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修士論文要旨  （日本語） 

題  目 

障害学生の教育設計における適切な支援サポート業務の研究 

 

要  旨 

日本福祉大学では、創立当初から障害学生の受入をしており、全国の大学の中でも、有

数の受入数を誇っている大学の 1 つである。 

日本福祉大学の障害学生支援の特徴は、学習弱者を生まないシステム作りを基本してい

て、障害学生を単なる「サービスの受け手」ではなく、「ともに考え育ちあう仲間」として

位置づけて、入学から卒業まで一貫した支援体制を目指している。 

障害学生が受験するにあたり、特別な設備や体制を整えてから入学者を迎えるのではな

く、入学当初に学習条件や生活環境が整わなくても、現行の条件で本人も努力して学習す

る意欲があり、入学試験に合格する学力があれば、まず入学を認め、入学後に本人と共同

して問題を解決していくことを創立以来一貫して取りつづけてきた。この考え・姿勢こそ

が本学の障害学生支援の根底にある。 

こういった取組みは、特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）に採択されて、他の

大学に対して十分参考になる事例として認められている。 

近年、大学を受験する障害学生は年々増加していて、また発達障害の学生のような今ま

で高等教育機関の障害学生支援では対応してなかった学生の対応のニーズも多く、多様化

する学生への対応は、どの大学においても障害学生支援の充実は共通の課題となっている。 

本取組みは、日本福祉大学における障害学生支援を、業務毎に可視化（WBS 手法を利用し

て）して、課題を抽出し、障害学生支援業務の改善を行うものである。 

なお、今年度の取組みでは、実運用に向けた障害学生支援業務の改善の設計・開発まで

として、次年度以降で実運用に向けて検証を行う。 
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修士論文要旨  （英語） 

題  目 

障害学生の教育設計における適切な支援サポート業務の研究 

 

要  旨 

Nihon Fukushi University in the acceptance of students with disabilities have been 

founded from the beginning, even in universities, is one of the few universities that 

boast one of the most accepted. 

Failure Characteristics of Nihon Fukushi University student support, you have to 

create a system based on birth to a weak learning disabled students as simply a 

"recipient of services" instead of "friends grew up thinking fit together" is 

positioned as, graduation from school aims to support system consistent. 

Upon failure to take students, instead of having a poised and enrollment of special 

equipment, but can not provide a learning environment and living conditions in the 

initial enrollment, learning and working conditions even in the current principal 

have the motivation, if you pass the entrance exam achievement, the first admission, 

has continued to take part will be founded to solve the problem jointly with the person 

after admission. Assist students with disabilities at the core of what the attitude 

of the university idea. 

These efforts, the Distinctive University Education Support Program (GP 

characteristics) have been adopted, has been recognized as an example would be helpful 

enough for other universities. 

In recent years, students with disabilities to take a college is not increasing every 

year, with the help disabled students in higher education now, such as students' 

developmental disorder is also more demand for support of students WW support, student 

diversity Responding to the enhancement of support in which university students with 

disabilities has become a common issue. 



This initiative, to help disabled students at Nihon Fukushi University, every 

business visualization (using the technique WBS) and to extract the issues, is 

conducted to improve the support services students with disabilities. 

Note that in this year's efforts, as the design and development to improve production 

support services for students with disabilities, for verification in production in 

subsequent years. 

 

 


