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中京大学の FD とは

FD と は、 授 業 内 容・ 方 法 や 広 く 大 学 に 係 る 活 動 を 改 善 し 向 上 さ せ る た め の 組 織 的 な 取 り 組 み（Faculty
Development）のことを意味します。中京大学では、FD を “ 大学のすべての者の幸せのため ” と位置づけ、それ
を目指して教職員・学生がベストを尽くすもの（For Doing our best）ととらえています。

FD/SD 講演会を振り返って
中京大学

教育推進センター長

鈴木 崇児

大学はもちろん社会の公器であり、一般の人々から期待される役割を全うするために基本的に満た
しておくべき要件があります。知的欲求とその探求能力を持つ人々に分け隔てなく教育を受ける機会
を与えることが、その一つであることは議論を待つまでもないでしょう。障害のある人々が教育を受
ける権利を保証するための方策を具現化すべく、2016 年より障害者差別解消法（正式名称：
「障害
を理由とする差別の解消の推進に関する法律」）が施行され、関係主体に法的な義務が課されること
になりました。本学としても、これらの変化に確実に対応していく必要があります。
そこで本年度の FD/SD 講演会は、本学における障害のある学生に対する支援のありようを見つめ
直し、体制および取り組みの充実に向けたヒントを得ることを目的として、日本福祉大学学生支援セ
ンター長の柏倉秀克教授を講師としてお迎えし、「社会的障壁の除去実施に関する必要かつ合理的な
配慮」のあり方についての貴重な講演と本学の対応状況を効果的に引き出すパネルディスカッション
の進行をして頂きました。本学の参加者にとって非常に有意義な時間を共有できたと思っています。
この講演会を期に杉島学長補佐を長として、障害のある学生に対する支援体制を検討するための
ワーキンググループが立ち上げられ、障害を持つ学生に対して教育の機会を保証する体制の総点検と
強化が始まっていますが、この取り組みが実際の場面で成果を上げるためには、本学に所属する様々
な人々の協力が必要となります。まず、学生、教員、職員を含むすべての人に関心を持って頂きたい
と考え、この FD NEWS を通じて、FD/SD 講演会のフォローアップを企画することに致しました。
我々の想像が、現実に必要とされる取り組みの水準にまで届くことは少ないとは思いますが、それ
でも想定があるのとないのでは対応に大きな差がでることは間違いありません。この機会に皆さんが
日常を過ごしている本学での様々な場面で障害を持つ学生がいることを想像し、何が必要とされてい
るのかを考えてみてください。
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FD/SD 講演会「障害のある学生に対する支援と対応
（入学、修学、就職に係る支援体制等）」の講演録

2016 年 4 月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、障害者差別解消
法）
」の理解促進を図るため、文部科学省の「障害者差別解消法施行に関する有識者会議」で副座長を務め
られ、また現在「障害のある学生の修学支援に関する検討会」の委員を務める日本福祉大学 学生支援センター
長 社会福祉学部 教授 柏倉秀克氏をお迎えし、教職員を対象とする FD/SD 講演会を 5 月 12 日に開催しま
した。
柏倉教授の基調講演では、障害のある学生に対する差別的取り扱いの具体例等をはじめ、配慮すべき事例
や他大学が構築するサポート体制などの紹介、また大学として取り組むべき障害学生支援のあり様などの説
明がなされました。続くパネルディスカッションでは、本学関係部局職員からの障害学生支援に係る現状報
告とともに、フロアからの質問に答える形で、入学試験における工夫や、就職活動支援の問題点等について
考察を深めました。以下に、柏倉教授の基調講演の要約を記します。

障害のある学生等とは
まず、最初に今回の法律で対象となる障害者について触れておきます。2010 年までは、身体障害、知的
障害、精神障害が障害者の対象となっていましたが、2011 年に改正された障害者基本法では、障害者手帳
の所持や障害の程度に関わらず、難病、高次脳機能障害、発達障害など「心身の障害がある者であって、社
会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」も対象として含まれ
ることになりました。

