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今 井さ ん）「障 が

い なぁ 。」 （こ ども発達 学

あ るの で、 両方 できたら い

難 しそ うで すけ ど、パソ コ
ン ・ノ ート テイ クに興味 が

す ごい 。テイ クに ついて は、

だ けど しっ かり やってい て

会の アル ミ缶 回収 ボッ クス

ミ缶 は、 バリ アフ リー 委員

今 年も 飲み 終わ った アル

げで す。 あり がと うご ざい
ます 。

学生 ・教 職員 の皆 様の おか

でき まし た。こ れもす べて 、

科 １年

に入 れて くだ さる よう お願

いい たし ます 。みなさ んが 、

い 者の 役に 立つ ならやっ て

教室 にて 、バ リア フリ ー委
ら 始ま り、 テイク 統括 部に

ダ ーの 、三 好正孝 の挨 拶か

バリ アフ リー委 員会 リー

て きま した 。ア ットホーム

で 、白 江さ んか ら話を聞い

「 合宿 オリ エン テーション

参加 者の 皆さ んからは、

あり がと うご ざい ました 。

いた だき まし た。 みなさ ん

ク体 験に 積極 的に 参加し て

科１ 年 斉藤 さん ）
参 加者 のみ なさ んはテ イ

たい です 。」 （臨 床心理 学

出ま した 。手 話も やって み

みた い。 説明 会で やる気 が

れる だけ で、 誰で も難 しい

ルミ 缶を 回収 ボッ クス に入

る人 々が いま す。 ただ 、ア

フリ ー委 員会 の回 収ボ ック
スに 変え るだ けで 、救 われ

缶を 捨て るゴ ミ箱 をバ リア

は貴 重な 資源 です 。ア ルミ

のゴ ミ箱 に捨 てる アル ミ缶

何気 なく ポイ 捨て や、 ただ

員会 （以 下Ｂ Ｆ委 員会 ）の
よ る、 テイ カー（ テイ クを

ランティアができるの で

す。

ボッ クス の中 身は 全て 「人

ん にテ イク を実際 にや って

説明 会が あり まし た。 説明
す る人 ）の 心得の 説明 が、

と きど き、 心無 い人 がア

ルミ 缶の 中に タバ コの 吸殻

を助 けた い」 と思 い、 集め

４月 １２ 日（ 水曜 日） 午後

会に は６ ０名 近く の学 生に
テ イク 統括 部から あり 、学

バリアフリー委員会 で

られ たア ルミ 缶で す。 みな

い ただ きま した。

参加 して いた だき 、説 明会

生の皆さんに真剣に聞 き

は、 みな さん が飲 み終わ っ

さん と同 じ札 幌学 院大 学の

６時 ３０ 分か らＤ ・２ ０１

を終わることができま し

を入 れた り、 回収 ボッ クス

たア ルミ 缶を 回収 ・洗浄 し

学生が手作業で処理し ま

の中 にア ルミ 缶以 外の もの
を入 れる 方が いま す。 回収
必要としている障がい を

てか ら、 業者 に送 ってい ま

す。 絶対 にア ルミ 缶の 中に

円し ます 。

持 った 方が 、２ ２００万 人

す。 ８０ ０キ ロ集 まれば 、

ま す。

ス を必 要と して いる方も い

事 故な どで 、一 時的に車 イ

車イ スを 必要 とし ている 施

中学 校や 高校 、病 院など 、

ものを入れないでくだ さ

クス の中 にア ルミ 缶以 外の

す。交換 した 車イ スは 、小・ 吸殻 を入 れた り、 回収 ボッ

現在 日本 には 、車イス を

以 上い ます 。こ れは、日 本

車イス１台と交換でき ま

行 って いま す。

の 人口 の約 ５人 に１人に あ

みな さん はア ルミ缶だけ

みな さん は日 本で今、ど

た りま す。 この ほかにも 、
札幌学院大学バリア フ

い。

が ある こと を知 っています

れ だけ の人 が車 イスを必要

リ ー委 員会 では 、難聴学生

設に 送ら れま す。 現在、 皆

み なさ んの ご協 力を お願
いし ます 。

か？
り 、最 後に 参加し てい ただ

と して いる か知 っています
と いう こと で、三 分程 実際

車イ スは 高い ものであ れ

さん の協 力の おか げで、 ２
００ キロ のア ルミ 缶を回 収

Ｂ Ｆ委 員会 におけ る、 各部

い た皆 さん に、体 験テ イク

の 講義 と同 じよう に話 して

へ の講 義保 障の 他にも、車

ば １０ 万円 。電 動車イス で
あ れば ２０ 万円 から３０ 万

か？

い るの を、 テイク して いた

イスとの交換を目的と し
た、アルミ缶収集活動 を

講義 のシ ミュレ ーシ ョン

だ き、 実際 にテイ クを 体験
し ても らい ました 。

の 活動 内容 などの 説明 があ

を して いた だきま した 。

次に 、
各 部の 紹介があ り、 で 人が 救え るボ ランティア

こと を考 える こと 無く 、ボ

た。 説明 会で は、 ＢＦ 委員

入 って いた だき、 緊張 感と

クを 実際 に体 験し てみ る。
とい うこ とで 、学 生の 皆さ

アルミ缶で
ボランティア

会の 各部 の紹 介や 、こ れか

和 やか ムー ドの中 、説 明会
は 進ん でい きまし た。

題字
副リーダー・白江香澄

らテ イク にあ たっ てい ただ
く上 での 説明 。ま た、 テイ

バリアフリー
委員会説明会開催
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筆記
記と
とは
は？
？
生 の話 を実 況中 継するの は
も ちろ ん、 講義 中起こっ て

