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「 激 動 の 中 に 未 来 を 紡ぐこと 」
今年は世界中の人々が新型コロナ感染症の対策に翻弄された 1 年間でした。DO-IT の夏季プ
ログラムも完全オンライン開催となり、対面でスカラーと出会えないという初めての経験をしまし
た。誰かの息遣いと存在を強く感じられる距離感での交流から生まれるエピソードや物語は、個
人の世界観や人生の岐路での決断に影響することがあります。対面の出会いの意味を強く実感す
る 1 年間でした。
一方、コロナ禍は新しい価値も生み出しています。社会全体のオンライン化で、一部の人々だけ
に限られていた機会の制限が解放され、既存の課題が信じられない速度で解決していきました。
社会全体がオンライン化を余儀なくされたことで、学びの機会や雇用といった社会参加のあり方、
使われる資料や情報へのアクセシビリティが広がるという変化が起きています。障害のある人々に
とっては、周囲からできないと言われ続けてきた過去は一体何だったのかと思えるような急激な変
容を、いたるところで目の当たりにすることになりました。
禍福は糾える縄の如し という言葉があります。未だコロナ禍の最中にある現在、大きすぎる喪
失とともに生まれている価値を語ることは、この巻頭言を書いている今は、まだまだ難しい状況で
す。その価値の背景に、格差に取り残される人々、障害や疾患のある人々や医療関係者など一部
の人々に、極端な不利益の偏りがあります。障害という視点を持つ皆さんには、隠れている格差や
不利益が、他の人よりもよく見えているのではないでしょうか。それに、今後また状況が変われば、
ニューノーマルと現在言われる新しい習慣も、吹き飛ぶように消え去ってしまうかもしれません。
かつて、社会的に卓越した価値があることは、特別な場所や機会に、ごく一部の人しか触れら
れないように制限することで生まれていました。しかし今、多様な人がインクルーシブに参加できる
ようにすることから社会的価値が生まれるように、価値観の基礎が変化しています。世界的激動の
中にも、その変化を途絶えさせることなく、新たな価値と残された課題を明らかにしていくために、
リーダーとなる障害のある人々に、大きな期待が集まっています。DO-IT は激動の中にも変わらず、
それを支えていきたいと考えています。

DO-IT Japan ディレクター
近藤武夫
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DO-IT Japanとは
DO-IT=Diversity, Opportunities, Internetworking, and Technology

DO-IT Japan
（ドゥーイット ジャパン）は、障害や病気のある若者の高等教育への進学とその後の就
労への移行支援を通じた、リーダー育成プロジェクトです。東大先端研の共同主催、共催・協力企業
との産学連携により、2007 年から活動を続けています。
DO-IT Japanは、障害のある子どもや若者へ、テクノロジーの活用や、彼ら自身の将来の夢に向け
た自己実現、多様性に対して開かれた社会の実現をテーマとした様々な教育機会に、年間を通じたプ
ログラムを提供しています。DO-IT Japanは、障害のある若者が多様な価値観や人々に出会うことが
でき、社会的な包摂を導くリーダーシップを高め合うことができるハブや拠点となることを目指してい
ます。多様な価値観と社会活動、それらに関わる人々との出会いが広がることで、障害のある若者た
ちの中から、未来を生み出す原動力を持つリーダーが育つことを期待しています。

DO-IT Japanが大切にしていること
DO-IT Japanが重要と考えているトピックには、
「テクノロジー活用」
、
「障害と多様性の理解」
、
「大学生活や
職業生活の体験」
、
「地域での暮らし」
、
「インクルージョンを生むコミュニケーション」
、
「リーダーシップ」があ
ります。またこれらに加えて、病気や障害のある若者が、自分に合った学び方や生活の仕方を自ら考え、周囲
に必要性を伝えていく上では、
「自己決定」と「自己権利擁護
（セルフアドボカシー）
」を大切にしています。
DO-ITはプログラム中、参加者が「自分はどうしたいと思っているか」を考え、自分で決めて動く経験を尊
重しています。自ら考え、試行錯誤し、多様についての学びや仲間たちとの意見交換、必要な支援を受けた経
験をした上で、
納得いく結果に至る経験は、
その後の彼らの社会参加の幅と可能性を広げていくと考えています。
また、学校や職場で、障害に関連して他の人と異なる取り扱いが必要となり、その関係者との合意形成が必
要となる場合があります。自分が希望する配慮を相手に求めていくセルフアドボカシーの力が必要になっていき
ます。参加者がプログラムで多様な人に出会い、様々な立場からの意見や経験を聴いたり、先輩等の経験から
ロールモデルを得る機会は、自分が通っている学校や入試担当者へ、自らの意思で希望する配慮を求めていく
行動に繋がっていると考えています。
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DO-IT Japan の3つのプログラム
DO-IT Japanは、
「1.スカラープログラム」
、
「2. パルプログラム」
、
「3.スクールプログラム」の、
3つのプログラムを行っています。障害のある若者、保護者、教員など、幅広い層に向けて、インクルー
シブな社会に向けたメッセージを発信していきます。
毎年春に
募集開始

1.スカラープログラム メインプログラム
障害のある生徒・学生を対象とした参加型プロ
グラムです。選抜された生徒・学生は「スカラー」
と呼ばれます。スカラーは、年間を通じた様々な
プログラムに長期的に参加することができます。
その他、スカラープログラムの一部を体験する
ことができる枠として、児童・生徒（小学3年生以
上）を対象とした特別聴講生プログラムの実施や、
夏季プログラムを一部聴講することができる夏季
プログラム聴講生の選考を行っています。
詳細は P6 より

Scholar Program

障害のある児童・生徒・学生対象

2. パルプログラム 情報提供

ウェブサイト
にて登録可能

障害のある本人
（年齢は問わない）と、その保
護者を対象とした情報提供を目的とした登録型プ

PAL Program
障害のある本人と、
その保護者対象

School Program
学校、教員対象

ログラムです。ウェブサイトで参加登録することが
できます。DO-IT Japanからのお知らせや情報を、
メールで受け取ることができます。
詳細は P32

3. スクールプログラム 環境整備
障害のある児童・生徒・学生に関わる学校や教
員を選抜し、学校内にインクルーシブな学習環境
を整備することを目的としたプログラムです。共催・
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提供しています。
※ 2019 年度より、共催企業の日本マイクロソフト株式会社
と共にプログラムを実施しております。
詳細は P33
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スカラープログラム
スカラープログラムは、障害のある若者を対象としたリーダー育成プログラムです。年度末にウェ
ブサイト上に募集要領が掲載され、春に参加者の募集を行っています。以下の 2 つの枠で、プログ
ラム参加者を募集しています。

スカラープログラム（メインプログラム）

特別聴講生プログラム

毎年春にプログラム参加者の募集が行われ、選抜された生徒・学生は

小学生の時から、様々な学び方と多様な価値

「スカラー」と呼ばれます。彼らは、夏季プログラムからスカラープログ

観にふれて、子どもたちの学びの芽を育てること

ラムに参加し、その後開催される様々なプログラムに年間を通して継続

を目的にしています。
プログラム参加者は、夏季プログラム中に、

的に参加することができます。
スカラーは、様々に用意されたプログラムの参加に加え、そこで出会う

①テクノロジーコース「テクノロジー体験」
、②ダ

多様な障害のある仲間やピア、障害支援の専門家など、多様な価値観を

イバーシティコース「多様な価値観との出会い」の

もつ人と出会い、意見交換する機会を得ます。これらのプログラム参加や

どちらかに参加することができます。年度末まで、

機会を通じ、社会で活躍する「リーダー」が育つことを期待しています。

事務局へ個別相談をすることができます。

対象
募集
人数
参加
期間

障害や病気のある※1 中学生から大学院生

障害や病気のある※1 小学 3 年生から中学生

10 名程度

① テクノロジーコース
② ダイバーシティコース

年間を通じ、プログラムに継続的に参加

選抜された年度末まで参加

各 10 名程度

求める参加者像

● テクノロジーを活用した多様な学習方法を知り、実践を希望

していること
● スカラープログラムへ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していること
● DO-IT Japan が目指す、
多様性理解を広げ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

選考までの流れ

応募

書類
選考

面接

（詳細は P47）

スカラーに採用
夏季プログラム
聴講生を選考（一部）

提供プログラム

︵プログラム内容は毎年変更します︶

● 夏季プログラムを始めとする年間を通したスカラー向けの

プログラム
● オンラインミーティング、ギャザリング、イベント
● メンタリング・個別相談
● 大学生など対象を設けた特別プログラム
（海外研修、企業訪問、インターンシップなど）
今年実施したプログラムの内容は P8 より掲載

［夏季プログラム聴講生］

● テクノロジーを活用した多様な学習方

法を知り、実践を希望していること
● 特別聴講生プログラムへの参加を強く
希望していること

書類
選考

応募

面接

特別聴講生に採用
● 夏季プログラム内で行われる

特別聴講生用プログラム（1日）
①テクノロジーコース
②ダイバーシティコース

● 個別相談
今年実施したプログラムの内容は P28 より掲載

詳細は P30

スカラープログラムに応募し、面接に進んだ一部の生徒・
学生を「夏季プログラム聴講生」として選考しています。

※ 1 障害の種別は問いません。障害や病気の認定については、医師による診断があることを基本としますが、診断がなくとも、読み、書き、
コミュニケーションに困難がみられる等の専門家による明確な示唆（検査や教育相談を通じたもの）がある場合も、応募資格があります。
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スカラープログラム：年間スケジュールの例 （プログラム内容は毎年変更します）

※その年度に選抜されたスカラー対象

夏季プログラム

スカラープログラム

プリプログラム
（準備プログラム）

１

詳細は P8 より掲載

▶ 大学生活の体験
▶ 多様な障害のある人、学生との交流・意見交換
▶ 最先端のテクノロジー体験
▶ 社会参加と自己決定、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
▶ 一般公開シンポジウムへの参加
※特別聴講生プログラム：期間内で実施
※夏季プログラム聴講生：期間内に聴講参加

オンラインミーティングへの参加

海外研修

企業訪問

スカラーは
年間を通したプログラムへ
継続的に参加します
ギャザリングの開催・参加

個別相談の実施

イベントへの参加
メーリングリストでの情報交換

その年度新たに選抜されたスカラーは、まず「夏季プログ

オンラインでも参加できます）
。

ラム」に参加します。そこでは、テクノロジーの活用、大学生

その他、DO-ITのスタッフや専門家、ピアによるメンタリ

活の体験、障害と多様性の理解、自己決定やセルフアドボカ

ング・個別相談の実施、企業でのインターンシップ等への参

シーなどのテーマに関わるプログラムに参加します。

加、各種の主催イベントの開催・参加、海外でのリーダーシッ

その後は、毎月開催される「オンラインミーティング」に参

プ研修など、年間を通じたさまざまな機会があります。

加します。スカラーやスタッフをはじめとするDO-ITのコミュ

DO-ITのスカラープログラムには、障害の種別や年齢が

ニティに参加するメンバーによる活発な議論の場となっていま

異なるスカラーが多数参加しています。スカラー同士が出会

す。また、数か月に一度開催される「ギャザリング」は、スカ

うことは、将来のロールモデルを得る機会や、多様な価値観

ラー同士が直接集まり交流する機会となっています
（もちろん

を学ぶ機会にも繋がっています。
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1- 1 夏季プログラム

今年は10名のスカラー（2020スカラー※以降「20 スカラー」と表記します）が選抜され、スカラープログラムに仲間

入りしました。20スカラーは夏季プログラム参加に向け、7月は「プリプログラム」に参加しました。
過去選抜されたスカラーは、夏季プログラム期間中は親元から離れ、東大先端研と宿泊先との行き来

を通じながら大学生活を体験する機会がありました。今年は夏季プログラムがオンライン開催となったた
め、20スカラーは自分たちが存分にプログラムを楽しめるような環境作りをしました。自由に意見が言え
るように自分だけ家にいる時間を作った人、長時間のプログラム参加を考えて姿勢保持や休憩のとり方を
考えた人、介助者を利用してプログラムに参加する準備をした人、最寄りのホテルに宿泊しプログラムに
参加した人たちなどがいました。

［20 スカラー］

加藤弘絵

松本叶夢

柏木 杏

竹内一真

笹田彩華

荒屋沙紀

𠮷川 然

田中綾乃

中島萌絵

小野克樹

Kato Hiroe

Matsumoto Kaname

Araya Saki

準備プログラム

0

Yoshikawa Zen

Kashiwagi Anne

Tanaka Ayano

Takeuchi Isshin

Nakajima Moe

Sasada Ayaka

Ono Katsuki

プリプログラム
スカラーは、夏季プログラム参加に向けて様々な準備を行うプログラムに参加します（プリプログ
ラムと呼んでいます）
。7月の毎週金・土曜日
（各2 時間）
、各回にテーマが設けられたオンライン・ワー
クショップに参加しました。
プリプログラムでは、テクノロジーの基礎的な使い方を知ることに加え、障害の社会モデルや合
理的配慮の考え方について知る時間、プログラムに参加するスカラーやスタッフ・先輩スカラーと出
会う時間、自身の障害に対する考え方や求める配慮について考える時間を持ちました。

日時

各テーマ

▶テクノロジーやインターネットの基本的な操作を知る

1週目

7/17,18

2 週目

7/24,25

▶高等教育機関における障害のある学生への支援を知る

3 週目

7/31,8/1

▶スライドの作成・発表
（1）
：合理的配慮を求める

4 週目

8/7,8

▶スライドの作成・発表
（2）
：合理的配慮を求める

▶障害の「社会モデル」を知る

▶自立と自己決定：自分の時間の過ごし方から自分のやりたいことやニーズを整理する

プリプログラムは、スカラー同士やスタッフ・先輩スカラーと対話を重ね、関係性を作る時間にもなっています。
スタッフや先輩スカラーは、スカラーの自己決定を尊重し、スカラーから質問や相談を受けた時、
「自分はどう考
えているのか、どうしたいのか？」をスカラーに問いかけます。こうした対話は、スカラーが自分が本当に求めた
いニーズに気づいたり、改めて考え直す機会となっています。また、他の障害のある人のニーズを知ったり、障
害種別は違えど「困難」は同じであることに気づき、配慮のあり方について考えを深める機会にもなっています。
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夏季プログラム

１

DO-ITの「D」
「O」は、
「Diversity」
「Opportunity」を表しています。多様な体験や価値観との
日目

2020.8.9 Sun

出会いを期待し、
20スカラーは夏季プログラム会場
「Microsoft Teams」に集合しました。会場には、
先輩スカラー、DO-IT アドバイザー、DO-ITスタッフ（DO-IT プログラムをサポートしている大学・
団体の教職員）
、大学生チューター（先輩・同級生として共にプログラムに参加する大学生）が集まり、
夏季プログラムが開催されました。

夏季プログラム プリプログラム １日目

1-1

レセプション・プログラムガイダンス
9:00

スカラープログラム

1

障害と多様性を理解する

ディレクターより20スカラーへ、歓迎と
エールの言葉が贈られました。スカラーは
自己紹介で、自分の目標や夏季プログラム
で期待していることを話しました。スタッ
フ達の自己紹介の後、夏季プログラムのス
ケジュール、プログラム参加者に期待して
いることが事務局より話されました。

トークセッション「自立と依存を考える」
11:30

熊谷晋一郎

DO-ITスタッフ

最初のセッションは「自立と依存」が
テーマ。
「自立」とは何なのだろう？様々
な障害のある自分たちは「自立」や「依
存」をどう考え、付き合うだろう？ 20ス
カラーはスタッフから投げかけられた言
葉を元に、自分の想いや考えを言葉に
紡いでいく時間を過ごしました。

先輩セッション「大学について語ろう」
14:00

小暮理佳

2015スカラー

牧野友季

2015スカラー

先輩スカラーの「大学生活を共に
語り合いたい」という言葉からうま
れたセッション。20スカラーの緊張
をほぐしながら、大学生活を豊かに
する工夫、学校との関係づくり、就