障害者差別解消法の施行
「障害者差別解消法」の施行によって、国、地方公共団体、各大学では「不当な差別的取扱いの禁止」が
法的義務となり、また私立大学においては「合理的配慮の提供」が努力義務となったことから、障害のある
学生に対しても適切な学びの機会提供が求められることになりました。これはすなわち、差別禁止と合理的
配慮は社会的な責任であり、学びの機会保障が「善意によるもの」から「法令を遵守するもの」へと変わっ
たことを意味します。
この法律が制定された背景には、「社会が障害者をどのように受け入れるのか」
という社会モデルの考え方があります。機能障害をもつ人は、障害そのことだけ
ではなく、多くの人向けに作られた事物や制度、慣行や概念などの社会的障壁に
よって不自由を感じたり、普通の生活を送る機会が失われたり、制限されたりし
ています。しかし、多様性を受け入れる社会システムであれば、障害者の生活の
質はより良い方向へと変わってきます。これは、
「どの大学で学ぶのか」という点
で、同じことが言えるでしょう。

不当な差別的取扱いと合理的配慮
私立大学においても、正当な理由がなく障害のある学生と健常な学生を分け隔てて対応することが、不当
な差別的取扱いとなります。出願を受理しない、受験させない、入学させない、授業等を受講させない、研
究指導を行わない、実習等校外教育活動（フィールドワーク、海外研修など）に参加させないなど、障害を
理由に拒んだ場合、また拒まない代わりとして、正当な理由のない条件（間接差別）が付された場合など、

2

FD NEWS No. 12 NOV. 2016

CHUKYO

UNIVERSITY

不当な差別的取扱いに相当するため、十分な注意が必要です。
障害者差別解消法の中で最も重要なキーワードと言えば「合理的配慮」であり、それは社会的障壁をでき
るだけ減らすための必要かつ合理的な取り組みを意味します。合理的配慮はどのような考え方のもと進めて
いく必要があるのでしょうか。基本的な考え方としては、①障害者による社会的障壁の除去を必要とする意
思の表明が示された場合、②実施に伴う負担が過重でない場合、に合理的配慮の提供が求められます。言い
換えれば、障害学生が在籍しない場合や、実施に伴う負担が過度になる場合には、特段の配慮の必要性は発
生しません。

中京大学に求められる対応等について
大学等において取り組むべき合理的配慮の留意点として、①「障害を理由とした修学の断念」がないよう
にするための機会の確保、②障害学生の受け入れ姿勢や方針を示すための情報公開、③障害学生本人の要
望に基づいた調整を行うための決定過程、④試験や成績評価等における各種配慮が提供される教育方法等、
⑤合理的配慮をすすめるための専門性のある支援体制、⑥施設・設備のバリアフリー化、が挙げられます。
多様な学生が学ぶキャンパスでは、障害のある学生と周囲の学生や教職員とがこれまで以上に対話や実際
の関わりをもち、支援の輪を広げて学内の体制を構築していくことが必要となります。具体的には、障害学
生支援に関する基本方針や対応要領などの策定、教職員への啓発促進、差別的取扱い等の苦情や紛争への対
応など、学長のリーダーシップの下に進めていくことが重要です。医療機関や日本学生支援機構などの学外
リソースとの連携や、
周囲の学生を支援者として活用していくことなども積極的に考えていくべきでしょう。
そのためにも、まずは障害学生支援に関する基本方針、対応要領、ガイドラインを策定し、さらには教職員
への注意喚起、差別的取扱い等の苦情や紛争への対応など、学長のリーダーシップの下、支援体制を整備す
ることがとても重要になってきます。また、基本方針の
策定に向けては、障害学生支援担当部署の設置や、適切
な情報の公開による説明責任を果たすことが必要となり
ますし、その後の相談体制の整備としては、適切な人的
配置だけでなく、医療機関や日本学生支援機構などの学
外リソースとの連携や、周囲の学生を支援者として活用
することが重要であることは言うまでもありません。