こ とで すが 、講 義中は、 先

両方 のテ イク に共通す る

テイカー
募集！

い るい ろい ろの 情報を通 訳

だテ イカ ーが 足り ない 状況

の 通り パソ コンを 使っ て講

パソ コン 通訳と は、 名前

理想 はす べて の音によ る

す。

鳴 った りし たこ とも伝え ま

テイ カー と呼 んで います 。
テ イク には 、パ ソコン に

報保 障を する 人の ことを 、

こえ ない 学生 のた めに、 情

れば 分か ると おり 、耳の 聞

る方 の授 業等 の負 担に はな

クに 入っ てい ただ く形 とな
り、 テイ クを して いた だけ

き講 義や 、空 き時 間に テイ

をし てい ただ ける 方の 、空

られ るの では なく 、テ イク

時間 は、 強制 的に 押し 付け

バリアフリー委員会 で

義 内容 を伝 える講 義支 援の

情 報を 伝え るこ とですが 、
や はり 、そ れは 難しいこ と

よるテイクと、ノート を

りま せん 。

たと えば 、講 義中に、 学

し ます 。

は、 筆記 通訳 のこ とで 、重
方 法の 一つ です。 パソ コン

で す。 しか し、 できる限 り

も ちろ ん、 いき なりテ イ

使っ たテ イク があ ります 。

テ イク に入 って いた だく

です 。

度難 聴者 の「 耳の 代わ り」
通 訳の 場合 、ノー トテ イク
と の大 きな 違いは 情報 量の

の 情報 を保 障す るために 、

は、 テイ カー を募 集して い

をす るこ とで す。 すな わち

差 です 。ノ ートテ イク はど

テ イカ ーは 日々 技術の向 上

に興 味の ある 方は 、Ｆ 館５

生 から 質問 が出 たりする な

話し 手の こと ばや その 場の
音情 報を 忠実 に聞 き取 り、
ん なに がん ばって も「 読め

は 、先生 の話 が速 かった り、 ただ いた 上で 、情 報保障 を

に 励ん でい ます 。

現 在バ リア フリ ー委員 会

訳 」と いう 記述で 紹介 しま

遅れ ずに 筆記 して いく 、同
る 字」 で書 けば１ ５０ 文字

況 中継 に近 い形 で、講義保

専門用語が頻出するよ う

●ノ ート テイ ク

時通 訳の よう なも ので す。
く らい が限 界です 。
しか し、

障 をす るこ とが できます。

な 、講 義で あっ たり。様 々

ます 。テ イカ ーと は、上 の

大学 ので ノー トテ イク も同
パ ソコ ン通 訳の場 合字 はパ

ま た、 ノー トテ イクでは、

記事 など を読 んで いただ け

様の 重度 難聴 学生 の耳 の代
ソ コン が表 示して くれ るた

速 度が 追い つか ない、話の

階５ ０７ に、 バリ アフ リー

ど はも ちろ ん、 誰かの携 帯

わりとなり、先生の話 に
め 、通 訳者 の入力 速度 が速

では 、多 数の 皆さ んに協 力

委員 会の 部室 があ るの で、
気軽 にお 越し くだ さい 。

電 話が 鳴っ たり 、外で雷 が

沿っ て、 講義 内容 を筆 記に

け れば 速い ほど情 報量 が増

な講義があります。テ イ

して いた だい て、 情報保 障
を行 って いま すが 、まだ ま

す。

より 同時 通訳 しま す。 重度

速 い方 の話 でも 、パソコン

