障害のある学生への配慮および支援について
函館短期大学
１． はじめに
全国の大学において、障害のある学生、障害があることなどを理由に特別な配慮を必要
とする学生（以下，障害学生と略す）の在籍数が年々増加する傾向にあります。それに伴
い、各大学においては障害学生の受入れや修学支援体制の整備が急務となっています。
本学においても、発達障害、病弱・虚弱（ アトピ－性皮膚炎，癲癇，メニエ－ル病 ，蓄膿
症，心疾患，ネフロ－ゼ症候群，難聴等） 、指定難病受給者、また過去に肢体不自由者を入

学させた経緯もあり、今後このような学生が増えつつあり、支援体制の整備（障害者用ト
イレの設備等を含む）が強く求められています。
我 が 国 は 平 成 19 年 9 月 、 国 連 の 「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 （ 略 称 ： 障 害 者 権 利 条
約）」に署名 、平成 25 年 12 月に 批准しま した。そして それに合 わせた法整 備が進めら
れ、平成 25 年 6 月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（略称：障害
者差別解消法）が制定されました（平成 28 年 4 月 1 日施行）。この法律では先の障害者
権利条約の内容 を踏まえ 、 障害者への 差別的 取扱いの禁止と 障害者に対 する合理的 配慮の
不提供の禁止が 盛り込まれ ており 、官 公庁や 本学を含む国公 立教育機関 等において は 、そ
れが義務的規定とされています。
こうした動向を 踏まえ、本 学において は現在 、本学に在籍す る障害学生 への個別支 援を
行いつつ、全学 的支援体制 についての 検討・ 整備を進めてい るところで す。障害 を もつ学
生のなかで、小 ・中・高校 までに何ら かの支 援を受けてきた 学生の場合 は 、早い段 階で大
学側に配慮を求 めてくるこ とがありま す。一 方で 、大学入学 後適応上の 困難や躓き が生じ
て初めて、自身 の障害（特 徴）に気付 く学生 もいます。その ような場合 、周囲の学 生や教
員からの働きか けがきっか けとなって 支援に 繋がることが多 く 、周囲の 協力が非常 に重要
になっています。
大学における授 業には教室 での座学以 外にも 演習・実習・フ ィールドワ ークなど多 様な
形態があり、大 学入学以前 と大きく異 なる状 況に直面するた め履修に伴 う困難はよ り大き
なものとなりま す。このた め 、大学に 入学し た障害学生が障 害 のない学 生と同様に 授業を
履修し単位を得 て卒業に至 るには、個 々の状 況に応じて合理 的配慮が必 要となりま す。合
理的配慮による 支援には教 職員の方々 との協 働は必須のこと であり 、ご 理解とご協 力をお
願いいたします。
障害の特性等に より適応上 困難が生じ る場面 や度合いは異な り 、学生の ニーズも一 人一
人異なるため、 支援のあり 方も一律で はあり ません。また 、 教職員は学 生からの要 望のす
べてに応えることができるとは限りません。
本ガイドライン は、特別な 配慮を必要 とする 学生に対して教 職員が行う 対応や指針 につ
いてまとめたも のです。こ こに記載し た内容 では対応に不十 分なケース や 、もっと 別の方
法 が 最 適 と な る ケ ース も あ る と 思わ れ ま す 。 そ の 場 合 に も 当 該学 生 に と っ て最 適 と な る
対応を教職員・学生部・学生が協力して見つけ出し 、支援する事が大事なこととな りま

す。また、支援 を要する範 囲は授業場 面を超 えることもあり ます。その ため 、本学 すべて
の教職員の協力をお願いするところです。
２． 障害学生への 支援の基本方 針
◯障害学生からの申請（要請）に基づいて、成長・自立の妨げにならない範囲で、障害の
為に出来ない部分について必要な支援を行う。
◯授業を担当する特定の教員だけが個別に対応するのではなく、関係部局や事務職員も
含め全学で支援する。
◯障害学生を一般学生と最初から区別することを前提とするのではなく 、障害の度合い
に応じた対応を行う。一般学生と同じ場で学習できるよう環境作りや配慮を行う。
◯成績評価に対 し、障害学 生の評価基 準を下 げる必要は無い が 、視聴覚 障害学生へ の情報
