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学生相談・支援センター
どんなことでも
気軽に
相談してください

p.17~18に
各キャンパスの
学生相 談 窓口一覧を
掲載しています

障がいのある学生に対する修学支援基本方針
関西大学では、
教育理念
「学の実化」
を実現するために、
「社会を見つめ、変化に挑む。
『考動』
する関大人が世
界を拓く。」
をスローガンとし、様々な教育的側面から
『考動力』
あふれる人材の育成に取り組んでいます。
本学では、
この精神のもと、次の3つの方針をもって、“すべての学生がともに生き、
ともに学ぶ”キャンパスづ
くりを目指します。
1 教育を受ける機会の平等の実現と障がいのある学生の自立に向けた修学支援
2 教育における多様性を尊重し、
すべての学生の学びと成長のため、学生が互いにサポートしあえる環境づくり
3 障がいのある学生に対する修学支援を通じた大学全体の教育力・学生支援力の向上
2016年4月
関西大学

関西大学で学ぶ
みなさんへ
関西大学

学長

田 裕
大学は、様々な思いで多くの人が集まる学びの場です。
その人たちが互いに助け合い、支え合い、私たちの学びを
より確かなものにしていく、関西大学は、
このような取り組
みを長く続けてきました。
2016年4月、
「 障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律」が施行され、障がいを理由とする不当な差別
的取扱いの禁止は義務となり、合理的配慮の提供が、私立
大学においては努力義務となりました。その後、2021年に
改正され、合理的配慮の提供が義務化となり、
さらなる取
り組みが求められることとなりました。
一方、本学が策定した “Kandai Vision 150” において
は、
「 多様性の時代を、関西大学はいかに生き抜き、先導す
べきか」
という将来像のもと、
「 大学教育のユニバーサルデ
ザイン化の推進」を政策目標として掲げています。関西大
学のすべての構成員が、相互に人格と個性を尊重し、成長
できる環境の構築は重要な視点です。
また、多様性を重視し、
これに対応できる包容力のある
学園を目指す本学では、2016年4月に、
「 障がいのある学
生に対する修学支援基本方針」及び「同ガイドライン」
を制
定しました。
ガイドラインの実施にあたっては、権利主体で
ある障がいのある学生の意思を尊重し、時には、変化を遂
げる時代に合わせ見直しも行いながら、学生と教員、職員
が連携協力し、“ともに生き、
ともに学ぶ”キャンパスづくり
を目指します。
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困ったときは、
とりあえず
相談してみよう！
関西大学
学生相談・支援センター長

林

宏昭

人はひとりで生きていくことはできません。誰かに助けて
もらったり、支えてもらうことが必要なときはどんな人にも
あります。みなさんが困ったときには、学生相談・支援セン
ターに来て、勉強や成績のこと、友人や先生との関係、心の
悩み、
どんなことでも相談してください。誰かに相談すれ
ば、少なくとも気持ちは楽になりますし、良い解決方法を一
緒に見つけ出すことも可能になります。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に
よって、大学や事業者は障がい者に対する合理的な配慮を
行うことが求められるようになりました。関西大学では、
こ
の法律の施行以前から障がいのある学生の修学支援の取
り組みを開始し、2013年に当センターを開設しました。受
講に際しての支援としては、学生支援スタッフによる
「ノー
トテイク」
「 パソコンテイク」
「 点字翻訳」など多様な取り組
みがあります。
また、近年は身体だけでなく精神面での相談
も増 加していますが、センターでは受 講に当たってのサ
ポートも行います。
2020年からは新型コロナウイルス感染症の影響で、講
義形態など、様々な影響が生じました。学生のみなさんも、
学びや生活の中で様々な困難に直面したことと思います。
センターの支援についても、感染防止に努めながら新たな
工夫を加えてきました。
これからも社会、環境の変化に対
応できるセンターを目指したいと考えています。
学生相談・支援センターは、障がいのある学生を一緒に
サポートしてくれる学生支援スタッフを募集しています。支
援に関心のある人は、ぜひセンターに問い合わせて参加し
てください。
サポートする学生も受ける学生も、一緒に成長
してもらえるものと期待しています。

〈学生相談・支援センター〉は、

「総合相談窓口」と「障がいのある学生に対する修学支援窓口」の
2つの機能を持っています。

障がいのある学生に対する
修学支援窓口

総合相談窓口
学生生活において困難や悩みを感じても
「どこに相談

障がいのある学生が他の学生と分け隔てられることが

したらいいのかわからない」
という場合は、
「学生相談・支

なく修学できるよう、
「障がいのある学生に対する修学支

援センター」で相談してください。
「 学生相談・支援セン

援窓口」
を設け、合理的配慮の提供を含めた全学的な修

ター」
は、千里山キャンパスの正門、新関西大学会館北棟

学支援を行っています。障がい学生支援コーディネー

1階にあります。相談内容に応じて、
「教務センター」
「キャ

ターを配置し、障がいのある学生の相談に応じて、各学

リアセンター」
「 学部オフィス」
「 国際部」
「 保健管理セン

部・研究科をはじめとする学内外の関係部署と連携しな

ター」
などの専門部局をご案内しています。
また、
カウンセ

がら、組織的なサポートを行っています。
なお、障がいのあ

リングを受けてみたいが、
ひとりで「心理相談室」
を訪れ

る学生に対する修学支援の一部は、研修を受けた学生支

ることに抵抗を感じている学生には、
心理相談室のカウン

援スタッフが行っています。

セラーへの橋渡しも行っています。

学生のみなさんへ

保護者のみなさまへ

教員のみなさんへ

学業やキャンパスライフにおいて、
不安や暮らしにくさを感じられたとき
には、気軽に相談してください。
いずれの相談においても、個人の秘
密は守られますので、
みなさんの不利益になる
ことは一切ありません。

学業をはじめとする学生生活全般
において、学生本人が不安や暮らしに
くさを抱えていると感じられた場合
は、「学生相談・支援センター」を訪
ねるよう、ご助言ください。

担当科目を受講している学生から
相談があり、支援を希望している、ま
た、支援等が必要と感じられた場合
は、気軽にお問合せください。

修学支援制度の対象者について

支援対象者は、本学に在籍する学部生で、学生本人が支援を受けることを希望し、かつ、学生相談・支援センター長がその
必要性を認めた者としています。大学院生については、講義の内容が専門的になり、学部生を基本とした学生支援スタッフで
は十分な対応が難しいと考えられるため、可能な限りの支援を行うこととしています。科目等履修生、聴講生等についてはご相
談ください。
修学支援制度の利用を希望する場合は、学生相談・支援センターまでご相談ください。
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まずは「総合相談窓口」へ！
総合相談窓口（相談受付）

☎06-6368-1373

学生相談・支援センター

（月〜金 9：00〜17：00）

千里山キャンパス 新関西大学会館北棟1階

学内の相談窓口を直接来訪されても
大丈夫です。

相談内容に
相談内容に
応じて
応じて

学生相談・支援センターは、
学内の相談窓口を案内しています。

窓口一覧
p.17〜18

学生生活におけるさまざまな悩みや問題についての相談に対応しています。
相談内容に応じて専門部局をご案内します。

修学について
授業のこと、単位修得のことなど、修学上の悩みや問題が
あれば、教務センターや各キャンパスの相談窓口を訪ねてくだ
さい。相談内容によっては、学識と経験豊かな各学部の学生
相談主事の先生と連携しながら、
みなさんの悩みや問題の解消
に向けて相談に応じています。大切な学生生活を有意義なもの
にするためにも遠慮なく相談に来てください。

