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問題と目的

近年、大学の入学試験時に特別配慮が求められている

ように、発達障害を持つ学生の問題が注目されている。

発達障害を持つ学生は、大学内では特に人間関係を中心

とした問題を契機として発見されることが多いため、教

職員からは問題のある学生としてみられがちである。ま

た、本人は周りの学生との違和感を持ち不登校に陥った

り、教職員が本人の状態を理解できないために、どのよ

うに関わってよいのかわからず悩んでしまうことも多い。

そもそも発達障害と診断されて大学に入学してくる学生

はごく少数である。本人と保護者の多くは障害に気づか

ないまま大学生活を送り、たとえ、発達障害が疑われて

も医学的な診断もなされずに卒業していく。

このような発達障害を持つ学生については、大学生活

に適応するために、身体障害などの他の障害を持つ学生

と同様に、本人や保護者の意向を最大限尊重しながら、

早期から支援を行っていくことが必要である。また、障

害を持たない学生と同様に、大学生活の中で本人の能力

を伸ばし、さらに本人の特性を生かして就職でき、一生

涯にわたってキャリア発達がなされるように支援するこ

とが望ましい。

この支援については、学生相談室スタッフによる本人

への個別の支援はもちろんであるが、大学生活の中で起

こる様々な問題内容に応じて、学生相談室のスタッフ以

外に、専門知識を持たない様々なスタッフが担当するこ

とになる。そのために、本人と関わるすべての教職員や

周りの学生が、発達障害についての正しい知識を持ち、

その対応のしかたに関する理解をすることが不可欠であ

る。また、このような支援を行うためには、従来行われ

てきたような本人を取り巻く環境調整では不十分であり、

本人を中心としたコミュニティをいかに形成していくか

が重要であると考えられる。

そこで、このようなコミュニティ形成を重要視するコ

ミュニティ心理学の視点から（高畠，2011；吉武，

2005）、これまでの理工学部における発達障害学生へ支

援について考察し、今後の支援の在り方について考察す

る。

入学者の現状

発達障害とは、何らかの要因による中枢神経系の障害

のため、生まれつき認知やコミュニケーション、社会性、

学習、注意力などの能力に偏りや問題を生じ、現実生活

に困難をきたす障害である。また、生まれつき早期から

根本的病理は変化しないとされる。その原因については、

家庭の養育などの問題ではないことが明らかになってお

り、現在では、薬物療法などで根本的に障害を変える治

療法はない。しかしながら、社会生活を送るために、教

育的働きかけによって自己理解を深め、そのために必要

な様々なスキルを高めることはできるとされる。

発達障害の種類は秋山（2007）によれば次の�つに大

別される。その第�グループは、認知の全般的な遅れを

示す①精神遅滞と②境界知能、第�グループは、社会性

の障害である広汎性発達障害（③知能の遅れを伴う、④

知能の遅れを伴わない）、第�グループは、いわゆる軽

度発達障害で、行動のコントロールなど脳のある領域の

働きと他の領域の働きとの連動に際して障害を生じるタ

イプであり、⑤注意欠陥多動性障害（ADHD）、⑥学習

障害（LD）、⑦発達性運動障害が含まれる。第�のグル

ープは⑧子ども虐待にもとづく発達障害群である。

大学入学者のほとんどは、高等学校の普通学級からの

入学者である。高等学校における普通学級においては、

第�グループの②境界知能（IQ70以上85未満）や第�

グループの④高機能広汎性発達障害の生徒、さらに、第

�のグループの⑤注意欠陥多動性障害、⑥学習障害

（LD）、⑦発達性協調運動障害の生徒が在籍すると考え

られる。したがって、大学入学者については、高等学校

の普通学級における在籍者がそのまま入学してくる可能

性が高く、特に第�グループの③高機能広汎性発達障害

の学生、第�グループの⑤注意欠陥多動性障害などの可

能性が高い。さらに、入学試験の競争倍率がかなり低い

大学、特に全入状態の大学においては、学力が低い学生

の中には第�グループのうちの②境界知能の学生も入学

している可能性が高いと考えられる。ただし、この障害

を持っている学生、あるいは疑われる学生の人数を入学

時点で把握することは非常に難しく、本人からの自主来
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談、あるいは問題が顕在化しない限りはわからない。さ