伝達の方法や、 出席できな い場合への 配慮 、 試験時間の配分 など障害の 度合いによ って
不利益を被ることがないよう配慮を行う。
◯実験科目や実技科目においては、ケアできる環境（人材及び設備）を整備していくこと
は必要であるが 、すぐには 対応できな い場合 などには 、状況 を適宜考慮 し、代替え 履修
項目を検討するなど、単位認定において障害学生の不利益とならないような方策を立
てる。
３． 支援内容につ いて
障害学生に対す る支援内容 は学生それ ぞれで 異なるため 、担 当授業の履 修者の中に 該当
する学生がいた場合は 、学生が抱える困難や状況に応じた配慮をお願いいたします。ま
た、授業中にお ける支援に ついては 、 その科 目の担当教員が 責任を持っ て実施する ことに
なりますが、障 害学生から の申請に応 じて 学 生相談窓口（学 生相談フロ ーチャート 参照）
や所属部局の学生支援対応関係者とも協力して支援体制を整えることになります。
実際に授業が進 んでいく中 で問 題や不 安が生 じた場合にも 、 学生相談窓 口（学生相 談フロ
ーチャート参照）に相談ください。担当教員とも協力して対応を図ります。
４． 支援の具体例
（１） 障害のある学生全般に共通する配慮の例
１） 通常の授業に対しての配慮
①授業への出席
通常の学生と同 様に、授業 を受けるこ とが望 まれます。ただ し 、学生に よっては特 別な
配慮が必要な場 合がありま すので 、そ の際に は担当の先生の ご協力をお 願いします （例え
ば、体調や通院 等の理由に より授業に 出られ なかった場合に 、代替えの 日や課題等 を準備
する等）。
②優先席の設置と利用
各教室の前側出入り口近傍に、優先席スペースを設けます。肢体不自由のある学生、聴
覚障害で声が聞きとりにくい学生、適宜トイレや服薬を必要とする学生には優先席の利用
をお勧めください（強制ではありません。利用するかどうかは当該学生の希望によります
が、授業進行上、やむを得ない場合は優先席を指定してください）。

③出席点に対する配慮
精神的な障害、 心理的な状 況で出席で きない 学生への配慮を お願いいた します。対 応を
お願いする学生 については 学生相談 窓 口（学 生相談フローチ ャート参照 ） 及び教務 係より
連絡をいたしますので、欠席に対して負の評価を与えないようお願いします。
出席に対して配 点をしてい る授業があ ります が 、授業出席点 を学生に与 えるのは授 業に
出ることが出来 るのに出て こない学生 に出席 の意欲を喚起す るための方 便です。本 来 、出
席したことだけ で点を与え る出席点評 価は正 しい評価法では なく 、あく まで授業の 目的と
する教科の理解 を学生が達 成している かに対 して評価点を与 えて いただ くようお願 いしま
す。これは実習や実験・実技科目においても同様にご配慮をお願いします。
２） 試験に対する配慮
①試験監督
障害学生が出席 している授 業を行って いる教 員が試験監督を する場合が 多いのです が 、
もし異なる場合には試験監督者に対して 、当該学生への配慮を指示するようお願いしま
す。
②試験の開始と終了
視聴覚障害学生 をはじめと して 、開始 時と終 了時が明確に分 からない場 合があるた め 、
音声や板書・パ ネル等の利 用によって 「始め 」や「やめ」の 指示が正確 に伝わるよ うにし
てください。
③別室受験
例えば問題文の 読み上げが 必要となる 、筆記 に時間がかかる 等の理由に より他の学 生と
同室での受験が 困難な学生 に対しては 、同時 間帯に別室で受 験をする 、 時間を延長 する等
の対応が必要と なります。 その場合は 学生相 談 窓口（学生相 談フローチ ャート参照 ） まで
対応について相談ください。
（２） 障害の種別や特性に応じた配慮の例
１） 視覚障害のある学生への配慮
ほとんどの視覚 障害学生は 、黒板に書 かれた 文字やスクリー ンに投影さ れたパワー ポイ
ントのスライド 、ビデオ画 面などを読 む（見 る）ことができ ません。授 業に用いる パワー
ポイントや配布 資料などは 、テキスト データ を事前に提供す ることが望 まれます。 そのこ
とにより、デー タを点訳し たり学生が 自分の パソコン上で音 声に変換し たりして内 容を理