●教務センター
●学部学生相談室
●各キャンパスオフィス など

健康管理について
健康に関する情報を知りたいとき、病気やケガをしたとき、
健康診断に関するお問合せなどは、
保健管理センターや各キャン
パスの保健室に相談してください。
また、気分が落ち込む、眠れない、何もする気がしないなどの
悩みがあれば、各キャンパスの心理相談室に相談してください。

●保健管理センター
●心理相談室 など

進路・就職について
なりたい自分に近づき、希望の進路を叶えるためには、早期か
らのキャリアデザイン
（自分の人生を描くこと）
が重要です。
学年に関係なく、
自分の適性、進路についての悩みや就職活
動全般に関する相談があれば、各キャンパスのキャリアセンター
を訪ねてください。
また、
キャリアカウンセリングルームでは、
専門のカウンセラー
による
「キャリアカウンセリング」
を実施しています。

●キャリアセンター事務室
●キャリアセンター理工系事務室
●キャリアカウンセリングルーム など

学生生活について
大学生活において対人関係、
家庭、
経済、
課外活動などの困難
が生じたり、あるいは性格、思想等に関する問題や将来のこと
が気になるなど、悩みがあるときは、学生センターや各キャン
パスオフィスなどを訪ねてください。

●心理相談室
●学生センター
●大学学生相談室
●各キャンパスオフィス など

留学について

ハラスメントについて

交換派遣留学や認定留学、語学セミナーなど国際部主催の
留学プログラムおよびTOEFLⓇ・IELTS等語学試験など、留学
に関する相談があれば、国際部や各キャンパスの窓口を訪ねて
ください。
留学を希望する方に必要な留学情報を提供しています。
留学先でのバスルーム・トイレなど住居設備、施設について配
慮が必要な場合にも、
国際部で相談に応じます。

ハラスメントの悩みや問題が少しでもあれば、ハラスメント
相談室や各キャンパスオフィスを訪ねてください。
電話、E-mail、手紙など、
どのような方法でもかまいません。
匿名でも受け付けています。
大学には安心して相談できる環境がありますので、
まずは連
絡してください。

●国際部 など

●ハラスメント相談室
●各キャンパスオフィス など
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相談内容に
応じて

学生相談・支援センターは、障がいのある学生に対する修学支援の窓口です。
障がいのある学生の修学に関する相談・支援を行っています。
各学部・研究科等と連携しながら、障がいの種類や程度に応じた支援を行います。

施設改善等

学生相談・支援センター

相談

●総務局

具体的に説明
「何がどのくらいできて
何ができないか」

●財務局
連携

障がいのある学生

●管財局 など

支援内容を
一緒に考えます
障がい学生支援コーディネーター

学生支援スタッフ

学生生活に関する支援
連携

連携

●心理相談室
●キャリアセンター
●学生センター

専門委員の先生

●保健管理センター
●国際部

連

連携

●ITセンター など

携

正課授業・試験に関する支援

「こういうわけで
お願いします」

●各学部・研究科

必要に
応じて

支援

●教務センター
「ナルホド
わかりました」

障がいのある学生

授業担任者

支援関係者と

連携

●授業支援ステーション
●総合情報学部オフィス
●ミューズオフィス
●堺キャンパス事務室 など

「この授業ではこうしましょう」
を
話し合って決めます

※原則として、
医師の作成した診断書などを根拠資料とし、
困りごとの起きている実際の授業場面に即して、
障がいのある学生と所
属学部、
関係部署が相談を重ね、
配慮内容を検討します。
修学上の配慮の例については、
障がい種別ごとの説明をご覧ください。
希望する配慮内容を検討した結果、実現が困難である場合、評価基準の本質的変更に該当すると判断された場合などは、希望
する配慮が受けられないこともあります。
また、
配慮の実施までに時間のかかることもありますので、
ご承知おきください。
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1. 聴覚障がい

■聴覚障がいとは

音をきく、または感じる経路になんらかの

障がいがあり、
話し言葉や周囲の音がきこえなく
なったり、
ききづらくなる状態を
「聴覚障がい」
といいます。
聴覚障がいのある学生は、
話し言葉のきき取り
に困難を示すことが多いため、大学生活におい
ては授業中に先生の話がわからないなどの
問題が生じます。

障がいのある
学生からの質問

Q.
A.

授業中の先生の説明や周りの学生の発言を
きき取ることができません。
関西大学の支援メニューを教えてください。
支援内容については、
学生相談・支援センター、
所属学部、
関係部署のスタッフ
等を交えた面談のうえで決定されます。
聴覚障がいのある学生に対して、
関西
大学では主に以下のような支援を行っています。

参照 教職員のための障害学生修学支援ガイド

（平成26年度改訂版） 日本学生支援機構

授業の声
きこえ
にくいなぁ

支援メニュー
ノートテイク

パソコンテイク

話の内容やその場で起こっているこ

話の内容やその場で起こっている

と
（学生の発言や教室内の状況まで）
を

こと
（学生の発言や教室内の状況ま

文字にして伝える筆記通訳のことです。

で）
をパソコンに打ち込んで伝えます。

話している内容の30〜50％を伝える

2台のパソコン
（2人の支援者）
で連携

ことができるといわれています。手書き

して音声情報を文字にします。

で要約しながら書くので情報量は限ら

話している内容の60〜80％を伝え

れますが、
特別な機材の必要がなく、
数

ることができるといわれています。ほ

式や図表、
グラフ等が使用される授業

ぼリアルタイムで音声情報が文字化

に適しています。

され、情報量が多いのが特徴です。

字幕付け

文字起こし

映像教材に字幕を挿入します。

映像教材の音声情報を文字データ
にします。
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声
用している学生の
支援メニューを利

「大学生活楽しかった！」
といえるのは
「情報保障」
があったから。
私は聴覚障がいがあり、先生の仰ってる内容がほとんど聞こえません。高校時代は情報保障
がなく、
自力で頑張って勉強していました。大学入学前には
「専門性の高い授業についていける
だろうか…」
と不安で胸がいっぱいでした。
大学に入学して初めて支援を受けた時、
「授業って、
めっちゃ楽しいやん！」
と感じた記憶があ
ります。
それまで感じたことの無い、情報が一気に脳内へ飛び込んでくる経験がとても新鮮でし
た。
大学の授業ではノートテイク、
パソコンテイク、UDトークを活用していました。支援の方法に
ついては、学生相談・支援センターのコーディネーターと相談しながら決めました。私は理系学
部で図や数式を多用するので、
ノートテイクを多く活用していましたが、
時には、
学期中にノート
テイクをパソコンテイクに変更するなど、
自分の希望に合わせて変更してもらえたのもよかった
と思います！
また、学生支援スタッフの皆さんと私とで意見交換をする場を設けて頂きました。
どのように
すればよい情報保障ができるのか？などの話し合いを行った結果、
「共通ルール」
を作成し、
より
良い支援の形ができました。
そうした支援のおかげで、私の大学生活は本当に充実したものとなりました。学内手話サー
クルでの手話普及活動や、近畿ろう学生懇談会における独りぼっちのろう学生（聞こえない学