八巻真哉

2015スカラー

職の悩み、身体との付き合い方、友
達との関係、自分の強み弱みなど、
様々な意見交換が行われました。

アイスブレイク「ようこそ20 スカラー！」
18:00

20スカラーと一部のスタッフのみが
集まり、ゆっくりと語り合う時間。事務
局より送られたお菓子セットを食べなが
ら、スカラープログラムに参加して思っ
ていること、日頃感じている気持ちなど、
お互いを知る時間を過ごしました。

9

夏季プログラム

2

大学の生活を体験する／最先端のテクノロジー活用を知る
20スカラーは、事前に配布された資料やウェブサイトから自分の話したいことを用意し、プログラ
ムに参加しました。自分から行動を起こし、相手と意見交換する体験は、様々なチャンスや情報に

日目

ふれることができる時間になったようです。

2020.8.10 Mon

午後の講義には、10 日参加の夏季プログラム聴講生も聴講参加しました。

大学を知る（1）「大学講義：持続可能な未来を創る」
9:00

飯田 誠

東大先端研

附属 産学連携新エネルギー研究施設
飯田研究室では、次世代の高効率風力発
電システムに向けた要素技術の研究開発、
風力発電に関する国際標準規格策定のた
めの研究開発を中心に活動されています。
研究室
ウェブサイト

先端研で最先端の研究をされている飯
田先生より、研究活動を講義いただきま
した。20スカラーは自分から発言し、積
極的に意見を交わす時間を過ごしました。
また、OneNoteでノートをとったりノート
テイカーを利用するなど、自分なりの受講
スタイルをとり、講義に参加するスカラー
もいました。
飯田先生からの研究者になられた経緯
や、研究で期待している社会課題解決の
話は、やりたいことを続けること、自身へ
期待を持つことの大切さを、20スカラー
へ伝えてくれました。

10:30

大学を知る（2）「東京大学のバリアフリー支援」

中津真美

東京大学
バリアフリー支援室

小野彰子

東京大学
バリアフリー支援室

10

中津さん・小野さんより、東京大学が行っている障害学生への支援の例や支援室の業務内容
を話題提供いただきました。数多くの障害学生が大学で配慮を受けて学んでいることを聞くこと
ができました。20スカラーは、進学時の不安や配慮に対する考えを伝え、助言や提案をもらい
ました。大学のキャンパスを散歩しているように撮ったビデオも見せてくれました。大学のキャン
パスの様子や大学生活を送るヒントをもらう時間となりました。

マイクロソフトスペシャル講義「AI 技術と医療」
「Accessibility at Microsoft」
榊原 彰

日本マイクロソフト株式会社
執行役員 最高技術責任者／
マイクロソフトディベロップメント
株式会社 代表取締役社長

大島友子

日本マイクロソフト
株式会社
アクセシビリティ担当
プリンシパルアドバイザー

マイクロソフトのミッションは「地球上のすべての個人とすべて
の組織がより多くのことを達成できるようにする」こと。
今年は
「AI
のように使われているか、またどのような課題と期待があるかを、
事例を交えながら話題提供いただきました。
20スカラーは最先端の技術や活用について驚きながら、自分
たちの視点から見えてきた疑問を質問しました。その中では、AI
に重要な学習データを準備する段階から多様性を十分に考慮し、

1-1

夏季プログラム ２日目

技術と医療」についてお話いただきました。医療現場にAIがど

１
スカラープログラム

14:00

共催
プログラム

結果にバイアスがかからないようにしなければいけないことや、
AI 提供者の透明性や説明責任の重要性など、普段意識したこと
がなかった AI と倫理についての深い示唆をいただきました。
後半では「Accessibility at Microsoft」として、1980 年代後
半より取り組まれているアクセシビリティについて話題提供をい
ただきました。自分たちの手元にある機器に備わっているアクセ
シビリティ機能の紹介や、特定の障害向けに開発されたアプリ
ケーションや別の用途に使われていた機能が、考え方によって多
様な障害のある人や一般にも便利に活用されている例も話題提
供いただきました。20スカラーへ、アクセシビリティを使う立場
から広げる立場の人になってほしいと、エールをいただきました。
この講義には［夏季プログラム聴講生］も聴講参加しました

マイクロソフトスペシャルトーク「『働く』を語ろう」
15:30

グループに分かれ、日本マイクロソフト株式会社で働く社
員の皆さんに、実際の仕事内容や職務経験を話題提供い
ただきながら意見交換する時間を過ごしました。入社理由、
リモートワークなど時代にあわせた働き方への対応、社員
同士のコミュニケーション、専門職従事者の業務時間、障
害のある社員の支援と業務遂行など、リアルな「働く」を聞
き、ちょっと先の未来を考える機会をいただきました。

18:00

イブニングトーク「夜のフリータイム 1」
自由に集まって話すオンラインタイ
ム。参加できるのは、20 スカラーと
先輩スカラー、チューターと一部のス
タッフだけ。プログラムで感じたこと
やお互いの趣味関心まで幅広く話題
が広がったみたいです。
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夏季プログラム

3

自己決定とセルフアドボカシー／テクノロジーを活かす
20スカラーは、
プリプログラムで自分が求める合理的配慮を考え、
パワーポイントを作りました。
前半は、

日目

合理的配慮を求めるプレゼンテーションを行い、夏季プログラム参加者とディスカッションしました。
午後は、学習や生活場面で解決したいニーズが近いメンバーが集まってグループになり、DO-IT アド

2020.8.11 Tue

バイザーやスタッフ、先輩スカラーと共に、テクノロジー体験を行いました。
この日から 2019 スカラーが参加！賑やかな時間を過ごしました。

セルフアドボカシー「合理的配慮を求める」
9:00

この時間は、20スカラーが準備して

グループ A

きた自分の求める合理的配慮を夏季プ
ログラム参加者にプレゼンし、ディス
カッションする時間です。今年は、3グ
ループに分かれてディスカッションを行
いました。
参加者は、20スカラーに加え、障
害のある生徒・学生の支援の専門家や
スタッフ、先輩スカラー、同級生に近
い視点をもつ大学生チューター。多様
な層が集まり、それぞれの立場から意
見を発します。できるんじゃない？どう
してこの方法を選んだの？他に方法は
ないのかな？「20スカラーは、多様な
角度からの質問に、どう対応し、必要
性を説明するのか？」
20スカラーは緊張しながらも参加者
と意見交換を重ねる中で、自分の求め
る配慮はなぜ必要なのか、どうやった
らよりよい参加方法が見いだせるかを
改めて考え、提案したり主張する体験
をしました。
先輩スカラーからの体験談や、専門
家からのアドバイス、チューターや同じ
グループにいる20スカラーからの何気
ない一言から、
「自分なり」の言葉を見
つけたようです。

グループ C

12

グループ B

13:30

１）印刷物へのアクセス
山口俊光

DO-IT スタッフ

見ることや文字を読むことに困難があ
る場合、テクノロジーは代替手段となって
くれます。前半は、見ることや読むことを

DO-IT スタッフ

サポートする様々な機器の紹介と、パソ
コンやタブレットPC、スマートフォンのア
クセシビリティ機能を体験しました。各自

冨岡美紀子
DO-IT スタッフ

のニーズにあったアプリや機器の紹介も
行われました。
後半は、相談事をグループで出し合い、
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夏季プログラム ３日目

大村美保

１
スカラープログラム

テクノロジーフィッティング ※ 3 つのグループにわかれました。

解決案を話し合いました。

２）思考・活動のマネジメント
近藤武夫
DO-IT
ディレクター

計画や見通しを立て、着実に遂行してい
くことには、ある程度の技やコツがあります。
「ちゃんとすること」という価値観の壁やプ

村田 淳

DO-IT スタッフ

レッシャーに阻まれて、過度に苦手感を持
ちすぎている人もいます。リマインダーや
マインドマップアプリなどのツールをうまく
活用して、やりたいことを形にしていく方
法論を学びました。

３）アクセシビリティの確保
夛田羅勝義
DO-IT
アドバイザー

巖淵 守

身体の動きに制限のある人は、パソコン等の身近な機器を活用するため、自分にあった操作方法や支援機
器を組み合わせて活用する必要があります。直接会って集まれない中、スカラーはスタッフと話しながら、事
前に送付された代替マウスなどを試し、自分にあった支援機器等を考える時間となりました。物を移動させ
るなど、介助が必要なスカラーには、同じ地域のスタッフが現地に訪問し、機器の設定等をサポートしました。

DO-IT
アドバイザー

渡辺崇史
DO-IT
アドバイザー

※現地サポートスタッフとして、
宮谷祐史さん・西村優紀美
先生（DO-IT スタッフ）に
ご協力をいただきました。

イブニングトーク「夜のフリータイム 2」
18:00

自由に集まって話すオンライン
タイム。2回目は、前回のメンバー
に加え、2019スカラーとDO-IT
アドバイザーが参加。いくつかの
グループにわかれ、各々の時間を
過ごしました。専門的な相談もあ
れば、参加した年度が異なるスカ
ラー同士で、夏季プログラムにつ
いて語る時間もあったそうです。
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4

多様な価値観に触れる
大学は同時間に複数の講義が行われ、学生はシラバスを読み、自分の関心や専門分野にあわせて時
間割を作ります。DO-IT では「コンカレントセミナー」と称し、大学の授業選択と同じように、自分の

日目

関心あるセミナーを選択し受講する機会を設けています。今年は計 8 コマのセミナーを実施しました。

2020.8.12 Wed

コンカレントセミナーには、過去選抜されたスカラー、特別聴講生：ダイバーシティコース（P28）
、
夏季プログラム聴講生：12 日参加者（P31）が参加し、多様な意見が飛び交う時間を過ごしました。
夏季プログラムのラストは、交流会が開催されました。

オープニング
8:30

コンカレントセミナータイムスケジュール

20 スカラー、特別聴講生：ダイバーシ
ティコース、12 日参加の夏季プログラム
聴講生が、それぞれのオンライン部屋に
集まりました。20 スカラーは、夏季プロ
グラム最終日を迎えて感じていることを共
有しあいました。その後、先輩スカラー
を含む多くの参加者が集まるコンカレン
トセミナー会場へ、各自ログインしてセミ

A

9:00-10:30

B

11:00-12:30

〈6〉社会課題を

〈2〉見えない障害と

〈7〉自由と

企業での活躍とは

カミングアウト

リーダーシップと
社会的障壁

〈5〉アドボケイトと

支援者との違い

〈3A-3B〉 立場逆転ディベート！
特別聴講生：
ダイバーシティーコース

20 スカラー

13:30-15:00

〈1〉障害のある若者の 〈4〉企業における

障害学生⇔支援者・大学

ナーに参加していきました。

C

詳細は P28

解決する仕事

安全配慮義務

〈8〉身体の声を聴く

夏季プログラム聴講生

詳細は P31

コンカレントセミナーA
9:00

〈１〉障害のある若者の企業での活躍 〈２〉見えない障害とカミングアウト
とは〜障害者雇用施策の基礎から考える〜
池田陽平
厚生労働省

中村健太郎
厚生労働省

厚生労働省の「障害者雇用促進法」

飯野由里子
東京大学

奥山俊博
東京大学
先端研

「障害があるかないかは、外から見

施 策の担当者より、日本の障害者雇

てわかるはず」という考えが根深く存

用施策の様々な仕組みについて紹介

在します。見た目で障害が分からない

いただきました。施策の中にも、自分

人や症状等の変化が大きい人の場合、

のニーズに合致する部分とそうでない

障害や困難さがあると伝えても信じて

部分があることを知る機会となりまし

もらえず、必要な配慮が得られがたく

た。参加者全員で、労働社会へ参加

なります。障害のことをどのように伝え

する際に課題となっている部分は何か

るか？皆の考えを持ち寄り語る時間と

を議論しました。

なりました。

〈３A〉立場逆転ディベート！
障害学生⇔支援者・大学（前半）
村田 淳

西村優紀美

星加良司

大村美保

京都大学

東京大学

富山大学

筑波大学

冨岡美紀子
明治学院大学

障害がある学生の立場と、大学の
教職員の立場。両者が逆転した立場
になってディベートをしました。テーマ
は「大学教育はインクルーシブか」
、
「試
験での合理的配慮はどこまでが合理
的か」
。求めたい配慮がある学生と話
し合いを受ける大学職員の立場にわか
れ、それぞれの立場から議論するロー
ルプレイを行いました。

14

コンカレントセミナーB

１

〈４〉企業におけるリーダーシップ
と社会的障壁
篠原みゆき
P&G Japan

唐沢健司
P&G Japan

〈５〉アドボケイトと支援者との違い
玉木幸則

社会福祉法人
西宮市社会福祉
協議会

奥山俊博
東京大学
先端研

「支援者になりたい」と言うスカラー

はどのようなものと考えられているので

達と一緒に、
「
『支援』とは何なのか？

しょうか。社員に対するリーダーシップ

誰かのアドボカシー（権利擁護）をする」

教育で国際的に著名な企業の社員さん

という切り口から、一緒に考えました。

より、リーダーシップについて話題提供

進学の際に受けた支援の経験を振り返

いただきました。障害のある人が企業

り、自分の想いと周り（親や教員など）

内でリーダーシップを発揮する時、そこ

の考え方にズレや違和感を感じた理由

にある価値に、他と違う部分、同じ部

について皆で考え、議論しました。

学生の立場となり、求めたい配慮を
大学側に伝える現職の障害学生支援
スタッフ、学生から提案された支援を
検討し、返事や提案を返すプログラム
参加者。立場逆転ディベートを通じて、
障害学生支援や合理的配慮について、
配慮のあり方や相互の立場にたって建
設的に対話を重ねる大切さを知る時間
となりました。
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夏季プログラム ４日目

企業において「リーダーシップ」と

〈３B〉立場逆転ディベート！
障害学生⇔支援者・大学（後半）

スカラープログラム

11:00

分はどこかを議論しました。

コンカレントセミナーC
13:30

〈６〉社会課題を解決する仕事
近藤武夫

東京大学先端研

〈７〉自由と安全配慮義務
夛田羅勝義
徳島文理大学

〈８〉身体の声を聴く
土畠智幸
医療法人
稲生会

熊谷晋一郎

東京大学先端研

障害のある学生が自分のありようを

自分の体は、いつも正直に自分自身

とした社会的企業が生まれています。

選び決めようとするとき、本人の知らぬ

に今の状態を雄弁に語ってくれるわけ

CSR（企業の社会的責任）活動に積極

ところで周囲に課せられた「安全配慮義

ではありません。突然、思いもしない

的な取り組みを行う一般企業や、行政

務」は、安全や生命、愛情や安心を人

極限状況になることを経験した人も少な

や企業と連携し、地域の課題を解決す

質に、学生の選択肢や自己決定に迫っ

くないのでは？「自分のシナリオの体の

る研究に取り組む大学もあります。社

てきます。障害のある学生にとって大切

頂上決戦」と称し、
体の声に耳を澄ませ、

会的企業や社会課題解決に関心を持

な自由と安全、その現実と理想につい

自分の体と打ち解けていくことについて

つ参加者が集まり、自らがそこに飛び

て、常識にとらわれずに話し合いました。

話し合いました。

「社会課題を解決すること」を目的

込むことをテーマとして議論しました。

夏季プログラム修了式
17:00

ポットラックパーティ
17:30

Zoom のブレイクアウトルームを活用した交流会を開催
しました。テーマは「好きな物を持ちより（ポットラック）
、
自分を紹介しよう！」
。夏季プログラム参加者全員が集まり、
複数回ランダムに設定されたグループに参加し、お互いの
ことを話す時間を過ごしました。共通点が見つかったり、
お互いの連絡先を交換するきっかけになったりなど、各々
の時間を過ごしました。最後に全体集合写真をパチリ！人
数の多さに圧巻！笑顔で夏季プログラムが終了しました。
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［夏季プログラムを終えた 20 スカラーの感想］