らに、問題を抱えていても学習面の問題が少なく、就職

できないまま卒業していく学生の中にいる可能性も高い

と考えられる。

大学における支援内容

�．支援の目標

入学時からの大学生活への適応、および学業生活への

適応、さらに卒業後の社会的・職業的自立のためのキャ

リア発達支援が目標である。このキャリア発達支援に関

しては、平成22年�月から大学教育においても、学生の

社会的・職業的自立を促すために、職業指導（キャリア

ガイダンス）が授業カリキュラムの中で義務化された。

このことからもわかるように、障害を持つために、ある

いはその可能性があるために、卒業後の進路を全く考慮

せずに卒業だけを目標とするような学生支援は不十分で

ある。むしろ、障害があるなしにかかわらず、在学中に

彼らの持つ様々な能力の発達を十分に促し、卒業後に彼

らの希望を尊重しながら能力を発揮できることをめざし

て、社会的・職業的自立のために、就職できるようにキ

ャリア発達の観点から支援していくことが求められる。

そもそも、大学生期には、学生生活を通して、その人

独自の生活形態やそれに伴って交友関係が構築され、さ

らに様々な経験を積むことによって、社会に対する態度

や意見など様々な社会的存在としての側面が形成される。

また卒業後に職業に就くことによって、社会的地位や収

入を得るだけではなく、職業に対する態度が形成され、

職業を通して自分の社会的役割が形成される。したがっ

て、この大学生期の職業選択・決定は、職業的社会化の

重要な契機となると考えられる。

また、「キャリア」とは単に職歴やどのような経験を

積んでいるかということではなく、「個々人が生涯にわ

たって遂行する様々な立場や役割の連鎖、及びその過程

における自己と働くこととの関係付けや価値付けの累

積」と定義されている（キャリア教育推進に関する総合

的調査研究協力者会議報告書（2004））。これは、自分が

生きていく中での中心的な価値観を考えることであり、

職業を中心として自分の社会的役割について探っていく

ことである。

したがって、キャリア発達のためには、単に職業選択

を行うだけではなく、Superがライフキャリアレインボ

ーとして示したように、家庭や市民生活、余暇を楽しむ

生活などを通して人生における役割とともに、自分にと

って職業がどのような役割を持っているのか、またその

位置づけについて考えていけるようになることが必要で

ある。具体的には、大学卒業期までに現実的な職業探索

を行い、将来の進路選択・決定を行うことであり、それ

を通して、個人の価値観や興味・生き方と、個人に期待

される社会的役割のうち、特に職業とを統合する職業的

自己実現がなされることが望ましい。したがって、この

ように発達障害学生の場合にも職業的自己実現がなされ

るように支援を行っていく必要があるのである。

�．支援の内容

入学から卒業までに必要な具体的な支援は、学校生活

のへの適応、学業生活への適応、就職活動への適応に関

する支援の�つに分類されるが、これらの支援には、本

人自身への支援と本人とかかわる教職員へのコンサルテ

ーションなどの支援がある。入学直後から卒業までの必

要な支援内容を表したのが次の図�である（横山，

2009；横山・伊藤・滝澤・古玉，2011）。

まず、本人への支援に関しては、入学直後は、大学生

活への適応への支援が必要である。すなわち、自宅通学

生もいるが、一人暮らしを初めて始める学生の場合には、

食事や時間管理といった基本的な生活についても自立し
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入学前 １年生 ３年生 ４年生２年生