化学生命工学部
生命・生物工学科 4年 ※

松山祐大さん

生）
をなくす運動など、情報保障で授業のサポートをしていただけたからこそできた活動だと

※学年は2019年度のものです。

思っています。
「授業についていけないな…」
「悩みがあるんだ…」
と感じたら、学生相談・支援センターで相
談してみてください！きっと、皆さんの大学生活を充実する後押しになると思います。大学生活
は楽しんだもん勝ち！上手く支援を活用して楽しいキャンパスライフを過ごしてくださいね！

周囲の人に
知っておいてほしいこと
聴覚障がいは外見上わかりにくい障がいであり、他の人からは気
づかれにくい面があります。
まったくきこえない人や、近くの音声なら

●ディスカッションやグループでの話し合いのとき

複数の受講生が同時に発言すると、
聴覚障がいのある学生は議論

の内容を把握することが困難になりますので、発言の際は手を挙げ
てから発言するなど、発言者は誰かが視覚的にわかるように配慮
する必要があります。
また、発言する際は、
できるだけ聴覚障がいの
ある学生に顔を向けて話すようにしてください。

きこえる人など、
障がいの程度はさまざまです。

●コミュニケーションの方法

聴覚障がいのある学生とのコミュニケーションには、
口話
（こうわ）
、

筆談、手話等のほか、身振りなどさまざまな方法を用いることがで
きます。一般的に
「聴覚障がい＝手話」
と思われがちですが、高校ま
で特別支援学校以外の学校で教育を受けた学生の多くは手話を
用いずに口話や筆談を主なコミュニケーション方法としていること
も少なくありません。
大切なことは、積極的にコミュニケーションをとろうとすること、
内容が伝わったことを確認することです。
手話については、学生相談・支援センター主催の手話講座を開催
していますので、関心のある人は学生相談・支援センターにお問い
合わせください。

聴覚障がいのある学生との
コミュニケーションで心がけてもらいたいこと
■音声だけで話すことはできるだけ避けて、
視覚情報を併用してください。
■極端に早口になり過ぎないようにしてください。
■同時に複数の人が
話さないようにしてください。
■できるだけ顔を向けて
話してください。

ly
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2. 肢体不自由

■肢体不自由とは

文部科学省は肢体不自由について、
「肢体不

自由とは、身体の動きに関する器官が、病気や
けがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動

障がいのある
学生からの質問

Q.

作が困難な状態をいう。肢体不自由の程度は、
一人一人異なっているため、
その把握に当たっ
ては、学習上又は生活上どのような困難がある
のか、それは補助的手段の活用によってどの
程度軽減されるのか、
といった観点から行う
ことが必要である。
（教育支援資料，
文部科学省
初等中等教育局特別支援教育課，平成25年

A.

手指に障がいがあるため、筆記に時間がかかります。
また、両足にも障がいがあり、
大学まで電車で通学することが困難です。
関西大学の支援メニューを教えてください。
支援内容については、
学生相談・支援センター、
所属学部、
関係部署のスタッフ
等を交えた面談のうえで決定されます。
肢体不自由の学生に対して、
関西大学
では主に以下のような支援を行っています。

10月）
」
と定義しています。
つまり肢体不自由とは、①生活や学習に関す
る動作の困難であること、②様々な程度の困難

支援メニュー

があること、③実態把握にあたっては、支援など
によって困難がどの程度軽減されるのかという
観点が重要であること、④様々な身体部位に
おける困難があること、⑤様々な医学的原因が
あること、
をポイントに挙げることができます。
参照 教職員のための障害学生修学支援ガイド

（平成26年度改訂版） 日本学生支援機構
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車両の入構及び駐車許可
許可申請を行い、
それが認められた
場合に限りますが、大学内に自動車で

休憩室の利用
可能な範囲で、授業を受ける学舎
内に休憩できる場所を用意します。

入構し、許可された駐車スペースに車
をとめることができます。

授業教室の調整

ノート作成補助（代筆）

可能な範囲で、低層階の教室やエ

自分でノートをとることが困難な

レベーターが利用できる教室で授業

肢体不自由学生の代わりにノートを

を行います。

作成します。

障がいのある学生への配慮
声
用している学生の
支援メニューを利

代筆のおかげでスムーズに授業が受けられるようになりました。
私は重度の筋疾患を持っており、
ほとんどのことが自分で出来ません。
その為、学校生活はサ
ポートがなければ不可能でした。
でも、支援を活用することによって充実した生活を送ることが
出来ました。
特に助かったのは授業時の代筆です。私は字を書くスピードが人より遅いため、授業で先生
の話を聞きながらノートを取るということが出来ませんでしたが、学生支援スタッフの方の代筆
のおかげでスムーズに授業が受けられるようになりました。
また、支援だけではなく、
スタッフの
方は私にとてもフレンドリーな感じで接してくださり、
同い年の方もいらっしゃったので、学校生
活が楽しくなりました。
大学生活を振り返ってみて、改めて感じたことは、支援があったから4年間大学に通うことが
出来たということです。
学生支援スタッフや職員の方には感謝してもしきれないくらいです。
最後に、
これから入学してくる、
あるいは関大の受験を考えている障がいを持っていらっしゃ
る方へ。
自分は障がいを持っているからといって、諦めないでください。充実した支援体制が関
大にはあるのですから。
あと忘れないで欲しいのは、
自分をサポートしてくださる方に対する感
謝の気持ちです。
感謝をすればサポートしてくださる方も、
気持ちよくサポートしてくださります。

法学部
法学政治学科 4年次 ※

鎌田大輝さん

この気持ちがあれば、
関大での4年間はとても充実したものになるでしょう。

周囲の人に
知っておいてほしいこと
●エレベーター

休み時間には多くの学生がエレベーターを使用します。
肢体不自由学生の中には、車椅子を使用するなど、階段での移動
が困難な学生もいます。そうした学生は、エレベーターの利用者が
集中する時間など、乗ることができずに授業に遅れることもありま
す。
また、多くの学生が集中する場所では、車椅子の学生の存在が視
野に入らず、
ぶつかったりする危険性もあります。
階段を利用する、車椅子の学生のスペースを確保する、優先的に
エレベーターが使用できるように順番を譲るなど、配慮しましょう。

●多機能トイレ

多機能トイレは、車椅子を利用する学生をはじめとして、広いス
ペースや設置された設備を必要とする学生にとって、大学生活を行
ううえで必要不可欠な場所です。
多機能トイレを長時間占有することは、
そこでなければならない
学生にとって、授業に遅れたり用を足せないなどの不都合が生じま
す。多機能トイレを必要とする学生の存在を意識し、不必要に占有
することはやめましょう。

column

※学年は2020年度のものです。

肢体不自由の学生とのコミュニケーションで
心がけてもらいたいこと
■車椅子に乗っている人や杖を使って歩く人にとっ
ては、少しの段差や坂道が、大きな障がいになり
ます。場面に応じて、
ちょっとしたサポートをお願
いします。
■サポートには「見守り」
という間接的な対応もあ
ります。
必要に応じて、いつでもサポートできるように声
やサインが届く距離で見守ることも大切な対応
のひとつです。

「障害者差別解消法」
が改正され、私立大学も合理的配慮の提供が義務化

2016年4月に施行された障害者差別解消法ですが、改正が行わ
れ、2021年6月に公布されました。施行は公布の日から3年を越え
ない間で、政令で定められることになっています。

