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はじめに 

 当法人の知的障碍者の高等教育保障に関する海外研修は、今回で 5回目となる。今回訪

問したオーストラリアは、昨年 12月のシドニーに続き 2回目となる。今回の海外研修がこ

れまでと異なる点は、国際学会への参加とそこで当法人としてポスター発表をした点であ

る。参加した学会は、4年に一度開催される「国際知的・発達障碍学会」（IASSIDD）で、2016

年 8月 15日から 19日の間メルボルンにおいて開催された第 15回大会である。 

 今回の国際学会には、当法人から 5名の職員が参加した。数あるカンファレンスプログ

ラムの中で、私たちは主にインクルーシブ教育をテーマとした会議に参加した。会議では、

アメリカやカナダなど様々な国々の最新の情報を得ることができた。 

 また 17日に開催されたポスター発表では、『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』『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）』

という二つのテーマでポスターを作成して発表した。 

 前者は、ゆたかカレッジ所属の学生と当法人が運営する就労継続Ｂ型事業所や生活介護

事業所などの日中活動事業所利用者、さらに彼らを支援するスタッフを対象に、利用者の

成長や日常生活の豊かさ、生活面でのＱＯＬのレベル等についてアンケート調査を行い、

その結果を比較分析した。調査の結果、明らかにカレッジで学ぶ学生の方が高評価であっ

た。青年期の学びや仲間との豊かな体験の大切さが裏付けられた結果となった。 

 一方後者は、当法人がこれまで視察してきたアメリカ、オーストラリア、カナダ、そし

てゆたかカレッジの知的障碍者受け入れの状況について比較を行った。それぞれ国や大学

によって導入の経緯やコンセプトなどに相違があり、その結果、取り組み方も様々であり、

とても興味深い結果が明らかになった。 

 私たちのポスター発表の場には、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、スコットラ

ンド、オマーン、韓国、オーストラリアなど、様々な国から多くの方々が訪れ意見交換を

行った。その中で特徴的だったことは、ゆたかカレッジの取り組みがとても内容豊富で、

しっかりとしたビジョンや方針、計画に基づいて実践が行われていること、とりわけ障碍

の重い人を排除しない点が評価された。実践の内容は世界的にも非常にクオリティが高い

と評価される反面、それが一般的な大学の敷地内ではなく孤立した場所で行われているこ

とについて、多くの方からインクルーシブでないという問題を指摘された。私たちはその

ような指摘を受ける度に、今世界がどのような方向に向かっており、どのような価値を大

切にしようとしているかを痛切に体感することとなった。私たちは、大学の中というイン

クルーシブな環境の中で知的障碍者の高等教育保障を実現していくことの意義について改

めて確信を持った。そして世界の流れを体感する中で、いずれ近い将来日本にもそのよう

な時代が来ることを確信した。そのために少しでも時計の針を早く進めるべく、今後も奮

闘していくことを心に誓った。 

 オーストラリアでは、学会に参加した後に、学会会場のあったメルボルンから空路アデ
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レードに移動し、フリンダース大学を訪問した。同大学では「Up The Hill Project」とい

う知的障碍者の 3年コースを設置している。訪問では、プロジェクトについての概要説明

を受けた後、そのコースを修了した卒業生と在学生、そして保護者からプロジェクトに所

属しての率直な感想を聞く機会を持った。学生たちは大学生活を通して、視野の広がり、

自分のことは自分で考え決めるスキル、自信や自己肯定感が身についたことなどが率直に

語り、このプロジェクトに所属したことに心から感謝していると語っていた。知的障碍者

の大学での学びの大きな効果を改めて実感する機会となった。 

 また、フリンダース大学では、前回のカナダ視察に引き続き、今回もゆたかカレッジの

取り組みについてプレゼンテーションを行い、質疑応答、意見交換を行った。そこでも、

ゆたかカレッジの実践に対し高く評価された。 

 今回のオーストラリア研修も多くの出会いと学びがあり、非常に有意義な経験となった。 

 

第１章 アメリカにおける高等教育 

第１節 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、どのような取り組みが行わ

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り組みが

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
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ではありますが、様々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
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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
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（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。 

 

第２節 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、そういうところのサポー
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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。６

７％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、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

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
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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。 

 

第３節 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たり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いうことで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。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
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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

金を効果的に活用を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
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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。 

 

第４節 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指導するのではなく、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。 

 

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。」 
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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。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。
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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。ただ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
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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。」 
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第２章 オーストラリアにおける高等教育 

第１節 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。 
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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。 

 

第２節 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。 
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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
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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。 

 

第３節 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。 
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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。 

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
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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３章 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。  
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 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。 

 

第１節 「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
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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
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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、我々がど   

   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
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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。」 

 

第２節 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
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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。 
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第４章 移行と成人期 

午後の部のスピーカーはふたりです。最初にメイガンバークさん、２番目にメイガンバ

ークさんです。 

 

第１節 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
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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。」 

 

第２節 「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
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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チブを取ら

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 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。 
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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。 

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。 
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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
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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
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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。 