カ ーの 理想 像に 近づくた め
に 、が んば って います。

ノートテイクという の

難聴 学生 にと って 、講 義を

え るこ とに なりま す。 パソ

通 訳で あれ ば、 かなりの情
報 量を 保障 でき ます。

クに 入っ てい ただ くわけ で

して いま す。 皆さ んの 協力

い学 生が 、テ イカ ーを 募集

を募 集し てい ます 。

ことがたくさんござい ま

配 置な どを 考え たり、や る

けで はあ りま せん 。僕を サ

僕が 全て 仕事 をし ている わ

皆さ んに いつ も助 けら れて

々、 そし てＢ Ｆメ ンバ ーの

パ ソコ ン・ ノー トテ イク

どう も、 社会 情報学部３

行っ てい ただ きま す。

はな く、 練習 など をして い

現 在多 数の 耳の 聞こ えな

ノー トテ イク した もの を見

コ ン通 訳で あれば 、通 訳者
の 入力 速度 次第で 、ほ ぼ実

年 の三 好正 孝と 申します。

テイ クす る講 義によっ て

ると いう こと は、 健聴 学生
にと って の講 義を 聞く こと
によ って 初め て、 重度 難聴

と同 じで す。 ノー トテ イク
学生 も健 聴学 生と 同時 に情

バ リア フリ ー委 員会では、

ポー トし てく れる サブリ ー
ダー 二人 と、 各部 部長の 方

ＢＦ 委員 会を 暖か く見 守っ
てい てく ださ い。

てい てく ださ い。 そし て、

ＢＦ 委員 会の 活動 に期 待し

こ れか らも 飛躍 し続 ける

です 。

に恵 まれ 充実 毎日 が楽 しい

りま すが 、素 晴ら しい 仲間

おり ます 。大 変な とき もあ

報を 得、 授業 に参 加で きる

学 生代 表を 勤め させてもら
い 、仕 事と して は、周りを
見 なが ら全 体の 活動をまと
また 、こ の時 期は、ガイ

め ると いう 感じ です。
ダ ンス での ＰＲ 。ＢＦの説
す。
しか し、 代表 といって も

よう にな りま す。

● パソ コン 要約 筆記
正 式名 称は パソ コン 要約
委員 会で は
「 パソ コン 通訳 」

明 会、 部室 に来 てくださっ
た 方々 の対 応や 、テイクの

筆記 です が、 バリ アフ リー
とい う呼 び方 で通 常呼 んで
いま す。 以下 「パ ソコ ン通

リーダー
三好
正孝

－２－

http://www.sgu.ac.jp/bfc/

札幌学院大学バリアフリー委員会
2006年5月22日
No.1
バリアフリー通信

－３－

バリアフリー委員会
各部紹介
バ リ ア フ リ ー 委 員 会 で は 、情 報 保 障 の 他 、様 々 な 部 が あ り 、様 々 な 活 動 を 行 っ て い ま す 。
も ち ろ ん 、情 報 保 障 が 主 な 活 動 な の で す が 、そ の 統 括 ・ 技 術 向 上 を 担 う 、テ イ ク 統 括 部 。
こ の バ リ ア フ リ ー 通 信 を 発 行 す る 広 報 部 、手 話 の 勉 強 会 を 行 っ て い る 学 習 部 。
ア ル ミ 缶 の 収 集 ・ リ サ イ ク ル を 行 っ て い る 、Ｃ Ａ Ｒ 部 が あ り ま す 。
各 部 の 紹 介 を 各 部 長 に し て い だ き ま す の で 、活 動 内 容 を お 見 知 り お き く だ さ い 。