ました。
なお今回の改正では付帯決議が付されており、複合的な差別の
解消や相談及び紛争の防止等の体制整備について言及されていま

今回の改正点としては、
これまで努力義務とされていた民間事

す。障害者政策委員会でも、間接差別や複合差別に関する相談事例

業者における合理的配慮の提供が、義務化されたことがあります。

を踏まえた適切な措置の必要性を求めており、大学としても今後の

これにより、私立大学も合理的配慮を提供しなければならなくなり

動きを注視しておく必要があります。
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3. 視覚障がい

■視覚障がいとは

視覚障がいは、
視覚活用の程度によって
「盲」

と
「弱視
（ロービジョン）
」
に大きく分けられます。
「盲」
に分類されるのは、視覚的な情報を全く
得られない、あるいはほとんど得られない人

障がいのある
学生からの質問

Q.
A.

たちです。
しかし、
「 盲」
といっても視力がゼロ
とは限らず、明暗の区別ができる人、目の前に
出された指の数がわかる人など様々です。
弱視とは、視力や視野などの視機能低下が
原因で、読み書きや移動等の生活機能に困難
を継続的に伴う状態のことで、視力がおおむね
0.3未満または視力以外の視機能障がいが高度
な場合とされています。視野が狭い、
まぶしさが

授業で配られる資料や板書を
見ることができないため、内容がわかりません。
関西大学の支援メニューを教えてください。
支援内容については、
学生相談・支援センター、
所属学部、
関係部署のスタッフ
等を交えた面談のうえで決定されます。視覚障がいのある学生に対して、
関西大学では主に以下のような支援を行っています。

支援メニュー
教材のテキストデータ化
パソコンの音声読み上げソフトを利用
するために、授業で使用する教科書やレ
ジュメなどの資料をテキストデータにしま
す。

ある等の見えにくさを抱えており、見え方には
非常に大きな個人差があります。
参照 教職員のための障害学生修学支援ガイド

（平成26年度改訂版） 日本学生支援機構

授業への同席

●困っているところをみかけたら

突然体に触れられるとびっくりします。知っている関係であれば、
相手の名前を呼ぶとともに自分の名前を名乗ったうえで、手伝い
がいるかどうか聞いてみましょう。知らない関係であれば、
「どうさ
れましたか」
「何かお困りですか」
とこちらから声をかけましょう。

●移動介助（手引き）
の方法

白杖を持つ手と反対の手で介助者の腕（ひじのあたり）
をつかむ
と、視覚障がい者が介助者の
「半歩後ろ」
になり、安心して歩行する
ことができます。

●街の中では

点字ブロックの上などに荷物を置いたり、
駐輪場以外に自転車を止
めたりしないでください。
またスマートフォンを見ながらの通行による
白杖の破損などのトラブルも発生しています。
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授業で使用する教科書やレジュメなどの
資料を点訳します。
点字とは……
点字は目の不自由な人が触っただ
けでわかるように作られた合理的な
文字です。
縦3点、
横2列の6つの点の
組み合わせにより、
かな五十音、
アル
ファベット、数字などを表すことがで
きます。

支援機器の利用等

授業に同席し、板書を読み上げたり、映
像教材の内容を伝えます。

周囲の人に
知っておいてほしいこと

教材の点訳

拡大読書器、
点字ディスプレイ、
音声読み
上げソフトの入ったパソコンを必要に応じ
て利用できます。

視覚障がいのある学生との
コミュニケーションで心がけてもらいたいこと
■話しかけるとき

自分の名前を名乗るなど、
こちらから声かけをし
ましょう。
また周りの状況なども具体的に音声化
して伝えてください。

■ディスカッションやグループでの話し合いのとき

指名する際は名前を呼んで、指名されたことを
本人が把握できるようにしてください。視覚的
な資料を使用する際は、見えやすいように調整
したり、視覚以外の情報でも伝えるようにしてく
ださい。

4. 病弱・虚弱

■病弱・虚弱とは

学生の中には、様々な慢性疾患や難病等に起因する機能障がいのた

め、継続的な医療や生活上の規制が必要となり、他の学生と平等に修学
プログラムに参加するために、修学上の合理的配慮が必要となる場合
があります。
このような合理的配慮を必要とする学生について、
日本学生
支援機構の
「教職員のための障害学生修学支援ガイド」
や
「障害のある

支援メニュー
授業中の服薬や水分摂取の許可

学生の修学支援に関する実態調査」では、
「 病弱・虚弱」
というカテゴ
リーを用いています。
病弱・虚弱には、学校教育法施行令に定める病弱者や身体障害者福
祉法の規定に基づく内部障がいに該当する疾患が含まれます。
学校教育法施行令では、病弱者を、①慢性の呼吸疾患、腎臓疾患及
び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活
規制を必要とする程度のもの、②身体虚弱の状態が継続して生活規制
と規定しています。
を必要とする程度のもの、
また、内部障がいとは、
身体障害者福祉法に定める心臓機能障害、腎
臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱又は直腸の機能障害、小腸機能障
害、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害の７つの
種類をいいます。実際には上記の疾患以外にも、内臓の疾患による機能
障がいが永続していて、社会生活あるいは家庭生活、
さらに重症になれ

体育の実技における参加方法の調整

ば日常生活に著しい制限をきたしている場合があります。
なお、個別の状況は多様で、同じ診断名がついていても、合理的配慮
のニーズは必ずしも同じではありません。
参照 合理的配慮ハンドブック 〜障害のある学生を支援する教職員のために〜

日本学生支援機構
2018年３月，

教職員のための障害学生修学支援ガイド
（平成26年度改訂版）
日本学生支援機構

病弱・虚弱は個別性の高い疾患及び障がいです。
この
ため、学生相談・支援センターでは、障がい学生支援コー
ディネーターが本人の状況を聞き取り、授業の担当教員
や関係機関と連携して支援を行います。
また、本人の了解
を得たうえで保健管理センターとも情報を共有します。

周囲の人に
知っておいてほしいこと
内部障がい等、病弱・虚弱の学生は、周りからみると配慮の必要な状
況がわかりにくいという特徴があります。
最近では、
ヘルプマークという、
周囲の方に配慮を必要としていること
援助が得やすくなるよう作成したマークを携帯してい
を知らせることで、
る学生もいます。
ヘルプマークを持った学生が困っていたら、
声をかけて
援助をお願いします。
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5. 神経発達症／
発達障がい
※P.13〜14「神経発達症／発達障がいと精神障がい共通」
もご参照ください。

■神経発達症／神経発達障がい
（発達障がい）
とは

※診断区分と名称は、
DSM-5に基づいています。
また、
＜ ＞内には英語表記、
（ ）
内には旧来の診断名も併記しました。

何らかの要因による中枢神経系の障がいのため、生まれつき認知やコミュニケーション、
社会性、
学習、
注意力等の能力に偏りや問題を生じ、
現実生活に困難をきたす障がいをいいます。
主な神経発達症／発達障がいには、以下のものがあります。
（１）
自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害
＜ASD:Autism Spectrum Disorder＞
（アスペルガー症候群、広汎性発達障害、高機能自閉症など）
他者との意思・感情の疎通などのコミュニケーション、集団の中で適切にふるまう社会性、状況に
応じて臨機応変に対応したり、表情、
しぐさ、声音などあいまいな情報を読み取る想像力などにおい
て困難が生じる障がいです。
（２）注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害
＜AD/HD：Attention-Deﬁcit/Hyperactivity Disorder＞
（注意欠陥・多動性障害）
注意力に障がいがあるため困難を生じたり、多動や衝動的な行動をコントロールできない障がいです。
（３）限局性学習症／限局性学習障害
＜SLD：Speciﬁc Learning Disorder＞
（LD：学習障害）