本学における今後の支援体制整備について（講演会を終えて）
学長補佐（学生担当） 杉島由美子
本学では、障害のある学生に対して、学生支援課をはじめとする関係部署において様々な対応をしており
ますが、今回の「障害者差別解消法」の施行に伴い、さらに充実した支援体制を全学的に整備するため、学
長の下、障害のある学生に対する支援体制を検討するためのワーキンググループを、本年 6 月に設置いた
しました。ワーキンググループは、教員および行政職員で構成され、現在の体制を検証するとともに、本学
の支援体制の要となる障害学生支援に関する基本方針をはじめ、対応要領やガイドラインの策定に向けた議
論を重ね、この 9 月に学長に答申を提出いたしました。これよりは、来年 4 月の施行に向けて、学内手続
を進めて参ります。これまでの経験を基礎としながらも、障害のある学生がより快適に学生生活を送ること
ができるような大学としていくため、学内構成員に向けた啓発活動、情報発信を進めていくなど体制整備を
進めていきます。
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障害学生の声
2016 年 4 月より「障害者差別解消法」が施行されたことに伴い、本学を含む私立大学では、障害のある
学生に対する不当な差別的取扱いを行わないこと、そして合理的配慮の提供が努力義務化されました。本学
の支援体制を整備するにあたり、教職員の理解はもとより関係するあらゆる部署が連携して、障害のある学
生が障害を理由に修学を断念することがないよう修学機会を確保するとともに、個々の学生が自らの力を伸
ばしていくことができる教育と学生生活環境を作り出していく必要があります。
そこで、障害のある学生たちが何を思い、何を感じながら学生生活を送っているのかを一緒に考えていく
ために、ここに本学で学んでいる障害のある学生の体験談を紹介いたします。

＜発達障害のある、A さんの場合＞
私の障害は広汎性発達障害です。見通しと違うことが起こってしまうと、周りの状況から必要な情報をう
まく汲み取れず、うまく動けなくなってしまう特性を持っています。
入学当初は、学修支援を希望していませんでした。なぜなら、それまでに発達障害と診断されても何か
配慮があったり、変わったりしたことがなかったからです。そういうものだと思っていました。大学生活
が始まり、次第に、スケジュールや教室移動等の把握、レポート・レジュメの自己管理ができない、試験
に必要な情報が整理しきれないなどの困難を抱えていきました。さらに、周りの状況から情報を整理でき
ていなかったせいで他の学生との会話にズレが生じたり、集団の作業でついていけなかったりしました。
そのような状態で、半ば根性論的に自分なりの努力はしてきたつもりでしたが、ついには鬱病を発症し、
大学に通うことができなくなり、半期休学をしました。このことをきっかけに、学生相談センターの利用
をはじめとした大学からの支援が始まりました。
学生相談センターには、大学に登校した日には必ず立ち寄り、相談や雑談をして学生生活の状況を把握し
てもらっています。特に私は、しばらく鬱病のせいであまり大学に通うことができていなかったので、授業
の出席状況を把握し、相談にのってもらえたことがありがたかったです。相談の内容によっては、学生相談
センターから授業の教員に連絡をして、出席状況に対する対応措置やレポートの期日の配慮をしてもらうこ
ともありました。また、相談センターから親に対して、現在の学生生活の状況を話してもらうなど、大学の
支援方針を共有してもらうことができました。
私は資格取得を目指しているのですが、それにあたっても様々な配慮をして頂いています。鬱病から体調
が安定するまで、実習の実施時期を遅らせてもらいました。また資格取得が達成できるように、実習関連ス
タッフや教務課の方に履修について相談にのってもらいました。
気を抜いている余裕はありませんが、大学からの様々な支援のおかげで、単位を取って大学を卒業する見
通しが立つようになりました。しかし、最初からこのような支援体制ができていたのではありません。はじ
めは、何をしてもらったらいいのか、どこまで支援してほしいのか、自分でも分からない状態で、うまく支
援を求めることができませんでした。長く相談にのってもらい、徐々にやり方を探っていくなかで、大学の
方からも様々な提案をして頂きました。
これから支援を受けようという方は、はじめダメだったからといって諦めてしまうともったいないです。
長く相談できる人を見つけることで、自分の置かれた状況を整理できたり、周りからのサポートを提案して
もらえたりする機会が増えていくのではないかと私は思います。
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障害学生への支援（取り組み事例）
本学にはさまざまな障害のある学生が通っています。これまで入学前、入学後、卒業までの間、学生の障
害に合わせ修学支援を行ってきました。その中からいくつかの事例をご紹介いたします。
○入学希望者向け