中島 萌絵
Nakajima Moe

埼玉県／大学生

変化していく可能性があることを実感した
「多様な価値観に出会いたい！」私は刺激と変化を求
めて、DO-ITに応募した。

こうした行動も、支え、応援してくれる人がいる環境

20スカラーとしての活動が始まり、年齢も障害内容

だからこそできる。今は、DO-ITという様々な悩みを相

も異なるスカラーなどとの議論や相談を通して、新た

談できる場所や仲間を得ることができた心強さがある。

な気づきや学びを得ることが多くあった。お互いの意

私は当初 DO-ITに参加したら、障害により生じる悩

見を否定することなく、対話し合える環境はとても居

みが解消されていくのではないかと考えていた。実際

心地が良く、オンライン開催だったが、スカラーをと

は、多様な考えや様々なトピックに触れるたび、考え

ても身近な存在と感じている。

込むことが多く、細かなところまでまとまっていない。

またこの参加を通して、自分で考え行動する難しさと

しかし20スカラーとして活動を通じ、答えはすぐに

重要性を実感した。私はプログラム中、親元を離れ過ご

見つかるものでも、誰かが教えてくれるものでもなく、

すことにした。テクノロジーフィッティング時に、機材調

自分自身が考え行動を起こす中で徐々に築き上げるも

整にサポートが必要なため、
人員を確保する必要があった。

のなのではないかと考えるようになった。

当初考えていたヘルパーを調整することができず、自分で

まだまだ知らないことや深めていかなければならな

行う他方法がないと考えていたが、事務局にサポート人員

いことが多くあるので、今後も学び続ける。と、ともに、

の派遣を「依頼する」ことで、解決した。自分の手元にあ

誰もが排除されることなく、挑戦し続けられる社会づく

る選択肢以外のものを交渉により、創りだすことが初め

りの一助になるという目標に向かって歩んでいきたい。

てだったため、勇気がいることだった。まずは、言葉にす
ることで変化していく可能性があることを実感した。
この経 験から、私は今まで配慮や依 頼をする際
に、自分の希望と相手の負担を無意識のうちに考え、
BETTERなものを選択していたことに気づいた。同時に、
相手の負担さを私の価値観で判断することはできない
と思うようになった。重要なのは
「私は何がしたいのか」
、
そのためにどうしたら良いか具体的な考えをもち、私に
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とってBESTなものを相手に伝えることだと思う。

１
スカラープログラム
夏季プログラム

1-1

笹田 彩華
Sasada Ayaka

静岡県／高校生

夏季プログラムを終えた

私が伝えようという意 欲を持たなければ
がある。全ての人に適用できる社会に変えて行く必要が

ことはマイナスなことばかりではないということです。私

あるのです。だから、私には障害をもつことで社会を変

は今まで自分が障害者であると周りに感じられてしまう

える力を手に入れました。決して多数派ではない存在が

のが怖くて、出来る限り他の人と同じように生きることを

社会の変化に必要で、少数派にしか求められない、作

大事にしてきました。だから、多少の困難さも仕方がな

れない社会があるからです。同期スカラーが言いました。

いという一言で片付けてしまったり、自分の困難さを人

「僕らは天才」
、障害をもつ私にしか出来ないことがある、

に言ったり、自分が理解することをしていませんでした。

私達しか感じられない感情がある。私達は奇跡的な存

自分が凄く無力で弱い人間であることを認めてしまうよ

在で無敵の力をもっています。

うな気がしていました。

夏季プログラムは、オンラインだったからこそ、相手

でも今は、自分がきちんと困難さについて理解するこ

と冷静に意見をぶつけ合えました。その中で私は、相

とは、人生をより良く生きるために必要だと感じていま

互関係で相手を尊重することの意義深さを感じていまし

す。数値で表したり、専門家の力を借りたり、自分自身

た。障害の種類も置かれている状況も違い、
ましてや会っ

の経験をもとに伝えたり、どんな方法でも自分自身で意

たこともない者同士で、互いの困難さを知り、本当はこ

思表示をしていくことは、私のするべきことです。私の

ういう社会に生きていたいという願いを知り、将来はこ

困難さは私にしかわからないことで、私が伝えようとい

うしたいと夢を知り、相手の深いところまで知ることに

う意欲を持たなければ、相手に伝えるのが困難なこと

なりました。その場にいる全員が、相手の考えを聞こう、

です。

相手の価値観を理解しようと真剣だったあの空間にいれ

自分で困難さを伝えて行くことは、自分の弱さを認め

20

スカラーの感想

私が DO-IT に出会って一番感じたのは、障害を持つ

たことが、私にとって貴重なものでした。

ることではなく、社会を変えるために私がなすべき責務

私は、これからはもうちょっと自分勝手に生きようと

であると感じています。例えば、車椅子で一人で出かけ

思っています。今までは、たとえ自分の求める全てが与

られない問題の根本は、障害をもつ私自身にあるので

えられなくても、障害者なのにここまでしてもらえてい

はなく、社会に問題があることが大前提にあります。車

る、これだけで感謝…そう言い聞かせて、多少の理不

椅子の人は、どこにも自由に行けない可愛そうな人、車

尽さや疑問に目を伏せてきました。今、私はそこに問題

椅子の私に移動の自由がないのは仕方がないことでは

意識を持ちます。この夏の出会いで、私がテクノロジー

ない。私は、社会に平坦な道を作ってほしい、タイヤが

や周りの人に頼って生きることはズルいことではなく必

はまらない大きさの溝にしてほしいと求める権利を保有

要なことだと気づきました。何よりも今、自分が何をし

し、社会は車椅子の人の声を実際に反映していく責任

たいのか。それを大事に生きようと思っています。
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竹内 一真

Takeuchi Isshin

東京都／高校生

自分が自分自身のことを全 然知らなかった
感想を一言でいうと、
「独りよがり」から「周りよがり」
になれた。

分の発表は、自分がしたいことや、して欲しいことよ

プログラムに参加する前の自分のことを話す。知り

り、相手にとっての利益や迷惑さに重きをおいている

合いじゃないと助けを求められず、ただ助けられるの

発表だった。それに対し、自分が求めることや、相手

を待っていた。そして、自分は助けてもらう側なのに、

にしてもらいたいことを、まず先に伝えることが大事だ、

自分は「相手に迷惑かどうか」しか考えていなかった。

というフィードバックがあった。フィードバックの一つの

つまり、
「独りよがり」だった。だから、相手に何かを

言葉では、
「配慮を求める側が何も言わず相手にわかっ

頼む時、親などに、
「して欲しいことを、もっとはっき

て貰うというものは、障害者差別解消というものでは

り言って。
」と言われることがあった。けど、当時の自

ない」というものがあった。配慮を求める側の状況（助

分には、言っていることがよくわからなかった。その原

けてもらう状況）は、配慮を求める側から具体的に自

因は、親でも誰でも何かを頼むときに、自分のしてほ

分が求めたいことを話して求めなければ、相手はその

しい事と、相手に迷惑にならないかを「3：7」くらいで、

状況も分からないのだ。

自分の中で考えていたからだと思う。つまり、自分がし

その他、プログラムに参加して、伝えたいこと・気づい

てほしい事と、一方で相手に迷惑じゃないか、の考え

たことを記載する。
「できないことはしょうがないけど、周

が混ざったまま、相手に伝えていたからだ。

りに頼ればできる。相手に迷惑かどうかを考えていても、

プログラムに参加して変わったことがある。自分は、
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表した後、多くのフィードバックが周りからあった。自

何もできないままだ。
」ということだ。また、将来に繋が

街や学校で困ったときに、通りすがりの人に声をかけ

りそうなこととし

られるようになった。相手が迷惑かどうかは一旦置い

ては、重 度訪問

といて、自分が「助けてほしい事」を、
「ハッキリ伝え

介護がどういうも

ること」を考えようと思ったら、自分が困ったら誰かに

のなのか、プログ

声をかけるのが当然ぐらいの気持ちになれた。つまり、

ラム参加者で実

「周りよがり」になれた。例えば、エレベーターのボタ

際に使っている人

ンを押してもらうことや、落としたものを拾うなどだ。

の話を聞いて、自

でも、なぜ自分がそう思えたのか。それは、
「助け

分が一人暮らしを

てもらう」ということの価値観が、自分の中で変わった

して、今後生きて

からだ。具体的には、プログラム 3 日目の「合理的配

いくことに希望を

慮を求める」の発表の時だ。自分の合理的配慮を発

持てたことだ。

１
スカラープログラム

Tanaka Ayano

富山県／大学生

1-1

夏季プログラム

田中 綾乃

夏季プログラムを終えた

「ないものは作る」
私は支援者になりたいと思っていた反面、自分の周

れが私の夢だ。先天性の視覚障害（弱視）と付き合

囲に相談できる人がいなかった。甘えていると思われ

いながらその夢に向かって大学で学んでいるのだが、

るのではないかと考え、相談することを控えてきた。

いくつか不安が生まれるようになった。どんなふうに

しかし、自分の困難さを理解しようとしてくれる人が

働こう？大学院進学はどうしよう？自分と異なるニーズ

いる、支援の新しい道を探そうと奮闘している人がい

を持つ人にどう接したらいいだろう？これらのことを解

る。これを知っただけで、心強く思えた。一人で悩ま

決するヒントを得たいと思い、プログラムに参加した。

なくていいと思えて以来、進学、就職などの未来が少

だが、それは私の想像以上に刺激的な体験だった。

し具体的になったように思う。皆で障害や支援につい

私は自分の障害に対して、あまりネガティブに考え

て語り合う時間を通して、何があっても一人で解決し

たことはない。支援をお願いする時も、自信を持って

なければならないというプレッシャーから解放された。

ためらわずに依頼することができると思っていた。
「良

この夏、私は多くの発見をし、大切な仲間と出会う

い意味での適当で乗り越える」という潔い性格から、

ことができた。だが、これはスタートラインに立った

それが自分の強みだと勘違いをしていたようだ。これ

に過ぎない。このプログラムで出会った仲間とこれか

はただポジティブなだけでも、潔いだけでもない。無

らも繋がり続け、自分の叶えたい未来に向かって歩ん

意識のうちに諦めていただけだ。自分のニーズを真剣

でいきたい。
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「音楽療法士として、障害児支援に携わりたい！」こ

に考えていたのではなく、前例のある配慮をお願いし
ていただけだと気付いた。
私がこれから求めたいと思っ
ている支援は、前例のないものであり、携わりたい仕
事は適当というわけにはいかない。自分は何をしたい
のかを明確にして「ないものは作る」という考え方で
支援について深めていくことを、プログラムで知ること
ができた。
自分のニーズを伝えることは、簡単なことではない。
これが本当に「自分の」ニーズなのか、この説明で伝
わるだろうかと迷うこともある。そんな時には、仲間
に頼ってもいい！私はこのことを理解はしていたが、プ
ログラムを通して本当の意味で納得できた。
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柏木 杏

Kashiwagi Anne

東京都／高校生

否定されることはプロセスの一部
DO-IT は、私にとって新しい世界でした。

用にしました。画面に近づきリアルタイムでチャットを

今まで聞いたことのないような障害を持っている人

読み、返信もできるようになりました。教室の後ろで

がいたり、自分が「障害者だからできない」と思って
諦めていた一人暮らしなどをしている人がいたり、今

三つ目はノートです。最初はプログラム中、
自分でノー

まで出会ったことのない人ばかりで、すごいと思いま

トをとっていました。でも、情報量が多くて追いつけ

した。

ない上に目が疲れたので、事務局の人に相談し、人に

プログラムへの参加方法にも驚きました。参加をし

代わりにノートをとってもらう事（ノートテイク）にしま

て情報が取れていれば、参加形態は問われないので

した。講義では、聞く事に専念できるようになり、後

す。チャットで発言する、UD トーク（人が話している

から見返すこともできました。

言葉を文字に変換してくれるアプリ）で話を聞き取る、

DO-IT に参加して、困ったら一人で抱えずに、相手に

一つのデバイスでカメラを見ると同時に、もう一つで

伝えると一緒に解決してくれることを体験しました。相

チャットを見る、ベッドに寝ながら参加する、色々で

手に言わないでそのままになってしまうことが問題で、

した。毎回ミーティングは録画し、見逃したところを

否定されることはプロセスの一部と考え、自分の求め

見返すことができました。

たい配慮をそのまま伝えるべきだと分かりました。これ

参加して大変だったことは、3 つありました。

を体験してから、困ったことを周りの人に言えるように

一つ目はスケジュール管理です。プログラムと、そ

なり、否定されることが前よりも怖くなくなりました。

れ以外のやるべきことのバランスを取ることです。プロ
グラムが午前と午後フルにあり、その上に夏休みの宿
題でレポートまで書く必要がありました。
二つ目はチャットです。声で発言するよりもチャット
の方がカジュアルで、面白いです。私は弱視で視力が
0.05 くらいで、画面に顔を近づけないとよく見えない
ので、初めはチャットに参加せず、事務局の方に読ん
でもらっていました。途中で参加したくなりましたが、
自分で返信できなくてもどかしかったです。そこで 2
台目のデバイスを使いたいと伝え、チャットを見る専
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雑談している感じがして楽しかったです。

１
スカラープログラム

Kato Hiroe

山形県／中学生

れも私にとっては初めての経験で、とても新鮮でした。

誇る花も 明日は枯れる
（詩人ホラティウス “Carpe

すごく悩んだ結果、牛丼とサラダ、みそ汁を食べました。

Diem”）
』
。
「自分らしく生きること」
、これはこれからの

苦しんできました。でも、誰かが次のアクションを起

私にとって、大きな目標でもあり課題でもある。
私には識字障害と書字障害、自閉症スペクトラム、

20

スカラーの感想

『バラのつぼみは早く摘め 時は過ぎゆく 今日咲き

夏季プログラムを終えた

多くの新しい道を開拓し、創造していきたい

1-1

夏季プログラム

加藤 弘絵

こすときに自分が創った新たな事例が、一つの大きな
土台となれば、と思います。多くの人々とともに、自分

チック、手足の基本動作を行うことへの困難、聴覚過

が進み、歩むことで、多くの新しい道を開拓し、創造

敏の障害があります。将来はニュージーランドのオタゴ

していきたいです。そして、いつかは私も誰かから頼っ

大学・大学院医学部に進学して、医者兼法医学者にな

てもらえる「フォロワー」的な存在、また、誰かの夢や

ることを目指しています。

思いを強く後押しできる一人のパイオニアとなりたい。

今年の夏、DO-IT Japanのプログラムに参加するま
で、私は何かアクションを起こすたび、
「みんなの期待
に応えなきゃ。
」と感じ、周りにはずっと本当の自分で
はなく、
偽った自分を見せ続けてきました。
本心に逆らっ
て我慢し続けてきた私は、毎日がとても苦痛でした。
小学校の６年間、私は自分が勉強したくても、文字
の読み書きが苦手だったため、授業を受けられません
でした。現在も自分に必要な合理的配慮が整った勉
強や授業を受けられずに、ほぼ独学でここまできまし
た。このようなつらい過去の経験から、私は将来へ大
きな夢を持ちつつも、あきらめを感じていたのかもし
れません。
プログラムの期間中、まず求められたのは「自己決
定」
。
「自己決定」を「実行」することは、私にとって全
く初めての経験であり、新たな一歩を踏み出す瞬間で
もありました。夏季プログラムの中で、自分のお昼ご飯
を、自分で決めて食べる、ということをやりました。こ
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松本 叶夢