解することがで きます。ま た 、授業で 使用す る教科書や参考 図書の情報 を早めに提 供する
ことも大きな助けとなります。
視覚障害の中で も「弱視」 にあたる学 生の多 くは 、文字を拡 大したり、 弱視レンズ や拡
大読書器などの 視覚補助具 を活用した りして 視力を補ってい ます。また 、明るい照 明を必
要とするため、机上に個別照明器具を設置することを認めるといった配慮も考えられま
す。パワーポイ ントの内容 は見えづら いため 、プリントにし ていただく か事前にデ ータを
提供していただ けると良い と思われま す。一 方 、明るさに順 応しにくく 室内でもサ ングラ
ス が 必 要 な 学 生 も いま す 。 そ の場 合 は パ ソコ ン の 画 面 や プ リ ント で 白 黒 を 反転 さ せ る な
どの工夫が考えられます。

授業場面では、 教員は可能 な限り指示 語を使 わず 、具体的な 言葉を用い ながら説明 を行
うことが望まれます。
視覚障害には、 一部の色彩 の知覚に障 害があ る「色弱」と呼 ばれるもの もあります 。生
活の中では信号 機の色が分 からない 、 強調に よく使われる赤 が目に入っ てこない 、 赤いチ
ョークの字が読 めないとい った不自由 さがあ ります。そのた め学内では 、チョーク は白と
黄色を基本とす る、レーザ ーポインタ ーは緑 色のものを使用 する 、棒グ ラフ、円グ ラフな
どを作成する際 に境界線を 入れる 、凡 例を書 き込む、スライ ドで用いる 色の種類を 極力少
なくし、明確に異なる色を使用するなどといった配慮があると良いと思われます。
２） 聴覚障害のある学生への配慮
授業中に話され る先生の言 葉を 、ノー トテイ クやパソコンノ ートテイク により文字 化す
ることで、授業 に関する情 報を得るこ とを保 障することが出 来ます。そ の場合 、支 援スタ
ッフやボランテ ィアが 1～3 名 で支援する こ とになります。 それでも 、 文字化で きる情報
量は、ノートテ イクの場合 で話し言 葉の 2 割程度、パソコ ンノートテ イクの場 合でも 、 5
～7 割程度です。ゆっくり話してもらうことで、保障できる情報量は多くなります。
また、学生が装 着している 補聴器に 、 教員の 声を直接届ける ことができ る特殊なマ イクの
使用を求める場合があります。
聴覚障害のある学生に対して、授業内容をまとめた資料は役に立ちます。 レジュメ
等、視覚で受け とることの できる情報 は 、聴 覚障害学生がよ り正確に授 業内容を把 握でき
るだけでなく、 ノートテイ カー（支援 者）に とっても 、より 正確な情報 を伝えるた めに非
常に有用です。 テスト範囲 や提出物の 期限等 、重要な内容は 板書やプリ ント（印刷 物）で
伝えてください。支障がない場合には、 授業の録音を許可して頂くことが考えられま
す。
３） 肢体不自由のある学生への配慮
四肢や体幹に永 続的な姿勢 運動障害が みられ るのを肢体不自 由と呼びま すが 、状態 像や
ニーズは障害を受けた部位や程度によってかなり個人差があります。
各キャンパスに は様々な傾 斜や段差が あり 、 それらを回避し ながら移動 すると目的 地ま
での動線が長く なる場合が あります。 教室間 の移動に時間が かかる 、ト イレに時間 を要す
るなどの事情に より遅刻し て教室に入 って来 ても学生に不利 にならない ような配慮 が必要
になります。教 室では優先 席を確保し たり 、 授業や演習の途 中で動いた り立ったり する場
面ではできるだけ移動を少なくするなどの配慮をお願いします。
授業中、配布物 が行き渡っ ているか丁 寧に確 認 する、読み込 む作業や量 が多い資料 は事
前にデータを送付するといった配慮も考えられます。
また上肢障害に より、筆記 が困難であ ったり キーボードの操 作に時間が かかったり する
場合があります 。提出物に ついては時 間的に 余裕を持たせる 、また紙媒 体を電子媒 体に替
えることを認めるといった対応が考えられます。
４） 病虚弱の学生への配慮
膠 原 病 、 心臓・呼吸器・腎臓など内臓の疾患や膠原病、糖尿病、神経・筋疾患など治

療が長期間にわ たる疾患を 抱える 学生 、内臓 機能や免疫機能 などに障害 の ある学生 などが
支援の対象とな ります。外 見上は健康 な学生 と区別がつかな いかもしれ ませんが 、 継続的
