
令和３年度 岩手県生涯学習推進研究発表会

「障がい者の生涯学習推進の

あり方に関する研究」

岩手県立生涯学習推進センター
社会教育主事 阿 部 貴 弘
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１年次の研究について

障害者諸施策
（国内外）

障害児教育
変遷

アンケート調査
（本県33市町村）

国の動向

＜障がい者の生涯学習推進のために意識したい視点＞

３点挙げた
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１年次の研究について

視点① 「障がい・障がい者理解の促進」
生涯学習・社会教育関係者が障がい・障がい者理解を深めていく必要がある。

視点② 「関係機関、関係団体との連携」
障がい者を学びの対象者として改めて捉え直し、関係部局や関係機関・団体等
との連携をしていく必要がある。

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」
多様な支援者の確保や、合理的配慮の提供、施設設備等の拡充をしていく必要がある
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２年次の研究について

障がい者の生涯学習活動
事例調査

高等教育機関における
障がいのある人の学びの事例

県教育行政の取り組み

地域社会における障がいのある
人の学びの保証

２事例

１事例

２事例
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「体制」

「理解」

「連携」

高等教育機関における
障がいのある人の学び

県教育行政の取り組み地域における障がいのある
人の学びの保障

それぞれの事例において

３つの視点がどのように意識されているか
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（１）高等教育機関における障がいのある人の学びの事例

３ 障がい者の生涯学習活動事例

大学開放

教育資源 機 能

・人的資源（教員、職員、学生）

・知的資源（図書資料、研究成果物）

・教育機能（公開講座、研修等）

・研究機関（受託研究、共同研究）

・物的資源（校舎、教育機器）

障がい者に対してどのように開放されてるのか
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ア 重度障がいのある人の大学での学び

三浦 りん さん（19歳）

一関市出身

岩手県立大学 聴講生

・生後２か月で難治性てんかんを発症し、重い障がいをおう。

・りんさんには双子の妹がいる。

・中学校まで、妹と同じ、地域の通常学校に通い、高校は支援
学校高等部へ進学する。

・令和３年４月より、岩手県立大学の聴講生となる。
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ア 重度障がいのある人の大学での学び

（ア）幼少期から、共に学ぶ場へ

重い障がいがあっても、妹と一緒
に地域の学校へ通わせたい

母、かおるさんの願い

【小学校での様子】
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ア 重度障がいのある人の大学での学び

（ア）幼少期から、共に学ぶ場へ

【中学校での様子】 9



（イ）「学び続けたい想いを形に 学校を卒業したあ
と、この子の居場
所はどうなるんだ
ろう・・・・。

小学校 中学校

高等学校

特別支援学校
高等部

まだまだ、学んで
ほしい、学ぶ場が
欲しい！
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（イ）「学び続けたい想いを形に

NPO法人 訪問大学おおきなき（東京都大田区） 「チーム かなこ」

平成27年度糸賀一雄記念未来賞受賞

重度障がいがあり、通所施設等へ通うのが
難しい方の自宅へ講師を派遣し、生涯学習
を支援。

重度障がいがありながら、地域の小中学校で学び、
高校を卒業後、関西大学の聴講生として５年間学んだ。

大学の聴講生ならば・・・。
よし、大学へ連絡をして希望を伝えてみよう

※ホームページより※ホームページより
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（ウ）関係機関との調整

岩手県立大学
教育支援室教務・国際交流グループ
山本 亜胡 主事

車いすが入れる座席（りんさん本人）

社会福祉学部の教員、特別支援教育の専門教員等で様々な議論を重ねた。

配慮の要望

大学側

受講環境

社会福祉学部の学生が学んでいる講義の聴講であれば可能ではないか。

資料は事前にデータ配布。りんさんも自身のタブレットへダウンロードしている

担当教員は、授業についてはまだ手探り。

介助者（母）の座席

もっと多くの
配慮を想像して
いました。
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（ウ）関係機関との調整

「りんさんが、今後キャンパスライフを充実させるためのプログラム（プランを考える）」

【講義での課題】

「りんさんのために」ではなく「いっしょになにができるか、したいか」（県立大学菅野先生）

りんさんの強みに着目した学生（人を惹きつけるキャラクター写真を撮るのが好き等）

キャンパスライフを楽しむグループ「knock」（ノック）
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【考察】

