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1 ．	大学における障害学生とその支援
の現状

1． 1　大学における障害学生数の推移
　大学教育において、さまざまな障害をもつ
学生への対応が今まさに見直される時期に来
ている。日本学生支援機構（2014）の調査に
よると、高等教育機関に在籍する障害のある
学生数は2013年の段階では13,449人となり、

前年度から1,681人増加している。この人数
は2005年の5,444人からほぼ漸増傾向が続き、
今後も障害をもつ学生数は増えることが予想
される。
　特に注目すべきなのは、その中における発
達障害学生数の推移である。特定調査が開始
された2006年には発達障害の学生数は全大学
で127人だったのが、2013年には2,393人と約
20倍に増大している。これは他の身体障害の
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学生数の推移と比較しても顕著なものである
（2005年から2013年の学生数の変動は、視覚
障害学生が510人から732人、聴覚・言語障害
学生が1,158人から1,609人、肢体不自由学生
が1,700人から2,451人で、いずれも 2 倍にす
ら達していない）。また、この調査では診断
書のない場合はその他の障害に分類され、検
査等を行えば診断がつく発達障害学生は潜在
的に在籍しているものと考えられる。これま
では発達障害学生は「特別なケース」として
対応が図られていたが、将来的にも当該の学
生が一定数入学することが見込まれる中、修
学サポートへの組織的な対応は喫緊の課題で
ある。

1 ． 2　障害学生への修学支援と合理的配慮
　これらの現状と併せて、障害のある学生に
対する修学支援の法的制度の整備、および支
援の義務化も進められている。2011年 8 月に
改正された障害者基本法の第 4 条に「差別の
禁止」が加えられ、これを受けた具体的な差
別の禁止事項を明記する「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律」（以下は通
称、障害者差別解消法）が2013年 6 月に公布、
2016年 4 月から施行される予定である。この
施行に伴い、私立大学の運営には第 8 条（事
業者における障害を理由とする差別の禁止）
が適用され、障害者への差別的取扱いの禁止
は法的義務が生じ、合理的配慮の提供は努力
義務となる。
　障害学生への対応を考える上で、その妥当
性を判断するための重要な概念が合理的配慮

（reasonable accommodation） で あ る。2008
年に発効された障害者の権利に関する条約

（略称：障害者権利条約）では、合理的配慮
とは“障害者が他の者と平等にすべての人権
及び基本的自由を享有し、又は行使すること
を確保するための必要かつ適当な変更及び調
整であって、特定の場合において必要とされ
るものであり、かつ、均衡を失した又は過度

の負担を課さないもの”と定義されている。
これを踏まえ、高等教育機関における合理的
配慮については「障がいのある学生の修学支
援に関する検討会報告（第一次まとめ）」（文
部科学省，2012）の中で、以下のように定義
されている。すなわち大学教育においては、

“障害のある者が、他の者と平等に「教育を
受ける権利」を享有・行使することを確保す
るために、大学等が必要かつ適当な変更・調
整を行うことであり、障害のある学生に対
し、その状況に応じて、大学等において教育
を受ける場合に個別に必要とされるもの”が
合理的配慮とされている。また、障害者権利
条約の文中、“均衡を失した又は過度の負担”
についても言及し、“大学等に対して、体制
面、財政面において、均衡を失した又は過度
の負担を課さないもの”ともしている。これ
らを総括すると、大学教育のさまざまなカリ
キュラムにおいて、障害を理由に履修できな
い授業を設けず、他の健常学生と同等の教育
サービスを受けられるように施す大学側のサ
ポート全般を合理的配慮と呼んでいる、とい
える。

