
 「大学車いすバリアフリー」調査報告 

 

この調査は、社団法人全国脊髄損傷者連合会が 2004 年 9 月から 12 月にかけて全国の国公私立大学等 714 箇所

に調査票を送付し、617 箇所よりいただいた回答をもとにしました。尚、「大学車いすバリアフリー一覧」作成の

ため、回答のあった調査票を大学ごとの表に作り直し、それを再び各大学へ返却し確認をお願いしました。その

際に加筆、訂正等あった内容はこの調査結果には反映されておりません。 

 

※ この調査は、社団法人全国脊髄損傷者連合会の 2004 年度事業として、日本財団より助成を受けた「大学のバ

リアフリーに関する調査」によるものです 

 

調査票は、「大学全体」についての設問（問１～問７）と「キャンパス等」についての設問（問８～問 10）に分

かれています。「大学全体」の設問では１大学１回答が基本でしたが、学部又はキャンパス等により回答が異なる

ケースもあったため、「大学全体」の問３～問７の回答件数を 632 件としました。また「キャンパス等」について

は複数のキャンパスを有する大学もあることから、回答件数は 913 件となりました。（キャンパス等については、

地区、校舎、学部等その名称にかかわらず、所在地が異なる場合にカウントしています） 

 

注釈 ※回答は「現在在籍している学生の状況」で回答されている場合と、「入学したらこのような対応をとると

いう予定」で回答されている場合があります。 

 

 

 

「大学全体」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 「車いす使用学生の受入れ」について

は、617 件のうち、「受入れ可」が 468 件で回

答のあった大学の 77%を占めた。尚、学部等

により「可・不可」又は「可・未定」が選択

されている回答もあったが、これらは「可」

としてカウントした。（図１） 

調査を依頼した大学及び返信のあった大学の内訳は右表

のとおりです。国立、公立、私立及びその他の別で返信率

に大きな違いはなく、全体で 86％となりました。 

※大学院大学、大学校等をその他としています。 

調査依頼 返信数 返信率
国立 83 72 87%
公立 70 62 89%
私立 533 458 86%
その他 28 25 89%
合計 714 617 86%

受入れについて、国公私立別で見

てみると、「受入れ不可」は国立大学

で 0、公立大学 3 件（5%）、私立大学

25 件（5%）であった。（図 1-2） 

図１　車いす使用学生の受入れについて
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図１-２　車いす使用学生の受入れ（国公私立別）
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問２ 問１で「受入れ不可」（34 件）又は「受入れ未定」（121 件）とした大学へその理由についてたずねたとこ

ろ（複数回答）、「エレベーター、スロープ（段差解消）、車いす用トイレなど、キャンパス内の設備に問題がある

ため」が 155 件中、104 件（67%）、「今まで車いす使用の学生の受入れがないため」97 件（62%）、「車いす使用

の学生に受入れについて何も決まっていないため」88 件（57%）であった。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３(1) 「車いす使用者の受験の有無及び人数」（1999 年

度から 2003 年度までの状況）について、5 年間で受験があ

ったのは 291 件の 46%。（図３(1)）この間の車いす使用の

受験者総数は 773 名、5 年間で受験者が 1 名のみは 107 件。

問３(2) 「車いす使用学生の入学の有無及び人数」（2000

年度から 2004 年度までの状況）について、5 年間で入学が

あったのは 245 件の 39%。（図３(2)）この間の車いす使用

の入学者総数は 473 名、5 年間で入学者が 1 名のみは 108

件。 

問３(3) 「車いす使用学生の卒業の有無及び人数」（1999

年度から 2003 年度までの状況）について、5 年間で卒業が

あったのは 183 件の 29%。（図３(3)）この間の車いす使用

の卒業者総数は 295 名。5 年間で卒業が 1 名のみは 100 件。

図２　「受入れ不可」又は「受入れ未定」の理由（複数回答）

（問１の不可・未定の回答件数155件）
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図３(1)　車いす使用者の受験の有無

（1999～2003年度）（回答件数632件）
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図３(3)　車いす使用学生の卒業の有無

（1999～2003年度）（回答件数632件）
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※問３(1)～(5)について、回答がその対象期間と異なる期間であったとしてもカウントしています 

 

 

問４(1) 「受験時の条件」（複数回答）について、「受験について事前に相談が必要」が 477 件と最も多かった。

次いで「医師の診断書を提出」が 161 件、「身体障害者手帳の写しを提出」が 114 件と続いた。（図４(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４(2) 「受験時の配慮」（複数回答）について、「車いす利用可能な試験室に変更する」が 349 件と最も多かっ

た。（図４(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３(4) 「車いす使用学生の在籍の有無」（2004 年度）に

ついて、在籍しているのが 224 件の 35%。（図３(4)）車い

す使用学生在籍者総数は 605 名（内、放送大学学生 182 名

含む）。1 名のみ在籍は 111 件。 

問３(5) 「在学中に障害を負い、車いすを使用して復学し

た学生の有無」（1999 年度から 2003 年度までの状況）につ

いて、5 年間で復学した学生がいたのは 78 件の 12%。（図

３(5)）この間に車いすを使用して復学した学生の総数は 79

名。5 年間で復学者が 1 名のみは 64 件。尚、復学扱いとは

ならず在学中に車いすを使用することとなったケースも一

部含まれている。 

図４(1)　受験時の条件について（複数回答）
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図４(2)　受験時の配慮について（複数回答）
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図３(4)　車いす使用学生の在籍の有無

（2004年度）（回答件数632件）
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使用して復学した学生の有無
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問５(1) 「一般講義の授業での配慮」（複数回答）について、「車いすで講義を受けやすい場所を用意する」が 315

件と最も多く、次いで「配慮未定」が 222 件。（図５(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５(2) 「体育実技の授業での配慮」（複数回答）について、「配慮未定」が 238 件、「その他の配慮をする」167

件。（図５(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５(3)～（5）の「実験を行うときの配慮」、「実習時の配慮」及び「定期試験での配慮」（いずれも複数回答）に

ついては、いずれも「配慮未定」が最も多かった。 

 

※回答件数は次の通り 

問５(3)「実験を行うときの配慮」：実験はない（169 件）、実験を見学する（25 件）、レポートの提出に代える（21

件）、実験の内容を変更する（20 件）、補助者をつける（46 件）、その他の配慮をする（75 件）、配慮なし（45 件）、

配慮未定（280 件）、未回答（71 件） 

 

問５(4)「実習時の配慮」：実習はない（84 件）、実習を見学する（29 件）、レポートの提出に代える（22 件）、実

習を別の内容に代える（15 件）、別の科目を履修することで代用する（5 件）、補助者をつける（48 件）、その他

の配慮をする（123 件）、配慮なし（57 件）、配慮未定（297 件）、未回答（71 件） 

 

問５(5)「定期試験での配慮」：解答方法を換える（31 件）、試験の内容を換える（11 件）、パソコン等の補助機器

の使用を認める（60 件）、代筆での解答を認める（18 件）、その他の配慮をする（217 件）、配慮なし（92 件）、

配慮未定（276 件）、未回答（67 件） 

 

図５(1)　一般講義の授業での配慮について（複数回答）
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図５(2)　体育実技の授業での配慮について（複数回答）

59

103

67

16

39

167

30

238

72

0 50 100 150 200 250

体育実技の授業はない

実技を見学する

レポートの提出に代える

体育実技を体育の講義に変更する

別の科目を履修することで代用する

その他の配慮をする

配慮なし

配慮未定

未回答



問６(1) 「障害学生を支援する組織」については、「特になし」が 417 件で 66%を占めた。 

 

その他の回答は次の通り。「大学側で設置しており専任の担当者（コーディネーター）もいる」18 件、「大学側

で設置しているが専任の担当者（コーディネーター）はいない」31 件、「学生が自主的に設置している」22 件、

「その他」75 件、未回答 59 件。 

 

 

「キャンパス等」について 

 

問 8(1) 「教室の車いす用座席の有無」について、「どの教室にもない」と「ほとんどの教室にない」を合わせる

と、回答のあった大学の約 6 割となった。（図８(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８(2) 「キャンパス内の車いす移動における支障の有無」（施設・建物外のキャンパスにおいて、段差はないか

又はスロープ等で段差が解消されており、車いす使用の学生が 1 人[介助者なし]で移動することができるか）につ

いて、「ほとんどの建物に行くのに支障がない」が 48%と約半数近くあった。（図８(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８(3) 「各棟・施設ごとの段差解消、各室出入口、エレベーター、車いす用トイレの状況」について 

 

①「棟又は施設の段差解消」（棟又は施設の出入口及び通路において、段差はないか又はスロープ等で段差が解消

されており、車いす使用の学生が 1 人[介助者なし]で移動することができるか）について（図①） 

②「棟又は施設内の各室（教室、研究室、事務室等）の出入口」（段差はないか又はスロープ等で段差が解消され

ており、車いす使用の学生が 1 人[介助者なし]で出入することはできるか）について（図②） 

③「エレベーター」（棟又は施設を利用するために、車いす使用の学生が利用できるエレベーターはあるか）につ

※調査票には、「車いす用の座席とは、椅子

が移動できる、また可動式となっており

車いすのまま席につくことができるとし

ます」という説明を示していたが、回答

やそのコメントの中には、「特別な席を必

要とする」との解釈がなされ、否定的な

回答となっているケースが多数見受けら

れた。 

図８(2)　キャンパス内の車いす移動における支障の有無（回答件数913件）
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図８(1)　車いす用座席の有無（回答件数913件）
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いて（図③） 

④「車いす用トイレ」（棟又は施設[又は施設の付近]には、車いす用トイレがあるか）について（図④） 

 

全体の 913 件について、①～④の設問ごとに棟又は施設を見比べてみると、どの設問についてもほぼ同じよう

な傾向を示し、「図書館」のバリアフリー状況が最も良く、事務棟、研究棟又は教室棟と続く。最もバリアフリー

状況が悪いのは、体育館、学生会館であった。（図８(3)①～④）また、問１で車いす使用学生の受入れについて「不

可」又は「未定」とした 155 大学について、これらの回答をみたところ、当然ながらバリアフリー状況は良くな

いが、各棟又は施設ごとの傾向は全体とほぼ同じであった。 

尚、各設問、各棟（施設）の回答ごとの件数を参考に掲載しておきます。（表１、２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解消
殆ど
解消

半数
解消

殆ど
未解消

未解消
未回答
該当無

解消
殆ど
解消

半数
解消

殆ど
未解消

未解消
未回答
該当無

教室棟 379 191 113 99 64 67 386 222 100 87 51 67

研究棟 388 167 86 81 71 120 407 169 74 89 53 121

事務棟 475 139 54 65 75 105 483 144 55 69 58 104

学生会館 212 41 26 53 125 456 201 62 36 54 106 454

図書館 526 81 29 47 122 108 518 95 40 47 100 113

講堂・ホール 325 67 42 52 110 317 320 70 43 58 100 322

食堂・喫茶 444 98 66 56 134 115 454 112 64 60 105 118

体育館 300 62 49 69 254 179 292 74 54 66 243 184

棟又は施設の段差解消 (件数) 各室出入口の段差解消 (件数)

あり
殆ど
あり

半数
あり

殆ど
なし

なし
未回答
該当無

あり
殆ど
あり

半数
あり

殆ど
なし

なし
未回答
該当無

教室棟 365 145 129 94 104 75 310 115 147 135 133 72

研究棟 396 127 95 81 83 130 271 91 101 133 184 132

事務棟 414 98 44 57 173 127 340 73 62 89 229 120

学生会館 127 24 16 37 229 480 147 25 26 40 211 464

図書館 462 54 24 27 203 143 386 43 21 45 284 134

講堂・ホール 219 40 29 31 217 377 246 33 38 45 210 341

食堂・喫茶 251 57 41 43 280 241 250 44 59 62 336 162

体育館 109 23 11 35 433 302 161 27 25 46 441 213

エレベーターの有無 （件数） 車いす用トイレの有無 （件数）

※図８(3)は、①～④の各設問の「未回答・該当なし」を除く合計数に対する「解消」、「殆ど解消」又は「あり」、

「殆どあり」の割合を示したものです。 

表１ 

表２ 

①　棟（施設）の段差解消
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問９(1) 「車いす使用学生の自動車通学」について、「自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる」が 521

ヶ所、58%と約 6 割近くあった。また、そのうち「屋根がある」のは 50 ヶ所であった。（図９(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９(2) 「最寄駅の車いすバリアフリー状況」について、「最寄駅はエレベーター、スロープがあり、車いすでの

利用に支障はない」が 428 件、48%を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９(3) 「最寄駅から大学までのバスの状況」（複数回答）について、最も多かったのが「路線バスがあり、ノン

ステップバスも走っている」の 296 件、次いで「路線バスはあるが、ノンステップバスは走っていない」が 229

件、「バスの利用は必要ない」が 207 件となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９(3)　最寄駅から大学までのバスについて（複数回答）
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その他

件数

図９(1)　車いす使用学生の自動車通学について（回答件数913件）

自動車通学は不可

8%

自動車通学は可能

だが、駐車場はなし

2%

未定

13%
未回答

6%

自動車通学は可能

で、駐車スペースも

確保できる

58%

自動車通学は可能

だが、一般学生と同

じ場所に駐車する

13%

図９(2)　最寄駅の状況（回答件数913件）

ELVはないがｴｽｶﾙ

等の階段昇降機がつ

いている

6%

その他

9%

ELV、ｽﾛｰﾌﾟ、ｴｽｶﾙ

等はなく、車いすでの

利用は困難だと思う

29%

ELV、ｽﾛｰﾌﾟがあり車

いすでの利用に支障

はない

48%

未回答

8%



問 10(1) 「学生寮の状況」について、「学生寮はなし」が 421 件の 46%、次いで「学生寮はあるが、車いす使用

の学生の利用は不可（困難）」が 227 件の 25%であった。 

    

 

 

問 10(2) 「下宿先、アパート等の紹介」について、「紹介することはできるが、車いす使用の学生の紹介ができ

るか未定」が 445 件の 49%と最も多かった。また「紹介はしない」が 196 件の 21%であったが、欄外に大学生協

で行っているとのコメントが多数見受けられた。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

※今回の調査は、大学一覧を作成することを目的としてアンケート調査を実施したものであるため、調査研究の

報告書につきものの、調査結果のまとめ等の論評や提言は行っておりません。 

 

 

参考文献 

1) 「大学案内障害者版 2002」（2002 年 2 月 15 日発行） 編集・発行：全国障害学生支援センター 

2) 「大学選びの決定版 大学受験ガイド 2005 年度版」  

監修者：学校法人駿河台学園 駿河台予備校  発行所：高橋書店 
 

学生寮があり車いす使用に対応している 52 件

学生寮があり、車いす使用に対応はしていないが、車いす使用の学生の利用は可能 29 件

学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は未定 95 件

学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は未定学生の利用は不可（困難） 227 件

学生寮はなし 421 件

未回答・無効 89 件

表３ 

表４ 

紹介することはでき、車いす使用の学生への紹介も可能 98 件

紹介することは出来るが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 445 件

紹介することは出来るが,車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 72 件

紹介はしない 196 件

未回答 102 件



「大学車いすバリアフリー一覧」の見方 

 
ファイルは次のように分かれています。 

 
国立･･･国立大学を北から南へ都道府県別・アイウエオ順に掲載 
公立･･･公立大学を北から南へ都道府県別・アイウエオ順に掲載 
私立･･･私立大学を７地域に分け北から南へ都道府県別・アイウエオ順に掲載 
 ７地域（北海道・東北／関東／東京／中部／近畿／中・四国／九州） 
その他･･･大学院大学、大学校等を掲載 

 
※ 都道府県は大学本部のある住所を基本とし掲載しています。 
※ 一部、上記区分に合わない場合もあります。 

 
調査票の返信がなかった大学については、“アンケートの返信なし”、また、返信はあったが、

その内容が掲載されていない大学については、“調査中”、“掲載を見送る”等の表記がされていま

す。 

 
ご注意 
・ この「大学車いすバリアフリー一覧」の紙面だけでは、詳細なバリアフリー状況を正確に掲

載することが難しく、また、現実にはその状況も日々変化していることが考えられます。こ

のため、実際の大学選択等の際には必ず、各大学へ最新の情報をご確認頂けますようお願い

します 
・ これらの内容は、選択形式のアンケート回答を掲載しているため、その表現に片寄りがある

場合や単一化されている場合があります。またアンケートにあらかじめ用意された回答とは

異なる場合もあります。 
・ アンケートへの回答は「現在在籍している学生の状況」で回答されている場合と、「入学した

らこのような対応をとるという予定」で回答されている場合がありますが、そのままの内容

を掲載しています 
 

各項目の見方 

 
● [車いす使用学生の受入]･･･受け入れ可能であれば「可」、受け入れ不可の場合「不可」、受け

入れ未定の場合「未定」と記載。学部学科により異なる場合はその旨記載。 
● [※不可又は未定の場合の理由]･･･受け入れ不可又は受け入れ未定の場合の理由を記載。 
● 車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計）･･･ 

[受験]－1999 年度～2003 年度に受験した車いす使用学生の有無及び 5 年間の合計人数を記載。 
[入学]－2000 年度～2004 年度に入学した車いす使用学生の有無及び 5 年間の合計人数を記載。 
[卒業]－1999 年度～2003 年度に卒業した車いす使用学生の有無及び 5 年間の合計人数を記載。 
[在籍]－2004 年度に在籍している車いす使用学生の有無及び人数を記載。 
[復学]－1999 年度～2003 年度の在学中に障害を負い、車いすを使用して復学した学生の有無

及び人数を記載。 
※ 各項目とも人数が不明の場合は「不明」と記載。 
※ 新設大学等、５年間の合算期間が表記と異なる場合あり。 

● 入学試験の実施状況 



[受験時の条件]･･･車いす使用の学生が受験するときの条件を記載。 
[受験時の配慮]･･･車いす使用の学生が受験するときの大学側のできる配慮を記載。 

● 授業等での配慮 
[一般講義]･･･一般講義における車いす使用の学生への配慮を記載。 
[体育実技]･･･体育実技における車いす使用の学生への配慮を記載。 
[実  験]･･･実験時における車いす使用学生への配慮を記載。 
[実  習]･･･実習時における車いす使用学生への配慮を記載。 
[定期試験]･･･定期試験における車いす使用学生への配慮を記載。 

● 障害学生を支援する組織について 
[組織の状況]･･･車いす使用学生等の障害学生を支援する組織の有無及びその状況について記載。 
[組織の名称]･･･組織がある場合、その名称を記載。 

● [車いす使用学生の受入れについて]･･･車いす使用の学生等の受け入れについてアピールする

点などを自由記載。 

 
● [キャンパス]･･･複数のキャンパスが存在する場合にその名称を記載。キャンパスは地区、校

舎、学部等の名称で所在地が異なる場合も記載しています。（これ以降の項目はキャンパスご

とに記載） 
● [車いすでのキャンパス内の移動]･･･キャンパスの通路は車いすの移動に支障はないかを記載。

（施設、建物外のキャンパスにおいて、段差はないか又はスロープ等で段差が解消されてお

り、車いす使用の学生が一人[介助者なし]で移動することができるか） 
● [車いす用の座席]･･･教室には車いす用の座席があるかどうかを記載。（車いす用の座席とは、

ここでは椅子が自由に移動できる、または可動式になっており、車いすのまま席につくこと

ができるものとしています） 
● 各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて･･･ 

 
[棟（施設）の段差]･･･棟又は施設の出入口及び通路において、段差はないか又はスロープ等で段

差が解消されており、車いす使用学生が一人（介助者なし）で移動することができるかについて、 
・全ての棟（施設）で解消されている場合－「解消」と記載 
・ほとんどの棟（施設）で解消されている場合－「殆ど解消」と記載 
・約半数の棟（施設）で解消されている場合－「半数解消」と記載 
・ほとんどの棟（施設）で解消されていない場合－「殆ど未解消」と記載 
・全ての棟（施設）で解消されていない場合－「未解消」と記載 

 
[各室出入り口の段差]･･･棟又は施設内の各室（教室、研究室、事務室等）の出入口において、段

差はないか又はスロープ等で段差が解消されており、車いす使用の学生が一人（介助者なし）で

移動することができるかについては、「棟（施設）の段差」の項目と同様の回答で記載。 

 
[エレベーター]･･･棟又は施設に車いす使用の学生が利用できるエレベーターの有無について 
・全ての棟（施設）にある場合－「あり」 
・ほとんどの棟（施設）にある場合－「殆どあり」 
・約半数の棟（施設）にある場合－「半数あり」 
・ほとんどの棟（施設）にない場合－「殆どなし」 
・全ての棟（施設）にない場合－「なし」 

 
[車いす用トイレ]･･･棟内又は施設（又は施設の付近）の車いす使用者用のトイレの有無について



は、「エレベーター」の項目と同様の回答で記載。 

 
※ 該当する棟又は施設がない場合は「－」が記入されています。 
※ それぞれの棟又は施設が一つしかない場合でも「あり」又は「なし」を記載しています。 
※ 各棟又は各施設が混在している建物の場合は、該当する棟又は施設の建物について記載して

います。 

 
● [車いす使用学生の自動車通学]･･･車いす使用の学生の自動車通学について記載 

また、自動車通学が可能の場合、駐車場の[屋根の有無]についても記載 
● [最寄駅の状況]･･･キャンパスの最寄駅におけるエレベーター、スロープ等の状況を記載 
● [最寄駅から大学までのバス]･･･最寄駅から大学キャンパスまでの路線バス及びスクールバス

の状況を記載 
● [学生寮]･･･学生寮の利用について記載 
● [下宿・アパート等の紹介について]･･･下宿・アパート等の紹介について記載 

 
尚、一覧作成のもととなった「全国大学車いすバリアフリー調査票」（凝縮版）を参考資料として

掲載しております。 

 
以 上 



旭川医科大学 http://www.asahikawa-med.ac.jp 国立 北海道 ※1-1-1 
 

入試問合せ 入学試験係 0166-68-2214 本部 〒078-8510 旭川市緑が丘東 2 条 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし ※２階以上なし 

体育館 未解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他 （※最寄駅からバス路線はないが、旭川駅からノンステップバスが出ている） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



小樽商科大学 http://www.otaru-uc.ac.jp 国立 北海道 ※2-2-1 
 

入試問合せ 入試課 0134-27-5254 本部 〒047-8501 小樽市緑 3-5-21 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 （※実技は必修ではない） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

可能な限り対応します。 

 

キャンパス（名称 小樽商科大学 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 なし なし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている （※事前に連絡すれば希望の時間に配車して

くれる） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



帯広畜産大学 http://www.obihiro.ac.jp 国立 北海道 ※3-3-1 
 

入試問合せ 入試課 0155-49-5321 本部 〒080-8555 帯広市稲田町西 2 線 11 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり なし  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 殆どなし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北見工業大学 http://www.kitami-it.ac.jp 国立 北海道 ※4-4-1 
 

入試問合せ 入試課 0157-26-9167 本部 〒090-8507 北見市公園町 165 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り （※学生の障害の状況に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※学生の障害の状況に応じて配慮する） 

体育実技 その他の配慮をする （            〃           ） 

実  験 その他の配慮をする （            〃           ） 

実  習 その他の配慮をする （            〃           ） 

定期試験 その他の配慮をする （            〃           ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※障害学生入学時に検討） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない （※車いす専用の座席はないが机を搬入することで対応可能） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 未解消 なし 殆どあり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 - あり ※１階のみ 

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階のみ 

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北海道大学 http://www.hokudai.ac.jp 国立 北海道 ※5-8-2 
 

入試問合せ 学務部入試課 011-706-7481 本部 〒060-0817 札幌市北区北 17 条西 8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする （※学生と担当教員が相談し履修形態を決めている） 

実  験 その他の配慮をする （※学生と担当教員が相談し履修形態を決めている） 

実  習 その他の配慮をする （※学生と担当教員が相談し履修形態を決めている） 

定期試験 その他の配慮をする （※車いすで移動しやすい場所への机の移動等、障害の状況により配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 札幌地区（水産学部以外） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



 

キャンパス（名称 函館地区（水産学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 未解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 未解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海道教育大学 http://www.hokkyodai.ac.jp 国立 北海道 ※7-9-5 
 

入試問合せ 入学試験グループ 011-778-0274 本部 〒002-8501 札幌市北区あいの里 5 条 3-1-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり （※必要な場合は志願者又はそ

の立場を代弁し得る出身高等学校関係者等との面談等を行うことがある） 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※受験上特別な措置を必要とする者は早めに申し出るよう要望している） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 その他の配慮をする（※障害者スポーツ、上肢を使用したプログラムを用意）／配慮未定  

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※全学的には設置していないが、１キャンパスにお

いて障害学生を支援する組織を置いている） 

組織の名称 バリアフリー委員会（函館校） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 札幌校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※紹介は大学生協で行っている） 

 



 

キャンパス（名称 函館校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 旭川校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 釧路校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 半数解消 なし なし ※自動昇降設備あり 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 岩見沢校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp 国立 北海道 ※12-10-1 
 

入試問合せ 入学試験係 0143-46-5162 本部 〒050-8585 室蘭市水元町 27-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他 （※具体事例がでてみないと回答は難しい） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※障害の程度[内容]に応じ可能な配慮を行

う） 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする （※障害の程度[内容]に応じ可能な配慮を行う） 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※障害の程度[内容]に応じ可能な配慮を行う）

実  習 その他の配慮をする （※障害の程度[内容]に応じ可能な配慮を行う） 

定期試験 その他の配慮をする （※障害の程度[内容]に応じ可能な配慮を行う） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※現在のところ該当学生がいないため、組織的な支援体制はな

いが、事実が発生した時点で大学として取り得る支援体制を構築する） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 水元 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※不明 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※紹介は本学で行っておらず、大学生協で行っている） 

 



弘前大学 http://www.hirosaki-u.ac.jp 国立 青森 ※13-13-2 

 

入試問合せ 
学務部入試課学

部入試担当 
0172-39-3122 本部 〒036-8560 弘前市文京町 1 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※障

害の程度により個別に配慮する） 

体育実技 その他の配慮をする （※通常のスポーツ活動が困難な学生を対象にした特別授業を開講） 

実  験 配慮未定 (※担当教官と相談の上、決定する) 

実  習 その他の配慮をする（※障害の程度により個別に配慮する）／配慮なし(※理工学部) 

定期試験 配慮なし(※人文学部、理工学部)／配慮未定（※その他の学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 文京町地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない（平成 16 年 12 月に解消） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 本町地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館      

図書館 半数解消 半数解消 半数あり なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない（平成 16 年 12 月に解消） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岩手大学 http://www.iwate-u.ac.jp 国立 岩手 ※15-14-4 
 

入試問合せ 入試企画係 019-621-6064 本部 〒020-8550 盛岡市上田 3-18-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※大学入試センター試験と同程度） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※講義室に可動式の車いす用机を設置する）

体育実技 実技を見学する（※一部）／配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

当該学生の講義室移動の負担を軽減するよう出来るだけ１階の講義室に授業を変更したり、臨時専用駐車場を設置するなど、学

生の状況に配慮する。 

 

キャンパス（名称 事務局・農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない （※可動式の机を設置して受講できる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学学生生活共同組合で斡旋する） 

 