視点①「障がい・障がい者理解の促進」

大学側の理解
・社会福祉学部の設置（福祉領域を学ぶ学生）

・特別支援教育に関する専門教員の在籍

視点② 「関係機関、関係団体との連携」

情報収集
・同様の事例を収集し参考

・大学内での議論（学生課、教員、特別支援コーディネーター）

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」

環境の整備
・日頃からタブレット操作に慣れていた（資料をタブレットで準備すること）

・大学内はバリアフリー化（駐車場からの移動等が難なく可）
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【考察】

制度としての課題も見えた

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
（平成18年９月「厚生労働省告示第五百二十三号）

「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く」

教育にかかる分野にあたっては福祉サービスであるヘルパーの利用が認められていない

保護者の負担増

しかし！
市町村
独自予算
事例

行政が学ぶためのサポートをした事例もある
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

2013年 「障害者差別解消法」 「合理的配慮の提供」明記

【「大学案内障害者版」】（全国障害学生支援センター発刊）

＜入学試験時に配慮のある大学＞

2014年 全国500校を超えている。

県内の４年制大学
（岩手大学、岩手県立大学、富士大学、盛岡大学）

入学試験時や入学後に配慮が必要な受験
者からの事前相談や申請に関する情報を
ホームページに記載。
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（ア）岩手大学学生特別支援室

2011年（平成23年）設置

2016年（平成28年）「岩手大学における障害を理由とする
差別の解消の推進に関する教職員対応要領」制定

※大学全体で障がいのある学生をサポート

【「岩手大学学生特別支援室」ホームページより】

常勤教員
（カウンセラー）

常勤コーディネーター
パートタイムインテー
カー（面談者）
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（ア）岩手大学学生特別支援室

支援認定を受けている学生の内訳

発達・精神障害52名（77%）

病弱・虚弱９名（13%）

肢体不自由２名（3%）

視覚・聴覚障害２名（3%）

その他３名（４%）

「あくまでも、支援認定を受けている
学生の人数や内訳なので、感覚とし
ては、もっと障がいのある学生が在籍
しているのではないか」

コーディネーター
新村 暁 氏
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（イ）支援認定を受けている学生へのインタビュー

Ａさん

Bさん

障がい名：ＡＤＨＤ、双極性障害Ⅱ型

障がい名：自閉スペクトラム症

・元々自分はＡＤＨＤではないかと感じていた。
・支援室の利用は、令和３年の１月頃。
・もっと早くに支援室を知っていれば状況は変わったかもしれない。

・初めて診断を受けたのは３歳の頃。
・小学校の高学年は学校に行っていなかった。
・２浪したが、学びたい学部があったこと、事前相談の際の対応が良かったこと
で岩手大学を受験することに決めた。
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（イ）支援認定を受けている学生へのインタビュー

②学生生活で苦労していること

・家事全般が苦手。
・朝起きられないことが多い（友人に助けられ何とか授業に参加）
・季節的（秋冬）に学校に行けない時期があった。
・障がいについて周囲の理解がないことはとても苦しかった。

Ａさん

Bさん

・文章を書くことや、物事を計画的に進めていくことが苦手。
・人との関りが苦手だがグループワークがあり苦労した。
・順序だてて料理をすることが苦手。

見た目ではわかりにくい発達障がいの苦労

20



③あなたにとって「学生特別支援室」とは

イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（イ）支援認定を受けている学生へのインタビュー

・「安全基地」だと思う。ここに来れば自分のことを知っている人がいる。
・気兼ねなくそれぞれの障がいの事情を聞くことが新鮮。
・支援室の仲間が皆で協力して助け合っている
・支援室は皆が集う「居場所」。

Ａさん

・「駆け込み寺」のような存在。
・何かあれば行くし、何も無くても行く居心地がいい場所。
・同じ学部・学科の学生よりも支援室の仲間との関わりの方が多い。

Bさん
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イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み

（イ）支援認定を受けている学生へのインタビュー

コーディネーター
新村 暁 氏

・10年前の支援室の目標

「学生同士が共に話をしたり勉強を教え合ったりできるような場所にする」

・支援室は、学内の様々な調整役。最終的に、やるのは学生本人。

・支援室を利用する学生が互いに支えあった経験を活かし、自己有用感を感じられ
る場にしたい。

・必要に応じて、学生の保護者に生活や成績について知らせている。

・自分には、どんな支援が必要なのかを知ることが大切。
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【考察】