ボー ルに 詰め て、 業者に 送

缶が たま って きた ら、ダ ン

くや って いま す。
最 後に 、つ ぶし たアル ミ

楽し くし ゃべ りな がら仲 良

す。 つぶ すと きは 、みん な

実に 習得 して いこ う！ ”と

も１ から 手話 を学 習し 、確

セプ トは ”初 心者 も経 験者

いと 考え まし た。 そこ で、
今年 度の 手話 勉強 会の コン

方法 を用 意す るこ とは 難し

加者 １人 １人 に合 った 学習

『 障が いを テー マに した

いう もの です 。

りま す。

アルミ缶貴重な資源 で

学生 主体 の学 習会（仮 名）』

す！ ぜひ 、み なさ んのご 理

解と ご協 力を お願 いいた し

は今 年度 から の試 みで す。

去年 一度 だけ 、” 障害 者自

ます 。

現在 少な い部員 で活 動し

す 。み んな 楽し く、仲良く

ミ 缶回 収活 動を 行っていま

の 交換 を目 的と した、アル

ＣＡ Ｒ部 では 、車イスと

や、
部 の活 動体 系の見直 し、 で す。

リ ー通 信の 定期的 な発 行を
目 指し 、新 システ ムの 導入

作 業し てい ます 。車イスは

教 職員 の皆 さん のご協力 が

達 成す るた めに は、学生 ・

と して いま す。 その目標 を

５ ０キ ロ集 める ことを目 標

つ まり 、今 年度 だけで、 １

年 末の 合計 で、３ ５０キ ロ。

こ とが でき まし た。今年 は

け で、 １３ ６キ ロあつめ る

に は、 遠い と思 われるか も
し れま せん が、 実は昨年 だ

人間 科学 科三 年の 、平留 美

学 習部 部長 の、 人文学 部

他に も、ボ ラン ティア 情報・
講演 会情 報を 発信 した りな

くこ とに よっ て、 良い 刺激

す。 同じ 学生 達の 意見 を聞

という形式で行う予定 で

でデ ィス カッ ショ ンを する

まっ てテ ーマ に沿 った 内容

月に 一度 くら い、 学生 が集

習会 を行 った のが きっ かけ
でし た。 この 学習 会は ２ヶ

立支 援法 案” につ いて の学

て いる ので すが、 新入 生の

ア ルミ 缶８ ００ キロと交換

です 。

どし て、 みな さん のお 役に

・学習部

方 々に 、多 数入っ てい ただ

で き、 交換 した 車イスは、

学 習部 の主 な活 動は、『 手
話勉 強会 』と 、『 障がい な

ＣＡ Ｒ部 部長 の、経済学
部 経済 学科 二年 の池田大樹

い たの で、 その中 から 、広

必 要で す。

どを テー マに した 学生主 体

き ます 。

定 期的 な発 行を目 指し てい

報 部に 入っ ていた だけ る方

車 イス を必 要と している施

時々 、ア ルミ 缶専用回 収

次に 、回 収し たアルミ 缶
を 洗浄 しま す。
ボ ック スに 、ア ルミ缶で は

ムー ズに コミ ュニ ケーシ ョ

次 ペー ジで は、 バリ アフ

こ の２ つの 大き な活 動の

てい ます 。

の場 にな れば 良い なと 思っ

は いな いか なと、 思い 少数

設 に送 られ ます 。
主な 作業 は、 ４つ分かれ

な いゴ ミや 、ア ルミ缶の 中

ンを 取り たい ！と いう願 い

リー 委員 会の 活動 の中 心と

ま す。
まず 、ア ルミ 缶を回収し

に吸殻を入れる人がい ま

から 、始 まっ たこ の手話 勉

なっ てい る、 テイ ク活 動の

これからも、バリア フ

ま す。 アル ミ缶 は学内数箇

す 。回 収し たア ルミ缶は 、

強会 は今 年度 で４ 年目の 活

統括 をし てい る、 テイ ク統

部で は、 ご覧 いた だい てい

所 設置 され てい るアルミ缶

Ｃ ＡＲ 部の 部員 たちが手 作

動と なり ます 。年 度ごと に

る、 バリ アフ リー 委員 会の
ウェ ブサ イト の更 新を 行っ
てい ます 。

立ち たい と思 って いま すの

専 用回 収ボ ック スで回収し

業 で洗 浄し ます 。絶対に 、

参加 者も 増え てい き、レ ベ

ます 。

で、 どう よろ しく お願 いし

ています。今年度の回 収

ア ルミ 缶で はな いゴミや 、

被テイカーと楽しく ス

ボ ック スは ５月 上旬頃から