Matsumoto Kaname

島根県／高校生

「違う」人から学べる事がたくさんあった
20スカラーとして活動しはじめ、9人のメンバーに出
会った。

今回はすんなりと「試してみたい」という気持ちになっ

私の持っているASD や、アーレン以外の障害を持っ

ていた。今まで、周りは健常者ばかり。障害があって

たメンバーに出会った。そこで知ったのは「補い合うこ

も健常者と同じようにやっている人が多数だった。しか

と」だった。視覚の障害がある人には、発言の際に必

しDO-ITで「やってみる」人だらけに囲まれたことで、

ず自分の名前を言うことやコメント欄を読み上げる事。

私もやってみることができた。

聴覚の障害がある人へは、しゃべっていることを可視

人間で、よかった。

化できるようにすること。それは私にもできることだっ

地域、年齢、性別、障害、趣味、何もかもが違う人

た。その私にもできる事は、
これからの長い人生を生き、

がたくさん集まりしゃべり倒した夏季プログラム。たま

コミュニケーションをとり、自分を育てていく中で大切

たま日本に生まれて、たまたま違いができて、たまたま

な知識だ。もちろん私にも出来ないことがある。しゃ

DO-ITを見つけて、選ばれた人たちは、私にたくさん

べっていることの可視化は、特に私にとって重要性を

影響をしに来てくれた。今年はコロナウィルスでオンラ

感じた。

インとなってしまい、オンラインやSNSが苦手（現実味

プログラムの中では、自分とは別の障害がある人の

がなくテンションが上がらないから）な私にとっては少し

配慮例に出会った。私にも欲しい配慮があった。
「違う」

大変だったものの、とても意味のあるプログラムだった。

人から学べる事がたくさんあった。

来年以降、実際に東京に行けたのならば、私は周りの

「やってみる」が、できるようになった。
私は今まで、使えそうな機器を紹介されても、健常
者と違うことが嫌で試してこなかった。それがプログラ
ム後には、ノイズキャンセラーやノートテイカーの体験
やスマートウォッチを使って生活してみることなどをし
ていた。最初は周りのマネだった。周りのスカラーが
いろんな手段を試していて「自分はなんもしてない？！」
ということに気づき、焦り、最初はやっている人の試し
たものをマネしただけだった。
周りの影響とはすごいもので、そこから機器を試す
ことが増えた。プログラム後に知り合いから紹介され
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たノイズキャンセラーも、過去にお試しを断っていたが、

影響をもろ受け、輝いた自分であり続けると思う。

１
スカラープログラム

Yoshikawa Zen

京都府／高校生

けてもいいよ」と言われても、
そんな勇気は僕にはない。

という曲がある。元々気に入っている曲だが、和訳した

僕の不安なぞ知ったこっちゃないと言わんばかりに夜

歌詞を知って好きになった曲です。理由は自分の思って

は明け、プログラム1日目がやって来た。

いたことと、この曲の歌詞と重ねたからだ。著作権が

と、ここで少し話がそれるが、僕はコミュ障である。

あるので全文の歌詞を乗せることはできないが、主に

このコミュ障は、相手の年齢が近いほど重度となる。

自分と重ねた部分は「僕が今より若かった頃、人の力を

幾度もの入院や手術で、同じ病室のおじいさんや看護

借りたいなんて全然思わなかった。だけどそれも今じゃ

師さんと話すことはあっても、クラスメイトなどの歳の

昔のこと。自信がぐらついてきたのさ」という部分です。

近い人と話す機会が少なかったからだ。

例えば僕の好きな写真でも、編集作業が苦手な僕

字数も限られていることなので結論へと急ぐが、僕

は「ならば編集する必要のないようなすごい撮り方をす

の不安も心配も杞憂だった。難しい話もあったが、こ

ればいいじゃないか」と考えていて「苦手なことは人に

のために集まってくれた人たちの話はどれも面白く、色

お願いする」という発想がありませんでした。でも、持

んな人が話しかけてくれたり反応してくれたりする楽し

病の「神経線維腫症Ⅱ型」という聴神経腫瘍が発生し、

い 4日間だった。今は自分のことでいっぱいいっぱいだ

難聴、めまいや手足のしびれなどの症状、あらわれる

けど、この 4日間で今度は僕が誰かの不安や心配を杞

遺伝性疾患がにわかに進行し、歩行困難や難聴などの

憂に変える手助けをしたいと思う心のゆとりができた。

症状があらわれてきた時、気がついていたことだが、や

今回は暴君コロナがのし歩いているのでオンライン開

はり人間がたった一人で成し得ることができることなん

催となり皆と会うことは叶わなかったが、いつか集まれ

て言うのは微々たるものだし、得意なことは得意な人に

ることがあったら直接話したり、一緒にどこか旅行にも

役割を分担したほうがスムーズに、かつ良いものができ

行きたい。

るだろうと思った。なにより以前の考えは、長い闘病生

僕の記憶の限りではおそらく初めて、自分のように

活で友達を作る機会に恵まれず、友達の作り方もよく

体に何か病気や障害を抱えている年の近い人たちと話

わかっていなかったことにも起因していたため、年を重

しあうことができた。とてもいい経験になったと思い

ねるごとに、いい加減心細くなってきたので友達が欲し

ます。特に、具体的な内容は忘れましたが、熊谷先生

かった僕は、すぐにこの新しい考えを採用しました。

との会話で話した「障害は諸刃の剣で悪いことばかり

夏季プログラム前日、朝から晩まであるスケジュー
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スカラーの感想

僕の好きな曲の1つにTHE BEATLESの「HELP！」

夏季プログラムを終えた

ポジティブな考え方は 、だいぶ心が 楽になる

1-1

夏季プログラム

𠮷川 然

ではない。楽しいことや役に立つこともある」というポ

ルを見て「これはしんどそうだ」と密かにため息してい

ジティブな考え方は、だいぶ心が楽になると思うので、

た。
「しんどかったら一旦抜けて休んでも、寝ながら受

多くの人に教えてあげたいと思いました。
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小野 克樹

Ono Katsuki

東京都／大学院生

対話や試行 錯誤を重ねながら
私には「誰もが自己実現出来る社会」を作りたいと

が気楽になった。次に、私や20スカラーが行ったプ

いう夢がある。この夢を叶えるには「多様性が内包さ

レゼンに対して多く頂いた、相手のメリットはあまり考

れた社会」を作る必要があると、私は考えている。
「多

えなくて良い、というコメントに対する私の見解を記す。

様性が内包された社会」を作るには多様性を理解す

たしかに、理想の社会もしくは相手に理解が有れば、

る必要がある。この多様性を理解することが、私が

相手のメリットは必要ないと思う。何故なら、権利を

DO-ITに参加した理由の一つである。

主張しているだけだからである。しかしながら、私の

私が DO-IT で多様性について感じたことは、次の

経験上、理解のない相手に配慮を求める際には、相

通りである。DO-ITは多様な障害者がいるにも関わら

手にメリットを示すことが有効だと思う。この相手のメ

ず、お互いに、自らが出来ることを行い他者の困難さ

リットのことについては 20スカラーの間でも様々な意

を支える文化があり、さらに、他人の目を気にせず話

見があり、議論すべき論点だと思う。以上がこのテー

し合える文化もあり、これは、一種の多様性が内包さ

マで、私が感じたことであり、私達が合理的配慮を求

れた社会であると言えるのではないかと思った。そし

めることについては、対話や試行錯誤を重ねながら、

て、このような環境下で経験した、多様な障害者がい

私自身も理解を深めつつ、社会でも当たり前になるよ

ても、テクノロジーを活用しながら、お互いに支え合

うにしていきたいと思う。

えば、卒なくコミュニケーションが取れて、楽しく有意

最後に、私が DO-ITに参加して最も良かったと思

義な時間を過ごせるということは、私にとって新鮮な

うことを書く。それは、志が高く夢に向かい、懸命に

発見であった。また多様な障害者と話す中で、私には

生きる障害のある仲間や、私を応援して力を貸して下

想像し得ないことを知れたり、意外にも、共感できる

さる人達に出会えたことである。このことは私に勇気

ことが多いことには、
興味深く感じた。これらのことが、

や安心感を与えて、私はこれまで以上に、困難に立ち

私のDO-ITに参加して多様性について感じたことであ

向かえるようになった。これからも様々な困難に苛ま

り、このような社会を創りたいと思った。

れると思う。しかし私はもう一人ではない。だから私

ここからは夏季プログラムの一つのメインテーマで

は、夢を叶える為に、そして社会をより良くする為に、

ある合理的配慮について、私が感じたことを率直に記

DO-IT で得た力を活かし、何があっても、進み続ける。

す。まず、私は、障害の社会モデルを知らなかった。
その為、これまでは少なからず配慮を求めることに申
し訳なさを感じていた。しかし、障害の社会モデルを
知り、障害は社会が生むとわかり、配慮を求めること
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１
スカラープログラム

荒屋 沙紀
Araya Saki

1-1

夏季プログラム

富山県／高校生

自分自身の能力を発揮する方法の一つ
さらに、
「障害を持つ仲間に出会う」ことができまし

の先、どうなるのだろう？」と不安を抱えていました。

た。一人一人は、障害も違えば夢や目標も違います。

この夏、DO-IT に出会い、もやもやしていた自分の将

でも、出会って１か月足らずで切磋琢磨できる関係を

来像を、よりはっきりとさせることができました。

構築できたことは嬉しかったです。そして、困難を感

スカラーの感想

20

将来について具体的に考え始めた高校３年の春、
「こ

まず、支援機器の使用を通じて、自分の身体への

夏季プログラムを終えた

他者や機器に依存することは決して甘えではなく、

じながらも自分の道を開き続ける仲間がいることは、

自己理解が深まりました。専門家の方が私のニーズに

あらゆることへの挑戦を続けたい私にとって大変心強

合った支援機器の情報提供をしてくださり、実際に機

く思います。最高の仲間に出会えたこと、多くの方に

器を試したところ、身体の負担が大きく軽減したこと

支えられて生活を送れていることに感謝します。

から、これまで無意識のうちに身体を頑張らせていた

先程も述べたように、困難を抱えている人の中に

ことに気づきました。身体的負担が積み重なり、病気

は、今までの私のように、他者や機器に依存すること

の進行に繋がっていたと思います。今後は「身体に負

に抵抗がある人は多くいると思います。他者や機器に

担をかけて学習する」のではなく、身体状況に合った

依存することは決して甘えではなく、自分自身の能力

方法で学習をしていきたいです。

を発揮する方法の一つであること、そして、障害や病

また、自分の中での「自立」に対しての考え方が変わ

気があっても自分を持ち続けることの大切さを、私が

りました。人は、必ず何かしら誰かしらに依存して生活

経験したことを軸に積極的に他者へ伝えていきたいで

をしているから、障害者も他者や機器に依存すること

す。障害や社会への理解を深め続け、よりよい支援者

は決して甘えではない、ということを学びました。依存

となって社会に貢献できるよう努力し続けます。

先を増やすことにより、災害時などあらゆる事態に対応
することができます。私も今後、少しずつ他者や機器へ
の依存を増やし、自立する体制を整えていきたいです。
次に、
「アドボケイト」という新たな言葉に出会いま
した。アドボケイトとは、相談者の背中を押し、権利
擁護をすることです。人それぞれ育った環境も違えば、
考え方も異なるので、自分が支援者の立場になった時
に、自分の経験・考えを伝えることで、相談者にとっ
て異なる視点を持つことに繋がると思います。
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1- 2 夏季プログラム後に行われるスカラープログラム

DO-IT の
「I」
「T」は、
「Internetworking, and Technology」を表しています。夏季プログラム後、

スカラーはテクノロジーを活用した年間を通じて開催されるプログラムに参加しました。

今年は現地でのイベント参加はありませんでしたが、地域の枠を越え、各自関心があるイベント
に参加しました。ギャザリングは、定例で行っているものに加え、スカラーが自由に集まることが
できるフリールームが開設されたり、DO-IT スタッフやアドバイザーとスカラーが雑談をしあう時
間も多く持たれました。オンラインミーティングには多くのスカラーが集まり、活発な議論が行われ
ました。

メーリングリストでの情報交換
SCHOLAR

STAFF
ADVISOR

全国や海外にいるスカラー同士が、オンライン上で自由
に、
近況報告、
情報提供・共有、
悩みや困りごとの相談、
ディ
スカッションなど、幅広い内容のやりとりをするために活
用しています。メーリングリストには、DO-IT スタッフや
アドバイザーも登録されており、情報提供や、スカラーか
らの受験や生活についてアドバイスを行う場所としても利
用されています。

オンラインミーティングへの参加
主に Zoom を通じて、
オンラインミー
ティングを定期的に実施しました。各
月にテーマが設けられており、スカラー
それぞれが自分の意見を発言しあい、
活発な意見交換が行われました（今年

4月

近況共有会

5月

スカラー企画「当事者組織と私たち」

6月

（話題提供者：スカラー）

（オープンキャンパス予定だったため実施なし）

のテーマは、右表を参照）
。スカラー

7月

夏季プログラムに向けたマインドセット

が話題提供者となり、自分の考えや経

9月

ようこそ！20 スカラー：配慮について語ろう

10 月

防災と向き合う

オンラインミーティングは、テーマ

11 月

試験や入試における合理的配慮

に対する意見発信だけでなく、自分の

12 月

ギャザリング

配慮を求めたり多様性を知る機会にも

1月

雇用との付き合い方

2月

自分自身を言語化して伝える

3月

ギャザリング

験を後輩に伝える企画もありました。

なっています。
「口頭での会話が難し
いため、チャットを利用したい」
、
「聞く
ことや話された内容を頭の中で整理す
ることが難しいため、会話をテキスト
で可視化したい」
、
「見ることや読むこ
とが難しいため、チャットを読み上げ
たい」など。自分が参加する上で必要
な配慮を考え、事前に相談したり配慮
を求めたりする自発的な行動や、他の
スカラーの準備や配慮を知る機会にも
なっています。
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2020 年度：オンラインミーティング・ギャザリングのテーマ

（話題提供者：DO-IT スタッフ）
（話題提供者：スカラー）

（話題提供者：スカラー）

ギャザリングの開催・参加

１
スカラープログラム

スカラーは、毎年約 10 名程度選抜され、所
属も出身地も様々です。スカラーがお互いを
知る機会としてギャザリングを開催しています。
ギャザリングは、スタッフやスカラーが企画を

夏季プログラム後に行われるスカラープログラム

1-2

たて、関心事や共に体験したいものを準備し、
交流しています。
毎年、セミナーやイベントの後に開催してい
ましたが、今年は積極的にギャザリングが行
われました。趣味や最近気になっていることを
話す時間、働いて感じることなどの話題を持ち
寄って集まる時間、映画を一緒に鑑賞し意見
交換する時間などがありました。
2019 年3月に海外リーダーシップ研修に選
抜され、プログラムを終えたスカラー 2名が、
プログラムで得たことや体験談を発表してくれ
ました。

イベントの参加
福祉機器の体験など、イベントに出かけて意見交換を行
う活動や、スカラー自身が企画を立ててオンラインセッショ
ンを開く活動などを主に行っています。
今年は、オンラインで開催される数多くのイベントの情
報をメーリングリストで共有しあい、関心があるイベントへ、
それぞれ参加しました。

個別相談の実施
個々のスカラーが直面している問題や困難の解決に関わる相談を、共に考え
る機会として個別相談を行っています。スカラーは、自分にとって必要不可欠
な配慮を、学校、高等教育機関、大学入試センターなどに求める活動に対し、
DO-IT Japan はスカラーから希望や考えを聞き、
「セルフ ･アドボカシー（自己
権利擁護：自分にある権利を主張し、自分が参加する活動に対し、必要な配慮
を説明し求めていくこと）
」が実現するよう、必要な情報やアセスメントの実施
を行っています。

海外リーダーシップ研修
今年は大学生を対象として選抜が行われ、スカラーが 1 名決定しました。渡航を予定
していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、延期としています。
※ 2021 年 2 月予定の国際シンポジウムにオンラインで発表を予定しています。
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1- 3 特別聴講生プログラム

今年は 13 名が選抜され、各自選抜されたコースに参加しました。9 日に開催されたテクノロジーコース

には 8 名が参加し、12 日に開催されたダイバーシティコースには 5 名が参加しました。それぞれのコース
に先輩スカラーが参加し、テクノロジーの使い方をサポートしたり特別聴講生と意見交換しました。

