What is DO-IT Japan?
DO-IT Japan は、障害や病気のある子どもたち、若
者たちが「学校で自らのニーズに適した方法で学ぶ
権利を得ること」
、
「初等教育から、中等教育や高等
教育へ進学すること」
、
「学校教育を卒業した後、社
会で活躍するリーダーとなること」を応援するプログ
ラムです。プログラムの継続を通じて、誰もが未来
に夢を描き、それを当たり前のこととして追求できる
社会をつくることを目的にしています。また、DO-IT

Japan と高等教育機関が協力してプログラムを運営・
開発することで、多様な学問領域からの知見と問題
提起を得て、エビデンスに基づいた社会参加拡大プ
ログラムを実施することを目指しています。

2007 年にプログラムを開始してから、年間を通じて、
参加者に向けたテクノロジー活用の研修や、大学で
の学びや親元を離れた自立生活の体験、企業や大学
でのインターンシップや国内外での研修といった学び
の機会を提供しています。これらの機会には、全国
からやってくる児童生徒・学生の皆さんが参加してい
ます。参加者は、これらの機会に参加することを通
じて、
「障害」に関する理解を深めたり、自分にとっ
ての合理的配慮とは何かを追求したり、自己決定や
自己権利擁護についての考えを深めています。加えて、
年間を通じて実施している参加者同士のオンライン・
オフラインでのミーティングでは、児童生徒や学生
が中心となって、さまざまなテーマで議論を行なって

います。参加者は、障害や病気のある同世代の参加
者のほか、障害のある先輩や専門家、アドボケイト、
大学の研究者、社会で活躍するトップランナー等と
の交流や相談を通じて、自分自身にとっての社会参
加のあり方を拡大したり、捉え直す機会につなげて
います。
私たち DO-IT Japan は、障害や病気のある若者の
成功や自己実現を応援することを通じて、インクルー

シブな社会の実現へ向けた課題を明らかにし、
その課題の解決方法を、参加者とともに模索し
ています。多様な背景を持つ人々が、時にぶつ
かり合いながらも、個々の違いを認め合い、対
話し、共生を試行錯誤する営みの中に、インク
ルーシブな未来が生まれることを願って活動を
続けています。DO-IT Japan は、多くの子ども
たちや若者の参加を待っています。

DO-IT Japan DATA
内部障害

盲聾
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その他

12 名

高次脳機能障害

■スカラーの出身地

４月上旬

■スカラーの障害内訳 ※重複あり

スカラープログラムへの応募の流れ

2018 年 11 月現在

■スカラーの人数と進路
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ADHD

52名

21名

ディスレクシアのある生徒：代読での問題文の読み上げ（公立・2011 年度）

●

書字障害のある生徒：PC のキーボードの使用（公立・2015 年度、私立・2017 年度）

●

就職

24 名

ディスレクシアのある生徒：電卓の使用、PC の読み上げ機能を用いた問題文の読み上げ、PC のキー
ボードの使用（私立・2015 年度）

●

10 名

PC を使った英語の問題文の読み上げ（公
ディスレクシアのある生徒：レイアウト・印刷用紙の色変更、
立・2017 年度）

７月上旬

高校入試

●

大学院、
専門学校進学

５月中旬
←
６月中旬

■ DO-IT Japan スカラーが得た入試における配慮事例

５月上旬

11 名

■ 2018 年メディア掲載

肢体不自由のある生徒：PC の数式入力ソフトの使用（国立・2010 年度）

・NHK 総合 特集番組 ･･･（4 月30日）
・ICT 教育ニュース ･････（8月 10 日）
・PC ウォッチ ････････････（8 月 13 日）

書字障害のある生徒：PC のキーボードの使用（国立・2011 年度、私立・2015 年度）

●

肢体不自由のある生徒：数学（および物理・化学）での 1.5 倍の試験時間延長、代筆（国立・2012 年度）

・ハートネットＴＶ ･･･････（9 月 19日）

●

ディスレクシアのある生徒：代読での問題文の読み上げ（私立・2015 年度）

・朝日新聞デジタル ････（10月 13 日、

●

視覚障害のある生徒：代読での問題文の読み上げ（2016 年度 ※センター試験のみ）

●

内部障害のある生徒：特別な装具の使用、PC のキーボードの利用（国立・2017 年度）

●

肢体不自由のある生徒：電卓の使用、代筆（国立・2018 年度）

※その他、時間延長、別室受験、必要な用具の持ち込み許可等の配慮の実例あり

お問合せ 153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1

［Tel ＆ Fax］03-5452-5228
東京大学先端科学技術研究センター ［Mail ］toiawase@doit-japan.org
3 号館 311 号室 DO-IT Japan 事務局 ［Web］http://doit-japan.org/

主催：DO-IT Japan 、東京大学先端科学技術研究センター

10月20日、10月27 日、11 月3日）

・プレジデントファミリー 2018 秋号

８月中旬以降

●

８月
上旬

大学入試・センター試験

肢体不自由のある生徒：PC のキーボードの使用（国立・2007 年度）

●

DO-IT Japan ウェブサイト（http://doitjapan.org/）やチラシ等で募集発表し
ます。参加希望者はウェブサイトから応
募書類をダウンロードしてください。

