動の中で行う。メンターによって支えられました。必要なトピックに関してアクティビティについては全
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て終了しました。いろんなミーティングにも参加しました。例えば私のメンターであるアマンダーパーマンさん

とのミーティングやスペシャルオプションプリンスファーというタイトルのシャドンジャクソンさん、フリンダ

ー大学の講師でありますシャネンマーハンさん、アップザヒルプログラムのコーディネーターのヨネンリミさん

のミーティングに出席をしました。実はそうしたミーティングの時に議題の準備をして議事録も私自身が取った

わけであります。私は特に 2人の学生と一緒に勉強をするということが多かったのですが勉強するのがとても楽

しかったです。と言いますのは、学友と経験を積むことによって、特に障碍の中でも 2 つの側面についてとても

強く関心を抱くようになったからです。まず、一人目の学生でありますけれども彼はバスケット部とスローイン

グボールというゲームをするのが大好きなダウン症の青年でした。もう一人の学生は、自閉症をもつ学生でその

人の観察も行いました。彼の障碍はさらに複雑で理解するのもさらに難しいものでありました。 

私についてのちょっとした話となぜ私がアップザヒルプログラムの学生となるのが本当に良かったと感じて

いることをお話しします。アップザヒルプログラムというのは私にとっては夢が現実となったというものだと思

います。18年前のことですが私はある障碍を持っている人たちのグループのお手伝いをしたことがあります。グ

ループを支援していた、サイコロジー専攻の学生、障碍に関する内容を専攻していた学生たちでありました。そ

うした学生たちが支えていたわけであります。そして、そうした学生たちを私自身が、とてもよく知るようにな

り、そして彼らがやっていること、私が友だちでのグループメンバーに対してやっていることに非常に強いイン

スピレーションを得たわけであります。グループの中には約 50人のメンバーがおり 25 人のボランティアがいま

した。私が見た限りでは、私自身が障碍を持っている人たちの助けになりたいと感じたわけです。そしてこのア

ップザヒルプログラムを見つける前は私自身どこに行けば何を学べるのかということがわかりませんでした。し

かし、今、大学の学生となり来年卒業を迎えているわけでありますが、できれば卒業後障碍者介護の分野におい

て仕事が見つかればいいというふうに考えています。私の実習を行った場所はセンサリールームといって五感を

すべて使っていろいろなことを探る部屋であります。学生の一人を外に連れ出していって一緒にバスケットボー

ルをした場所であります。彼にとっては素晴らしい経験でした。学生たちが読書をしている間に起ったことがこ

ういうことです。これは、バネッサ先生の教室の風景です。これはインサイドアウトという映画に出てくるキャ

ラクターを使って様々な異なる感情を示しているものであります。アップザヒルプログラムで私の使った時間と

いうのは全てがとても貴重なものです。私は昔からいろいろなことを調べるリサーチ活動がとても大好きでし

た。しかしこのプログラムで行ったことはそれまでの私の人生とは比べものにならないほど充実したリサーチ活

動でした。私自身はこのプログラムをずっと続けていたいという気持ちはあるもののそれは決して可能ではあり

ません。というのは他の誰かもまた自分自身がどういう人間なのかということを彼ら自身他の人たちに証明をす

る機会を与えられるだけの資格があるからです。私の支援をしてくれたメンターになってくれた人々は、実は私

の友だちになりました。そして大学以外での様々な交流の場を一緒に楽しんでいます。私自身は学びの新しい方

法を学びましたし、またとても素晴らしい人たちからいろんなことを学んだと思います。メンターになった友だ

ちも私たちに対して同じことを言ってくれました。私を受け入れてそして参加をすることを許してくれたアップ

ザヒルプログラムの関係者皆さん全員にお礼を申し上げたいと思います。来年私は、さらに勉強を続けていき特

にアドボカシーとメンター制度についての勉強を続けていきたいと思っています。 

 

６ イボン（ケリーの母）プレゼンテーション 

私はイボンといいます。美しいケリーの母親です。ケリーは 44 歳です。そしてダウン症の子どもです。民間

の福祉サービス事業所ですが、そこに彼女のいろいろなお世話をしてもらっています。そこの会社が週 3回彼女

に仕事をする機会を与えてくれています。アップザヒルプログラムに参加をする一方でそうした職業の経験を積

んでいるわけです。ケリーは小さい時からハッピーな子どもであり好奇心がとても強いということで、なんにつ
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いても調べてみたいという子どもでした。小学校の時から様々な研究活動が大好きでイルカについての調査だと

か野生の馬についての研究などもしていました。成長していくにつれて他人に対する優しさというものが、前に

出てくるようになり障碍を持っている人たちに対しても何らかの手伝いを

したいという思いが強くなりました。読み書きだとかいろんなスキルがあ

りますが、そうしたところを習得するうえでお手伝いをしたいということ

でした。高校を卒業した時点で私と夫が、彼女が学習を学び続けるために

はどういう機関があるのかということを考えました。高校を卒業した人た

ちが行く「テイク」という職業専門学校があるのですが、そこでコンピュ

ーター、英語、数学といったコースをとり勉強をしました。またある時に

は、特別支援学級の知的障碍児クラスでボランティアとして仕事をしに行

ってその仕事が大好きになったわけであります。また、通信教育も受け始めました。補助教員になるためのコー

スということで、勉強も行いました。そのコースは有料のコースでしたが、奨学金を得ることができたのでコー

スの一部の授業料をカバーすることができました。このコースを 18 か月間続けたんですが、残念ながらコース

全てを完了することができませんでした。いろいろ出された課題などについて、レポートを提出して優秀なレポ

ートであるというような賞を受けたにもかかわらず、コース自体が、途中で廃止されてしまったということから

完了できなかったわけです。しかしその段階でコースを提供していたところから他に素晴らしいプログラムを提

供しているところがあるということで紹介を受けました。その紹介をされたものというのはケリーも関心を持っ

たものであり、また夫も私も求めていたものそのものであったのです。それがこの大学でのプロジェクトであっ

たわけであります。そこで、実際に大学に通い大学での経験を通じて様々なことを学んでいるわけでありますが、

それと同時に目的を持った人生を送っていること、他の学生と同じように目的を持った生活を送っているという

ことに対して私たちは大変大きな喜びを感じています。できればこの大学で得た知識を他の人たちを支援するた

めに使ってほしいと思っています。彼女もそのつもりでいるわけです。このアップザヒルプログラムに関わる関

係者の誰もがケリーのひとつひとつのステップで様々な形での支援を提供してくれました。このプログラムの創

始者であるジョンブランディーさんをはじめ、前に出てくることがないにしても舞台裏で様々な仕事をしてくれ

ている関係者の皆さん、それからメンターとして、コーディネーターとして支援をしてくださっているロレイン

さん、そのほか非常に支援を喜んで提供してくださっているレクチャーをする教師の方々、また、メンターの人

たち本当に素晴らしい人たちに囲まれて彼女はこの 3年間を過ごしてきたわけであります。この 3年間というの

は夢というふうに考えています。まだまだケリーにとっては学ぶものはたくさんあるというにも関わらず終わり

の時期っていうのはすぐにきてしまうのです。この 3年間ケリーの自分に対する自信というのは非常に目を見張

るほど高まりました。多くの友達を作ることができました。宿題や課題といった彼女自身が絶対にやらないとい

けないものではないにもかかわらず、自分から進んで行っていました。彼女の世界というのは急激に広がったと

感じています。親としてみた場合、自信に満ちた大学生の子どもが将来のある人生を歩いているということに対

して嬉しく感じています。これこそがアップザヒルプログラムがケリーにしてくれたことであります。メンター

のおかげで講堂に入りレクチャーを聞き家で行わなければならない復習までも手伝ってくれました。メンターの

おかげで 3年間様々なことを学び、さらに学びたいという気持ちを維持しているわけであります。メンターで関

係が始まった人たちは、今はケリーの友だちとなり一緒に映画に行ったり、コンサートに行ったり、会っておし

ゃべりをしたりする関係になっています。このプログラムの非常に重要な点だと思っています。最終の実習を行

わなければなりませんでした。ケリーというのは、ここが限界だということを受け入れられずに限界の枠を更に

広げていこうという子どもであります。この実習はクリスティズビーチという名前の学校で行われました。障碍

を持ってある学生たちが、こうした実習を行うというのは過去になかったことであります。したがって全く新し
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い領域なわけです。そのためには、そのコーディネーターのドメインさんもかなり大変な尽力を尽くされたとい

う風に理解しております。この実習は非常に大きな成功を収めることができました。ケリー自身も学生たちと一

緒にいろんなことをすることが楽しくてしょうがないというところがありましたし、また、事務関係の仕事につ

いても大変な興味を示したわけであります。この実習が実施されどのようにそれが終わったかということについ

ては、関係者ひとりひとりが強い印象を受けました。このプログラムというのはケリーにとっては非常に貴重な

経験であり、貴重な体験をする機会を与えてくれるものでありました。中でも彼女自身が自分自身に対して他の

人たちに対してやればできるということを証明する機会を与えてもらったという風に感じています。アップザヒ

ルプログラムがケリーに与えてくれたものに対して関係者のひとりひとりに対してこの場をお借りして深くお

礼を申し上げたいと思います。このようなものというのは他にはないと思います、やはり障碍を持っているとは

いえ、何かしたいことがあり、また学びたいことがあり、達成したいことがあれば、それを達成するための機会

は絶対に与えられるべきだと私は考えております。 

 

７ ゆたかカレッジプレゼンテーション質疑応答 

質問「社会福祉の枠の中で運営していくための資金はどこから出ているのですか？政府それとも他からですか。」 

理事長「政府と地方自治体が分け合って、本人負担は 0円、全額公的なお金が出ています。」 

質問「それは 5つのカレッジ全てについていえることなのですか。」 

理事長「そうです。」 

質問「4 年という期間ですけれども、4 年間勉強した後で、まだまだ自立して生活していくだけのスキルが身に

ついていない場合にはどうなるのですか。」 

理事長「延長ができる仕組みを作っています。」 

質問「自立できるまで勉強ができるということですか。」 

理事長「はい。30歳まででも大丈夫です。」 

質問「毎年それぞれの学年で身につけてほしいというスキルがカリキュラムとして作られているのですか。」 

志免木「カリキュラムは全部作っています。ただその通りに行かないこともありますので、そこは個別の対応を

することによってカバーしています。」 

質問「職員として働いている人たちの資格っていうものはどういったものなのでしょうか。」 

理事長「ほとんど教員免許、経験のある人で、中途採用がほとんどです。」 

質問「教師として教えた経験や教員免許以外で障碍に関わる経験というのは何か求められているのですか。」 

長谷川正人理事長 志免木章カレッジ事業部長 
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理事長「障碍者福祉の現場で働いていた人もいますけど、主には教育のスキルのほうを重視しています。」 

質問「教員の資格・経験を持っている人は、必ずしも障碍の経験がなくてもいいということですか。」 

理事長「そうです。ただ、障碍についての研修はすごく重視してやっていかないと難しい面が沢山あります。」 

質問「卒業生たちは全員就職するのですか。」 

理事長「障碍の重い方は福祉的サポートのある企業やジョブコーチ付きの雇用もあります。それから作業所に行

く人もいます。」 

質問「就職率というのはどれくらいのものですか。」 

理事長「今はまだ卒業生を 3人しか出していないので 100％ですが、来年からはわかりません。」 

質問「最終的な目的として作業所ではなくて、コミュニティの中での会社への就職というものを目的としている

のではないかと思いますがどうですか。」 

理事長「その通りです。私たちは今、4 つの福祉作業所を運営していますが、それを解体して企業の中に企業内

作業所にしていくようにどんどん会社に出していっている途中です。」 

質問「日本では全体的にみた場合、作業所で働くことが多いのか、コミュニティーの会社に就職することが多い

のか？どちらでしょうか。」 

理事長「まだまだ日本ではインクルーシブな方向に向かっていないのが現状で私たちの法人は作業所を解体して

いこうとしているのは、とても珍しいケースです。」 

質問「鞍手ゆたか福祉会は「カレッジ」と「作業所」両方を運営しているんですか。」 

理事長「そうです。」 

質問「他の所から研修生として、つまり我々の大学生を研修生として受け入れることはなさいますか。」 

理事長「教員を目指している学生とか、福祉関係の仕事、介護の仕事とかを目指している人は実習に来ます。」 

質問「受け入れている学生は日本に住んでいる人ですか。日本人ですか。」 

理事長「今のところは、日本人です。海外からでも大歓迎です。」 

 

アドライン「今日の話を聞いて、違う社会で同じ内容について考え、異なるアプローチでそれにあたっていくこ

とがとても興味深いことだと思います。そうした違った 2 つの社会がお互いに対応するということによって、

多分ベストの結果が生まれてくるのではないかと思います。みなさんが他の国、他の文化社会でどういうこと

が行われているのかということを見ていこうというその情熱に対して敬意を表したいと思います。そしてプレ

ゼンを通して我々に素晴らしいインスピレーションを与えてくれたことと思います。」 

理事長「私たちもこのカレッジを大学の中に持って行きたいのでそのためにはフリンダース大学からもっとたく

さん学ばせていただきたいので、これからもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。」 

 

おわりに 

 

 今回は視察調査という形で、知的障碍者にとっての大学教育の意義、その実施体制などについて学ぶことがで

きた。実際に大学のキャンパスに足を踏み入れ、関係者や当事者と出会い、直接話を聞くことによって感じるこ

とは、他のどんな方法より得るものが大きいことをあらためて感じた。しかし、我々は、時間的にも財政的にも

常に現地に出向いて調査できるわけではない。視察調査で学んだことを最大限生かしながら、今できる方法は何

か、その方法で何を得られるか、学生たちに何が提供できるか、どのようなプロセスでそれらを実現させていく

べきかなどについて整理し、優先的に行うべきことを判断して日常の研修を充実させていくことが必要である。 

しかし、2年間で 10人という学生数はオーストラリアの知的障碍者の人口からして非常に少ない。今後多くの知
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的障碍者が大学で学べる体制を整えるにはまだまだ課題があると予測される。一部の知的レベルの高い学生だけ

でなく、どんなに重い知的障碍者であってもサポートできる教育体制というのは統合教育だけでは難しいと考え

られる。その点において、「ゆたかカレッジ」は重度から軽度

まで学びたいと思う知的障碍者を積極的に受け入れ、社会に出

るまでにさらなる学びを通して“自信”を身につける場所とな

っている。我々の目標は、学生たちに「レジリエンス」（くじ

けない心）と「自信」を身につけさせて社会に送り出すことで

ある。残念ながら、現段階において、我々「ゆたかカレッジ」

は、大学における研究チームも、研究予算も持ち合わせていな

い。したがって、現場の支援教員による試行錯誤と互いの切磋

琢磨による教育実践研究がカギである。その役割の重要性と、

世界から見てどれだけ我々が素晴らしく意義深いことを行っ

ているのかを改めて感じることができた。 

日本の大学においては、知的障碍者の受け入れはほとんど行われていない。しかし多くの研究者がこの分野、

このプロジェクトに興味や関心を持っている。今後は、大学との協力関係を密にし、大学内にカレッジを設立し、

各専門分野との協力を高め研究、実践を重ねることで「ゆたかカレッジ」がイニシャティブをとり日本の知的障

碍者の高等教育を提供できる場、障碍をもった方々の新たな道、希望の道として広めていく責任がある。今回の

調査で学んだこと感じたことを支援教員と共有し、学習環境をさらに充実させ、目の前の学生がレジリエンスと

自信を身につける教育を提供していきたい。 

今回のシドニー大学・フリンダース大学訪問を通じて、我々「ゆたかカレッジ」研究チームは、日本において

も、知的障碍者の高等教育保障を早急に実現すべきであることを再認識した。昨年 1月、わが国は、障害者権利

条約を批准した。そして、来年 4 月には、その具体化のための国内法として、障害者差別解消法が施行される。

障害者権利条約に規定された「合理的配慮」とは、障碍者一人ひとりが必要とすることへの対応である。障碍者

が合理的配慮を求めた場合、その要求は広く一般の人に法的拘束力を持つとされる。特別支援学校高等部卒業後

「もっと学びたい」「もっと自信をつけて社会に出たい」「青春を謳歌したい」という障碍者の教育ニーズに対

し、障碍を理由にその機会を保障しないことは、合理的配慮の視点からも認められない時代が到来した。 

私たちは、今後も、世界の先進的な知的障碍者高等教育のシステムや実践に学びながら、当法人が運営する福

祉型大学「カレッジ」においてそれらのニーズの実現を図るとともに、日本の高等教育機関が知的障碍者を排除

することなく、一日も早くインクルーシブな教育を推進する時代が訪れるよう、今後も最大限の努力を行ってい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%9A%84%E6%8B%98%E6%9D%9F%E5%8A%9B
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第４章 韓国における知的障碍者の大学進学 

 

はじめに 

 

 韓国のナザレ大学は知的障碍者を対象とした正式な学科を設置しておりその名称は、「リハビリテーション自

立学科」という。リハビリテーション自立学科は日本の神戸大学と研究交流しており、そこでの取り組みは、神

戸大学の研究者により論文等で日本にも紹介されている。 

 これまでアメリカ、カナダ、オーストラリアにおける知的障碍者を受け入れている大学を多数視察してきたが、

それらはいずれも大学の正式な学科ではなく、聴講生制度や生涯学習制度の枠組みを活用した学びの場の提供で

あった。ナザレ大学は、それらとは全く異なる本格的な知的障碍者に対する高等教育の場となっている点が非常

に特徴的である。 

 そこで今回は、神戸大学大学院の渡辺昭男教授、津田英二教授らに私たちの視察希望の趣旨を伝え、ナザレ大

学への私たちの橋渡しをお願いしたところ快くご協力をしてくださり、今回の視察が実現した。 

 ナザレ大学視察は、2016 年 11 月 3 日（木）の午前 11 時から午後 7 時半までと長時間にわたって行われた。今

回の視察団は、鞍手ゆたか福祉会より職員 9 名と福岡女学院大学の猪狩恵美子教授、東邦大学の坂本なほ子准教

授、(株)クリエイツかもがわの田島英二社長の 12 名である。 

 一方ナザレ大学において私たちの受け入れに対応して下さったのが、リム・スンアン総長、チェ・ドゥクジン

教養学部教授、キム・ソンギュリハビリ自立学科学部長、ユ・ザングスン障碍学生支援センターセンター長、ウ

・ジュヒュン自立生活支援センターセンター長、ソン・ビョチャン補助工学センターセンター長らである。 

 本章では、今回の視察の内容についてよりわかりやすく記述するため、ナザレ大学の教授陣の話を加工を加え

ずに紹介する。 

 

第１節 オリエンテーション（自己紹介・挨拶） 

 