ア ルミ 缶の 中に 、吸殻を 入

の学 習会 』の 開催 です。

設 置予 定で す。 現在、ＣＡ

括部 の紹 介で す。

リ ー通 信を よろし くお 願い

Ｒ 部で は、 ２０ ０キロのア

ルや 二ー ズも 人そ れぞれ で

い たし ます 。

ま た、 年度 末に 、バ リア

れ ない で下 さい 。

す。
し かし 、学 習部 では、 参

る、 バリ アフ リー 通信 の発

フリ ー委 員会 の活 動を 内容

ル ミ缶 を回 収す ることがで

その 後、 洗浄 したアル ミ
缶 が乾 いて から 、つぶし ま

ムペ ージ 内に 設置 され てい

を文 集に した もの を製 作し

き まし た。 残り 、６００キ
ロ なの で、 まだ ８００キロ

・ＣＡＲ部

てい ます 。
今 年度 から は、 バリ アフ

行や 、札 幌学 院大 学の ホー

律学 科二 年、本間 広大 です 。 で 活動 して いる今 日こ のご
バ リア フリ ー委 員会 広報 ろ です 。

広 報部 部長 の、 法学 部法

・広報部
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かったり、言語に障害 を

話せるけど耳が聞こえ な
し ょう ！！

を １０ ０％ エン ジョイしま

持 って いた り、自 力で 車椅
子 から 乗降 できず トイ レ介

・交流部

流のために、がんばり ま

これ から も、 みんなの 交

イクとは情報量が違い ま
す。 タイ ピン グの 早い人 で

約筆 記の こと で、 ノート テ

字通 り、 パソ コン を使う 要

は、 先生 の話 して いる講 義

す！

・ テイ ク 統括 部

♪編集後記♪

～ 今年 の抱 負～

い よい よ新 体制 。偉 大な

先輩 に引 き続 ける よう にが

んば りま す。 （ア ジカ ン）

バ リア フリ ー委 員会 車椅
だ とい うの が私の モッ トー

者 は障 害者 である 以前 に人

ま では 言い ません が、 障害

を招 いて 、講 演会 を開き た
いと も考 えて いま す。

には 、ノ ート テイ クの講 師

コン テイ クの 講師 を、後 期

す。 また 、前 期に は、パ ソ

くれ た皆 さん あり がと うご
ざい ます 。今 年は 去年 以上

イ ンタ ビュ ーに 協力 して

ガン バリ マー ス！ （ふ じ）

くご 理解 いた だけ るよ うに

・車椅子
学生代表
助 が必 要だ ったり 様々 な障

の内 容す べて を、 伝える こ

テ イク 講習 会は 、５月 の

今 年の 広報 部は 一味 違い

とも でき ます 。

８・ １０ ・１ ６・ １８・ ２

介助 はい ろいろ と大 変で

害 学生 が在 学して いま す。
す が、 多く は話し 合い に話

２・ ２４ ・２ ９日 にあり ま

委 員会 をよ りよ

し 合い を重 ねて実 現さ れま

子学 生リ ーダ ーの 社会 情報

交流 部部 長の 、法学部法
律 学科 二年 敦賀 佑樹です。

本当 の名 前は 「と もみ ち」

で す。
確か に身 体に不 自由 があ

です 。こ れか ら一 生懸 命仕

学部 ３年 島田 祐亮 です 。バ
リア フリ ー委 員会 では 車椅

ます 。こ の奨 励金 には二 つ

事を 覚え ます ！（ もこ ）

新 入生 のも こみ ちで す。

の意味があり、テイク を

ゃん と広 報を でき るよ うに

に取 り組 みま す。 （も り）

やっ てく れて あり がとう と

頑張 るの でよ ろし くお 願い

最 後に ひと つだ け、大 事

いう意味と、奨励金を も

交 流部 は、 バリ アフリー委

ろ です 。

イ ク統 括部 では 、主に、 テ

四月 には 、
新 入生歓迎 会。 学 部二 年青 木雄 大です。 テ

らっ てい るの だか ら、責 任

しま す。 （さ とぅ ー）

る 分介 助を 受けな けれ ばな

ん 。し かし 、障害 を理 由と

夏 ・冬 には 、ス ポーツ交流

イ ク講 習会 また 、編成な ど

今 年の 抱負 は、 仕事 を一
つ一 つ丁 寧に こな すこ とで

子学 生の 大学 生活 を支 援す
具 体的 には 書く のが 遅い
し て社 会参 加がで きな い、

を 行っ てい ます 。

を持 って 、テ イク 向上め ざ