学校生活への適応

学業生活への適応
履修方法の理解
授業への参加と履修・テスト受験

実験・実習
学科のコースの選択 卒業研究

研究室への適応

就職活動への適応

図� 入学から卒業までの支援の内容



ていかなければならず、新しい生活環境に慣れることが

必要である。

またそれと並行して、次のような学業生活への適応へ

の支援を行う必要がある。入学直後には、履修登録など

の履修方法や単位認定に関することを理解し、履修計画

を立て、授業を受講し単位を取得できるようにするため

の支援が必要である。また、通常の講義においては、分

からないところをオフィスアワーに行くこと、また、学

習支援室の支援をうけることができるようになるための

支援が必要な場合もある。�年次後半、�年次にかけて、

学科によっては、専門課程のコースの選択があり、自分

の希望を明確にし、意思決定を行わなければならないた

め、そのための支援が必要である。

一方、実験・実習の場合には、通常は複数のグループ

の活動が中心となる。さらに、�年次の卒業研究では、

研究テーマを決定し、指導教員のもとで、自発的に課題

に取り組むことが求められる。またこの研究室内での人

間関係は、指導をうける教員との個別の関係だけではな

く、他の同級生と共同して実験を進めたり、ゼミで発表

したりするような密接な交流が日常的になされる。卒業

研究がスムーズに進むかどうかは、このような人間関係

を含めた研究室への適応と深くかかわっていることから、

このようなグループ活動では、講義形式の授業よりも親

密な人間関係を結び、役割の分担がなされるため、本人

の特にコミュニケーションスキルを含めた支援をしてい

く必要がある。

さらに、また、�年次の秋からは、将来の進路選択、

すなわち、就職についても取り組まなければならないこ

とから、そのためのキャリア発達を促すような支援が必

要である。

このような個別の問題に対する支援の他に、そもそも

大学生活に適応するために、また、就職を考える場合に

も、本人の自己理解への支援は非常に重要であると考え

られる。プライドが高く、自分は他の学生と同じように

何でもできると過度に主張する場合もあるからである。

しかしながら、特に、本人が違和感を感じている場合、

あるいは、原因が分からず、対人関係がうまくとれない、

また学業がうまく進まないと感じている場合に、自分の

得意なこと不得意なことなどの特性や障害についての理

解、その受容を含めての理解が重要であると考えられる。

そのためには、自分自身の日常生活を振り返るだけでは

なく、やはり客観的な情報を伝えて、考えるような支援

が必要である。そのためには、特に、学習面に関しては、

通常の講義での様子、実験実習の様子、試験の状況など

の情報を、担当する教員などからの聞き取りも必要であ

る。

特に、就職のための支援にあたっては、社会経済状況

も含めて職業に対する知識、そこから価値観や職業に対

する考え方を形成すること、また、具体的就職に必要な

情報収集が必要であり、またその過程では、それらの情

報を処理するために、意思決定仕方やそのルールに関す

る知識、さらに、自分自身をモニターしていくような力

が重要と考えられることから、これらのも同時に育成し

ていく必要がある。

さらに、卒業後に就職して能力を発揮していくために

は、現実的に組織への適応が重要であり、そのためには、

大学時代から学生コミュニティに適応し、そこでの日常

生活や学業生活の中での成功体験を積むことが大切であ

ると考えられる。

また、本人以外への支援については、まず、生活支援

のためには、学生サポートチームの職員、担任などへの

学生の発達障害の理解とその対応の仕方について支援が

必要である。さらに、実験・実習や卒業研究などが円滑

に行えるように、学科長や担当教員、さらに、本人とか

かわる学生についても支援を特に対応の仕方についての

コンサルテーションを行う必要がある。さらに、支援す

る教職員が自分なりの対応を行ってもうまくいかない場

合も多いことから、このコンサルテーションに関しては、

随時行えるようにしておくことが望ましいであろう。

学生相談室の取り組みと考察

次に、理工学部の学生相談室のこれまでの取り組みに

ついて、卒業後就職に至ったケースと就職に至らなかっ

たケースについて分析し、支援の在り方を考察する。

就職に至ったケースと至らなかったケースの概要とこ

れまでに行ってきた支援の内容について示したものが、

表�である。

就職に至ったケースについての支援は次のとおりであ

る。まず、本人の状況についてであるが、就職に至った

ケースについては、すべて保護者とともに、障害につい

て理解をし、医学的診断と手帳の取得をしており、障害

者枠での就職である。また、入学前の状況についての高

校側や保護者からの情報がもたらされる場合がほとんど

である。そのような情報が早期からもたらされるために、

教職員への広報は早期から行っている。ただし、その広

報内容とその範囲については、本人と保護者の了解のう

え行っている。

本人の支援については、入学前に大学生活についての

心配事を相談したり、入学直後から本人の問題内容に応

じて支援を開始する。この場合、入学前、あるいは入学

直後から、支援の窓口になるのは、本キャンパスでは学
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生相談室である。それは、専門知識カウンセラーやその

他のスタッフが専門知識が豊富であることから、本人や

保護者と信頼関係を構築しやすいこと、また、担当教員

や職員に、本人の状況を伝えたり、コンサルテーション

ができるからである。支援の中心となるスタッフを決定

するが、本キャンパスでは、学生相談室カウンセラーや

そその他のスタッフのうちいずれか一人が特定の学生に

関する担当制にしている。この担当制にしている理由は、

学年が進行するにしたがって問題内容に応じて様々な教

職員が関わるようになるが、保護者に対しても、最初か

ら多くの教職員が関わることによって、障害に対する理

解の程度が違っていたり、対応方法が違っていたりする

と、信頼関係を築けずに、混乱する場合があるからであ

る。

入学後には、大学生活への適応と支援と学業への適応

ための支援では、多くの教職員が関わっている。大学生
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表� 就職に至ったケースと就職には至らなかったケースの概要と学生相談室の支援内容