 この休憩室は、非障碍学生と障碍学生が自然に付き合え

る場所です。元々廊下を改築して休憩室を作りました。遠

いところようこそいらっしゃいました。今日の授業のテー

マは『サラリーマンの礼儀マナーについて』です。皆さん

が来られる２時間前からパソコンの実習をしていました。 

 リハビリ自立学科は、韓国国内唯一の知的障碍者のため

の正式な学科です。神戸大学と正式に交流をしています。 

 私はこの大学に赴任して 6 年目になります。日本の高齢

障碍者雇用公団で頭文字「ＧＥＤ」というのを知っていま

すか？高齢者や障碍者を雇用させるための専門機関です。

日本でも障碍者雇用率はあると思いますが、障碍者たちを雇用させる機関です。元々は韓国の障碍者雇用公団の

理事長出身です。公団の理事長を経てこの学校にきました。韓国国内で、障碍者雇用関連のプロです。 

 今日の授業見学は 30 分位を予定しています。その後の時間は気になるところがありましたらご質問ください。 
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第２節 リハビリテーション自立学科授業の参観 

 

 授業タイトルは『サラリーマンの礼儀マナーと姿勢』です。長谷川理事長のあいさつから始めます。 

 

理事長：私たちは日本から 1 2 名でやってまいりました。九州

の福岡、京都、東京から来ました。私たちの仕事は、皆さんの

ナザレ大学のような学びの場を作ることを目指して、それを目

標にここのモデルを勉強しにきました。今日も支援教員が来て

いるのですが 120 名の学生たちと一緒に勉強しています。た

だ、私たちは大学の中ではなくて、外で行っているのが日本の

現状です。今日は皆さんからたくさんのことを学びたいと思っ

ていますのでよろしくお願いします。 

キム教授：知的障碍の学生が主ですけど、その中で一番軽度の

学生たちが主です。入学の競争率は 4.8 倍。結構高い方です。

定員 25 人に対し、120 名以上が志願する学科です。韓国国内で唯一の正式の学科です。保護者の関心も高いです。

まだ発展中の学科です。 

 

授業開始。プロジェクターの文を読み上げる 生徒 18 名。1

名は教授の横にいる。 

 午前中は、パソコンの実習をしましたけど、今からは『サ

ラリーマンの勤務マナーと姿勢』を勉強します。サラリーマ

ンの会社での生活は大切ですけど、仲間と上司と後輩たちと

の関係とか勤務姿勢とか学校には学校の規定があるように会

社にも会社のルールがあります。学校で悪いことをしたら罰

があるのと同じように、社会でもルールを違反したら罰があ

ります。 

 

・勤務中に個人的な電話や雑談をしていけない。 

・仕事中には自分の使っている事務用品とかオフィス用品は元の位置に戻す。 

・仕事中はスマホなど関係ないことをしてはならない。 

・決められた時間を遵守しなければならない。 

・職場の上司から与えられた業務とかは早めに終了し提出した方がよい。 

・業務に関連した文章の整理、分類、保管などは滞らないように。 

・与えられた仕事はその都度適当な時間を利用して必ず終えること。 

・出社するときは、業務時間 5分か 10分位前に早めに到着して、周りと机の上を整理整頓して一日の仕事の準 

備を行う。 

・遅刻すれば周りに迷惑になるので慎むこと。 

・事務室に入ったら笑顔で上司や仲間に先にあいさつをします。仕事中は、いつも明るい表情をする。 

・会社の仲間はいろんな性格の人たちがいるので、明るい表情で自分から先に近づいて話しかけてください。 

・事情があって、欠勤や遅刻をする場合は上司に素直に理由を説明して報告する。何も言わずに密かに席に着い 
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たらいけない。 

・退勤の準備は勤務時間が終わってからする。次の日の業務を円滑に進められるために一日の片付けをきちんと 

する。 

・机の上は綺麗に整理整頓して事務用品、備品、書類などを定められたところに置く。 

・上司、先輩、仲間はもちろんのこと、後輩にも退社のあいさつを欠かさずにすること。 

・事務所から最後に退社する人は、電気やパソコンの電源をきちんと切ってから退社する。 

・他の仲間より先に退勤するときには、残っている仲間に挨拶してから事務所をでる。 

・仕事は積極的に習う姿勢を持つこと。素直で正しい姿勢で習う。業務について理解できない時には、分かるま 

で積極的な姿勢で聞くこと。間違いは恐れずに積極的な姿勢で聞く。失敗があってもくじけることなく頑張れ 

ば成功する。 

・習った職務はもう一度確認して繰り返して練習する。 

・自分の能力を最大限発揮するときには自分に与えられた仕事に自信を持つこと。自信がないと全てのことはう 

まくいかない。自身が一番大切、次に仕事にプライドを持つ。 

・仕事に責任感を持つこと。最後まで自分に与えられた仕事をやり遂げる責任感を持って頑張ること。 

・サラリーマンとして持つべき 4 つの管理は…、①時間管理、次は②健康管理。肥満になると健康に悪い。仕事 

の邪魔にもなる。仕事は何歳までできますか？会社に入社して大変なことがあってもすぐに諦めたり、くじけ

てはいけない。一つの同じ会社で頑張る。うまく仕事ができるために健康管理が必要。③次は対人関係。出社

して暗い表情や怖い顔をすると誰も近づかないから、いつも明るい表情で柔らかい言葉使いで仕事をする。社

長や部長などの上司との関係も大事だが同じ仕事をしている仲間との関係が特に重要。最後が④金銭管理。お

金を使うときは、ちゃんと計画を立てて節約をするスケジュールを組んで金銭管理をしてください。お金を持

つと悪い人間が近づくこともある。保護者がいつまでも金銭管理をすることはできないので、自分で金銭管理

ができるように準備をする。①時間管理、②健康管理、③対人関係、④金銭管理肝に銘じてください。知って

いても、行動に移さないと意味がありません。実践して生活することが大切。 

・ＰＣのワード作業にも慣れてください。 

・給料と国民年金の違いはなんですか？給料から一定額を貯めて国民年金に出せばまとまったお金がもらえる。 

国民保険、健康保険とかいろんな種類がある。仕事中にケガをしたときは災害保険などがある。ほとんどの会

社は 4大保険を守っている。給料は毎月もらっている。年金は退職の時にまとめてもらいます。何かあった時

の補償になる。 

・文書、書類でわからないことがあれば、先輩が優しく教えてくれる。まずは、こちらがマナーとかを守って優 

しい態度をとること。 

 

 今日勉強した内容はしっかり復習をして心に

刻んでください。授業はこれで終わります。では、 

日本から来た人たちから質問を受け付けます。 

 

副理事長：対人関係を勉強していましたが、実践

する場所はありますか？ 

キム教授：最初はいろんな内容を言葉で勉強して

から、次の教育段階で自ら挨拶や生活マナーにつ

いて一人一人教育をして確認する段階もあるし、
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ＰＣの実務も行っています。まだ足りないところも多いのも事実です。会社の事務室のような場所を設けてロー

ルプレーをしてトレーニングをする予定です。 

猪狩教授：活発に先生とコミュニケーションを取って楽しそうに参加していた。みなさん何年生ですか？ 

学生たち：３年生 

猪狩教授：皆さん、朝から大学に来ているのですか？ 

キム教授：寄宿舎の人も通学の人もいます。9：00 からスタート。今日はいつもより早い。自分で時間割を組ん

で行動しています。 

猪狩教授：授業がある時間、授業がない空き時間は楽しく過ごしていますか？ 

キム教授：午前３時間、午後３時間の授業です。その間、空き時間はあります。みんなで集まってコーヒーを飲

んだりして自由に楽しんで過ごしています。午後の授業後についてですが、通学生は遠くソウルから来ている人

もいます。寄宿舎の学生は、ひと月に３回集まってジ部員が望んでいるクラブ活動があります。楽器演奏やパソ

コンを使うなど。 

キム教授：みんな明るく過ごしています。 

志免木部長：質問３つあります。前にいた学生の役割は？ 

キム教授：積極的な学生が多い。 

志免木部長：いつもテキストは使用しないのですか？ 

キム教授：今日は特別です。あとからインターネットに載せて確認できるようにしている。必ずノート、筆記用

具は持参して読んだり書いたりするトレーニングになるようにしています。 

志免木部長：いつもこのメンバーで授業を一緒に受けているのですか？それともこのメンバーが別々の授業に分

かれたりして授業を受けているのか？ 

キム教授：教養科目と専攻科目があります。みんな一緒ではなく自分が選んだ授業を探して受けています。分か

れて受けたり一緒になって授業を受けたりしています。教養科目と専門科目の場合は、健常者の学生と一緒に交

じって授業を受けています。この授業は専攻科目で、この科目に関しては障碍をもった学生が多い。 

理事長：一緒になる教養科目は例えばどんな科目ですか？ 

キム教授：キリスト教科目、社会奉仕科目など。教養科目で、健常者学生と一緒に交じって勉強する時は、障碍

を持った学生にとって大変さがあるのは事実です。バランスなどを合わせるのが大変です。特にキリスト教科目

は、哲学の部類ですから結構難しいです。大変ですけど、みんな一生懸命授業に望んでいます。夕食会の時にも

説明します。 

 

第３節 教員、学生との昼食懇親会 

 

キム教授：ようこそおこしいただきましてありがとうございます。

リハビリ自立学科のキムです。ご訪問ありがとうございます。特

に長谷川理事長は本学に対する関心が高く、たくさんの方を連れ

て来てくださってありがとうございます。本学の視察を通して多

くのことを学んでいただけたら嬉しく思います。食事をしながら

自由に意見交換をしましょう。 

理事長：就労の状況はどうですか。 
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キム教授：去年は 17 人卒業してそのうち 15 人が就職しました。

就職率は 88％です。この大学には 40 学科ありますが、就職率

はその中でも上位にランクしています。就職率が高いからこそ

保護者の関心も高く、入学競争率も高くなります。 

理事長：就職先の職種はどのようなものですか。 

キム教授：行政事務補助とか区役所、市役所、町役場、それか

ら時々政府機関に 2 年契約で就職する事例もありました。そう

いうところへ就職するためにはパソコンスキルが必要です。保

護者の方たちもそういうところに就職してもらいたいと思って

いるようです。その他、大企業にも就職しています。有名なア

パレル店や遊園地などを運営している大型マートのイーマートという会社などです。今一番問題となっているこ

とは、障碍がある人に対しては就職してからも一定期間健常者が補助しなければならないということです。職業

指導員が入社後 3 週間支援していますが 3 週間では足りません。私が公団理事長時代に改善を試みましたが難し

かったです。少なくとも 3 か月の補助は必要です。企業にはダブルカウント制度があるため重度障碍者も好意的

に受け入れられています。法定雇用率は 2.7％。50 人以上の企業に適用されます。サムソンなどの大企業はたく

さんの障碍者を雇わなければいけません。ただ、雇わない代わりに罰金を払う場合もあります。罰金一人あたり、

50 万ウォン。サムソンが支払っている罰金総額は年間 50 億ウォン。罰金の内 1700 億ウォンは障碍者の就業訓練

費に充てられています。韓国の雇用促進法は日本を真似しています。 

理事長：日本の法定雇用率は 2 パーセントです。 

キム教授：韓国ではそろそろ 3 パーセントになる見込みです。企業はもっと罰金を払わないといけなくなります。

私はストライキなどの活動を行いました。そういった活動が積みあがって、公団の理事長になりました。障碍者

の中では、身体障碍者、聴覚障碍者の方々が就業の主な対象です。現在 20 万人の障碍者が就業しています。障

碍者の総数が 250 万人であることを考えると、20 万人はまだまだ足りていません。障碍の出現率が 5 パーセント。

比率にあわせた法定雇用率が必要です。せめて 4 パーセントにしなくてはいけません。 

理事長：雇用されてない方はどうしていますか？福祉施設ですか？ 

キム教授：そういった方々もいます。高齢者の方など就業したくてもできない人がいます。就業できる能力のあ

る人は 100 万人。20 万ではまだまだ足りません。学生の中には、日本語を勉強している学生がいます。1 週間ほ

ど日本に行ってボランティア活動を行っています。 

理事長：ぜひ、福岡で交流できたらよいですね。 

キム教授：昨年、大阪旅行の計画がありました。残念ながら震災で中止になりました。学生はスマートフォンな

どで様々な情報を自分でつかんでいます。 

 

第４節 「ゆたかカレッジ」プレゼンテーション・質疑応答 

 

質問：カレッジは設立されてどれくらい？ 

回答：4 年半になります。 

質問：今の学生数は？ 

回答：5 つのゆたかカレッジで合計 117 名です。 

質問：カレッジ 1 ヶ所あたりの予算はいくらですか？ 

回答：一人当たり月額 15 万円、学生 20 名のゆたかカレッジで月額 300 万円ぐらいで運営しています。 
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質問：学生さんたちの自己負担はいくらぐらいですか？ 

回答：自己負担は、余暇活動費として 5 千円くらい、その他、給

食を食べている人は他に 5 千円が必要です。 

質問：その他には？ 

回答：グループホームで生活している人は、家賃、食費、水光熱

費などがかかりますが、自宅生はそれだけです。 

あとは、行政からの自立支援報酬という補助金で賄われます。補

助金の出所は国と県、市町村自治体になります。 

質問：補助金がいただけるのは、学校だからですか？ 

回答：ゆたかカレッジは正式には学校ではなく、制度上は福祉施

設になります。 

質問：今後、正式な学校としての位置づけを目指しているのです

か？ 

回答：そうなることを願っています。 

質問：学校になると、学費が必要になると思いますが学生の負担

が大きくなりませんか？ 

回答：増えてしまいます。 

質問：知的障碍者の大学進学についてニーズはありますか？ 

回答：ニーズはありますが、正式な大学と福祉型大学とが選択で

きるようになればと思います。 

質問：ニーズのパーセンテージなどはわかりますか？ 

回答：他にないので、それはわかりません。 

質問：韓国も同じですね。プレゼンのタイトルにあった「社会で生きる力を！」が気に入りました。 

 

第５節 ナザレ大学林承安(ﾘﾑ･ｽﾝｱﾝ)総長と懇談 

 

キム教授：今回視察に来られた方、日本の鞍手ゆたか福祉会ゆたかカレッジといいまして、高等学校卒業以降の

教育機関を作って、私たちの大学と同じように職業教育、さらなる教育に機会を与えたいとして、我々の大学が

同じ方向であり、ナザレ大学が素晴らしいと聞いて、今回の訪問には理事長様、副理事長様を始め１２名の方が

参席されています。 

 

１．学校の沿革などについての動画鑑賞 

ナレーション：２１世紀、今世界に進出して、小さくても強くて

競争力のある大学です。世界各地で知られています。競争力で勝

負する大学です。人材育成が目的で、ナザレ大学の歴史はこの時

代が願う、この国の人材育成とともにあります。キリスト教系列

でありキリスト教の教えに基づき冷静な人材、永世的な人材を輩

出するのが目的です。統合教育、障碍学生と非障碍学生が一緒に

付き合える環境づくり、学校づくりを進めています。まず社会福

祉学科を作って、さらに幼児教育学科とか保健医療学科まで広め
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て、持続的で統合的な学習ができるような環境を作っています。天安（チョナン）市と協定を結んで連携してお

り、地域発展にも貢献できる学校づくりを行っています。また、グローバル特性化大学として、いろいろな大学

や自治体と協定を結んで地域との連携を図っています。ナザレ大学は、世界 52 か国にナザレネットワークが存

在しています。カルチャー芸術学部や文化芸術体育学部もあります。次は就業率と創業率についてです。地域の

特性を生かしながらグローバル化を目指した大学です。ＩＴ学部、マルチメディアコンテンツ、情報通信学科も

あります。学生の夢を実現する大学です。多様な情報支援、産学協同を通じて、企業から学生たちの奨学金を斡

旋する機能もあります。学生一人ひとりの人生と能力を重んじて創造力を中心に共同体に献身する学校作りが目

的です。学生たちの外国語能力の向上、現地文化体験も主な授業のひとつです。多様な国際プログラム、姉妹提

携を結んで活躍しています。教授が学生を親の気持ちでお世話をするシステムも確立しています。ナザレ大学な

らではの特殊なプログラムを中心として人格的自立の習得を目指しています。リハビリ福祉を中心にした特性化

大学で、その分野では国内１位を誇る大学です。夢と希望を持っているすべての学生をナザレ大学は歓迎します。

ナザレ大学は、神の教えがある大学、未来のある大学です。知性、精神性、人格を育む 21 世紀の名門大学を目

指しています。 

 

２．林承安(ﾘﾑ･ｽﾝｱﾝ)総長のあいさつ 

ゆたかカレッジのみなさん、こころから歓迎します。ナザレ大学

とゆたかカレッジは、国は違いますが同じ教育哲学、教育に対す

る同じ思いをもっていることをとても嬉しく思います。国や歴史

は違いますが,教育への重要さを感じる度合いは同じです。ナザレ

大学は、1952 年にアメリカの宣教師が建てました。当初はアメリ

カの牧師輩出のための大学でした。1980 年代に大学がソウルから

チョナンに移転をしました。それから 20 年が経ち知的発達障碍の

関係に関心を持つようになりました。韓国国内の 200 余りの大学

の中で知的発達障碍の学生が入学できるのはナザレ大学だけで

す。とてもさみしいです。皆さんのゆたかカレッジの事業内容に目を通しました。卓越した大学ですね。私たち

の方が習いたい、学びたいと思いました。拍手をおくりたいです。（総長はじめ皆様の拍手）特に、タイトルの

『社会で生きていく力』という言葉には大変感銘を受けました。最初にナザレ大学で知的障碍者を受け入れる際

には、様々な反対がありました。大学なのにどうして知的レベルの低い学生を受け入れるのか。大学は高等教育

なのにと。そこで、私は反対する人たちに聞きました。そもそも「高等教育」とはなんですか？私はアメリカに

留学しエール大学に入りました。エール大学は韓国の大学を認めない。ソウル大学にある数々の大学は地方の大

学を認めないのもまた同じです。では、高等教育の標準とは一体何なんでしょうか。大学のスタンダードとは何

なのでしょうか。「高等教育」とは比較することではないのです。「教育」とは相手と自分を比べることではな

く、一人ひとりに適応することなのです。ある学生は、高校生のとき 45 分間の記憶の持続力を持っていました。

その学生は 3 学期には 3 倍の持続力になり 2 時間以上集中力が持つようになりました。3 倍以上に集中力が続く

ようになったのが高等教育の成果です。その学生は、通学に 1 時間以上かかります。家を出るときに母親は、「学

校についたら家に電話をするように」と伝えます。その学生は「はい」と答えて家を出ます。しかし、その学生

は大学に着いた頃にはその約束を忘れてしまいます。記憶は 45 分間しか持たないからです。しかし、3 学期を過

ぎた頃、母親は大泣きしました。それはその息子が大学に着いて「無事に学校に着いたよ」と電話をするように

なったためです。これがナザレ大学が、障碍を持つ学生たちを教育する目的です。学生一人ひとりの知的能力、

他人を助けることのできる能力を願います。知的障碍があるからといっていつも他人から助けてもらうというの
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は違います。学生時代は、先生や他の学生から世話をしてもら