SLD
ASD

定義は複数あります。主に医療分野では知能など他の能力に問題がないのに
「読む」
「書く」
「計算する」

AD/HD

のいずれかひとつ、あるいは複数が障がいされている場合をSpeciﬁc Learning Disorderとします。一
方、教育分野では、上記のほかに
「聞く」
「 話す」
「 推論する」のいずれか、
あるいは複数が障がいされてい
る人も含めてLearning Disabilitiesとします。
また、上記（1）〜（3）
の三つの障がいは互いに重複することもあります。

修学上の困りごとの例
●履修の仕方がよく分からない。
●物音が気になって、授業に集中できない。
●90分間座り続けるのが困難である。
●口頭での連絡事項を聞き漏らす。
●ペアワーク、
グループワークに参加するのが難しい。
●プレゼンテーションを準備し、行う際に様々な困難が生
じる。
●レポート、論文の作成に困難を感じる。
●忘れ物が多い。
●提出物が手書きの場合、判読困難となる。

修学上の配慮の例

（以下は、
あくまでも配慮の一例と考えてください）
●関係部署と連携しながら履修の相談を行う。
●座席指定のある授業において、学習に集中しやすい座席
を指定する。
●クールダウンのための途中入退出を許可する。
●重要な連絡事項について、板書、
インフォメーションシス
テムへのアップなど、文字媒体も併用した連絡を行う。
●ペアワーク、
グループワーク、
プレゼンテーションについて
授業の担当教員、関係教職員とともに相談に応じる。

●適切に学習スケジュールを立て、実行することが難しい。

●学習課題を遂行することに伴う困難を解決するために関
連部署に紹介し、連携して支援する。

●ゼミ、研究室などの小集団内でのコミュニケーション、人
間関係が難しい。

●障がい特性に伴う困難について、授業の担当教員に通知
する。

●同じ科目を何度も落としてしまう。

●学習上の困難が繰り返し生じている原因と対策について
一緒に考える。
●学習計画などのスケジューリングについて定期的に相談
を行う。
●所属しているゼミ、研究室などの関係教職員と連携して、
コミュニケーション、人間関係に関しての相談に応じる。
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6. 精神障がい
※P.13〜14「神経発達症／発達障がいと精神障がい共通」
もご参照ください。

■精神障がいとは

精神機能の基盤となる心理学的、生物学的、発達過程の機能不全を反映する認知、情動制御、行動

における障がいです。
主な精神障がいには、統合失調症、双極性障害、抑うつ障害、不安症／不安障害、強迫症／強迫性
障害、適応障害、睡眠障害、摂食障害、パーソナリティー障害などがあります。
「がんばろうと思っても、
上記のような精神障がいがあり、
やる気が出ない」、
「何となく不安だ」、
「人が
大勢いるところにいるとしんどくなる」などの症状があり、修学上の困難を感じている場合は、
自分一人
で抱え込まず、早めに相談してください。
また、医師の診断は受けていないが、同様の困難を感じている場合も、
まずは、相談に来てください。

修学上の困りごとの例
●不調時に欠席、遅刻、早退がある。
●授業の途中で不調になった時に外に出て休憩し、状態
が改善したら教室に戻りたい。
●不安が高まった時には、授業中であっても服薬の必要
がある。
●集中することが難しいときがある。
●ペアワーク、
グループワーク、
プレゼンテーションを行う
ときに不安が高まる。
●教室内の座席の位置によっては、不安が強くなる。

修学上の配慮の例

あくまでも配慮の一例と考えてください）
（以下は、
●不調時に欠席、遅刻、早退、途中入退出があることを授業
の担当教員に通知する。
※ただし、欠席、遅刻、早退などの扱いについては授業の担当教
員にゆだねられています。

●服薬の必要があることを授業の担当教員に通知する。
●集中することが難しくなることがあるなど、授業中に起こ
るかもしれない状態について授業の担当教員に通知す
る。
●ペアワーク、
グループワーク、
プレゼンテーションについて
授業の担当教員、関係教職員とともに相談に応じる。
●座席指定のある授業において、不安感の低減する座席を
指定する。
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7. 神経発達症／
発達障がいと
精神障がい共通
神経発達症／発達障がいと精神障がいの支援の流れ
神経発達症／発達障がいと精神障がいは、個別性の大きな障
がいです。
同じ診断名がついていても、学生によって、困難の現れ
方に大きな差があります。

相談の始め方
「配慮を受けるには、学生からの申し出が最初に必要であると

したがって、学生相談・支援センターでは、障がいに関する専門

言われても、
自分の障がいについて、
あるいは、希望する配慮内容

知識を持った障がい学生支援コーディネーターが、学生本人（場

についてどのように話していいのかわからないし、相談に行きにく

合によっては保護者の方も）から障がいのもたらす修学上の困

い」
と思われる方もいると思います。

難と配慮希望について丁寧にきき取り、
本人の了解を得たうえで、

そんな時は、初回の相談は、保護者の方に付き添っていただい

必要に応じて、教員、教務センター、学部オフィスなどの関係部署

ても結構ですし、
どう話を切り出していいかわからないときは、一

や心理相談室と連携して、
修学上の配慮を行うための基盤づくりを

言、
「 神経発達症／発達障がい、
もしくは、精神障がいがあって、

します。

相談したいことがあります」
と言っていただければ、
コーディネー

修学上の配慮は、所属学部の教職員、授業の担当教員、学
生相談・支援センターの障がい学生支援コーディネーター、
そ
の他の教職員が連携を取りながら進められます。

ターのほうから、時間割、
シラバス、その他の資料を参照しなが
ら、困りごとについて少しずつお話しを聞かせていただきます。
修学について困りごとがある場合は、
どうぞ、
ためらわずに、学
生相談・支援センターにご相談ください。

高校までの支援との違い

学生相談・支援センターの初回の相談は、初回担当のコーディ

高校までの支援では、生徒本人はあまり主体的に関与しないう
ちに、先生と保護者の方が話し合われて支援の方向性が決まり、
気が付かないうちに配慮をしていただいていたこともあると思い

ネーターが行いますので、窓口、
もしくは、電話で予約してくださ
い。保護者の方から予約していただいても結構です。
初回の相談の後で、相談内容を検討し、継続相談を担当する
コーディネーターを決定します。
内容によっては、心理相談室をご

ます。
大学の支援では、学生本人からの困りごとの相談、配慮依頼

紹介し、連携して支援することもあります。

の申し出によって、配慮内容の検討が開始され、支援が実施され
ます。

相談開始までの流れ
窓口
もしくは
電話で予約

初回担当の
コーディネーター
の相談

継続相談担当の
コーディネーターとの相談開始
場合によっては、心理相談室を
紹介し連携して支援

Q &A
相談の申し込み方法

診断がない場合

Q1 学生相談・支援センターでの相談はどのように

Q2 神経発達症／発達障がいや精神障がいの正式

したら受けられますか。

A1

直接窓口に来るか、電話をして初回の相談を予約してくださ
い。急ぐ場合は、
とりあえず、窓口に来てください。
すぐに相談
を始められない場合は、予約の日時を調整します。