1 ． 3　大学における教育的配慮の多様化
　しかし一方で、大学の提供する教育サービ
スは多岐に渡り、教育上の配慮は授業形態
ごとにさまざまなものが想定される。同時
に“大学等が個々の学生の状態・特性等に応
じて提供するものであり、多様かつ個別性が
高いもの”であるため（文部科学省，2012）、
障害の種別による教育ニーズもまた授業ごと
に多様になる。
　教育上の配慮について、身体障害学生に関
してはかなり早い時期から大学側が意識して
いることが伺える。柳本・佐々木・藤田・瀬
尾（1985）によれば、身体障害学生の受け入
れに対しては施設・設備の改善だけでなく、
入試段階での相談対応から個別の授業の指導
や評価への配慮などが、1982年の調査段階で
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既に多くの国公立大学で実施されている。ま
た、学習補助者の養成や障害補償を行う技術
支援など、予算措置が必要とされるような具
体的な支援についてもその必要性が論じられ
ている。具体的な活動報告も多く（許・加藤・
鈴木，2012；神田，1990；水野，2001；篠塚，
2000）、身体障害学生に対しての合理的配慮
は、変更・調整できる事項と大学側の体制・
財政面の負担の判断基準が精査されていると
言えよう。
　これに対し大学教育における発達障害学生
への支援は、近年になりその事例報告が増え
ている。丹治・野呂（2014）では、発達障害
学生の支援事例が報告された論文31本を分析
し、その支援内容別に現状で提供されている
合理的配慮の事項が報告されている。この論
文中でレビューされている論文の出版年のほ
とんどが2000年以降の点からも最近の事例の
増加が伺え、さまざまなカリキュラムでの配
慮事項が提出されつつある段階にあると考え
られる。丹治・野呂（2014）によると、授
業・試験・研究への支援では、科目担当の教
員へ情報提供するだけでなく、それを受けた
担当教員の裁量による配慮が多く報告されて
いる。例えばプレゼンテーションによる講義
への変更、実習グループの編成に配慮するな
どの授業形式の変更や、レポートや試験への
個別の配慮、研究指導では目標のスモールス
テップ化や、スケジュールの共有など、支援
の主体となる教員によりさまざまな配慮が行
われている。この背景には教育組織内での連
携が行われることが示唆され、発達障害学生
へのカウンセリングにより配慮事項が把握さ
れた場合、カウンセラーが教員に対するコン
サルタント機能やコーディネーター機能を果
たしている実情が伺える。入試や就職などの
支援内容と比較すると、大学教員の専門性に
依存した教育に関わる領域では、合理的配慮
についてのコンセンサスが比較的進んでいる
と言える。しかし、大学教育の形態が多様化

する中で、教育的配慮の事例が少ない領域も
増えている。

2 ．	大学教育におけるサービス・ラー
ニング

　大学教育における形態の多様化のひとつ
に、経験学習型の授業の増加、拡充が挙げ
られる。インターンシップやプロジェクト・
ベースド・ラーニングなどは、教員を中心と
して専門知識が体系的に教授されるアカデ
ミック志向の教育とは全く異なるものであ
る。すなわち、さまざまな体験活動を演習の
中に取り入れ、そこでの経験や気づきを通し
て学生が主体的に学ぶ教育プログラムであ
る。
　この経験学習型の授業のひとつが、サービ
ス・ラーニング（Service-Learning）である。
サービス・ラーニングは1990年代からアメリ
カで急速に拡大してきたもので、サービス

（貢献活動）を通じてラーニング（学習）を
獲得する教育プログラムである（木村・中原，
2012）。サービス・ラーニングの中心となる
要素は、「社会貢献活動への参加による、問
題の発見・分析・解決の一連の体験」と「体
験を通じた気づきや学び（リフレクション）」
であり、この二つが循環する仕組みになって
いる（小林，2007）。
　日本の高等教育におけるサービス・ラーニ
ングの広がりが認められるのは2000年代に
入ってからである。この流れは、社会のグ
ローバル化による要請と大学教育自体のユニ
バール化によってもたらされた質的転換に起
因するとされ（津曲，2013）、文部科学省「特
色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」
や「現代的教育ニーズ取り組み支援プログラ
ム（現代 GP）」などを背景に多くの大学でサー
ビス・ラーニングが試みられている。キャリ
ア教育と密接に結びつきながら、サービス・
ラーニングによる大学教育は今後も拡充され
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ていくことが予想される。