いますが、卒業してからは他の方々の世話ができるようになり

ます。ナザレ大学では、人間は三重的存在と考えています。ひ

とつは『身体』をもっていることです。ゆたかカレッジでも体

を動かすプログラム、ダンスやスポーツがあるようですね。他

に一般教養もあり、対人関係を教育するプログラムが多いのも

素晴らしいと思います。人には身体とともに『魂』もあります。

魂とは、人間が考えたり判断したり、尊敬したりする。私たち

はその上に『霊』があると考えます・人間が食べたり寝たりす

ることも大切ですが、それ以上に考えたり判断したり、感じた

り人を尊敬するのも重要です。しかし、もっと大切なことは、キリスト教の教えと神の助けを他の方々に伝えて

いくこと、伝播していくことです。ゆたかカレッジという学校はとても素晴らしいです。最高です。私も機会が

あればゆたかカレッジに行って勉強をしたいです。今日だけではなく、今後も持続的に交流を深め、韓国ではナ

ザレ大学、日本ではゆたかカレッジが世界一になれるよう頑張っていきましょう。 

 

３．長谷川理事長よりお礼のあいさつ 

林総長には、ご多忙の中、お会いできる機会を作っていただきあり

がとうございました。私たちも知的障碍者が高等教育を受けられる

よう取り組んでいますが、ナザレ大学のように立派ではありませ

ん。総長がおっしゃったように障碍をもった学生がなぜ高等教育を

受けるのかといった偏見があります。障碍のあるなしに関わらず教

育を受ける権利は誰にでもあり、政治や社会は、教育の機会をすべ

ての人に保障していく義務があります。ナザレ大学は私の理想であ

ります。短い時間ですが、しっかり学んで日本に持ち帰りたいと思

います。今日はお忙しい中、私たちを受け入れていただいてありが

とうございました。今後も、ナザレ大学とゆたかカレッジが交流を続けながら成長を続けることができれば嬉し

く思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

４．記念品交換 

理事長：私が書いた本です。これが我々の法人の概要とゆたかカレ

ッジの資料です。これは私たちの法人の障碍者の方が作ったクッキ

ーです。 

総長：これはナザレ大学の要覧です。そして大学名の入ったボール

ペンとナザレ大学ロゴの入ったタオルです。（総長が理事長にタオ

ルを首に掛けて下さり拍手が起こる。） 

 

第６節 「障碍学生支援センター」の見学・概要説明 

 

 ナザレ大学には障碍学生 300 人余りが在学中です。種別は視覚障碍、聴覚障碍、肢体不自由、知的障碍です。

障碍学生の学習、生活、移動、就業まで支援します。入学から就業まで段階的に支援するところです。一番大き
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い目的は、学生たちが学習生活に専念できるようサポートする

ことです。ヘルパーは 500 人余りいます。授業に一緒に参加し

て、手話通訳、代筆、文字通訳などで支援しています。センタ

ー長を始め 7 人の専門職員がおり、それぞれ障碍領域ごとに専

門の先生が担当して頑張っています。今、1 階には聴覚障碍担

当、肢体不自由担当の職員が仕事をしています。ご覧のように

後ろに車いすがありますが、全部無償です。障碍に応じて様々

なプログラムがあります。就業のため、地域社会との連携も図

っています。2 階は学生が自由に閲覧できるような施設が設け

られているし、就業相談室もあります。重度障碍の方は保護者と一緒に参加したり相談ができる施設も設けてい

ます。2 階に移動してまた説明します。（２階へ移動） 

 （案内図を示しながら）こちらは電子音声案内図で、音声による案内ができる案内図になっています。こちら

は手話通訳士の専門室です。バリアフリーです。階段や段差、傾斜をなくして、車いすに座った状態で自由に移

動できます。（ちょうど居合わせた、ある男子学生が「ハッハッハッハー！」と独創的な絵を視察団に見せてく

れる。視察団からも「すばらしい」との声が上がる。） 

 （掲示物を示しながら）これは、学年別障碍パターンです。視

覚障碍、聴覚障碍、知的障碍、肢体不自由、その他の障碍。（掲

示物を示しながら）これは、障碍の等級別の類型です。（掲示物

を示しながら）これは、学科別の障碍の類型です。いろんな学科

があります。先ほどの 1 階では、聴覚障碍、肢体不自由担当の先

生方がいましたが、こちらには様々な障碍を担当している先生が

います。こちらは、すべての障碍学生たちが学習を受けられるよ

うになっています。段差や高さを調整できるデスクになっていま

す。モニターで視覚的に情報を得ることが難しい視覚障碍者も、

音声による支援モニターが付いており音声で情報を得ることができるようになっています。 全体的に 3 台のカ

メラが設置されており、撮影しています。講義をする先生のところ、そして手話通訳者も映し出し、学生が勉強

している姿も映します。例えば、本人が動かなくても、座ったままでボタンを押せば、その学生を映して、質問

する姿を講義している先生が確認できます。学生がよく受ける科目をここで教育しているし、先ほど見た通りに、

20 科目以上の様々なプログラムをこちらで教育しています。こちらはパソコン教育ができるように設けられてい

ます。こちらは、いろんなガイドブックを設置している部屋です。これは手話教育のための「手話テキスト」で

す。（配布してくださる）こちらは、学生たちが小規模で集

まってグループ活動もできるところで、試験勉強や書籍資料

の閲覧など、いろんなことができる空間です。作文活動を向

上する教育も行っています。1 階では障碍学生の保護者が休

める部屋がありましたが、ここは障碍学生が休める部屋です。 

猪狩：ストレス等でのクールダウンしたい時とかに使うので

すか？ 

ユ教授：そうです。 

こちらは視覚障碍者向けの点訳がらみの教材を作ったり、点

訳したりする先生が仕事をする空間です。ここに並べられて
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いる大学は（大学名やロゴマークなどのパネルが壁面に掲示されている）視覚障碍の方への支援体制や点字対応

がなされていない大学です。依頼や委託があれば、テキストや支援のプログラムもあります。当センターは、学

生が学習に集中できるように支援もしますが、就業に向けて資格取得に関する教育も行っています。就業してか

らの適応関連のサポートなどの事後指導も行っています。以上で説明は終わります。質問があればどうそ。 

猪狩：非障碍・健常者の学生の皆さんが障碍を持つ学生を支援すると思いますがいかがですか。 

ユ教授：異なる障碍の学生が、異なる障碍を持った学生を支援するケースもあります。また非障碍学生や比較的

軽い障碍学生がより重い障碍学生を支援するケースもあります。同じ授業を受けている学生、即ち同学年の学生

から支援する学生を選ぶ場合もあります。時間割を提出すれば、その中で選定される場合もあるし、学年を基準

として配置するというより、時間割を中心にして調整、配置しています。ヘルパー学生が授業がない空き時間に

支援する場合もあります。 

猪狩：支援する学生側も、自分の授業・学習もあるので、大変ではないですか？ 

ユ教授：教育する、指導する、教えるというより、代筆など、補助することを主に行っています。推薦人制度も

あります。学習能力が結構優れている学生が、自分の授業時間以外で、後輩たち、下学年の学生を支援する場合

もあります。 

猪狩：大学の先生方に対する研修はどうなっていますか？例えば、啓発とか。 

ユ教授：皆さん、この分野ではベテランです。10 年以上のベテランや今まで学習を積んできて様々な大学でこの

ような分野を専攻してきた専門家です。他にも長期休暇中にそれぞれ研修を行っています。 

猪狩：障碍科目ではなく、一般教養の科目の先生方、福祉の専門外の先生方、そういう方の理解についてはどう

なっていますか？ 

ユ教授：最初、先生方が学校に入職すると、学生たちへの指導に出る前に、学校レベルで研修を行っています。

障碍学生を指導するわけですので、授業担当する前に、素養教育とか、たしなみ教育はしっかり行っています。

障碍理解に関する教育は、障碍専門の先生が来て指導しています。 

 

第７節 「自立生活支援センター」「生活館」の見学・概要説明 

 

こちらが男子学生の生活館、寄宿舎で、こちらが女子学生の生活館と分けられています。こちらは舎監室です。

男子学生の生活指導及び相談を受けるところですこちらは女性の舎監です。女性の生活指導と相談です。こちら

が男子学生の指導をするキム・ジョンミン先生です。 

キム氏：生活館の紹介を行います。歓迎いたします。こちらの生活館では現在 850 人の学生が生活をしています。

隣の館では 300 人あまりが生活をしています。いま新築しているところもあり、こちらでは 300 人くらいが生活

できる予定です。この建物では 150 人くらいの障碍学生が生活をしています。障碍学生 1 人に対して一般学生 3

人が一緒に生活できるシステムです。障碍学生が多くなる場合は一般学生 2 人が生活することもあります。隣の

棟には障碍学生と非障碍学生が一緒になって生活できるよう指導するシステムもあります。後で先生が説明しま

す。以上が概略的な説明です。2 階は割と重症障碍学生が生活するところで 2 人室です。一般学生と障碍学生が

生活します。 

（住居室内見学） 

 室内は、窓の開け閉めも冷暖房もリモートコントロールできます。 

質問：.生活指導という言葉が出ていましたが、障碍学生の生徒指導とは具体的にどのような生活指導を行われて

いるのですか？ 
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キム氏：.外出外泊や生活館内でのルームメイト同士のトラブル

の対応やキリスト教系列ですから生活館内での礼拝儀式などの

指導について行います。 

質問：障碍ある人とない人が一緒に暮らすマッチングはどのよ

うに行いますか？ 

キム氏：先程見学した学生支援センターの先生が相性でマッチ

ングを行います。障碍学生から望んで「この学生と組みたい」

という意見を聞くこともあります。 

質問：今までにケンカなどのトラブルはありましたか？ 

キム氏：もちろんあります。そのトラブルに対処するために生

活支援センターと連携しています。ヘルパーの学生は専門家ではないので、専門的知識に限りがあるので…。 

質問：ヘルパーはなりたい人を募集して、なりたい人がなるのですか？まったくなりたくない人はならないので

すか？ 

キム氏：あとでウ教授が詳しく説明しますが、ヘルパーを志願する人には奨学金がでます。それが促進剤になっ

ています。 

質問：お風呂は？シャワーのみ？ 

キム氏：浴槽はありません。安全バーがあります。重症障碍を持った学生には一般学生が入浴の世話する場合も

あります。風呂場で使用するいすなどが必要な重度の学生に対しては依頼をすれば補助工学センターで用意しま

す。 

質問：必要なものは大学で用意されるのですか？ 

キム氏：個人的に私的に購入する場合もありますが、基本的には必要なものは学校が用意します。 

質問：寮費などの負担はどのくらいですか？ 

キム氏：3 か月で 75 万ウォン（約 7 万円）です。ヘルパーの学生は 3 ヶ月 49 万ウォン（約 46,000 円）ぐらいで

す。 

質問：掃除は誰が行うのですか？ 

キム氏：自立心を養うため自分で行います。障碍を持っていても自分でできることは最大限自分で行うようにし

ています。靴入れやゴミ箱の掃除、ゴミ収集なども行えるのであれば行います。 

質問：自閉症の方でパニックなどはありますか？ 

キム氏：1 学期に 1、2 度ほどそのようなケースがあります。舎監の先生が夜 0 時までいます。非常時は一緒に舎

監室にいます。それ以上に深刻な場合は保護者に連絡を取ります。 

質問：医療が必要なケガなどになったことはありますか？またその時の対応はどうされましたか？ 

キム氏：できれば一緒に行動します。深刻な場合は救急に連絡します。階ごとにフロア長という学生がいます。

体力があり丈夫な学生がなります。そういう時にフロア長が活躍しています。 

質問：800 人いるということですが食事はどのようになっているのですか？ 

キム氏：一階に食堂があります。食事をとりたい時は食券を購入して各自が自由に食べます。では詳しい説明を

ウ教授から行います。 

（自立生活支援センターへ移動） 

 ようこそいらっしゃいました。こちらは障碍学生の自立を支援するセンターです。わが国では障碍学生の自立

をする支援するセンターはナザレ大学のみです。先程説明したとおり、120 名あまりの障碍学生の自立を支援す

るセンターです。一番の事業は障碍学生ヘルパー事業です。障碍学生センターでは障碍学生に対する学習支援を
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主に行っていましたが、ここでは生活全般の支援を行うこと

に重点を置いています。日常生活からスタートして他の地域

社会との連携に関する支援の一部も行っています。先程説明

したとおり、3 プラス 1 室、その 3 人のうち 1 人がヘルパー

で活躍しています。その学生には所定の奨学金や支援金が支

給されます。それほどの責任感を持って頑張れるように支援

しています。奨学生の学生と一般の学生が一緒に生活できる

ように配置して、教育をしたり、相談をしたり、揉め事が起

きたときは仲裁したり、また自己管理も徹底的に行っていま

す。この２階は主に重度障碍の学生が生活しています。一人

の障碍学生に対し一人のヘルパー学生が一緒に配置されて生活しています。 

質問：重度の学生とは身体の重度ですか、それとも知的の重度ですか？ 

ウ教授：種類はいろいろありますが、この 2 階は身体障碍の重度です。何か起こったときにすぐに支援できるよ

う自立生活センターや生活館事務室、その他相談室などを近所に配置しています。 

質問：先ほど話していた地域との活動とは具体的にどういった活動ですか？ 

ウ教授：2 階の重度障碍学生の場合、一人のヘルパーが支援のすべてをカバーするには限りがあります。ヘルパ

ー学生も学生なので、学校の授業をきちんと受けられるようにするならば、地域社会のボランティアなどの機関

と連携して、地域社会の活動補助のサービスを利用できるようにしています。重度障碍学生と一般学生 1 人、そ

れから外部の支援活動をする地域社会の補助と連携して 2 対 1 の体制。もちろん、こちらで生活する際にはヘル

パー学生と 2 人で、外部からの人は後で入って体験しながら補助をします。障碍学生への自立生活のための支援

プログラムを行っています。障碍学生当事者同士で集まって小規模なグループ活動をしながら、自分の力量を強

化したり、学習ができるようにしています。その他性教育なども重要です。他にも健全な社会生活が送れるよう

な支援プログラムを一緒に行っています。最後に相談室の運営を行っています。そこでは主に障碍学生を取り扱

っています。相談の内容は主に進路や学校生活についてです。ピア相談室というものもあり、同じ障碍学生が障

碍学生の学校生活全般の相談を受けたりします。現在は視聴覚の重複障碍者がピア相談員として活躍していま

す。こちらはコーディネートの先生です。もうひとり重複障碍の先生が相談に出ており、その通訳のため一緒に

外出をしています。 

質問：学生ヘルパーは奨学金をもらえるということで、経済的に困っている学生が利用しているということもあ

りますか？ 

ウ教授：もちろん申請を受けて申請優先です。おっしゃったように支援金がほしいから申請する。もう一つはリ

ハビリ学科などの専攻学生が生活の中で実際にふれあいながら経験していきたいとの思いで申請するというケ

ース。人間リハビリ学科や社会福祉学科、特殊教育学科、体育教育学科などの学生が申請することもあります。 

質問：こういった障碍学生と共同生活を送ることで、一般学生は障碍に対する見方や理解は進みますか？ 

ウ教授：こちらに来て、学生たちがこれまで経験しなかった経験を積むことで、考え方などが違ってきます。一

緒に生活しながら必ずしも肯定的な効果だけではありませんが、偏見を持っていた学生が肯定的になる場合もあ

ります。健常者と障碍者との関係性は、頻繁に一緒にまたは別々に相談し、ふたりの関係を確認しています。マ

ッチングで長い間不具合がある場合は、人を変えることもあります。逆にマッチングがうまくいっている場合は

予定よりも延長する場合もあります。障碍者の立場からすると、社会進出する前の関門のような役割を果たして

おり、健常者の社会で一緒に生活できるようなスキルなどを積んでいきます。 

質問：その期間は？ 
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ウ教授：1 年が基本です。うまくいけば長期間延長する場合もありますが前提があります。あまりに親しくなり

すぎないように。ふたりが一生一緒にいることはできません。あまりに親しくなりすぎてエチケットが守れなく

なる場合もあります。それが社会進出を妨げ、問題視されることもあるので期間を限定しています。 

質問：この生活館のシステムは画期的だと思いますが、世界にこうしたモデルはあるのですか？ 

ウ教授：全く同じシステムがあるかはわかりませんが、最初に統合システムを作る時には、担当の教授がアメリ

カへ行って、障碍者と健常者が一緒に生活する統合生活をみてそれに着目し参考にしました。 

質問：韓国は 90 年代から統合教育を行っていると聞いています。その世代の方が現在利用するようになってい

ると思いますが、大学を入るまでの障碍者と非障碍者がともに学ぶ経験や学んできたことが大学での共同生活に

活かされていますか？ 

ウ教授：韓国の統合教育のシステムは 2004 年度から始まりました。まだ統合教育の歴史は浅く、大学で初めて

経験する人も多いです。一番難しい対象は発達障碍の学生です。 

質問：これから社会に出ていくためには、学生自身が要求すること、困ったときに相談したりほしいサービスを

要求することが大切だと思いますが、ここでもいろいろな支援を障碍学生から要求するといった、そういう力は

付いていっていますか？ 

ウ教授：たくさん増えています。障碍学生の要望が主なもとです。それぞれの要望を基にシステムが運営されて

います。例えば、車いすに乗ったまま移動できるところは学校内で十分自由に移動できますが、視覚障碍者の場

合は点字による環境整備が不十分です。障碍学生が友人に頼み写真を撮ってもらい、不十分であるところを関係

者にアピールするなど、学生からの要望で拡充しています。 

質問：リハビリ自立学科と生活館はどちらが先にできたのですか？ 

ウ教授：メイン施設を最初に開設し、生活館は後からできました。バリアフリーなどは学校ができた頃から配慮

してきました。 

質問：生活館ができたことによって、リハビリ自立学科に行きたい学生が遠方から来ることができるようになっ

のですね？ 

ウ教授：生活自立学科のうち 40 パーセントが生活館で生活しています。それ以外は通学しています。40％の学

生たちは生活館のおかげで入学できています。生活が安定しないと大学生活がうまくいかないので、生活館の影

響はあります。今のピア相談員の方がドキュメンタリー映画「かたつむりの星」に出演しています。アムステル

ダム映画祭で大賞を取りました。日本でも紹介されています。先程紹介した複合障碍のピア相談員です。 

質問：いろいろな活動をされ、また障碍学生も多く忙しいですか？スタッフは増やしてほしいですか？ 

ウ教授：とても忙しいけれど幸せです。やりがいを感じます。多ければ多いほどいいでしょうね。障碍を持って

いる学生が順調に授業を受けられるようにするには、ベースとなる生活を充実しなければなりません。生活の部

分をよくするためにはたくさんのスタッフがほしいですね。 

（ピア相談員の紹介） 

 奥さんが通訳をしている。1 週間に 5、6 件の相談を受けます。

学生は同じ障碍を持っている相談員に腹を割って自分の悩みを

相談してきます。視聴覚の重複障碍を持っているので、指の上に

点字を打って会話しています。指点字といいます。 

質問：この仕事に就くまでどういった勉強を積んでこられたんで

すか？ 

回答：キリスト教の相談活動をしながら相談員の業務を行ってい

ました。 
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第８節 「補助工学センター」の見学・概要説明 

 