共催
プログラム

テクノロジーコース : テクノロジーを使った多様な学び方を体験する ［8月 9日（日）］

●テクノロジーセッション「テクノロジーと自分の好きな学び方」
夏季プログラム前に、
「Microsoft Teams（コラ
ボレーションツール）
」や iPad の基本的な使い方を、
自己紹介を通じて行いました。プログラム当日は、
iPad をノートと鉛筆の代わりに活用する体験を行
い、自分にあう学習スタイルを探しました。

●先輩と話そう！「ちょっと先の未来のこと、自分との付き合い方」
読み書きに困難がある先輩スカラーと、自由に意見交
換する時間を過ごしました。先輩スカラーの過去の経験、
学校や学習の相談、進学先の選び方、友達との関係など
が話題にあがりました。先輩スカラーからのエールも勿論
ですが、一緒に参加している仲間のことを知る機会から、
自分の希望を考える時間にもなったようです。

●先端研クエスト 2020「目指せ！テクノロジーマスター」
プログラムで学んだことが活かせ
るか。参加者たちは、読み書きが
必要な様々なミッションを、iPad の
機能を活用しながら達成していく
「先
端研クエスト 2020（謎解き）
」に挑
戦しました。仲間とアイデアを出し合
いながらミッションを達成。謎を解い
た後は、
ご褒美タイム！

ダイバーシティコース : 多様な価値観にふれる
コンカレントセミナーへの参加

詳細は P14-15

夏季プログラム 4 日目「コンカレントセミナー」に
スカラーと共に参加しました。振り返りセッション
では、大学生チューターが加わり、参加したセミナー
で感想を話し合いました。DO-IT アドバイザーから
の情報提供もあり、自分の考えや希望を整理する
時間をすごしました。
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］
［8 月 12 日（水）

［プログラムに参加した特別聴講生の感想］
僕は、DO-IT に入ってからいろいろなテクノロジーの使い
方を学びました。夏季プログラムでは、スカラーの先輩達が

橋田 翔哉

来てくれていっしょに、
質問とか話をしながらビックイースト
（※

小学生

す。はじめはすごく緊張して、かたまってしまいましたが、問

先端研クエスト）の問題に取り組むことが出来て嬉しかったで

Hashida Shoya

れるようになって良かったです。
僕は今、チャットと読み上げがとても役に立っています。
チャットをすることで、入力が全くできなかったけど、文章が
打てるようになりました。読み上げ機能は、自分の知らない
漢字が出てきた時、ちゃんと確認出来るからです。DO-IT で

1-3

特別聴講生プログラム

題を解いているうちに、他の人たちとコミュニケーションを取

１
スカラープログラム

テクノロジーコース

は、何を隠したりしないで話が出来るから、すごく嬉しいです。
初めてのプログラム。緊張してあんまり話せなかった。
Teams（テレビ会議ができるシステム）をしてから、みんなと
話せるようになってだんだん慣れてきた。
先端研クエスト。手紙四天王、動画四天王、計算四天王、
川柳四天王がいた。スカラーチューターやチューターの先輩
たちとのこと。好きな物についてうまく話せた（と思う。
）

田中 陸翔
Tanaka Rikuto

小学生

これからも DO-IT で学んだことや経験などを生活する中
で活かしていけたらいいと思う。

ダイバーシティコース
私はもっと自分のことを知り説明する術を探さなければな
らないと感じました。
「立場逆転ディベート」では、学生が大
学に合理的配慮を申請するという設定でロールプレイをしま
した。そのとき私は役が持っている障害について何も知らな
かったから、大学側からの踏み込んだ質問に対して答えられ
ず、こういうことだろうとわかっていてもうまく言葉にできま
せんでした。このことを知らなかったから仕方ないと片付け
てしまうのは簡単です。しかし、ロールプレイの中でされたも
のと似たような質問をされたとき、果たして私は根拠を明確

一伊達 周

Ichidate Amane

中学生

にして適切に説明できるか、ふと疑問を抱きました。今回の
プログラムに参加して今後の課題だと気付きました。
合理的配慮について知る良い機会でした。日本の支援教育
はまだまだ遅れているなと感じました。みんな辛い気持ちは
一緒なんだと思いました。アクションを起こすのが一番と改
めて思いました。そして、今回、習った事を応用しようと思い
ました。そして、後輩たちの為に、関西の教育を変えたい意
欲が一段と増しました。
9 月に校長先生と改めて会議を行いました。夏季プログラ
ムで習った事を生かして喋りました。そして、気づきました。

河内 晴希

Kawachi Haruki

中学生

学校側は建前で喋るのだと、分かりました。今度、校長先生
に「建前でなく、本音でお答え下さい。
」と言うようにします。
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1- 4 夏季プログラム聴講生

今年は計 15 名が採用され、案内された夏季プログラムのセッションに聴講生として参加しました。10 日

は 7 名が参加し、
12 日は 8 名が参加しました。各日程、
聴講セッションの前後にオープニングと振り返りセッ
ションの時間が設けられ、先輩スカラーと DO-IT アドバイザーも参加しました。

夏季プログラム 2 日目：マイクロソフトスペシャル講義 聴講

［8 月 10 日（月）
］

集合・オープニング
13:00

14:00

マイクロソフト
スペシャル講義 聴講
振り返りセッション

15:30

先輩スカラー

10 日の夏季プログラム聴講生は、夏季プログラム 2 日目の午後にオンラインで集まり、
マイクロソフトスペシャル講義（P11）に参加しました。オープニングでは、自己紹介の後、
大須賀 一樹 脇山 輝衣菜
2017 スカラー 2017 スカラー

DO-IT アドバイザーと共に集まった先輩スカラーから、テクノロジーとのつき合い方につ
いて話題提供がありました。先輩スカラーからは、支援機器を活用することから自身の可
能性を拡げてほしいこと、支援機器を能力が最大限発揮するツールとして捉えたりする視
点を持ってみることなどが語られました。
その後夏季プログラム聴講生は、
聴講枠として案内された
「マイクロソフトスペシャル講義」
に参加しました。振り返りセッションでは、
それぞれの感想を伝え合う時間を過ごしました。

［マイクロソフトスペシャル講義 聴講生の感想］
参加できてとてもうれしかったです。できれば東大のキャンパス
で、みんなに直接あって話をしたかったです。
クロージングで、いろいろなアプリケーションソフトや、スマー
トスピーカーなどの便利な機械について話を聞けたのが良かった
です。僕は、毎日たくさん助けてもらっているので、その便利な
機能について、みんなにもっと説明できれば良かったと思いまし

片山 尚

Katayama Nao

小学生

た。ポットラックパーティーでは、スカラーやたくさんの人と話せ
て楽しかったです。みんなの趣味や好きなもの、怖かった思い出
などが聞けて楽しかったです。時間がすぐに過ぎてしまって、あっ
という間に終わりの時間でした。
同じプログラムの人と意見交換をし、自分がいま学校で受けて
いる学習面や生活面の支援は、テクノロジーを使ってもっと解決で
きることが分かった。
「僕がいま一番困っているのは、学習の時に
字を書くのに時間がかかり、急いで書いてしまうと自分でも読みに
くい字になってしまうこと」と話をしたら、他のメンバーやアドバイ

宮本 壮祐

ザーから解決方法のアドバイスをもらうことができた。そこで僕が

中学生

思ったのは、
「自分一人で出来ないことをため込まず、相手に助け

Miyamoto Sosuke

を求めることに躊躇しない方が良い」ということだ。一人一人が得
意な教科が違うのと同じように、自分の個性を相手に分かってもら
うということが一番大切だと思った。
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［8 月 12 日（水）
］

集合・オープニング
8:30

コレカントセミナー A 聴講
9:00

１
スカラープログラム

夏季プログラム 4 日目：コンカレントセミナー 聴講

1-4

夏季プログラム聴講生

コレカントセミナー B 聴講
11:00

交流トーク
12:30

コレカントセミナー C 聴講
13:30

振り返りセッション
15:00

12 日参加の夏季プログラム聴講生は、夏季プログラム 4 日目「コンカレントセミナー

先輩スカラー

（P14-15）
」に参加しました。オープニングでは、夏季プログラム聴講生と DO-IT アド
バイザーが集まり、自己紹介とコンカレントセミナー参加で期待することを話しました。
その後、夏季プログラム聴講生は、事務局より案内されたセミナーへ聴講参加しました。

大須賀 一樹 脇山 輝衣菜 会沢 冬翔
2017 スカラー 2017 スカラー

2017 スカラー

セミナーの合間では、DO-IT スタッフと夏季プログラム聴講生が集まり、自由な意
見交換が行われました。
振り返りセッションでは、DO-IT アドバイザーと先輩スカラーが加わり、コンカレ

堀口 里奈

酒井 彩華

濱地 音安

2017 スカラー 2018 スカラー 2018 スカラー

ントセミナーを聴講して感じたことを話し合いました。同じセミナーに参加した聴講生
や先輩スカラーからの感想を聞き合う時間は、多様な視点を得る時間となりました。

［コンカレントセミナー聴講生の感想］
やっぱり、先入観や善悪、物事を解決すべき問題と見
てしまう固定観念などにとらわれすぎずに、地球を生き
る人々すべてが、様々な人生の転機やイベントを最大限
に自分にとってのチャンスにしながら、アプローチのし
かたや、自分自身がどんな支援を求めたらいいか、また、

山田 桃子

周りの人がどんな支援を求めてるかを考えながら、それ

Yamada Momoko

大学生

ぞれに飛躍できる社会を実現できるように、まずは私か
ら、踏み出そうと思いました！

セミナーでは、多様な価値観・障害について知ること
ができました。スカラーたちはしっかりとした自分の意見
を持っていて積極的に発言していたのを見て、僕に足り
ないのは「意見を持ってしっかり相手に伝える力」だとわ
かりました。
今回のセミナーでは、客観的に自分を見つめ直すこと

菊谷 櫂

ができました。僕は学校の先生にはどんな困難があるの

中学生

かをきちんと説明していますが、友達には自分ができな

Kikutani Kai

いことしか説明しなかったがために、障害について理解
してくれる人が少なかったです。
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2
パルプログラム

2

パルプログラム
パル（PAL）
プログラムは、情報発信を目的とした登録型のプログラムです。障害のある本人と
その保護者が登録できます。登録者には、毎月末、各月のテーマに沿った「PAL メールマガジン」
をお届けしています。年末には、先輩スカラーが話題提供者として参加する「PALセミナー」へ
の参加案内を行っています。セミナーは、身近なロールモデルと出会う機会として行っています。

登録者の情報

総計：3416 名

海外も含む全国から登録がありました。幼児から成人まで

（2020 年 12 月31日現在） （本人とその保護者）
、幅広い年齢層で登録がありました。

PAL メールマガジンの発行
毎月末、右表のテーマに沿い、
〈１〉
お知らせ、
〈２〉DO-ITによく寄せら
れる質問とその回答、
〈３〉事例、
〈４〉
コラム、
〈５〉Technology Tips!
（ 身近
なテクノロジー情報）を記載したメー
ルマガジンを発行しました。今年から
DO-ITをサポートしている大学・団体
の教職員から、話題提供に加え、読
者に伝えたいメッセージをコラムとし

メールマガジンのテーマ（2020 年度）

4 月 生活の楽しみ方

5 月 自分にあった学習環境
6 月 大学生活
7 月 自分の進路の選択
8 月 始業前にお届けしたいトピック！
9 月 体との付き合い方
10 月 防災への視点
11 月 医療との付き合い方
12 月 １人暮らしと自立
1 月 食べることの選択肢
2 月 就学支援、進学準備

て掲載しています。

3 月 進学・就労と自己決定

5 月のメールマガジン内容
（参考）
〈1〉お知らせ
東大先端研：バーチャル先端研公開の開催
〈2〉事例
「ICT の活用：文章を耳で聞いて自分の好き
なことを学ぶ」
〈3〉Q ＆ A
・支援の先生に、代読を依頼したいです。
・学校で介助者の手配（トイレ等）をやりた
いです。
〈4〉コラム
「耳が聞こえづらい方への情報保障」
〈5〉Technology Tips!
「Windows パソコンのアクセシビリティ機能」

PAL セミナーの開催「PAL セミナー 〜自分にあった学び方と先輩との出会い〜」
PALセミナーは「自分にあった学び方と先輩と
の出会い」がテーマ。大学生になったスカラーが、
これまでの学び方や生活の仕方について話題提
供を行い、質問を通して参加者と意見交換をす
るセミナーを開催しました。意見交換では、自
分に必要な支援を相手にどう説明するか、自分

2019 年12 月 26日（木）実施

2020 年12 月27日（日）実施

の夢とどう付き合っていくかなどが語られました。
セミナーには、小学生から成人になった方やそ
の保護者まで、多くの方の参加がありました。

木下 昌

2008 スカラー

山本隼土

2014 スカラー

堀口里奈

2017 スカラー

澁谷友哉

2015 スカラー

山梨愛佳

2019 スカラー

パルプログラム登録
登録は DO-IT Japan ウェブサイトより常時可能です。
（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/
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登録フォームに
参加者情報を登録

登録したアドレスに
完了メールが届けば完了

3

スクールプログラムは、共催企業と共に、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。
2019年度より、LD、発達障害（もしくはその疑い）により、読むことや書くことに困難がある小中

スクールプログラム

3

スクールプログラム
学生を指導している教員を対象とし、テクノロジーを活用できる学校環境を整えるプログラムを実施
しました。
4 校の先生が選抜され、
DO-IT Japan共催企業の日本マイクロソフト株式会社と共にスクー
ルプログラムを実施しました。

共催
プログラム

※本プログラムの報告書は、今後 DO-IT ウェブサイトに掲載予定です。

プログラムの実施内容
スクールプログラムは、DO-IT Japanのリソースに

［スケジュール］

加えて、共催企業が持つリソースを活用した独自の

2019 年 ▶ 採用校の通知

7月

▶オリエンテーション

▶読み書きに関するアセスメント提供・実施
▶ ICT

8月

機器送付・テクノロジーサポート

▶現在の指導内容と成果を整理

▶アセスメント結果の共有、見立て

プログラムを全国に展開しています。
今回、日本マイクロソフト株式会社からは、機器の
貸与（Surface、ネットワーク環境）
、テクノロジーの
使用方法や設定に対するサービスの提供が行われま

機器を活用した指導案の作成 、立案
1 回プロジェクト会議（報告・意見交換）

した。DO-IT Japanからは、読み書きに困難があ

9 〜12 月 ▶ ICT 機器を活用した指導実施①
▶先端研スタッフ学校来訪：フォローアップ
▶第 2 回プロジェクト会議（報告・意見交換）

供や、読み書きのアセスメントの提供、実際に学校

▶ ICT
▶第

2020 年 ▶ ICT 機器を活用した指導実施②

る児童生徒の学習をサポートする学習支援の話題提
に訪問し、児童生徒への指導、教員に対するコンサ
ルテーションを行いました。

1〜3 月 ▶先端研スタッフ学校来訪：フォローアップ

3 月末

▶第

3 回プロジェクト会議（報告・意見交換）

4 月〜

▶まとめ（継続指導）

12 月

▶成果活動報告会の実施

▶成果活動報告会実施の打合せ

［成果活動報告会（2020 年 12 月 5 日（土））］
4 校の先生同士でも、各報告会議にて意見交換、
情報交換が積極的に行われ、指導の向上や連携体制
の構築に至る機会にもなりました。2020年3月に成
果活動報告会を開催する予定でしたが、2020年12月
赤池睦子

田渕恵美子

田中雄三

保田美紗子

板橋区立蓮根第二小学校

川崎市立生田中学校
（※現在、在籍校異動）

守谷市立守谷小学校

川崎市立久本小学校
（※現在、在籍校異動）

にオンラインで成果活動報告会を開催しました。

2020 年 12 月 5 日（土）実施
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4

DO-IT Japan の様々な活動
3つのプログラム以外に、DO-IT Japanが行っている活動として、ニュースレターや記事の発行、
説明会や一般公開シンポジウムを実施しています。これらは、様々な情報を多くの方へ発信するた
めに行っています。また今年は、共催企業と就労に関するプログラムを共同開発しました。
取り上げられたDO-IT Japan関連のメディアを紹介します。