就職に至ったケース 就職には至らなかったケース

障害の受容 あり

保護者もある

なし

違和感を感じている場合もある

診断および手帳 あり なし

入学前の情報 あり

高校側から 本人・保護者から

なし

教職員・親への教育と

広報

実施する

学科長および授業担当教員

学生サポートチーム職員

支援の必要性の程度に応じて実施する

支援のきっかけ 高校側・親本人からの支援の申し出

自主来談

学生支援職員からの相談、

学習支援室教員からの相談

授業、実験時の教員からの相談

就職支援職員からの相談

支援開始時期 入学直後

就職支援の時期

問題が起こった時点から

支援の種類

①生活に関する支援 本人 学生サポート職員へのコンサルテーション

②学習に関する支援

講 義 本人

学習支援室の教員へのコンサルテーション

授業担当教員へのコンサルテーション

実験・実習 教員へのコンサルテーション 担当教員へのコンサルテーション

卒業研究 教員へのコンサルテーション 担当教員へのコンサルテーション

③就職に関する支援 学内：キャリアサポートの職員と協同した

支援

キャリアサポート職員や卒業研究教員への

コンサルテーション

学外：外部スタッフとの協同した支援

発達障害者支援センター

医療機関

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

ハローワーク

本人の希望がある場合のみ

進路先 一般企業 就労せず

卒業後の支援 障害者就業・生活支援センター 発達障害者支援センター



活への適応については、学生相談室スタッフと学生サポ

ートチームの職員が支援を行った。一方、学業に関する

問題について、履修方法や内容に関する相談については

教務担当の職員が担当した。また、授業に関して、低学

年の基礎的な授業や専門科目の授業はその担当教員が支

援を行った。さらに卒業研究は、学生の配属先の特定の

教員がその役割を担った。特に、学力の問題が大きい場

合には、基礎的な学習については、本キャンパスでは学

習支援室の教員が担った。学習支援室の支援の利点は、

完全な個別指導であるため、教師との信頼関係を築きや

すく、その指導に当たる教員の多くが高校現場などでの

長年の教師経験があることから、生徒の特性に応じた優

れた対応ができるからである。また、大学生活の様々な

場面で社会的スキルの向上は非常に大切であるため、必

要に応じて個別の支援を学生相談室カウンセラーが行っ

た。さらに、カウンセラーは、支援する問題内容に応じ

て、教員、あるいは様々な部署の職員に、特に対応のし

かたを中心として随時コンサルテーションを行った。

ここで重要な点は、本人の障害の特徴やその行動特性

について、本人と関わる教職員間で、情報の共有を行う

ことである。まず、教員との情報の共有については、原

則として直接その学生を担当している教員のみに行うが、

場合によっては所属学科の学科長はじめ、教員全員に対

して行う場合、特定の学科以外に全学の教職員に対して

行うこともある。なお、このような学生についての情報

の開示や広報は、本人と保護者の事前の了解を得て行っ

ている。また、事務部署との月例の定例ミーティングを

開いており、このことはこのような学生の早期発見に役

立っている。さらに、本キャンパスの学生相談室では、

対応に困ったときには、常に学生相談室が窓口となって、

いつでも教職員が相談ができる体制になっている。

加えて障害に対する理解や対応の理解を深めるための