 障碍者向けの補助器具を展示しています。一般人の方が来

て、補助器具を触れるなどして体験できるようになっていま

す。では、全体的に回りながらコース別に説明をしていきます。

こちらは、聴覚障碍者が使っている補助器具です。聴覚障碍を

持たれている方は音を聞くことができないので、ランプが点く

ことで危険を知らせるものがあります。いろいろありますが、

振動によって状況を知らせる器具です。電話機です。骨導電話

機はご存知ですか？頭から振動を感知できるようになってい

ます。耳の当てるところが違います。頭蓋骨のところにこう当

てて振動が感じられるようになっています。見ることでランプ

が点き、電話に出られるものもあります。ボイスアイです。視覚障碍者が良く使っている器具です。印刷された

バーコードを機械に合わせてセットして上のボタンを押すとバーコードを認識します。中に含まれた内容を機械

が読み上げます。近視や弱視の方々が利用されます。 

パソコンにつなげて使える点字キーボードがあります。説明書通りにやれば点字を自由に打てます。マウスです。 

肢体不自由者が主に使っている補助器具です。普通のマウスでは繊細な動きができないですが、このマウスを使

い 3 つの穴に差し込んでボタンを押すことで微細作業ができます。こちらも同じく、動きが不自由な方が指先や

手のひらで回すと繊細な作業ができるマウスです。足で使えるマウスです。手が不自由な方が使っています。ジ

ョイスティックです。任天堂のジョイスティックと同じようなものです。ヘッドセットマウスです。頭を動かす

とマウスのカーソルも動きます。クリックしたい場合は、ふたつあるこの穴に向かってふーっと口で風を送ると

クリックすることができます。口にくわえて使うマウスです。口にくわえて頭を動かしたら、頭が動いた通りに

カーソルが動きます。クリックは先ほどと同じく口で風を送るとクリックができます。キーボードです。たくさ

んの種類があります。拡大キーボードです。同時にふたつのキーを押すことがないよう、キーとキーの間隔を広

げて、正確に動作できるようにしています。障碍者だけでなく、高齢者も使えるよう字を大きく、英語とハング

ル語を表示しています。折りたたみのキーボードです。4 つに分かれて携帯できるようになっています。巻いて

携帯できるロールキーボードもあります。片手で使えるキーボードです。片手が切断されるなどして使えない方

が、残存しているもう片方の手だけで打ち込める範囲にキーを寄せて配置しています。マウススティックです。

口にくわえてキーボードをタッチできるようになっています。頭にかぶって、首をうごかすことでタッチできる

ものもあります。トレッカーです。頭の動きを検知します。顔のいずれかに付けると頭の動きに合わせてカーソ

ルも動きます。5 秒ぐらい静止して眺めているとクリックできます。コミュニケーション支援器具です。イージ

ーカムといって電子辞書のようなものです。音声認識ができる機材です。こちらも良く使われる機材です。学校

をタッチすると学校についていろんなアイコンが出ます。教室をクリックしました。「先生」など教室に関係し

た単語が並べられます。それをひとつずつ組み合わせながら文章作りができます。食事の際、使える道具です。

スプーンもカーブがあるので手の動きが不自由な人もこぼさないようにできています。腕に痙攣があり、食事の

際にも揺れが出る方々にも適応できるようになっています。お皿も真ん中にへこみができており、こぼれないよ

うに工夫されています。3D プリンタです。スキャンしたいものを一回りこれで行うと、映像が画面に出て 3D で

プリントできます。車いすです。こちらの車いすは、操作すると座位から立位への体位の変換を補助できます。

手動と電動があります。電動車いすです。いすの部分に三角形のブロックがあります。エックス脚の方が膝を怪

我しないようについています。頭を保護するプロテクターも付いています。電動兼手動の車いすです。バッテリ
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ーを差してスイッチを点けると動きます。手動にしたいときにはスイッチを切って切り替えます。座って勉強す

るときに使用する姿勢保持いすです。車いすにあったような膝や頭のプロテクターも付いています。車いすに敷

くクッションです。エアタイプとジェルタイプ、その混合タイプがあります。長い間座った状態でいると皮膚に

トラブルが起きます。それを防ぐものです。便器補助器具です。掃除が簡単にできるようになっています。入浴

補助具です。便器が一体化しているものがあります。また、介助者が一緒に入浴できるときに補助するようなも

のもあります。日常動作で使用する補助器具です。片手で使える爪切りです。吸盤がついていて足を使って爪切

りが行えます。その他にも片手でボタンをかけたり、ファスナーをあげたり、片手で傘がさせるようなものもあ

ります。プリズム眼鏡です。体が起こせない方はこの眼鏡をかけて寝たままでもＴＶが見ることができます。靴

下を履くことを補助する器具もあります。スポーツ関連のものです。白赤青のボールがあります。白いボールに

近づけることを競うゲームです。視覚障碍者がボールから出る音を聞いてボール運動をします。ゲームをすると

きには頭にバンドをつけてぶつかっても大丈夫なようにします。脊椎や下半身を支えるものもあります。脊椎を

支える器具は一般患者の方も使用していることがあります。その他には足を固定するもの、足が切断された方用

の義肢などがあります。ポータブルトイレです。便器が付属しているいすです。下にポットがついています。入

浴イスです。可動式になっています。入浴の際に支援者が力をあまり使わなくても支援できるようになっていま

す。移動する際の補助器具です。ベビーカーのようなものですが、老人の方も使われます。疲れた時にはいすに

使って休むことができます。片手でブレーキができるものもあります。説明は終了です。気になるところはあり

ますか？体験もできます。触ったりすることができます。 

猪狩：一般の方や学生が欲しいと思った時に、ここにきて相談したり業者と連絡を取ったりするような利用がで

きますか？ 

キム氏：直接購買することもできます。業者の電話番号だけお知らせすることもあります。 

猪狩：日本では車いすを購入すると、何割かは金銭的な公的補助がありますが韓国ではどうですか？ 

キム氏：障碍を持つ方々はもともと登録していると思いますが、福祉カードがあれば 9 割くらいは免除。負担は

1 割ぐらいになります。 

田島：日本の理学療法士などのような、補助具に関してリハビリを支援する国家資格はありますか？ 

キム氏：補助工学士、技師工学士などがあります。一つの学部で学習を積み重ねて、二種類の資格のうちの一つ

を選択して進路を決定します。また、リハビリ工学科はナザレ大学にしかありません。 

 

第９節 総括討論会 

 

キム・ジョンミン氏：このナザレ大学で勉強し、生活する 4 年間の経験がその学生の青年期、ひいては人生や生

涯全体を見たとき、最も大切なものとなるでしょう。この時期にきちんとした教育を受けて社会に進出できるか

どうかが、その後の人生・生涯にかかわります。一般の学生は入学して勉強し卒業して就業。社会人としてお金

を稼いだり、生活したりするわけですが、障碍を持つ学生はそういうことをそのまま真似する訳ではありません。

自立の意思を持って働く過程から感じるやりがい、または生きていく上での目標など、生きる意味を感じられる

ようにすることが、もっとも大事だと思います。結局、人間は幸せになるために生きているのです。一般の方の

人生をそのまま真似していきなさいというような支援はしません。障碍者が社会に出ていくということは、生き

方など哲学的なところに広がるかもしれませんが、それぞれが人生の意味を探り、それぞれの幸せな人生につい

て考える。そういうことを満喫しながら生きていけるように支援していきたいと考えています。 

坂本：一般学生にもそうしてほしいですね。日本の多くの大学生は哲学的な考えを持っていません。 

キム氏：同じ世代でも、障碍者は健常者と違い様々なジレンマを持ち合わせています。知的障碍者は知的に発達
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が遅いですが、身体障碍者は血気盛んな若者です。アンバランスな

所の均衡を図るためには繊細で専門的な指導が必要です。絶対に避

けて通れないものは性教育です。11 月 12 日、保護者向けの性教育

を実施します。まずは、両親の性教育から始めていきます。学校と

両親が一緒に連携して、若者達の健康な性のために一緒に工夫した

り考えたりする機会を持つことが大切だと考えています。 

坂本：先生は生活館の長ですよね。生活館でも性関係のトラブルは

ありますか？ 

キム氏：当然にあります。あるからこそ健康な証拠です。そのトラ

ブルをどういった手法でアプローチして問題を健全に解決していくのか、私たちは他の機関よりも努力や工夫を

辛抱強く考えています。また、障碍を持っている人たちの立場は弱いですが、逆に一般の学生が障碍の困難さを

体験する機会を作っています。困難さを経験することで、お互いのトラブルを予防する能力や、トラブルを適切

なやりかたで解決する能力を養うことにもなります。こういう経験が、障碍の有無に関わらず、人生の大事な財

産になったり、将来、一緒に社会で暮らしたときの助けとなったりすると考えています。 

坂本：生活館は中でつながっているのでしょうか？ 

キム氏：2 階だけはつながっていますが、他の階は分離です。 

キム氏：2 階は重症の学生が多いので、事務室から素早く対応できるようにしているのです。以前、他の階にい

る知的に障碍を持った男子学生が 2 階の通路を使って女子学生の部屋に行くことがありました。2 階以外の学生

が、異性の生活しているエリアにやたらと行くことは禁じられています。他の階は分離されていますので。 

坂本：学生の数を考えると、一般の学生だけの部屋もあるのですか？ 

キム氏：生活館の後ろに建物があります。350 名くらいの定員です。留学生と一般学生だけが生活しています。

留学生も一側面では言語に障碍を持っているといえるでしょうね。外国から来た留学生も生活館に泊まっている

こともあります。すぐ事務所があって支援が受けられて便利ですから。もちろん一般学生が泊まっている建物も

障碍を持つ学生が入っていけないわけではないのですが、バリアフリーの環境ではないのが現実です。 

坂本：生活館でお祭りみたいなものはありますか？ 

キム氏：ありますよ。生活館独自のものが。 

坂本：楽しそうですね。 

キム氏：楽しいですよ。大学がキリスト教ですから礼拝堂で行うこともあります。礼拝堂の存在が生活館の円滑

な運営につながっています。霊的、精神的な支えですね。 

猪狩：生活館の基本のポリシーというか理念の中に信仰というものがあるのですか？ 

キム氏：そういうところがあります。キリスト教の教えにしたがって生活・活動しています。 

坂本：学校が休みの時には、自由に過ごされているのですか？ 

キム氏：学校で学習活動がある場合には「学校に残ります」という申請書を提出します。外に出ずに生活館に泊

まることができます。奉仕活動や実習。資格検定に向けた準備クラス。公務員試験など様々な活動があります。 

猪狩：アルバイトしている学生はいますか？ 

キム氏：います。例えば按摩士。按摩の資格を持っている学生も多くいます。さきほど、補助工学センターで見

学されたように点字の紙をモニターに写す器具があります。器具の作成過程では、点字に関する知識のある障碍

者が求められる場合があります。そういった製作会社や機関でバイトする場合があります。そこでは課題やノル

マが与えられます。一日何枚ぐらい作ってくださいなど、一般の方が翻訳のバイトをするのと同じです。その他

にも、知的障碍者がコンビニのレジやレストランのホール。マクドナルドやロッテリアでも障碍者のアルバイト
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の雇用が増えています。アルバイトとして働ける場所がたくさん増えています。正職は難しいですがアルバイト

で社会経験を積むことができる環境がたくさんあります。 

猪狩：入学してくる学生の家族は熱心で経済的にも余裕のあるところが多いですか？ 

キム氏：経済的なゆとりがある家庭やそうではない家庭など様々です。奨学金の支援を受けている学生もいます。 

猪狩：身体的な障碍を持つ方は成績に応じた奨学金を受けることが想定できますが、知的に障碍を持つ方も奨学

金を受けることができるのでしょうか？ 

キム氏：リハビリ自立学科の学生のうち 100 パーセントの学生が知的に障碍を持っています。そちらでも、他の

学科と同じく、成績が伸びていることを証明できれば奨学金を受けることができます。 

猪狩：それは良いことですね。 

坂本：成長している人が。もらえるのですね。 

猪狩：李さんはとても分かりやすく通訳していただいていますが、この大学やこういった取り組みがあるのはご

存知でしたか？ 

李氏：全然、知りませんでした。通訳の経験はあるのですが、こういった障碍者を支援する大学で通訳したのは

初めてです。 

猪狩：これがひとつの出会いですね。前から知ってらっしゃるような感じで通訳して頂きました 

李氏：さっきお会いした男性が私の後輩です。現在、大学院で勉強しています。息子が自閉症です。ある日、「先

輩、バイトしますか？田舎ですが」と。ソウルから遠いなと感じましたが。とりあえずやってきました。後輩は

ソルといいます。日本の大阪で語学研修していたようです。 

坂本：とても関心のある方ですね。 

李氏：自分の息子のこともありますし、まだまだ、障碍者を受け入れる社会は初期段階。熱心にやれば希望があ

ると考えているようです。 

 

第１０節 夕食懇親会 

 

李氏：今日ナザレ大学をあちこち見てまわりました。感想

とかありますか。 

理事長：そうですね、本当にとても勉強になりましたとい

うか、あの生活館がとても充実していて。やはり昼間の活

動と、夜の活動がしっかりサポートされていて。それでは、

井手君から順番に自己紹介と今日の感想を言っていきまし

ょう。 

井手：本日はどうもありがとうございました。大学の中で

学生の方が授業を受けているということがとても素晴らし

いと思いました。生活館の方も見せていただいて、そこで一般の学生と、障碍をもった学生の方が一緒に過ごし

ているというところが、とても素晴らしいです。ありがとうございました。 

葛尾：はじめまして。カレッジ福岡の支援教員をしています葛尾尚英と申します。今日は一日ありがとうござい

ました。今日は色んなお話しを伺ったとともに、障碍を持っている方々が実際にその場にいる姿を見られたこと

がとても印象的でした。とてもよかったです。ありがとうございました。 
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志免木：こんにちは。カレッジ事業部長の志免木章といいま

す。私が今日、とても素晴らしいなと思ったことは、やはり

障碍をもった、特に知的障碍をもった学生が、学生としてこ

の大学に入学して学んでいくという、このシステムを作り上

げてきた。そのことの素晴らしさに感動しました。私たちゆ

たかカレッジが目指しているものがここにあるなということ

を、心から感じました。ありがとうございました。 

田中：今はグループホームで勤務を行っています。田中和美

と申します。論文では事前に読んでいたんですけど、今日視

察する中ですれ違う知的障碍の学生さんとか、生き生きとさ

れているお姿を目の当たりにして、改めて地に足がついた支援を続けていらっしゃることを感じました。総長の

お話にもあったように、ゆたかカレッジとこちらのナザレ大学が協力していけたらと感じました。ありがとうご

ざいました。 

豊増：こんにちは。カレッジ福岡支援教員の豊増彩華と申します。今まで日本の大学で身体障碍をもった方が一

緒に授業を受けることを体験してきたんですけれども、知的に障碍を持った方が一緒に過ごしているのを目の当

たりにして驚きました。やはり日本もこれからそういった時代が、それが当たり前になるように頑張らなくては

いけないなと思いました。ありがとうございました。 

原田：原田なつみと申します。カレッジ久留米で支援教員をしています。今日はありがとうございました。私は

障碍をもっている人も一緒に学校で生活していることがすごいなと、とても印象に残りました。たくさんのこと

をこの研修で学ばせていただいたので、福岡に帰ってもよりよい支援ができるように頑張っていきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

副理事長：副理事長の長谷川美栄です。今日は、ゆたかカレッジが目指す障碍のある人もない人も同じ場所で勉

強するということがここではできていることが、本当にうらやましくもあり、また私たちの目指すところも、は

っきり姿としてみることができてとても嬉しかったです。今度もう一度出直してきて、もう少し長いスケジュー

ルで来たいと思います。その時はまたよろしくお願いします。 

田島：私は特別支援教育と全く関係がない、出版社の人間です。先ほど理事長がプレゼントされた『大学創造へ

の道』の本を作らせていただきました。30 年ばかり出版の仕事、特に障碍児教育だとか、福祉、認知症の本だと

かを出しています。今日見学させていただいて、やはり日本の公教育も含めて、障碍者に対する処遇がすごく遅

れているなと思いましたし、私は出版という立場ですけれど、日本でそういう気運が高まった、実際実現してい

くような出版物をどんどん出してですね、支援をしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

猪狩：今日はありがとうございました。私は福岡女学院大学で特別支援教育を教えています。今までは、知的障

碍がある人も 22 歳くらいまでは、日本でも長く勉強できるといいなと思ってきました。今回ですね、ただ長く

勉強するのではなくて、共に学ぶ場を大人になっていくときにどうやってセットしていくのか、作っていくのか

がとても大事だと改めて教えていただきました。そして今日充実した一日のプログラムで、ひとつはナザレ大学

はシステムを伴って、障碍のある学生とない学生の共に学ぶ仕組みができてきているということにすごく感動し

ました。最後に、色々な質問に答えていただく時間もあって、いろいろ勉強させていただいて本当にありがたい

一日でした。ありがとうございました。 

坂本：こんばんは。東京の東邦大学の看護学部で准教授をしています。坂本と申します。大学で勉強するときも

生活館で生活するときも、障碍がある学生とそうでない学生が、生活も勉強も一緒にするというところを見せて

いただいて、障碍がある学生だけではなくて、ない学生にとってもいろいろな経験、新しい経験で刺激を受ける
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ことがよく分かりました。これを日本に持っていく時には、やはり障碍のある学生にとってだけではなくて、そ

うでない学生にとってもすごくいい経験になるということをもう少しアピールしていけたらいいのではないか

と改めて今日思いました。ありがとうございました。 

定宗：こんばんは。定宗美帆と申します。今日はたくさんのことを学ばせていただいてありがとうございました。

私はカレッジ福岡で主に中度から重度の知的障碍がある方の就職に向けた学習の授業を行っています。日本では

前例がまだ、ほぼありませんので毎日これでいいのかなと自問自答しながら進めています。今日実際に先生の就

職に向けた授業を見せていただいて、たくさん共通点も発見することができて、また違ったいい面も見ることが

できました。これを日本に持ち帰ってより良い授業づくりや支援にいかしていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