ニュースレターの発行
行しています。ニュースレターは毎月末、DO-IT Japanからのお知らせと、テクノロジー
に関する情報をお届けしています。ウェブサイトから常時登録することができます。

こちらから登録
いただけます⇒

DO-IT Japanの活動に関心をお持ちの全ての方が登録できる、ニュースレターを発

記事の発行「DO-IT Japan での学習を支援するテクノロジー活用例」
DO-IT Japanでの学習を支援するテクノロジー
活用例として、スカラーがテクノロジーを利用し
を掲載しました。後半では、米国ワシントン大学

こちらからご覧
いただけます

⇒

ている場面の動画、使われているツールの紹介
DO-IT Center が制作した、障害のある学生へ
のテクノロジー活用に関するビデオへのリンクを
掲載しました。

DO-IT Japan 説明会の実施
DO-IT Japanの活動やスカラープログラムに関心があ
る方へ向けて、説明会を開催しました。説明会では、そ
の年度に選抜されたスカラーと大学進学したスカラー
が登壇し、スカラープログラムに参加した動機や、プ
ログラムに参加して感じたことや得られたことについ

後藤美樺

2019 スカラー

て話題提供を行いました。その後、DO-ITスタッフよ
りスカラープログラムへの応募方法について説明を行い、
参加者からの質疑に応じました。

脇山輝衣菜
2017 スカラー

メディアの紹介

2020 年 3 月 26 日（木）実施

（2019 年 12 月 ー 2020 年 12 月）※一部抜粋

2019 年 4 月 12 日

朝日新聞

脳性まひの 19 歳、国立大に合格

2020 年 8 月 24 日

北海道新聞

多様な学習法 見つけた夏

2020 年 9 月 12 日

朝日新聞

輝く教育 公平な入試へ 合理的配慮を

2020 年 11 月 21 日 京都新聞

弱視生徒、盲学校から普通学校へ

2020 年 12 月 10 日 教育家庭新聞 DO-IT Japan2020 一般公開シンポジウム 開催
2020 年 12 月 16 日 毎日新聞
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DO-IT Japan2020 一般公開シンポジウム 開催

ジョブシャドウイングプログラムの共同開発
※今年はオンラインでジョブシャドウイングを実施しました。
※本プログラムの実施マニュアル等は、DO-ITウェブサイトで公開予定です。

企 業 名： ㈱みずほフィナンシャルグループ
実施部署： グローバルキャリア戦略部
ダイバーシティ・インクルージョン推進室
実施期間： 2020 年 11 月

障害のある若者の企業での活躍 〜ジョブシャドウイングの取り組み〜
DO-IT ではこれまで、共催企業の皆さんとインターンシップの取

際の職業現場に深く入り込める工夫や、事前事後の学習プログラ

り組みを行ってきました。障害のある若者の卒後の活躍に社会的

ムにより、障害のある学生も企業も、相互に理解を深められる工

な期待は高まっており、さらに多様な職業教育の場、企業と学生

夫を盛り込んだ取り組みになりました。

との繋がりの場が求められています。

プロフェッショナルとして働くこと、企業における社会モデルに

そこで今年度は、共催企業である株式会社みずほフィナンシャル

立脚した障害や多様性の捉え方、障害とそのリアリティ、働く環境

グループの皆さんと、障害のある大学生向けの「ジョブシャドウイ

をよりインクルーシブに変えていくリーダーシップについて、対話と

ング」のプログラムを新たに開発し、DO-IT の大学生スカラーが

学びのあるプログラムとなりました。今後全国で、ジョブシャドウ

参加する実践を行いました。コロナ禍に対応してオンラインでも実

イング等の取り組みが広がることを期待しています。

ジョブシャドウイング担当者

ジョブシャドウイング参加学生
学生の事前ワーク①
■ 労働者の権利保障の基礎を学ぶ

■ 自らの専門性や強みを生かして働く

なら？を深掘りする
■ ジョブシャドウイングで何を学ぶか
の視点を育てる

企業の事前ワーク①

事前ワーク①

企業で働くことを学ぶ準備をする

河髙素子

4
の様々な活動
DO-IT Japan

共催
プログラム

事前学習

DO-IT
事務局

働き方・価値観を言語化する

対象部署
社員の決定

ほしい事項を整理
社員を選ぶ

ジョブシート対応表を作る

ジョブシート
の提示

自分の体調や特徴を対比する
■ 企業側へ伝えたい自分の情報・特性・ニー
ズを整理する

穂苅由紀
室長

企業の事前ワーク②

事前ワーク②

■ 職務やミッションを、自分の関心や強み、

大学等で学んだ知識・技能と対比する

活躍と働き方

■ 参加者に働く上で知っておいて
■ 役割イメージに合致した部署と

2013 スカラー
大学生
学生の事前ワーク②

■ 日々の労働スケジュールや年間業務と、

■ 障害のある人に自社が期待する

ジョブシートを作る

■ 選定した部署と社員に求められるコンピテ

ンシーや職務の実際を記述する

DO-IT
事務局

■ 期待されるミッションと職務・業務を一覧
■ 年間・1 日の業務スケジュールを可視化

ジョブシート
対応表の返送

柿島恵理子

ジョブシャドウイング
担当者

ジョブシャドウイング実施（3日間）
モニター越しにて参加

［ジョブシャドウイングの 1日の流れ］
■ 特定の社員の 1 日の働き方に密着して観察・密に交流する
■ Q ＆ A の時間では、学生と社員は質の高い質問と回答を交わす
■ 期待される職務をどう果たすべきか？などスキルと心がけを知る

午前
Q&A

午後
Q&A

退勤時
Q&A
デスクワーク中の観察

ジョブシャドウイング

会議場面にも同席

Q ＆ A とフィードバック

事後ワーク：実施の振り返りとプレゼンテーション
■［ジョブシャドウイングを終えて／河高素子］
「見ること」に特化したことで、自分のペースで気づき学ぶことができた
機会でした。ジョブシャドウのことを最初に聞いたとき「自分は疑問を言葉

■［ジョブシャドウイングを終えて／穂苅由紀・柿島恵理子］
「共に働く」ことについて、学生と一緒に考え、相互理解を深めること
のできた価値ある体験となりました。

にできるだろうか」という不安がありました。しかし、実際に見学してみる

インターンシップとは異なり、学生に社員の働く姿の「観察」に特化し

と疑問に思うことや聞いてみたいことが次々に出てきて、さらにその答えの

てもらうため、業務内容だけでなく、働く時間の使い方や就労環境につ

ほとんどが 3 日間のプログラムのどこかにありました。もしも就業体験とし

いても具体的な質疑が交わされ、学生が安心して能力を発揮するために

てなんらかの作業があったならば、その作業は完遂できたかもしれません

必要なことを理解することが出来ました。

が、作業達成が目的となってしまい、深く考えることは難しかったのではな
いかと思います。

学生との対話を通じ、学生の自身の障がいや仕事に向き合う姿勢に
触れることができたのもよかったです。コロナ禍により加速した柔軟な

最後の振り返りの際、私に対する評価として「理解し考える力や表現す

働き方や IT 活用の拡大により、障がいのある人の活躍機会は拡がると

る力があり、それが働く場面でも使える能力である」との言葉をいただき

考えています。私達はこのような活動を通じ、意欲ある学生の活躍の場

とても嬉しく、
「働く」ことは自分の主たる目的を「自分が学ぶこと」から「協

を創出し、障がいの有無に関わらずすべての社員が能力を発揮し活躍

働し利益を生み出すこと」に変更することなのだと気づくことができました。

できる職場を目指していきます。
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一般公開シンポジウム「中学・高校のインクルーシブ教育を実現するには？」
日 程：2020 年12 月26日（土）
13:00〜17:00
会 場：Zoom によるウェビナー配信

▶ 挨拶

神崎亮平

東京大学
先端科学技術
研究センター
所長

松木則夫
東京大学
大学執行役
副学長

「中等教育（中学校、高校）でのインクルーシブ教育の可能性を最大化するために何
をすべきか」をテーマとしたシンポジウムを開催しました。2016 年の障害者差別解消
法の施行後、障害のある児童生徒が通常学級で学びながら特別支援教育を受けたり、
通常級でも合理的配慮を得て学ぶ機会が拡大しています。同じ頃から、大学（高等教
育機関）でも、障害のある生徒が入試の段階から配慮を受けて、講義等でもインクルー
シブに学ぶスタイルが一般化しつつあります。一方で、中等教育（中学・高校）段階の
通常の学校教育には、インクルーシブ教育を実現する上での課題が多く残されていま
す。通常学級での学びへのアクセシビリティを保障する取り組みはもちろん、通級など
の特別支援教育の充実や、入試や定期試験など成績評価面の配慮、卒業後の高等教
育への進学支援、中高を卒業した後の就労への移行支援など、障害のある中高生に対
して、通常の学校で行うべきことが多く残されています。
第1部では文部科学省や厚生労働省から現在の取り組みについてご紹介いただき、
第2部では、大学生になったDO-ITスカラー（公立や私立学校、特別支援学校、海
外の学校など、多様な学校で学んできた発達障害、肢体不自由、難病のある学生たち）
と一緒に中高の経験を振り返り、そこにどのような取り組みが必要だったのかを議論し、
私たちがこれから何を行うべきかについて考えを深める機会となりました。

［第１部］中高でインクルーシブに学んだ生徒たちをどう支援するか？
川口貴大

文部科学省
初等中等教育局
特別支援教育課
課長補佐

辻 邦章

小林 孔

文部科学省
高等教育局
学生留学生課
課長補佐

厚生労働省
職業安定局
障害者雇用対策課
課長補佐

文部科学省でインクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みを担当する方々と、厚生労働省で障害のある人々の
雇用の拡大に向けた取り組みを担当する方から、現在の施策としてどのような取り組みが行われているのかについて説明
していただきました。大きな広がりを見せる現在の取り組みについて深く知る時間となりました。会場からは、就労への
移行支援や、公立・私立での学びの環境について積極的な質問がありました。

［第２部］私たちの「中高のインクルーシブ教育」と今後への期待を語る
ファシリテーター：近藤武夫（東大先端研・DO-IT Japan）
DO-IT Japan スカラー
山本隼土

2014 スカラー

小田洸明

2016 スカラー

壽本勇魚

2017 スカラー

濱地音安

2018 スカラー

肢体不自由や発達障害などの様々な障害
があり、種類の違う中高での教育
（通常学級、
支援学級、支援学校、海外の高校、サポー
ト校）を経験した大学生スカラー 4 名が自
らの経験と問題意識を語りました。
後半では他のスカラーも多数登壇し、今
後のインクルーシブな学びへの期待につい
て会場全体で活発に意見交換しました。学
習だけではなく友人との交流や行事参加な
ど、学校の様々な場面に残された根深い課
題から、インクルーシブ教育の本質は何か
にまで議論は展開しました。
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スカラーは、選抜された年度より継続的にスカラープログラム参加します。日常はどのような
毎日を過ごしているのでしょうか。また、プログラムに参加したことで、彼らにどんな変化がおき
ているのでしょうか。今回、スカラープログラムに参加して 1 年たった 2019 スカラーと、進学・就
職したスカラー 6 名にインタビューしました。

2 年目のスカラーたちの姿

（2019 年度スカラー）

2 年目の夏季プログラムに参加した 2019スカラーたちへインタビューしました。夏
季プログラムに改めて参加して気づいたこと、受験や学校との交渉、親との付き合い

5
スカラーたちの活動 ２年目のスカラーたちの姿

5

スカラーたちの活動

方など、行動や価値観に変化があることがわかりました。また、夏季プログラムでは、
20スカラーの相談を受けている姿に、頼もしさを感じました。

山梨 愛佳

後藤 美樺

大学生

中学生

Yamanashi Aika

合理的配慮を求めるプレゼンテーションやディスカッションに参

Goto Haruka

昨年では、自分の特性を他者に説明することを学びました。

加し、他者の配慮や困難さの理解について新たな視点や考えを持

そのことを生かし、この一年でサングラスの着用許可、席の位

つことができた。また、コンカレントセミナーの立場逆転ディベー

置の配慮、別室対応の確保を得ることが出来ました。不登校

トに参加して、対話の重要さについて改めて実感し考えることがで

ではありますが、比較的通いやすい学校生活を作れたと思い

きた。それ以外のセミナー等でも、意外な発見や刺さる意見が得

ます。テスト時・休み時間外にも別室の使用が認められ、私の

られ、
自分の意見を伝えることができたと思う。テクノロジーフィッ

様に教室へ入ることが出来なかった生徒が、別室で授業を受け

ティングは2回目の参加になったが、スタッフや他のスカラー達か

られるようになったり、イヤーマフの使用等も認められるように

ら再び貴重な情報やアイデア等を頂くことができ、それを生かし

なり、DO-IT での学びが生かされていると肌で感じています。

始めたものもある。それらは自分のいい刺激になり、去年の夏季

DO-IT 説明会で話題提供スカラーとして立った時、自分のニー

プログラムを経て障害や病気とその困難さや自分がやりたいこと

ズや配慮内容などについて説明することの難しさを改めて痛感

についてもう一度考え直す良いきっかけになった。

したものの、自分の中で確実に学びが生きていると感じました。

藤原 收望

今岡 ちひろ

高校生

大学生

Fujiwara Motomitsu

Imaoka Chihiro

直接会えないと他愛のない話ができないかわりに、来年会っ

去年は夏季プログラム中、自分にあった学び方を手に入れるこ

た時に、話が 2 年分になってしまったとしても沢山話し合いた

とはとてもハードルが高いと感じていた。しかしそれは単なる私

いと願う気持ちが募りました。特に印象に残った良い事では、

自身が持っている情報の少なさから生じているものであったと１年

大学入学後の心配事である「障害があるからこそ心配になるこ

経って思う。なぜなら、今は自分がどうやったら学びやすいかを

とはどうしたら解決できますか？」を先輩スカラーたちに沢山

分かってもらうために、できることは何か、まずは自分で考えるよ

質問できたことです。
「支援室ってどんなところでしたか？」と

うになったからである。実際に今年度の前期はじめてのオンライ

聞いて得た様子や利用経験はすごくためになって「これが大学

ン授業であったが、お会いしたことがない先生方にもどのように

か。障害があっても全然大丈夫だな。
」と安心できたことでした。

配慮してもらいたいか合意形成に向けて連絡を取ることができた。
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インタビュー：進学・就職したスカラーたち
活動に参加する度に、地域の人たちに出会い、そのネットワー
クに助けられることがありました。一般校での高校生活を振
り返ると、主体的に動くことや、友人との波乱万丈な生活を
経験することができました。一方、支援の体制作りで学業に
集中する時間が減ったし、話し合いで疲れたのは事実です。
ただ、ピンチをチャンスにかえる、繋がりが生まれるなど、
自分の中で価値観が変わっていったと思います。

立石 大伸

Tateishi Hironobu

2018スカラー／大学生

大学はどのように選んで決めたのですか？
今年度からの新設校を見つけて魅力を感じ、総合型選抜
で受けました。配慮は、高校での学習状況を説明して自分
に必要な事を伝え、話し合いをしていく事が決まりました。