す。 （た けだ

なこ とが あり ます 。テイ ク

学生 の代 わり にノ ート をと
あ るい は情 報が入 手で きな

会 など を、 行い ます。

して 、が んば る。 という 意
味が 込め られ てい ます。 そ

を行 うと 、奨 励金 が発生 し

る筆 記代 行、 冬場 の通 学を
い とい うこ とは間 違っ てい

テイ クに は、 ノートテ イ

れを 、ご 理解 いた だきた い

員 会内 での 、飲 み会やイベ

介助 する 通学 介助 、講 義終

ます。障害があっても サ

み んな のス ケジ ュールの把

ノー トテ イク は、先生 の

ク とパ ソコ ンテ イクがあ り
ま す。

ン トの 企画 を運 営するとこ

了後 に後 片付 けを 手伝 う片

握 や、 運営 が大 変です。し
か し、 みん なの 楽しんでい

す る権 利は 保障さ れな けれ

今 年は 五大 学で 開催するの

ま す。

き ない ので 、要 点をまと め

べ てを 、書 き取 ることは で

先生 の話 して いること す

変で す。 新入 会生 のみな さ

会で 使う 、資 料の 製作が 大

いて いる ので 、テ イク講 習

少 しで も広 報部 に貢 献で

よう 頑張 りマ ッス ル
（ 香港 ）

今 年中 に仕 事覚 えら れる

自分 のこ とばか り主 張す

の 活動 が現 在、 非常に大変

て 、そ れら の準 備に向けて

会議などが待ち構えて い

の 話し てい る内 容だけで は

ト をと りま す。 また、先 生

て 、大 事な とこ ろだけノ ー

イカ ーと して の心 構えを 、

の、 基本 やコ ツ、 また、 テ

るの で、 テイ クを する上 で

んは 、こ れか らテ イクに 入

に参 加す るで す。（ やよ い）

す！ （や まだ

きる よう に精 一杯 頑張 りま

すが 頑張 りた いで す
（ ごま ）

るのもいけないですが 、

な く、 周り の雰 囲気や、 状

今 年の 目標 は、 創造 的な
たこ 焼き 作り です 。（や ま）

今 は、 テイ ク講 習会を 開

も っと 積極 的にし てほ しい

で す。 しか し、 他の大学と

まと めて いる ので すが、 そ
の作 成に 苦労 して います 。

また 、
ス ポー ツ交流会 を、 タ イム に、伝 える 方法で す。

あ きの ）

学の 設備 をバ リア フリ ーに

ば いけ ませ ん。だ から こそ

で 、お 互い に、 スケジュー

今 年の 広報 部は 皆様 にち

付け ボラ ンテ ィア 、調 査実

ポ ート や配 慮で、 人と して

る 笑顔 が、 働く 意欲になり

して ほし いと いう 要望 を出

我 々障 害学 生は障 害が ある

ル を調 整し たり 、これから

交 流部 と掛 け持 ちを しま

して いま す。 例え ば図 書館

か らと 妥協 しては いけ ない

と思 いま す。

付近 に車 椅子 トイ レを 造っ

の です 。

話 して いる 内容 を、リア ル

てい ただ いた り、 情報 実習

現 在本 学で は車 椅子 学生

こ とを 報告 してく ださ い。

況 など も伝 えま す。
パソ コン テイ クとは、 文

今 年は たこ 焼き パー ティ

こ うへ い）

８名 、難 聴学 生９ 名計 １７

関 わる から こそ 、成功させ
た いと 思っ てい ます。

した 。

名の 障害 学生 が在 学し てい そ して 障害 という 影に とら
ます 。
障 害の 種類 も多 様で 、 わ れず に限 りある 大学 生活

くし ても いた だい たり しま

室の プリ ンタ ーの 高さ を低

参加 人数 が、 多いので、

習の 移動 介助 など 様々 な活

し たり 、情 報を入 手し たり

動を 行っ てお りま す。また 、 （ もっ と言 うなら 大学 生と
設備 改善 とし て大 学側 に大 し て） 当た り前に 社会 参加

ら ない し、 自分の 身体 のこ

ます 。

し た。 「障 害は個 性だ 」と

テイ ク統 括部 の社会情 報

B
F

と を考 えな ければ いけ ませ

－４－
る活 動を 行っ てい ます 。
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