チェ教授：今日はたくさんいらっしゃって、とても個人的にはうれしいです。また仲良く、そのような感じを持

てたらいいなと思います。何かあったら力になりますので、またよろしくお願いします。 

理事長：自分たちは、今までカナダとオーストラリアの大学の中で知的障碍の学生の実際を見てきたんですけど、

ヨーロッパではどんな感じですか。 

キム教授：ヨーロッパのことはよく分かりません。たぶん正式学科よりは障碍教育コースになっているのではな

いかと思います。ドイツには職業学校はいくつかあると思います。しかし発達障碍者向けの学校は見たことがあ

りません。てんかんを患っている人向けの学校とかはありますが、知的障碍者向けの学校は見たことがありませ

ん。よくわかりませんが、うちの学校は世界一です。世界で最初ではないかと思います。 

理事長：世界最初ですよね。海外の大学と交流はないのですか。 

キム教授：神戸大学とは交流しています。アメリカには知的発達障碍に関するプログラムを持つ大学があります

ね。交流しようと今いろいろと検討中です。 

坂本：入学試験は難しいですね。ここの入学試験の倍率は 5 倍ですよね。 

キム教授：二次まで試験があります。一次試験は基礎学力検査。国語、数学、英語、エッセイ、職業能力評価が

あります。その日、午後は面接。そこで定員の 2 倍にまで絞り込みます。一次試験をパスした学生に限って二次

試験を案内します。面接試験をしますけど、今年はどうなるかわかりませんけど、例年までは大集団活動テスト

とか、そういうものですね。例えば体育活動ですね。組別に何かさせます。体育活動を通じてですね、学生それ

ぞれの特性や性格があらわに出ますからね。もう一つは美術プログラムですね。例えば、「家を描いて下さい」

と指示してから、「この家を描いた理由を説明してみてください」と説明を聞きます。そうすると、学生がそれ

ぞれの長所とか短所とかだいたい把握できます。当日午後は、両親と一緒に面接をします。父母と一緒の面接は

成績には反映しません。父母と一緒の面接の前に深層面接というものがあります。短い短文を提示して、それを

読んでみてくださいと指示します。その文章を読ませながら、その文章について色んな質問をします。その答え

を聞いて学生の長所とか短所を把握します。親との相談の時は現実的なところも話します。4 年間、お金もかか

りますので「途中でやめることはないですか」とか「学生の支援や後援はどういう風にやっていきますか」とい

うことを尋ねます。これらの試験の結果をまとめて 25 人を選抜します。25 人を最終選抜するときに、万が一の

辞退などのことを考えて 10 人程度を補欠、キャンセル待ちのような待機人数も選抜します。実際は、途中であ

きらめる人はほとんどいないからそれは該当しません。試験を受けて不合格になった人が浪人して、2 回 3 回と

繰り返し受験にチャレンジする人も多いです。今までの新入生選抜システムはこれまで長い間やってきたのでほ

とんど知られています。そこで来年度からは新たなシステム、パターンでやることを検討しています。 

理事長：一年間の大学の学費はどれくらいですか。 

キム教授：一学期に 390 万ウォンかかります。日本円で 37 万円ぐらいです。3 か月ですね。4 年間勉強を続けて、

食べたり、小遣いとか全部含めたら 5000 万ウォン、470 万円程度かかると思います。先ほどの親との相談では必
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ずこういう質問をしますよ。「たくさんのお金がかかりますが、最後まで頑張れますか」と。 

猪狩：日本では保護者は進学を希望しているんですよ。だけど学校の先生たちはとにかく就職に向けて活動した

ほうが良いと言うんですね。韓国では学校の先生方はナザレ大学にぜひ行きなさいとそういう風に勧めるのです

か。 

キム教授：そうですね。 

猪狩：それは大学というきちんとした仕組みになっていることが大きいですよね。それで 4 倍も 5 倍もある倍率

で合格すると学生も誇りになったり。受かった時点でまずやるぞという気持ちになりますね。 

副理事長：韓国にこういった先進的な大学があることはうらやましいです。 

キム教授：キリスト教系列の大学だからこれが可能なんじゃないでしょうか。韓国唯一の障碍者向けの専門的な

システムや組織がある大学はたぶん他にないと思います。今交流しているのは、神戸大学の津田教授という方は

「韓国のいろんな大学をまわってみて、小さいレベルの大学がこういうシステムを作動しているのはびっくりし

ました」と言っていました。正直、うちの大学も知的障碍者向けの学科を新設するのには勇気が必要でした。2008

年度に国会に行って知的障碍者向けの学科新設について世論を調節して、2009 年度、学科を新設することになり

ました。各地、各方面の人から支援を受けて新設することになりました。発達障碍学生の人数が増えてくれば、

自然に知的障碍を持っている障碍学生の人数も多くなります。知的障碍を持っている学生向けの特別な管理や指

導するシステムが必要だという総長の考えのもと、みんなが同じ意見を出しました。6 年前に赴任してきて、最

初に知的障碍者向けの学科を新設するなんてこの大学は勇気のある大学だと関心しました。実際のナザレ大学の

今のプロセスなどをみて、他の大学でもこのような学科を新設したがっています。しかし、実際に学生たちをど

う管理したらいいのか、ノウハウがないから躊躇しています。いろいろ他の大学の知り合いが、相談をしてきま

す。私たちが言うのは、自信をもって知的障碍学生をコントロールできないようでは、最初からスタートしない

でほしいということです。これからもうひとつ知的障碍者を受け入れる大学ができるかもしれません。新設した

ら私たちの大学とは競争関係になるでしょう。これは良いことだと思います。いい意味での競争ができるかもし

れません。お互いに切磋琢磨し発展しあいますから。韓国の障碍者の人数は 24 万人です。去年、韓国では発達

障碍関連法が国会で成立しました。この法律には大学の教育や障碍教育についての内容が盛り込まれていますか

ら、これからも障碍者の親たちのニーズなどが増えてくるのではないかと思います。このような雰囲気の中でも

っと我が大学は、知的障碍関連システムをアップグレードしていくと思います。自分の希望や夢を言うと、ナザ

レ大学が中心的な大学になって、よその大学で知的障碍者がらみの大学が増えてきたら、いろんなノウハウなど

を指導する大学の存在になりたいというのがこれからの希望です。 

理事長：すごくハードルの高い知的障碍者の履修クラスを作るのに、その原動力となったのはやはりキリスト教

的な考え方があるからでしょうか。 

キム教授：それが一番大事なことです。ナザレ大学に入学した学生は、みんな礼拝をしなければいけません。信

仰心は必要ですね。信じられる何かがないと。 

理事長：希望者が多いので、これから定員を増やすような計画はないのですか。 

キム教授：悩み中です。学生の人数は増やすと、それによって指導職員なども増やさないといけません。考慮し

てしなければいけません。増やしてほしいとの保護者の意見もあります。「どうしてクラスの定員が 25 人なの

ですか、定員を増やしたらうちの子も行けるじゃないですか」と。いろんなことを考慮して、教員と学生の数が

ある程度マッチングできないといけません。韓国の大学の重要資料があります。1 つ目は入学率、２つ目は在学

率、３つ目は就職率です。教育機関はこの 3 つを見て大学評価をしランキング付けをします。リハビリ学科も正

式な学科ですから、一般大学と同じようにこの 3 つを遵守しなければいけません。クラスの人数を増やすことに

よって就職率が落ちてしまえば意味がありません。そういうことも計算しています。入学率とつながる学生の人
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数は、就職率に反映しますので慎重にいきます。ここはデイケアセンターではないのです。現在の就職率は 80

～90％になります。人数が増えてそこまでできるか心配です。だから、人数が増えたらそれに合わせてさらに良

いプログラムを組んで、展開しなければいけません。 

理事長：卒業したら卒業証書はもらえるのですか。 

キム教授：卒業したら一般大学の卒業生と同じように正式な学位が与えられます。他の障碍者関連の教育機関も

教育はしますが、大学を卒業した人と同じように学士を与えない大学はいくつかあります。3 年課程や 4 年課程

などいろいろありますが、障碍教育課程のような機関では修了証は与えられるけども学位は与えられません。 

理事長：私たちもアメリカのマサチューセッツ州立大学や UCLA など、数人の知的障碍者を受け入れている大学

を見てきましたが、どこも学士は与えていませんでした。カナダやオーストラリアでもそうでした。 

キム教授：ナザレ大学のケースが唯一で、独特なケースだと思います。これについてはもちろん議論があります。

知的障碍のある学生も高等教育を受ける権利があります。この権利があるということは、同等にお金を払ってい

ろんな課程を履修する権利があるということです。それが問題ないと考える理由は、彼らも自分なりの競争を突

破して入学をします。一般学生が入学試験で競争をして入学するのと同じケースです。激しい競争を得て入学す

るから何も問題ないと思います。先ほどの理事長のプレゼンで動画を見たこの学科の教員が、「日本のケースは

生活のプログラムが多いから、うちの学科も見習わなければいけない」と言っていました。そのようなところは

見習って適応していきたいと思います。生活プログラムがよくできています。お互いの長所を見習って発展して

いけたらいいですね。ウィンウィンの関係、持ちつ持たれつの関係になると思います。今日視察していただいた

リハビリ自立学科は、正直インフラはありません。しかし、教員たちの情熱や意志、希望があるからこれからの

将来が有望です。日本ではインフラがきちんと整備されていると思いますが。 

理事長：この分野ではありません。 

キム教授：生活のプログラムに関してや、支援してくれる外部の地域社会との連携、マラソン大会などいろんな

行事をしていることなど、私も勉強になりました。 

理事長：本当にこれから交流したいですね。いろいろ教えていただきたいです。私たちはスタートしてまだ４年

ですので、ナザレ大学は大先輩ですので。 

キム教授：訪問するためにいろいろ準備されてきたのではないですか。ナザレ大学に関しての気になるところは

解決できましたか。 

坂本：他の国にあるナザレ大学には、同じような学科はないのですか。 

キム教授：発達障碍者だけを受け入れている学科は見たことがないです。聴覚障碍者や視覚障碍者の専門の大学

はいくつかあります。アメリカにもあるし、茨城県のつくば技術大学には見学に行きました。ドイツに行ったと

き、発達障碍者を対象にして農作業を教えている学校を見たことがあります。ドイツは農作業をしている人が少

ないので、人材活用しようということだそうです。しかし、正式な大学ではなく専門学校レベルでした。てんか

んなどの疾病を患っている人向けです。その学校では教会を作っており、日本の教会と連携して運営しています。

職員全体がてんかんを患っている人を雇用しています。発達障碍者だけという学校はありません。ゆたかカレッ

ジでそのような大学を設立したら、世界で 2 番目になります。そのためには、日本の文部科学省とたくさん話し

合わなければいけませんね。 

理事長：一昨日、カレッジ早稲田に国会議員が 13 人が来ました。高等教育を知的障碍者に保障しようという議

員連盟があるんです。『障碍者所得倍増議員連盟』というのですが、とても熱心に取り組んでくれています。 

キム教授：彼らを引き連れて韓国に来られたらいい刺激になると思います。 

定宗：学生さんの障碍受容はどの程度進んでいるのですか。 

キム教授：学生全員が、自分はこういう状態だということはっきりと理解しています。こういう認識ができなか
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ったら社会に出て適応できないので、自分のことをしっかり知ってその上で勉強をして社会に出ます。境界性障

碍は正常と非正常の境のところにあります。そういう場合は、学生は自分が正常か非正常かはっきり認識ができ

ません。先生たちは機会があるごとに、自分が持っている障碍を素直に受け入れるように指導しています。また

そこでは、自分自身の選択と責任を強調して指導しています。正直、3 年生になるまで将来の夢がパイロットに

なりたいという非現実的な夢を持っている学生もいます。汽車をつくります等。そういう学生には、真剣に現実

を受け入れるように指導することも重要です。 

定宗：ゆたかカレッジの学生は、障碍受容が難しいところがあります。自分の障碍を相手に伝えることが難しく、

どうやって障碍受容をしていただこうかということが課題です。 

キム教授：障碍を持っていることは誰もが認めたがらないです。買い物をさせたりすれば実際なかなかできませ

ん。彼らの目線に合わせて何度も伝えます。自分の能力をわきまえることで、社会に出ても適応できるような人

材になります。1 年生、2 年生の時は衝撃になるので、できるだけ慎んでいますが、3 年生 4 年生になると、次第

に学校に慣れて、学校に適応しながら、それに合わせて少しずつ度合いを高めていきます。あなたは、こういう

ことができないなど限界があることを伝えます。ショックにならない範囲で少しずつ範囲を広げながら指導して

いくしかないと思います。ほとんどの保護者は、自分の子は現実より能力が高いと過信しています。卒業してか

ら就職先で行政補助など事務的な仕事がほとんどできると思い込んでいます。企画力が乏しいのは事実です。ワ

ープロも補助程度のレベルなのに、保護者は最もらしい役職や立派な仕事先などを求めるので困ってしまいま

す。入学するときは、無事に卒業したらそれで満足しますと言いながらも 4 年生になったら「これぐらいの仕事

にしか就けないの」「先生もう少し頑張ってください」など言われます。保護者と先生の関係でもめごともあっ

たりしますが尊敬する関係です。現実のところで十分考慮して、学生の好みの分野に指導していきます。保護者

と先生たちの意見の違いをどれほどしぼっていくかが課題です。 

坂本：今日いただいた資料にカリキュラムは入っていますか。 

キム教授：入っています。 

坂本：普通の大学とは違うカリキュラムも入っていると思いますが。 

キム教授：カリキュラム自体は異なっているところはありませんが、それらのカリキュラムの中に学生たちが取

得することのできるプログラムが入っています。 

坂本：今朝の先生の授業「ビジネスマナー」はどういうカリキュラムですか。 

キム教授：「職務技術」です。主に職業関連のことを教えています。就業専門家ですから。その他に、学生たち

の心理や協調性などは他の先生が指導しています。教養科目は統合科目ですので一般学生と同じです。専攻科目

だけは障碍を持っている学生が中心です。問題は、教養科目を受けたら一般学生と競争しなければいけないので、

教養科目は点数が低くになります。だから保護者たちは「教養科目も成績がよく出るように、障碍学生同士でや

ればいいではないか」と言っていますが先生たちは違います。教養科目のところで一般学生と触れ合いながら、

一般常識などを見習うことができます。長所を勉強することができます。「点数が低いと成績が低く出るから」

ということで、障碍同士のクラスを作ると過保護になってしまうから発展がありません。 

理事長：障碍のある人とない人の期末試験の問題は同じですか。 

キム教授：同じです。 

チェ教授：レポートも同じです。 

キム教授：だから教養科目は大変だと言っています。一般学生と競争ですからね。 

坂本：トータルで取る単位の数も一緒ですか。 

キム教授：4年間で 127 単位を取らないと卒業できません。一般学生も同じです。 

坂本：専攻の単位と統合の単位と合わせて 127 単位ですか？ 
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キム教授：そうです。合わせて 127 単位です。最小限が 127 単位です。1 単位でも足りないと卒業できません。 

理事長：留年する人もいますか。 

キム教授：大変だと思った学生は留年するより休学します。学生同士の問題や経済的な問題もあります。 

チェ教授：教養の授業の担当をしています。障碍学生と一般の学生たちとの競争は現実的には難しいです。です

から、実際には彼らだけの評価をするようにしています。様々な配慮をしています。 

キム教授：少し配慮することはありますが、結果的に試験もレポートも同じです。 

チェ教授：障碍学生は一般の学生よりも勉強熱心です。 

理事長：障碍学生の一生懸命さを健常の学生が見て見習うということもありますか。 

チェ教授：あります。 

キム教授：いい刺激になります。評価が A＋になる障碍学生もいます。一生懸命やっている結果です。ほとんど

の人が出席率は 100％です。学校に来ないと大変だと思っていますから。みんな、学校に来るのが大好きです。

専攻科目では、障碍学生同士だから自分の実力より少し点数を与えます。「下駄をはかせる」「称賛はくじらも

踊らせる」というように、ピグマリオン効果を狙ってやっています。学科の定員の 30％は奨学金をもらって勉強

しています。上位 5 位までは成績奨学金、3 人ぐらいは学年の役員をして奨学金をもらっています。経済的に大

変な学生で奨学金をもらう学生は 30％ぐらいいます。企業団体からもらえる奨学金もあります。学生全体の約 3

割が奨学金をもらっています。お父さんが子どもの大学の支援金がもらえる会社に勤めている学生であれば、ナ

ザレ大学は正式な大学なのでもらうことができます。国家奨学金も十分もらえます。 

理事長：大学の教授が、知的障碍者の授業を教えるというのは、小学校中学校レベルの授業になってしまうので、

理解ができないと思うのですが、ご苦労とかありますか？ 

キム教授：全般的なところではありませんが、知的水準が落ちている学生を教える教授は、世間体はいいとは言

えません。だから外部から専門の機関や企業の機関からプロジェクトとして受け入れる場合があります。そうい

う場合には教授陣が除外されるケースがあります。個人的に今のクラスの学生たちに教えられるスキルは、他の

有名な大学の修士マスターや博士課程の学生を教えるスキルより、もっと高いスキルだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

 

 私たちは、アメリカやカナダ、オーストラリアなどの知的障碍者を受け入れている大学の視察をこれまで何度

か行ってきたが、日本とお隣のこんなに身近な国である韓国にこれほど素晴らしい取り組みを行っている大学が

存在することを知り、正に目から鱗であった。とりわけ私たちが感銘を受けたことは、知的障碍者を正式な「ナ

テコンドー部の学生の皆さんが演舞を披露して下さいました 
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ザレ大学大学生 」として受け入れ、所定の単位を取得したら知的障碍者も学士号をいただけるということであ

る。また、生活館やドウミ制度という画期的な仕組みにより、教育と生活支援が車の両輪の如くしっかりと行わ

れている点である。さらに、生活館や１、２年次の授業では、障碍者と非障碍者とが完全にインクルーシブな環

境で生活できている点が素晴らしい。まさに、非障碍学生にとって、障碍者に対する偏見や差別をなくすために

とても有効な取り組みだと考えられる。日本は、まだまだゼロ地点で、スタートラインにすら立っていない状況

であるが、ナザレ大学という具体的な目標が見えたことで、私たちもなお一層、 知的障碍者の高等教育保障に

向けて奮闘していきたいと心を新たにした。 

 また、その一方で、ナザレ大学の林総長はじめ、教授の先生方は、「ゆたかカレッジ」の実践も素晴らしいと

称賛してくださり、今後も大いに切磋琢磨してよりよい教育的支援を進めていきましょうと評価して下さった。 

このことは、国内にモデルがない中で日々試行錯誤で取り組んでいるゆたかカレッジにとって、改めて大きな自

信と確信を実感する機会となった。 

 ここからはナザレ大学視察に参加したメンバーが学んだこと、感銘を受けたことなどを紹介する。 

 