2 ． 1	 サービス・ラーニングにおいて想定
される教育的配慮とは

　教員が授業運営を自身の裁量で行えるアカ
デミック志向の授業とは異なり、サービス・
ラーニングは教育上の配慮を行える主体が多
数存在し、また学習環境も学外まで拡がるこ
とになる。そこで本稿では、桶谷（2013）が
指摘する発達障害学生支援を考える上で検討
すべき視点を参考に、サービス・ラーニング
における教育的配慮の対象となる活動の範
囲、教育方法、支援体制について整理する。
　教育的配慮の対象となる活動の範囲　文部
科学省（2012）によれば、対象となる活動範
囲は“授業、課外授業、学校行事への参加
等、教育に関する全ての事項”とされている。
サービス・ラーニングでは、学外での貢献活
動そのものと、活動の報告やリフレクション
を行う学内での授業がその範囲となる。
　教育方法　学内での活動については従来と
同じような配慮が想定される一方で、学外で
の貢献活動は“学外における実習やインター
ンシップにおける配慮”の事項が適用される
だろう（文部科学省，2012）。学生とのコミュ
ニケーション上の配慮については、学外の受
入団体の担当者との連携が必要になる。ま
た、通常の授業とは異なる外部団体に学生が
出向くことになるため、“心理面・健康面の
配慮”も必要になるであろう。
　支援体制　支援の中心となるのは、成績評
価および単位認定を行う教員であるが、支援
方針を立案するときは、カウンセラーや学校
医のアセスメントが必要になるであろう。ま
た、受講中の学生の様子や、受入団体との
マッチングなども考慮することになるため、
団体とのコーディネーターや受入団体の担当
者も支援の構成員となることが予想される。
これら学内外の担当者が連携を取りながら支
援することになる。

　サービス・ラーニングによる教育プログラ
ムを発達障害学生が受けるときは、前述のよ
うな教育上の配慮を想定した上で、合理的
配慮を行うことになる。しかし、サービス・
ラーニングによる授業は選択科目である場合
が多く、発達障害学生が当該授業を履修する
ケースは限られ、事例の報告はまだない。こ
れに対し筑波学院大学では、後述するオフ・
キャンパス・プログラムというサービス・ラー
ニングを含む枠組の中で、必修科目として授
業が展開されている。過去 9 年間の中で、発
達障害学生や障害が疑われる学生もこの授業
を履修し、さまざまな教育上の配慮を行って
きた経緯がある。
　そこで本稿では、オフ・キャンパス・プロ
グラムにおいて教育的配慮を行った事例を報
告し、その中で行われた教育方法の支援や支
援体制など概観する。その上で、今後多くの
大学で生じる可能性のある、サービス・ラー
ニングを受講する発達障害学生への合理的配
慮の課題について考察する。

3 ．	サービス・ラーニングにおける発
達障害学生への教育的配慮の事例

3． 1	 筑波学院大学オフ・キャンパス・プ
ログラムの概要

　 オ フ・ キ ャ ン パ ス・ プ ロ グ ラ ム（Off 

Campus Program: OCP）は、筑波学院大学
で2005年から開始したサービス・ラーニング
を含む地域と連携した教育プログラムであ
る。「つくば市をキャンパス」に、 1 年生か
ら 3 年生までの学生全員が少なくとも 2 年
間、さまざまな社会参加活動に参加し、企
業、自治体、NPO 法人などと協働しながら
学習するものである。学生は一人の市民とし
て様々な社会活動に参加し、学外での幅広い
人間関係を築きながら地域社会の仕組みを知
ることになる。そしてその社会参加活動の中
で、さまざまな課題の発見・分析や解決の方
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略などを主体的に学ぶこと、活動で得た自己
の内省を理解することなどが教育目標とな
る。
　カリキュラムの中では、 1 年次では一回
参加型の社会参加活動体験となる実践科目 A

（必修科目）、 2 年次では学外のさまざまな活
動団体のスタッフとして30 時間以上の活動
が課される実践科目 B（必修科目）、 3 年次
では地域ニーズに応えるプロジェクトを企画
運営し、60 時間以上の活動が課される実践
科目 C（2011年まで必修科目、2012年から選
択科目）で構成される（これ以外にも OCP

に含まれる授業はインターンシップや海外研
修等あるが、サービス・ラーニングの範疇
から外れるため、以下では割愛する）。2013
年までに実践科目で連携した活動団体数は合
計で169団体となり、活動地域や活動分野も
多岐に渡っている（活動団体の詳細は筑波
学院大学 OCP 推進室（2009）を参照）。な
お、この OCP の活動は平成18年度、文部科
学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラ
ム（現代 GP）／地域活性化への貢献」に採

択された活動でもある（初期の OCP の概略
やその成果、は吉田・豊田・金久保（2007）、
武田・西機（2008）、筑波学院大学 OCP 推
進室（2009）を参照）。
　後述する事例は、必修である実践科目 B