視点①「障がい・障がい者理解の促進」

理解者の存在
・理解してくれる大人の存在（支援室の職員）

・教員や学生への理解促進（チラシ等）

視点② 「関係機関、関係団体との連携」

サポート
情報提供

・通院、障害者手帳の取得、卒業後の就労支援等

・保護者への情報提供

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」

人的配置
合理的配慮

・支援のための組織と人員配置

・必要な支援を、相互の話し合いによる決定（合理的配慮の提供）

イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み
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（２） 県の教育行政の取り組み

理解、関係団体とのつながりづくりに資する研修会の実施
（生涯学習推進センター）

「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座」

・県内６教育事務所管内で実施
・社会教育・生涯学習関係職員等を対象
・「障がい」理解の講義と、障がい者と共に活動する場づくり
・県内事例の紹介（活用）

１年次のアンケート調査の結果

「障がい者の生涯学習を推進するために必要な条件」

「関係部局や関係機関・団体等との連携」（66.7%）

「福祉関係部局や団体からの援助と協力」（63.6%）

24



（２） 県の教育行政の取り組み

部局を超え、多様な機関との連携協働

「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座」
講師依頼事業所

・県保健福祉部障がい保健福祉課

・県立久慈拓陽支援学校（エリアコーディネーター担当者）

・社会福祉法人光林会地域生活支援センターしおん

・花巻市健康福祉部障がい福祉課 基幹相談支援センター

・社会福祉法人一関社会福祉協議会 一関障害者生活支援プラザ

・社会福祉法人仁愛会 仁愛会障がい者相談支援事業所

・宮古圏域障がい者自立支援協議会

・NPO法人宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインボーネット）

・社会福祉法人大洋会 地域生活支援センター星雲相談室

ア 事業計画

直接事業の趣旨、内容を説明
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（２） 県の教育行政の取り組み

ア 事業計画

部局を超え、多様な機関との連携協働

市の関係課への相談 福祉関係団体との共催 県内の事例紹介
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（２） 県の教育行政の取り組み

イ 研修講座の受講者の声

我々がさせたいことではなく、障がい者がしたい
ことをいかに引き出すかが重要だと思った。

「福祉」をとても身近に感じることができた。

多様な存在や考えを認め合うためには、たくさ
んの出会いや様々な考えを知る機会が大切。

障がいのある方と一緒に生涯学習活動を行う研
修会や場が必要。

障がいのある方と接する機会が少なかったが、
接してみると楽しく活動できた。

理解の場がもっと必要だ。

【ボッチャ交流の様子】

当事者意識
（障がい者の生涯学習推進）
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【考察】

視点①「障がい・障がい者理解の促進」

障がい理解
障害者との関わり

・生涯学習関係職員が、障がいや障がい者と関わる機会

・障がい者の理解の場を継続

視点② 「関係機関、関係団体との連携」

多様な機関との
連携

・各地域の福祉関係団体との連携協働

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」

合理的配慮 ・合理的配慮の提供事例を通した受講者同士の意見・感想交流

（２） 県の教育行政の取り組み

・つながりづくり
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（３） 地域における障がいのある人の学びの保障

ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（ア） 卓球バレーとは

肢体不自由な重度障がいの
ある人のために始まった

日本発祥

1974年（昭和49年）

近畿地方の養護学校

ルールや道具の工夫

京都障害者スポーツ振興会の普及活動委より全国広がる

2008年（平成20年） 日本卓球バレー連盟設立

2015年（平成27年） 岩手県卓球バレー協会設立
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「NHK福祉情報サイトハートネット」より

ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（ア） 卓球バレーとは

・基本はバレーボールのルール

・音の出るピンポン玉を使用

・６人１チームで対戦

誰でも一緒にプレーできる 卓球台１台のスペース ケガのリスクが少ない 遊戯性・競技性の両方

～卓球バレーの特徴や魅力～
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ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（イ） 希望郷いわて大会と久慈地域卓球バレー協会の設立

2012年（平成24年） 卓球バレーが岩手に紹介される
（中級障がい者スポーツ指導員研修会にて）

201６年（平成28年）希望郷いわて大会 卓球バレー競技実施（オープン競技）

【全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会オープン競技の様子】

全国から401チーム 700名の参加

大会の開催にあたり岩手県
内で普及活動

久慈市で卓球バレー体験
実施
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ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（イ） 希望郷いわて大会と久慈地域卓球バレー協会の設立