 これまでの海外視察や学会参加、意見交流において学ぶことは多かったが、いずれも知的障碍者が正規の学生

として入学し、４年間の大学教育を非障碍学生と共に受けるところまでは至っていなかった。今回視察したナザ

レ大学ではそれが現実のものとして展開されており、わたしたちゆたかカレッジが将来的に求めている姿を現実

のものとして知ることができた。その意味では今回の視察研修はこれまでとは違う意味を持つ。つまり今回の視

察研修で、知的障碍者が非障碍学生と同じように入学試験を経て正規の大学生として学び、単位を取得し、卒業

することができるという何よりの確証を得ることができたのである。それを可能にしたものは何かということに

ついて私なりに感じた事は以下のことである。  

 まず、このシステムを可能にするバックボーンがあったということである。ナザレ大学の教授は宗教的なバッ

クボーンがあったと述べられたが、同じキリスト教系の大学であってもこのような実践は他には見られない。こ

のことから大学のキーマンとなる人が本人・保護者・インクルーシブな社会の実現を求める声を真摯に受け止め、

それを大学の制度として整備していったことが想像される。そのためには大学総長をはじめ、中核となる教授陣

が知的障碍者の高等教育実現を志向していたのではないかと想像される。大学に大きな変革をもたらしたのは、

学生を優良企業へ送り出す機関としての側面や経営的な側面からだけではなく、真に学びたいと願う人が学ぶ場

であるという大学本来の使命を貫こうとする人たちの思いの強さと行動力の賜物であり、これこそがナザレ大学

の変革に向けたバックボーンであったのだと思う。 

 次に、知的障碍者が大学教育を受けるにあたって、理想と現実のすり合わせを徹底的に行っているということ

である。障碍をもつ学生にできること、できないこと、支援を要すること、自ら乗り越えるべきことなどをバラ

ンスよく組み合わせている。またその支援は単に個々人の心情や行動力に頼るのではなく、システムとして稼働

している。入学試験の実施、ドウミ制度の導入、生活館と大学との連携など、どれも障碍学生やその保護者にと

ってだけでなく、非障碍学生や世間一般の人も納得できるものになっている。例えば入試が無ければ、なぜ障碍

学生は入試なしに入学できるのか、といった声が上がるであろうし、障碍学生だけに学費免除があれば、なぜ障

碍学生だけがただで大学にいけるのかといった声が上がるだろう。ドウミ制度で非障碍学生に経済的な恩恵がな

くボランティアだけで運営しようとすればこの制度はやがて破たんする可能性もある。それらを克服するため

に、知的障碍者が大学に入学することは、非障碍者が大学に入学することと変わりはないということを説得力を

もって示している。一方、その具体的実践においては障碍学生への支援はしっかりと細やかに行っている。これ

らのことによって障碍学生が大学教育を受けることはより組織的に、継続的になっていくと考えられる。また知

的障碍者の高等教育に関して一般社会への受け入れを推進することにつながるだろう。 
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 今回の視察研修はゆたかカレッジの今後に大きな希望をもたらした。私たちが持ち帰った、知的障碍者が大学

で学ぶことが可能であるという現実は何にも代えがたい学びとして多くの人たちに発信していく必要がある。特

に高等教育に関わる人たちや教育制度、福祉制度に関わる人たちにはぜひこの現実を知ってほしい。同時に、日

本でもそれが可能だということを実践的に示していく必要もある。その中核を担うのはわたしたちゆたかカレッ

ジであることは間違いない。 

 先はまだ長い。しかしめざすところはしっかりと私たちの視野に入った。私たちは遠い道のりではあるが必ず

そこにたどり着くための実践をしているのだという自覚をもって今後のカレッジを前進させていきたい。 

（カレッジ事業部長・志免木） 

 

 ナザレ大学の視察研修に参加して、授業見学では、学生が会社に勤めたときの心構えルールについて講義を受

けていたが、パワーポイントを使用した授業では、講師の補助としてパワーポイント操作をしている学生や、活

発に手を上げて発言をする学生がいて、積極的に授業を受けている印象を受けた。受け入れる環境さえ整えば、

障碍のある人たちも大学の中で完全にインクルーシブな学生生活を送ることが可能だということを証明してい

る大学だと実感した。学生寮である、生活館でも障碍種別は様々だが学生同士が中心となり助け合い、生活面で

の援助を行いながら生活を送っていた。学生同士のトラブルや、パニックなどもあるが職員と連携を取りながら

対応しているとのことであった。その話がグループホームなどの障碍施設での話ではなく、大学の学生寮での日

常生活の話であることが驚きであり素晴らしいと感じた。様々な人と関わることができるインクルーシブな環境

は、障碍の有無に関係なく、学生が成長する大事な時間であり、学問の学びと学生として成長する学びが体験で

きる大切な場所だと感じ再確認することができた。                （福岡事業部長・井手） 

 

 初めに授業風景を見学させていただいた。カレッジの「労働」の教科でも触れる内容で、やはり教育・支援し

ていきたい観点が共通していることを感じるとともに、同じ方向を向かっているという親近感をもちました。講

義は決して一方的なものではなく、教授と学生の積極的かつ活発なやり取りのもとで進められていた。寄宿舎の

方もいれば通学の方もいて、自分で時間割を組み行動している。午前 3 時間、午後 3 時間の授業の合間は皆でコ

ーヒーを飲んだり自由に過ごす時間もあり、寄宿舎では月 3 回程度のクラブ活動もあり･･･と、まさに大学生活、

キャンパスライフを過ごしているということであった。 

 率先して我々にお茶を配ってくれた女子学生の方（リーダーとのことであった）の喜んで笑顔で対応されるお

もてなしの様子も印象的であったし、視察しながら別の棟に移動する際に、明るく独語を発しながらキャンパス

を歩く方ともすれ違った。 

 また、障碍学生支援センター内を見学中、ある男子学生の方が、自分が描いた独創的な絵を、「ハッハッハー！」

と我々視察団に誇らしげに見せてくれる場面もあった。このように、活き活きと大学生活を送っている姿を目の

当たりにするにつけ、「日本でもこのような形で実現できたら」ともどかしくさえ思えた。とともに、総長およ

び他の教授の先生方もゆたかカレッジの取り組みについて「自分たちが見習いたい部分もある」と高く評価して

くださり、国や歴史は異なるが、同じ理念のもと今後も交流していきましょうとの流れになったのが大きな実り

の一つだと思う。 

 わが法人がうたっている基本理念の一つ「わたしたちは、日本の福祉の発展に貢献し、新しい時代に向かって

福祉の変革を推進する」という内容につながっていくよう、一職員として努力していきたい。 

（レジデンス大村・田中） 
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 ナザレ大学の取り組みを視察し、障碍学生と非障碍学生が学生生活を共に送っているという事実に触れること

ができた。視察に参加する前までは、あまりイメージがわいていなかったが、こうして実際に取り組まれている

姿を目にし、日本の障碍者教育もこのように進めていくことができるという可能性を実感した。これが今後私た

ちが目指すべき姿であると確信した。 

 視察研修の中で、障碍学生が自分自身のことをよく理解して学習に取り組んでいると感じた。自分の障碍特性

を理解し、今の自分の強みや課題、必要な支援などを把握して取り組みがなされていた。現在のゆたかカレッジ

では自分の障碍を理解している学生は少ないため、自分自身にどのような支援が必要なのか理解できていない学

生が多いのが現状である。大学生活や今後の就労等に向かう中で、障碍受容というものはとても大切な課題であ

ると思う。特に非障碍学生とともに授業を受けるとなると様々な配慮が必要となる。インクルーシブな教育を行

っていく上で、ゆたかカレッジでもどのように自身の障碍と向き合っていくのかを考えていかなければならない

と感じた。 

 また、ドウミ制度にも興味がわいた。ただボランティアとして非障碍学生が障碍学生をサポートするのではな

く、学費減免という制度を含めることで継続性が生まれていく。さらに、障碍学生が障碍学生をサポートするな

ど、ただサポートされるのではなく互いに共生していくという点がこれからの障碍者が生活していく上で大切な

ことなのではないかと感じた。ただ受け身になるのではなく、自らも誰かの力になっていく･･･それはこれから

の社会で必要不可欠なものではないかと思う。互いに受け入れあうためにも、重要なものではないかと思った。 

 障碍者の中でも大学進学を希望する人は多く、ナザレ大学の倍率を伺い驚いた。それでも障碍者枠を広げるの

ではなく、障碍学生に必要な支援を十分に行うために現状を維持している大学の姿勢に感動した。高い志の下で

取り組まれているのだと痛感した。 

 ナザレ大学でこのような取り組みをしているという事実は、これからのゆたかカレッジにとって希望であると

感じた。まだまだ日本では取り組まれていないのが現状だが、これからはゆたかカレッジが手本となり実践して

いく必要がある。その使命を全うしていかなくてはならないと改めて感じた。 

 ナザレ大学のような大学が当たり前の世の中になるよう、日々の授業に対し真摯に取り組んでいこうと心に誓

った。                                     （カレッジ福岡・豊増） 

 

 ナザレ大学での視察・交流を通して、実際に学生が学ぶ姿や生活する姿を見ることで、事前に目を通した研究

論文では感じることができなかった雰囲気に気付くことができた。 

 障碍を持った学生が教室の中で机を並べて授業を受ける姿。クラスの中で役割を持って自ら動く姿。夕方に外

出を終えて生活館に戻っていく学生等、当たり前の大学生活を当たり前に過ごす風景は、視察でないと得ること

ができないものであった。 

 また、障碍を持っている方が学生だけではなく、学びや生活の中で、事務員や相談員として働いている姿も拝

見し、大学の日常風景からインクルーシブな雰囲気が感じ取れた。 

 また、同時に大学として知的に障碍を持つ方々を受け入れる、そして卒業することで学士を取得できる根拠と

して、知的に障碍を持つ学生も４倍以上という倍率の大学入学試験を受け、選考を経て大学生となっていること

や受講する科目においても試験による単位取得の必要性を挙げられていた。 

 それぞれに大学からの配慮は含みながらも、大学として存在する以上は譲れない。強い意志を示されたような

気がした。 

 大学の中で様々な個性を持った学生や職員がインクルーシブに過ごしている日常。そのような風景をとなりの

韓国で視察できたことは、将来、日本でも当たり前に見ることができるのでは、という可能性を身近に感じるこ

とにつながった。とても貴重な研修であった。                   （カレッジ福岡・葛尾） 
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(1)ナザレ大学「リハビリ自立学科」授業視察における気付き 

 授業内容は「サラリーマンの勤務マナーと姿勢」。ゆたかカレッジにおける「ＳＳＴ」や、「就労基礎」と内

容がほぼ同じである。学習内容に関しては幅広く、一コマの時間で健康管理、会社の規定、社会のルール、あい

さつ、報告の必要性など多岐にわたっていた。プロジェクタにプリントを映し出す方式で、プリントは文字のみ

である。ゆたかカレッジのクラス編成(おおむね 10 名以下)に比べて、19 名と大人数であった。以上より、この

授業を受講している学生は、知的に障碍があっても軽度であるということができる。ゆたかカレッジにおいては、

知的・発達障碍がある学生に特化している。重度の学生においては文字の概念もむずかしい。そのような学生の

学び・就労へ向けての学習の機会を設けている点で、ゆたかカレッジの取り組みは先駆的であると改めて感じた。 

 ナザレ大学の授業の良い点としては、就労の専門家が教授として指導している点である。教養課程では法学な

ども受講する。各分野に特化した指導者がいるということで、学生のさらなる学びが期待できる。 

 授業がない時間(空きコマ)は、思い思いに休憩を楽しむということであった。その過ごし方は、一般の大学生

と変わらない。ゆたかカレッジ、少なくともカレッジ福岡では、常に支援教員が見守りとして配置されている。

トラブル防止や支援の必要性を考えると見守りは必要である。が、ナザレ大学のように見守りなしで、自由に行

きたい場所に行き、過ごしたい場所で過ごすことができてこそ、真のインクルーシブな高等教育の実現といえる

のではないだろうか。「キャンパスライフの謳歌」がそこには見える。学生の立場に立って考えると、ナザレ大

学の学生がうらやましく感じた。 

(2)ナザレ大学学生との、交流を通して 

 昼食交流会では、ナザレ大学学生の姿を近くで拝見することができた。障碍がある学生が、にこやかにそして

少しはにかみながら、コーヒーをふるまってくださった。昼食後には学生と少しではあるが交流することができ

た。日本と韓国の歌手についての話をした。私の話すつたない韓国語にもしっかりと耳を傾けて、頷いたり、話

したりして下さった。ゆたかカレッジの概要説明では、スライドを見つめ、通訳のことばをしっかりと受け止め

ている様子がみられた。その交流の中での気付きが 2 点ある。 

 一点目は、知的障碍がある方の進学率が 0.4 パーセントということに、驚いていたということだ。ナザレ大学

学生にとって、日本における知的障碍がある方の高等教育が保障されていないことは、声をあげるほどの驚きで

あった。ナザレ大学では、知的に障碍がある学生がいることは「普通」により近い感覚であるといえる。日本に

おいても、障碍がある学生が「普通」に大学で学べる場づくりをしたい。ゆたかカレッジの支援教員として、そ

の使命を強く感じたできごとであった。 

 二つ目は、学生の表情がとても明るいということである。ナザレ大学が居場所として機能し、分かりあえる仲

間がいる。学びたい思いが実現できる。その充実感からであろうか。ゆたかカレッジで勤務して、数回耳にした

言葉がある。「本当の大学に行きたかった。」ニーズがそこにあるのである。ニーズがあるからには可能な限り

環境の整備をし、ニーズに応える必要がある。障害者差別解消法が施行されたことからもそれがいえる。ゆたか

カレッジの目指す道は間違っていないと、ナザレ大学の学生の姿を見て確信した。 

(3)学生の障碍受容 

 学生の障碍受容においては、ゆたかカレッジで過ごす 4 年間のなかでぶつかる問題である。(特に知的能力が高

い軽度の学生はなおさらである。) ゆたかカレッジでの活動の先に、「就労・自立」を見据えているからである。

障碍受容ができるということは、ありのままの自分を見つめることであり、自立への一歩につながる。しかし若

干 18 歳から 20 代前半のゆたかカレッジでの学生の障碍受容は、難しい問題である。その背景には、日本におけ

る「障碍者」の認識が、差別的要素をいまだはらんでいるからだと考えられる。 

 学生の障碍受容について、質問することができた。ナザレ大学でも、障碍受容は必要であるという認識であっ
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た。1、2 年生の時にはショックが大きいことが予想されるため徐々に進めていく。3、4 年生になると障碍受容

に向けて、しっかりとサポートしていくとのことであった。障碍受容が進むことにより、自分のできないこと(む

ずかしいこと)や、支援してほしいことを伝えられるようになるからである。さらに、こうしたらできるなどので

きること(強み)も伝えられるのである。その結果、自身に合った就労内容を選べ、継続した就労の実現を目指せ

るのではないか。 

 深く共感したと同時に、障碍受容についての取り組みをゆたかカレッジでも進めていく必要があると感じた。

もちろん、慎重に進めるべき課題である。今現在の「ヘルスケア」の授業でも取り組んでいるが、この内容を具

体的に精査し、よりよい学習機会の提供に繋げたいと思う。就労にむけての「ＳＳＴ」や、就労サポーターによ

る一貫した支援の中にも取り入れたい内容である。 

(4)今後に向けて 

 今回、海外視察研修という身にあまる研修の機会をいただけたことに感謝し、今回得たことを実際の現場にフ

ィードバックしたい。社会福祉に携わる者として、理事長が目指す社会の変革の一助となれるよう、よりよい現

場作りをしたいと思う。                             （カレッジ福岡・定宗） 

 

 今回の視察研修で、とても貴重な経験をさせていただいた。知的障碍者を正式に受け入れ、大学卒業の資格を

取得できる世界唯一の大学を見させていただき、このような大学が世界中にあることがあたり前になればいいの

にと強く感じた。 

 リハビリ自立学科の授業の見学では、学生の意欲的に学ぶ姿が強く印象に残った。先生の言葉に対し、「はい」

と返事をしながら授業を受ける姿を見て、勉強できることの嬉しさや学びたいという強い思いが伝わってきた。

また、ゆたかカレッジでの「労働」や「職能開発」などと同じような内容の授業をされており、座学以外にもロ

ールプレイングなど実践的な授業もあるとのことで、似ている部分をたくさん感じた。そして、私たちがしてい

ることは間違っていないということも感じることができた。 

 今回の研修で、たくさんのことを感じることができたが、その中でも特に２つのことを考えさせられた。 

 ひとつめは、環境が整っていることが大切だということだ。学生が学びやすく過ごしやすい環境を作っていく

ことが大切だということを改めて感じることができた。寄宿舎がすぐそばにあり、支援ができる環境が整ってい

ることがとても大きいと思う。補助工学センターでは、様々な障碍や特性に応じたたくさんの機器が準備されて

いた。大学内にこのようなセンターがあることで、障碍のある学生は、とても心強いだろうし、また、自己負担

も１割程度でいいということに驚いた。個人の障碍や特性に応じた機器があるのとないのとでは、学びに大きく

差が出ると思う。私自身、今後も学生一人ひとりにあった支援を心がけ、自分ができる精一杯の環境整備や教材

準備をしていきたい。 

 ふたつめは、障碍のある人もない人も一緒に生活をすることで、お互いにいい影響があるということだ。一緒

に生活をすることで、障碍者に対する偏見もなくなるであろうし、関わり方も身につくだろう。また、障碍者の

多くにコミュニケーションスキルのニーズがあると思うが、このニーズも少しずつ克服できるのではないだろう

か。また、障碍のある学生も一般学生と同じ試験を受けたり、レポートを書いたりしているという話を聞いて、

障碍学生と一般学生を区別しないという点が素晴らしいと感じた。障碍学生と一般学生を平等に見ていることも

また、障碍学生と一般学生のいい関係を築くひとつではないだろうか。ゆたかカレッジでは、今後も大学生との

交流を大切にしていき、大学校舎内での授業を受けられる機会が増えたらと考える。 

 今回の視察研修で学んだこと・感じたことを今後の支援につなげていきたい。   （カレッジ久留米・原田） 

 



 

114 

 

第５章 諸外国における知的障碍者の大学進学 

 

はじめに 

 

 2016 年 8 月にオーストラリアのメルボルンで開催された第 15 回国際知的・発達障碍学会（IASSIDD）

において、鞍手ゆたか福祉会は２つのポスター発表を行った。ポスター発表のテーマは、「ゆたかカレ

ッジの実践と知的障碍者の高等教育保障の意義」と「知的障碍者の大学受け入れの国際比較（米国・カ

ナダ・豪州・日本）」である。前者は、当法人の生活介護や就労継続Ｂ型事業所などの福祉作業所に所

属する知的障碍者とゆたかカレッジに所属する知的障碍者との成長度、満足度のアンケート調査に基づ

いた比較である。この調査研究のねらいは、青年期に知的障碍者が学ぶ機会を得ることにより、当事者

たちがどのような変化を遂げているのかを明らかにすると共に、その結果をふまえ今後わが国において、

知的障碍者の高等教育保障を実現していくための意義と目的を明確にすることである。一方後者は、こ

れまで視察してきた 3 ヶ国の調査研究の整理を試みている。その中で、ゆたかカレッジの立ち位置や国

際的な視点での到達レベルを明らかにすることを目的とした。 

 今回、初めての試みとなったポスター発表では、視察参加者でプロジェクトチームを作り、半年間に

わたり調査研究を行って作成した。 

 本章では、私たちのポスターの内容を紹介するとともに、ポスター掲示板に訪れた人たちとの意見交

換の内容を紹介する。以下に、学会で発表した英語版ポスターと日本語翻訳版を紹介する。 
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第１節 アメリカカンサス州における知的障碍者の大学進学 