の中で実施した教育上の配慮になる。この授
業の中で行われる活動の年間のスケジュール
とその概略を表 1 に示す。

3 ． 2	 オフ・キャンパス・プログラムにお
ける合理的配慮の事例

　本稿で報告するのは、過去 9 年間に行った
実践科目を履修した学生への対応の一例であ
る。ケースは学生相談室で保管されていた資
料に基づき、カウンセラー（臨床心理士）同
席のもと開示可能な部分を抽出した。なお、
履修年度、家族や生育歴、社会参加活動を
行った団体等は記載せず、その他学生個人が
特定される事項は事例の理解を損なわない範
囲で改編した。
　対象学生　A さん。高校卒業後に現役で本
学に進学。全学年の学期初頭に行われる UPI

表 1　実践科目Bの年間スケジュールとその概略

時　期 活動名称 活　動　の　概　略
 4 月中旬 オリエンテーション 実践科目 B の年間スケジュール、手続きの説明。
 4 月下旬
～ 5 月上旬 受入団体合同説明会 受入団体の説明を対面形式で行う。例年40団体ほどが出席。学生は活動

したい団体から情報を得る。

 5 月下旬 活動申請ガイダンス
希望調査票提出

希望の受入団体を第 1 ～第 3 希望まで記入して書式提出。これに従って
OCP 活動コーディネーターが受入団体とのマッチングを行う。

 6 月上旬
～ 7 月下旬 三者面談

学生、受入団体の担当者、学内の担当者（担当教員および OCP 活動コー
ディネーター）による面談を行い、活動時期や学生の活動内容を調整す
る。面談までに学生は団体に関する事前学習を独自に行う。

（～ 12月）

外部団体での活動 受入団体による学外での活動への参加。活動時間は30時間以上を要件と
する。

中間ふりかえり 前半15時間程度の活動が終わった段階で、目標の到達度合や達成されて
ない事項等を確認する。

最終ふりかえり
最終レポート作成

活動終了後に活動内容や目標の到達度合、体験からの気づきや学んだこ
とのリフレクション。活動内容等の客観的な記載を含んだ報告書の作成。

12月中旬
～ 1 月中旬 グループ内報告会

担当教員（2014年現在で 6 名）ごとにグループに分かれ、自身の活動報
告と他団体での活動の聴取、相互評価を行う。報告にはプレゼンテー
ション用の資料を作成する。

 1 月下旬 学年報告会 受入団体の担当者等を招待した報告会の開催。発表する学生は、年間の
活動状況が良好だったグループから選抜される。
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学生精神的健康調査で、Key 項目に「はい」
と回答した学生、または自覚症状の得点の高
い学生が学生相談室への来談を勧められる

（UPI の詳細は中井・茅野・佐野（2007）を
参照）。A さんもこの中に含まれ、学生相談
室に来室した。
　来談当初の主訴　高校までの授業の進め方
と違い（板書がない、教員による口頭での教
示など）授業について行けない、とのこと
だった。他に学内での困ったことなどを尋ね
ると、授業のある教室を間違える、場所が分
からないときがある、などの発言もあった。
　初期のアセスメント　 1 年生の時期に必修
科目を担当する学内教員複数名から、A さん
の学力不振が報告された。複雑な指示に従え
ないことや、学外での活動先への移動に迷う
こともあり、学生相談室では「診断はないが
発達障害が疑われる学生」として対応するこ
とになった。
　実践科目での配慮の変遷　 2 年次 4 月の来
談で、実践科目 B の履修について相談を受
ける。昨年の実践科目 A は 1 日体験型だっ
たが、今年は学外の受入団体で30時間以上の
活動をすることになり、自分がこなせるか不
安、とのことだった。学生相談室のカウンセ
ラーと一緒に 2 年次の時間割を計画しなが
ら、通常の授業に負担にならないような受
入団体を探すことにした。また、実践科目 B

の受入団体合同説明会の際に、OCP 活動コー
ディネーターからも活動する団体については
アドバイスを受けていた。
　 2 年次10月の来談で、受入団体への電話連
絡の仕方がよく分からないと相談を受ける。
カウンセラーと電話中の問答についてロール
プレイを行い、どのように発言すれば良いか
を事前に練習した。またこの頃までの面談
で、A さんの手洗いの反復的行為と屋外で汚
れることへの嫌悪が明らかとなった。受入団
体の活動では屋外と室内の活動が混在してい
たため、調整が必要と判断してカウンセラー