「自分の意思で動いたら大丈夫」
進学時の選択と大学生活をインタビューしました

自己紹介をお願いします

たので勉強を優先しました。

オンライン授業で大学生活がスタートしましたね
移動がなくて楽だろうなと思っていました。でもオンライ

在籍していた特別支援学校から受験をして、都立高校に

ンは上半身しか映らないしバーチャル背景が使えるので、自

進学しました。関心があった情報と経営が学べる大学に進

分に身体障害があるって相手が気づかないんですよね。2 つ

学しました。自分が選択したことで得た経験と感じたことを、

新鮮な経験をしています。1 つは、自分が行った課題や活動

高校受験から話したいと思います。

が、内容で評価されているなと強く実感することができてい

高校選びを振り返るとどうですか？

ます。もう1 つは、自分には無縁だと思っていたカミングア
ウトが、身近に感じています。

結果良かったと思っています。自分は小学校から特別支援

自分は口にスティックを加え、キーボードを打ちます。入学

学校に在籍していて、高校も学内受験で進学可能でした。中

時に、自分の障害や学習の仕方、配慮は大学に話していまし

3 の秋に一般校受験に向けて動き始めました。DO-IT を通し

たが、オンラインは人が多く、身体の障害が見えないので先

てテクノロジーを活用したり、支援を求め学校生活を送る先輩

生も気づかなくて。授業中にノートをとり、写真を撮って提出

に出会い意見交換する機会があった事が大きかったかもしれま

する課題があった時、間に合わなかった事がありました。後

せん。
「自分にできるの？介助どうするの？」と不安に感じたり

から先生に伝えたのですが、大勢参加する授業時や参加が難

「無茶なことをしているのでは？」と疲れる時も多かったですが、

しい活動が起きた時、どうするんだ、いつ、誰に、どう言おう

周囲の
「可能性があるならやってみよう」というアドバイスで
「後

か。相手との関係性や自分の希望を考える経験をしています。

から考えよう」と思い受験。都立高校に進学しました。

高校選びを振り返るとどうですか？
当たり前のことかもしれませんが、自分には新しいことだ
らけでした。色んな活動をしている人が沢山いる、誰かと一
緒に活動する、行事で他のクラスと戦うなど。話したくて声
をかけていくと友人も自然とできていったし、学校と話し合
いを行い、介助者もついて高校生活を送りました。
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一人暮らしも考えて動いたけど、勉強と同時並行は大変だっ

配慮は、オンライン受講のため、上記のような事が起きた
時、話し合いをして解決する程度です。学内の介助体制はこ
れからです。通学が始まってきているので、話し合いを続け
ていこうと思っています。

後輩へメッセージをどうぞ！
人生には本当にたくさんの選択肢があって、自己決定権を持っ
ているのは自分だけです。そしてその選択には正解はなくて、自

思い出深い経験があります。当時、都立では 1 年生は 15

分が納得しているか、後悔しないかどうかが一番大切なのだと

時間学外ボランティアが必須でした。学校に説明会に来て

感じました。不安に思うこともあるかもしれませんが、自分の意

いた人に直接相談しに行き、地域活動に参加する事になり、

志で行動していれば応援してくれる人が現れるはずです。もし、

やり遂げました。学校の改築や施設整備の意見交換会など、

何かに迷っていて不安があるけどやってみたい、という思いがあ

自分だからこそ行ける・言える場所に行けたと思います。各

るのであれば、恐れずに挑戦してみるのもいいと思います！

大学進学までの過程を教えて下さい
た。1 回目は、AO 入試など、受けられる試験を全て受けま
したが進学には至りませんでした。2 回目は、体調が不安定
だったこともあり、迷いが生まれて文系転換も考えました。
ですが、その年に大きな地震が起きたニュースを見ました。

澁谷 友哉

Shibuya Tomoya

2015スカラー／大学生

自分は諦めて良いのか。自分の人生で一番したいことは何か
を考え、後悔をしない選択をしました。自分は改めて地震を
学びたいと思い、引き続き高校の先生やリハビリの先生の協
力を得ながら勉強し志望校を再度受験。前期試験で進学が
決まりました。

「後悔をしない選択を」
大学進学までの過程と将来の夢についてインタビューしました

自己紹介をお願いします

入学までの準備を教えて下さい
進学には、住民票を移し障害福祉サービスを受けることが
必要でした。24 時間介助が必要で、アパートがなかなか決
まらず困りましたが「入ってしまえば何とかなる」と考え、ま
ず入学に向け、大学へ問い合わせを始めました。障害学生

障害は脳性麻痺ジストニックアテトーゼです。ビリルビン

支援室があり、担当者と話し合うことが多かったです。入試

脳症によるものだと思われます。2000 年からの病気と言わ

で受けた配慮と、高校で受けた配慮を説明し、同様の配慮

れていて、全国でも症例が少ないため日々の生活が研究対

を受けられるようにと準備が始まりました。

象のようなものです。不随意運動や全身の筋肉の緊張が強
くコントロールすることがかなり難しいです。精神的な疲れ
によって大きく体調を崩すこともあります。

大学生になってどうですか？
前期は、自宅にてオンライン授業を受けました。基礎が多

私は小学校時代、地震について身近で話してくれた人

いですが、自分が学びたいことに近づいていることが伝わっ

の影響から、人を守る防災に強い関心を持っていました。

てきます。後期は、通学が始まりました。大学では、上記話

現在は地元を離れ、地震研究に携われる大学に通ってい

し合った配慮内容で受講しています。大学での生活介助は、

ます。日々の勉強を通して多くの学びや気付きを得ている

自分の介助者に入ってもらっています。友人もでき、大学生

ところです。

活が始まった感じがして新鮮です。

高校の学習環境を教えて下さい

後輩へメッセージをどうぞ！

中学校で受けていた配慮を高校へ説明し、授業はノート

大学受験を通じて諦めないことの大切さや重要さを学ば

テイクの利用、テストは代筆で受けていました。代筆は時

せてもらいました。うまくいかなくても自分を信じて様々なこ

間がかかるため、時間延長や四則演算用で電卓を利用して

とにチャレンジして欲しいと思います。人生は一度しか存在

いました。また高校の先生の提案で代筆者の手元が見える

せず、また時間も限られています。みんなにも後悔のない人

ように書画カメラを使って定期試験や模試などを受けてい

生を歩んで欲しいです！

ました。あと、学校生活に必要な介助、休憩室やベッドの

矛 盾 はしま す が、

設置・利用をしていました。

大学の受験方法について教えて下さい

5
スカラーたちの活動 インタビュー 進学・就職したスカラーたち

地震研究に携われる国立大学が志望校で、2 回受験しまし

私はチャレンジのし過
ぎで精神的に疲れて
しまった経験もありま

勉強に集中したかったので、配慮申請の受付開始時に申

す。だから疲れたと感

請をしました。センター試験で受けた配慮は、別室や部屋

じたら立ち止まってみ

の調整に加え、休憩時間の延長、時間延長（文系 1.3 倍、

ることも必要だと思い

理系 1.5 倍）、代筆、四則演算用で電卓の利用です。自分

ます。自分の中で物

が話した言葉を代筆者が書き、電卓で打ちこみ、書画カメ

事を天秤にかけなが

ラで見て確認しながら受験しました。2 次試験は、センター

ら多方面から客観的

試験の配慮に準じるとのことだったので、同じ配慮内容で

に判断をしてみること

受験しました。

をおすすめします！
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で説明しました。まず別室、時間延長、拡大から配慮が始ま
り、先生と話し合いを続け、全教科に別室、用紙の拡大、代読・
iPad の音声読み上げ、パソコンの利用の配慮を受けました。
卒業条件の英単語の記述は、正しい単語を理解していること
が求められている課題だったので、口頭解答が認められ高校
を卒業しました。大学は AO 入試で、1 年から自由に教科選

濱池 音安
Hamachi Nean

2018スカラー／大学生

択や研究やゼミが行われる大学を選びました。

自分で配慮を求めてみてどうでしたか？
自分に必要な配慮は自分にしかわからず、自分の言葉で相
手に伝えることが必要だと感じました。別室、用紙の拡大で
は文書を読む困難はかわらないので、先生に説明して代読

「将来好きなことをしている自分である」

が始まりました。iPad の読み上げが配慮に入ったのは、私
が iPad の音声読み上げで課題を読んでるのを聞いた先生が

自己決定と学校への配慮申請についてインタビューしました

速度に驚かれたからです（4 倍速）
。

自己紹介をお願いします

大学生活はいかがですか？

読み書きに困難があります。勉強に行き詰まった時、将来

週 3 日で授業やゼミを入れ、2 日は完全休みで過ごしてま

好きなことをしている自分であるため、どう大学進学までの

す。趣味の動画編集や

道のりを作るか「将来の逆算」をして大学進学しました。

アルティメットを存分

「将来の逆算」について教えて下さい

に楽しんでます。大学
では 説 明を行い、自

所属は一つ先の学年の学習を行う進学校でした。読み書

分に必要な配慮を受

き困難があり、小学校時代から夜中まで宿題をして勉強して

けています。相手に配

きました。中学 3 年生で高校の教科書に切り替わった時、も

慮を求めるとき、一緒

う無理だ。と思いました。でも私には、将来楽しく生きてい

に話し合う対話の姿勢

く上でたまたま学びたいことがあり、それを学ぶには大学進

を大事にしています。

学した方が楽しく生きていけると思っていました。なので、大
学は関心があるデータベースやシステム作りができる所、受
験方法は自分が得意なことを活かせる AO入試と決めました。

読み書きの困難さについて教えて下さい

今、困っていること、配慮申請など辛い、苦しいと感じて
いることが沢山あると思います。私もそうでした。しかし、

自覚はありました。皆と音読のテンポがずれていき、書き

周りと違う経験こそが多くの知識を得る機会となり、またそ

たい文字がすぐ浮かばなかったです。追試や呼び出しが多く、

の経験や知識が失敗を恐れず挑戦する力など、新たな力と

学校では勉強嫌いな生徒として見られていたと思います。大

して身につきます。そしてそれらは将来、いつか役に立つ時

学進学のため、家庭学習は代読代筆、パソコンの読み上げ

が来るはずです。辛いことに対して何か１つでも自ら、前向

やタイピングを利用しました。学校は配慮が認められていな

きに取り組んでみてもいいのかもしれないと感じています。

かったので、高校卒業が悩みでした。

高校生になるまで学校で配慮を得ていない理由は？
私は時間をかければ読み書きができます。追試も何度か行
うと覚えてしまいます。病院も行きましたが、ディスレクシア
の診断はおりませんでした（高校 2 年生の終わりで診断がお
りました）
。相手に自分の困難を説明する方法がわかりません
でした。DO-IT でセルフアドボカシーや合理的配慮を求める
活動を通じ、改めて合理的配慮を学校に求めました。自分の
説明書（困難と希望する配慮）
、読み書きのアセスメント結果
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後輩へメッセージをどうぞ！

休学時の過ごし方を教えてください
的に外に出て活動することが多かったです。CIL の活動や障
害以外の様々なマイノリティの活動やイベント、勉強会に参
加しました。
多くの社会運動に触れたんです。
知り合いも増え、
「私はここ（京都）に住んでいるんだなぁ…」と、
「地域で生
きるってこういうことなのかな…」と感じました。

油田 優衣
Yuda Yui

2014スカラー／大学生

このような体験が、進路転換のきっかけにもなりました。
マイノリティの活動やコミュニティに触れることで、差別・排
除という問題を改めて考えるようになりました。貴重な大学
院生活を、社会問題について考え、必要なときには何かを
発信する力をつけるための学びの時間にもしたいと思い、社

「自分のペースで進む」
大学生活と卒後の進路選択についてインタビューしました

自己紹介をお願いします
現在は大学 4 年で、卒業論文の作成に取り組んでいます。

会学系の専攻に進路転換を決めました。

大学で学ぶことの面白さは？
自分の日常や経験が、難しい理論と繋がる瞬間があること
です。自分の経験を紐解いていくための材料が見つかる喜び
と言えば伝わるでしょうか。あと私は、
「武器になる考え方や

昨年は休学したので、大学生活は 5 年目です。学部では臨

言葉」を知りたくて勉強してるのかなとも思いますね。差別、

床心理学を専攻していましたが、興味・関心が変わり、来年

偏見、排除に対抗し、自分や他の人の権利を守るための考

から進学する大学院では社会学系のゼミに所属します。私生

え方や言葉（武器）を求めて勉強してる気がします。

活では、公的な介助サービスを利用して、24 時間介助者を
入れながら1 人暮らしをしています。

なぜ休学を選択したんですか？

将来はどんな自分になっているでしょうね
障害のある人の権利擁護活動に関わりたいです。私は比較
的自分の望む生活を送れている方だと思いますが、世間には

私は大学 3 年までは、他の学生とほぼ同じペースで授業を

社会モデルや権利といった考え方が届いていないところがた

組み、単位を取っていたんです。でも、そのなかでずっと自

くさんあります。かつて私がいろいろな人にそうしてもらった

分の体力や時間の制限を感じていて、3 年生になって「もっ

ように、今度は私も、誰かの権利擁護の一助になりたいです。

とゆっくり勉強したいのに…」という思いが強くなりました。
このまま休学せずに 4 年生になれば、大学院入試の勉強や
卒業論文執筆に追われて、さらに忙しくなると思ったので、

5
スカラーたちの活動 インタビュー 進学・就職したスカラーたち

休学する前は座学に専念しようと思っていましたが、結果

後輩へメッセージをどうぞ！
何か壁に直面した時、粘り強く声を上げれば、現状や未

その前に、自分のペースでやりたいことをやる期間がほしい

来は変わりえます。声を上げる（そして、上げ続ける）ことは

と思って、
大学生活4 年目に1年間休学することを決めました。

本当に大変なことですが、その中で味方はきっと現れると思

最初は、休学することに対してハードルや抵抗を感じてい

います。だから、一回で諦めないで！と伝えたいです。
（そし

ました。
「4 年で卒業する」という多数派の「あたりまえ」の

てこれは私自身へ向けたメッセージでもありますが）決めら

ペースに私も乗っからないと、と無意識に思っていたのかも

れた制度の枠に従って生きるのではなくて、自由に生きるた

しれません。私は、無理して頑張れば、なんとか周りの人と

めに制度を作り替えていくんだ！くらいの気持ちをもって、自

同じペースでノルマをこなせちゃうんですよね。だから、自分

分の生き方を切り拓いて行ってください！

の体力を言い訳に休学するのは甘えなのかなとか、自分の頑
張りが足りないのかなと思うこともありました。でも、周りの
人に相談してみると、
「他の学生と同じペースじゃなくてもい
いんじゃない」と気軽な返事が多く返ってきて、それにも背
中を押されました。
実際に休学してみて、自分のペースでいろんな活動や勉強
をする中で、
「あ、これまで私は無理をしてたんだ」とわかり
ました。多数派のペースに合わせることが唯一の重要なこと
ではないし、それに囚われる必要はないと思えました。
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だした時期でもあり、それに併せて自分の希望を伝えること
をし始めました。上司が協力的で、自分の意見も取り入れて
くれたり、
必要什器を一緒に探しに行ったりもしてくれました。
また、仕事中社内を日々車椅子で行き来して色々な部署の人
と関わる中で、気にかけてくれる人が増え、段々と社内も整い、
私も働きやすい環境ができていきました。

遠隔での勤務を経験してみてどうですか？

粟井 優衣

在宅業務が始まった時、もともとネット環境や仕事ができ

Awai Yui

るデスクを用意していたこともあり、通勤のための移動がな

2010 スカラー／社会人

いので体力が楽だと感じましたし、人と会うことに意外とス
トレスを感じていた自分がいたことに気づく等、あまり困難

「前例がないほうが良いこともある」
就職先の選択や働くことについてインタビューしました

自己紹介をお願いします

をかけると解決していた仕事が、相手から返事がこないと進
まないなどのやりにくさに気づいたり、職場の人たちとの何
気ない会話の楽しみや誰かの役に立っているという達成感を
感じられる機会が減ったと感じたりしました。そういった日々