キャンパス（名称 人文社会学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※可動式の机を設置して受講できる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学学生生活共同組合で斡旋する） 

 

キャンパス（名称 教育学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※可動式の机を設置して受講できる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学学生生活共同組合で斡旋する） 

 



キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある （※可動式の机を設置して受講できる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 半数解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※平屋 

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 両方 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学学生生活共同組合で斡旋する） 

 



東北大学 http://www.tohoku.ac.jp 国立 宮城 ※19-16-5 
 

入試問合せ 入試課入試実施係 022-217-4859 本部 〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出(※障害の程度により

提出が必要な場合がある) 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮  ※下記の項目においては各学部、研究科により対応が異なる 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮なし／配慮未定 

体育実技 配慮なし 

実  験 実験はない／配慮なし／配慮未定 

実  習 実習はない／配慮なし／配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする／配慮なし／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 片平キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 ※川内キャンパスで対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※川内キャンパスで対応している 

 



キャンパス（名称 川内キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない （※各学部、研究科により回答が異なる） 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※各学部、研究科により回答が異なる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり   

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 半数解消 あり なし （※各学部、研究科により回答が異なる） 

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 半数解消 - 半数あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし（※各学部、研究科により

回答が異なる） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 青葉山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※各学部、研究科により回答が異なる） 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※各学部、研究科により回答が異なる） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 半数解消 殆ど未解消 殆どあり なし  

図書館 解消 解消 あり あり （※各学部、研究科により回答が異なる） 

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（※各学部、研究科により回答が

異なる） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 ※川内キャンパスで対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※川内キャンパスで対応している 

 



キャンパス（名称 星陵キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※各学部、研究科により回答が異なる） 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 半数解消 あり なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

図書館 解消 解消 あり あり （※各学部、研究科により回答が異なる） 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 - 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 ※川内キャンパスで対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※川内キャンパスで対応している 

 

キャンパス（名称 雨宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 未解消 なし あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり なし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 なし あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 - なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 ※川内キャンパスで対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※川内キャンパスで対応している 

 



宮城教育大学 http://www.miyakyo-u.ac.jp 国立 宮城 ※24-18-1 
 

入試問合せ 入試課入試係 022-214-3334 本部 〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※車いす用机の用意） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする(※車

いす学生用の机を配備) 

体育実技 その他の配慮をする （※担当教員による判断） 

実  験 実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 実習を別の内容に代える／補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする（※手記に時間がかかるので可能な限り所要時間を配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



秋田大学 http://www.akita-u.ac.jp 国立 秋田 ※25-19-3 
 

入試問合せ 入学試験係 018-889-2256 本部 〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 （※状況に応じて相談） 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 手形キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口の段差 エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消(殆ど未解消) 解消（殆ど未解消） 半数あり（殆どなし） 半数あり(殆どなし) （ ）内は教育文

化学部を表す 研究棟 解消(殆ど未解消) 解消（殆ど未解消） 半数あり（殆どなし） 半数あり(殆どなし) 

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学生協で紹介） 

 



キャンパス（名称 本道キャンパス[医学部 医学科] ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 なし なし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

事務棟 半数解消 半数解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 半数解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エレベーターはあるが車いすでの利用は困難と思う） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 本道キャンパス[医学部 保健学科] ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エレベーターはあるが車いすでの利用は困難と思う） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



山形大学 http://www.yamagata-u.ac.jp 国立 山形 ※27-22-4 
 

入試問合せ 入学試験係 023-628-4146 本部 〒990-8560 山形市小白川町 1-4-12 
 

●車いす使用学生の受入 可（工学部を除く）

未定（工学部） 

※不可又は未定の場合の理由 （工学部） 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があ

るため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決まっていないため／

今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（農学部）／身体障害者手帳の写しを提出（農学部） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※障害の程度に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※介助者の同席を認めている。教員が配慮す

る） 

体育実技 実技を見学する（教育学部）／レポートの提出に代える（教育学部）／その他の配慮をする（※教員が状況に応じて

対応する） 

実  験 実験はない（人文学部）／実験を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※教員が状況に応じ

て対応する） 

実  習 その他の配慮をする（※障害の程度に応じて個々に配慮する） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害の程度に応じて個々に配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 小白川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 



下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 飯田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど未解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階にある 

体育館 解消 解消 殆どなし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 米沢キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり ※エレベーターがないので２、３階へは行けない 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 鶴岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※駅の出入り口にはスロープがあるので車いすでの利用に支障はない。また電車

への乗り降りは駅員が介助を行うので車いすでの利用に支障はない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福島大学 http://www.fukushima-u.ac.jp 国立 福島 ※31-25-1 
 

入試問合せ 入試課 024-548-8354 本部 〒960-1296 福島市金谷川 1 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり（※事前相談申請書の提出[書式

は任意]） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 配慮なし（※受講している） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※口頭試験をする） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない／学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



茨城大学 http://www.ibaraki.ac.jp 国立 茨城 ※32-27-3 
 

入試問合せ 入試課入学試験係 029-228-8064 本部 〒310-8512 水戸市文京 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※受験者の申し出により学内で検討し意向に添うよう配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※本人の意向に添うよう配慮） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 その他の配慮をする 

実  習 実習はない（※該当学生の在籍する学科では実習はなかった） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 水戸地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり       同一棟 

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 日立地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 未解消 殆ど未解消 - なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 殆ど未解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 阿見地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※一般道～改札までは支障はないが、改札～ホームまでの利用は支障がある） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



筑波大学 http://www.tsukuba.ac.jp 国立 茨城 ※35-29-2 
 

入試問合せ 学群・学生部入試課入学試験第一係 029-853-6007 本部 〒305-8577 つくば市天王台 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 8 名） あり（計 7 名） あり（計 3 名） あり（計 7 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり （※個別学力検査等に出願する

場合は大学入試センター試験受験の際の「身体障害者受験特別措置決定通知書」の写しを提出） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※本学では障害のある方から事前に相談があった時点で配慮内容をそれぞれの方

の障害の程度に応じて決定している） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／その他の配慮をする （※学習補助者がつく。本人とどのような配慮が必要か相談する） 

体育実技 その他の配慮をする （※障害学生用の体育の授業科目[実技、講義あり]を開設している） 

実  験 実験はない／補助者をつける／その他の配慮をする （※本人とどのような配慮が必要か相談する） 

実  習 実習はない／補助者をつける／その他の配慮をする （※本人とどのような配慮が必要か相談する） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※本人とどのような配慮が必要か相談する。机・

場所の確保） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※障害学生の所属する教育組織が中心となっ

て支援者を募集したり、支援計画や本人からの要望等

を聞く場を定期的に設け対応している） 

組織の名称 障害学生支援委員会 （ただし、車い

す学生の介助者については、コーディ

ネートではなく、後方支援の形で支援）

●車いす使用学生の受入について 

本学では、以前より車いす使用の学生を含む障害学生の支援について前向きな姿勢をとってきたところですが、平成１３年度より

障害学生支援委員会を設置し、更に全学的な対応を可能にしています。入学時の特別枠はありませんが、事前相談によって受験

学生の能力が発揮できるように配慮し、入学後も宿舎の改修他を行っています。キャンパスが広く、地理的な起伏や設備上のバリ

アは残念ながら残っているものの、委員会では毎年点検と改修を続けています。今後も車いす使用の学生が学習・研究をしやす

い環境作りに努めていきます。（参考ＨＰ） http://www.human.tsukuba.ac.jp/shien/ 
 

キャンパス（名称 本部 天王台地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

体育館 解消 殆ど解消 なし 半数あり  



●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 春日地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし        １階のみ 

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp 国立 栃木 ※37-30-2 
 

入試問合せ 学務部入試課 028-649-5112 本部 〒321-8505 宇都宮市峰町 350 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※①試験室を洋式トイレに近接する１階に設定

する ②車いす用特製机を準備する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※

個々の障害の程度に応じて対応する） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする （※個々の障害の程度に応じて対応する） 

実  験 レポートの提出に代える／実験の内容を変更する／補助者をつける／その他の配慮をする （※個々の障害の程

度に応じて対応する） 

実  習 レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える／補助者をつける／その他の配慮をする （※個々の障害の

程度に応じて対応する） 

定期試験 その他の配慮をする （※個々の障害の程度に応じて対応する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 峰キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 殆ど解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 陽東キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



群馬大学 http://www.gunma-u.ac.jp 国立 郡馬 ※39-31-3 
 

入試問合せ 入試課入試試験係 027-220-7149・7150 本部 〒371-8510 前橋市荒牧町 4-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 荒牧地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



埼玉大学 http://www.saitama-u.ac.jp 国立 埼玉 ※42-35-1 
 

入試問合せ 入試課入学者選抜実施係 048-858-3770 本部 〒338-8570 さいたま市桜区下大久保 255 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※試験室入口までの付

添者の同伴。試験場への車での入校） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける／その他の配慮をする（※教育学部-学

生からの希望に基づき検討する） 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※教育学部-特別のクラスを設けている） 

実  験 その他の配慮をする （※教育学部-学生からの希望に基づき検討する） 

実  習 実習を見学する／その他の配慮をする （※教育学部-学生からの希望に基づき検討する） 

定期試験 その他の配慮をする（※教育学部-学生からの希望に基づき検討する）／配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している（※教養学部）／ 

その他 （※理学部-学科でノートティカーを決めて配備した） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある／約半数の教室にある／ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



千葉大学 http://www.chiba-u.ac.jp 国立 千葉 ※43-37-3 
 

入試問合せ 学生部入試課 043-290-2182 本部 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※乗用車での送迎、身障者用トイレ、１階かエレベーターで移動可能な階で身障者用トイレ

のある階での受験） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※一般の実技科目を受講できない学生は保健運動の履修を薦めている） 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※学生のサークルで「手話サークル」と「ノートテイクの会」がある） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西千葉地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし 殆どあり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 亥鼻地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり なし  

研究棟 未解消 解消 あり あり  

事務棟 未解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 松戸地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



お茶の水女子大学 http://www.ocha.ac.jp 国立 東京 ※46-38-1 
 

入試問合せ 入試課 03-5978-5151 本部 〒112-8610 文京区大塚 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 （※個別に対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 （※個別に対応する） 

体育実技 配慮未定 （     〃     ） 

実  験 配慮未定 （     〃     ） 

実  習 配慮未定 （     〃     ） 

定期試験 配慮未定 （     〃     ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 半数解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

（※１F 部分[居室を含め]は、ほぼ支障はない） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



電気通信大学 http://www.uec.ac.jp 国立 東京 ※47-40-1 
 

入試問合せ 入試課 0424-43-5103 本部 〒182-8585 調布市調布ケ丘 1-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※身体障害者の状況による）／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害の

ある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 補助者をつける／その他の配慮をする （※実験装置、実験机等を使用しやすいよう工夫する） 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする （※車いすで試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし 半数あり ※２棟のうち１棟は平屋。１棟はエレベーターなし 

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

（※下宿・アパートの紹介は生協が行っています） 

 



東京大学 http://www.u-tokyo.ac.jp 国立 東京 ※48-41-4 
 

入試問合せ 入試事務室 03-5841-2083 本部 〒113-0033 文京区本郷 7-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 不明 名） あり（計 不明 名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※メディカルケアコースをもって代える） 

実  験 実験を見学する／補助者をつける 

実  習 実習を見学する／補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする （※受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 バリアフリー支援室 

●車いす使用学生の受入について 

東京大学ではバリアフリー支援室を中心として全学的な障害をもった学生への支援を行っています。支援室員がより良い支援を

行うための検討を重ね、コーディネーターである支援室職員が本人のニーズを満たすために、且つ、クオリティの高い支援を行う

ために専門的に動いています。車いす使用の学生には移動の問題のみならず、高い位置にあるスイッチや物品の配慮を行い、ま

た、上肢にも障害がある学生への勉強しやすい環境作りを行っています。 
 

キャンパス（名称 本郷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※支障がある場合は、必要に応じて配慮を行う）

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※但し、着席しやすいよう配慮を行う） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介状を発行する前に物件の詳細について大家さんに確認する 

 



キャンパス（名称 駒場キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（※支障がある場合は、必要に応じて配慮を行う） 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※但し、着席しやすいよう配慮を行う） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介状を発行する前に物件の詳細について大家さんに確認する 

 

キャンパス（名称 弥生キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※支障がある場合は、必要に応じて配慮を行う）

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※但し、着席しやすいよう配慮を行う） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介状を発行する前に物件の詳細について大家さんに確認する 

 



キャンパス（名称 柏キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（※但し、着席しやすいよう配慮を行う） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※１階 

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介状を発行する前に物件の詳細について大家さんに確認する 

 



東京医科歯科大学 http://www.tmd.ac.jp 国立 東京 ※52-42-2 
 

入試問合せ 入学主幹室 03-5803-5083・5084 本部 〒113-8510 文京区湯島 1-5-45 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部、医・歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学としての紹介はしていないが、生活協同組合での紹介はある） 

 



キャンパス（名称 教養部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟      

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館      

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない（JR 総武線 市川駅） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがあり、ノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 大学としての紹介はしていないが、生活協同組合での紹介はある 

 



東京外国語大学 http://www.tufs.ac.jp 国立 東京 ※54-43-1 
 

入試問合せ   本部 〒183-8534 府中市朝日町 3-11-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東京海洋大学 http://www.kaiyodai.ac.jp 国立 東京 ※55-44-2 
 

入試問合せ 入試課 03-5463-0510 本部 〒108-8477 港区港南 4-5-7 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 品川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 越中島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介  

 



東京学芸大学 http://www.u-gakugei.ac.jp 国立 東京 ※57-45-1 
 

入試問合せ 学務部入試課学部入試係 042-329-7204 本部 〒184-8501 小金井市貫井北町 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す／その他の配慮をする （※体温調整が難しい学生→夏期エアコン設置室） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする （※ハンディキャップ用のプログラムで実施） 

実  験 配慮未定 

実  習 補助者をつける／その他の配慮をする （※少ない段数の階段に簡易スロープを設置） 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害のある学生の支援懇談会及び

支援委員会プロジェクト 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 小金井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

学生会館     ※学生会館はなし 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 ※エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 （※紹介は生協が行っています） 

 



東京芸術大学 http://www.geidai.ac.jp 国立 東京 ※58-46-2 

 

入試問合せ 
美術学部教務係 

音楽学部教務係 

03-5685-7556 

03-5685-7676 
本部 〒110-8714 台東区上野公園 12-8 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04年度） 復学（’99～’03 年度） 

美術学部 なし 

音楽学部 あり（人数不明） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  （※美－美術学部、音-音楽学部） 

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（美・音）／医師の診断書を提出（美）／身体障害者手帳の写しを提出（美） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する(美・音)／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する（音）／そ

の他の配慮あり （※付添者の同伴、介助者の配慮）（美） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（音）／パソコン等の補助機器の使用を認める（音）／配慮未定（美） 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない（音）／配慮未定（美） 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 上野校地 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり       

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

美術館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定（※過去、該当者なし。希望者がいれば事

前協議により決める） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 取手校地 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 どの教室にもない 

●車いす用の座席 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定（※過去、該当者なし。希望者がいれば事

前協議により決める） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東京工業大学 http://www.titech.ac.jp 国立 東京 ※60-47-2 
 

入試問合せ   本部 〒152-8550 目黒区大岡山 2-12-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 大岡山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 すずかけ台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



東京農工大学 http://www.tuat.ac.jjp 国立 東京 ※62-48-2 
 

入試問合せ 入試課入学試験係 042-367-5544 本部 〒183-8538 府中市晴見町 3-8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 （※「受験上及び修学上の特別措置を必要とする事前相談」として）／医師の

診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※要相談） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める  （※要相談） 

体育実技 その他の配慮をする （※実技の内容を学生に合わせて変更する） 

実  験 実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 実習を別の内容に代える／補助者をつける 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※各学部、大学教育委員会・学生生活委員会で

対応） 

組織の名称 大学教育委員会、学生生活委員会

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他 （※バス路線がない） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



一橋大学 http://www.hit-u.ac.jp 国立 東京 ※64-49-1 
 

入試問合せ 学生受入課学生受入係 042-580-8153 本部 〒186-8601 国立市中 2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（※センター試験受験時に提出しているものの写し） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※個々の受験者の状況

を考慮し個別に対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※身障学生と担当教員とでケースバイケー

スで調整する） 

体育実技 その他の配慮をする （※療育コースの授業がある） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を換える／その他の配慮をする（※身障学生と担当教員とでケースバイケースで調整する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 国立キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない （※固定専用席は無いので、身障学生が履修する授業時間割りにあ

わせて、可動式の机を設置して対応している） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



横浜国立大学 http://www.ynu.ac.jp 国立 神奈川 ※65-52-1 
 

入試問合せ 学務部入試課 045-339-3121 本部 〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台 79-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／（※医師の診断書又は身体障害者手帳の写しのいずれかを提出） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※運動可能な範囲で参加する） 

実  験 配慮未定 （※実績なし） 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している／その他（※教育人間科部内の一講座で

障害児教育担当教員が学生ボランティアを募り啓発に努めている） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学生活協同組合に委託） 

 



上越教育大学 http://www.juen.ac.jp 国立 新潟 ※66-53-1 
 

入試問合せ 学務部入試課 025-521-3294 本部 〒943-8512 上越市山屋敷 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※

大学と本人で必要な配慮事項を相談しながら決定する） 

体育実技 その他の配慮をする （※授業担当教員と本人と相談して配慮事項を決定する） 

実  験 その他の配慮をする （              〃                   ） 

実  習 その他の配慮をする （              〃                   ） 

定期試験 その他の配慮をする （              〃                   ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 組織の名称 学務部教育支援課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 なし 殆どあり   ※各棟間渡り廊下で結ばれており、ほとんどの 

事務棟 殆ど解消 殆ど解消       棟への出入には支障はない 

学生会館 解消 解消  あり  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消  なし  

食堂・喫茶 解消 解消  なし  

体育館 解消 解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長岡技術科学大学 http://www.nagaokaut.ac.jp 国立 新潟 ※67-54-1 
 

入試問合せ 入試課入学試験係 0258-47-9271・9273 本部 〒940-2188 長岡市上富岡町 1603-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 （※受験者の希望と障害によって措置を決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※本人との話し合いにより必要な措置をする） 

体育実技 その他の配慮をする （※本人との話し合いにより必要な措置をする） 

実  験 補助者をつける 

実  習 その他の配慮をする （※本人との話し合いにより必要な措置をする） 

定期試験 その他の配慮をする （※本人との話し合いにより必要な措置をする） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 解消 － なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 最寄駅には、エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるが、ノンステップバスのみではない 

学生寮 学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp 国立 新潟 ※68-55-4 
 

入試問合せ 入試課入学試験第一係 025-262-6079 本部 〒950-2181 新潟市五十嵐二の町 8050 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※診断書や配慮の希望によるが、車いす使用、

1F のトイレ近くの別室、自家用自動車での構内入校、試験室入口までの保護者同伴など） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（人・法・経済・理・農・医・自然科学・現代社会） 

／パソコン等の補助機器の使用を認める（理・自然科学） 

／その他の配慮をする （※専用の机を購入した[農]）、車いすで講義を受けやすい場所を用意する[現代社会]） 

／配慮未定 （教育・工・歯・医[保健]・実務法学） 

体育実技 体育実技の授業はない（法・現代社会・実務法学） 

／体育実技を体育の講義に変更する（人・理・医） 

／別の科目を履修することで代用する（経済・工） 

／配慮未定（教育・農・歯・医[保健]） 

実  験 実験はない（人・法・経済・現代社会・実務法学） 

／実験を見学する（自然科学） 

／レポートの提出に代える（農・自然科学） 

／その他の配慮をする（※実験のしやすい位置に実験台を設置[農]） 

／配慮未定（教育・理・工・医・歯・医[保健]） 

実  習 実習はない（人・法・経済・現代社会・実務法学） 

／実習を見学する（自然科学） 

／レポートの提出に代える（自然科学） 

／その他の配慮をする（※実習先に障害学生に支援が必要なことを伝達し、配慮を依頼する[農]） 

／配慮未定（教育・理・工・医・歯・医[保健]） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害学生と相談し個別に対応[農・現代社会]、車いすで解答できる場所を用意する[自然

科学]） 

／配慮なし（人・経済） 

／配慮未定（教育・理・工・医・歯・医[保健]・実務法学） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他  

（※独立した組織はないが支援のための方策を講じる準備はある） 

組織の名称 人 文 学 部 学 務 委 員 会

（人文学部：１名在籍中）

●車いす使用学生の受入について 

以前、附属図書館と近接する建物との通路は高低差があり、車いす使用者には不便な状態であったが、昨年度に「渡り廊下」及

び「エレベーター」を設置することでバリアフリー化を進めた。附属図書館の入退館環境にも配慮しています。 

 

 

キャンパス 

（名称 本部、人文・教育人間科・法・経済・理･工・農学部・自然科学研究科・現代社会文化・実務法学研究科・附属図書館 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 



●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - 殆どなし  

体育館 解消 殆ど解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 医学部（医） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※６つある講義室のうち１つは机、椅子が可動、１つは固定机の

１ヶ所に車いすで入れるスペースを確保（医学部） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 未解消 未解消 あり なし ※事務棟は、改築中仮住まいのため「未解消」及び 

学生会館 - - - -  「なし」と なっています。改築後は「解消」及び 

図書館 解消 解消 あり あり   「あり」となります 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 医学部（保健） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



富山大学 http://www.toyama-u.ac.jp 国立 富山 ※72-57-1 
 

入試問合せ 学務部入試課 076-445-6096 本部 〒930-8555 富山市五福 3190 
 

●車いす使用学生の

受入 

可（人文・教育・経済） 

未定（理・工） 

※不可又は未定

の場合の理由 

車いす使用の学生の受け入れについて何も決まってい

ないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名）（人・教） 

なし（経） 

あり（計 2 名）（人・教） 

なし（経） 

あり（計 1 名）（教） 

なし（人・経） 

あり（計 1 名）（人） 

なし（教・経） 

なし（計名）（人・教・経） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（人・教・経）／医師の診断書を提出（教・経） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する（人・教・経）／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する（人）

／その他の配慮あり（※事前相談の内容により個別対応する場合あり [経]）／配慮未定（教） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（人・教・経）／配慮未定（教） 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを設け受講者により内容を考慮する [人]）／配慮未定（教） 

実  験 実験はない（人・経）／配慮未定（教） 

実  習 実習はない（人）／配慮未定（教・経） 

定期試験 その他の配慮をする（※座席の配慮 [人]）／配慮未定（教・経） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（人・教・経） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（人）／半数以上の建物へ行くのに支障がない（教）

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある（人）／どの教室にもない（教） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設)の段差 各室出入口の段差 エレベーター 車いす用トイレ 備    考 

教室棟 解消（教・人） 

殆ど解消（経） 
解消（教・経・人） あり（教・経・人） 

あり（経・人） 

半数あり（教） 

 

研究棟      解消（教・人） 

殆ど解消（経） 
解消（教・経・人） あり（教・経・人） 

あり（経・人） 

半数あり（教） 

 

事務棟 解消（教・人） 

殆ど解消（経） 
解消（教・経・人） あり（教・経・人） 

あり（経・人） 

半数あり（教） 

 

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし （人・教・経） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 



富山医科薬科大学 http://www.toyama-mpu.ac.jp 国立 富山 ※73-58-1 
 

入試問合せ 入学試験係 076-434-7138 本部 〒930-0194 富山市杉谷 2630 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他 （※事前相談の結果による） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 （※事前相談の結果による） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



金沢大学 http://www.kanazawa-u.ac.jp 国立 石川 ※74-61-4 
 

入試問合せ 学生募集課入学試験係 076-264-5177 本部 〒920-1192 金沢市角間町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※拡大鏡の持参、使用、

別室受験） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 角間キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消  あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 宝町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 鶴間キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 小立野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福井大学 http://www.fukui-u.ac.jp 国立 福井 ※78-63-2 
 

入試問合せ 入試課入学試験第一係 0776-27-8950 本部 〒910-8507 福井市文京 3-9-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※大学入試センターの身体障害者受験特別措置決定通知書[写]）、その他参考となる資料） 

受験時の配慮 配慮未定 （※事前相談の結果により決定） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 別の科目を履修することで代用する （※実技内容・種目の変更） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする （※履修科目の担当教員と相談の上決める） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生就学支援連絡会議 

工学部バリアフリー特別委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 文京キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 半数解消 半数あり なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 松岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



山梨大学 http://www.yamanashi.ac.jp 国立 山梨 ※80-66-2 
 

入試問合せ 学務部入試課 055-220-8049 本部 〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※あらかじめ受講希望科目を聞き、教室変

更等により受講できるよう配慮する） 

体育実技 その他の配慮をする （※担当教員と相談の上、実施可能な形態での特別授業を受講する） 

実  験 その他の配慮をする （※車いすで使用可能な高さ調節付の実験テーブルを用意した） 

実  習 その他の配慮をする 

定期試験 その他の配慮をする （※実験可能な講義室を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 甲府キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない （※キャンパスが傾斜地にあるためスロープはあ

るが傾斜が急なため、上段、下段への移動に支障がある） 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※南口：駅ビルの中のエレベーター利用、北口：スロープ） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている （※時間によってリフトバスが運行している） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※一般学生についても紹介はしていない） 

 



キャンパス（名称 玉穂キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 半数あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他 （※路線バスはあるが最寄の停留所まで車いすでは移動できない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



信州大学 http://www.shinshu-u.ac.jp 国立 長野 ※82-68-5 
 

入試問合せ 学生部入試課 0263-37-2192 本部 〒390-8621 松本市旭 3-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・人文・経済・理・医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり   

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消    

体育館 解消 解消    

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 教育学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消  なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 未解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消  なし  

学生会館      

図書館 解消 解消  なし  

講堂・ホール 解消 解消  なし  

食堂・喫茶 解消 解消  なし  

体育館 未解消 未解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 なし あり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 なし あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 繊維学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館      

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岐阜大学 http://www.gifu-u.ac.jp 国立 岐阜 ※87-70-1 
 

入試問合せ 学務部入試課入学試験係 058-293-2156 本部 〒501-1193 岐阜市柳戸 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※事前相談により対応策を大学として決めている） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※車

いす用の机を配置している[工学部]）／配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない／その他の配慮をする（※科目は限られるが一般の学生と同一に履修できるよう配慮す

る）／配慮未定 

実  験 実験はない／その他の配慮をする（※コンピューターを使いやすいように机上の配置を考慮する）／配慮未定 

実  習 実習はない／その他の配慮をする（※学生の希望に沿うように配慮する）／配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※受験時の事前相談による対応にもとづき配慮する。学生の希望に沿うように配慮する。車

いす用の机を配置している[工学部]）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※母親の運転で登下校している）／特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称柳戸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり （※医学部のみあり） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



静岡大学 http://www.shizuoka.ac.jp 国立 静岡 ※88-73-2 
 

入試問合せ 入試課入試実施係 054-238-4465 本部 〒422-8529 静岡市大谷 836 
 

※共：共通科目 人：人文学部  教：教育学部  理：理学部  農：農学部  情：情報学部  工：工学部  電：電子科学研究科 

※人文社会科学研究科、教育学研究科、理工学研究科（理系）、農学研究科、情報学研究科、理工学研究科（工系）はそれぞれ

学部と同じ建物を使用しております 

●車いす使用学生の受入 可（共通科目、人、教、理、工）、不可（電）、未定（農、情） 

※不可又は未定の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなど、キャンパス内の設備に問題があるため（電） 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため（農、情） 