から OCP 活動コーディネーターへ依頼し、
受入団体への連絡および調整を行った。
　これ以降、 2 年次11月までの来談では A

さんは受入団体での活動の悩みについて語る
ことが増えた。事前に説明された活動内容よ
りも多くのことが要求されることに不満を漏
らすこともあった。この頃の A さんは自分
を受入団体が迎える「お客様」として捉え、
貢献する「スタッフ」として活動する意識が
希薄だったが、与えられた課題は取り組んで
いた。この時期にも受入団体との電話連絡に
ついてロールプレイを行っていた。
　実践科目終了後の様子　A さんは 2 年次12
月までに30時間の活動は終了し、最終報告書
の提出も済ませた。この頃の面談では、受入
団体のスタッフとのやり取りについて振り返
るなどをしていたが、授業の到達目標の“自
立した市民としての将来における社会貢献の
あり方を構想・試行実践”（シラバスより抜
粋）する意識には至らず、外部団体で作業を
して来ただけ、と捉えていたようであった。
一方で学生相談室への来室は時間を守れるよ
うになり、また事情があり来談できないとき
はメールで事前に連絡を取る、などの社会的
マナーの獲得が顕著になり始めた。

4 ．総合考察

　合理的配慮を考えるときは「学校側が提供
できる最大限のサービス」と「学校側が提供
するために払う種々のコスト」とのバランス
から最適解を探すことになる。文部科学省

（2012）でも大学に“体制面、財政面において、
均衡を失した又は過度の負担を課さない”も
のとしているが、発達障害学生への配慮につ
いては金銭的コストよりも時間的コスト、作
業的負担よりも心理的負担のほうがそれぞれ
大きいことが憂慮される（桶谷，2013）。そ
こで本稿では、事例で示された教育上の配慮
について、その効果と支援者の負担との関係



佐野　司：大学のサービス・ラーニングにおける発達障害学生への支援：筑波学院大学オフ・キャンパス・プログラムでの取り組みから

─ 161 ─

など具体的に言及した上で、サービス・ラー
ニングにおける合理的配慮に関わる諸相およ
び今後の課題について考察する。

4 ． 1	 オフ・キャンパス・プログラムにお
ける合理的配慮とは

　まずは実践科目の中で OCP 活動に携わる
支援者の役割から、発達障害学生のどのよう
な側面に注意を払うべきか、その視点や対応
を事例に即して整理する。
　担当教員　本事例の実践科目は 1 、 2 年次
の必修科目になり、担当教員の変更がない。
そのため、実践科目 B で当該学生を個別担
当する以前の一年間、実践科目 A の中で出
席状況や受講態度、課題の提出状況とその成
果を観察することができる。発達障害学生は
そのほとんどのケースにおいて何らかの受講
上の困難を呈するので、教員は当該学生がど
のような場面や課題で活動が停滞したり、ま
たは突飛な行動をとるかを観察することが重
要である。
　また本事例では省略されているが、最終報
告書の作成では報告書の書き方について、健
常学生より丁寧に教示する必要があるものと
推察される。さらに活動を複数名で行ったと
きは、グループ内報告会の資料作成などで
は、学生同士の作業分配に配慮が必要になっ
てくる。この辺りはパーソナルサポートに近
くなってくるため、授業に関する他の負担を
勘案しながらの対応になるであろう。
　カウンセラー（学生相談室所属）　本事例
では UPI の結果による学生相談室への呼び
出しにより対応するため、当該学生と最も早
い段階で直接的な関わりを持つことになる。
発達障害学生の場合、最初の呼び出しで来談
しても、主訴として合理的配慮を求めて来な
いことが多いのが特徴である（桶谷，2013）。
また今回の事例と異なり、学生相談室からの
呼び出しに全く応じないケースも散見され、
学校適応上の問題を自覚してないことも多