 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５章 ポスターセッションでの意見交換 

 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。 
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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 

ＸＸＸ（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。 

ＸＸＸＸ／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 

 ＸＸＸ（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。 
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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。 

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。 
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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 

ＸＸＸ（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。 
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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。 

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。 
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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 

ＸＸＸ（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。 

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。 
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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。 

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
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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 

ＸＸＸ（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。 

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
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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
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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 

ＸＸＸ（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。 
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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。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） 

    ＸＸＸ（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
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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
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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。 

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
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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。 

 

 

第６章 フリンダース大学視察 

第１節 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
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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 2,000 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。 

 

第２節 ランチミーティング 
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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

っている学生は 3 年間で 6 つのトピックを勉強する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 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、私がいろいろな経験を

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いろいろなところ

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
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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

は卒業生の帽子や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思います。3 年間

で選ぶトピックはひとつだけかもしれないが、他の普通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

ータを集めているけれど、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

る学生の数字は違いますが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 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

と言っていますが、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が今日来ることにな

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
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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 の学生たちもそうですが、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

いろ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りますが、

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
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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いろ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ありません。

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ます。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



 

54 

 

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。」 

 

第３節 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と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
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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。 

 

第４節 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が、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すが、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した。  

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や、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
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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など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。 

 

第５節 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
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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、一人目の学生です

が、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かをお話しします。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
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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いろ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。 

 

第６節 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
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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
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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いろ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。 

 

第７節 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。」 

理事長：長谷川正人 カレッジ事業部長：志免木章 
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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。」 

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
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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 

   今回初めて、ゆたかカレッジとして IASSIDD国際学会に参加できたことの意義は大きい。

これまでは、先進国から学ぶというスタンスで視察研修を行ってきたことに加え、私たち

の実践を世界的なインクルーシブ実践の場においてオープンにしたことは、今後のゆたか

カレッジの実践にとって意義があるに違いない。 

   ゆたかカレッジの、ポスター発表に対する注目度が非常に高かったことについては、知

的障碍者の社会的な認知や制度の確立が行われていない国、地域において、その実現に向

けた貴重な提案になっていたことを示している。私たちはこれまで、いわゆる先進的な取

り組みについて研修を行い、その成果を取り入れることを主眼としてきた。しかし、世界

的な情勢から言えばまだまだインクルーシブな教育からほど遠いところで暗中模索状態の

ところが多い。そういった状況の中で、インクルーシブな社会の創造に向けてできること

は何かを検討し、できることから実践することが大切であるとの思いを新たにした。 

   また、そういった創造的過程の実践はこれまで整理されていないと感じる。ゆたかカレ

ッジの今回の提起は、インクルーシブな高等教育の成立過程の実践として新たな研究分野

にもなりうると感じる。ゆたかカレッジの実践は、形からすれば今は完全分離型であり、
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インクルーシブ教育の分野においては未成熟である。しかし、常にインクルーシブな社会

創造を念頭におき、実践を積み上げていくことが実践そのものの質の向上と変化を生み出

し、ゆたかカレッジらしい知的障碍者の高等教育が実現するはずである。（志免木章） 

 

   学会のポスター発表では、たくさんの方が興味を示してカレッジポスターの前で足を止

め説明を受けていた。アメリカ、カナダなどの大学とカレッジでの取り組みの比較、また、

法人内での日中活動事業所（福祉作業所）とカレッジの比較などをポスターにして示した

ことに興味を持っていた。 

   知的障碍者の受け入れを行っている海外の多くの大学は、最初は保護者の思いからスタ

ートしており、そこでの実践の積み重ねの経過を経て試行錯誤を繰り返しながら今の大学

での取り組みになっていることを再確認できた。また、海外との比較において、ゆたかカ

レッジの強みは、福祉の制度を利用していること、学生にとって学費がかからないこと、

誰もが学びたいと望めば入学できることであると感じた。 

   フリンダース大学では、学生が大学の中でキャンパスライフを送ることで、多くの学生

や教員との出会いや関わりがあり、そこで自信を持つことが障碍学生たちの成長につなが

っていること、さらに学生自身が学びたいことを学べる環境が整っており、それが学生た

ちの喜びになっていることなどを実感した。日本の大学においても同様の取り組みが実施

されることを切望する。今回の海外視察を通じて、青年たちの学びの機会の必要性を改め

て感じた。（井手祐輔） 

 

   様々な国々の報告を聞いて、国や州によって法制度に大きな相違があり、そのことによ

って教育や支援のレベルも違っており、障碍者と健常者の高等教育保障の格差が歴然とし

ていることがわかった。特に日本は、知的障碍者の高等教育の側面では、法律の整備等も

含め後進国である。関係団体や当事者、保護者団体等が大きな声を上げ国を動かすことが

必要である。わが国も知的障碍青年の学びの場が広がっていくことにより、多くの障碍の

ある人が大学で学ぶことができ、青春を謳歌する機会を持てるような社会にしていかなけ

ればならないと痛感した。（小林知佐） 
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