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＜愛教大活性化部門＞ 

 

「てくてく」の活動をより良くするための支援体制改善プログラム 

支援学生・利用学生にとってより良い「てくてく」，より開かれた「てくてく」を目指して 

 
平野 未悠（情報選修・３年）他 学生13名 教職員７名 

 
１．活動概要 

情報保障支援学生団体「てくてく」の運

営学生と利用学生が中心となり，以下の３

つの目的の達成を目指して活動を行った。 
①利用学生・支援学生・運営学生・一般学

生・教員・大学が協力してより良い支援を

行うために運営体制を整えること 
②「てくてく」の組織としての維持・向上

のために支援学生を養成すること 
③学んできたことを今後の「てくてく」の

活動に生かし，障害のある学生もそうでな

い学生も過ごしやすい環境を作ること 
６つの主な活動について述べる。 

 
２．実施状況 

【1.教材づくり】 

(1)映像資料（テイク練習用） 

テイクの練習に使う映像資料を作成す

るため，８月 27 日に，運営学生４名で動

画を撮影した。内容は，(a)教育実習の模

擬授業，(b)討論型のグループワーク，(c)

字幕付けの方法についての説明，とした。 

 

この映像を使うことにより，テイク練習

の効率を上げることができた。さらに，支

援学生が２人いれば練習ができるという

状況をつくることができた。また，これま

では難しかったグループワークのテイク

練習をすることができるようになった。今

後も映像の種類を増やしていきたい。 

(2)配布資料（マニュアル，その他） 

マニュアルをまとめ直して資料冊子と

したことで，より支援学生の役割がわかり

やすい資料をつくった。支援技術研修会の

内容を冊子にまとめることで，当日来られ

なかった支援学生へのフォローアップを

しっかりと行うことができた。さらに，新

しく入った支援学生にも配布し説明する

ことで，てくてくについてより詳しく知っ

てもらうことができる手立てとなった。 

 

【2.大阪教育大学の支援見学】 

大阪教育大学には，本学と同じように情

報保障支援団体がある。互いの大学の交流

を深めるとともに，「てくてく」の情報保

障支援の質を上げ，今後の活動をより充実

させることを目的として，10 月 17 日に，

９名の学生で大阪教育大学に伺った。 

 (1)講義中の情報保障見学 

プリント読み上げの工夫，何度も出てく

るキーワードを「」で囲む工夫をしている

ことがわかった。 

(2)障がい学生修学支援ルームの見学 
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支援学生の困りごとに迅速に対応し，安

心してテイクに臨める環境づくりを心掛

けていた。いつでも訪れることができる，

温かい雰囲気を目指していた。 

(3)支援についての意見交換会 

グループワークの際は，利用学生が一番

やりやすいと考える方法を実践するよう

にしていた。英語のテイクでは，日本語と

英語の変換について，お互いの納得のいく

方法で行っていることがわかった。 

(4)運営についての話し合い 

支援学生のレベルに合わせ，段階を踏ん

だ練習ができるよう計画されていた。 

 

【3.PEPNET-Japan シンポジウムへの参加】 

支援ついて学んだり，他団体と交流を深

めたりすることを目的とし，10 月 28，29

日に札幌学院大学で行われたシンポジウ

ムに，９名の学生で参加した。 

 

（指文字で，右手「て」左手「く」を表現） 

(1)聴覚障害学生支援に関する実践事例コ

ンテスト 2017 

 コンテストに応募し，作成したポスター

を持参して「てくてく」の活動について発

表した。多くの方が足を止めて話を聞いて

くださった。特に，昨年度の理解啓発研修

会で実施したタイピング速度大会につい

て，斬新だという意見を多くいただいた。

学生主体で団体の運営・研修等の実施をし

ている団体は珍しいため，好評であった。 

 他大学の発表を聞き，支援学生の養成の

仕方などを質問して愛教大に適した方法

を模索する手がかりを得た。 

(2)学生交流企画 

他大学の学生と交流し，グループディス

カッションを行った。障害者支援に対する

多様な考え方に触れることができた。 

(3)分科会・(4)パネルディスカッション 

 合理的配慮と教育的支援について，専門

的な話を聞いて勉強した。学んだことが，

自分たちの立場で何をどこまでやってい

くべきなのかを考える土台となった。 

 

【4.支援技術研修会の開催】 

「てくてく」のスキルアップを目指して，

11 月３日に研修会を行った。OB を４名招

き，支援学生 45名が参加した。 

(1)てくてく総会 

 昨年度と今年度の活動報告，活動計画の

周知，リーダー研修の成果発表の場とした。 

(2)テイク練習 

 利用学生が講師となり，パソコンテイク

とノートテイクの練習を行った。コツや要

望を直接伝えられる場となった。 

 

(3)OB による講話 

支援学生・利用学生それぞれの先輩から，

社会人になってから活きた経験や苦労し

たこと，客観的なアドバイスなどを伺った。 

(4)グループディスカッション 

 参加者を６つのグループに分け，それぞ

れ違うテーマでより良い支援について話

し合った。発表共有することで，支援につ

いて多角的に考えることができた。 
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【5.理解啓発研修会の開催】 