い。カウンセラーは履修状況など確認した上
で、修学上の困難を当該学生から引き出すよ
うな関わりをもつことである。また、任意の
呼び出しに応じない場合は、対象学生に直接
連絡を取る方法も検討の余地があろう。
　またこの事例では、課外活動に関わるロー
ルプレイを行っている。暗黙のルールなど、
曖昧な概念や柔軟性の要求される行動の理解
が困難なのは、発達障害学生の特徴のひと
つでもある（日本学生支援機構，2012）。経
験学習型の授業では発達障害学生に分かりや
すい指示が出ないことも多く、自発的な行動
に不安を持つ学生も多い。カウンセラーは
OCP 活動に係る作業や行動を学生から聞き
出し、不安を感じる場面を抽出している。そ
の上で、本件の事例では、簡単な訓練だけで
回避できると判断し、ロールプレイで練習を
行い実行するよう促している。一方で、短期
間の対応ではぬぐえない不安感情を持つもの
とカウンセラーが判断した場合は、その行動
を回避する方法を学生と一緒に考え、場合に
よっては担当教員や OCP 活動コーディネー
ターと情報共有し、社会参加活動自体に調整
を加えることも検討すべきであろう。
　OCP活動コーディネーター注1　学生が参
加している団体と定期的に連絡を取るのと同
時に、参加団体とのマッチングを行うときに
介入していることが伺える。受入団体との各
種交渉、現地視察なども行っているため、当
該学生をどの団体に預けるのが適切かを正確
に判断できる支援者の一人である。そのた
め、学生への教育上の配慮方針が決まった段
階では、開示できる学生の情報はコーディ
ネーターに集まることが有効と考えられる。
同時に受入団体の活動内容や通常の活動の様
子、あわせて同じ団体に派遣される学生（一
緒のグループになる学生）の雰囲気が担当教
員やカウンセラーに伝えられ、適宜対応が検
討されることが重要である。
　一方で、参加団体へのマッチングには学生
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本人の意向もある。他の学生と同様に扱うの
であれば、発達障害学生であっても本人の希
望する受入団体とのマッチングを考えるべき
だが、この点に関してはコーディネーターの
判断が伴うこともやむを得ないであろう。
　受入団体の担当者　発達障害学生を受け入
れてもらう際に注意すべき点はいくつかあ
る。まず、受入団体の担当者に発達障害学生
の情報をどこまで伝えるか、という点であ
る。学生本人の了承があれば、学内の支援者
が情報共有した上で教育上の配慮は考えられ
る。一方で受入団体の担当者は支援者である
以前に地域の一般市民であり、個人情報の開
示にはかなり慎重にならなければならない。
本事例では、受入団体による働きかけの記述
はなかったが、コーディネーターの要請によ
り、受け入れた活動のプログラムが変更され
た可能性はある。活動内容を把握した上で学
内の支援者が協議し、当該学生の情報をなる
べく開示せずに受入団体に配慮を要請するた
めである。
　また、一般に受入団体は活動中、学生の小
さな失敗や不自然な行動について、大学側に
報告してくることは少ない。むしろ、学生の
もつ障害の特性で担当者の指示が分からな
かったり、自発的に作業できなかったりした
場合は「怠慢な態度」と捉えられている可能
性もある。発達障害学生を派遣するときは、
受入団体の担当者に、学生の活動中の様子や
ささやかなミスなどがなるべく報告されるよ
うに要請する必要もあろう。

4 ． 2　発達障害学生の履修への配慮の諸相
　今回の教育的配慮の事例の中には、OCP

活動だけでなく他の授業でも考慮する必要の
ある配慮の要因が内在していた。以下、OCP

活動の支援で報告された事項について触れた
い。
　まずは事前のスクリーニングの重要性で
ある。筑波学院大学では、毎年度初頭に UPI

による精神的な健康調査を行い、本事例でも
その結果を契機に学生相談室でのサポートが
スタートしている。発達障害学生や、診断は
ないがその障害が疑われる学生を早期に発見
した上で、教学で連携をとり対応をすること
は効果的である。UPI の特性から、抑うつや
不安傾向の高い学生のスクリーニングから発
達障害学生が発見される流れになっている
が、新しい環境に不安を感じやすい当該学生
の特性を考えると、妥当性がない訳ではな
い。また近年では、簡易な質問項目数で発達
障害学生やその疑いのある学生をスクリーニ
ングできる質問紙の作成も進んでいる（例え
ば松下・福盛・一宮、2012；2014）。これら
のツールを活用した大学側の積極的な対応
は、自分の障害をうまく掴めない発達障害学
生をさまざまな側面で支援するには有効なも
のと言えよう。
　次に、経験学習型の授業を必修科目にして
いる場合の対処についてである。サービス・
ラーニングに限定すると必修に課しているも
のはまだ少ないが、資格取得のための実習な
どが必修科目になっているカリキュラムは多
い。その場合、発達障害学生をどのレベルま
で参加させ、どこまでを到達目標にするかは
支援担当者の間でコンセンサスが必要になる
だろう。実習をすることが発達障害学生にマ
イナスに作用すると判断される場合は、実
習に出さないことも視野に入れるべき（浅
原・上野・若山・柿本，2008）との見解もあ
る中で、これからもさまざまな事例を蓄積す
ることで、合理的配慮の範疇を定めるべきで
ある。一方で本事例では、当該学生が受入団
体とのやり取りをする中で、電話での問い合
わせやメールによる事前連絡の入れ方などの
ソーシャル・スキルを獲得できた点も注目し
たい。学内の支援者とのやり取りだけでは獲
得できないことが、大学の外との手続きによ
り自然と学べたのかも知れない。
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4 ． 3	 サービス・ラーニングにおける発達
障害学生への合理的配慮の課題