卒業後得られる国家資格が取得できない見込みであるため（情） 

車いす使用の学生の受入について何も決まっていないため（農、情） 

今までに車いす使用の学生の入学がないため（情）、 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※障害の程度、内容に応じて配慮します） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（共、人、工）／パソコン等の補助機器の使用を認める（人、理、工）／

要約筆記の補助者をつける（理）／その他の配慮をする（※ケースバイケースで対応する[共]）／配慮未定（教） 

体育実技 体育実技の授業はない（理、工）／実技を見学する（人）／体育実技を体育の講義に変更する（共）／その他の配

慮をする（※ケースバイケースで対応する[共]）／配慮未定（教） 

実  験 実験はない（人）／実験を見学する（理）／レポートの提出に代える（理）／実験の内容を変更する（理、工）／その

他の配慮をする（※ケースバイケースで対応する[共]）／配慮未定（教） 

実  習 実習はない（共、人）／補助者をつける（工）／配慮未定（教、理） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（人、理、工）／その他の配慮をする（※ケースバイケースで対応する[共]、

受験しやすい場所を確保する[理]）／配慮未定（教） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 検討中 組織の名称 未定 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 静岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

（※敷地が傾斜地のため、手動車いすの場合は支障あり） 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（共、工）／ほとんどの教室にない（人、理） 

／どの教室にもない（教、農、情、電） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口の段差 エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消（共） 

殆ど解消（人） 

殆ど未解消（教） 

未解消（理、農） 

解消（農） 

殆ど解消（共、人、理） 

殆ど未解消（教） 

殆どあり（人） 

半数あり（共） 

殆どなし（教） 

なし（理、農） 

あり（教） 

殆どあり（人） 

殆どなし（共） 

なし（理、農） 

 

研究棟 解消（共、農） 

殆ど解消（人理） 

殆ど未解消（教） 

解消（農） 

殆ど解消（共、人、理） 

殆ど未解消（教） 

あり（教、理、農） 

殆どあり（人） 

半数あり（共） 

 

あり（教） 

殆どあり（人、理） 

殆どなし（共） 

なし（農） 

 



 棟(施設) 

の段差 

各室出入口の段差 エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

事務棟 解消（共、人、農） 

未解消（理、教） 

解消（人、農） 

殆ど解消（共） 

殆ど未解消（教、理） 

あり（人、農） 

半数あり（共） 

殆どなし（教） 

なし（理） 

あり（人） 

殆どなし（共） 

なし（教、理、農） 

 

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 未解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる （屋根なし[共、人、教]、屋根あり[農]） 

／未定（理）  

最寄駅の状況 最寄駅にはエレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 浜松キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（工）／どの教室にもない（情、電） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口の段

差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消（工） 

未解消（情） 

殆ど解消（工） 

未解消（情） 

殆どあり（工） 

なし（情） 

殆どあり（工） 

なし（情） 

 

研究棟 解消（情、電） 

殆ど解消（工） 

解消（電） 

殆ど解消（情、工）

あり（情、電） 

殆どあり（工） 

あり（電） 

殆どあり（工） 

半数あり（情） 

 

事務棟 解消 解消 あり（情） 

殆どあり（工） 

なし（電） 

あり（情） 

なし（工、電） 

 

学生会館 － － － －  

図書館 解消 未解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（工）／自動車通学は可能だが一

般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし（電）／未定（情）  

最寄駅の状況 最寄駅にはエレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



浜松医科大学 http://www.hama-med.ac.jp 国立 静岡 ※90-75-1 
 

入試問合せ 学務部入試課入学試験係 053-435-2205 本部 〒053-435-2205 浜松市半田山 1-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 未解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 - - -  

体育館 未解消 - - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知教育大学 http://www.aichi-edu.ac.jp 国立 愛知 ※91-76-1 
 

入試問合せ   本部 〒448-8542 刈谷市井ヶ谷町広沢 1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



豊橋技術科学大学 http://www.tut.ac.jp 国立 愛知 ※92-80-1 
 

入試問合せ 教務部入試課調査研究係 0532-44-6581 本部 〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※エレベーターが利用できる講義室を割振る）

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスで学生と教員１対１での授業を行う） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介  

 



名古屋大学 http://www.nagoya-u.ac.jp 国立 愛知 ※93-81-3 
 

入試問合せ 学務部入試課 052-789-5765 本部 〒464-8601 名古屋市千種区不老町 
 

●車いす使用学生の受入 可／未定（情報文化学部、医

学部保健学科、国際開発研

究科、環境学研究科 

※不可又は未定

の場合の理由 

車いす使用の学生の受け入れについて何

も決まっていないため／今まで車いす使用

の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 2 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況 ※学部によって異なります 

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※出身学校関係者の添書、特別配慮申請書） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※試験室を車いす用トイレの近くに変更する。その他障害の状況に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※個別に対応） 

体育実技 その他の配慮をする（※実技の区分にアダプテッド（参考）という科目を用意している） 

（参考）アダプテッドの目的及びねらい 

疾病、外傷、その他の障害等（精神的な問題も含む）によって通常の実技種目の履修が困難である者に対して、その症状に応じた

個人指導を行ない、健全な学生生活への早期復帰や健康増進を目指す。医師の診断、あるいは本人の申し出によって通常の実

技種目の履修が困難であると判定された者、また、通常の実技種目を受講している場合でも、事情によっては途中からの履修も認

める。 
 

実  験 ※理科系学部についてのみ回答 

その他の配慮をする（※個別対応[工学部・理学部]、一般教養については高度なレベルの実験を行わない為、車

いすでも支障はない）／配慮未定（医学部、農学部） 

実  習 実習はない（法学部、経済学部、理学部）／その他の配慮をする（※個別対応[工学部]）／配慮未定（文学部、教

育学部、医学部、農学部、国際言語文化研究科） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす用机の使用[法学部、経済学部]、個別対応[工学部・理学部]）／配慮未定（文学

部、教育学部、医学部、農学部、国際言語文化研究科） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 東山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※学部、研究科によって状況が極端に異なり、全体で見ると約半数となります 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 



最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 鶴舞キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 大幸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 - なし  

学生会館 未解消 未解消 - なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 



名古屋工業大学 http://www.nitech.ac.jp 国立 愛知 ※96-82-1 
 

入試問合せ   本部 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



三重大学 http://www.mie-u.ac.jp 国立 三重 ※97-84-2 
 

入試問合せ 学務部入学試験課入学試験係 059-231-9063 本部 〒514-8507 津市上浜町 1515 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※事前相談内容により対

応） 

●授業等での配慮 ※共：共通教育、教：教育学部、人：人文学部、医：医学部、生：生物資源学部、分：工学部分子素材工、建：

工学部建築、情：工学部情報工、物：工学部物理工、電：工学部電気電子工、機：工学部機械工 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（共、教）／その他の配慮をする（※車いすのままで使用可能な特製机

を用意する[共、工]）／配慮未定（人、医、生） 

体育実技 体育実技の授業はない（人、医、工、生）／その他の配慮をする（※体力の著しく劣る者や身体的障害のために一

般学生と共に受講が困難な学生対象の授業がある[共]、学生にあった内容にする[教]） 

実  験 実験はない（人、教）／実験を見学する（建）／レポートの提出に代える（分）／実験の内容を変更する（分）／補助

者をつける（建、情）／その他の配慮をする（※実施方法、席等の配慮[機]、建屋の改築を行う[分]）／配慮なし（※

特に支障ないため[物]）／配慮未定（医、電、生、共） 

実  習 実習はない（分、情、物）／その他の配慮をする（※教育実習は設備可能な実習校を依頼[教]、安全面を優先し可

能な範囲で作業を行う[機]）／配慮未定（共、人、医、建、生） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（共）／その他の配慮をする（※授業担当教員の判断により試験時間の延

長[1.5 倍]、解答用紙の拡大、別室試験、特製机の使用を認める[共]等）／配慮未定（人、医、生） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 上浜キャンパス（事務局・人文・教育・工・生産資源学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 － あり ※エレベーターは必要なし 

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エレベーター、スロープ等はないが車いすでの利用は可能） 



最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない半数 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど未解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



滋賀大学 http://www.shiga-u.ac.jp 国立 滋賀 ※99-86-2 
 

入試問合せ 入試課 0749-27-1023 本部 〒522-8522 彦根市馬場 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況   

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※身体障害者受験特別措置に関する事前相談を行う） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※身体障害者受験特別措置に関する事前相談の結果に基づき配慮する） 

●授業等での配慮   ※経：経済学部、 教：教育学部 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める（教）／その他の配慮をする

（※座席の低い椅子を用意[経]、レジュメの配布、専用机の設置[教]） 

体育実技 実技を見学する（教）／レポートの提出に代える（教）／その他の配慮をする（※本人の希望によりマンツーマンで

他の学生の協力を得て実施[経]） 

実  験 実験はない（経）／実験を見学する（教）／レポートの提出に代える（教）／補助者をつける（教） 

実  習 実習を見学する（教）／レポートの提出に代える（教）／補助者をつける（教）／その他の配慮をする（※入退場の容

易な場所の確保[経]） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（教）／代筆での解答を認める（教）／その他の配慮をする（※入退場の容

易な場所を指定、監督教員にも学生の配慮を依頼[経]） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※授業関連について学務委員会で対応するなど既存の委員会で個

別対応している[教]） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 彦根キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 大津キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 なし 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



滋賀医科大学 http://www.shiga-med.ac.jp 国立 滋賀 ※101-87-1 
 

入試問合せ 入試課入学試験係 077-548-2071 本部 〒520-2192 大津市瀬田月輪町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※相談の上、状況に応じて可能な配慮をする） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない（医学科）／配慮未定（看護学科） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる／学生が自主的

に設置している 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都大学 http://www.kyoto-u.ac.jp 国立 京都 ※102-89-7 
 

入試問合せ 学生部入試課 075-753-2521 本部 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（総、法、経、理、医、工、農） 

／パソコン等の補助機器の使用を認める（総、理、医、工、農）／配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験を見学する（医、工、農）／レポートの提出に代える（工、農）／実験の内容を変更する（理、医） 

／補助者をつける（理、医、農）／その他の配慮をする（※学生と面談し決定[総]）／配慮未定 

実  習 実習を見学する（医、農）／レポートの提出に代える（農）／実習を別の内容に代える（理、医） 

／補助者をつける（理、医、農）／その他の配慮をする（※学生と面談し決定[総]）／配慮未定 

定期試験 解答方法を換える（理、工、農）／試験の内容を換える（農）／パソコン等の補助機器の使用を認める（工、農） 

／代筆での解答を認める（工、農）／その他の配慮をする（※解答時間延長[法]、筆答を行いやすいスペースを用

意[工]、学生の状態にあわせて対応[工]）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 身体障害学生相談室 

●車いす使用学生の受入について 

バリアフリー化の推進（理・工） 
 

キャンパス（名称 本部･文･教育･法･経済･工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 医学部（医学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 医学部（保健学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 薬学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 半数あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 理・農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 総合人間学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 工学部（桂キャンパス） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



京都教育大学 http://www.kyokyo-u.ac.jp 国立 京都 ※109-90-1 
 

入試問合せ 入試課 075-644-8160 本部 〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※拡大文字による試験問題等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※個々の障害の程度により学生と相談し対応

を検討する） 

体育実技 その他の配慮をする（※個々の障害の程度により学生と相談し対応を検討する） 

実  験 その他の配慮をする（                〃                  ） 

実  習 その他の配慮をする（                〃                  ） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 なし 殆どなし  

学生会館 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど解消 半数解消 なし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都工芸繊維大学 http://www.kit.ac.jp 国立 京都 ※110-91-2 
 

入試問合せ 入試課 075-724-7163 本部 〒606-8585 京都市左京区松ケ崎橋上町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし （※受験について事前に相談を受け付ける） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※事前相談を受け付けることにより、どういった配慮が必要か検討する） 

●授業等での配慮 ※配慮が必要となった時に検討する 

一般講義   

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 松ヶ崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 嵯峨キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 6 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 - あり  

研究棟 解消 解消 - あり  

事務棟 解消 解消 - あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪大学 http://www.osaka-u.ac.jp 国立 大阪 ※112-95-2 
 

入試問合せ 学生部入試課 06-6877-5111 本部 〒565-0871 吹田市山田丘 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※「大学入試センター試験における受験特別措置」に準じて配慮を行う 

●授業等での配慮  

※全：全学共通、文：文学部、人：人間科学部、法：法学部、経：経済学部、理：理学部、医：医学部、保：医（保健）、歯：歯学部、

薬：薬学部、工：工学部、言：言語文化部、健：健康体育部、基：基礎工学部、機：基（機械科学ｺｰｽ）、電：基（電子ｼｽﾃﾑ学ｺｰｽ）、

計：基（計算機科学ｺｰｽ）、ソ：基（ｿﾌﾄｳｴｱ科学ｺｰｽ） 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（全、経、保、機、電、計、ソ）／パソコン等の補助機器の使用を認める

（保、電）／要約筆記の補助者をつける（全）／その他の配慮をする（※障害の程度により考慮する[経]、本人の希

望により対応する[理]、ＴＡによって授業の移動補助を行っている[健]）／配慮未定（文、人、法、医、歯、薬、工） 

体育実技 その他の配慮をする （※別メニューで対応） 

実  験 実験はない（文、法、経）／実験の内容を変更する（保、計、ソ）補助者をつける（機、電）／その他の配慮をする（※

車いすでも実験可能なように実験台等の工夫をする[保、基]）／配慮未定（人、薬、工、理、歯） 

実  習 実習はない（法、機、電）／実習を別の内容に代える（計、ソ）／補助者をつける（健）／その他の配慮をする（※車

いすでのアクセスできるよう実習内容を再考する[保]、計算機演習の作業が自宅でも行えるように必要なソフトウェ

アを貸し出した[計、ソ]）／配慮未定（人、医、歯、薬、工、文、理） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（言）／その他の配慮をする（※障害の程度、内容により考慮する[経]、試

験時間を延長する[計、ソ]、車いすで試験を受けやすい場所を用意する[電]）／配慮なし（機）／配慮未定（人、医、

歯、薬、工、文、理） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 身体障害学生支援室 

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 吹田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解

消 

殆どなし 殆どなし  

体育館 解消 解消 なし あり  



●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 豊中キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他 （※路線バス、スクールバスが運行していない） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



大阪外国語大学 http://www.osaka-gaidai.ac.jp 国立 大阪 ※114-97-1 
 

入試問合せ 入試課入試部門 072-730-5069 本部 〒562-8558 箕面市栗生間谷東 8-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2～3 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※車いす用の机を用意） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（※体育実技は選択）／その他の配慮をする（※上半身を使った運動をさせる

など、その学生が可能な範囲での運動をさせる） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している （※女子のみ） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



大阪教育大学 http://www.osaka-kyoiku.ac.jp 国立 大阪 ※115-98-2 
 

入試問合せ 学生部入試課 0729-78-3324 本部 〒582-8582 柏原市旭ヶ丘 4-698-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※センター試験と同様） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮なし／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 柏原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 天王寺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸大学 http://www.kobe-u.ac.jp 国立 兵庫 ※117-100-4
 

入試問合せ 入試課入学試験第一係 078-803-5230 本部 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可（文学部以外）

未定（文学部） 

※不可又は未定の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があ

るため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決まっていないため／

今まで車いす使用の学生の入学がないため／その他（※坂が多く公共交通

での通学は難しい） 

※各学部等の簡略表記について 

大：大学教育研究ｾﾝﾀｰ、国：国際文化学部、法：法学部、済：経済学部、営：経営学部、理：理学部、農：農学部、文：文学部、発：

発達科学部、工：工学部、海：海事科学部、医：医学部 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） 

法学部、経済学部各 1 名 

あり（計 1 名） 

経済学部 

なし（計名） あり（計 1 名） 

経済学部 

なし（計名） 

文学部は不明 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写を提出／条件未定

受験時の配慮 配慮なし／試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答

方法を配慮する／その他の配慮あり （※事前の相談において障害の程度により配慮できる内容を決定） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※事前に相談の上、障害の程度により配慮で

きる内容を決定）／配慮なし（文）／配慮未定（入学時に希望を聞いてから対処する） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／配慮未定（海） 

実  験 実験の内容を変更する／補助者をつける／その他の配慮をする（※必要に応じて時間の延長、事前に相談の上

障害の程度により配慮を検討する）／配慮未定 

実  習 実習はない（大、国、法、済、営）／その他の配慮をする（※事前に相談の上、障害の程度により配慮を決定する

[理、農]）／配慮なし（文）／配慮未定（発、工、医、海） 

定期試験 その他の配慮をする（※机を用意する、事前に相談の上、障害の程度により配慮を決定する）／配慮なし 

／配慮未定（※学生の希望を聞いてから対処する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 総合ボランティアセンター（学生の課外活動団体） 

●車いす使用学生の受入について 

海事科学部はこれまで車いす使用の学生は在学していないが、設備は部分的に整備されつつあり、対応は可である。 

 



キャンパス（名称 六甲台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（大、国、発、法、済、工）／半数以上の建物へ行く

のに支障がない（農）／一部の建物へ行くのに支障がない（営、理）／ほとんどの建物に行

くのに支障がある（文） 

●車いす用の座席 全ての教室にある（発）／ほとんどの教室にある（法）／約半数の教室にある（国）／どの

教室にもない（大、文、済、営、理、工、農） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる 屋根はなし（大、国、発、法、済、営、農）／

自動車通学は可能だが、一般学生と同じ場所に駐車する 屋根はなし（文）／自動車通学は

不可（工）／未定（理） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他 （※ノンステップバスもあるが、乗降者がとても多く、なかなか乗車できない状況） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している （※１居室のみ） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 （※生協の回答） 

 

キャンパス（名称 楠キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※１階のためエレベーターは不要 

体育館 未解消 未解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 ※六甲台キャンパス参照 

下宿・アパート等の紹介 ※六甲台キャンパス参照 

 



キャンパス（名称 名谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※車いす用の机あり（授業を受ける教室に設置する） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消  あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 ※六甲台キャンパス参照 

下宿・アパート等の紹介 ※六甲台キャンパス参照 

 

キャンパス（名称 深江キャンパス（海事科学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 ※六甲台キャンパス参照 

下宿・アパート等の紹介 ※六甲台キャンパス参照 

 



兵庫教育大学 http://www.hyogo-u.ac.jp 国立 兵庫 ※121-103-1
 

入試問合せ 入学試験係 0795-44-2067 本部 〒673-1491 加東郡社町下久米 942-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 事務局、学生委員会、教務委員会 

●車いす使用学生の受入について 

本学学校教育学部は、初等教育教員（幼稚園・小学校教諭）の養成を目的としているため、車いす使用の学生の入学希望者も少

なく、実際開学以来受け入れた実績はない。しかし、大学院では、聴覚障害の学生の入学者が増えてきており、今後は、障害学

生の支援に関する専門組織の設置等を検討していきたいと考えている。 
 

 

キャンパス（名称 嬉野台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 ※スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



奈良教育大学 http://www.nara-edu.ac.jp 国立 奈良 ※122-105-1
 

入試問合せ 入学試験係 0742-27-9126 本部 〒630-8528 奈良市高畑町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



奈良女子大学 http://www.nara-wu.ac.jp 国立 奈良 ※123-108-1
 

入試問合せ 入試課 0742-20-3058 本部 〒630-8506 奈良市北魚屋東町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／※医師の診断書又は身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り （※試験室を１階に設置する） 

●授業等での配慮  ※過去、車いす使用の学生がいないため、状況に応じて柔軟に対応したい 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 ※障害学生への支援を統括する組織として室を設置 組織の名称 奈良女子大学障害学生支援室 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 奈良女子大学キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 半数解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり ※学生会館内に設置されている 

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に一部対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



和歌山大学 http://www.wakayama-u.ac.jp 国立 和歌山 ※124-109-1
 

入試問合せ 事務局入試課 073-457-7116 本部 〒640-8510 和歌山市栄谷 930 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※車いす用の机配置） 

体育実技 その他の配慮をする （※特別クラスでの受講） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする （※車いす用の机配置） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※使用する教室に車いす用の机を配置する 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※学生会館内、１階にある 

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※学生生協で紹介している） 

 



鳥取大学 http://www.tottori-u.ac.jp 国立 鳥取 ※125-111-2
 

入試問合せ 学生部入試課入学試験係 0857-31-5061 本部 〒680-8550 鳥取市湖山町南 4-101 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り （※必要に応じて別試験室を準備する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする （※試験室を車いすのまま使用できる部屋とする） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・地域･工・農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他 （※路線バスはワンステップバスとなる） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 未解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 (※連絡により駅員が対応する) 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



島根大学 http://www.shimane-u.ac.jp 国立 島根 ※127-112-2
 

入試問合せ 入試課入試企画係 0852-32-6073 本部 〒690-8504 松江市西川津町 1060 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 （※島根大学入学者選抜試験身体障害者等受験相談書の提出）／※医師の

診断書又は身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 （※事前の相談により決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※補

助機器や教科書等の置き場を確保する） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する （※運動適応コース） 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする（※上肢障害者には、試験時間を延長する）／配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※組織はないが、保健管理センター及び学生のボ

ランティアグループが必要な支援をしている 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

各棟各施設へのスロープやエレベーターを設置して段差を解消したり、身障者トイレを設ける等ハード面に関し設備が整ってい

る。また授業時間割の見直しをはかり、休憩時間を延長することにより、各講義室間の移動がスムーズにできるようにしている 

 

キャンパス（名称 松江キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 なし あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 出雲キャンパス（医学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



岡山大学 http://www.okayama-u.ac.jp 国立 岡山 ※129-114-2
 

入試問合せ 学務部入試課 086-251-7193 本部 〒700-8530 岡山市津島中 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※当該学生等と相談の上対応） 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする （※身体障害者の体育実技も可能である） 

実  験 その他の配慮をする （※当該学生等と相談の上対応） 

実  習 その他の配慮をする （※当該学生等と相談の上対応） 

定期試験 その他の配慮をする （※当該学生との配慮事項の確認による） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 教育・学生支援機構 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 津島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 半数解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 未解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 鹿田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



広島大学 http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 国立 広島 ※131-118-2
 

入試問合せ 入学センター 082-424-6174 本部 〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’00～04 年度入

試の状況） 

入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 5 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり （※事前相談に際しては、受験上特別な措置を希望する

事項、修学上特別な配慮を希望する事項、出身学校でとられていた特別措置、日常生活の状況等について提

示していただく） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※障害者用トイレ付近の試験室設定、車いすで使用可能な机の配置、机の持参使

用、介助者の付添入室、代筆受験、別室受験） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す／その他の配慮をする （※座席指定、車いす専用机の配置） 

体育実技 その他の配慮をする （※障害学生を対象としたスポーツ実習科目を開講） 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける／その他の配慮をする （※実習場所を配慮する） 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※時

間延長、別室試験） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 障害学生支援のための「ボランティア活動室」 

教育室の下に障害学生就学支援部会を置き、全学

的支援の実践の場として設置 

●車いす使用学生の受入について 

学部間移動に時間がかかる場合には、授業の教室変更を行う。 

支援学生や車いす使用学生を含む障害学生が集える場としての役割を果たすボランティア活動室がある。また、ボランティア活動

室には障害学生と教員との連絡、調整を行う情報支援コーディネーターが配置されており、学生のよき相談相手として就学上の

様々な相談に応じる。 
 

キャンパス（名称 本部及び医・歯学部以外の学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※車いす使用学生の授業履修に合わせて専用机等設置） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  



●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※最寄駅にはスロープしかなく、車いすでの利用は困難だと思う） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 医・歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※車いす使用学生の授業履修に合わせて専用机等設置） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



山口大学 http://www.yamaguchi-u.ac.jp 国立 山口 ※133-121-3
 

入試問合せ 学務部入試課 083-933-5153 本部 〒753-8511 山口市吉田 1677-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※選択科目） 

実  験 配慮なし 

実  習 その他の配慮をする （※選択科目） 

定期試験 その他の配慮をする （※状況に合った対応をとる。現在は配慮なし） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※検討中） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

施設、設備を整備していますので、本学を受験して下さい。また希望、要望がありましたら遠慮なく申し付けて下さい。 

 

キャンパス（名称 吉田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消  あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消  あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消    

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 小串キャンパス（医学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 解消 あり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 常盤キャンパス（工学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消  あり  

体育館     ※特別な設備はありません 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 ※男子寮（個室）、風呂・便所共同、特別な設備なし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用学生の物件があるか不明 

 



徳島大学 http://www.tokushima-u.ac.jp 国立 徳島 ※136-123-2
 

入試問合せ   本部 〒770-8501 徳島市新蔵町 2-24 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 常三島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 蔵本キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



鳴門教育大学 http://www.naruto-u.ac.jp 国立 徳島 ※138-124-1
 

入試問合せ 入試課学部入学試験係 088-687-6133 本部 〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島 748 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（※相談申出書）／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 ※事前相談の内容により対応する 

●授業等での配慮  ※本学は車いす使用の学生の受け入れ実績がないため、以下の質問には回答しかねます 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 - あり ※１階のみ 

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 （※屋根のある駐車スペースは構内にありません） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



香川大学 http://www.kagawa-u.ac.jp 国立 香川 ※139-125-5
 

入試問合せ 入試課入学試験係 087-832-1184 本部 〒760-8521 高松市幸町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※

休憩室を設けている。車いす用の机を用意） 

体育実技 配慮未定 （※その都度、学生に対応していく） 

実  験 配慮未定 （         〃          ） 

実  習 配慮未定 （         〃          ） 

定期試験 配慮未定 （         〃          ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

今後も積極的に受け入れたい。 

 

キャンパス（名称 本部・教育学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり（本部） 

なし（教育学部） 

あり（本部） 

なし（教育学部） 

 

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階にあるためエレベーターは不要

体育館 解消 解消 - あり ※平屋建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 （※事務局学務部学生生活課が担当） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定（※生協が紹介） 

 



キャンパス（名称 法･経済学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり（法）／なし（経） あり  ※法：法学部、経：経済学部 

研究棟 解消 解消 あり（法）／なし（経） あり（法）／なし（経）  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 解消 解消 - あり ※平屋建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 ※法・経済学部独自の学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※平屋建て 

体育館 未解消 未解消 - なし ※平屋建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 ※医学部独自の学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 ※工学部独自の学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



愛媛大学 http://www.ehime-u.ac.jp 国立 愛媛 ※144-127-3
 

入試問合せ 学務部入試課 089-927-9172 本部 〒790-8077 松山市文京町 3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 その他の配慮をする （※車いす使用学生のみの授業がある） 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける 

定期試験 時間の延長 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害者学習支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 城北地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしてない 

 



キャンパス（名称 重信地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 － － － －  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしてない 

※該当学生なし 

 

キャンパス（名称 楢味地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが専用のスペースはない 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしてない 

※該当学生なし 



高知大学 http://www.kochi-u.ac.jp 国立 高知 ※147-129-3
 

入試問合せ   本部 〒780-8520 高知市曙町 2-5-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部･人文･教育･理学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