久慈地域卓球バレー協会

会長 新里 周一 氏

Q「卓球バレーとの出会い」

・身体障害者の体を動かすスポーツのマンネリ化。

・何か新しい競技はないかと県障がい者スポーツ協
会に相談したのがきっかけ。

・すぐに卓球バレーを紹介してくれた。

・座ってできるし、場所も取らない。特にもラリーが楽
しいスポーツ だと感じた。

・2014年に障がい者スポーツ指導員（初級）の講習
会で初めて見て「これだ！」と感じた。

・障がいの有無や年齢に関係ないオールフリーな競技。

・スポーツ推進員の仲間に声をかけて普及を始めた。

・高齢者が少しでも家の外に出て活動するきっかけに
なってほしいと老人クラブの皆さんにも声をかけた。

2017年（平成29年）に「久慈地域卓球バレー協会」設立

副会長 類家 勉 氏

久慈地域卓球バレー協会
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ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（イ） 希望郷いわて大会と久慈地域卓球バレー協会の設立

2017年（平成29年）に「久慈地域卓球バレー協会」設立

身体障害者協議会

スポーツ推進員
協議会

教育委員会地域福祉課

ひばり療護園
（障害者支援施設）
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ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（イ） 希望郷いわて大会と久慈地域卓球バレー協会の設立

久慈地域卓球バレー協会

会長 新里 周一 氏

Q「卓球バレー協会設立後の活動」

・卓球バレーの講習会を開催。
（なかなか人が集まらない）

・公民館を利用していた老人クラブの方々に紹介。
（今では熱心に活動）

・地域の小中学生、支援学校の生徒にも紹介。

・活動する方々が多くなっていった。

・「大会を開催したい」という声。
（自分もそういう気持ちがあった）

・どうにか大会を開催できないか、関係者に相談。

2018年（平成30年）に第１回「あまちゃんカップ」開催

副会長 類家 勉 氏

久慈地域卓球バレー協会
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2018年（平成30年）に第１回「あまちゃんカップ」開催

ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み

（ウ） 多様な人たちが連携し、集い、活動する場として

優勝カップ

障がい者も健常者も、男女、民族、人種関係な
く集い、卓球バレーを通してつながった。

いつか、母国で選手を育て、チームを連れ、あまちゃんカップに参加しに戻ってきてほしい（類家副会長）

・JICA（独立行政法人国際協力機構）研修生が参加。
（国際交流）

・市の行政も部局を超えて協力。
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【考察】

視点①「障がい・障がい者理解の促進」

関わる場
・共に活動することによる障がい理解の促進。

・障がい者アートや作品、製品の販売を大会と一緒に開催。（発展の可能性）

視点② 「関係機関、関係団体との連携」

部局間連携
多様な機関

・行政機関以外にも、多様な団体との連携によって作られた活動の場。

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」

成果を活かす
・障がい者スポーツのマンネリを解消。

・日頃の練習の成果を発揮したり、披露したりする場。

ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

1975年（昭和50年）頃

・在宅の知的障がいのある成人の余暇活動 ソフトボールチームを結成
※地区手をつなぐ育成会・保護者の一時的な自由な時間の確保

社会生活での様々な課題

知的障がいのある成人の生涯学習・社会教育のニーズ高まる

「この子達には
もっと学ぶ場が
必要だ！」

保護者の願い

（ア） 設立の経緯
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

（ア） 設立の経緯

1995年（平成７年） 総合学習センター設立 （弘前市の生涯学習の拠点）

ボランティアサークル“虹の会”
安田政英 氏

「弘前市にも知的障がいのある成人の青年学級の開設を！」

弘前市教育委員会が翌年に「ピュアフレンズ」を開設

設立当時を振り返って・・・

青森県内の特殊学級の設置に尽力し、その後、養護学校校長会の
会長を歴任された田中光世先生（“虹の会”前会長）の功績が大きい。

また、当時の弘前市教育長も田中氏と共に知的障がいのある成人
の保護者や地域の要望等、立ち上げの趣旨に賛同し情熱をもって行政
を動かしたことも大きな力となった。

※令和３年10月11日（月）弘前市中央公民館岩木館にて

※地区手をつなぐ育成会が要求
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

（イ） 活動内容

弘前市中央公民館 ボランティアサークル“虹の会”