→

キャンパス見学、学内外イベント時の相談対応

○身体に障害のある学生向け科目の提供
→

障害者スポーツ科目

学内のアクセス確保（視覚障害者用点字ブロック、車椅子スロープ・段差解消機等）

○視覚障害の学生への対応
→

→

→

板書文字の拡大、配付資料の拡大コピー

法曹養成に関する教材開発（点字教材・音声読み上げソフト対応教材等）

○聴覚障害学生への対応

→

マイクの使用

○発達障害学生への対応

→

時間割の組み立てサポート、説明及び書面の配付

○肢体不自由（車椅子利用）学生への対応
→

移動距離の短縮（同じ建物の教室へ変更）

→

車椅子用の机の配置、または車椅子用机の移設

○LD( 学習障害 ) を持つ学生への対応

→

レポートの書き方等の指導

○就職活動を円滑に進めるための配慮

→

サイト登録、イベント・求人紹介等

障害学生修学支援に関するウェブサイト
【共

通】

独立行政法人 日本学生支援機構

障害学生支援情報

URL：http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu̲shien/index.html
【視覚障害】

サピエ（視覚障害者情報総合ネットワーク）
URL：https://www.sapie.or.jp/

【聴覚障害】

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）
URL：http://www.pepnet-j.org

【肢体不自由】

国土交通省

バリアフリー・ユニバーサルデザイン

URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html
【発達障害】

発達障害教育情報センター（独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所）
URL：http://icedd.nise.go.jp
発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
URL：http://www.rehab.go.jp/ddis/
発達障害者の就労支援（厚生労働省）
URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/
koyou/shougaishakoyou/06d.html

【精神障害】

精神障害者の就労支援（厚生労働省）
URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/06c.html
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リレー特集

大学院における FD 活動

情報科学研究科の取り組みについて

情報科学研究科は、大学院・学部運営委員会を中心としたカリキュラム改正などの検討のほか、2010 年
度に学部内 FD 委員会（現在は自己点検委員会（FD）
）を発足し、学部のみならず研究科における授業・教
育の改善活動を推進してきました。委員会では大学教育推進センター委員会の活動と連携した活動のほか、
シラバスの点検作業を通じた科目内容の共有など FD に関する取り組みを実施しています。2016 年度は、
①大学院進学ガイダンスの実施、②研究室ごとの進学者数の偏り是正、③院生の中間発表会および意見交換
会の実施、④学外機関・企業と連携した研究指導の実施、⑤院生に対する経済的支援の推進、⑥院生による
授業評価および自己評価、
⑦院生に対するキャリア・パス明確化を、
教育上の取り組みと目標として位置付け、
研究科内で組織したワーキンググループにて改善方策の検討を進めています。また、学生の研究活動の活性
化を目指すため、学会・展覧会における成果発表や外部機関との共同研究を積極的に推進しています。今回
は、情報科学研究科の教育上の取り組みを具現化している教員のひとりとして、実践的な研究開発プロセス
を通じて院生指導を行う橋本教授（研究室）にスポットをあてて、大学院教育の考え方や実践、学部教育と
のつながりについて、紹介していきます。