九州大学 http://www.kyushu-u.ac.jp 国立 福岡 ※150-132-7
 

入試問合せ 入試課 092-642-2265 本部 〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1 
 

※本学は現在、新キャンパス移転事業を進めております。詳細につきましては、ホームページ上でご覧いただけます 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※特製机・車いすの使用、トイレ等の配慮、最後

尾の席を指定） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する／別の科目を履修することで代用する 

実  験  

実  習  

定期試験 その他の配慮をする （※試験会場の配慮、最後尾の席指定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 箱崎理系地区、文系地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 解消 不要 なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 病院地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 あり あり  

事務棟 半数解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 六本松地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 - -  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 筑紫地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 - あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 大橋地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 殆ど解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 別府地区 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

学生会館      

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



九州工業大学 http://www.kyutech.ac.jp 国立 福岡 ※157-133-2
 

入試問合せ   本部 〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 情報工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



福岡教育大学 http://www.fukuoka-edu.ac.jp 国立 福岡 ※159-135-2
 

入試問合せ   本部 〒811-4192 宗像市赤間文教町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 教育学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



佐賀大学 http://www.saga-u.ac.jp/ 国立 佐賀 ※161-138-2
 

入試問合せ 学務部入試課 0952-28-8178 本部 〒840-8502 佐賀市本庄町 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） ※人数について統計等はとっていないため不明 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） 不明（計名） あり（計不明名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 （※状況に応じて判断する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮なし （※学部により若干の違い有、又配慮のない学部も有） 

体育実技 実技を見学する／配慮なし （※学部により若干の違い有、又配慮のない学部も有） 

実  験 補助者をつける／配慮なし （※学部により若干の違い有、又配慮のない学部も有） 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間の延長［一般学生の 1.5～2 倍に設定する等］）／配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本庄キャンパス（事務局、文化教育・経済・理工･農学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 （※実績がない） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※全学生に対し、大学側からの紹介はしない。生協で紹介している） 

 



キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 ※実績がないため回答不可 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



長崎大学 http://www.nagasaki-u.ac.jp 国立 長崎 ※163-140-9
 

入試問合せ 学生支援部入試課 095-819-2111 本部 〒852-8521 長崎市文教町 1-14 
 

※学部及び学科の名称を簡略化 

  全：全学部、教：教育学部、経：経済学部、医：医学部、医医：医学部医学科：医保：医学部保健科、歯：歯学部、薬：薬学部、

工：工学部、環：環境科学部、水：水産学部 

●車いす使用

学生の受入 

可（教、経、医、工、環）／未定（上記以外の学部） 

※不可又は未定の場合の理由 

卒業後得られる国家資格が取得できない見込みであるため（医保）／卒業に必要な科目の履修が困難であるた

め（医保）／エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があるため（水）／車いす使

用の学生の受け入れについて何も決まっていないため（医保、薬、水）／今まで車いす使用の学生の入学がな

いため（医保、歯、薬、水）／その他（※今後については、資格や就職先の制限などを了解した上での受け入れ

等も検討の余地があるように思えます［医保］） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名）（全） あり（計 1 名）（医医）

なし（他の学部） 

あり（計 1 名）（医医） 

なし（他の学部） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（医、経、環）／配慮未定（他の学部） 

体育実技 体育実技の授業はない（経、医、薬）／配慮未定（他の学部） 

実  験 実験はない（経）／配慮なし（医医）／配慮未定（他の学部） 

実  習 実習はない（経）／配慮なし（医医）／配慮未定（他の学部） 

定期試験 配慮なし（医医）／配慮未定（他の学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

 

キャンパス（名称 文教地区（教育学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

 



キャンパス（名称 文教地区（薬学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

 

キャンパス（名称 文教地区（工学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

 

キャンパス（名称 文教地区（環境科学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

 

 

 



キャンパス（名称 文教地区（水産学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

 

文京地区キャンパス共通 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学内で生協が行っている） 

 

キャンパス（名称 片淵地区（経済学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり ※申請義室への出入り困難 

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 なし なし ※エレベーターは荷物運搬用のみ 

講堂・ホール 半数解消 解消 なし なし ※1 階建て 

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 なし あり ※生協  食堂には行けない 

体育館 未解消 解消 なし なし ※1 階建て  入口玄関に段差あり 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 （※自動車通学は可能だが、現在のところ専用の駐車スペースは設けていない） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている （※ワンステップバスだが介助者なしで乗降可

能。１日に４本走行［県営バスに確認］） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） （※同窓会が運営しているもの） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学内では生協が行っている） 

 



キャンパス（名称 坂本地区Ⅰ（医学部医学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある （※障害者用の机を設置している） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

 

キャンパス（名称 坂本地区Ⅰ（歯学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

 

坂本地区キャンパス共通 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが、一般学生と同じ場所に駐車する（医）／未定（歯）  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学内で生協が行っている） 

 



キャンパス（名称 坂本地区Ⅱ（医学部保健学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他 （※バス下車後大学までは 500m 程の距離であるが、途中急坂のため車いすでの利

用は困難だと思う） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学内で生協が行っている） 

 



熊本大学 http://www.kumamoto-u.ac.jp 国立 熊本 ※172-142-3
 

入試問合せ 入試課 096-342-2146 本部 〒860-8555 熊本市黒髪 2-40-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

修学上の配慮については出願前にご相談下さい。 

 

キャンパス（名称 黒髪キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エスカレーター設置） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 本荘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エスカレーター設置） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 大江キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エスカレーター設置） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



大分大学 http://www.oita-u.ac.jp 国立 大分 ※175-144-2
 

入試問合せ 入試課入学試験係 097-554-7471 本部 〒870-1192 大分市大字旦野原 700 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※事前相談者の個々のケースに応じた対応を

行う） 

●授業等での配慮 

※学部の簡略文字  教：教育福祉科学部、経：経済学部、医：医学部、工：工学部 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（経）／パソコン等の補助機器の使用を認める（経）／その他の配慮を

する（※現在事例がないが、事情に応じて配慮する予定［経］、教員に個別に依頼する［工］）／配慮未定（教、医） 

体育実技 その他の配慮をする （※体育教員に連絡して指示を受ける［経］）／配慮未定（教、医） 

実  験 実験はない（経）／その他の配慮をする（※器具等を工夫する。使いやすいものを用意する［工］）／配慮未定（教、

医） 

実  習 その他の配慮をする （※現在事例はないが、事情に応じて配慮をする予定［経］、器具等を工夫する。使いやすい

ものを用意する［工］）／配慮未定（教、医） 

定期試験 その他の配慮をする （※現在事例はないが、事情に応じて配慮をする予定［経］）／配慮なし（工）／配慮未定

（教、医） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 ※身体等に障害を持つ学生の支援に関する委員会の設置を検討中 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 事務局、教育福祉・経済・工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない （※16 年度、車いす用製図台購入[工]） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 殆ど未解消 - 殆どなし ※１階建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能。学内の駐車場はどこでも駐車可能 

最寄駅の状況 その他 （※スロープがあり車いすでの利用に支障はない） 



最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／その他 （※対応できない場合は、福祉

車両のタクシーを利用している） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 半数解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 - なし ※平屋 

体育館 未解消 未解消 なし なし ※エレベーターは１階のため必要なし 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



宮崎大学 http://www.miyazaki-u.ac.jp 国立 宮崎 ※177-146-2
 

入試問合せ   本部 〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



鹿児島大学 http://www.kagoshima-u.ac.jp 国立 鹿児島 ※179-149-3
 

入試問合せ   本部 〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 郡元キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 桜ヶ丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 下荒田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



鹿屋体育大学 http://www.nifs-k.ac.jp 国立 鹿児島 ※182-150-1
 

入試問合せ 教務課入試係 0994-46-4869 本部 〒891-2393 鹿屋市白水町 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※大学の所在地［市内］に鉄道が通っていない） 

最寄駅から大学までのバス その他 （※鉄道がない。大学の最寄りのバス停を通る路線バスについてノンステップバスは

走っていない） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



琉球大学 http://www.u-ryukyu.ac.jp 国立 沖縄 ※183-153-2
 

入試問合せ   本部 〒903-0213 中頭郡西原町字千原 1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 法・教育・理学･工学・農学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



釧路公立大学 http://www.kushiro-pu.ac.jp 公立 北海道 ※185-5-1 
 

入試問合せ 事務局学生課 0154-37-5091 本部 〒085-8585 釧路市芦野 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※障害の程度に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 （※選択科目のため他の科目を履修する） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする （※障害の程度に応じて配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 （※机の移動ができない。大教室に設置） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 - あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



公立はこだて未来大学 http://www.fun.ac.jp 公立 北海道 ※186-6-1 
 

入試問合せ 教務課教務係 0138-34-6444 本部 〒041-8655 函館市亀田中野町 116 番地 2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※通学のための 寄駅はない） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



札幌医科大学 http://wed.sapmed.ac.jp 公立 北海道 ※187-7-1 
 

入試問合せ 学務課入試係 011-611-2111（内線 2183） 本部 〒060-8556 札幌市中央区南 1 条西 17 丁目 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり、建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 一部階段あり 問題なし あり 各学部に１台  

研究棟 問題なし 問題なし あり １階のみあり  

事務棟 問題なし 問題なし あり あり  

学生会館 問題なし 問題なし なし あり  

図書館 問題なし 問題なし あり あり  

講堂・ホール スロープあり スロープあり あり あり  

食堂・喫茶 ※ ※ あり あり ※棟外に出なければならず、冬場は積雪

のため困難 体育館 ※ 段差あり なし なし 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない（大通西 18 丁目） 

ノンステップバスは走っているが数が少ない（他路線） 

学生寮 学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



青森県立保健大学 http://www.auhw.ac.jp 公立 青森 ※188-11-1 
 

入試問合せ   本部 〒030-8505 青森市大字浜館字間瀬 58-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



青森公立大学 http://www.nebuta.ac.jp 公立 青森 ※189-12-1 
 

入試問合せ 学務課 017-764-1600 本部 〒030-0196 青森市大字合子沢字山崎 153-4 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計不明名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする （※車いすで受けやすい場所の用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



岩手県立大学 http://www.iwate-pu.ac.jp 公立 岩手 ※190-15-1 
 

入試問合せ 学生課入試係 019-694-2014 本部 〒020-0173 岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／（※受験上の特別措置が必要な場合は、受験について事前に相談、医師の診断書及び身体障害者

手帳の写しを提出）  

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※トイレに隣接する試験室

の設定等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



宮城大学 http://www.my.ac.jp 公立 宮城 ※191-17-1 
 

入試問合せ 事務局教務第二班 022-377-8333 本部 〒981-3298 黒川郡大和町学苑 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

2（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



秋田県立大学 http://www.akita-pu.ac.jp 公立 秋田 ※192-20-2 
 

入試問合せ 教務学生課 018-872-1526 本部 〒010-0195 秋田市下新城中野字街道端西 241-7 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 秋田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス なし 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 本荘キャンパス システム科学技術学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



国際教養大学 http://www.aiu.ac.jp 公立 秋田 ※194-21-1 
 

入試問合せ 教務班 018-886-5938 本部 〒010-1211 秋田市雄和椿川字奥椿岱 193-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 実験を見学する／補助者をつける 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 解消 半数あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 なし あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



山形県立保健医療大学 http://www.yachts.ac.jp 公立 山形 ※195-23-1 
 

入試問合せ 教務学生課 023-686-6688 本部 〒990-22121 山形市上柳 260 番地 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため（※検討を

要する）／今まで車いす使用の学生の入学がないため

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（※特別な配慮を希望する者）／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写

しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる（※建物の外は

体育館他、グランド、駐車場等である） 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり -  

研究棟 解消 解消 あり -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -                    同一棟にある 

図書館 解消 解消 あり あり         １階にある 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 ※無人駅 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない（※但し、徒歩で約 8 分かかる） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



会津大学 http://www.u-aizu.ac.jp 公立 福島 ※196-24-1 
 

入試問合せ 学生課教務係 0242-37-2600 本部 〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀字上居合 90 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※障害の程度により相談に応じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※教員へ解答用紙様式にマークシートを用いないよう依頼） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福島県立医科大学 http://www.fmu.ac.jp 公立 福島 ※197-26-1 

 

入試問合せ 
医学部 学生課教務第一係 

看護学部 学生課教務第二係 

024-547-1095 

024-547-1806 
本部 〒960-1295 福島市光が丘 1 番地 

 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため／その他

（※医学部臨床実習、看護学部看護実習の対応につ

いて未定） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 - あり  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



茨城県立医療大学 http://www.ipu.ac.jp 公立 茨城 ※198-28-1 
 

入試問合せ   本部 〒300-0394 稲敷郡阿見町阿見 669-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



郡馬県立女子大学 http://www.gpwu.ac.jp 公立 郡馬 ※199-32-1 
 

入試問合せ  0270-65-8511 本部 〒370-1193 佐渡郡玉村町大字上之手 1395-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 （※受験者の障害の状況により個別に配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 （※入学者の障害の状況により個別に検討） 

体育実技 配慮未定 （           〃              ） 

実  験 配慮未定 （           〃              ） 

実  習 配慮未定 （           〃              ） 

定期試験 配慮未定 （           〃              ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※エレベーターは必要なし 

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



高崎経済大学 http://www.tcue.ac.jp 公立 郡馬 ※200-33-1 
 

入試問合せ 入試課入試担当 027-343-5417 本部 〒370-0801 高崎市上並榎町 1300 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※事前相談による） 

●授業等での配慮   

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする （※体の状態に合う内容で授業に参加してもらう） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない（経済学部）／その他の配慮をする（※体の状態に合う内容で授業に参加 [地域政策学部]） 

定期試験 その他の配慮をする （※車いすで試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 半数解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

 



前橋工科大学 http://www.maebashi-it.ac.jp 公立 郡馬 ※201-34-1 
 

入試問合せ 学務課学生係 027-265-0111 本部 〒371-0816 前橋市上佐鳥町 460-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 （※事前に申出により協議することとなっているため、その時点で決定） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称 該当なし 

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている （※一部はノンステップバスではない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



埼玉県立大学 http://www.spu.ac.jp 公立 埼玉 ※202-36-1 
 

入試問合せ 入試・学生担当 048-973-4117 本部 〒343-8540 越谷市大字三野宮 820 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 （※大学入試センター試験に準ずる） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり ※教室棟と研究棟は同一 

研究棟      

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



首都大学東京 http://www.tmu.ac.jp/ 公立 東京 ※203-39-3 
 

入試問合せ 管理本部管理部新大学設立準備室 0426-77-1111 （内線 2213） 本部 〒192-0397 八王子市南大沢 1-1
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計）  

※首都大学東京としての実績はなし（平成 17 年 4 月開校予定） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※要相談） 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  ※首都大学東京としての取扱いは未定 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 南大沢キャンパス（旧 東京都立大学） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ）ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない （※新棟では、固定机の教室のうち３教室で車いす用の座席を設置す

ることになっている 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 解消 あり あり  

図書館 未解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 日野キャンパス（旧 都立科学技術大学） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 殆どなし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 荒川キャンパス（旧 都立保健科学大学） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※都電の駅のため車いす乗降は問題ない） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※全ての学生に対して下宿アパートの紹介は行っていない（単に情報提供しているのみ） 

 



神奈川県立保健福祉大学 http://www.kuhs.ac.jp 公立 神奈川 ※206-50-1 
 

入試問合せ 企画課 046-828-2530 本部 〒238-8522 横須賀市平成町 1-10-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり （※身体の障害等により受験上特別な配慮を必要とする場合、要相談） 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※要相談） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※専用の机と椅子を用意） 

体育実技 体育実技の授業はない （※体育関係の授業は履修していない） 

実  験 実験はない （※実験関係の授業は履修していない） 

実  習 補助者をつける（※学生による対応）／その他の配慮をする （※送迎のための自動車の駐車場の手配） 

定期試験 その他の配慮をする （※専用の机と椅子を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※学生が自主的に支援している[組織は設置していない]] 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入

口の段差 

エ レ ベ

ーター 

車 い す

用トイレ

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり ※エレベーターはないが、１階以外からの入場は他棟より可能

食堂・喫茶 解消 解消 あり - ※エレベーターはないが、２階以外からの入場は他棟より可能

体育館 解消 解消 あり あり ※食堂・喫茶にトイレはない 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 （※個別対応） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

（※H17 年 2 月現在、エレベーター設置工事中） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



横浜市立大学 http://www.yokohama-cu.ac.jp 公立 神奈川 ※207-51-2 
 

入試問合せ   本部 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 金沢八景キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 福浦キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



新潟県立看護大学 http://www.niigata-cn.ac.jp 公立 新潟 ※209-56-1 
 

入試問合せ 教務学生課 025-526-2811 本部 〒943-0147 上越市新南町 240 番地 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



富山県立大学 http://www.pu-toyama.ac.jp 公立 富山 ※210-59-1 
 

入試問合せ 教務課工学部係 0766-56-7500 （内線 224） 本部 〒939-0398 射水郡小杉町黒河 5180 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



石川県立看護大学 http://www.ishikawa-nu.ac.jp 公立 石川 ※211-60-1 
 

入試問合せ 教務学生課 076-281-8300 本部 〒929-1212 かほく市中沼ツ 7-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 （※受け入れ実績がないためすべて未定） 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり   

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 未解消 なし なし  ※全ての棟がつながっている 

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



金沢美術工芸大学 http://www.kanazawa-bida.ac.jp 公立 石川 ※212-62-1 
 

入試問合せ 事務局 076-262-3531 本部 〒920-8656 金沢市小立野 5-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学はバリアフリーなど車いす使用に係る施設の設備が十分ではありません。今後、整備していく予定です。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 あり なし  

研究棟 未解消 未解消 あり なし  

事務棟 未解消 未解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



福井県立大学 http://www.fpu.ac.jp 公立 福井 ※213-64-2 
 

入試問合せ 教務課 0776-61-6000（代） 本部 〒910-1195 吉田郡松岡町兼定島 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 （※事前相談の結果により配慮決定） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする （※実習先の斡旋、実習先への配慮要請） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 福井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 小浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



都留文科大学 http://www.tsuru.ac.jp 公立 山梨 ※215-65-1 
 

入試問合せ 総務課入試室 0554-43-3990 本部 〒402-4341 都留市田原 3-8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どあり ※エレベーターは H16 年 10 月完成 

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし ※２階建て 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



山梨県立看護大学 http://www.ycn.ac.jp 公立 山梨 ※216-67-1 
 

入試問合せ 学務課 055-253-7859 本部 〒400-0062 甲府市池田 1-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり （※相談内容により医師の診断書、身障手帳の写等の

提出を求める） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※障害の程度により決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし／配慮未定 

体育実技 配慮なし／配慮未定 

実  験 配慮なし／配慮未定 

実  習 配慮なし／配慮未定 

定期試験 配慮なし／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 池田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 未解消 なし なし  

体育館 殆ど解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長野県看護大学 http://www.nagano-nurs.ac.jp 公立 長野 ※217-69-1 
 

入試問合せ   本部 〒399-4117 駒ケ根市赤穂 1694 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



岐阜県立看護大学 http://www.gifu-cn.ac.jp 公立 岐阜 ※218-71-1 
 

入試問合せ 事務局教務学生課 058-397-2300 本部 〒501-6295 羽島市江吉良町 3047-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - あり ※１階フロアーのみ 

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり ※１階フロアーのみ 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 その他 （※H17.１月よりエレベーター、エスカレーター開始予定） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



岐阜薬科大学 http://www.gifu-pu.ac.jp 公立 岐阜 ※219-72-1 
 

入試問合せ 学生部教務厚生室 058-237-3931 本部 〒502-8585 岐阜市三田洞東 5-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※その状況に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※その状況に応じて配慮する） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介  

 



静岡県立大学 http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp 公立 静岡 ※220-74-1 
 

入試問合せ 学生部学生課入試係 054-264-5007 本部 〒422-8526 静岡市谷田 52-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 （※出願の前に事前の相談が必要） ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 ※理系学部の実績はありません 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする （※車いすでの参加を認める） 

実  験 実験はない（文系学部）／配慮未定（理系学部） 

実  習 その他の配慮をする（※車いすで参加しやすい場所、方法で対処する）／配慮未定（理系学部） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで参加しやすい場所、方法で対処する）／配慮未定（理系学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

静岡県はユニバーサルデザインのコンセプトで施設整備を行っています。本学開設当初よりスロープの設置、車いすも対応できる

トイレ等の設備が整備されています。学生のみでなく社会人を含めたすべての人達がより利用できるよう施設整備やソフト面での

対応を目指しています。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知県立大学 http://www.aichi-pu.ac.jp 公立 愛知 ※221-77-1 
 

入試問合せ 学生部学生課 0561-64-1111 本部 〒480-1198 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間 1522-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※試験室での配席を配慮[試験室入口近くに配席]） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 バスの利用は必要ない（※2005 年 3 月 6 日から万博会場駅[リニモ]が 寄駅となるため） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※紹介は大学生協が行います） 

 



愛知県立看護大学 http://www.aichi-nurs.ac.jp 公立 愛知 ※222-78-1 
 

入試問合せ 学生課 052-736-1401 本部 〒463-8502 名古屋市守山区大字上志段味字東谷 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり     同一棟 

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



愛知県立芸術大学 http://www.aichi-fam-u.ac.jp 公立 愛知 ※223-79-1 
 

入試問合せ 学生課 0561-62-1180（内線 278） 本部 〒480-1194 愛知郡長久手町岩作字三ケ峯 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



名古屋市立大学 http://www.nagoya-cu.ac.jp 公立 愛知 ※224-83-4 
 

入試問合せ 学生課入学試験事務室 052-853-8020 本部 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1 
 

●車いす使用学生の受入 可  

（※医学部、薬学部、経済学部においては、階段の

みの建物がある） 

※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の程度に応じ健康の維持増進や生活の質向上のための運動の実践を行う。この実

践を通じて科目開設の目的を達成できるように努める） 

実  験 その他の配慮をする（※使用する器具の工夫や使いやすいものを用意する） 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 川澄キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり ※教室棟で「車いす用トイレあり」は看護学部 

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 山の畑キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 田辺通キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 北千種キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



三重県立看護大学 http://www.mcn.ac.jp/ 公立 三重 ※228-85-1 
 

入試問合せ 学生部学生課 059-233-5603 本部 〒514-0116 津市夢が丘 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定

の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に

問題があるため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決ま

っていないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う（※駅構内にはエ

レベーターあり） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



滋賀県立大学 http://www.usp.ac.jp 公立 滋賀 ※229-88-1 
 

入試問合せ 教務課 0749-28-8216 本部 〒522-8533 彦根市八坂町 2500 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※乗用車での試験場内への入構） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり ※学生ホール 

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どあり ※交流センター 

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 - 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※大学生協対応） 

 



京都市立芸術大学 http://www.kcua.ac.jp 公立 京都 ※230-92-1 
 

入試問合せ   本部 〒610-1197 京都市西京区大枝沓掛町 13-6 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



京都府立大学 http://www.kpu.ac.jp 公立 京都 ※231-93-1 
 

入試問合せ 学務課入試係 075-703-5144 本部 〒606-8522 京都市左京区下鴨半木町 1-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮  

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※特製机を用意している） 

体育実技 その他の配慮をする 

実  験 未定 

実  習 補助者をつける場合あり 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり ※教室棟との合同棟 

学生会館 解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 半数解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 半数解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 半数解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都府立医科大学 http://www.kpu-m.ac.jp 公立 京都 ※232-94-2 
 

入試問合せ 学生課入試担当 075-212-5422 本部 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※車いすで利用可能な机に変更する、出入口に近い席に指定する） 

●授業等での配慮 ※現在、車いす使用の学生はおりませんので、回答できません 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 広小路キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり   同一棟 

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり    同一棟 

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 河原町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 半数解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



大阪市立大学 http://www.osaka-cu.ac.jp 公立 大阪 ※234-96-3 
 

入試問合せ 教務部入試課 06-6605-2141 本部 〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計 1 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※受験場所、時間延長等事前相談の上、配慮）

●授業等での配慮  ※現在在籍されている障害学生の方への配慮、支援を基本に回答 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※内容、種目を変更する。補助者をつける） 

実  験 レポートの提出に代える／補助者をつける／その他の配慮をする（※別の科目を履修することで代用する） 

実  習 レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※実習先に障害学生に支援が必要なことを伝達し配慮を依頼） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害学生と担当教員が相談して個別に対応を決める[試験時間延長、問題用紙の拡大、

別室試験、試験の介助等]） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※総括組織はありませんが、各学部、学生生活関連、入試関連、教

務関連関係所属が事前相談のうえ支援している 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 杉本キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - -  

体育館 解消 殆ど解消 - 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 阿倍野キャンパス（医学部医学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 阿倍野キャンパス（医学部看護学科） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪府立大学 http://www.osakafu-u.ac.jp 公立 大阪 ※237-99-1 
 

入試問合せ 学生部入試課 072-254-9202 本部 〒588-8531 堺市学園町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 8 名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする （※車いす専用机の購入） 

体育実技 その他の配慮をする （※車いすで可能な授業を行う） 

実  験 その他の配慮をする （※座席の配慮） 

実  習 その他の配慮をする （※実習受け入れ施設を調整） 

定期試験 その他の配慮をする （車いす可能な机に変える。本人の希望と相談） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担

当者はいない 

組織の名称 障害問題委員会 

大阪府立大学社会福祉部アクセス・センター運営委員会

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 半数あり 殆どあり     同一棟 

事務棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 半数あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 － あり ※１階にあるのでエレベーターは必要ない 

食堂・喫茶 解消 解消 － なし ※１階にあるのでエレベーターは必要ない 

体育館 未解消 未解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり（一部） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸市外国語大学 http://www.kobe-cufs.ac.jp 公立 兵庫 ※238-101-1
 

入試問合せ 教務係 078-794-8133～4 本部 〒651-2187 神戸市西区学園町 9-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※障害の程度に応じて対策を講じている） 

体育実技 ※必修科目ではない 

実  験 実験はない（※現在） 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする （※障害の程度に応じて対策を講じている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 組織の名称 身体障害者受入対策委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 半数あり あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



神戸市看護大学 http://www.kobe-ccn.ac.jp 公立 兵庫 ※239-102-1
 

入試問合せ 総務課学務係 078-794-8080（代） 本部 〒651-2103 神戸市西区学園西町 3-4 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



兵庫県立大学 http://wed.pref.hyogo.jp/daigaku/ 公立 兵庫 ※240-104-6
 

入試問合せ 学務部学務企画調整担当 078-367-8611 本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-3-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 （※ただし、障害の程度により受け入れ不可の場合もあります） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 6 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 

 

受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（入学試験の形式を変更しなくても支障のないこと、自分で身の回りのことができるか、介助者を同伴すること）

（※学部により条件は異なります） 

受験時の配慮 配慮なし（※学部により）／試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある

方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あり（※本人からの要望を勘案の上、決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 （※学部により異なります） 

体育実技 実技を見学する／別の科目を履修することで代用する／その他の配慮をする （※学部により異なります） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（レポート提出に代える）／配慮なし （※学部により

異なります） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 神戸学園都市キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 - あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※エレベーターのみあり） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 神戸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし       