（アメリカカンサス州・大学教授） 

ＸＸＸ：（ポスターを見て）素晴らしい活動ですね。素晴らし 

い、大成功というか。 

長谷川：まだ日本は大学の中での受け入れがないので。 

ＸＸＸ：もちろんそうだと思います。これでずいぶん大きく変

わるためのきっかけ作りにはなると思うのですね。ゲーム

チェーンジャーと言いますけれども、これがあるからこそ

その後が大きく変わっていくという風に思います。だから

おめでとうございます。 

長谷川：だけどまだまだハードルが高くて山の２合目ぐらいのところです。 

ＸＸＸ：やっぱり一度に一歩ずつしか進めないですからね。 

長谷川：カンサスではどうなのですか。大学で知的障碍者を受け入れているのですか。 

ＸＸＸ：いい質問をいただきました。軽度の障碍であれば受け入れてもらっているのです。けれども、

ただ制度的に大学は絶対に受け入れを保障しますというようなところはないと思うんですね。だか

らこういうような大学は、ある意味世界最初のものかもしれないですね。 

 

第２節 アメリカペンシルバニア州における知的障碍者の大学進学Ⅱ 

 （アメリカ・テンプル大学教授） 

ＸＸＸ：テンプル大学で、米国ペンシルバニア州フィラデル

フィアから来たのですけれども、ゆたかカレッジは始め

て何年になるのですか。 

長谷川：４年です。この春、やっと卒業生が３人出ました。 

ＸＸＸ：おめでとうございます。 

長谷川：就職して頑張っています。 

ＸＸＸ：エクセレント、すばらしい。私たちの大学は 60％

は、大学を卒業した後仕事に就いています。10％はさら

に研究を続けています。2年間のプログラムをやってい

ます。2年後には 4年制に変えるつもりです。 

長谷川：どんなことを学んでいるのですか。 

ＸＸＸ：いろいろ、あらゆることです。大学には 20のカレッジとかスクールがあります。普通、私たち

の学生たちは、その 20あるうちの 16で勉強しているんです。 

長谷川：自己選択ですね。 

ＸＸＸ：もちろんそうです。私たちは、パーソンセンタードでその人に合わせた計画を立てます。そし

て、4つの原則があってまず、「学業」「職業訓練」「自立のための生活スキル」それから「社会的

交流」。この 4つを原則にしています。 

長谷川：私たちと一緒ですね。 

ＸＸＸ：私もペーパーいただきました。素晴らしい。始めたばかりと聞いて素晴らしいなと思いました。 

タイトル「ゆたかカレッジの実践と知的障碍者の高等教育保障の意義」 

タイトル「知的障碍者の大学受け入れの国際比較（米国・カナダ・豪州・日本）」 
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長谷川：ありがとうございます。一般の大学生との交流は、どんなことが行われているのですか。 

ＸＸＸ：素晴らしいですよ。リサーチをするのですが、卒業した後、6ヶ月後とか調査を行うのですが、

90％の学生たちが大学で知り合った友だちとの友情を今も持ち続けているということです。 

長谷川：わあ、素晴らしい。 

ＸＸＸ：つまり仲間がいて、あとメンターもいますね。メンターの場合にはお金をもらって仕事として

やっているのだけれども、そうするとその人たちにとってもいいことなのでウィンウィンの関係な

のですね。最もエキサイティングなものはほぼ 50％が普通なら会えないような普通の学生たちと友

情を深めそれを維持しているということです。私たちはまたカレッジの学生証を出しているので自

分はこの大学の学生なのだという意識がすごく強いのですね。入学して 1 週間目に「僕はこの大学

の学生なのだよ」というふうに思えるのですね。 

長谷川：それは素晴らしい。 

ＸＸＸ：だからそれに対して、私たちは何もする必要がなかったのだけれども彼らがそういうふうに感

じてくれています。 

長谷川：私たちは大学の外でやっていて、早稲田大学とかいろんな大学のすぐ近くに作っていて、大学

との交流をしているけれども、まだ大学の中のキャンパスに拠点を置いてないので、私たちの目標

はそこなのです。 

ＸＸＸ：まさにそれが本来のやり方だと思いますね。 

長谷川：ロビー活動というか政治家に働きかけるということをやっています。 

ＸＸＸ：もちろんそうです。必ず必要なことですね。私が仕事をしている大学のこうしたこの分野での

仕事を 40年間続けているのですね。ですから政治家とのロビー活動もやっているので、本当なら正

面玄関を通っていかなければならないのを裏の玄関からちょっとこう入れてもらって話をするとい

うこともあるわけです。ちょっと用事があって来たのですけどと言うと受付とか関係者もじゃちょ

っと待っていてねという感じなのですね。だから、とっても協力的です。そして、そういう活動を

続けることによって我々のやっているような活動が大学のごく当たり前の一部になりつつあるとい

うことなのですね。 

長谷川：それは素晴らしい。 

ＸＸＸ：あと、同じようなことをやっている大学が国内にあるわけですけれども。 

長谷川：THINK COLLEGEのプログラムとは別ですか。 

ＸＸＸ：私たちは THINK COLLEGE の一部なのでメンバーとして登録しています。あとは、連邦政府の方

から直接補助金を受けるようなことも行っているのです。 

長谷川：一昨年、THINK COLLEGEのボストンの事務所に行ってデブラハートさんにお会いしたのですよ。 

ＸＸＸ：デブラさんと会ったんですね。だったら、アメリカに来たときは是非私たちのところにも来て

下さい。 

長谷川：是非是非お伺いしたいです。 

ＸＸＸ：また、私が日本に行く機会があればゆたかカレッジにお伺いしたいです。素晴らしい。今日、

こうしたことをなさっているということを知ってとても嬉しく思います。 

長谷川：どうもありがとうございます。 

ＸＸＸ：やっぱり子どもたちが移行していく上では、こういうふうなものというのはとても大切なわけ
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ですからね。 

長谷川：まだまだ、日本ではまだまだ理解されてないですね。知的障碍者は学ぶ必要がないんじゃない

のっていうのが多いからとっても心強いです。 

ＸＸＸ：もちろんそうでしょうね。最初はそうだと思います。 

長谷川：勇気をもらいました。 

ＸＸＸ：頑張って続けて下さい。ありがとうございました。 

長谷川：ありがとうございました。 

 

第３節 オーストラリアにおける知的障碍者の大学進学 

（オーストラリア・フリンダース大学教授） 

ＸＸＸ：障碍のない人の場合は、この数字はどのくらいにな 

るのですか。 

長谷川：70パーセントぐらいになりますね。 

ＸＸＸ：なるほど。カレッジを 4年前にスタートさせたわけ 

ですね。 

長谷川：カレッジの目標は 4つありまして、まずひとつは「折

れない心をつくる」ということ、それから「生活のスキ

ルを学ぶ」ということ、3つめが「青春を謳歌する」、

それから「社会常識とか社会人としてのマナーとかルー

ルを学ぶ」です。 

ＸＸＸ：はい。いわゆるソーシャルスキルと呼ばれるものですね。私たちも同じです。自立そうしたこ

とを含めて学びます。今、何名の学生がいますか。 

長谷川：5つのカレッジで 120名です。 

ＸＸＸ：ＩＤの学生たちですか。 

長谷川：そうです。全員そうです。 

ＸＸＸ：素晴らしい。よくやりましたね。 

長谷川：地図で見ると東京にひとつと九州の長崎と福岡に 4ヶ所と広範囲でやっています。 

ＸＸＸ：素晴らしい。それだけの学生たちが学んでいるというのは素晴らしいですね。 

長谷川：1年生と 2年生が教養課程で、こういった教科を学んでいます。 

ＸＸＸ：素晴らしい。 

長谷川：例えば、自主ゼミの授業では 1年かけて学生たちが自分のテーマを決めて論文を書きます。で、

各それぞれのカレッジでこういったプレゼンを学生がパワーポイントでするのですね。 

ＸＸＸ：私たちの学生も同じようにプレゼンをやるのですよ。そうすると自信を持つとか、みんなの前

に立つとか、そういうようなスキルも学べると同時に、そういうことができるということで自信を

持つのですね。これはそれぞれの学期ひとつの教科を勉強しますので学期の終わりに必ずこのプレ

ゼンテーションをやっているわけです。だから年に 2回ですね。 

長谷川：私たちはそれぞれで予選があって 3 名の代表者が選ばれて、最後は福岡で 5 つのカレッジの代

表者が発表するという本選を行います。 
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ＸＸＸ：ファンタスティック。素晴らしいですね。そういう学生たちに対する支援はどうなっているの

ですか。メンターとかそういった人はいるのですか。 

長谷川：メンターはいなくて、ほとんど支援教員がサポートします。学生同士がお互いに話し合うとか

はあります。 

ＸＸＸ：でもそのカレッジの IDの人は、IDでない人とどうやって交流をしているのですか。 

長谷川：そこが問題なのです。私たちはそこをすごく大きな問題と捉えていて、このカレッジはすべて

大学のすぐ近くでやるのですね。例えば、カレッジ早稲田は早稲田大学から徒歩 10分のところにあ

りまして、そこで大学のキャンパスに行って学生食堂を利用したり、購買部を利用したり、体育館

とかジムとかいろんな共用設備を使ったりしているのだけれども、だけど、なかなか直接的な交流

は難しい。 

ＸＸＸ：ということは物理的な施設だとかそういうものは利用しているけど、まだ学生同士の交流って

いうのはそれほどうまくいっていないということですね。 

長谷川：その通りです。まあ、特定の大学のサークルとか障碍者ボランティアサークルとかあるいは障

碍者教育のゼミとかとは交流するのだけど、一般の学生とは全然ですね。 

ＸＸＸ：それがこのポスタープレゼンに書かれていることなのですね。これは素晴らしいと思います。

こうやって比較をするというのは素晴らしいと思います。 

長谷川：私たちが 2014年にアメリカのマサチューセッツ州立大学ボストン校やレズリー大学とかに行っ

て、2015 年にはカリフォルニアに行って、それからオーストラリアのシドニー大学に行って、そし

て今年５月にはカナダに行ってきたんですね。 

ＸＸＸ：フリンダース大学が載ってないじゃないですか。 

長谷川：次は書きます。大きな文字でバーンと書きますよ。（笑） 

ＸＸＸ：これは素晴らしいと思います。この比較がとてもいいと思います。それぞれのところでどうい

うことが起こっているのかということもよくまとまっていると思いますね。わかります。こういう

今の教育が行われているのはカナダ、アメリカ、オーストラリア、日本の国だけじゃないかと思う

のですけど。 

長谷川：あと私たちが知っているのは、アイスランドとアイルランドと韓国ですね。 

ＸＸＸ：じゃあまた、さらにそれらの国が加えられますね。是非日本にも行ってみたいですね。 

長谷川：是非是非来て下さい。 

ＸＸＸ：それから明日、フリンダース大学での時間を楽しんでいただければと思います。 

長谷川：よろしくお願いします。明日、楽しみにしています。ありがとうございました。 

ありがとうございました。 

 

第４節 韓国における知的障碍者の特別支援教育 

（韓国・大学教授） 

ＸＸＸ：普通のカレッジとは違うのですか。 

長谷川：違います。教育の制度ではなくて、福祉の自立訓練の制度を使って、障碍者福祉サービスとし

てやっています。 

ＸＸＸ：ということは学生たちが学ぶのは、生活スキルだとか自立のためのことなのですね。 
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長谷川：2 年間がそういった一般教養で、3、4 年生が就労支

援です。これが 1、2 年生の教科で、こちら 3、4年生の

教科です。 

ＸＸＸ：何らかの学位とか、何かもらえるのですか。 

長谷川：ないのですよ。ただ、公的ではない修了証書をもら 

えます。 

ＸＸＸ：こういうのですか。 

長谷川：これは漢字検定の合格証です。 

ＸＸＸ：最終的に修了証書をもらうとき、どのコースを選ぶかということは問題にならないのですか。 

長谷川：コースはひとつでみんな同じことを学んでいます。これは資格・検定の授業なので、英語検定、

漢字検定、電卓検定、ワープロ検定なんかを勉強しています。韓国には資格検定はありますか。 

ＸＸＸ：発達障碍の子どもたちのためのものがありますね。 

長谷川：韓国ではナザレ大学が知的障碍者を受け入れているクラスがあるということですが、日本では

まだ一ヶ所もないので進んでいるなと思います。 

ＸＸＸ：他にもいくつかあります。しかし学位は出さないです。 

長谷川：同じですね。 

ＸＸＸ：ナーセットという指標を聞かれたことはありますか。 

長谷川：知らないですね。 

ＸＸＸ：アメリカのものでナーセットといいます。クオリティを評価するときの内容で学校ですね、そ

れから職業を得るための経験とか、若者の成長、家族の関与、関連活動だとかそういうものですね。

ただ、政府としては、シェルターの学校で勉強している子どもたちの質を確保しなければいけない

ので、これにきちっとパスしているかどうかということを調べる訳なのですね。オリジナルとは違

うのですが、アメリカのものを韓国に合わせるように韓国用にちょっと変えたのですね。 

長谷川：学校の評価ということですね。 

ＸＸＸ：プログラム単位で評価をしていって、質が悪ければそれを改善していくということですね。こ

れは全国的にどこでも使われている訳ではなくて、この研究のために、私が変えて使ったというこ

とです。というのは、韓国の障碍児教育の内容というのが質的にあまり良くないため、改善をしな

ければならないということからこういうことが必要だというふうに感じているわけなのですね。評

価の対象として、項目というのはこれだけあるのですけど、韓国の場合はそのうちの 2 つとか 3 つ

だけしか注目していないという現実があるのですね。 

長谷川：注目しているのはどういった内容ですか。 

ＸＸＸ：自己決定ですね。それから対人関係ですね。そして社会参加、この辺が重要だと私は考えます

ね。 

長谷川：一番問題があるのは何ですか。 

ＸＸＸ：一番問題があるのは雇用ですね。 

長谷川：世界中同じですね。 

ＸＸＸ：ただし、やっぱりひとりでは生きていけないわけですから、社会参加だとか対人関係というの

がとても重要になると思います。 
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長谷川：日本では特別支援学校は職業訓練に特化されて、７割ぐらいは職業訓練なのですけど、韓国で

はどうですか。 

ＸＸＸ：同じですね。 

長谷川：例えば、コミュニケーションとか生活習慣とか生きていく上での社会性とかルールとかそうい

った勉強は少ないですか。 

ＸＸＸ：やっぱり充分ではないと思います。だから仕事のためのスキル、スキル、スキル、そこだけに

集中してしまうと。 

長谷川：日本は国が特別支援学校の雇用率を上げろということで国の方針でやっているので、現場の先

生たちはもっと生活面とか自立のスキルが必要と思っていてもそれがカリキュラムに組み込めない

というジレンマがあるのですよね。 

ＸＸＸ：そうですね。だから政策と現実の状況との間にギャップがあるということですね。 

長谷川：だから、生活スキルが弱いから就職しても職業スキルはあってもやっぱりコミュニケーション

でドロップアウトしちゃうのですよね。 

ＸＸＸ：そうだと思いますね。ありがとうございました。 

 

第５節 イギリスにおける知的障碍者の性的犯罪者に対する自立支援 

（イギリス・大学教授） 

ＸＸＸ：若者の仕事をした経験のある 3 人が研究したのですね。彼女の名前がアイーダさんというので

すけど、10 年前に始めたプロジェクトなのですけど、成人の男性に対するプログラムなのです。そ

して知的障碍があってなおかつ性的な罪を犯した経験のある人。グーグルにこれを入れるといろん

な情報が出てきます。この人、グレンマーフィーという人がイギリスで臨床士に対してこのプログ

ラムの教育を行っています。 

長谷川：このプログラムの目的は何ですか。 

ＸＸＸ：1年間のプログラムで男性たちがグループで集ま   

って自分たちが犯した罪について話し合いをお互い

にするわけです。それで自分たちがどういうことをし

たのかということを自分自身で考えてもらう機会を

与えるということです。で、罪を犯す段階で間違えた

考えがあったのではないかということを確認する。そ

れから被害者はどう感じたのかということを考えて

もらう。そして再犯しないためにどうしたらいいのか

ということを考えてもらう。すでに性的暴力を行った大人たちのわけですね、この人たちは。これ

が 10 年ぐらい前にスタートしたプログラムなのです。それでこのロビーナさんという人がこのプ

ログラムは大人なのだけれども、若い子どもたちに対して似たようなプログラムが必要だよねとい

う話しをしたわけです。それで 18 歳以下と 25 パーセントから 30 パーセントの性的暴力というの

が、18歳以下の若者たちによって犯されているということなのです。その中にはもちろん知的障碍

の人もいるわけなんです。 

長谷川：この性的暴力ってどういう内容のことをいっているのですか。 
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ＸＸＸ：口頭でのあるいは身体的な暴力も含まれます。言葉だけの場合もあります。言葉の場合であれ

ば、一対複数の場合もあるし、特に身体的なものであれば一対一という場合もあります。ただ、そ

の発達段階の中で、今の年齢でそういうような言うとかするというのは不適切であると考えられる

行為のことを性的暴力行為と呼んでいます。 

長谷川：それは男性から女性にということですか。 

ＸＸＸ：必ずしもそうではありません。同性の場合もあります。それでイギリスの場合は、そうした罪

を犯す子どもたちや若者の中には知的障碍者もいるのだけれども、知的障碍者のための特別なプロ

グラムというのがイギリスではないのです。このグループ CBD という認知行動療法という名前で普

通の健常者のための、特に若い人たちのためのプログラムもあるのだけれども、知的障碍者のもの

がないために、これをちょっと変えて知的障碍者に合ったプログラムを作ったのです。インターネ

ットでは、このＹという SOTSEC-ID の前にＹがついています。これは、若い人たち向けという意味

なので、その情報は見つけられると思います。そのために 2 年間のプロジェクトの補助金をもらっ

たのですね。それでそのお金でもって年間でこのプログラムを組んだわけです。その内容がここに

書かれているのですが、その前にその目的とかについて説明させてください。これは自分が博士号

を取るためのひとつの研究課題です。その目的としては、知的障碍者のそうしたことに関する評価

ツールがなかったので、それを適切なものを選ぶ、あるいは作り上げるということ。キープセイグ

ループというのを作ってグループセラピーを若い人たちのためにやろうということで、これを作る

というのも目的だったのですね。これが果たしてうまくいくのかどうかということを確認するため

に４つのグループを作ったのです。そうしたプログラムが本人にとってアクセスしやすいものかど

うかとか、家族にとって受け入れられるようなプログラムかどうか、そうしたことについての確認

を評価もしました。あくまでこれはトライアルということなので、さらに大規模にトライアルした

いということで、この 2 年間が終わった後にさらなる資金を得られるようにしたいというように考

えているわけです。参加者は全員男性で 12歳から 17歳、IQが 70またはそれ以下、そして有害な性

的行動を見せているということです。これは測定項目ですね。参加する人たちのベースラインはこ

ういうことだと確認をしたわけです。そしてプロセスメジャーというのは、これを行う前と後で差

が生まれたかどうかということの確認をするためのものです。これを行うためにイギリス全土の各

地にいる臨床の医者に協力を求めました。障碍があるなしに関わらずこうしたプログラムにこれま

で関与していなかった人たちに対してこのプログラムを提供したわけです。6つのモジュールがあり

ました。1回、1週間に 1セッションを 36回続けました。若い人たちに集まってもらったわけです。

それから両親、親も 14回のセッションを受けそこで話し合いました。別々の場合もあるし、親と子

両方で行った場合もあります。イギリスとニュージーランドで使っているモデルをベースにして評

価を行ったわけです。どういう強みがあるのかとか、心理的にどういうことがあったのかとか、そ

ういったことを探るモデルであります。一回目はお互いによく知り合うとか、関係性についてとか、

1回のモジュールごとにそれぞれのテーマを決めて、それについてのセッションを行ったわけです。

私たちが学んだことですけど、まだこの結果が確定として出ていない状況で待っている状況なので

すけど、今までのところでは、まずこうしたセッションをやるにあたって本人も家族も積極的に参

加をする態度を見せたということ、彼らと話をするときは非常にスローで何度も繰り返しながら話

をしていくというやり方が必要であるということ、あと、家に持って帰って宿題みたいなかたちで
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復習をしてもらって今日学んだことを復習してもらうということも行いました。達成をできなかっ