【知的障がいのある成人の生涯学習の意義・必要性】（安田氏）

①豊かな余暇のある生活の場

②文化活動の場

③教育・学習の場

④保護者・家族の自由な時間の確保

日常生活環境
への適応

文化的教養の
高揚

買い物学習

目 的

料理スポーツカラオケ パソコン

休日などに、余暇を自分らしく過ごせる場が必要である

生活と成長・発達を豊かにする場が必要である

知的障がいのある場合は、とりわけ継続的に、丁寧な教育・学習の場が必要

自分の買い物もままならない保護者・家族に一時的にも自由な時間が必要

つながる場相互理解の場
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

（イ） 活動内容

・毎回知的障がいのある成人15名程度の参加

・“虹の会”のボランティア10～15名が支援
（教員、保護者、福祉関係者、学生等）

・年８回、弘前市総合学習センターで実施

講師斡旋
年間計画

チラシ配布

弘前市中央公民館が担う
【ピュアフレンズ広報チラシ】
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

（イ） 活動内容

学校での１日の流れと似ている

知的障がいがあっても
イメージしやすい

年間の活動をまとめた
「ぴゅあふれんずれぽーと」を発行
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

弘前市中央公民館
柴田 浩 氏

市生涯学習課として、障がい者団体と協働

３年前に生涯学習課に配属になり。それまで障がい者、ましてや知的
障がいのある人と関わった経験も無かった。

最初はどう関わっていいのかわからず怖さが大きかった。

実際に話をしてみると、思っていたよりも意思疎通が図れた。みんな
普通の人なのだというように意識が変わった。

今後、ここで障がいのある成人の方と関わった経験が、別の部局で
も活かされると思う。

※令和３年10月11日（月）弘前市中央公民館岩木館にて

（イ） 活動内容
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イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

（ウ） 現状と今後の課題

コロナ禍による活動休止

ピュアフレンズ登録者減少

ボランティアの高齢化

参加者同士の相互の学び

地域の理解促進

「登録者の減少は、ピュアフレンズ以外
に、知的障がいのある人の活動の場が
確保されつつあるということでもあるの
ではないか。」

ボランティアサークル“虹の会”
安田政英 氏

弘前市中央公民館
柴田 浩 氏

「自分自身も関わってみて障がい者の
理解が深まった。」

成 果

課 題
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【考察】

視点①「障がい・障がい者理解の促進」

相互の理解
・地域で活動することによる理解の促進

・関わったボランティアスタッフの障がい者理解の深まり

視点② 「関係機関、関係団体との連携」

行政との協働
・連携協働により、想いや願いを形に

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」

ボランティア
支援者の確保

・ボランティアサークルを組織（教員、保護者、福祉関係者、学生等）

・ボランティアのスキルアップ（知的障がいのある成人への対応方法）

イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」

・行政と福祉関係団体との役割分担
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３ 障がい者の生涯学習活動事例

５つの事例に共通していること

親の願い 本人の学びたい意欲 支援者の想い
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３ 障がい者の生涯学習活動事例

親の願い 本人の学びたい意欲 支援者の想い

生涯学習・社会教育
行政関係者が知ることが重要

「なぜ、このような
活動が行われて
いるの？」

46



４ 障がい者の生涯学習を推進するために

（１） ３つの視点と、活動事例から見えてきた新たな視点

「体制」

「理解」

「連携」

障がい者の生涯学習を
推進するために重要な３つの視点

親の願い
本人の学びたい

意欲

支援者の想い

成長への期待

「○○ができるようになってほしい」

「△△を身につけてほしい」
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４ 障がい者の生涯学習を推進するために

（１） ３つの視点と、活動事例から見えてきた新たな視点

障がい者の生涯学習を
推進するために重要な３つの視点

障がい

障がい者

理解

関係団体

との連携

体制の

整備

学習方法

とニーズ

の把握

障がい者の生涯学習推進に向け意識したい４つの視点

学習方法とニーズの把握
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４ 障がい者の生涯学習を推進するために

（１） ３つの視点と、活動事例から見えてきた新たな視点

障がい

障がい者

理解

関係団体

との連携

体制の

整備

学習方法

とニーズ

の把握

障がい者の生涯学習推進に向け意識したい４つの視点

４つ全てが整わないと推進できないわけではない

まずは一歩踏み出す

49



（２） 障がい者の生涯学習推進における公的社会教育の役割

４ 障がい者の生涯学習を推進するために

１ 積極的な事業実施

２ 既存の活動を支援

障がい理解の研修会 共に活動する機会の創出

各団体の生涯学習活動の把握と支援 情報収集と情報発信

部局を超えた連携・協働が必要

担当部局がコーディネーター的役割を担う
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（２） 障がい者の生涯学習推進における公的社会教育の役割