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 その他 （※不明） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 姫路書写キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 播磨科学公園都市キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 - なし  

図書館 解消 解消 - あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

キャンパス（名称 姫路新在家キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 明石キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



奈良県立大学 http://www.narapu.ac.jp 公立 奈良 ※246-106-1
 

入試問合せ 事務局学生課 0742-22-4978 本部 〒630-8258 奈良市船橋町 10 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



奈良県立医科大学 http://www.naramed-u.ac.jp 公立 奈良 ※247-107-1
 

入試問合せ   本部 〒634-8521 橿原市四条町 840 番地 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



和歌山県立医科大学 

 保健看護学部 
http://www.wakayama-med.ac.jp 公立 和歌山 ※248-110-2

 

入試問合せ 事務室 073-446-6700 本部 〒641-8509 和歌山市紀三井寺 811-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 保健看護学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



和歌山県立医科大学 

医学部 
http://www.wakayama-med.ac.jp 公立 和歌山 ※249-110-2

 

入試問合せ 事務局学生課 073-441-0702 本部 〒641-8509 和歌山市紀三井寺 811-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



島根県立大学 http://www.u-shimane.ac.jp 公立 島根 ※250-113-1
 

入試問合せ 教務グループ 0855-24-2203 本部 〒697-0016 浜田市野原町 2433-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 未解消 あり あり  

研究棟 解消 未解消 あり あり  

事務棟 解消 未解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 - あり  

図書館 解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 未解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - あり ※学生会館内にある 

体育館 解消 未解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岡山県立大学 http://www.oka-pu.ac.jp 公立 岡山 ※251-115-1
 

入試問合せ 教学課教務班 0866-94-9163 本部 〒719-1197 総社市窪木 111 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他 （※実際に受験する障害学生が出てきてか

ら、事前協議を行った上で対応を検討するから） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 （※受験上及び修学上希望する特別措置について）／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 （※相談後本学の特別措置を決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 なし 殆どあり ２階建て 

研究棟 解消 殆ど解消 あり あり ６階建て 

事務棟 解消 殆ど解消 なし あり ２階建て 

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり ３階建て 

図書館 解消 殆ど解消 あり あり ２階建て 

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし あり ２階建て 

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり あり ※学生会館内にある 

体育館 解消 殆ど解消 なし あり ２階建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※平屋の小規模駅でエレベーターはなく段差もない） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※業者から提供のあった物件の掲示のみ 

 



尾道大学 http://www.onomichi-u.ac.jp 公立 広島 ※252-116-1
 

入試問合せ   本部 〒722-8506 尾道市久山田町 1600 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



広島県立大学 http://www.hiroshima-pu.ac.jp 公立 広島 ※253-117-3
 

入試問合せ   本部 〒734-8558 広島市南区宇品東 1-1-71 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 宇品東キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 七塚町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 学園町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



広島市立大学 http://www.hiroshima-cu.ac.jp 公立 広島 ※256-119-1
 

入試問合せ 事務局教務係 082-830-1503 本部 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東 3-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／大学入試センター試験の特別措置決定通知書の写しを提出 

※これまで肢体不自由者、聴覚障害者についてこれらの条件を課した。その他の障害者については実績なし 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※聴覚障害者）／配慮未定（※全ての障害者に対し、受験の機会を与えたいと考えて

おり、事前審査制度を設けることで個々の状況に適した対応を行いたい。そのため未定の部分がある） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館    あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスで一部ノンステップバスも走っている／その他 （※ 寄駅からバス停までに距離が

ある） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



下関市立大学 http://www.shimonoseki-cu.ac.jp 公立 山口 ※257-120-1
 

入試問合せ 教務部 0832-52-0289 本部 〒751-8510 下関市大学町 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり（※入学後、就学が可能かどうか）

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし      ※但し、学内に高低差があり、各施設間の 

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり        移動は難しい 

図書館 解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



山口県立大学 http://www.yamaguchi-pu.ac.jp 公立 山口 ※258-122-1
 

入試問合せ 教務部教務課 083-928-5637 本部 〒753-8502 山口市桜島 3-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計 3 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

※下宿・アパート一覧により情報提供は行っているが、紹介はしていない。学生課で保有して

いる台帳にはアパートごとに障害者への提供の可否の記載があり、閲覧することは可能 

 



香川県立保健医療大学 http://www.pref.kagawa.jp/daigaku 公立 香川 ※259-126-1
 

入試問合せ 事務局 087-870-1212 本部 〒761-0123 香川県木田郡牟礼町大字原 281-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない （※ほとんどの教室の椅子は移動できるが、机が小さい） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

※ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり ※１階なのでエレベーターは不要 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他 （※路線バス、スクールバスともにない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



愛媛県立医療技術大学 http://www.epu.ac.jp/ 公立 愛媛 ※260-128-1
 

入試問合せ 学務課 089-958-2111 本部 〒791-2101 伊予郡砥部町高尾田 543 番地 
 

●車いす使用学生の受入 未定 （※検討中） ※不可又は未定の場合の理由 その他 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 （※駐車スペースは確保できる） 

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※一般学生も紹介していない） 

 



高知女子大学 http://www.kochi-wu.ac.jp 公立 高知 ※261-130-2
 

入試問合せ 学生課 088-873-2157 本部 〒780-8515 高知市永国寺町 5-15 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 永国寺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 池キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） （※永国寺キャンパスと共通） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北九州市立大学 http://www.kitakyu-u.ac.jp 公立 福岡 ※263-131-2
 

入試問合せ 入学試験係 093-964-4022 本部 〒802-8577 北九州市小倉南区北方 4-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※入学者選抜試験受験特別措置申請書［本学指定様式］、大学入試センター試験身体障害者受験特別措置

申請書［及び決定書］の写しを提出） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり （※上記の他、申請内容に応じてできる範囲で配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない （※選択制） 

実  験 実験はない（北方キャンパス）／配慮未定（ひびきのキャンパス） 

実  習 実習はない（北方キャンパス）／配慮未定（ひびきのキャンパス） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※車いす用座席の使用、試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※組織化までされていないが、友人を中心に支援している） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

入学試験については、車いす用机の配備やできる限り障害者用トイレに近い教室への試験室配置、状況に応じて別室での受験

などの配慮を行っている。 
 

キャンパス（名称 北方キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール     ※体育館と兼用 

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 ひびきのキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし ※平屋建て 

体育館 解消 解消 なし あり ※平屋建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 ※ＪＲ陣原駅－エレベーター、エスカレーターがあり介助者がいれば車いすで利用できる 

  ＪＲ折尾駅－エレベーター、スロープ、エスカル等はなく、車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



九州歯科大学 http://www.kyu-dent.ac.jp 公立 福岡 ※265-134-1
 

入試問合せ 教務課 093-581-6509 本部 〒803-8580 北九州市小倉北区真鶴 2-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 配慮なし 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

過去、在学中の事故で車いす使用の学生が一人いたが、その前後で車いすを使用する学生はいない。応募者もいない。現在学

部等建替予定（平成１９年度移転）で図書館以外は車いす利用者もほとんどの施設を利用できる。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（※健常者の学生は自動車不可）

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

（※ 近ＪＲで利用できるようになった。大学から 2km くらい） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



福岡県立大学 http://www.fukuoka-pu.ac.jp 公立 福岡 ※266-136-1
 

入試問合せ 教務課 0947-42-2118 本部 〒825-8585 田川市伊田 4395 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他 （※大学の近くまでくるバスはない） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福岡女子大学 http://www.fwu.ac.jp 公立 福岡 ※267-137-1
 

入試問合せ 教務課 092-661-2411 本部 〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



県立長崎シーボルト大学 http://www.sun.ac.jp 公立 長崎 ※268-139-1
 

入試問合せ 教務課学生係 095-813-5065 本部 〒851-2195 西彼杵郡長与町まなび野 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計 0 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり （※個別に対応する） 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※大学入試センター試験における受験特別措置に準じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※個別対応を考える） 

体育実技 その他の配慮をする （      〃      ） 

実  験 その他の配慮をする （      〃      ） 

実  習 その他の配慮をする （      〃      ） 

定期試験 その他の配慮をする （      〃      ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり     同一棟 

図書館 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり     同一棟 

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他 （※路線バスはあるが便数が少ない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※大学からの紹介はしない 

 



長崎県立大学 http://www.nagasakipu.ac.jp/ 公立 長崎 ※269-141-1
 

入試問合せ 学生課 0956-47-5703 本部 〒858-8580 佐世保市川下町 123 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） 

04 年度入試は 1 名 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り （※本人からの要請に基づき判断する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※学生課が担当することになると思う） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり ※車いす用トイレは一部 

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり ※車いす用トイレは 1,2 階 

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 なし なし ※学生会館内１階にある 

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 （※生協で斡旋） 

 



熊本県立大学 http://www.pu-kumamoto.ac.jp 公立 熊本 ※270-143-1
 

入試問合せ 教務課 096-383-2929 本部 〒862-8502 熊本市月出 3-1-100 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし （※個別対応） 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※個別対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮なし （※一般学生と同じ授業を履修可能） 

実  験 その他の配慮をする （※個別対応） 

実  習 その他の配慮をする （※個別対応） 

定期試験 その他の配慮をする （※車いす用の座席を確保する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

障害があったとしても一緒に学校生活を過ごしたり、スポーツをする事が健常者の学生にとっても大切であります。一緒にするに

はどうしたら良いかを考えさせる教育の一環と考えます 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 - あり ※１階建て 

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - 殆どあり ※１階建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※当大学において公共交通機関はバスを利用する学生が大半である） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大分県立看護科学大学 http://www.oita-nhs.ac.jp 公立 大分 ※271-145-1
 

入試問合せ 教務学生課 097-586-4304 本部 〒870-1201 大分郡野津原町廻栖野 2944-9 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



宮崎県立看護大学 http://www.mpu.ac.jp 公立 宮崎 ※272-147-1
 

入試問合せ 教務課学生係 0985-59-7705 本部 〒880-0929 宮崎市まなび野 3-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 なし 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



宮崎公立大学 http://www.miyazaki-mu.ac.jp 公立 宮崎 ※273-148-1
 

入試問合せ 学生課教務係 0985-20-2000 本部 〒880-8520 宮崎市船塚 1-1-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない （※必修科目でない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない （※必修科目でない） 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする （※試

験時間の延長を行う） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※学生課にて障害学生の意向を聞き対応している） 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



沖縄県立看護大学 http://www.okinawa-nurs.ac.jp 公立 沖縄 ※274-151-1
 

入試問合せ 学務課 098-833-8800 本部 〒902-0076 那覇市与儀 1-24-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※相談を受けた後適宜検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり -  

研究棟 解消 解消 なし -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 殆ど未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 その他 （※ 寄駅はなし） 

寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



沖縄県立芸術大学 http://www.okigei.ac.jp 公立 沖縄 ※275-152-3
 

入試問合せ 教務学生課 098-882-5080 本部 〒903-8602 那覇市首里当蔵町 1-4 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※事前相談により判断する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする （※事前調整） 

体育実技 その他の配慮をする （※事前調整） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする （※事前調整） 

定期試験 その他の配慮をする （※事前調整） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 第１キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 （※生協で行って

いる） 

 



キャンパス（名称 第２キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 第３キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

 

 



旭川大学 http://www.asahikawa-u.ac.jp 私立 北海道 ※278-154-1
 

入試問合せ 入試広報課 0166-48-3121 本部 〒079-8501 旭川市永山 3 条 23 丁目 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※選択科目の為、配慮内容は未定です） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験を受けやすい場所を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

大学校舎 2、3 階への移動はエレベーターを使用し、主な教室はバリアフリーとなっておりドアもスライド式である。教室内には車イ

ス用のスペース（机）を用意している。大学校舎 1、2 階及び図書館に車イス用トイレを設置している。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど解消 あり あり 大学棟 

事務棟 解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし なし    北辰会館 

図書館 殆ど解消 解消 なし あり     

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし    立誠館 

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし    北辰会館 

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



札幌大学 http://www.sapporo-u.ac.jp 私立 北海道 ※279-155-1
 

入試問合せ 広報渉外オフィス 011-852-1181 本部 〒062-8520 札幌市豊平区西岡 3 条 7-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※本人の移動に負担が軽減されるよう、授講

指定クラス外の許可、教室変更等を可能な限り実施） 

体育実技 その他の配慮をする（※養護コース開設） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす対応の机を設置） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

研究棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

事務棟 解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど未解消 なし あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 半数解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



札幌学院大学 http://www.sgu.ac.jp 私立 北海道 ※280-156-1
 

入試問合せ 入試課 011-386-8111 本部 〒069-8555 江別市文京台 11 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 7 名） あり（計 11 名） あり（計 5 名） あり（計 9 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 その他の配慮をする（※必修科目ではないので、必ずしも履修しなくても可） 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※教員と学生によるボランティア組織があり、大学か

ら経済的援助等を行っている） 

組織の名称 バリアフリー委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



札幌国際大学 http://www.siu.ac.jp 私立 北海道 ※281-157-1
 

入試問合せ 入試課 011-881-8861 本部 〒004-8602 札幌市清田区清田 4 条 1-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※事前相談をしていただきます） 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※ノンステップバスの走る時刻は決まっていな

いと思われる） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



千歳科学技術大学 http://www.chitose.ac.jp 私立 北海道 ※282-158-1
 

入試問合せ 入試広報課 0123-27-6011 本部 〒066-8655 千歳市美々758-65 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

事務棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 殆ど未解消    

食堂・喫茶 解消 殆ど未解消    

体育館 解消 殆ど未解消    

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



天使大学 http://www.tenshi.ac.jp 私立 北海道 ※283-159-1
 

入試問合せ 総務課入試担当 011-741-1051 本部 〒065-0013 札幌市東区北十三条東 3-1-30 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業後得られる国家資格が取得できない見込みがあ

るため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



道都大学 http://www.dohto.ac.jp 私立 北海道 ※284-160-2
 

入試問合せ 入試室入試課 011-372-3111 本部 〒061-1196 北広島市中の沢 149 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※スロープ、駐車場、エレベーター） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 半数あり なし  

事務棟 未解消 解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 未解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



苫小牧駒沢大学 http://www.t-komazaa.ac.jp 私立 北海道 ※286-161-1
 

入試問合せ   本部 〒059-1292 苫小牧市錦岡 521-293 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



日本赤十字北海道看護大学 http://www.rchokkaido-cn.ac.jp 私立 北海道 ※287-162-1
 

入試問合せ   本部 〒090-0011 北見市曙町 664-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



函館大学 http://www.hakodate-u.ac.jp 私立 北海道 ※288-163-1
 

入試問合せ 入試課 0120-00-1172 本部 〒042-0955 函館市高丘町 51-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 解答方法を換える 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



藤女子大学 http://www.fujijyoshi.ac.jp 私立 北海道 ※289-164-2
 

入試問合せ 入試課 011-736-5959 本部 〒001-0016 札幌市北区北 16 条西 2-21 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 北１６条キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 花川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他（※シフトによりノンステップバスにな

る場合もある。ノンステップバスではないが、ワンステップで車いす対応バスもある） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北星学園大学 http://www.hokusei.ac.jp 私立 北海道 ※291-165-1
 

入試問合せ 入試課 011-891-2731（内線 6150～6155） 本部 〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※フィットネス等、可能な種目を選択） 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／補助者をつける 

定期試験 解答方法を換える 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北海学園大学 http://www.hokkai-t-u.ac.jp 私立 北海道 ※292-166-2
 

入試問合せ 入試部入試課 011-841-1161 本部 〒062-8605 札幌市豊平区旭町 4-1-40 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） あり（計 5 名） あり（計 5 名） あり（計 5 名） あり（計 3 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす用の机を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 豊平校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 山鼻校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海学園北見大学 http://www.hokkai-k.-u.ac.jp 私立 北海道 ※294-167-1
 

入試問合せ 事務部入試課(係) 0157-22-2721 本部 〒090-8555 北見市北光 235 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定

の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に

問題があるため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決ま

っていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり -  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海道浅井学園大学 http://www.asaigakuen.ac.jp 私立 北海道 ※295-168-1
 

入試問合せ 情報部入試課 011-387-3906 本部 〒069-8511 江別市文京台 23 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 4 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※審判をさせたり、本人の希望により軽運動を実施した） 

実  験 配慮なし（※特別の配慮を必要とする内容ではないため） 

実  習 その他の配慮をする（※実習先との連絡調整） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※別室受験、時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 教務委員会、障害学生支援小委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※エスカレーターがあり、駅員の方が介助してくれる） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※ノンステップバスは 1 台あるが日によって路

線が異なる）／路線バスはあるがノンステップバスは走っていない（※ワンステップバスがあ

り、事前に予約を入れれば希望の時間に乗車可能）（※2 つのバス会社があり状況が異なる）

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北海道医療大学 http://www.hoku-iryo-u.ac.jp 私立 北海道 ※296-169-2
 

入試問合せ 入試広報課 0133-22-2113 本部 〒061-0293 石狩郡当別町金沢 1757 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※障害の程度により入学後学業に支障がない

かどうか、その都度判断するため） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 当別キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 半数解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 あいの里キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 ホーム移動が階段のため介助の必要あり 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海道工業大学 http://www.hit.ac.jp 私立 北海道 ※298-170-1
 

入試問合せ 入試課 011-688-2382 本部 〒006-8585 札幌市稲区前田 7 条 15-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp 私立 北海道 ※299-171-1
 

入試問合せ 入試課 011-385-4414 本部 〒069-8585 江別市西野幌 59-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※受験生と事前に相談し決める） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※体育用具の整理、管理等） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし（※本学では車いすで受講できない実習科目はない） 

定期試験 その他の配慮をする（※座席場所［位置］の配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 なし あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 半数解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北海道東海大学 http://www.htokai.ac.jp 私立 北海道 ※300-172-2
 

入試問合せ 入試センター入試事務課 011-571-5111 本部 〒005-8601 札幌市南区南沢 5 条 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし／試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える（※札幌キャンパスでは 2004 年度より体育科目は選択科目） 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える／補助者をつける／配慮なし 

実  習 補助者をつける／その他の配慮をする（※作業台等を車いす用に用意する場合がある） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす用の回答机を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 札幌キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 旭川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※1 部車両のみ） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



北海道文教大学 http://www.do-bunkyodai.ac.jp 私立 北海道 ※302-173-1
 

入試問合せ   本部 〒061-1408 恵庭市黄金町 196-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



北海道薬科大学 http://www.hokuyakudai.ac.jp 私立 北海道 ※303-174-1
 

入試問合せ   本部 〒047-0264 小樽市桂岡町 7-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



酪農学園大学 http://www.rakuno.ac.jp 私立 北海道 ※304-175-1
 

入試問合せ 入試部入試課 011-388-4138 本部 〒069-8501 江別市文京台緑町 582-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 補助者をつける 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



稚内北星学園大学 http://www.wakhok.ac.jp 私立 北海道 ※305-176-1
 

入試問合せ   本部 〒097-0013 稚内市若葉台 2290-28 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



青森大学 http://www.aomori-u.ac.jp 私立 青森 ※306-177-1
 

入試問合せ   本部 〒030-0943 青森市幸畑 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



青森中央学院大学 http://www.aomoricgu.ac.jp 私立 青森 ※307-178-1
 

入試問合せ 入試広報課 017-728-0131 本部 〒030-0132 青森市横内字神田 12 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 （※体育実技は科目として認定していない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 未解消 未解消 なし なし ※平成 18 年度から解消予定 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東北女子大学 http://www.tojo.ac.jp 私立 青森 ※308-179-1
 

入試問合せ 学務課 0172-33-2289 本部 〒036-8530 弘前市豊原 1-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合

の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、

スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があ

るため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 未解消 殆ど解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消  なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※現在工事中につき不明） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



八戸大学 http://kosei.hachinohe￣u.ac.jp 私立 青森 ※309-180-1
 

入試問合せ   本部 〒031-8566 八戸市美保野 13-98 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp 私立 青森 ※310-181-1
 

入試問合せ 教務部入試課 0178-25-8000 本部 〒031-8501 八戸市妙字大開 88-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 

（※基本的に受験相談時

に内容を確認の上、受け

入れの可否を協議する） 

※不可又は

未定の場合

の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレ

ベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス

内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで

車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

今まで車いす使用学生の入学はなし。今後希望者があった場合、対処していく。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



弘前学院大学  私立 青森 ※311-182-1
 

入試問合せ   本部  
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

整 備 中 



岩手医科大学 http://www.iwate-med.ac.jp 私立 岩手 ※312-183-3

 

入試問合せ 学務課 
019-651-5111

（内線 3222） 
本部 〒020-8505 盛岡市内丸 19-1 

 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） 不明（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（医学部）／配慮未定（歯学部） 

体育実技 配慮未定 

実  験 その他の配慮をする（※その時その時で適切な対応を行う［医学部］）／配慮未定（歯学部） 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※専用の机等を用意する［医学部］）／配慮未定（歯学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（※教壇と学生の机の間にフラットなスペースがあるため、車いすの学

生がいる場合はその場所を利用する） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 殆どなし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 解消 殆どなし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし なし  

研究棟 解消 解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 解消 殆どなし なし  

学生会館 解消 解消 殆どなし なし  

図書館 解消 解消 殆どなし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 半数解消 殆どなし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

体育館 殆ど未解消 解消 殆どなし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 
キャンパス（名称 教養部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 あり なし  

研究棟 未解消 未解消 あり なし  

事務棟 未解消 未解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 あり なし  

図書館 未解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 あり なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



富士大学 http://www.fujidai.net 私立 岩手 ※315-184-1
 

入試問合せ  0198-23-7974 本部 〒025-0025 花巻市下根子 450-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない／配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 半数解消 半数解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



盛岡大学 http://www.moriokap-u.ac.jp 私立 岩手 ※316-185-1
 

入試問合せ 入試センター 019-688-5555 本部 〒020-0183 岩手郡滝沢村滝沢字砂込 808 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり（※入試センター試験に準じる） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の条件あり（※入試センター試験に準じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスがあり車いすでの利用に

も適している 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※生協で紹介している） 

 



石巻専修大学 http://www.isenshu-u.ac.jp 私立 宮城 ※317-186-1
 

入試問合せ 学務課入試係 0225-22-7711 本部 〒986-8580 石巻市南境新水戸 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※車いす用の机を用意した） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定（※在学している車いすの学生は経営学部に所属している為、カリキュラムに実験はない） 

実  習 配慮なし（※在学している学生に対しては、パソコン実習を行うのに支障はなかった） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

各教室に行くためのバリアフリーは完備されています。また、どうしても車いすで行けない教室があった場合、授業教室の調整で

受講できるよう配慮する場合もあります。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能。一般学生とは別の場所への駐車を許可している 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※駅から外に出る出入口にスロープがある） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



尚絅学院大学  私立 宮城 ※318-187-1
 

入試問合せ 企画課 022-383-0118 本部 〒981-1295 名取市ゆりが丘 4-10-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※路線バスはあるがノンステップバスが走っているかどうかは把握していない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



仙台大学 http://www.sendaidaigaku.jp 私立 宮城 ※319-188-1
 

入試問合せ   本部 〒989-1693 柴田郡柴田町船岡南 2-2-18 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



仙台白百合女子大学 http://www.sendai-shirayuri.ac.jp 私立 宮城 ※320-189-1
 

入試問合せ 入試広報課 022-372-3254 本部 〒981-3107 仙台市泉区本田町 6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 名前はないが福祉学科の選任教員が担当 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスがあり車いすでの利用に

も適している 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東北学院大学 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp 私立 宮城 ※321-190-3
 

入試問合せ 入試課 022-264-6455 本部 〒980-8511 仙台市青葉区上樋 1-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計不明名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／（※本学所定の［健康状況調査書］の提出） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 土樋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

学生会館 殆ど解消 半数解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 半数解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 泉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 多賀城キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東北工業大学 http://www.tohtech.ac.jp 私立 宮城 ※324-191-2
 

入試問合せ 入試広報課 022-229-1151 本部 〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町 35-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※状況に応じて対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 香澄町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定（※申請が必要）  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学では紹介していない） 

 



キャンパス（名称 ニツ沢キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり なし  

研究棟 未解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - なし  

体育館 未解消 解消 - なし  

第２クラブ棟 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 （※申請が必要） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学では紹介していない） 

 



東北生活文化大学 http://www.mishima.ac.jp 私立 宮城 ※326-192-1
 

入試問合せ 入試課 022-272-7521 本部 〒981-8585 仙台市泉区虹の丘 1-18-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東北福祉大学 http://www.tfu.ac.jp 私立 宮城 ※327-193-1
 

入試問合せ 入試事務室 022-717-3312 本部 〒981-8522 仙台市青葉区国見 1-8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 ※基本的にできる種目を選択している。（卓球、ダンス、バーンゴルフ等） 代替科目の履習も可能 

実  験 実験の内容を変更する 

実  習 その他の配慮をする（※実習先に依頼し、実習内容について配慮していただく） 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間延長［基準］あり） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 ウィルネスセンター 

●車いす使用学生の受入について 

教室や移動などハード面でのバリアフリー化が進んでいます。 

 

キャンパス（名称 国見キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟      

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※１階のみ 

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス （北山駅からは）バスの利用は必要ない／（仙台駅からは）路線バスがありノンステップバス

も走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※学外の関連業者が紹介している） 

 

※他のキャンパスは、運動場で教室などの施設はないため、国見キャンパスのみ表記しています 



東北文化学園大学 http://www.tbgu.ac.jp 私立 宮城 ※328-194-1
 

入試問合せ 入試事務室 022-233-3374 本部 〒981-8551 仙台市青葉区国見 6-45-16 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 6 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※保護者の介添を認める） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす用指定席を設けている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 健康管理センター 

●車いす使用学生の受入について 

通学の為に車使用を許可しており、当該学生用に駐車場を確保している。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 - － － － ※学生会館はなし 

図書館 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東北薬科大学 http://www.tohoku-pham.ac.jp 私立 宮城 ※329-195-1
 

入試問合せ 入試課 022-234-4181 本部 〒981-8558 仙台市青葉区小松島 4-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な受験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はするが、車いす使用学生への紹介ができるかは未定 

 



宮城学院女子大学 http://www.mgu.ac.jp 私立 宮城 ※330-196-1
 

入試問合せ 入試課 022-279-5837 本部 〒981-8557 仙台市青葉区桜ケ丘 9-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない／実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 学生支援課、保健センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 殆ど解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 （※下宿、アパート等の紹介は大

学生協が実施している。紹介する事は可能であるが、物件の確保が困難との事です） 



秋田経済法科大学 http://www.akhu.jp/ 私立 秋田 ※331-197-1
 

入試問合せ 入試広報課 018-836-3340 本部 〒010-8515 秋田市下北手桜字守沢 46-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり なし  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消  なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

体育館 未解消 未解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東北芸術工科大学 http://www.tuad.ac.jp 私立 山形 ※332-198-1
 

入試問合せ   本部 〒990-9530 山形市大字上桜田 200 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東北公益文科大学 http://www.koeki-u.ac.jp 私立 山形 ※333-199-1
 

入試問合せ   本部 〒999-8580 酒田市飯森山 3-5-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