な通院や服薬な どの治療を 必要とし 、 治療を 受けていても発 作が起きた り体調不良 になっ
たりすることも あります。 学生本人は 周りに 同じ立場の人が いないため 孤独を感 じ る、あ
るいは修学上の不安を感じることもあるようです。
疾患により症状 や状態像は さまざまで すが 、 共通することと して定期的 な検査や通 院・
入院のため、授 業の欠席が 多くなる場 合があ ります。その際 に欠席扱い としないこ とや 、
代替えの課題を 準備するな どの配慮が 求めら れます。また 運 動制限を受 けている場 合もあ
るので、実技以外の代替えの課題を準備することなども考えられます。
５） 発達障害のある学生への配慮
他の障害の場合 と同様、障 害の特性は 一人一 人異なります。 個々のニー ズに合わせ た支
援が求められま す。学生本 人だけでは 、自分 のニーズを説明 することが できない場 合が通
常ですので、丁寧な聞き取りが重要になってきます。
授業に際して、 話を聞きな がらノート を取る 作業を同時にこ なすことが 困難な場合 があ
ります。修学上 の支援とし て 、支障が ない場 合には授業内容 の録音を許 可する 、詳 しい配
布資料を準備す ること等が 考えられま す。ま たこだわりが強 く 、決まっ た席でない と座れ
ない、集団の中 で試験が受 けられない という 学生の場合は 、 座る席や別 室受験に関 する配
慮が必要となる こともあり ます。口頭 中心の 説明をよく理解 することや 、状況の変 化に柔
軟に対応するこ とが苦手な 面があるた め 、実 験や実習におい て手順どお りにできな い場合
や教室や時間の 変更に対応 できないこ とがあ ります。重要な 内容につい ては余裕を もって
事前に印刷物等 目で確認で きるものに よって 伝える 、視覚的 教材を使っ てなるべく 具体的
な説明を心がける等の対応をお願いします。
集団での話し合 いや討論の 場面では 、 自分の 意見がなかなか 言えなかっ たり 、逆に 言い
過ぎてしまったりする場合がありますので、事前に議論のルールを明確に決めておいた
り、ルールの学習を援助していくことが大切となります。
普段は他の学生 と変わらな い対応でも 大丈夫 ですが 、苦手な 刺激を受け た場合や予 測し
ていなかった場 面に遭遇し たり 、強い プレッ シャーを感じた りする場合 等 、パニッ クにな
るケースもあり ます。教員 側でも冷静 な対応 が求められます が 、お困り の際は、い つでも
学生相談窓口（学生相談フローチャート参照）にご相談ください。
６） 精神障害のある学生への配慮
精神障害のある 学生に対し て 、これま では一 般的に保健・健 康管理とい う枠組みの 中で
支援を行ってき た経過があ ります。こ のよう な学生に対して は投薬等 、 精神科医に よる治
療が行われます が実際、大 学生活の中 では修 学に関すること をはじめ様 々な困難が 生じる
ため、その内容 に応じた支 援が必要に なって きます。一口に 精神障害と 言ってもそ の内容
は幅広く，症状 やその程度 も人によっ て異な ります。したが って 、まず は個々の状 況や問
題を丁寧に把握することが重要と言えるでしょう。
定期的な通院を している方 がほとんど である ため 、特定の授 業が欠席に なりやすい 場合
があります。そ の際には欠 席扱いとな らない よう 、代替えの 課題等を準 備するとい った配

慮が考えられます。
集団を前に発表 することが 、高い不安 や緊張 のために困難な 場合があり ます。また それ
以外の場面を含 め、何らか の心理的な 影響を 受けて 、（一時 的な）身体 的不調が生 じると
いう場合もあり ます。たと えば評価の 基準を 変えない範囲で 発表の仕方 を工夫 する 、座席
の位置や一時退席などに配慮するといった対応が考えられます。
病状の不安定さ により定期 試験が受け られな かった場合 、再 試験あるい は他の方法 によ
る評価を行うと いった配慮 が考えられ ます。 この他 、保健管 理センター や外部医療 機関と
の連携が必要に なるケース もあります 。様々 な配慮や対応が あると思わ れますので 、お困
りのことがあれば学生相談窓口（学生相談フローチャート参照）にご相談ください。