A2
13

な診断を受けたことはありませんが、自分には
そのような傾向があるように思います。授業で
も困ることが多いのですが、相談することはで
きますか。
はい。相談することはできます。
ただし、診断を受けている場
合と受けていない場合とでは、受けられる配慮の範囲に違い
があります。詳しくは、学生相談・支援センターにご相談くだ
さい。

個人情報の扱い

配慮を受けられるまでかかる時間

Q3 個人情報の扱いについては、どのようになって

Q6 申し出れば、配慮はすぐに受けられるのでしょ

A3

A6

いますか。

大学における教育活動、研究活動には、多くの教職員がかか
わっており、修学支援を学生相談・支援センター単独で行う
ことはできません。所属学部、関係する教職員がチームとなっ
て行います。支援を開始する前に、関係の教職員で情報を共
有するための同意書の内容を説明し、署名していただいてい
ます。
もちろん、
いただいた個人情報は、修学支援の目的以外
で使用することはありませんし、
どの範囲の教職員で情報共
有するかは、
あらかじめ学生と相談のうえ決定します。
また、
ほかの学生に個人情報を伝えることもありません。

将来への影響

Q4 神経発達症／発達障がいや精神障がいの相談
A4

Q7 保護者の相談は可能ですか。
A7

不利になることはありません。上記のように、
いただいた個人
情報は、修学支援の目的以外には使用しませんので、安心し
てご相談ください。

Q5 授業以外の相談もできますか。
学生相談・支援センターは、修学支援を主な役割としていま
すので、相談内容に関係する部署をご紹介することになりま
す。
もちろん、
その問題が、修学に影響を与えている場合は、関
係部署と連携して修学面での支援を行います。たとえば、
コ
ミュニケーション、対人関係の困難が、授業の受講、研究活動
の妨げにもなっていると思われる場合は、関係教職員と連携
しながら、問題の生じている場面に即して、具体的な改善方
法について学生と一緒に検討します。

希望する配慮の内容によりますが、配慮依頼文書などを通じ
て配慮を受ける場合、開始まで、最短でも、2週間ほどかかり
ます。本格的な支援開始までの間もコーディネーターの相談
を継続することはできますが、学期末に来談の場合、学期内
に十分な支援を行うことは難しいので、早めの来談をお勧め
します。

保護者の相談

をすることで、
自分の将来にとって不利になるこ
とはありませんか。

授業以外の相談

A5

うか。

可能です。ただし、学生本人が
修学上の何らかの配慮を受け
る場合は、本人の来談が必須で
す。また、本人が一人で来談す
るのが難しい場合は、保護者が
同伴することも可能です。

その他

Q8 神経発達症／発達障がい、あるいは、精神障が
A8

いがあって、修学上のことを大学に相談する人
は少ないでしょうか。

少なくはありません。各種の統計資料に見る神経発達症／発
達障がい、精神障がいの出現率から考えても、青年期が悩み
の多い時期であることから考えても、神経発達症／発達障が
い、
あるいは、精神障がいがあることは、特殊なことではあり
ません。
それゆえ、神経発達症／発達障がい、
あるいは、精神
障がいが、修学上に影響を及ぼすことも稀ではありません。学
生相談・支援センターには、修学上の悩みを抱えた多くの学
生が相談に来ています。
どうか、
自分の中だけに困りごとを閉
じ込めて我慢しすぎることなく、早めに相談に来てください。

性別に違和感を感じている学生への修学上の配慮 （本学では、本人の困りごとに応じて修学上の配慮を行っています。）
■性別に違和感を感じているとは

性自認と身体的な性の間に違和感を感じている状態。

修学上の配慮の例
●授業中の呼称について配慮を行う。
（本人の自認するジェンダーに
ふさわしい呼称の仕方、
あるいは、
ジェンダーの別によらない呼称の
仕方、
「さん」
で統一など）
●性別の記載のある名簿を学生の目に触れないようにする。
●性別によるグループ分けをしない。

■支援の流れ

学生の配慮依頼の申請により、所属学部、教務センター、学生相
談・支援センターなどの関係部署が本人と相談を重ね、配慮内容を
検討します。その後も、必要に応じて、本人と関係部署が相談を継
続します。

その他の配慮の例
●健康診断、更衣、宿泊を伴う
行事に関する配慮
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障がいのある学生の
豊かなキャンパスライフを支える
学生支援スタッフ
関西大学では、在籍する障がいのある学生が、
他の学生と分け隔てられることがなく修学できる
よう合理的配慮を提供しており、支援が必要とな
る場面で学生支援スタッフが活動しています。

学生支援スタッフの活動
学生支援スタッフの募集は、
インフォメーションシステムや学内掲示、
学生相談・支援センターのホームページ等でご案内します。
関心のある人は、
学生相談・支援センターにお問い合せください。

■学生支援スタッフ研修会
学生支援スタッフとして活動するには、研修を受講する必要があります。
研修には障がい者についての理解を促すとともに、学生支援スタッフの役割
を確認するための
「全体研修」
と、
ノートテイク・パソコンテイクや点訳といった
サポート技術を学ぶ
「スキル研修」
・
「実務研修」
があります。

■ノートテイク・パソコンテイク
原則として２人１組で行います。聴覚障がいのある学生が
受講する授業に同席をして、先生が話すことを文字にして
伝えます。緊張感のある活動ですが、聴覚障がいのある学生

■企画委員
学生支援スタッフのなかで、学生支援スタッフの活性化と
学生支援スタッフ間の交流を目的に
「企画委員」
が活動してい
ます。企画委員は
「広報」
「研修」
「交流」
「支援の質向上」
など
に力を入れています。

の修学をサポートする大切な活動です。
文学部 総合人文学科 4年 ※

■点訳
授業で配付される資料などを専用の点訳ソフトを使って
点訳します。
日常的に視覚障がいのある学生と交流すること
はありませんが、点訳のルールにそって、地道に丁寧に行う
活動です。
活動は希望をききながら、
その人にあった活動を割り当て
ていきますので、
自分のスキルに合った活動を行うことができ
ます。

■学期末懇談会
修学支援制度を利用している障がいのある学生、
学生支援
スタッフ、授業担任者のほか、学内の関係者が一堂に会して、
学期間の活動を振り返ります。障がいのある学生の思いや
学生支援スタッフの本音を聞くことのできる貴重な機会です。
懇談会で話し合われたことを次の学期に反映させ、修学支援
制度がより良いものになっていくことをめざしています。
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酒井美奈さん

※学年は2020年度のものです。

私は他の学生支援スタッ
フと交流を深め、支援方法
についての情報交換がした
いと思い企画委員になりま
した。私が携わったのは、代筆のマニュアルを作る活動で
す。企画委員の話し合いの中で、文系なのに理系の授業に
入らないといけなくて困っているという声が上がったこと
がきっかけでした。
そこで、文系・理系スタッフ両方の意見
を取り入れながら、実際の授業ノートを載せて解説するマ
ニュアルや化学式の早見表を作りました。作成にあたって
心がけたのは、利用学生さんにとって分かりやすいノート
作りです。
そのため、授業前後に利用学生さんと積極的に
話して、
ノートの取り方を確認しました。
このマニュアル作りをとおして、利用学生と学生支援ス
タッフ両方の立場で考えることと、
そのためのコミュニケー
ションの大切さを学びました。
また、
ノートを取ることが好
きという理由で始めた支援活動でしたが、
自分の好きなこ
とでいろんな人の役に立て、気づきを得られたことも嬉し
かったことです。
このマニュアルは改正を加えながら引き継いでいく予定
です。