いわき明星大学 http://www.iwakimu.ac.jp 私立 福島 ※334-200-1
 

入試問合せ 入試課 0246-29-7117 本部 〒970-8551 いわき市中央台飯野 5-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） あり（計名） あり（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり（※通常は教職員駐車場を利用、

雨天時は屋根のひさしがあるところへ移動） 

寄駅の状況 その他（※設備はないが駅員が対応してくれる［毎日でも］） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



奥羽大学 http://www.ohu-u.ac.jp 私立 福島 ※335-201-1
 

入試問合せ 学生課 024-932-9117 本部 〒963-8611 郡山市富田町字三角堂 31-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 半数解消 解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



郡山女子大学 http://www.koriyama-kgc.ac.jp 私立 福島 ※336-202-1
 

入試問合せ 入学事務部 024-933-8388 本部 〒963-8503 郡山市開成 3-25-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり     １階のためエレベーターはなし 

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東日本国際大学 http://www.tonichi-kokusai-u.ac.jp 私立 福島 ※337-203-1
 

入試問合せ 入試広報課 0246-35-0002 本部 〒970-8567 いわき市平鎌田字寿金沢 37 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況 ※ＪＲいわき駅下車 

寄駅から大学までのバス ※いわき駅前から東日本国際大学前まで 

学生寮 ※女子寮のみ 

下宿・アパート等の紹介 ※学務課学生係にて 

 



福島学院大学 http://www.fukushima-college.com 私立 福島 ※338-204-1
 

入試問合せ 入学課 024-553-3253 本部 〒960-0181 福島市宮代乳児池 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



青山学院大学 http://www.bb.aoyama.ac.jp 私立 東京 ※423-273-2
 

入試問合せ 入試課 03-3409-8627 本部 〒150-8366 渋谷区渋谷 4-4-25 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 9 名） あり（計 3 名） あり（計不明名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 その他の配慮をする（※校医との面談を行い、許可を得た者に対して特別クラスを履修させている） 

実  験 レポートの提出に代える／実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える／補助者をつける 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験

日の変更、試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 相模原キャンパスボランティア推進委員会 

●車いす使用学生の受入について 

車いす使用学生の中には、足にのみ障害をもった学生もいれば身体全体に障害を持った学生もいます。従って、どうしてもその学

生の障害度に見合った対応を検討し、実行する必要があります。本学では出きる限り個別対応ができるよう、入学前に教員や施

設担当等を交えた面談を行っています。しかし、大学側がどこまで対応すべきであるか、という議論は個々のケースそれぞれにあ

り、今後の課題となっています。 
 

キャンパス（名称 青山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（※スロープ、自動ドアを設置） 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（※車いす用机を配置） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 相模原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



亜細亜大学 http://www.asia-u.ac.jp 私立 東京 ※425-274-1
 

入試問合せ 入試部 0422-36-3273 本部 〒180-8629 武蔵野市境 5-24-10 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※試験問題、解答用紙の拡大等） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 未解消 あり なし  

事務棟 解消 未解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 未解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

エレベーター（出入口～改札口、上りホームのみ改札口～ホーム） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



上野学園大学 http://www.uenogakuen.ac.jp 私立 東京 ※426-275-2

 

入試問合せ 
学務部音楽事務室 

学務部文化事務室 

03-3842-1021 

048-941-3121 
本部 〒110-8642 台東区東上野 4-24-12 

 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・音楽学科 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 国際文化学科 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



桜美林大学 http://www.obirin.ac.jp 私立 東京 ※428-276-2
 

入試問合せ アドミッションセンター 042-797-1583 本部 〒194-0294 町田市常盤町 3758 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 6 名） あり（計 2 名） あり（計 5 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※身体の状況に応じた気配り） 

体育実技 その他の配慮をする（※身体の状況に応じた気配り） 

実  験 配慮未定（※該当する教科が殆どない） 

実  習 その他の配慮をする（※身体の状況に応じた配慮） 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※身体の状況に応じた気配

り） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 

（※各学部学生委員会、管理部等学園関係部署が連携） 

組織の名称 障害のある学生と教職員との意見

交換会 

●車いす使用学生の受入について 

当該学生と事前に協議し、対応策を検討する。 

 

キャンパス（名称 町田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスがあり車いすでの利用にも適し

ている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 プラネット淵野辺キャンパス（PFC) ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他（※ＪＲ淵野辺駅に隣接） 

学生寮 学生寮はなし（※ＰＦＣにはないの意） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大妻女子大学 http://www.otsuma.ac.jp 私立 東京 ※430-277-3
 

入試問合せ 教務部学務課 03-5275-6051 本部 〒102-8357 千代田区三番町 12 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※必要に応じ配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※必要に応じできる限り配慮する） 

体育実技 その他の配慮をする（※当該学生の障害の程度により配慮する） 

実  験 配慮なし 

実  習 その他の配慮をする（※必要に応じできる限り配慮する） 

定期試験 その他の配慮をする（※必要に応じできる限り配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

障害者の受け入れは施設設備の整備が不可決である場合が多いので受験時から必要に応じ対応したい。 

 

キャンパス（名称 千代田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 半数あり  

体育館 半数解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定（※資料の閲覧が

可能） 

 



キャンパス（名称 多摩キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※平成 17 年 1 月完成予定で 寄駅でエレベーター設置工事中） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※資料閲覧は可能） 

 

キャンパス（名称 狭山台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定（※資料の閲覧は

可能） 

 

 

 



学習院大学 http://www.gakushuin.ac.jp 私立 東京 ※433-278-1
 

入試問合せ 教務部入学課 03-3986-0221 本部 〒171-8588 豊島区目白 1-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり（※本学所定の申請書に記入） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※志願者からの希望により検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記等の補助者を認

める／その他の配慮をする（※エレベーターのある建物か 1 階の教室を割りあててる。専用机を用意している） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※教員にアンケートをとり、その回答に基づいて配慮している。その回答により、レポート代

替・補助機器使用許可・別室受験・時間延長等で対応している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生部が担当している） 組織の名称 学生部学生課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 半数あり 半数あり  

図書館 解消 解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



学習院女子大学 http://www.gwc.gakushuin.ac.jp 私立 東京 ※434-279-1
 

入試問合せ 教務部教務課 03-3203-1906 本部 〒162-8650 新宿区戸山 3-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／誓約書をかわす／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※介助者の配慮、筆記用ワープロの使用） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

多くの施設に段差等があり、障害者への配慮が不充分であるため、現在、学内においてハードおよびソフト面の見直しを検討中。

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 半数解消 なし なし  

図書館 半数解消 半数解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 半数解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



嘉悦大学 http://www.kaetsu.ac.jp 私立 東京 ※435-280-1
 

入試問合せ アドミッションセンター 0424-66-7591 本部 〒187-8578 小平市花小金井南町 2-8-4 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北里大学 http://www.kitasato-u.ac.jp 私立 東京 ※436-281-4
 

入試問合せ   本部 〒108-8641 港区白金 5-9-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 白金キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 相模原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 十和田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 三陸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



共立女子大学 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp 私立 東京 ※440-282-3
 

入試問合せ 入試事務室 03-3237-5656 本部 〒101-0051 千代田区神田神保町 3-27 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学の受入れ体制は完全に整備されている訳ではないので、本学の状況をよく確認し、入学しても支障がないか十分に検討した

上で受験して欲しい。 
 

キャンパス（名称 神田一ツ橋キャンパス 本館・5 号館 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 半数解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 神田一ツ橋キャンパス 3 号館・6 号館 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消  あり あり  

研究棟 未解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 未解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



共立薬科大学 http://www.kyoritsu-ph.ac.jp 私立 東京 ※443-283-2
 

入試問合せ 学生課入試係 03-5400-2488 本部 〒105-8512 港区芝公園 1-5-30 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 芝キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 浦和キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど未解消 - なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 殆ど未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



杏林大学 http://www.kyorin-u.ac.jp 私立 東京 ※445-284-2
 

入試問合せ 入学センター 0426-91-0011 本部 〒192-8508 八王子市宮下町 476 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） 

※2004 年度入試 2 名 

なし（計名） なし（計名） 

※1998 年度医学部 1 名

なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※特殊な形の机の付与） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※高い位置から眺められる様にした） 

実  習 レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※高い位置から眺められる様にした） 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 三鷹キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp 私立 東京 ※447-285-1
 

入試問合せ 入学センター事務室 042-535-9500 本部 〒190-8520 立川市柏町 5-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※大学入試センター試験に準じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（※但し、講堂には車いす用スペース有） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 未解消 なし あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

※但し、実際に利用者がいた場合は、構内の駐車スペースを確保するなどの対応をとるかも

しれません 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



慶應義塾大学 http://www.keio.ac.jp 私立 東京 ※448-286-5
 

入試問合せ 入学センター 03-5427-1566 本部 〒108-8345 港区三田 2-15-45 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※状態により検討する） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※事前に相談があれば検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする／配慮未定（※障害の度合に応じて検討する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ライチウス 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 三田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり あり  

事務棟 殆ど解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 半数解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 信濃町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 矢上キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 日吉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 未解消 殆ど未解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 湘南藤沢キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



恵泉女学園大学 http://www.keisen.ac.jp/univ/ 私立 東京 ※453-287-1
 

入試問合せ   本部 〒206-8586 多摩市南野 2-10-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



工学院大学 http://www.kogakuin.ac.jp 私立 東京 ※454-288-2
 

入試問合せ   本部 〒163-8677 新宿区西新宿 1-24-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 新宿キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



國學院大学 http://www.kokugakuin.ac.jp 私立 東京 ※456-289-2
 

入試問合せ 入学課 03-5466-0141 本部 〒150-8440 渋谷区東 4-10-28 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし（※但し、受験時に配慮するため事前に問合せをしてほしい） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※付添人による送迎等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※コントロールクラスを設けている） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※担当教員の判断に委ねている） 

定期試験 その他の配慮をする（※教室の設備にもよるが、解答に差し支えない） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

渋谷キャンパスでは再開発によってバリアフリーの校舎となっており、エレベーター設備や車いす用のトイレを設置している。 

 

キャンパス（名称 渋谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 解消 殆ど解消 あり なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 たまプラーザキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



国際基督教大学 http://www.icu.ac.jp 私立 東京 ※458-290-1
 

入試問合せ 教務部入学事務グループ 0422-33-3058、3059 本部 〒181-8585 三鷹市大沢 3-10-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※各

階に休憩室を準備する。保護者の同伴等限定の制限ではなくケースに応じて配慮を決めていく方法をとっている） 

体育実技 その他の配慮をする（※“特殊体育”という特別なプログラムをカリキュラムに準備している） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※その科目担当の教員が個別に配慮をおこなっているため内容は不詳） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 解消 半数あり 半数あり  

図書館 殆ど解消 解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 殆ど解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



国士舘大学 http://www.kokushikan.ac.jp 私立 東京 ※459-291-3
 

入試問合せ   本部 〒154-8515 世田谷区世田谷 4-28-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 世田谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 鶴川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 多摩キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



駒澤大学 http://www.komazawa-u.ac.jp 私立 東京 ※462-292-3
 

入試問合せ 入学センター入試広報課 03-3418-9048 本部 〒154-8525 世田谷区駒沢 1-23-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 

（条件付） 

※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャ

ンパス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 駒沢キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車場確保（但、障害者に限る） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 深沢キャンパス ） ※学生が利用する建物はなく、事務室、留学窓口のみ 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 玉川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 未解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車場確保（但、障害者に限る） 

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



駒沢女子大学 http://www.komajo.ac.jp 私立 東京 ※465-293-1
 

入試問合せ   本部 〒206-8511 稲城市坂浜 238 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



実践女子大学 http://www.jissen.ac.jp 私立 東京 ※466-294-1
 

入試問合せ 入試センター 042-585-8820 本部 〒191-8510 日野市大坂上 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は応相談  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※車いすでの利用は困難。タクシーを利用してもらう）電動車いすなら可能 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



芝浦工業大学 http://www.shibaura-it.ac.jp 私立 東京 ※467-295-2
 

入試問合せ 学事部入試課 03-5476-3140 本部 〒108-8548 港区芝浦 3-9-14 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※低層階、トイレ近くの部屋） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 芝浦校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 未解消 半数解消 半数あり なし  

事務棟 未解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 大宮校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 ア 解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



順天堂大学 http://www.juntendo.ac.jp 私立 千葉 ※469-296-3
 

入試問合せ さくらキャンパス学生課 0476-98-1001 本部 〒270-1695 印旛郡印旛村平賀学園台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本郷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり あり     同一棟 

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どあり あり  

学生会館 － － － － ※学生会館はなし 

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 － － － － ※体育館はなし 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーターなし 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 さくらキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし 殆どなし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他（※大学前バス停から大学施設まで

徒歩 5 分の昇坂が続いており車いすでは補助が必要） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

キャンパス（名称 浦安キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし   同一棟 

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



上智大学 http://www.sophia.ac.jp 私立 東京 ※472-297-3
 

入試問合せ 学事部入試課 03-3238-3166 本部 〒102-8554 千代田区紀尾井町 7-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※［大学入試センター試験における受験特別措置］に準じて配慮を行なう） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※専用の机の持ち込みを認める） 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを編成して体育実技を行なう） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※大学と障害学生が相談して個別に対応を決める） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 四谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 石神井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※路線バス、スクールバスともないが、車いすでの通学に支障はないとおもわれる）

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 市谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 その他（※ＪＲホームページ等によると、エレベーター、階段昇降機ともに設置していないが、

少人数の介助により移動可能とのこと） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



昭和大学 http://www.showa-u.ac.jp 私立 東京 ※475-298-4
 

入試問合せ 教務部教務課 03-3784-8022 本部 〒142-8555 品川区旗の台 1-5-8 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 旗の台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 未解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 半数解消 - なし  

図書館 解消 解消 - なし  

講堂・ホール 未解消 半数解消 - なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 その他（※現在改修中） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 洗足キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 未解消 未解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 殆ど未解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 富士吉田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 なし なし  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※全寮制のため通学はありません） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 長津田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -   同一棟 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



昭和女子大学 http://www.swu.ac.jp 私立 東京 ※479-299-1
 

入試問合せ 進路支援センター 03-3411-5154 本部 〒154-8533 世田谷区太子堂 1-7 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※障害者については個別に相談に応じてい

る） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 試験会場に付き添いの者の入館ができないため、一人で移動が可能なこと 

受験時の配慮 出入口に近い席を用意する 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 世田谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 段差は殆ど解消されており、移動に支障はない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 未解消 - なし ※エレベーターはない 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 ホーム階から改札口階へのエスカレーターあり。改札口階から地上へのエレベーターは改札

口からかなり離れた場所にあり、大学と反対側に出てしまう 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない （※徒歩 5 分） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



昭和薬科大学 http://www.shoyaku.ac.jp 私立 東京 ※480-300-1
 

入試問合せ 入試課 042-721-1512 本部 〒194-8543 町田市東玉川学園 3-3165 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※障害の内容や程度によって異なる） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※個人個人の障害に応じた個別対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（※個人個人の障害に応じた個別対応） 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※用具の準備・後片付け・スコアなど、できる範囲で参加する） 

実  験 その他の配慮をする（※車いすでも利用可能な高さの作業台や流しが設置されている） 

実  習 その他の配慮をする（※障害の内容や程度に応じた個別対応） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすでも利用可能な座席に変更する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ボランティア部 

●車いす使用学生の受入について 

本学は薬剤師免許取得を主目的に入学する学生が多いため、カリキュラムもそのような構成になっています。両手を使って行う実

験・実習や、病院・薬局実習は必修であり、その中にはかなり危険度の高い作業も含まれます。学内には車いすでも使用可能な

実験台や作業台は完備していますが、全ての学生を平等に扱う原則により、大学側が特定の学生のために補助者を用意すること

はしません（学生側が個人負担で補助者をつける場合は相談に応じます）。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない（※玉川学園、成瀬の両駅とも）

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※成瀬～大学前）／その他（※玉川学園前～

大学は、一般学生は徒歩通学ですが、アップダウンのきついコースですので車いすで通うの

は難しいかもしれません） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定（※女子寮のみ、男子寮はなし） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



女子美術大学 http://www.joshibi.ac.jp 私立 東京 ※481-301-2
 

入試問合せ 入試センター 03-5340-4513 本部 〒166-8538 杉並区和田 1-49-8 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 杉並キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 その他（※ 寄駅には地上へのエレベーターが片方しかないため、往路復路とも利用するこ

とは困難、スロープやエスカレーターもない） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 相模原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 殆どあり なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 未解消 未解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 殆どあり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



白百合女子大学 http://www.shirayuri.ac.jp 私立 東京 ※483-302-1
 

入試問合せ 入試広報課 03-3326-8092 本部 〒182-0001 調布市緑ケ丘 1-25 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※事前に学内施設を見て確認してもらう） 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 - - -  

講堂・ホール 殆ど未解消 - - -  

食堂・喫茶 半数解消 - - -  

体育館 殆ど未解消 - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



杉野服飾大学 http://www.sugino.ac.jp 私立 東京 ※484-303-1
 

入試問合せ 広報課 03-3491-8151 本部 〒141-8652 品川区上大崎 4-6-19 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



成蹊大学 http://www.seikei.ac.jp 私立 東京 ※485-304-1
 

入試問合せ 企画運営部入試課 0422-37-3533 本部 〒0422-37-3864 武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※障害の状況により配慮あり） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※障害学生が履修していることを担当教員に伝える） 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを編成する） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※大学と障害学生が相談して必要があれば個別に対応を決める） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



成城大学 http://www.seijo.ac.jp 私立 東京 ※486-305-1
 

入試問合せ 入試広報部 03-3482-9100 本部 〒157-8511 世田谷区成城 6-1-20 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 （※体育実技の授業は必修科目ではない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験時間の延長、別室受

験） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 あり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



聖心女子大学 http://www.u-sacred-heart.ac.jp 私立 東京 ※487-306-1
 

入試問合せ 入学広報室 03-3407-5076 本部 〒150-8938 渋谷区広尾 4-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※具体的の内容については、受験についての事

前相談結果を入試委員会で検討した上、配慮案を作成し教授会の承認を得る） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



清泉女子大学 http://www.seisen-u.ac.jp/ 私立 東京 ※488-307-2
 

入試問合せ 入試・広報センター 03-3447-5551 本部 〒141-8642 品川区東五反田 3-16-21 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あり（※試験場の座席の位置、大学内への

自動車での入構と付添者の大学内での待機） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／別の科目を履修することで代用する 

実  験 その他の配慮をする（※状況を把握し、個々に検討・配慮する） 

実  習 その他の配慮をする（※状況を把握し、個々に検討・配慮する） 

定期試験 その他の配慮をする（※状況を把握し、個々に検討・配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※障害学生の必要に応じて、学務課、学生課、管理

課、当該学科研究室、ウエルネスセンターで対応している） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 品川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 （※資料提供のみ） 

 



キャンパス（名称 宮前平キャンパス ） ※体育施設のみで教室はない 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 （※資料提供のみ） 

 



聖母大学 http://www.seibo-jcn.ac.jp 私立 東京 ※490-308-1
 

入試問合せ 教務課 03-3950-0171 本部 〒161-8550 新宿区下落合 4-16-11 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



聖路加看護大学 http://www.slcn.ac.jp 私立 東京 ※491-309-1
 

入試問合せ 教務部 03-5550-2347 本部 〒104-0044 中央区明石町 10-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※個別対応。カリキュラム委員会が支援している状況） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



専修大学 http://www.senshu-u.ac.jp 私立 東京 ※492-310-2
 

入試問合せ   本部 〒101-8425 千代田区神田神保町 3-8 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 神田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 生田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



創価大学 http://www.soka.ac.jp 私立 東京 ※494-311-1
 

入試問合せ 入試事務室 0426-91-4617 本部 〒192-8577 八王子市丹木町 1-236 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験を見学する／実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 実習を見学する／補助者をつける 

定期試験 車いすで受験しやすい場所、机を用意する 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない／その他 

（※社会福祉研究会［学生クラブ］の活動の一環としてサポー

トしている） 

組織の名称 バリアフリー委員会のメンバー、

学生クラブの社会福祉研究会 

●車いす使用学生の受入について 

学内ではすべての施設にバリアフリーの配慮が検討されており、現在もかなりの施設が対応している。バリアフリー委員会で車い

す学生の要望を受け入れ、全学体制でサポートをしている。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 あり 半数あり  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 （男子）学生寮があり車いす使用に対応していないが、一部の寮で車いす使用の学生の利用

は可能。（女子）学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



大正大学 http://www.tais.ac.jp 私立 東京 ※495-312-1
 

入試問合せ アドミッションセンター 03-5394-3024 本部 〒170-8470 豊島区西巣鴨 3-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり（※入学試験当日自分で

身のまわりのことが出きること） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※車いす学生専用机の用意） 

体育実技 配慮未定（※実技科目はあるが、現在在籍中の車いす学生所属学科では未開講。またその学科の学生は履修不

可の科目であるため） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定（※実習科目履修年次に車いす学生が至っていないため） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験教室を移動しやすい 1 階に変更した） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 カインドハンド支援ネットワーク 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大東文化大学 http://daito.ac.jp 私立 東京 ※496-313-2
 

入試問合せ 入試部 03-5399-7800 本部 〒175-8571 板橋区高島平 1-9-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える 

実  習 その他の配慮をする／配慮なし 

定期試験 解答方法を換える 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害者サポート小委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 板橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 東松山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



高千穂大学 http://www.takachiho.ac.jp 私立 東京 ※498-314-1
 

入試問合せ アドミッションセンター 03-3313-0148 本部 〒168-8508 杉並区大宮 2-19-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮未定 

体育実技 配慮未定（※車いす使用学生と面談の上、どのような配慮が 適かどうか判断、実施） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定（※車いす使用学生と面談の上実施） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 殆どなし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



拓殖大学 http://www.takushoku-u.ac.jp 私立 東京 ※499-315-2
 

入試問合せ 入学課 03-3947-7159 本部 〒112-8585 文京区小日向 3-4-14 
 

●車いす使用学生

の受入 

可（八王子キャンパス） 

不可（文京キャンパス） 

※不可又は未定

の場合の理由 

現状では受入れの設備が整っていないが、施設の改

修の機会があれば、対応したいと考える 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※車いす使用学生と面談の上、どのような配慮が 適かどうかを判断、実施） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす使用学生と面談の上、実施） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している（八王子キャンパス。尚、学生

支援の一環として既存の部署で対応。障害学生支援を専門と

する部署及びスタッフは設置していない） 

組織の名称 ボランティア愛好会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 文京キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

 



キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 未解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 未解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 未解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 未解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 未解消 あり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



多摩大学 http://www.tama.ac.jp 私立 東京 ※501-316-1
 

入試問合せ 入試グループ 042-337-7119 本部 〒206-0022 多摩市聖ヶ丘 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 （※体育実技はあるが履修はしていない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 学生支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 一部あり 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 解消 解消 殆どあり あり  

図書館 解消 解消 殆どあり あり      全ての棟はつながっている 

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり あり  

体育館 解消 解消 殆どあり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし （※要申請） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



玉川大学 http://www.tamagawa.jp 私立 東京 ※502-317-1
 

入試問合せ 入試広報部入試課 042-739-8181 本部 〒194-8612 町田市玉川学園 6-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計 1 名） なし（計名） 不明（計名） あり（計 1 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（相談内容により検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※科目担当教員の判断により臨機応変に対応する） 

体育実技 その他の配慮をする（              〃                 ） 

実  験 その他の配慮をする（              〃                 ） 

実  習 その他の配慮をする（              〃                 ） 

定期試験 その他の配慮をする（※何か不測の事態等が予測される場合は、関係教職員で協議し対応） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※相談対応窓口としての部署がある） 組織の名称 学生センター、教学部、環境部

（いづれも相談対応窓口として） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 － － － －  

図書館 殆ど未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※バスは設置されてない） 

学生寮 ※学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介  

 



多摩美術大学 http://www.tamabi.ac.jp 私立 東京 ※503-318-2
 

入試問合せ 企画広報部 03-3702-1141 本部 〒158-8558 世田谷区上野毛 3-15-34 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※本人が実施可能な実技に変更） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

八王子キャンパスについては、キャンパス内に 40～50m の標高差があるため、車いすでのアクセスはかなり厳しい状態です。 

 

キャンパス（名称 上野毛キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある（※キャンパス内の高・低差が大きい為） 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（橋本） 

路線バスはあるがノンステップバスは走っていない（八王子） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



中央大学 http://www.chuo-u.ac.jp 私立 東京 ※505-319-3
 

入試問合せ 入試・広報センター事務部入試課 0426-74-2120 本部 〒192-0393 八王子市東中野 742-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 17 名） あり（計 3 名） あり（計 5 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※車両入構許可等個別対応） 

●授業等での配慮 （法-法学部、経-経済学部、理-理工学部、総政-総合政策学部、商-商学部、文―文学部） 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める（法・経・理）／その他の配慮

をする（※車いすで利用しやすい机を常置する［法］、当該学生の要望を聞き、個別に対応する［総政］） 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する（法）／その他の配慮をする（※体育実技の種目の中にスポーツや運動を制限

されたり禁止されたりしている者を対象としたリハビリテーションクラスが設定されている［経・商・理・文］） 

実  験 実験はない（法・経・商・文・総政）／補助者をつける（理） 

実  習 実習はない（法・商・総政）／別の科目を履修することで代用する（理）／配慮未定（経・文） 

定期試験 その他の配慮をする（※申し出により別室受験及び時間延長を認める［法］、車いすで受験しやすい場所を用意す

る［商］、当該学生の要望を聞き、個別に対応する［総政］）／配慮なし（文） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 多摩キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある（※机と座席が固定されている教室は、車いす利用学生が車いすのま

ま席につくことが出来るように履修している授業教室に可動式机を配置する） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 半数あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 殆ど解消 半数あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学友会体育連盟所属の学生を対象とする寮はあるが一般学生を対象とした学生寮はない。 

下宿・アパート等の紹介 下宿・アパートの紹介は中央大学生活協同組合に委ね、大学では行っていない。生活協同

組合では、車いす使用の学生への紹介は可能であるが、希望に添える物件があるかは不明



キャンパス（名称 後楽園キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 市ヶ谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 随時対応 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



津田塾大学 http://www.tsuda.ac.jp 私立 東京 ※508-320-1
 

入試問合せ 入試室 042-342-5120 本部 〒187-8577 小平市津田町 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり（受験者との面接等により決定） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※受験者との面接等により決定） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※学

生の状態に応じて対応策を講じる） 

体育実技 その他の配慮をする（※配慮を必要とする学生用の保健体育科目を用意する） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※学生との事前相談による） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称 教務課 学生生活課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 殆どなし なし  

体育館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 その他（※ 寄駅にはエレベーターはないが、スロープがあり、車いすでの利用に支障はな

い） 

寄駅から大学までのバス その他（※ 寄駅［鷹の台］からの路線バスはないが、JR 国分寺駅から大学前までの路線バ

スがある、ノンステップバスも走っている） 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



帝京大学 http://www.teikyo-u.ac.jp 私立 東京 ※509-321-4
 

入試問合せ 入試センター 03-3964-3031 本部 〒173-8605 板橋区加賀 2-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 7 名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） あり（計 4 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※試験場への車の乗り入れ、机の持ちこみ、障害者用トイレに近接する試験場、付添