研修や全学への広報も随時おこなっている。さらに、こ

の研修や広報については、教職員だけではなく、学生に

対しても行っている。

また、就職に関しては、学内の就職支援担当の部署だ

けの支援では難しい場合が多く、外部機関との連携が必

要である。まず、障害の手帳の取得に関しては、医療機

関での診断が必要である。また、特に、幼少期に診察や

診断がない場合には、近年、県単位で発達障害者支援セ

ンターが設立されており、そのセンターとの連携は必須

である。また、この他に、障害者職業センターで職業能

力のアセスメントを行ったり、ハローワークの障害者部

門との連携によって、具体的な就職先を探すことも有効

である。

具体的な就職の支援に関しては、学生相談室とキャリ

アサポートチームが連携を行って支援を行った。特に、

障害者として就職をする場合には、就職先開拓とエント

リーシートの書き方や面接指導など就職活動に必要な事

項についてはキャリアサポートチームの職員が担当した。

学生相談室スタッフはそれに先立っての本人の興味・関

心の明確化、能力の把握、さらに、どのような業界や職

種を選ぶのかというキャリアに関する支援を行った。ま

た、就職活動中にはかなりのストレスがかかるため、そ

の心理的な面での支援も行った。さらに、具体的な職業

能力の評価や就職先開拓には、外部の機関との連携をは

かった。

一方、就職に至らなかったケースは、入学前の情報が

ないために、支援についても、大学生活の対人関係など

での問題、あるいは学業生活上での成績、あるいは、教

員とその学生間での問題が顕在化した時から始まった。

たとえば、サークルなどでの人間関係が難しくなったり、

授業について行けなくなったり、実験実習などでグルー

プ活動の中でのトラブルの相談をきっかけとして、支援

を始めたケースが多い。さらに、�年生までは特に成績

に問題なく、就職活動を始めて問題が顕在化する場合も

多い。すなわち、就職活動を始めて、筆記試験は合格す

るが、面接試験で不合格になり、その時点で本人やキャ

リアサポートチームスタッフから相談が持ち込まれるこ

とも多い。

しかも、このようなケースの多くの場合は、本人の自

主来談よりも周りの学生や教員からの相談のため、本人

を直接支援するのではなく、本人と関わる周りの学生や

教職員へのコンサルテーションを中心とした支援にとど

まっている。

また、就職にしては、本人がある程度の期間就職活動

を行って面接などで失敗を繰り返したことにより、本人

や保護者が障害に気づく場合もあるが、障害についての

受容がなく、そのまま卒業に至る場合もある。たとえ、

障害に気づいた場合でも、卒業までの支援の期間が非常

に短くなってしまうことが多い。

卒業に際して、このように就職が決まらなかった学生

の場合には、それまで医療機関を受診したことがない学

生がほとんどであることから、本人の大学での様子を本

人と保護者に話し、卒業後には、発達障害者支援センタ

ーの相談や若者サポートステーションでの相談をすすめ

ている。本人や保護者は、本人の障害についての理解が

十分ではないこと、また医療機関への抵抗感が強いこと

が多いからである。このような相談のためのセンターを

紹介することは今後の就労を考える場合に、非常に有効

であろう。それは、大学を卒業してしまうと、一般のハ

ローワークでの就労支援が一般的だが、このような学生
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の場合には、一般の学生と同様に就職活動を行っても就

