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①オリエンテーション（自己紹介・挨拶） 

リハビリ自立学科学部長 キム・ソンギュ教授 

 

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。 

 

②リハビリテーション自立学科授業の参観 

講師：リハビリ自立学科学部長 キム・ソンギュ教授 

 

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』
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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 

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。 
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・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、

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？ 
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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。 

 

③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。 

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。尐なくと

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、聴覚障害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
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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。 

 

④「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。 

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。 
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⑤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。 

 

学校の沿革などについて動画を見る。 

 

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

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。 

 

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。
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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、一人ひとりに適忚することなのです。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。 

 

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



8 

 

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。 

 

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。） 

 

⑥「障碍学生支援センター」の見学・概要説明 

センター長 ユ・ザングスン教授 

 

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

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。障碍に忚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
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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忚

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。就業してからの適忚

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
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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。 

 

⑦「自立生活支援センター」「生活館」の見学・概要説明 

センター長 ウ・ジュンヒュン教授 

 

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？ 

キム氏：.外出外泊や生活館内でのルームメイト同士のト

ラブルの対忚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？ 
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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？またその時の対忚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 

センター長 ウ・ジュンヒュン教授 

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



12 

 

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？ 

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。 
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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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⑧「補助工学センター」の見学・概要説明 

センタースタッフ キム・ソヒ氏 

 

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忚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
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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

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。 

 

⑨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
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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忚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。 
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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

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忚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。 

 

⑩夕食懇親会 

 

李：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、
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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。 

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、もう尐し長いスケジュー

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
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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

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尐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
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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
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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

見習って適忚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尐

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
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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。『障がい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

ったら社会に出て適忚できないので、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、社会に出ても適忚できるような人

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、学校に適忚しながら、それに合わせて尐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尐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」「先生もう尐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。 
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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？ 

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：尐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尐し点数を与えます。「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 著書名  韓国 ナザレ大学視察報告書 

 執筆者  社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会 

      海外知的障碍者高等教育研究班 

       長谷川 正人・長谷川 美栄・志免木 章 

       井手 祐輔・定宗 美帆・豊増 彩華 

             葛尾 尚英・原田 なつみ・田中 和美 

 発行日  ２０１６年１1月 20日 

 発行者  社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会 

      理事長 長谷川 正人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