学内の学生や教職員の方々に，「てくて

く」の活動や障害者支援について知っても

らうことを目的とし，１月 24,25,29,30 日

の昼休みに行った。３つのコーナーを設け，

４日間で 25 名の学生を集客した。 

(1)タイピング速度大会 

 タイピングゲームを用いて速度を競っ

た。適宜ランキングを記入・更新して注目

を集め，「てくてく」に親しみやすくした。 

 
(2)テイク利用体験 

イヤーマフをはめた状態で映像やテイ

クされた文字を見て，内容の理解度を体験

した。一般学生からは「てくてくの活動が

初めてわかった」，支援学生からは「テイ

クの重要さを感じた」という声が上がった。 

 

(3)音声認識体験 

 「てくてく」に興味がある新規学生へ説

明をしながら，アプリケーションを使って

音声が文字起こしされる様子を紹介した。 

 

【6.利用学生中心に行うお昼の集まり】 

毎週木曜日に学生同士で集まり，交流を

深めた。前期は，運営学生が進行する技術

向上企画と，利用学生が進行する学生交流

企画を隔週で行うことで，技術向上と障害

理解，交流という３つの目的を両立させた。

後期は，技術向上については別の機会を設

けることで，集まりでは交流企画を多く実

施することを意識した。支援学生からの要

望を受け，障害について説明する機会を設

けたことや，運営学生と利用学生がペアに

なって企画・実行したことにより，支援学

生と運営学生・利用学生の距離が縮まった。 

 
３．成果 

 今回，1.～6.の活動をしたことによって，

目的①～③について推進することができ

た。具体的には，1.教材づくり と 4.支援技

術研修会 で②を推進し，2.大阪教育大学 
や 3.PEPNet-Japan で学んだことを，4.
支援技術研修会  や 5.理解啓発研修会 ，
6.お昼の集まりで「てくてく」内外の愛教

大生に広めることで③を推進した。

 
目的①については，日々の活動の効果と

して，年度の途中で新しい支援学生が 30
名ほど加入した。これは大きな成果である。

また，当初予定していた，「学生がやるべ

きこと」と「大学側にお願いすべきこと」

の明確化については，研修やシンポジウム

への参加を受けて，愛知教育大学に適した

方法で運営を続けていくことの大切さに

気が付いた。一方で，学生主体で運営する

ことの難しさの解消はあまりされていな

いため，引き続き改善に努めたい。 
 
４．今後の展望 

情報保障支援の質を維持・向上するため

には，ここまでできたら完成というゴール

はなく，今後も継続的な研修活動や理解啓

発活動が不可欠である。人員が入れ替わる

ため，ときには同じ企画を行うことも必要

である。しかし，リーダーが学んだことを

支援学生全員で共有する，今年度学んだこ

とは来年度に引き継いで活かす，などの工
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夫により常に一つ上のレベルを目指す。 

「てくてく」内外問わず，すべての愛教

大生の意識向上のため，今後も活動を続け

る。これにより，パートナーシップ団体と

しての役割も果たしていきたい。 

 

 

５．決算（予算：３９５，３１０円） 

予算算出の段階では，支援技術研修会と

理解啓発研修会に遠方からの講師を招く

予定であった。しかし，実際には支援技術

研修会には OB・OG を招き，理解啓発研

修会は講師を招かない形で開催したため，

予算よりも執行額が大幅に減っている。ま

た，資料冊子づくりについては，製本をし

なくても使用できる冊子をつくることが

できたため，製本はしないこととした。 
 

使用内訳 支出額（円） 差引（円） 

予算  395,310 

消耗品 30,731 364,579 

PEPNet-Japan 

参加 旅費 155,540 209,039 

大阪教育大学 

交流 旅費 21,820 187,219 

支援技術研修

会 手話通訳

者 旅費 3,760 183,459 

支援技術研修

会 手話通訳

者 謝金 30,000 153,459 

合計 241,851 153,459 

６．メンバー 

番号 学年 氏名 所属 

１ ３ 平野 未悠 初等・情報 

 ２ ４ 飯田 汐里 養護教諭 

 ３ ４ 伊奈 倫瑠 特別支援 

 ４ ４ 入部 千咲 特別支援 
 ５ ４ 鵜飼 歩 特別支援 

 ６ ４ 大橋 由美 特別支援 

 ７ ４ 後藤 ゆり 特別支援 

 ８ ４ 高須 幸歩 特別支援 

 ９ ３ 河合 茉奈 特別支援 
１０ ３ 杉山 凜 中等・社会 

１１ ２ 上田 大貴 特別支援 

１２ 
２ 佐藤 友紀 臨 床 福 祉

心理 
１３ 

２ 森 佑海 
臨 床 福 祉

心理 

１４ １ 菱沼 陽介 特別支援 

１５  
高橋 岳之 

情 報 教 育

講座 

１６  
青柳 まゆみ 

特 別 支 援

教育講座 

１７  
岩田 吉生 

特 別 支 援

教育講座 

１８  
鏡山 典子 

な ん で も

相談室 

１９  
加藤 洋子 

な ん で も

相談室 

２０  前田 直樹 教務課 

２１  花井 咲絵 企画課 

 