人の入場［ページをめくるため］） 

●授業等での配慮  （※経-経済学部、法-法学部、文-文学部、理-理工学部、医-医学部、薬-薬学部、医技-医療技術部） 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（経・法・文・理）／パソコン等の補助機器の使用を認める（経・法・文）

／要約筆記の補助者をつける（経・法・文）／その他の配慮をする（※学生に補助の協力を促す）（理）／配慮未定

（医・薬・医技） 

体育実技 体育実技の授業はない（医・薬）／配慮なし（※選択科目のため履修しなくてもよい）（経・法・文・理・医技） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（経・法・文）／その他の配慮をする（※受験しやすい席を設ける（理）、試験

のかわりにレポートを認める（経・法・文））／配慮未定（医・薬・医技） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

車イス対応エレベーター、身障者用トイレを計画的に設置、各建物の入口にスロープ設置、車いす使用学生への専用駐車場の便

宜、車いす使用学生の履修科目を事前に確認し、当該科目の建物及び教室を優先的に設定、障害学生へのボランティア学生募

集の手配。 
 

キャンパス（名称 板橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 



学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 八王子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 - なし ※エレベーターについては１階のみ 

図書館 解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※路線バスが大学構内に乗り入れている） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 相模湖キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 半数あり なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 宇都宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東京医科大学 http://www.tokyo-med.ac.jp/tmc-net/index-j.html 私立 東京 ※513-322-1
 

入試問合せ 学務課入試係 03-3351-6141 本部 〒160-8402 新宿区新宿 6-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 大学キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東京音楽大学 http://www.tokyo-ondai.ac.jp 私立 東京 ※514-323-1
 

入試問合せ 教務課 03-3982-2102 本部 〒171-8540 豊島区南池袋 3-4-5 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東京家政大学 http://www.tokyo-kasei.ac.jp 私立 東京 ※515-324-2
 

入試問合せ 進路支援センター 03-3961-5228 本部 〒173-8602 板橋区加賀 1-18-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

狭山キャンパス 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定（板橋）／講義ノートの写しを渡す（※学生が作成したもの［狭山］） 

体育実技 配慮未定（板橋）／配慮なし（※選択科目のため履修不要［狭山］） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定（板橋）／配慮なし（狭山） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（板橋）／その他（※組織としてはないが学生が自主的に支援していた） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 板橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 狭山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 半数解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 半数あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - 半数あり  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東京家政学院大学 http://www.kasei-gakuin.ac.jp 私立 東京 ※517-325-1
 

入試問合せ 入試課 042-782-9411 本部 〒194-0292 町田市相原町 2600 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

／医師の診断書を提出（※特別な措置が必要であると診断される場合） 

／その他の条件あり（※必要な場合には、志願者等の面談を行うこともある） 

受験時の配慮 ※上肢に障害のある方に対して試験時間の延長の措置をとる 

／その他の配慮あり（※試験会場での座席を出入口付近にする。障害者用トイレに近接する試験会場にする） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする 

※１．基本的に車いすでもできることは他の学生と一緒に行う（準備体操、クーリングダウン）  

※２．特別に車いすの学生を中心に他の学生も強力して行う［毎時間約 10～15 分間］ テニス（ネットから１～２ｍ

はなれて投げたボールを打ち、ボールが 10 球中何球返球できたかを数える）、ゴルフ（ボックスでアドレスをし

て 10 球中何球打ったかを数える） その他（車いす学生のレクリエーション運動をグループで行う） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする 

※障害がある学生は、介護サービスの提供に関する実習は困難であるので、以下の２点について計画し実習を行

うよう配慮し指導した。 

１． 情報収集、アセスメント、ケアプランの策定 

利用者と十分なコミュニケーションを経て、利用者のニーズを共感的に理解しながら、指導職員の指導のもとア

セスメントを策定し、生活上の課題を設定し、その軽減のためのケアプランを策定した。 

２．生活歴を記録化し、現在の生活上の課題を過去の人生の中の問題との関連を探索した 

  利用者との十分な信頼関係を作りながら、利用者の生活歴を記録化し、現在の生活課題を過去の人生との連

続的課題として理解する視点から構築に努めた。 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 

（※特に組織化はしていないがその都度具体的な行動時［例えば路線

バスに乗る等］に一般学生から支援されている） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

 



キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 - 半数あり  

研究棟 解消 解消 - -  

事務棟 解消 解消 あり -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 解消 解消 あり -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京経済大学 http://www.tku.ac.jp 私立 東京 ※518-326-2
 

入試問合せ 入試課 042-328-7747 本部 〒185-8502 国分寺市南町 1-7-34 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮なし 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 ※本人の申し出により車いすで試験を受けやすい場所へ移動する 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※本人の友人達が協力してくれる） 組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

エレベーター、スロープの設置等、バリアフリー化をすすめている。 

 

キャンパス（名称 国分寺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 半数解消 なし 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 武蔵村山キャンパス ） ※体育施設のため、ほとんど課外活動用 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東京工科大学 http://www.teu.ac.jp 私立 東京 ※520-327-1
 

入試問合せ 入試課 0426-37-2011 本部 〒192-0982 八王子市片倉町 1404-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮なし 

実  験 その他の配慮をする（※車いすの学生にあわせ、別途机を用意） 

実  習 その他の配慮をする（※車いすの学生にあわせ、別途机を用意） 

定期試験 その他の配慮をする(※学生から申し出があった場合は、試験時間の延長、別室での受験の措置をとっている) 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスがあり車いすでの利用にも適している 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京慈恵会医科大学 http://www.jikei.ac.jp 私立 東京 ※521-328-2
 

入試問合せ   本部 〒105-8461 港区西新橋 3-25-8 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西新橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 国領キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



東京純心女子大学 http://www.t-junshin.ac.jp 私立 東京 ※523-329-1
 

入試問合せ 学務課 0426-92-0326 本部 〒192-0011 八王子市滝山町 2-600 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（車いす可能の教室に設定することができる） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（車いす可能の教室に設定することができる） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 半数解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 半数あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし （送迎は可能） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難）（※指定寮で学外） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東京女学館大学 http://www.tjk.ac.jp 私立 東京 ※524-330-1
 

入試問合せ 入試広報室 042-796-1845 本部 〒194-0004 町田市鶴間 1105 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※学生選抜あるいは修学に際しての配慮を事前相談） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※学生の状況により検討する） 

体育実技 その他の配慮をする／配慮未定（※学生の状況により検討する、体育実技は必修ではない） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする／配慮未定（※学生の状況により検討する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学の教育課程に興味があり受験を希望される方がおられたら、入試広報室にお問い合わせください。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※ほとんどの教室にスペースがある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり ※講堂・ホール兼用 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他（※路線バスはない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京女子大学 http://www.twcu.ac.jp 私立 東京 ※525-331-1
 

入試問合せ 学事・学生生活部 03-5382-6273 本部 〒167-8585 杉並区善福寺 2-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出（※医師の診断書が

ない場合） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※大学入試センターにおける受験特別措置に準じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※障害の程度により検討する） 

体育実技 その他の配慮をする（※学生の状況により検討する） 

実  験 その他の配慮をする（※障害の程度により、担当者に一任する） 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※受験しやすい教室にする、障害の程度により試験時間延長等［上肢に障害がある場合］） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※事柄により各部署が対応する） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

2000 年 4 月から 2004 年 3 月まで電動車椅子使用の学生１名が在学した。受入が決まった時点で学生ボランティアを募集し、授業

を受ける際に必要となる身の回りの世話（教科書の準備、補聴器の装着の確認、体位交換）をお願いした。 
 

キャンパス（名称 善福寺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京女子医科大学 http://www.twmu.ac.jp 私立 東京 ※526-332-2
 

入試問合せ   本部 〒162-8666 新宿区河田町 8-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 河田町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 大東キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



東京女子体育大学 http://www.twcpe.ac.jp 私立 東京 ※528-333-1
 

入試問合せ 入試広報課 042-572-4131 本部 〒186-8668 国立市富士見台 4-30-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

体育学部の性格から、従来車いす使用の学生の受験や入学を視野に入れることはほとんどなかった。今後、車いす使用学生の

受け入れについて、体育学部での学習の可能性、卒業後の進路を含めて検討を進めたいと考えている。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（中央線立川駅または、国立駅からの路線の

み）／バスの利用は必要ない（南武線 西国立駅） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京神学大学 http://www.tuts.ac.jp 私立 東京 ※529-334-1
 

入試問合せ 教務課 0422-32-4185 本部 〒181-0015 三鷹市大沢 3-10-30 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東京造形大学 http://www.zokei.ac.jp 私立 東京 ※530-335-1
 

入試問合せ 入試課 0426-37-8111 本部 〒192-0992 八王子市宇津貫町 1556 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／配慮未定 

実  験 実験を見学する／配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

構内には、段差やスロープがあり現状では介護人なしでは無理と考えます。又、キャンパス入口付近が急勾配のため、車いす対

応のスクールバスの購入を断念しました。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 未解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 未解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 未解消 殆ど解消 - なし ※１階 

図書館 未解消 未解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 - 殆どあり ※１階 

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 - 殆どあり ※１階 

体育館 未解消 殆ど解消 - 殆どあり ※１階 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東京電機大学 http://www.dendai.ac.jp 私立 東京 ※531-336-3
 

入試問合せ  03-5280-3555 本部 〒101-8457 千代田区神田錦町 2-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名）工学部 なし（計名） あり（計 1 名）工学部 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定(※該当者がいた場合、受験について事前協議を行なう予定) 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 （※工-工学部、理-理工学部、情－情報環境学部） 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※車いすでも参加可能な実技に参加）（工）／配慮未定（※担当教員が個別に対応すること

になるとおもいます。体育実技は選択科目であり、卒業要件でない）（理・情） 

実  験 補助者をつける（工）／配慮未定（※担当教員が個別に対応する、ハードな実験はない）（理・情） 

実  習 補助者をつける（工）／配慮未定（※担当教員が個別に対応）（理・情） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室で移動のないよう配慮する）（工）／（※担当教員が個別担当）（理・情） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 神田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 鳩山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 - -  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 - あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 千葉ニュータウンキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり   ※棟（施設）の段差、各室出入口の段差において

研究棟 未解消 解消 あり あり    「未解消」となっている部分で、 

事務棟 解消 解消 あり あり    「段差はないが、扉が手前に開ける（観音開き）

学生会館 未解消 未解消 なし 半数あり    タイプで、片方だけの開放では狭いため、（介 

図書館 未解消 未解消 なし あり    助なし）は難しい」場合も「未解消」としている 

講堂・ホール 未解消 未解消 なし あり    箇所もあります 

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京農業大学 http://www.nodai.ac.jp 私立 東京 ※534-337-3
 

入試問合せ 入試センター 03-5477-2226 本部 〒156-8502 世田谷区桜丘 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※授業担当者が配慮をする） 

実  験 その他の配慮をする（        〃        ） 

実  習 その他の配慮をする（        〃        ） 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

既存の施設を改良し改善した。 

改善施設：教室ドアのバリアフリー化、エレバーター設置、階段部にスロープ設置、主要トイレに車いす用を設置、講義棟横に専 

       用駐車場（1 台分）を設置。 
 

キャンパス（名称 世田谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（※対象者が在学した場合設置する） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 厚木キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 オホーツクキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※スロープのみある） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



東京富士大学 http://www.fuji.ac.jp/ 私立 東京 ※537-338-1
 

入試問合せ 入学広報課 03-3368-0351 本部 〒169-0075 新宿区高田馬場 3-8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし／車いすで利用可能な試験室に変更する（場合もある） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） （※学生寮は女子のみ） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京薬科大学 http://www.toyaku.ac.jp 私立 東京 ※538-339-1
 

入試問合せ 入試課 0426-76-8977 本部 〒192-0392 八王子市堀之内 1432-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ペコ（サークル） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※該当者が発生した場合に備え、車いす専用の移動机を全教室

分保管している） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし なし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 未解消 解消 殆どなし なし  

学生会館      

図書館 未解消 解消 半数あり なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 半数解消 解消  なし  

体育館 解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



東京理科大学 http://www.tus.ac.jp 私立 東京 ※539-340-4
 

入試問合せ 入試課 03-5228-8092 本部 〒162-8601 新宿区神楽坂 1-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況 （※理-理工学部、二-第二部［夜間部］） 

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 ※在籍したことのない学部については配慮未定 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（理）／パソコン等の補助機器の使用を認める（※特殊入力装置を用

いたワープロ）（二）／配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（※体育実技は必修ではないため）（理）／配慮未定 

実  験 補助者をつける（二）／その他の配慮をする（※必要に応じて TA 等が対処）（理）／配慮未定 

実  習 実習はない（二）／その他の配慮をする（※必要に応じて TA 等が対処）（理）／配慮未定 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（二）／その他の配慮をする（※ 前列に特別スペースと机を用意する）

（理）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※神楽坂校舎にある全ての研究科長・学部長および学生部長の連

名で［車いすファースト］マナーの呼びかけを行なった（二）／特になし 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

野田キャンパスについては、平成 15 年 10 月に講義棟が完成し、通常の授業は車いすの学生にも快適な状況で受けることができ

るようになりました。トイレも全てのフロアーに多目的トイレが完備しています。しかし、実験室、コンピューター室、研究室、図書館

などは車いすの学生には対応できていませんので、ボランティア学生の手助けが必要となっています。 
 

キャンパス（名称 神楽坂キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保出きる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 



キャンパス（名称 野田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（該当者には個人机設置可能） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス なし 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができる 

 

キャンパス（名称 長万部キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 - -  

研究棟 未解消 未解消 - -  

事務棟 未解消 未解消 - -  

学生会館 未解消 未解消 - -  

図書館 未解消 未解消 - -  

講堂・ホール 未解消 未解消 - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - -  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 久喜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 殆どなし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消  なし  

食堂・喫茶 解消 解消  なし  

体育館 解消 解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東邦大学 http://www.toho-u.ac.jp 私立 東京 ※543-341-2
 

入試問合せ 学事統括部 03-3762-4151(内線 2124) 本部 〒143-8540 大田区大森西 5-21-16 
 

（※医看-医学部看護学科、薬-薬学部、理-理学部、医医-医学部医学科） 

●車いす使用学生の受入 可（薬・理・医看）

未定（医医） 

※不可又は未定

の場合の理由 

今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況   

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし（医看）／試験時間を延長する（薬・理）／車いすでの利用可能な試験室に変更する（医医・薬・理）／上

肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する（薬・理） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（薬・理）／配慮未定（医医・医看） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（理）／その他の配慮をする（※学生にあった授業を計画）（薬）／配慮未定（医

医・医看） 

実  験 その他の配慮をする（※車いす対応の実験台を用意する）（理）／配慮なし（薬）／配慮未定（医医・医看） 

実  習 配慮なし（理）／配慮未定（医医・医看・薬） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験をうけやすい場所を用意）（薬）／配慮なし（理）／配慮未定（医医・医看） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 大森キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口の段差 エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消（医医） 

半数解消（医看） 

殆ど未解消（医医）

殆ど解消（医看） 

半数あり 

 

殆どなし（医医） 

半数あり（医看） 

 

研究棟 殆ど未解消（医医） 

半数解消（医看） 

殆ど未解消（医医）

殆ど解消（医看） 

半数あり（医医） 

なし（医看） 

殆どなし（医医） 

なし（医看） 

 

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（医医） 

／自動車通学は不可（医看） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 



学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 習志野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※駅内では、エレベーターを利用できるが、改札口からバス停まで階段を利用せざる

をえない［スロープなし］） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



桐朋学園大学 http://www.tohomusic.ac.jp 私立 東京 ※545-342-1
 

入試問合せ 教務課 03-3307-4113 本部 〒182-8510 調布市若葉町 1-41-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 身体障害者手帳の写しを提出／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生によるグループの支援） 組織の名称 学生会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 あり なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



東洋大学 http://www.toyo.ac.jp 私立 東京 ※546-343-4
 

入試問合せ 入試部入試課 03-3945-7272 本部 〒112-8606 文京区白山 5-28-20 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 6 名） なし（計名） あり（計 6 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況 

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※受験教室を別途設ける） 

●授業等での配慮  （※工-工学部、社-社会学部） 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 その他の配慮をする（※実技そのものでなくとも審判をするなど授業に参加）（工）／配慮なし（※本人の希望）（社）

実  験 配慮なし（工） 

実  習 配慮未定（※該当者なし） 

定期試験 解答方法を換える／代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生生活担当課がボランティア募集、ノ

ートテイカーのコーディネイトを行なっている） 

組織の名称 学生生活課（※但し障害者支援は学生全体

サポートの一環としてであり専従ではない） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 白山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり 殆どなし ※トイレは各棟 1 階にあり 

研究棟 殆ど解消 解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 解消 あり なし  

学生会館 殆ど未解消 未解消 あり 殆どなし ※トイレは 1 階にあり 

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし ※トイレは地下 2 階にあり 

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし（※事前申請手続きをとり駐車場を確保している） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 朝霞キャンパス ） ※朝霞キャンパスは平成 17 年度より新学部が設置され施設等大幅に変更予定 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり ※エレベーターは事務用 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - 半数あり ※１階のみ 

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※両駅から大学までは一般道を徒歩通学（約 10～15 分）、通学路は 1/3 強は坂道）

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 川越キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 殆ど解消 - なし ※１階建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 板倉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東洋学園大学 http://www.tyg.jp 私立 東京 ※550-344-2
 

入試問合せ 入試室 03-3811-1696 本部 〒113-0033 文京区本郷 1-26-3 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本郷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 未解消 解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 流山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



二松學舎大学 http://www.nishogakusha-u.ac.jp 私立 東京 ※552-345-2
 

入試問合せ 入試課 03-3261-7423 本部 〒102-8336 千代田区三番地 6-16 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 当該学生の状態を見て、配慮の程度を決定する 

実  験 実験はない 

実  習 当該学生の状態を見て、配慮の程度を決定する 

定期試験 当該学生の状態を見て、配慮の程度を決定する 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 九段 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 柏沼南 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物に行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本医科大学 http://www.nms.ac.jp 私立 東京 ※554-346-2
 

入試問合せ 教務課入試係 03-3822-2131 本部 〒113-8602 文京区千駄木 1-1-5 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり なし  

研究棟 半数解消 解消 半数あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 半数解消 解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 新丸子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



日本歯科大学 http://www.ndu.ac.jp 私立 東京 ※556-347-2
 

入試問合せ 入試担当室 03-3261-8319 本部 〒102-8159 千代田区富士見町 1-9-20 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

学内施設が車いす用に整備されていない 

 

キャンパス（名称 歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 半数あり なし  

研究棟 未解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 殆ど未解消 なし あり  

食堂・喫茶 - - - なし  

体育館 殆ど未解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 新潟歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※路線がない） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本社会事業大学 http://www.jcsw.ac.jp 私立 東京 ※558-348-1
 

入試問合せ 教学部入試広報室 0424-96-3080 本部 〒204-8555 清瀬市竹丘 3-1-30 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 5 名） あり（計 3 名） あり（計 4 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※事前に相談を行ない、状況に応じて行いうる配慮） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／講義ノートの写しを渡す／

その他の配慮をする（※コンピューター室への障害者パソコンの設置） 

体育実技 その他の配慮をする（※補助者をつける、車いすでも出来る実技を行う） 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける（※支援費を利用して）／その他の配慮をする（※本人が出来る障害の程度に合わせた実習先を

選ぶ） 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間

延長、個別教室の配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他(※学生員会が障害学生問題を担当する。又学生委員

の中に障害学生担当を置き対応をする) 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学では、身体に障害のある方が受験出来るように障害の状態に応じて行いうる配慮を行っています。 

 

キャンパス（名称 竹丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 



日本獣医畜産大学 http://www.nvau.ac.jp 私立 東京 ※559-349-1
 

入試問合せ 教務課入試係 0422-31-4151 本部 〒180-8602 武蔵野市境南町 1-7-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合

の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、

スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があ

るため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※受験を制限することはないが、本学に入学した場合の授業・実習・学外実習等について説

明し、本学について理解してもらう） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学の建物は古く平屋が多い為、バリアフリー対応に殆どなっておいません。しかし昨年完成した動物医療センター等においては

スロープを設置する等対応をしております。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物に行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし ※「教育棟」として新建物を建設予定 

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし ※「教育棟」として新建物を建設予定 

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

学生会館      

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし ※「教育棟」として新建物を建設予定 

講堂・ホール      

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本女子大学 http://www.jwu.ac.jp 私立 東京 ※560-350-2
 

入試問合せ 入学課 03-5981-3786 本部 〒112-8681 文京区目白台 2-8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名）未集計 あり（計 1 名） 

西生田キャンパス 

なし（計名） あり（計 1 名） 

西生田キャンパス 

なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す／その他の配慮をする（※身体機能及び要望により適宜検討し、判断する） 

体育実技 その他の配慮をする（※実技制限クラスの受講） 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える／実験の内容を変更する／補助者をつける／その他の配慮をする（※

身体機能及び要望により適宜検討し、判断する） 

実  習 その他の配慮をする（※身体機能及び要望により適宜検討し、判断する） 

定期試験 その他の配慮をする（※身体機能及び要望により適宜検討し、判断する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 目白キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館 未解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 西生田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う（※ 寄駅ではなく向ヶ丘遊園駅より）

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本女子体育大学 http://www.jwcpe.ac.jp 私立 東京 ※562-351-1
 

入試問合せ 入試センター事務室 03-3300-2250 本部 〒157-8565 世田谷区北烏山 8-19-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため／車いす使用の学生の受け入

れについて何も決まっていないため／今まで車いす使

用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



日本赤十字看護大学 http://www.redcross.ac.jp 私立 東京 ※563-352-1
 

入試問合せ  03-3409-0875 本部 〒150-0012 渋谷区広尾 4-1-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 未解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



日本体育大学 http://www.nittai.ac.jp 私立 東京 ※564-353-2
 

入試問合せ   本部 〒158-8508 世田谷区深沢 7-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 東京・世田谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 横浜・建志台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



日本大学 法学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※566-354-18 
 

入試問合せ 教務課（第二部担当） 03-5275-8503 本部 〒101-8375 千代田区三崎町 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※介添者の受験場入場は禁止する）  

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

／その他の配慮をする（※障害の状況に応じて配慮するが、補助者はすけないこととする） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 法学部（三崎町） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 半数あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 法学部（大宮） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 なし なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 半数解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



日本大学 文理学部 http://www.chs.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※568-354-18 
 

入試問合せ 庶務課 03-3329-1151（代） 本部 〒156-8550 世田谷区桜上水 3-25-40 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 文理学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 半数解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない（京王線・下高井戸駅） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 経済学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※569-354-18 
 

入試問合せ 第二部教務課 03-3219-3355 本部 〒101-8360 千代田区三崎町 1-3-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※相談内容により対応を検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 経済学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 半数解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 商学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※570-354-18 
 

入試問合せ 入試係 03-3749-6735 本部 〒157-8570 世田谷区砧 5-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 レポートの提出に代える／補助者をつける／配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 商学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし 殆どなし  

研究棟 解消 未解消 あり なし  

事務棟 解消 未解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 芸術学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※571-354-18 
 

入試問合せ 教務課 03-5995-8202 本部 〒176-8525 練馬区旭丘 2-24-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定

の場合の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、スロー

プ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があるため／車

いす使用の学生の受け入れについて何も決まっていないため／今

まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） 

※傷害等による一時的なもの 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり （※相談の結果に基づき考慮する） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※相談の結果に基づき考慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする （※試験教室環境[机等]の配慮）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 芸術学部（江古田） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 なし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 半数解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 芸術学部（所沢） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 国際関係学部 http://www.ir.nihon-u.ac.jp 私立 静岡 ※573-354-18 
 

入試問合せ 教務課 055-980-0888 本部 〒419-0201 三島市文教町 2-31-145 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定

の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に

問題があるため／車いす使用の学生の受け入れについて何も決ま

っていないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

15 号館については、出入口のスロープやエレベーターの設置が整っています。 

 

キャンパス（名称 国際関係学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない（※新幹線ホームからは係員の

補助を必要とする） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 理工学部 http://www.cst.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※574-354-18 
 

入試問合せ 教務課 03-3259-0578 本部 〒101-8308 千代田区神田駿河台 1-8-14 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

理工系学部という性格上、座学中心という訳にはいかない。実験、実習科目の割合も多く、必修科目となっているものもある。建

物等の設備についてバリアフリー化は時代の流れとなりつつあることは把握しているが、校舎も分散しており即座に対応できる事

柄ではない。現状で受け入れられるとすると実験、実習科目の比較的少ない理学系の学科と思われるが、サポート方法について

は今後検討していきたい。 
 

キャンパス（名称 理工学部（駿河台） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 理工学部（船橋） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし 殆どなし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 生産工学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 千葉 ※576-354-18 
 

入試問合せ 教務課 047-474-2222 本部 〒274-8575 習志野市泉町 1-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする （※別室を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 生産工学部（津田沼） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 その他 （※スロープあり） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 生産工学部（実籾） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 半数解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 （※改札からホームへはエスカレーターはあるが、改札から構外に出る場合、下りエ

レベーターがない） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



日本大学 工学部 http://www.ce.nihon-u.ac.jp 私立 福島 ※578-354-18 
 

入試問合せ 教務課入試係 024-956-8619 本部 〒963-8642 郡山市徳定字中河原 1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 工学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし なし  

研究棟 未解消 未解消 - なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他 （※バスは郡山駅から直通の路線バスが走っているが、 寄駅は経由しない） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



日本大学 医学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※579-354-18 
 

入試問合せ 教務課 03-3972-8111 内線 2121～3 本部 〒173-8610 板橋区大谷口上町 30-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（※状況によっては要） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮  ※在籍していないので回答しない 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 あり なし  

事務棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 歯学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 東京 ※580-354-18 
 

入試問合せ 教務課 03-3219-8002 本部 〒102-8275 千代田区九段南 4-8-24 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／今まで

車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



日本大学 松戸歯学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 千葉 ※581-354-18 
 

入試問合せ 教務課 入試係 047-360-9207 本部 〒271-0061 松戸市栄町西 2-870-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 松戸歯学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

事務棟 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 半数あり なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 半数解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 ※全学生禁止  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 生物資源科学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 神奈川 ※582-354-18 
 

入試問合せ 入試事務室 0466-84-3812 本部 〒252-8510 藤沢市亀井野 1866 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 要約筆記の補助者をつける 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 生物資源科学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本大学 薬学部 http://www.nihon-u.ac.jp 私立 千葉 ※583-354-18 
 

入試問合せ 教務課 047-465-2091 本部 〒274-8555 船橋市習志野台 7-7-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／車いす

使用の学生の受け入れについて何も決まっていないた

め／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 薬学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

 



日本文化大学 http://www.nihonbunka-u.ac.jp 私立 東京 ※584-355-1
 

入試問合せ   本部 〒192-0986 八王子市片倉町 977 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



文化女子大学 http://www.bunka.ac.jp 私立 東京 ※585-356-2
 

入試問合せ   本部 〒151-8523 渋谷区代々木 3-22-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 新都心キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 小平キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



文京学院大学 http://www.u-bunkyo.ac.jp 私立 東京 ※587-357-2
 

入試問合せ 入試グループ 03-3814-1661 本部 〒113-8668 文京区向丘 1-19-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本郷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 ふじみ野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