　サービス・ラーニングを受講した事例はま
だ少ないものの、経験学習型の授業への発達
障害学生の受講は今後も増えることが予想さ
れる。そこで、これからのサービス・ラーニ
ングにおける合理的配慮を考える上で、検討
されるべき課題について考察する。
　まず、サービス・ラーニングの抽象度の高
い教育目標に則り、それをどこまで発達障害
の学生へ理解させるべきか、という点であ
る。木村・河井（2012）の調査によれば、学
生自身が認識するサービス・ラーニングの学
習成果は 6 因子から構成される。そのひとつ
である「シビック」、つまり地域への貢献や
有効性に関する意識を持たせるには、教員や
コーディネーターの介入による解釈やフィー
ドバックが有効なことが指摘されている。し
かし、このような抽象的な意識を短期間で持
たせるのは、発達障害学生に対しては非常に
困難な作業になる。「シビック」の涵養まで
教育目標とすると、支援者の負担が過多にな
ることは留意すべきで、他の健常学生と比較
し具体的な課題が達成できた場合は、たとえ
内省が深まらなくても単位を認める配慮も必
要になるであろう。
　一方で発達障害学生はその成育歴の中で、
自発的な活動を褒められた体験が少なく、自
己評価や自尊心が傷ついていることが多い

（日本学生支援機構，2012）。むしろ受入団体
でやってきた活動をポジティブに捉えられる
ような働きかけ（例えば学生が社会参加活動
を「やらされてきた」と発言しても、「それ
でも自分でやってきたのだから素晴らしい」
といったフィードバック）は、発達障害学生
がその後の大学生活を円滑に進めるためには
効果的であろう。
　次に、発達障害学生への合理的配慮が、他
の健常学生へ与える影響についてである。前
述した通り、サービス・ラーニングのような

経験学習型の授業では、経験したことによる
自己の内省を得ることが大きな目標となる。
そのためには、“実地活動の振り返り、経験
の意義・意味を考え、再発見、経験による
成長した自分の自覚、今後の活動に生かす”
リフレクション（武田・村瀬・会沢・橋見，
2007）が重要な意味を持つことになる。また、
サービス・ラーニングの中で体験、学習した
ことを、他の授業の学習や知識に関連付けて
架橋する（ラーニング・ブリッジング）ことで、
より高い学習成果を挙げられることが報告さ
れている（河井・木村，2013）。これらを含
む活動の高度な振り返りを小集団によるディ
スカッションで行うとき、発達障害の学生と
その他の学生とを一緒にして議論するのは非
常に難しいことが予想される。深い内省を得
るときに、発達障害の学生とその他の学生を
同じ場面で指導するか否かについては、慎重
な検討が必要であろう。
　前述 2 つの合理的配慮に関する課題を考え
る上では、いわゆる「教育評価のダブルスタ
ンダード」を作らないことにも留意しなくて
はならない。発達障害の学生には、参加した
活動や課題について柔軟な配慮があることは
望ましいが、最終評価は他の健常学生と同一
の基準で行うべきである。“教育の本質や評
価基準を変えてしまうことや他の学生に教育
上多大の影響を及ぼすような教育スケジュー
ルの変更や調整” （文部科学省，2012）をし
ないためには、支援担当者間での継続した議
論、調整が必要になるであろう。

注

注 1  現在の正式名称は「社会力育成プログラム

コーディネーター」、先行研究の中では「社

会力コーディネーター」と記載されてい

る（例えば武田・西機（2008））。本稿では

OCP の活動のマッチングを計るコーディ

ネーターであることから、便宜的にこの名

称とした。
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