■手話講座

学生支援スタッフの声

化学生命工学部
生命・生物工学科 3年 ※

藤井美沙さん

※学年は2020年度のものです。

人のためになることはもちろん
自分のためにもなる活動です。

手話は手指や顔の表情などを用いて伝達する手段で、五十
音に対応する指文字と手話単語によって構成されています。手
話は2011年8月に改正された障害者基本法において、
「言語の
一つ」と位置づけられています。また、障害者の権利に関する
条約においても『「言語」とは、音声言語および手話その他の
形態の非音声言語をいう』と定義づけられており、今後、手話
による意思疎通や情報取得の機会拡大が求められています。
手話を利用することで、耳の不自由な方とのコミュニケーショ
ンに生かすことができます。
関西大学では、千里山キャ
ンパスで春学期に初級講座、
秋学期に中級講座を無料で開
講しています。
募集案内等の詳細について
は、インフォメーションシステ
ムでご案内します。
学内で学べる、この機会に
学んでみませんか！

体の不自由な方が駅やお店で困っているのを見たときになか
なか声をかけることができなかったので、手を差し伸べることの
インフォメーションシス
できる人になりたいと思っていたところ、

手話講座の案内チラシ

テムのお知らせでこの活動を知りました。障がいのある方を身近

※画像は2021年度のものです。

に感じることで自分が変われるのではないかと思い、学生支援ス
タッフに応募しました。
「代筆」
私はこれまでに肢体不自由のある学生さんに対する
と、聴覚に障がいのある学生さんに対する
「ノートテイク」
「パソコ
ンテイク」
を行ってきました。研修を受けたときには文字を書くこ
ともキーボードを打つことも遅く、不安がとても大きかったです
が、先輩たちと一緒に活動することで活動にやりがいを感じ、楽
しめる様になりました。
また、
この活動をとおして、利用学生さんとコミュニケーション
をとり、
自分に自信が持てるようになりました。聴覚に障がいのあ
日常会話で
る学生さんには手話を教えていただいたりしていて、
のコミュニケーションをとれるようになることを目標に勉強をし
ています。
2019年11月には、大阪大学で開催された
「日本聴覚障害学
生支援シンポジウム」
の
「聴覚障害学生支援に関する実践事例
コンテスト2019」
に参加、
「学生とスタッフでつくる支援」
をテー
マに、
ある利用学生の４年間を発表しました。
またシンポジウム
では他大学の様々な支援方法を知ることができ、今後の活動に
生かしたいと思っています。

■点訳講座
点字とは、目の不自由な人が触っただけでわかるように作ら
れた合理的な文字です。
縦3点、横2列の6つの点の組み合わせにより、かな50音、ア
ルファベット、数字などを表すことができます。
『点訳講座』では、初めて点字を学ぼうとする人を対象とし
ており、点字の仕組みや基礎
知識を学ぶことができます。
関西大学では、秋学期に千
里山キャンパスで点訳講座を
開講しています。
募集案内等の詳細について
は、インフォメーションシステ
ムでご案内します。
学内で学べるこの機会に、
ぜひ受講してみませんか！

この活動は、人のためになることはもちろんですが自分のため
にもなります。私は、文字を書く速さやタイピングの技術の向上
に加え、障がいを持った方に対する考え方が変わりました。学生
なかなか
時代にこのような活動ができることは大変貴重であり、
できないことなので少しでも興味を持ったらぜひ応募してみてく

点訳講座の案内チラシ

※画像は2021年度のものです。

ださい。一緒に楽しく活動しましょう！
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各キャンパスの学生相談窓口一覧
関西大学ではさまざまな問題について、学生のみなさんが相談できる環境を整備しています。

千里山キャンパス

4

学生相談窓口へは、
相談したいときに直接来訪してください。

3

2

6

1

5

正門
「どこに相談に行けばいいのかわからない」
といった場合は、
学生相談・
支援センター
（千里山キャンパス 新関西大学会館北棟1階
〈マップ 1 〉
）
を
訪ねてください。
相談内容に応じて、
下記の専門部局等をご案内します。

保健管理センター

新関西大学会館北棟4階 1

●健康相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜19：00

土曜日 9：00〜17：00

キャリアセンター事務室

06-6368-1175
新関西大学会館北棟3階 1

●自分の適性や進路、就職活動全般の相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜18：00

土曜日 9：00〜17：00

06-6368-0162

〔キャリアデザインラボ〕
月〜金曜日 10：00〜18：00

学生相談・支援センター

キャリアカウンセリングルーム

新関西大学会館北棟3階 1

●専門の知識を有したキャリアカウンセラーが進路全般の相談に応じています。
月〜金曜日 10：00〜17：00

06-6368-0202

〔キャリアカウンセリング
〈予約制〉〕
曜日、
時間は不定・キャリアセンターHPにて確認

学生相談・支援センター 入口

開室曜日と時間

問合せ電話番号

教務センター

第2学舎1号館1階 2

月〜金曜日 9：00〜18：30 土曜日 9：00〜17：00

●千里山キャンパスの全学部と大学院の履修・成績など修学上の相談に応じています。
法・文・政策創造・外国語の各学部・研究科、
東アジア文化研究科

06-6368-0127

経済・商・社会・システム理工・環境都市工・化学生命工の各学部・研究科

06-6368-1148

心理学研究科

06-6368-1326

会計専門職大学院
（会計研究科）

06-6368-1263

＊法科大学院の相談窓口は、
以文館1階の法科大学院オフィスです。

●各学部には「学部学生相談室」があり、学生相談主事が相談に応じています。
相談を希望する場合は、教務センターの庶務窓口にお申し出ください。
06-6368-1151

＊大学院各研究科ではオフィスアワーを設け、
相談に応じています。
相談を希望する場合
（専門職大学院を除く）
は、
授業期間中のみ尚文館3階の授業支援ステーションに
お申し出ください。

月〜金曜日 8：30〜20：00

土曜日 8：30〜18：00

教職支援センター
●教職を志望する方のキャリア相談・アドバイス
等は、教職支援センター窓口で応じています。

学生相談・支援センター
●障がい学生支援コーディネーターが、障がいの
ある学生に対する修学支援相談に応じています。

心理相談室
●心理相談に応じています。

06-6368-1111
（内線4822）

第2学舎1号館1階 2

月〜金曜日 9：00〜18：30
土曜日 9：00〜17：00
06-6368-0889
新関西大学会館北棟1階 1

月〜金曜日 9：00〜17：00
06-6368-1373
新関西大学会館北棟4階 1

月〜土曜日 9：00〜17：00
06-6368-0278

06-6368-0202

キャリアセンター理工系事務室

第4学舎1号館2階 3

●理工系学生を対象に自分の適性や進路、就職活動全般の相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜18：00

土曜日 9：00〜17：00

学生センター／大学学生相談室

06-6368-0253

総合学生会館メディアパーク凜風館1階 4

●学生生活全般の相談に応じています。
〔学生センター〕
月・火・木・金 9：00〜19：00 水 9：00〜18：00 土 9：00〜17：00
06-6368-0157
〔大学学生相談室〕
月〜金曜日 9：00〜17：00