職ができない場合も多く、さらに、保護者も本人の就労

について相談できる場がないために、社会から孤立しや

すいからである。したがって、卒業までにこのような相

談センターに繋がることができれば、将来、障害者とし

ての認定をうけられる可能性もあり、その場合には、社

会的就労支援が得られやすくなるであろう。同じような

悩みを持つ親の会などに参加することによって、本人へ

の理解が深まり、良好な親子関係を築いていくことがで

きるであろう。

以上のことから、このような�種類のケースの大きな

違いは、本人へ直接支援ができるかどうかということと、

支援にかかわる教職員間のコミュニティ形成ができ、情

報共有ができるかということであると考えられる。

まず、就職に至ったケースでは、障害の受容ができて

いることから、本人への支援に関しても、直接入学当初

から行うことができ、学年進行に応じてその時々の問題

内容に応じて迅速に支援することができている。また、

学内に広報や関わる教職員にコンサルテーションをする

ことによって、本人と関わる教職員の対応も適切なもの

になったと考えられる。このことにより、本人が学内で

問題学生とみられるのではなく、本人とかかわる教職員

が本人の得意な面に目を向け、キャリア発達を含めて可

能性を伸ばす支援を行うことにつながっている。

さらに、これまであまり交流がなかった、学内の教職

員間や学外の専門機関などの支援にかかわるスタッフに

よる支援のコミュニティが形成ができた。それは、特に、

本人の状態についての広報も含めて情報共有が十分にで

きたことと、支援のためのコンサルテーションによるも

のである。すなわち、そのような支援活動を通してお互

いの信頼関係が生まれ、専門家と非専門家が協働するこ

とができ、手厚い支援ができたと考えられる。

また、本人を多くの教職員が支援することにより、本

人を中心とした支援コミュニティが形成され、本人が、

多くの教職員、さらに学生と信頼関係を結ぶことによっ

て、集団生活の中での成功体験を持つことができ、本人

の自己理解が深まり、多面的に自分自身をみることがで

きるようになりキャリア発達もなされたと考えられる。

一方、就職に至らなかったケースについては、本人が

何ができるかという健康的な面よりも、本人の不得意な

ことや問題行動のみが学内において顕在化してしまい、

本人への適切な支援が十分にできないまま、卒業に至っ

てしまうことが多い。特に、本人や保護者が障害に気づ

くことができなかったり、たとえ気づいていても、なか

なか障害に対して受容できない場合には、周りの教職員

への十分な広報やコンサルテーションができない。さら

に、医療機関はもちろん、その他の外部機関との連携を

とることもできない。このように状況であるために、支

援に関してのコミュニティ形成がなされず、卒業に必要

な単位を修得し卒業はできても、就職に向けて十分な支

援にはつながらないのである。

今後の課題

発達障害学生の場合には、障害と診断される場合もあ

るが、グレーゾーンの学生も多いと考えられる。グレー

ゾーンの学生は、入学以前にも支援を受けたことないこ

とがほとんどであるから自主来談をすることは少ない。

これまでの支援の経験から、なるべく早期にその学生の

状態を把握し、支援ができることが望ましい。そのため

の対策として、入学時点でのスクリーニングの実施が考

えられる。これに関しては、信州大学学生総合支援セン

ター（2011）において高橋らの開発した困りごと調査が

有効であろう。これは、本人の障害についてのスクリー

ニングという目的で開発されてはいるが、自己理解を助

けることを目的として実施することが可能である。

しかしながら、このような調査を用いても、完全にス

クリーニングをすることは難しい。特に、ADHDの場

合には、周りの学生や教員から大学生活の中で既に助け

られていて、本人は困っていると感じていないことが多

いからである。

これと同時に、大学での支援を充実させるために、本

人や保護者の了解を得て、高等学校などにおいての支援

の状況などを聞き取りが考えられる。その学生が具体的

に集団生活の中でどのような問題を抱えているのか、ど

のような支援を行ってきたかということである。

また、本人への支援に関しては、現在は、本人個人的

な支援を中心としているが、今後は、コミュニケーショ

ン能力を高めるたり、社会的経験を積むためにも、SST

などを中心とした支援を行ったり、本人を取り巻く学内

でのコミュニティをどのように形成していくかというこ

とを考えていく必要がある。

この学生の支援の特徴は、専門家と非専門家が協働す

ることであるが、そのためには、それらのスタッフをコ

ーディネートする必要があり、そのような役割を持つ人

的配置が必要である（森光・小田・山崎・徳吉・金子・

鷲塚・上村・高橋，2010）。特に、今後、入学前の状況

の情報収集、また学内での教職員の連携、また、学生や

教職員への教育や広報、さらに、就職のための外部機関

との連携など、多くのスタッフの連携と支援が必要であ

ることから、このようコーディネータの役割がこれまで

以上に重要になってくると考えられる。
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宇都宮キャンパスでは、これまでは、看護師がその役

割を担っていたが、外部機関との連携も必要であるので、

その役割に特化した人材が必要である。そこで、既に宇

都宮キャンパスでは、平成23年�月より、その役割をも

った人材を採用している。今後は、コーディネータが中

心となって、必要な情報収集を行い、本人に最適な個別

支援計画を作成し、さらなる支援のコミュニティによっ

て支援を行うことが求められている。

おわりに

では、最後に発達障害を持つ学生への支援の充実を考

えていくことの意義を考えてみたい。まず、本人へより

早期からの支援を行うことによって、また、学内の教職

員が発達障害の理解を深め、対応のあり方を知ることに

より、それまで問題のある学生とされていたことがそう

ではなくなることが期待できることである。

理工学部の発達障害と診断された学生は既に卒業し、

現在正社員として企業で生き生きと働いているが、教職

員にとって彼らと出会ったことによる相乗効果は大きい

と考えられる。それは、学生から、教職員がいままでよ

りも丁寧に接するようになった、忍耐強く付き合うよう

になったなどの声が学生相談室にも寄せられている。こ

れは、教職員が学生一人一人の行動特性に注目し、それ

に応じた対応や支援ができるようになったことであると

考えられる。また、このような学生の支援を通して、専

門職と非専門職、また教員と職員どおしの交流が活発に

なり、今まで以上にコミュニケーションがはかれるよう

になったことである。

今後も教職員に求められることは、障害があるなしに

かかわらず、全ての学生が卒業後に社会の中で生きてい

く中で、かれらが自分の能力を十分に発揮していく可能

性があることに注目して、在学している学生すべてを、

将来性のある、育ててみたい学生として考えられるよう

にすることであろう。
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