応募期間

作成した応募書類を事務局
へ郵送してください。

第一次選考（書類選考）

応募書類に基づき、審査委員会によっ
て参加候補者を選考します。

第二次選考（面接）

第一次選考を通過した参加候補者と面
接を行い、最 終選 考します。その後、
新規スカラーが決定します。

事前オンライン会議
（プリプログラム）への参加

インターネットを通じ、夏季プログラム
へ参加するための準備ミーティングを行
います。
（毎週金・土曜日、全８回）

･ 4 月 16 日）
・NHK 総合 あさイチ････（

●

募集発表

（中学生・高校生・高卒生・大学生・大学院生）

夏期プログラムへの参加
夏後の活動

年間を通じて、メールやオンラインミー
ティング、ギャザリングなどの様々な活
動 が 行 われ
ます。

などその他多数

寄付の
ご案内

共催：ソフトバンク株式会社、日本マイクロソフト株式会社

DO-IT Japanの活動は、皆様のご協
力・ご支援によって支えられています。

（詳しくはウェブサイトをご覧ください）

後援：文部科学省、厚生労働省

［2019 年 2 月発行］
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障害 のある学 生の 進学 と就 労へ の移 行支 援を通じたリーダー養成 プロジェクト

DO-IT Japan Program

DO-IT Japan の３つのプログラム

DO-IT Japan は、大きく分けて 3 つのプログラムから構成されています。情報
を広く届け、障害のある児童生徒・学生をエンパワメントし、障害のある児童生徒・
学生の可能性を最大化します。

Scholar Program スカラープログラム

障害があり、学びや生活に困難がある中学生、高校生、高卒者、大学生、
大学院生の中から、テクノロジーの活用と移行支援を通じて、将来のリー
ダーとなる人材を養成することを目的としています。選抜を経て、プログ
ラムに参加した学生は「スカラー」と呼ばれます。テクノロジーの活用を
中心的なテーマに据えた様々なプログラムに、年間を通じて継続的に参

Scholar Program
メインプログラム

加することができます。

PAL Program パルプログラム

学びに困難がある児童生徒・学生に向けて、テクノロジーを活用した学

PAL Program
情報提供

School Program
学びの環境整備

びの保障について情報提供を行うことを目的としています。学びに困難
がある児童生徒・学生とその保護者が、登録することができます。

School Program スクールプログラム

協力企業と共に、テクノロジーやサービス、支援に関するノウハウを学校に
届け、配慮ある環境の整備を目的としています。

Scholar Program
スカラープログラム

夏季プログラム

スカラーは、東大先端研で行われる夏季プログラムに参加した後、テクノロジーを活用し、オンラ
インにてミーティングプログラムへ参加します。また、ギャザリングの開催やイベントへの参加など、
ディスカッションできる機会を設けています。海外研修などの大学生をメインとしたリーダー養成プ
ログラムも実施し、スカラーへ多様な機会が届くように年間を通じたプログラムを行っています。

年間プログラムスケジュール

企業訪問・インターンシップ

※プログラム内容は、毎年変更します

多様な価値観をもつ社会人、
学生との交流・意見交換

大学体験

スカラー

学びへの強い希望、社会に向けた
発信力とリーダーシップを期待しています。

ギャザリング・イベント参加

テクノロジーを活用した多様な学習方法を知
り、学習や生活で実践を希望していること
自立と自己決定、セルフアドボカシー、リーダーシップ
をテーマとしたセミナーやワークショップへの参加

DO-IT Japan プログラムの参加を強く希望
していること

進学・就労へ向けた意欲があること
自分の興味や関心のある物事について探求

海外研修

していること

DO-IT Japan が目指す、多様性理解を広げ
最先端のテクノロジー体験 一般公開シンポジウムへの
参加と情報発信

ることに関心があること、またその活動に向
けてリーダーシップを発揮できること

オンラインメンタリング

専門家への質問・相談
プログラムへの参加
毎年春に参加者が公募されます。書類選考、
面接選考を通じ、スカラーが選抜されます。

・メーリングリストでの
情報交換
・オンライン・ミーティ
ングへの参加

PAL Program

パルプログラム

学習に困難のある児童生徒・学生に向けて、テクノロジーを活用した学びの保障について情報提供を行うこと
を目的としたプログラムです。学びに困難がある児童生徒・学生とその保護者が登録することができます。毎
月発行される、学習を支援するテクノロジーの利用方法 / 学校や試験での配慮事例 / イベント参加に関する
メールマガジンを読んだり、不定期に開催されるセミナー等に参加することができます。

■ メールマガジンの配信

■ 登録者内訳（計 2673 名）（2018 年 11 月現在）

られる質問事項と回答、イベント参加などに関するメールマガジンを毎月発行し

その他

学習を支援するテクノロジーの利用方法、配慮事例、DO-IT Japan によく寄せ
ています。

小学生 / 低学年

486 名

大学生・大学院生

49 名

トピック（一部抜粋）

学習を支援するテクノロジーの利用方法

［障害内訳］

高校生

160 名

学校や試験での配慮事例
おすすめ映画や書籍についてのコラム

DO-IT Japan によく寄せられる質問事項と回答
DO-IT Japan からのお知らせ、その他お知らせしたい
イベント・情報案内

64 名

小学生 / 中学年

654 名

中学生

小学生 / 高学年

563 名

678 名

■ セミナーへの参加

スカラーの多様な学びや生活の仕方を

1184
560

特別支援学級

知ったり、直接意見を交換する機会と

特別支援学校

して、PAL セミナーを開催しています。

106

PAL プログラム登録
登録は DO-IT Japan ウェブサイトよ
り常時行っております。
（インターネット上で登録できます）

ホームページへアクセス！
⬅ http://doit-japan.org/

PAL 登録フォームに
参加者情報を登録

・視覚障害
・聴覚障害
・知的障害
・言語障害

750

通常学級（通級利用なし）

自閉スペクトラム）

・肢体不自由

■登録者の所属学級の内訳（名）
通常学級（通級利用あり）

・発達障害
（LD、ADHD、

登録したアドレスに
完了メールが届けば完了

・内部障害
・精神障害
・その他