世界に挑戦できる人材を育む橋本研究室
情報科学研究科 教授

橋本 学

専攻分野 / 知的センシング

情報科学研究科の橋本研究室は、人工知能分野の中核技術である知的なセンシング技術と、そのロボット
への応用技術の開発に取り組んでいます。近年は特に３次元物体認識や超高速の画像マッチング、顔表情認
識・行動認識を中心に研究しています。
橋本教授が日頃から心がけているのは「企業から “ いい人材 ” と認められるための人材育成」です。そし
て「工学教育においては『日々の』研究活動や細かな指導を通じた地道で時間のかかる教育でしか、高度エ
ンジニアを育成する方法はない」という強い思いと、
「よい博士課程の学生を育てるには修士課程時代の真
剣な研究活動とその指導が必須であり、そのような修士学生を育てるには、学部段階での丁寧な教育が不可
欠なのであって、その『裾野の広がり』が、また重要である」という考えがあります。橋本研究室は、この
ような思いを土台にして、研究指導の考え方や進め方などを体系化し、実践しています。
人材育成の鍵を握るのは「主体性」です。大学受験を経て、ゼミが決まる２年次の秋まで、学部生は受身
の勉強を中心としているため、まずは主体的に学ぶ気持ちへと切り替えなくてはなりません。橋本ゼミへの
所属が決まった学部生のゼミ活動は、２年次１０月から実質スタートします。３年次４月までの週一度、大
学院生がマンツーマンで対応する「自主プレゼミ」へ
の参加と、春休みの課題として一人一個何か動くモノ
を作るということに向き合います。それを通して、主
体的に学ぶための入り口に立つための経験を積んでい
きます。さらに、プレゼン力やコミュニケーション力
を重視していることから、文章を書く機会をとにかく
増やし、
「日本語指導」を徹底して行いますが、この他、
英語、プログラミング言語、数学と、理系の人材とし
て必要となる４つの言語を着実に修得させることにも
注力します。３年次９月になると学会を聴講してその
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レポートを書くことを通じて、
他人の発表がほとんど理解できない現実をあえて実感させます。その 1 年後、
自分が「発表する側」に立ったときに、かつては理解できなかった難しい理論や技術が、自分のものになっ
ていることに多くの学生が達成感を抱き、感動するのです。橋本ゼミの大学院への進学率の高さの要因のひ
とつとして、同じような経験をして成長した手本となる大学院生が身近に存在するとともに、その凄さを間
近で体感することができ、憧れを抱きやすい環境が整っていることが挙げられます。
修士課程における研究では、妥協することなく「世の中に通じるレベル」に達するまで指導します。国内
外の学会発表や、学術論文投稿を積極的に行いますが、その際には必ず他者の手法と自分のそれとを綿密に
比較し、正々堂々と性能勝負をさせることで、「他者に敬意を持つ、技術に敬意を払う」ことを学ばせます。
他者を尊敬しない学生は、他者から尊敬される技術を作り出すことはできません。このような実績を博士課
程への進学や就職活動への有効な武器としていくため、修士１年次で研究活動のピークを迎えられるよう、
発表の数やタイミングなども考慮しながら、企業との共同研究の機会を多く作り出し、成果に対して厳しい
目をもつ企業人との研究活動を通して、学生の成長を促します。
博士課程では、研究者としての心構え、考え方の基本、自然科学に対する考え方など、哲学的な部分の指
導をメインとし、一流の研究者になるために、具体的にどのような経験を積めばよいのかを指導し、実際に
「経験の場」を提供するようにしています。
日頃から橋本教授は、
「努力は必ず報われる」という当然の経験をさせるべく、それぞれの学生に合った「現
時点の実力より少しだけ高い」課題の設定を心がけています。そのために最も重要なのは、学生一人一人の
置かれている状況や能力の変化を敏感に察知することです。そして、ベストを尽くしたら褒めることも。「自
分から動かねば、何も得られず、奇跡も起きず、魔法もない、ただ自分がやったことに対する見返りがある
のみ」という事実を学生に自覚させることを常に心がけています。
今後は、大学院進学率をもっと高めていきたいと考えていますが、現状では、学部生に対する就職の情報
が充実している一方で、大学院進学に関する情報がまだまだ不足しているため、その情報量を増やすこと
が課題と捉えています。また、
「この研究室の学生なら大丈夫」と企業から評価されることを最終目標とし、
地道な活動をこれからも重視していきたいと考えています。
指導生の声

研究を通して楽しさと手応えを感じるようになった
秋月 秀一

2016 年 9 月 情報科学研究科 博士後期課程修了
現在、本学博士研究員、日本学術振興会特別研究員 PD

思い返してみれば、これまで成長するための多くのチャンスを与えていただいてきたと思います。そのど
れもが、自分の手が届くか届かないかギリギリの難易度で、そのハードルをひとつひとつ乗り越えるうちに、
気がついたら成長してきたというのが実感です。
大学入学当初はエンジニアとして企業で働くつもりでしたが、研究をもっと突き詰めていきたいと思い始
め、大学院へ進学することに決めました。
修士課程では、２年間のほとんどを自分の研究テーマに費やすことができ、その研究が予想以上に楽しく、
初めての海外発表や学術論文誌への掲載、さらにはいくつかの表彰を受けたこともあり、研究職につきたい
という思いが強くなりました。せっかく仕事にするなら今まで取り組んできた画像処理の研究をさらに進め
たいと考え、そのための最短ルートは今の研究テーマで博士号を取得することだと思い、博士課程への進学
を決めました。
博士課程は、研究者として一人前になるための助走期間と捉えています。多くの学会での発表や、論文誌
への採録数も重要になってきます。橋本研究室では、学会発表の機会がきわめて多く、私はこれまでに論文
誌への掲載１１件、国外では１３回、国内では４０回以上の発表を行ってきました（共著を含んだ成果です）。
学会を通じて知り合いができ、企業の方と共同研究を始めるという可能性も広がりました。今後は、より一
層研究を深め、一流の研究者になり、また最先端研究の指導役として中京大学に戻ってこられればと思って
います。
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