た部分もあるのでそれについて、どうして何が障碍になっているのかということも考察したわけで

あります。積極的な結果が出たのでさらなる資金が得られるであろうということなのです。あと、

慈善団体とか他の団体にもこのプログラムを積極的に取り入れたいということを言っているわけで

す。NSPCCといったような団体がその例なのです。そのときに使った材料というものはこういうもの

であるということです。こうしたセッションを通して罪を犯した人たちが自分たち、あるいは自分

の家族に対して、あるいは犯罪者に対してどういう影響を及ぼしたのかということはよく理解をし

ていると思う。ただそれを数値的に測定している段階ではないので、それがさらに必要なことだろ

うと思っています。 

 

第６節 ニュージーランドにおける知的障碍者の大学進学 

（ニュージーランド・大学教授） 

ＸＸＸ：ニュージーランドから来ました。こういうプログラ 

ムは見たことがありません。ニュージーランドでもそう

です。ニュージーランドでも大学レベルではそういうの

がありません。ゆたかカレッジのようなものは全くあり

ません。もちろん身体障碍の人に対してはこういうのは

あるのですけど。だからとてもこのプログラムは新鮮な

プログラムです。 

長谷川：ニュージーランドでは知的障碍者を受け入れている 

大学はないのですか。 

ニュージーランドでは、もしかしたらどこかの大学やっているところがあるかもしれませんが、こ

ういうプログラムは私が知る限りではまったくニュージーランドではないですね。 

長谷川：ニュージーランドでは、高校を卒業した知的障碍者は働くしかないのですか。 

ＸＸＸ：何らかの追加のトレーニングということでプログラムに参加するということはあると思うので

すけれども、仕事のための何か職業訓練とかそういうところはあると思いますね。仕事に就ける人

はその訓練を受けて仕事を探すのでしょうが、残念ながら多くの人がそうした仕事に就けないので

す。やっぱり雇用者側が知的障碍者の人を受け入れるという意思があまり強くないといいますか。 

長谷川：ニュージーランドにはシェルタードワークショップはあるのですか。 

ＸＸＸ：前にありましたが、今はすでになくなりました。閉じてしまいました。 

長谷川：なぜですか。 

ＸＸＸ：資金の問題と、そうした特別な福祉施設ではなく、メインストリーム、普通のところに移行し

ようという考え方があってそうしたシェルターっていうのが閉じられてしまったということだと思

います。やっぱりいろんな非政府機関ＮＧＯとかといったところが知的障碍者が就職するためにい

ろんな形でサポートしていて、そういった人たちを通して就職をするという人たちがかなりいると

思います。 

長谷川：ジョブコーチ制度などもあるのですか。 

ＸＸＸ：そういうような似たものがあります。去年日本に行ったのです。素晴らしく美しい国でした。
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来年また行きたいと思っています。ですから日本は大好きなのです。本当におめでとうございます。

素晴らしい仕事だと思います。頑張ってください。 

長谷川：ありがとうございました。 

 

第７節 スコットランド・オマーンにおける知的障碍者の大学進学と就労支援 

ダイアン・ウイルス（スコットランド・エディンバラネピア大学教授） 

    （オマーン・大学研究室所属） 

ダイアン：私は、スコットランドのエディンバラネピア

大学でプログラムを開発しています。スーパーバイ

ザーの仕事もしています。 

長谷川：日本では、知的障碍者の高校卒業後の学びとい

う選択肢がありません。大学も全然受け入れていま

せん。 

ダイアン：やっぱり卒業して仕事に就く段階で、資格を

持っていない人がそういう意味では非常に多いで

す。ただ、我々は平等の権利を保障するという法律

があるので、雇う側として、例えば、「テスコ」っていったようなスーパーマーケットでは障碍者

の人たちを雇うということをやっているのですけれども、まだまだ限られています。 

ＸＸＸ：日本の場合、そういう障碍をもっている人たちの職業の機会ってどうなのですか。我々ふたり

で話をしているのですけど、非常に簡単な仕事とか、なかなか事務的な仕事ができないとか、非常

に限られているのですけど、日本の場合はどうですか。 

長谷川：それは日本も同じで、どうしても簡単な単純作業とかがほとんどです。特に知的障碍者の場合

は、例えばクリーニングとか清掃とかが多いですね。 

ダイアン：私の同僚なのですけど、いわゆる知的障碍なんですが、「テスコ」というスーパーマーケッ

トのレジで仕事をしていたり、あとは他の人なのですけど、電話での受付の仕事をするという人も

います。１６歳過ぎちゃうと教育の機会というのが本当に限られてしまうので、１６歳以下は政府

からの支援を受けながらなんですけど、卒業してしまうと家族が責任を持つという立場にあるので、

家族介護。だから今言ったように清掃だとか、病院の中で荷物を運ぶとか、非常に単純作業の仕事

に就く人が多いですね。 

長谷川：スコットランドでは、シェルタードワークショップというか、障碍者だけの福祉作業所とかあ

るのですか。 

ダイアン：ありますね。ガーボーというチャリティ団体があるのですね。そこの仕事を私はしているの

ですけど、そこでパンを焼いているのですね。あとは、生地を使った物とか、あるいはガラス細工

の物を作ったりしています。デイセンターというようなかたちで、そこで仕事をして、社会企業（ソ

ーシャルエンタープライズ）で仕事をしています。 

長谷川：そうした人たちは給料どのくらいもらっているのですか。 

ダイアン：それが結構難しいところです。そこで給料をもらえば、いろいろな手当を失ってしまうので

す。だから無給でそこで仕事をするということです。昔は、少額ですが 1 週間に 5 ポンド、10 ドル
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ぐらい、1,000円ぐらいでした。本当にシルシっていうか、お気持ちだけということなのですね。結

構、自立生活支援補助金だとか、障碍者のための特別手当とか、そういうものを失ってしまうので

すね。そこで給料もらうと。だから、例えば研究のためにどこか行きましたと。その旅費を使用す

るとか、食事のためのいくらとか、それがわずか 5ポンド、1,000円ぐらいであったとしてもそれが

手当を失ってしまうというようなケースもあるわけです。 

長谷川：オマーンも同じですか。 

ＸＸＸ：個人的に行っているところがコミュニティの中でチャリティの仕事をしたいという人がいます。

例えば、農場を持っている人が農場の仕事を手伝ってもらうと。そうするとそこでできたものの売

り上げの何％かをそこに還元するとか、あるいはちょっとした給料を払うというようなことはやっ

ています。でもこれはあくまで個人的な活動であって組織的、制度的にやっているということでは

ありません。だから例えば、漁師さんが自分の船を持っていると必要なときに安く労働力を手に入

れられるということから、そういう人たちを雇うという場合もあるのです。ただし、あまり大きな

給料ではないけどサラリーとして給料を貰うわけですね。ただ、魚なら魚の売り上げの何％はみん

なでシェアをするという制度があるわけです。協同組合みたいな感じです。だから、コミッション

という言い方をすればいいですね。そうすると、自分たちが一生懸命仕事をすればその一部は自分

たちに返ってくるので、ある意味では自分たちがやっている仕事、自分のものという感覚があるの

ですね。それが良いところだというふうに思います。ただ、そういう仕事をやっている人はとても

いい方なのだけど、果たしてその息子さんが同じような仕事を引き継いでやってくれるかというと

それはわからない。あくまで個人の考え方ですね。 

長谷川：学校を卒業して、知的障碍者の一般就労する人の比率はどのくらいですか。 

ダイアン：非常に少ないです。多分 13％以下ですね。 

長谷川：普通の人が、知的障碍者が大学に行くということについてどう思いますか。 

ダイアン：「考えもしない」「頭を通り越してしまう」ということですね。小学校、中学校、高校があ

って、そしてカレッジがあるのですが、カレッジになって初めてバスの使い方とか料理の仕方だと

か、そういうことを勉強するのです。だからそういう意味ではライフスキル、生活のスキルを学ぶ

ところだということです。カレッジの中で障碍者のためのユニットというのがあって、そこでそう

いうものを教えているということですね。社会的インクルージョンのはずなのだけども、決してそ

んなことはない。つまり、他とは隔離されたユニットだから交流はほとんどないということです。

カレッジの中に障碍者の人たちが運営するカフェがあるというのがありました。 

長谷川：そういったカレッジの中に障碍者クラスというかグループがある大学の比率ってわかりますか。 

ダイアン：少ないと思います。よくわからないのですけど、それについての調査を実はしたいなと思っ

ていたところなのです。 

長谷川：何年ぐらい前から大学での受け入れが始まったのですか。 

ダイアン：随分昔からそういうことはやっていたのです。ただ、数が限られています。ただ、受け入れ

の数が決まっているのでなかなか入るのが難しいです。カレッジで 2 年間ということです。一度卒

業して、必要であれば戻ってくるという感じです。 

長谷川：それって、ウェブサイトで情報を得られますか。 

ダイアン：あるかもしれません。 
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長谷川：日本では大学でのそういったクラスは日本中どこにもないので、大学の外のビルを借りて知的

障碍者の生活の自立の訓練をしているのですね。 

ＸＸＸ：長谷川さんのカレッジでは留学生は受け入れているのですか。 

長谷川：受け入れてないですね。 

ＸＸＸ：我々の場合、障碍をもっている生徒たちでもっと他で勉強したいと考える人たちは、中近東の

ところに隣の例えばバーレンだとかそういうところに４年前のことですが留学をさせるっていうこ

ともやっていたのです。今はどうなっているかわからないけれども、ただ、今我々の国の中でも受

け入れる施設がないので、数も少ないのです。今は、数の問題でなかなか少数しか我々の国ではい

ないので、数がまとまれば制度的なものもできているのではないかと思います。 

ダイアン：以前、もうクローズしてしまったのだけれど、エンジンシェッド、エンジン小屋というそう

いう技術を教える場所があったのですね。食べ物が中心だったのですけど、豆腐であれケーキであ

れ、何かつくる型を一緒になって教えて、学んでもらって、そうすると技術を持っているのでそう

いう商品を作っているところに就職できるというとてもいいところだったのだけど、やはり補助金

がストップしてしまったためにクローズしなければならなかったのです。 

ダイアン：シンガポールのある組織と学習障碍の子どもたちに関する仕事で、共同で仕事をしているの

です。やっぱりその学校だとか、担当する教師だとかあるいは関係者の中では障碍についての理解

があまりないというのがひとつの問題になっているのでその理解を深めてもらおうということのひ

とつの協力なのです。シンガポールで教えるコースがあるので、そのコースがあるときはアジアま

で来ているということです。長谷川さんの運営するカレッジはとても素晴らしい仕事だと思います。 

長谷川：ありがとうございます。 

ダイアン：是非、訪問してみたいです。 

長谷川：是非、お待ちしています。 

ダイアン：私は、あとビリーブメントというか、亡くなった後にすごい悲しみを感じる経験をする人い

ますね。そういう人たちのケアをするビリーブメントサービスというのがあるんですが、彼女はそ

この分野でも今活動を広げているんですね。特に障碍を持っている子どもたちがかなり早い時期に

亡くなってしまうという場合には、親御さんとか家族に対してその悲しみを癒やす支援が必要だと

いうことで、その分野も今まではどうしても無視されてきた分野なのでもっと力を入れなければと

思っています。 

あと、知的障碍とか学習障碍を持っている人たちに対して投票だとか、選挙だとか、そういうこ

とについての教育もしてきたのです。最近覚えていらっしゃるかどうかわからないけれど、スコッ

トランドがイギリスから独立するための国民投票をしました。その前の段階で、ちゃんとそういっ

た知識を持っているのだから投票すべきですよということを教えたのです。今日は、本当にありが

とうございます。 

長谷川：ありがとうございました。 

 

おわりに 

 国際知的・発達障碍学会という国際舞台において行われたゆたかカレッジの実践発表は、参加者に大

きなインパクトを与えたようだ。知的障碍者の高等教育分野では、まったく取り組まれていないと考え
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られていた日本において、充実した教育内容の実践が取り組まれていたからである。 

 アメリカカンサス州の大学教授は、障碍の程度に関わらず学びの機会を提供しているゆたかカレッジ

は「ある意味世界最初のものかもしれませんね」という言葉をいただいた。また、ニュージーランドの

大学教授は、「ゆたかカレッジのようなプログラムはニュージーランドでは見たことがありません」と

プログラムの内容に感心していた。一方オマーンでは、わずかではあるが大学の中に知的障碍者のユニ

ットがあるということであった。しかし他のクラスとは隔離された状態のためほとんど交流がないとい

うことを問題として指摘していた。 

 また、私たちは、知的障碍者が働く福祉作業所の状況について尋ねた。ニュージーランドでは、かつ

ては存在していたが現在はすべて閉鎖されているということであった。障碍者のための特別な施設では

なく、メインストリームすなわち普通のところに移行しようという考え方のもとに進められたというこ

とであった。ニュージーランドに限らず、アメリカ、イギリス、スコットランド、オマーン、オースト

ラリア、韓国など私たちと意見交換を行った国々の人々が共通して言われていたことは、障碍者と非障

碍者との垣根をなくそうというあらゆる活動場面での「インクルーシブな環境づくり」である。 

 日本では、インクルーシブという考え方は聞かれるが、実際に、教育、就労、生活などの場において

インクルーシブ環境の取り組みが進められているかというと決してそうではない。日本の福祉作業所や

特別支援学校はイクスクルーシブ（排除的、排他的）な場として今後ますます国際社会からの批判を浴

びるに違いないと実感した。日本においても今後インクルーシブな環境作りに向けて社会変革をしてい

かなければならない。 
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おわりに 

 

 2012 年春、鞍手ゆたか福祉会が最初に開設した福祉型大学「カレッジ福岡」がスタートして 4 年 8 ヶ

月が経過した。日本にはどこにもない知的障碍者のための大学を作り、知的障碍を持つ青年たちにも学

びの機会を保障しよう。そんな思いでスタートしたこの事業も時を重ねる中で、通ってくる学生たちの

日々の成長、輝き、笑顔は、彼らに関わる私たちに対し、とてつもない驚きと感動を与えてくれる。 

 これは、日本の特別支援学校高等部を卒業する多くの人たちの進路先となっている福祉作業所とは明

らかに異なる。最大の違いは、成長の度合いとスピードである。その差を歴然と感じたとき、福祉作業

所の存在は、「罪」であるとさえ思えるようになった。人は誰しも学ぶ権利がある。社会は学びたい、

成長したいという気持ちを持つ人に対し、その機会を提供する義務がある。そのような機会を保障され

ていない知的障碍者たちは、その権利を剥奪されていることに他ならない。 

 私が青年期の学びを「贅沢」と考えるのではなく、当然の「権利」と考えるに至った背景には、私た

ちが視察してきた国々の実践の存在がある。障碍者権利条約のもとで世界は、着実にかつあらゆる場面

で「障碍者の権利保障」が進んでいる。それは大学においても例外ではない。 

 とはいえ、この分野は、世界的にみても黎明期であり緒に就いたばかりである。したがって、知的障

碍者の大学教育は、どの国のどの大学も現段階では試行錯誤の連続であり、確固としたシステムは完全

には確立されていない。 

 私たちは、それぞれの視察先で、私たちの実践について意見や感想を求めたいため、ゆたかカレッジ

の概要や実践内容についてのプレゼンテーションの機会をいただいている。私たちは、ゆたかカレッジ

のプレゼンに対して、各国関係者がお世辞ではなく本気で称賛してくれている機会を何度も体験した。

とりわけ、支援教育プログラムの中で生活スキルの獲得を大切にしていること、スポーツ・文化芸術・

行事・余暇活動など、学生たちの日々のＱＯＬ（生活の質）を高めるプログラムが豊富に用意されてい

ること、生活技能科を開設し、障碍の重い人たちにも学びの機会を提供していることなどは、海外の視

察先の大学ではほとんどみられない内容であり、驚きと共に「私たちもゆたかカレッジの実践から学び

たい」という声が多くの人から聞かれている。そこには、ゆたかカレッジが、福祉の視点、すなわち当

事者目線での必要性からスタートしたことが背景にあると考えられる。本来、教育もそのような立場に

たってカリキュラムなどを構築していくべきであるが、実際には、様々な規制や自由度の狭さからそれ

が難しい現状があるのではないだろうか。だからこそ、純粋に、知的障碍学生にとって必要な学びとは

何かを考えカリキュラムを構築しているゆたかカレッジにうらやましさや魅力を感じたのだと思う。 

 私たち視察団は、海外視察を通してゆたかカレッジが向かっている方向や指向している価値は間違っ

ていないという確信を持つことができた。 

 それとともに、諸外国の大学関係者が知的障碍者の教育を受ける権利、彼らの成長の機会を提供する

権利を保障することを、大学人として、自らの使命として真摯にかつ極めて重要なテーマとして受け止

め、一歩ずつ着実に前進していることを知るにつけ、我が祖国日本を顧みたとき、このことに対して前

向きに取り組んでいる大学が、現段階に置いては私の知る限りでは皆無であることが非常に残念でなら

ない。 

 日本の大学が、国民全体の教育ニーズに応える社会的責務があることを自覚し、知的障碍者に対し高



 

130 

 

等教育の門戸を開くべく努力をしていただきたいと切に願っている。 

 また、国並びに文部科学省は、各大学のそのような取り組みを後押しする政策を積極的に進めていた

だきたい。そのことを通じて、日本が障碍者の権利保障の分野で、インクルーシブ教育の分野で、さら

には大学の社会的役割の分野で、世界のリーダーとなり世界の牽引役となることを願っている。 

 

 最後に、大変ご多忙の中、私たちの視察を快く受け入れて下さり、多くのことを学ぶ機会を提供して

下さった視察先の大学関係者の皆様、また視察をコーディネートして下さった外務省、国会議員の皆様

はじめたくさんの協力者の皆様、さらに海外視察研修は法人の予算からは支出できないため、趣旨に賛

同して多額の寄付をしてくださった企業様、並びに海外研修のための助成金を採択して下さった公益財

団法人木口福祉財団様に心より御礼申し上げます。 

 皆様のご支援を胸に、今後も日本における知的障碍者の高等教育保障の前進、実現を目指して、当法

人職員一丸となって頑張って参る所存ですので、今後も引き続き、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお

願い申し上げます。 
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