06-6368-1307

＊開室日時は、都合により変更する場合があります。詳細はインフォメーションシステム等で確認してください。

ハラスメント相談室

100周年記念会館2階 6

●ハラスメントの相談に応じています。

月〜木曜日 9：30〜12：00
06-6368-6070

＊詳細は、ハラスメント防止推進室HPで確認してください。

国際部
●留学全般の相談に応じています。

＊各学部・研究科独自の留学プログラムの相談は、教務センター
で応じています。

第2学舎1号館2階 2

月〜土曜日 9：00〜17：00
06-6368-1174（留学相談）
06-6368-0178（外国人留学生）

●外国人留学生からの相談に応じています。

法科大学院オフィス
●法科大学院の履修・成績など、修学上の相談に
応じています。

以文館1階 5

月〜土曜日 9：00〜17：00
06-6368-1325

＊会計専門職大学院・臨床心理専門職大学院の相談窓口は、
教務センターです。

※休業日は、大学の休業日に準じます。夏季休業、冬季休業および春季休業も含め、授業が行われない期間は開室時間を変更する場合がありますので、インフォメーションシステム等で確認してください。
いずれの相談においても個人の秘密は守られます。
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開室曜日と時間

問合せ電話番号

総合情報学部オフィス

高槻キャンパス

A棟
（管理・研究棟）1階

●総合情報学部と総合情報学研究科の履修・成績など、修学上の相談や留学全般
の相談に応じています。
また、
「学部学生相談室」を設置しており、学生相談主事が相談に応じています。
月〜土曜日 9：00〜17：00

072-690-2151

高槻キャンパスオフィス

A棟
（管理・研究棟）1階

●学生生 活 全 般の相談やハラスメントの
相談に応じています。

月〜土曜日 9：00〜17：00
072-690-2161

キャリアセンター高槻キャンパス分室

K棟
（情報演習棟）1階

＊キャリアカウンセリングルーム機能を含む

総合情報学部オフィス

●自分の適性や進路、就職活動全般の相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜17：00
072-690-2164
＊
〔キャリアカウンセリング
〈予約制〉
〕
10：00〜17：00 ＊実施日はキャリアセンター窓口・HPで確認してください。

高槻キャンパス保健室

K棟
（情報演習棟）1階

月・火・木・金曜日 9：00〜18：00
水曜日
9：00〜17：00
072-690-2170

●健康相談に応じています。
総合情報学部オフィス／
高槻キャンパスオフィス

高槻キャンパスオフィス

072-690-2151（総合情報学部オフィス）
072-690-2161（高槻キャンパスオフィス）

〒569-1095 高槻市霊仙寺町2-1-1

高槻キャンパス心理相談室

K棟
（情報演習棟）1階

月〜金曜日 10：00〜16：00
072-690-2432

●心理相談に応じています。

ミューズオフィス

高槻ミューズキャンパス

西館2階

●社会安全学部と社会安全研究科の学生生活、留学、ハラスメント、修学上の相
談に応じています。
また、学生相談主事がみなさんの相談に随時応じています。
月〜土曜日 9：00〜17：00

072-684-4000

キャリアセンター高槻ミューズキャンパス分室
＊キャリアカウンセリングルーム機能を含む

西館3階

●自分の適性や進路、就職活動全般の相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜17：00
072-684-4038
＊
〔キャリアカウンセリング
〈予約制〉
〕
10：00〜17：00 ＊実施日はキャリアセンター窓口・HPで確認してください。

ミューズオフィス

ミューズ保健センター

西館9階

月〜金曜日 9：00〜17：00
072-684-4120

●健康相談に応じています。

ミューズ心理相談室

ミューズオフィス
〒569-1098 高槻市白梅町7-1

西館9階

月〜金曜日 10：00〜16：00
072-684-4105

●心理相談に応じています。

072-684-4000

堺キャンパス事務室

堺キャンパス

A棟1階

●人間健康学部と人間健康研究科の履修・成績など修学上の相談や、学生生活全
般、留学、奨学金、ハラスメントに関することなど、みなさんの相談に学生相談
主事などが随時応じています。
月〜土曜日 9：00〜17：00

072-229-5022

キャリアセンター堺キャンパス分室

A棟2階

＊キャリアカウンセリングルーム機能を含む

●自分の適性や進路、就職活動全般の相談に応じています。
月〜金曜日 9：00〜17：00
072-229-5124
＊
〔キャリアカウンセリング
〈予約制〉
〕
10：00〜17：00 ＊実施日はキャリアセンター窓口・HPで確認してください。

堺キャンパス事務室

堺キャンパス保健室
●健康相談に応じています。

堺キャンパス事務室
〒590-8515 堺市堺区香ヶ丘町1-11-1

堺キャンパス心理相談室
072-229-5022

●心理相談に応じています。

A棟1階

月〜金曜日 9：00〜17：00
072-229-5090
A棟1階

月〜金曜日 10：00〜16：00
072-229-5174

大学ウェブサイトもご覧ください！
◀学生生活サポート
www.kansai-u.ac.jp/ja/support/consultation/
学生相談・支援センター▶
www.kansai-u.ac.jp/sscc/
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Q.

学生生活を送るうえで困ったことがあるのですが、
どこへ相談に行ったらいいのかわかりません。
どうしたらいいのでしょうか？

A.

各キャンパスの総合相談窓口を訪ねてください。相談内容に応じて専門部局等をご案内します。

Q.
A.

キャンパス

千里山キャンパス

高槻キャンパス

高槻ミューズキャンパス

堺キャンパス

総合相談窓口

学生相談・支援センター

総合情報学部オフィス／
高槻キャンパスオフィス

ミューズオフィス

堺キャンパス事務室

学生生活をサポートしてくれる部署は、
どのようなものがありますか？
このページの裏面（p.17〜18）
に各キャンパスの学生相談窓口一覧があります。
ご参照ください。
高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス

●ミューズオフィス ▶西館2階
●キャリアセンター高槻ミューズキャンパス分室

●教務センター ▶第2学舎1号館1階
●学生相談・支援センター ▶新関西大学会館北棟1階
●心理相談室 ▶新関西大学会館北棟4階
●保健管理センター ▶新関西大学会館北棟4階
●キャリアセンター事務室／キャリアカウンセリングルーム

▶西館3階

（キャリアカウンセリングルーム機能を含む）

●ミューズ保健センター ▶西館9階
●ミューズ心理相談室 ▶西館9階

▶新関西大学会館北棟3階

●キャリアセンター理工系事務室 ▶第4学舎1号館2階
●学生センター／大学学生相談室 ▶総合学生会館メディアパーク凜風館1階
●ハラスメント相談室 ▶100周年記念会館2階
●国際部 ▶第2学舎1号館2階
●法科大学院オフィス ▶以文館1階

高槻キャンパス

堺キャンパス

●総合情報学部オフィス ▶A棟（管理・研究棟）1階
●高槻キャンパスオフィス ▶A棟（管理・研究棟）1階
●キャリアセンター高槻キャンパス分室 ▶K棟（情報演習棟）1階
（キャリアカウンセリングルーム機能を含む）

●高槻キャンパス保健室 ▶K棟（情報演習棟）1階
●高槻キャンパス心理相談室 ▶K棟（情報演習棟）1階

関

大学 学生相談・支援センター

千里山キャンパス

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35

●堺キャンパス事務室 ▶A棟1階
●キャリアセンター堺キャンパス分室

▶A棟2階

（キャリアカウンセリングルーム機能を含む）

●堺キャンパス保健室 ▶A棟1階
●堺キャンパス心理相談室 ▶A棟1階

Tel. 06-6368-1373

インターネット

www.kansai-u.ac.jp/sscc/