４ 障がい者の生涯学習を推進するために

令和元年度
県教育委員会「庁内連携会議」

文部科学省
「地域連携コンソーシアム事業」

多様な機関が情報共有する場
（各市町村でも）

生涯学習・社会教育関係部局
「障害者学習支援担当」の役割

明確化

【各市町村「障害者学習支援担当」の役割】（案）

１ 庁内連携会議の実施
２ 福祉関係団体との情報交換（障がい者の学習ニーズの把握
や繋がりづくり）

３ 障がい・障害者理解等に資する研修会の実施
４ 障がい者の学びに関する情報発信と、「障害者学習支援担当」
の周知

社会教育主事（各市町村、教育事務所）と協働
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（２） 障がい者の生涯学習推進における公的社会教育の役割

４ 障がい者の生涯学習を推進するために

市町村の状況

費用対効果

合理性

人・モノ・金
不足

障がい者の生涯学習の意義
第１歩を踏み出す

それでも・・・
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（３） 学校教育段階における社会とのつながりづくり

４ 障がい者の生涯学習を推進するために

「学校段階から生涯学習への意欲の向上を図り、
特別支援学校と卒業後の学びの継続・連携を図
ることが重要である」

「生涯学習に興味を持ってもらえるような指導を行っていくこと、
個別の教育支援計画の作成等を通じて、特別支援学校、地域
の福祉施設や企業などとの連携を進める」
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（３） 学校教育段階における社会とのつながりづくり

４ 障がい者の生涯学習を推進するために

特別支援学校でのコミュニティ・スクール設置

多様な地域住民からの協力

学校教育での学びを活かす機会

地域での障がい者理解促進

特別支援学校の教職員も
生涯学習・社会教育の取り組み理解を！
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「いつでも、どこでも、誰でも学べる生涯学習社会」

障がい者はどの程度意識されてきたのか

施策や理念の整備に甘んじることなく、その具体化こそが課題

共生社会 共に学ぶ 共に生きる
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４ 障がい者の生涯学習を推進するために



人生１００年時代

学ぶ内容の変化

障がいのあるなしにかかわらず・・・

学び方の変化

個別性

枠組にとらわれない取り組み

ニーズ、方法、の掘り起こし

実践を積み重ねる
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４ 障がい者の生涯学習を推進するために



「自分とは異なる条件を持つ
多様な他者とのコミュニケーションをとること
全ての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を養うこと」

（ユニバーサルデザイン行動計画2020）
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４ 障がい者の生涯学習を推進するために



(1)現段階における障がい者の生涯学習に関する国際的、国内的な動向（理念や政策・施策等）につい
て、文献・資料を通じてまとめることができた。

(2) 障がい者の生涯学習活動の現状を探るために、県内全市町村を対象にアンケート調査を実施し、そ
の実態と課題を把握することができた。

(3) 障がい者の生涯学習推進に求められる（必要な）３つの視点を析出することができた。

(4) 高等教育機関での合理的配慮の提供や障がい者理解促進のための行政の取り組み、そして、地域
における学びの機会の確保など、多様な事例調査を通して、障がい者の生涯学習推進のための視点
がどのように活かされているかを明らかにすることができた。

(5)多様な事例と分析を通して、（３）の３つの視点に加えて、新たな４つ目の視点を見い出すことが
できた。

Ⅲ 研究のまとめ
１ 研究の成果
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Ⅲ 研究のまとめ
２ 今後の課題

(1) ２年間の研究の中で明らかにした障がい者の生涯学習推進に求められる４つの視
点の重み付けや相互の関係性に踏み込んだ考察にまで至らなかった。

(2) 障がい者の生涯学習を推進するためには、学校教育段階からの取り組みが必要で
あるが、学校教育が抱える課題に迫ることができなかった。
また、特別支援学校にも設置されるコミュニティスクール活動が障がい者の生涯学
習の推進に果たしていくであろう可能性について触れることができなかったが、今後の
活動の広がりや展開に注視していきたい。

59



２年間の研究にご協力くださったすべての皆様に感謝申し上げます

ご清聴ありがとうございました
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