大学を卒業し、作品づくり等に関わる企業に就職して３年

の中で働くモチベーションを一定に保つことの難しさや大切

目になります。休日の趣味は映画鑑賞や読書、もの作りです。

さを実感しています。コロナ禍と言われる中で、働けて給与

大学時代は障害当事者として異なる文化や社会における障害

をもらえて好きなことにお金を使える生活は当たり前のよう

の扱われ方や社会的サポートの違いに関心があり、海外研

でとても貴重で嬉しいことだなと再確認するのと同時に、働

修に参加したりもしました。

くことの醍醐味は単に自分のタスクや役割を遂行することを

就職先の選び方を教えて下さい
学内説明会や、障害のある人向けの企業説明会に参加し

超えて、色々な人と一緒に仕事をする中で生まれる悲喜こも
ごもの中にあるのだなぁと感じています。
遠隔と出勤の両方の生活を送ることで、自分一人の時間の

ました。直接企業の人と話してみた時に、
障害のことにフォー

大切さと、人と会うことの大切さの両方にあらためて気づき、

カスされる一方で、それ以外の能力や人となりといった側面

もっと色んな活動に参加したり場所に行きたい自分がいるこ

を見てもらえていない気がして、メンバーの一員として肩を並

とがわかりました。社内整備が進み、遠隔での勤務体制も

べて働く存在として見てもらえているか少し不安でした。ま

変わり始めている中で、これから数年働いてみて、どんな自

た、私の姿を見て、建物がバリアフリーであること等、ハー

分になっているかな、と思っています。

ド面が揃っていることを説明してくれる会社が多かったです。
今働いている会社は、まず第一に私のそれまでの経験やで
きることややりたいこと、興味関心について話を聞いてくれ、

後輩へメッセージをどうぞ！
大学を卒業後、DO-IT に以前のように時間をかけて関わるこ

仕事や社員の紹介をしてくれた後、働く上でどんな配慮が必

とができていませんが、毎年 DO-IT の仲間の輪が広がっていく

要になるか私に聞いてくれました。自分もここで役に立つこ

のをとても嬉しく思っています。初めてスカラーとして参加した

とができたらと思い、就職を決めました。

のは早 10 年前（！）なのですが、四国からおぼつかない足取り

会社での配慮はどのようなことを受けていますか？
車椅子で建物内を移動し、高さ調整ができる机を使って
車椅子に座り、仕事ができる環境になっています。

で東京に出てきた高校生だった頃から今に至るまで、DO-IT で
出会ったたくさんの人たちに支えられてきたなあと思います。進
学や就職やその他様々な局面で何かしらの選択を重ねる上で、
DO-IT を通じて、自分一人で想像していたよりもっと多様な価

入社時、車椅子ユーザーは私しかいませんでした。私は

値観や暮らし、色々な方法が世の中のあちこちに隠れていると

前例がないことが、逆に良いと思いました。いわゆる「車

いうことや、それを一つ一つ見つけ出していく喜びを教わってき

椅子ユーザー」としてカテゴライズされて配慮を受けるので

たことがいつも背中を押してくれました。何事もとりあえずやっ

はなく、自分の意見を伝え相談しあうことで、一緒に働け

てみて試行錯誤するうちにたくさんの人を巻き込みながら、いつ

る環境を作っていけると思ったからです。でも実際は、自

のまにかできるようになっていることが多いのではないかと思い

分の希望を言うタイミングを作ることが難しかったです。

ます。今後も DO-IT でできる繋がりを大切にしていけたらと思

社内がペーパーレス化を目指し、オフィスの様子が変わり
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を感じませんでした。でも在宅が続くことで、会った時に声

います。みなさんと色々なお話ができると嬉しいです！

5

小暮 理佳

脇山 輝衣菜

2010 スカラー／社会人

2015スカラー／ 社会人

2017スカラー／大学生

Mori Yudai

Kogure Rika

Wakiyama Kiina

「一緒に考え、一緒に変えていく」
スカラーがたちあげた DO-IT 部活「アウトリーチ部」の活動と展望をインタビューしました

アウトリーチ部の活動目的を教えて下さい

たちが出向くこともできたらと思っています。例えば、大学

障害のある児童生徒が、より良い環境で学びに参加できる

の教職課程の 1 コマに参加させてもらったり。当事者として

ように、児童生徒に関わる先生たちの「困った」
「どうしたら

情報を伝えられると思うし、学生さんの中で（障害の有無関

いいの？」に寄り添い、スカラー（私たち）とともに考え、ア

係なく）私たちと一緒に活動したいなと思う人と出会えたら

クションを起こせるようなきっかけとなることを目標に活動し

嬉しいです。また、先生同士が繋がる場にもなってほしいな

ています。外へ発信するという意味を込めて
「アウトリーチ部」

とも思います。今後活動を続けていくと、年齢が上がるにつ

と名付け、学校生活における自分たちの事例や、知り得る情

れて私たちは初等中等教育から離れていきます。今の私た

報を社会に還元していきたいと思うスカラーや DO-IT で出

ちの話も重要だと思いますが、教育は日々変わっていくので、

会った人たちが集まり、昨年の秋から DO-IT の部活として

循環が生まれる、風通しの良い、外部に開かれた集まりとし

活動を始めました。これからも DO-IT からアドバイスを受け

ていられたらいいなと思っています。

ながら、活動の幅を広げていきたいと考えています。

児童生徒ではなく、先生に関わることを選んだ理由は？

読者へメッセージをどうぞ！
だれかのためにとか、もっと社会を良くしたいとか、きっ

合理的配慮という単語を耳にする機会は増えたと思いま

といろんな思いがあってアクションを起こしたいスカラーはた

すが、単語の意味や結果だけでなく、児童生徒にも先生にも、

くさんいると思います。それと同時に「どう実行したらいいか

合理的配慮に至った経緯、合意形成までの対話が情報とし

わからない」
「うまくいかなかったらどうしよう」
「思っている

て必要なのではと思います。アウトリーチ部のメンバーは全

だけで行動できない自分はダメだなぁ」と悩んでいる人がも

国にいるので、多様な選択肢や方法、解決策をたくさん持っ

しかしたらいるかもしれません。いきなり高い場所を目指す

ています。なので、先生の「わからない」を受け入れ、知っ

と辛くなっちゃうので、小さな一歩として、今の自分に何が

ていることを提示し、私たちとともに学校教育をよくしていき

できそうかを考えて、自分の心地よい範囲で動いてみること

たいと思う先生を増やすことが、特に初等中等教育の段階の

から始めると良いのかなと思います！私たちも皆さんのアク

障害のある児童生徒にとって必要だと考え、先生に向けて活

ション、応援しています！

動しようと決めました。

スカラーたちの活動 インタビュー 進学・就職したスカラーたち

森 雄大

（問い合わせは、DO-IT Japan 事務局へお願いします。
）

現在の活動状況と展望を教えて下さい
第 1 回目のイベントを 2 月に対面で実施することを予定し
ていましたが、コロナの影響で 10 月にオンラインで実施し
ました。そこでは私たちも先生に伝えたいことを伝えること
ができ、私たちも先生の考えていることに触れることができ
たので、この活動は意味があると確信しました。
今後は参加者を募ってイベントを実施するだけでなく、私
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共催・協力・後援
DO-IT Japanは、
共催企業 3 社の皆様と連携し、
プログラムの運営や企画開発を行っています。
また、協力企業や官公庁の皆様からも、運営のご支援や応援をいただいています。個人として
活動や運営をサポートして下さる皆様にも支えられています。
2020年度の共催企業、協力企業、後援、活動をサポートくださっている方々をご紹介します。
（50音順）

共催企業
ソフトバンク株式会社
オンラインで特別聴講生プログラムを実施するにあたり、準
備や機器貸与等のご協力をいただきました。8月9日に実施し
た、特別聴講生プログラムのテクノロジーコースで「iPad」をご
貸与いただきました。また、同プログラムで使用する「動画」を
お借りしました。
全国からオンラインで参加するスタッフの円滑なやりとりや、
緊急時の連絡のため「iPhone」をご貸与いただきました。20ス
カラーが、オンラインでプログラムに参加する姿を記録する機
器としても使用させていただきました。

日本マイクロソフト株式会社
夏季プログラムをオンラインで実施するにあたり、準備や機器
貸与等のご協力をいただきました。
夏季プログラムを開催するオンライン会場として「Microsoft
Teams（コラボレーションツール）
」をご提供いただきました。ま
た「Surface」などのデバイスをご貸与いただき、全国にいるスカ
ラーやスタッフのプログラム参加に使用させていただきました。
8月10日のスカラープログラムの午後に、最先端のテクノロ
ジーや取り組まれている活動の話題提供、社員の方との意見交
換の時間をいただきました。2019 年度より、スクールプログラ
ムを共催で実施していただいております。

株式会社みずほフィナンシャルグループ
障害のある大学生向けの「ジョブシャドウイング」のプログラム
を、DO-IT Japanと共同開発しました。オンラインでも実際の
職業現場を見ることができる準備などを行い、DO-ITの大学生
スカラーが実際にプログラムに参加する機会をいただきました。
プロフェッショナルとして働くことや、働く環境をよりインク
ルーシブに変えていくリーダーシップなどの理解を深められる取
り組みについて、意見交換する時間をいただきました。
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協力企業
株式会社 atacLab

視覚障害や読み書き障害など、印刷物を読むことに困

自分の読み書きの速度が、同じ学年の人と比べて、どの

難がある人が、書かれている情報を得る手段に、文章を音

位置にあるのかを評価することができる読み書きのアセスメ

声で聞き、内容を把握する方法があります。音声読み上げ

ント「URAWSS Ⅱ」
、
「URAWSS English」をご提供いただ

Word アドイン「WordTalker」をご提供いただきました。

きました。客観的に読み書きに対する自分のニーズを他者

夏季プログラムで、ウェブサイトや教科書やプリントを電子

に説明するために、どのような伝え方がわかりやすいかを考

データに変え、読み上げさせる体験と、その後のスカラー

えるための一例として実施させていただきました。学校で配

の日常の学習場面で活用させていただいております。

慮を申請する際に、結果を使用するスカラーもいました。

株式会社 CAPSL アシスト
音声認識アプリ
「UD トーク」を用いた
「遠隔文字通訳」
を実施していただきました。夏季プログラム参加者へ、
文字通訳の方法を紹介いただきました。また、夏季プロ
グラム期間中、文字通訳された情報にアクセスできる環
境をご提供いただきました。文字通訳が聴覚に障害があ
る人の利用だけでなく、会話を視覚的な情報にして会話
の流れを整理する方法としても活用できることを教えて
いただきました。

⇒

ウェブサイト

⇒

ウェブサイト

共催・協力・後援

イースト株式会社

6

特定非営利活動法人
サイエンス・アクセシビリティ・ネット
障害があるため、鉛筆を使って文字を書くことが難しい人
が、タイピングで記録を取ることは知られるようになってき
ましたが、数式入力と音声読み上げの両方ができるソフトは
多くありません。日本語の文章に限らず、数式の読み上げを
してくれるソフト「ChattyInfty」をご提供いただきました。
夏季プログラムでの体験、及び、その後のスカラーの学習
場面で活用させていただいております。

ウェブサイト

⇒

⇒

ウェブサイト

後 援

厚生労働省

文部科学省

DO-IT Japanをサポートしてくれている人々
● 夏季プログラム：講師・話題提供者／30

名

● 夏季プログラム：大学生チューター／8 名（5 大学）
● DO-IT Japan アドバイザー・スタッフ／ 19 名（12 大学／3 団体）

共同主催の東大先端研より、夏季プロ
グラム参加者へ「先端研グッズ」をい
ただきました。DO-IT Japan グッズと
共に届けさせていただきました。
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DO-IT Japan スカラーのデータ
毎年春にスカラープログラム参加者が募集され、今年は10 名のスカラーが選抜されました。過去
選抜されたスカラーは、大学進学や就職をする時期となりました。今年は、進学や就職をした6 名の
スカラーへインタビューを行いました。38ページから掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
2021年度も春にスカラープログラム参加者を募集いたします。DO-IT Japanは、障害のある若者
が多様な経験や学びを得る機会を提供する場所として活動を続けていきます。

DO-IT Japan 2020 年度データ
スカラーの障害内訳
病弱・虚弱 11名

（2020 年 12 月現在）

スカラーの出身地

その他 5 名

スカラーの人数と進路

ADHD
12名

聴覚障害 11名

スカラー総数

盲ろう 1名

125 名

※ジュニアスカラープログラム（2013 〜

精神障害 4名

2015 年に実施）終了により上記統計
から除外。退会者を除く。

ASD
36名
身体障害
58 名

視覚障害 12名

LD
25名

高次脳機能障害 4 名

2020 年度
2007 〜 2019 年度

※上記はスカラー総数 125 名の障害内訳（重複あり）

大学進学

就職

大学院、
専門学校進学

103名 54 名 14 名

DO-IT Japanスカラーが得た、
これまでになかった入試における配慮事例 （2020 年12月現在）
※その他、時間延長、別室受験、必要な用具の持ち込み許可などの配慮の実例あり。

高校入試

肢体不自由のある生徒

2016 年度 代筆

［公立高校／ 5 教科］

LD のある生徒

2011 年度 問題文の代読

［公立高校／ 5 教科］

2014 年度 PC のキーボード使用・解答

［公立高校／ 5 教科］

2015 年 度 PC の音声読み上げ機能を用いた問題文の読み上げ、

［服飾系専門学校／ 2 教科・小論文］

代筆、PC のキーボード使用・解答、電卓の持ち込み・使用

2016 年度 PC の音声読み上げ機能を用いた英語の問題文の読み上げ、

［公立工業高等学校］

問題文の代読、PC のキーボード使用・解答、用紙の色の変更・拡大

肢体不自由のある生徒

2007 年度 PC のキーボード使用・解答

［センター試験・国立大学／一般入試］

2010 年度 数式入力ソフトの使用・回答

［センター試験・国立大学／一般入試］

2013 年 度 理系科目（数学、物理、化学）の 1.5 倍の時間延長、代筆 ［センター試験・国立大学／一般入試］
2016 年度 PC のキーボード使用・解答、代筆

大学入試

2019 年 度 電卓の持ち込み・使用、代筆

LD のある生徒

2009 年 度 1.3 倍の時間延長

［共通テスト・国立大学／一般入試］
［センター試験］

※高次脳機能障害によるディスレクシアのある生徒。次年度より、大学入試センターの配慮区分に「発達障害」が加わる

2011 年 度 PC のキーボード使用・解答
2014 年度 問題文の代読
2016 年度 PC のキーボード使用・解答
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［センター試験・国立大学／推薦入試・一般入試］

視覚障害のある若者

2015 年度 問題文の代読

難病のある生徒

2018 年度 特別な補助装具の持ち込み・使用

［国立大学／AO 入試（小論文）
］
［センター試験・私立大学／一般入試］
［私立大学／推薦入試（小論文）
］
［センター試験］
［センター試験・国立大学／一般入試］

３月

▶ スカラープログラム参加者
募集案内公開
DO-IT Japan ウェブ サ イト（http://doit-

DO-IT Japan について
詳しくはウェブサイトをご覧ください！

http://doit-japan.org/

japan.org/）に応募要項を掲載します。参
加希望者はウェブサイトから応募書類をダ

7
スカラーのデータ
DO-IT Japan

DO-IT Japan スカラープログラム
選考の流れ

ウンロードしてください。

4 月上旬〜
5 月上旬

▶ 応募期間
作成した応募書類を DO-IT Japan 事務局
へ郵送してください。

5月

▶ 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。

6月

▶ 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。その後プログラム
参加者が決定します。

7月

▶ プリプログラムへの参加
個人のニーズにあわせたパソコンなどの
機器を貸与します。
その後、夏季プログラム参加準備のための、
オンライン・ワークショップを実施します。

ウェブサイトには以下の情報や
お知らせを掲載しています
▶DO-IT Japan の説明

▶ 活動報告書・ムービー

▶各プログラムの説明

▶ イベント&ニュース

・スカラープログラム

▶ ニュースレター登録

・パルプログラム

▶ お問い合わせ

・スクールプログラム

▶ ご寄付のご案内

ご寄付のご案内
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。

8月

▶ 夏季プログラムへの参加
詳細は P8

8 月以降

▶ 実施されるプログラムへの参加
詳細は P26

年間を通じた様々な活動が行われます。

※寄付に対する税制上の優遇措置など、詳しくは
ウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ
DO-IT Japan 事務局
153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1
東京大学先端科学技術研究センター
人間支援工学分野
［Tel＆ Fax］03-5452-5443
［Mail ］toiawase@doit-japan.org
［Web］http://doit-japan.org/
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