法政大学 http://www.hosei.ac.jp 私立 東京 ※589-358-3
 

入試問合せ 入試センター 03-3264-9312 本部 〒102-8160 千代田区富士見 2-17-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える    ※困難な場合（極力参加が前提） 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 市ヶ谷 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館     ※現在、建替中 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 その他（※駅務員に声をかけてくれれば利用は可能） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 多摩 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 半数解消 あり なし  

事務棟 解消 半数解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり -  

図書館 解消 解消 あり -  

講堂・ホール 未解消 未解消 半数あり -  

食堂・喫茶 解消 未解消 - なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

キャンパス（名称 小金井 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟         ※エレベーターについては、南館、西館を除 

学生会館          いて、設置されていない 

図書館         ※車いす用トイレについては、西館を除き 

講堂・ホール          設置されていない 

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／その他（※車いす乗車用設備が設置さ

れているバスが一部運行されている。） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



星薬科大学 http://www.hoshi.ac.jp 私立 東京 ※592-359-1
 

入試問合せ 教務部入試･広報係 03-5498-5821 本部 〒142-8501 品川区荏原 2-4-41 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武蔵大学 http://www.musashi.ac.jp 私立 東京 ※593-360-1
 

入試問合せ 入試課 03-5984-3716 本部 〒176-8534 練馬区豊玉上 1-26-1 
 

●車いす使用学生の受入 可（※現状で了解であれば） ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※状況により、その都度検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 状況により、その都度検討 

体育実技 状況により、その都度検討 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武蔵工業大学 http://www.musashi-tech.ac.jp 私立 東京 ※594-361-2
 

入試問合せ 入試課 03-3703-3111(内線 2170～5) 本部 〒158-8557 世田谷区玉堤 1-28-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※ケースバイケースで配慮して対応） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※ケースバイケースで配慮して対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※ケースバイケースで配慮して対応） 

実  験 その他の配慮をする（          〃           ） 

実  習 その他の配慮をする（          〃           ） 

定期試験 その他の配慮をする（          〃           ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 世田谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 ※スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※路線バスはない。通学路が坂道の為、健常者では問題はないが、車いす使用の

学生について車通学が望ましい。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 横浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 半数解消 解消 殆どなし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どなし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※駅構内にはエレベーターがありホームに行くことができるが、外から駅構内に入る

エレベーターはない。） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武蔵野大学 http://www.musashino-wu.ac.jp 私立 東京 ※596-362-1
 

入試問合せ 入試センター 0424-68-3200 本部 〒202-8585 西東京市新町 1-1-20 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称 学生支援部 学生担当 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 なし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武蔵野音楽大学 http://www.musashino-music.ac.jp 私立 東京 ※597-363-2
 

入試問合せ 学務部 03-3992-1128 本部 〒176-8521 練馬区羽沢 1-13-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 江古田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ※ほとんどの教室で可能である（ほとんどの机、イスが可動式である） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 半数解消 なし 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 半数解消 なし 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし -  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他（※路線バス停より３００ｍ位距離が

ある） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 入間キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ※全ての教室で可能である（ほとんどの机、イスが可動式である） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

事務棟 解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う／その他（※駅からスクールバス乗場

まで登り坂である） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武蔵野美術大学 http://www.musabi.ac.jp 私立 東京 ※599-364-1
 

入試問合せ 入試課 042-342-6995 本部 〒187-8505 小平市小川町 1-736 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 鷹の台校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



明治大学 http://www.meiji.ac.jp 私立 東京 ※600-365-3
 

入試問合せ 入試事務室 03-3296-4139 本部 〒101-8301 千代田区神田駿河台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計名） あり（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※座席の配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 駿河台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 和泉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どあり  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス その他（※バスは不要だが、駅から大学までの間に、歩道橋があり、車いすの利用に適さな

い。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 生田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 - - - -  

学生会館 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



明治学院大学 http://www.meijigakuin.ac.jp 私立 東京 ※603-366-2
 

入試問合せ 入試センター 03-5421-5151 本部 〒108-8636 港区白金台 1-2-37 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 14 名） あり（計名） 不明（計名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※試験室は車椅子で移動できる教室へ配置する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※各部署〔学生課・教務課・学生相談

センターなど〕が個別に対応している。） 

組織の名称 （※支援を中心とした部署は現在なし。個々のニ

ーズによって各部署が個別に対応している。） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 白金キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 横浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 半数解消 解消 半数あり あり  

学生会館 解消 解消 半数あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どなし あり  

体育館 解消 半数解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／その他（※現在路線バス会社・及びタク

シー会社に車椅子通学が容易に出来る体制整備を依頼中。路線バスにノンステップバスの

早期導入。ワンボックスタクシーの導入検討を依頼。等々） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



明治薬科大学 http://www.my-pharm.ac.jp 私立 東京 ※605-367-1
 

入試問合せ 入試進路支援グループ・入試チーム 0424-95-5061 本部 〒204-8588 清瀬市野塩 2-522-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



明星大学 http://www.meisei-u.ac.jp 私立 東京 ※606-368-2
 

入試問合せ 入試課 042-591-5793 本部 〒191-8506 日野市程久保 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※実際に入学して来た段階で検討する）／配慮未定 

実  験 その他の配慮をする（※実際に入学して来た段階で検討する）／配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※入学してきた段階で検討する） 

定期試験 その他の配慮をする（※入学してきた段階で検討する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが、専任の担当者はいない。 組織の名称 特に組織したものはないので、学生課内

で対応 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 日野校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 なし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 青梅校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



目白大学 http://www.mejiro.ac.jp 私立 東京 ※608-369-2
 

入試問合せ   本部 〒161-8539 新宿区中落合 4-31-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 新宿キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 岩槻キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



立教大学 http://www.rikkyo.ac.jp 私立 東京 ※610-370-2
 

入試問合せ 入学センター 03-3985-2447 本部 〒171-8501 豊島区西池袋 3-34-1 
 

●車いす使用学生の受入 可（※施設・修学上の状況を知ってもらった上で） ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 10 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※車での来校を認める。係員を配置する。付添者

の来校を認める。解答用紙に記入することが困難な方に対して解答方法を配慮する。等その都度判断） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 身体しょうがいしゃ（学生・教職員）支援ネッ

トワーク 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 池袋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 殆どなし 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 武蔵野新座キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



立正大学 http://www.ris.ac.jp 私立 東京 ※612-371-2
 

入試問合せ 入試センター 03-3492-6649 本部 〒141-8602 品川区大崎 4-2-16 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※事前相談の上決定する。） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 レポートの提出に代える／実験の内容を変更する 

実  習 レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生達が適時に対応している） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 大崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし ※共用部分に車いす用トイレあり 

学生会館 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり        

体育館 未解消 未解消 なし なし         

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 熊谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



ルーテル学院大学 http://www.luther.ac.jp 私立 東京 ※614-372-1
 

入試問合せ   本部 〒181-0015 三鷹市大沢 3-10-20 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



和光大学 http://www.wako.ac.jp 私立 東京 ※615-373-1
 

入試問合せ 入試課 044-988-1434 本部 〒195-8585 町田市金井町 2160 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 17 名） あり（計 6 名） あり（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する（※程度による） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする（※障害者が受講しやすいスポーツ実技科目を開講している） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を変える／試験の内容を変える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消    

体育館 解消 解消  あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる（※許可制）   屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



早稲田大学 http://www.waseda..jp 私立 東京 ※616-374-4
 

入試問合せ 入学センター 03-3203-4331 本部 〒169-8050 新宿区西早稲田 1-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 15 名） あり（計 2 名）不明 あり（計 1 名）不明 あり（計名）不明 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出又は身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※手や目が不自由な場合）／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のあ

る方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※本人の申請希望に応じた配慮を行なう） 

体育実技 その他の配慮をする（            〃            ） 

実  験 その他の配慮をする（            〃            ） 

実  習 その他の配慮をする（            〃            ） 

定期試験 その他の配慮をする（            〃            ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※障害学生支援制度があり、学生の申

請希望内容に応じたサポートを行う） 

組織の名称 障害学生・生徒支援制度という制度にもとづ

き、学生生活課でとりまとめをしている。 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西早稲田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし （※相談に応じる） 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできる。車いす使用の学生への紹介は相談による 

 



キャンパス（名称 戸山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがあり、ノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできる。車いす使用の学生への紹介は相談による 

 

キャンパス（名称 大久保キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーターはないが、エスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできる。車いす使用の学生への紹介は相談による 

 



キャンパス（名称 所沢キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスがあり車いすでの利用に

も適している 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできる。車いす使用の学生への紹介は相談による 

 



茨城キリスト教大学 http://www.icc.ac.jp 私立 茨城 ※339-205-1
 

入試問合せ 入試広報部 0294-54-3212 本部 〒319-1295 日立市大みか町 6-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※障害の程度に応じてその都度対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする（※授業担当者による） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どなし 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



つくば国際大学 http://www.ktt.ac.jp/tiu 私立 茨城 ※340-206-1
 

入試問合せ 総務課 029-826-6000 本部 〒300-0051 土浦市真鍋 6-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※試

験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学内の委員会で障害学生からの要望について検討する） 組織の名称 学生委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり   

事務棟 解消 解消 あり   

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消    

講堂・ホール 解消 解消    

食堂・喫茶 解消 解消    

体育館 解消 解消    

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



東京家政学院筑波女子大学 http://www.kasei.ac.jp 私立 茨城 ※341-207-1
 

入試問合せ   本部 〒305-0031 つくば市吾妻 3-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



常磐大学 http://www.tokiwa.ac.jp 私立 茨城 ※342-208-1
 

入試問合せ 教務部入試課 029-232-2504 本部 〒310-8585 水戸市見和 1-430-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※専用机を用意、また固定机の場合は車いす

が入れるような改良をしている） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける（※学外の実習の場合は受入先の対応にまかせる） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 TUVIC、CVC など 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 見和キャンパス  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



流通経済大学 http://www.rku.ac.jp 私立 茨城 ※343-209-2
 

入試問合せ 入試センター 0120-297-141 0297-60-1156 本部 〒301-8555 龍ケ崎市平畑 120 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを設けている） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすでの受験が困難な場合の別室受験） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ボランティア推進委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 龍ヶ崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

食堂・喫茶 解消 解消 － なし  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 新松戸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



足利工業大学 http://www.ashitech.ac.jp 私立 栃木 ※345-210-1
 

入試問合せ 入試広報課 0284-62-9982 本部 〒326-8558 足利市大前町 268-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※教室の変更を考える） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする（※履修科目の試験教室の配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



国際医療福祉大学 http://www.iuhw.ac.jp 私立 栃木 ※346-211-1
 

入試問合せ 入試センター 0287-24-3200 本部 〒324-8501 大田原市北金丸 2600-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※事前相談の上検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定（※一部の教室に用意） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※2002 年度自己点検・評価委員会のワーキンググル

ープとして［大学構内バリアフリー調査］をたちあげ構内の計

測、障害学生へのアンケート実施。常駐ではない） 

組織の名称 大学構内のバリアフリー調査ワ

ーキンググループ 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 - あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 殆どなし あり  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 その他（※学生が利用する出入口には階段のみ） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



作新学院大学 http://www.sakushin-u.ac.jp 私立 栃木 ※347-212-1
 

入試問合せ 入試・広報課 028-670-3655 本部 〒321-3655 宇都宮市竹下町 908 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし（※［受験］については何の制約もないが配慮すべき事項については該当者［本人、保護者、出身校な

ど］事前に入試担当課と相談すると対応しやすい） 

受験時の配慮 配慮未定（※配慮することを前提にしている）（※「受験時の条件」による該当者［本人、保護者、出身校など］か

らの依頼を受けて、当該学部・学科の入試担当教員と協議の上、配慮することを決めていく） 

●授業等での配慮 ※今までに車いす使用学生の在籍はありませんでした。 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし ※段差あり（第 1・第 2 教育棟/福祉棟/情報ｾﾝﾀｰ/ 

研究棟 解消 解消 あり あり 第１体育館 

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



自治医科大学（医学部） http://www.jichi.ac.jp 私立 栃木 ※348-213-2
 

入試問合せ 学事課 0285-58-7045 本部 〒329-0498 河内郡南河内町薬師寺 3311 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 その他（※ｴｽｶﾚｰﾀｰで車いすの方でも乗れるように板が 3 枚つなげられるようになっている）

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



自治医科大学 （看護学部） http://www.jichi.ac.jp 私立 栃木 ※349-213-2
 

入試問合せ 看護学務課 0285-58-7447 本部 〒329-0498 河内郡南河内町薬師寺 3311 番地 159 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 看護学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 その他（※ｴｽｶﾚｰﾀｰで車いすでも乗れるように板が 3 枚つなげられるようになっている） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



獨協医科大学 http://www.dokkyomed.ac.jp 私立 栃木 ※350-214-1
 

入試問合せ 学生課入試係 0282-87-2108 本部 〒321-0293 下都賀郡壬生町大字北小林 880 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 半数解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



那須大学 http://www.nasu-u.ac.jp 私立 栃木 ※351-215-1
 

入試問合せ   本部 〒329-3121 黒磯市鹿野崎 131 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



白鷗大学 http://www.hakuoh.ac.jp 私立 栃木 ※352-216-1
 

入試問合せ 入試広報部 0285-22-1111 本部 〒323-8585 小山市大行寺 1117 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

体育館 半数解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



文星芸術大学 http://www.bunsei.ac.jp 私立 栃木 ※353-217-1
 

入試問合せ 教務課 028-625-6888 本部 〒320-0058 宇都宮市上戸祭 4-8-15 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※その状況に応じて配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 （※体育実技の授業は必修ではない） 

実  験 実験はない 

実  習 （※手が動けば実習は行える） 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



関東学園大学 http://www.kanto-gakuen.ac.jp 私立 郡馬 ※354-218-1
 

入試問合せ   本部 〒373-8515 太田市藤阿久町 200 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



共愛学園前橋国際大学 http://www.kyoai.ac.jp 私立 郡馬 ※355-219-1
 

入試問合せ 入試広報係 0120-522-444 027-266-9031 本部 〒379-2192 前橋市小屋原町 1154-4 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



群馬社会福祉大学 http://www.shoken-gakuen.ac.jp 私立 群馬 ※356-220-1
 

入試問合せ 入試広報課 027-253-0294 本部 〒371-0823 前橋市川曲町 191-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定（※これまでに入る者がいないため、具体的事項は未定） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし ※平屋 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり なし  

体育館 半数解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



上武大学 http://www.jobu.ac.jp 私立 群馬 ※357-221-2
 

入試問合せ 大学本部事務局 0270-32-1010 本部 〒372-8588 伊勢崎市戸谷塚町 634-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※状態に応じ座席位置の配慮） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※座席等） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 伊勢崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※エレベーター、エスカレーター等はないが、エスカレーター、階段を使用する時は

駅員が補助する） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 新町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし（※指定の協力ハイツあり） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



創造学園大学 http://www.tacc.ac.jp/souzou/ 私立 群馬 ※359-222-3
 

入試問合せ   本部 〒370-0861 高崎市八千代町 2-3-6 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 八千代キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 中山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 宮城県七ヶ宿キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



高崎健康福祉大学 http://www.takasaki-u.ac.jp 私立 群馬 ※362-223-1
 

入試問合せ 教務課入試係 027-352-1290 本部 〒370-0033 高崎市中大類町 37-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談をしてほしい） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定（※在校生なし） 

体育実技 配慮未定（※在校生なし） 

実  験 配慮未定（※在校生なし） 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※在校生なし） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

事前に相談してほしい 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（※トイレ使用が支障有り） 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



高崎商科大学 http://www.tuc.ac.jp 私立 群馬 ※363-224-1
 

入試問合せ 入試広報係 027-347-3399 本部 〒370-1214 高崎市根小屋町 741 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※受験する教室を考慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京福祉大学 http://www.tokyo-fukushi.ac.jp 私立 群馬 ※364-225-1
 

入試問合せ 入学課 0270-20-3673 本部 〒372-0831 伊勢崎市山王町 2020-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する（※拡大解答用紙、別室受験等） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

全館バリアフリー構造になっており、車いす用のトイレ、シャワールームも完備。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 半数あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定（※状況により考慮）  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している(※東京福祉大学指定の女子学生会館になります) 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

※通信教育については明記していません 

 



跡見学園女子大学 http://www.atomi.ac.jp/daigaku/ 私立 埼玉 ※365-226-1
 

入試問合せ 入試課 048-478-3338 本部 〒352-8501 新座市中野 1-9-6 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない／別の科目を履修することで代用する 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※ノートテーカーの募集とりまとめを学生課で行っている） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 半数解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスがあり車いすでの利用にも適し

ている（※折りたたみ式のみ可能、電動式は不可です） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



浦和大学 http://www.urawa.ac.jp 私立 埼玉 ※366-227-1
 

入試問合せ   本部 〒336-0974 さいたま市緑区大崎 3551 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



共栄大学 http://www.koyei.ac.jp/univ/ 私立 埼玉 ※367-228-1
 

入試問合せ   本部 〒344-0051 春日部市内牧 4158 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



埼玉医科大学 http://www.saitama-med.ac.jp 私立 埼玉 ※368-229-2
 

入試問合せ 学生課入試係 049-295-9229 本部 〒350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

大学全体の視点から見た場合、学生に対する対応が遅れているように思える。今後、充実させる必要がある。 

 

キャンパス（名称 川角キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし   

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 毛呂山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

事務棟 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

学生会館 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

図書館 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 殆どあり なし  

体育館 半数解消 半数解消 殆どあり -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



埼玉学園大学 http://www.saigaku.ac.jp 私立 埼玉 ※370-230-1
 

入試問合せ 入試広報課 0120-359-259 本部 〒333-0831 川口市木曽呂 1510 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



埼玉工業大学 http://www.sit.ac.jp 私立 埼玉 ※371-231-1
 

入試問合せ 入試広報課 048-585-6814 本部 〒369-0293 大里郡岡部町普済寺 1690 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間の延長措置） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし 半数あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



十文字学園女子大学 http://www.jumonji-u.ac.jp 私立 埼玉 ※372-232-1
 

入試問合せ 募集・入試センター 048-477-0924 本部 〒352-8510 新座市菅沢 2-1-28 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない／実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 なし（ボランティアグループ） 

●車いす使用学生の受入について 

学生のボランティアのほか、教務課、学生生活課の職員が適宜補助している。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



城西大学 http://www.josai.ac.jp 私立 埼玉 ※373-233-1
 

入試問合せ 入試課 049-271-7711 本部 〒350-0295 坂戸市けやき台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※受験生の状況により配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする(※教室棟へは、スロープをもって配慮している) 

体育実技 その他の配慮をする（※それらの学生がいた場合、実技見学・出席調査等をもって配慮する） 

実  験 その他の配慮をする（※助手または学生ボランティア等をもって配慮する） 

実  習 その他の配慮をする（※助手または学生ボランティア等をもって配慮する） 

定期試験 その他の配慮をする(※教室棟へは、スロープをもって配慮している) 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生部がその状況において配慮する） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 未解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



尚美学園大学 http://www.shobi-u.ac.jp 私立 埼玉 ※374-234-2
 

入試問合せ   本部 〒350-1110 川越市豊田町 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 川越キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 上福岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



女子栄養大学 http://www.eiyo.ac.jp 私立 埼玉 ※376-235-1
 

入試問合せ 入試広報センター 049-282-7331 本部 〒350-0288 坂戸市千代田 3-9-21 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし（※相談が必ず必要というわけではないが、実験・実習が多いので内容を確認後受験することを勧めて

いる） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※車いすで受験しやすいよう出入口に近い座席に変更する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※出きるだけ参加が可能なような内容に変える） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

（※平成 17 年 3 月にエレベーターが完成予定） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない（※駅から 3 分のため必要ない） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



駿河台大学 http://www.surugadai.ac.jp 私立 埼玉 ※377-236-1
 

入試問合せ 入試広報部 042-972-1124 本部 〒357-8555 飯能市阿須 698 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 6 名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※その他の配慮を希望する場合は事前に協議し

検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする／配慮未定（※学生の障害の状況に応じて判

断する） 

体育実技 その他の配慮をする／配慮未定（※学生の障害状況や希望により判断する） 

実  験 その他の配慮をする／配慮未定（※学生の障害の状況により判断する） 

実  習 その他の配慮をする／配慮未定（          〃            ） 

定期試験 その他の配慮をする／配慮未定（          〃            ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

車イス使用の方で本学受験を希望する場合は、一度はキャンパスを訪れていただき実際に施設を確認してください。キャンパス見

学につきましては、入試広報部（042-972-1124）までご連絡ください。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスがあり車いすでの利用にも適している／その他（※バスの乗車には介助者が必

要となる） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできるが、車いす使用の学生に適した適した物件を紹介できるかは不明 

 



聖学院大学 http://www.seigakuin-univ.ac.jp 私立 埼玉 ※378-237-1
 

入試問合せ アドミッションセンター 048-725-6191 本部 〒362-8585 上尾市戸崎 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり（※家族のサポート） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※サポートをつける） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※サポートをつける） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 聖学院大学ボランティア アソシエーション 

聖学院大学学友文化会連合ボランティア部会

●車いす使用学生の受入について 

障害の状況とサポートについて確認し受入が可能と判断した場合、受験可 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う／その他 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



西武文理大学 http://www.bunri-c.ac.jp/univ/ 私立 埼玉 ※379-238-1
 

入試問合せ 入試広報課 04-2954-7575 本部 〒350-1336 狭山市柏原新田 311-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京国際大学 http://www.tiu.ac.jp 私立 埼玉 ※380-239-2
 

入試問合せ 入試課 049-232-1111 本部 〒350-1197 川越市的場北 1-13-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※ノ

ートテイクの支援等） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける／その他の配慮をする（※障害の度合に応じ健常者と同じ実習を学べるようにアドバイスする） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※車イス学生が試験を受けやすい教室で受験させ

る） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

キャンパスではバリアフリーを推進し、スロープ化やエレベーターの設置を進めている。施設内では手動の出入口開閉扉が多く、

開閉が重い箇所もあるので、これらの解消が課題である。ボランティア学生によるノートテイクマニュアル作りや研修が自主的に

行われている。 
 

キャンパス（名称 第１キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 解消 解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※スロープで駅員の全面的な協力を得ている） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 第２キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 半数あり  

体育館 － － － －  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※スロープで駅員の全面的な協力を得ている） 

最寄駅から大学までのバス その他（※バスの利用はありませんが、安全な道路をボランティアの支援もあり、自力で通学

しています） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東邦音楽大学 http://www.toho-music.ac.jp 私立 埼玉 ※382-240-2
 

入試問合せ   本部 〒350-0015 川越市今泉 84 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 大塚校舎（本部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 川越校舎（音楽学部） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



獨協大学 http://www.dokkyo.ac.jp 私立 埼玉 ※384-241-1
 

入試問合せ 入試課 048-946-1900 本部 〒340-0042 草加市学園町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※車いす使用者の状況によって判断する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※車いす専用机を設置） 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする(※試験教室を会議室に変更する) 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※全学組織の支援プロジェクト） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 草加キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※授業を受ける教室に座席を設けている 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 あり あり（1 階） ※ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは職員用で許可が必要。また利用は 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり 一人ではできません。

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり     ※同一棟 

体育館 解消 解消 あり あり(1 階)  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



日本工業大学 http://www.nit.ac.jp 私立 埼玉 ※385-242-1
 

入試問合せ 教務部入試室 0480-34-4111 本部 〒345-8501 埼玉郡宮代町学園台 4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  ※事務棟と同一棟 

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス その他（※路線バス、スクールバスは走っていない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



人間総合科学大学 http://www.human.ac.jp 私立 埼玉 ※386-243-1
 

入試問合せ   本部 〒339-8539 岩槻市馬込 1288 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



文教大学 http://www.bunkyo.ac.jp 私立 埼玉 ※387-244-2
 

入試問合せ 入学センター課 03-3783-6240 本部 〒343-8511 越谷市南萩島 3337 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※特別体育を別に開講する） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 越谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 湘南キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - -  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



平成国際大学 http://www.hiu.ac.jp 私立 埼玉 ※389-245-1
 

入試問合せ   本部 〒347-8504 加須市水深大立野 2000 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



武蔵野学院大学 http://www.musa.ac.jp/university.htm 私立 埼玉 ※390-246-1
 

入試問合せ 教務部入試係 04-2954-6131 本部 〒350-1322 狭山市下広瀬 627 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり（※障害の種類、程度、受験及び

修学上の配慮を希望する事項。出身校でとられていた特別措置、日常生活の状況［以上書式伝達］、障害に関

する医師の診断書を提出し、事前相談を行うこと） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※試験会場での車いすの補助等を本学で行う） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階のみ 

体育館 解消 解消 - なし ※１階のみ 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



明海大学 http://www.meikai.ac.jp 私立 埼玉 ※391-247-2
 

入試問合せ 学事課（入試） 047-355-5116 本部 〒350-3283 坂戸市けやき台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※授業担当教員により個別に対応している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 坂戸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 未解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 未解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど未解消 なし -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 殆どあり -  

体育館 未解消 殆ど未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※スクールバス、路線バスは走っていない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 浦安キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし なし  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 半数解消 - -  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



ものつくり大学 http://www.iot.ac.jp 私立 埼玉 ※393-248-1
 

入試問合せ 教務課入試係 048-564-3816 本部 〒361-0038 行田市前谷 333 番地 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため／その他（※実験・

実習を受講できるか判断が必要） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり(※受験・実習を受講できるか判断が必要) 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※カウンセラー、オフィスアワー） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり ※一階 

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし あり ※一階 

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛国学園大学 http://www.aikoku-u.ac.jp 私立 千葉 ※394-249-1
 

入試問合せ 学務課入試広報係 043-424-4410 本部 〒284-0005 四街道市四街道 1532 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に申し出いただきたい 

受験時の配慮 車いすで利用可能な方法を措置する 

●授業等での配慮  

一般講義 個別に対応を考慮する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 コンピュータ実習について何らかの配慮を行う 

定期試験 個別に対応を考慮する 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 なし あり  

事務棟 解消 解消 - あり（なし）  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 － － - －  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる 屋根はなし  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※路線バス、スクールバスともなく、車イスでの通学は無理と思われる） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



江戸川大学 http://www.edogawa-u.ac.jp 私立 千葉 ※395-250-1
 

入試問合せ 入試課 04-7152-0661 本部 〒277-0863 流山市駒木 474 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする(※本学では学生全員にノート型パソコンを貸与しており、本人の希望がある時以外は事務局

で預かっている) 

体育実技 体育実技の授業はない（※必修ではない） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 駒木キャンパ ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



川村学園女子大学 http://www.kgwu.ac.jp 私立 千葉 ※396-251-2
 

入試問合せ   本部 〒270-1138 我孫子市下ヶ戸 1133 番地 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 我孫子キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 目白校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



神田外語大学 http://www.kandagaigo.ac.jp 私立 千葉 ※398-252-1
 

入試問合せ 入試センター 043-273-2826 本部 〒261-0014 千葉市美浜区若葉 1-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※教員と学生が話し合い最善の策を講じる） 

体育実技 その他の配慮をする（※健常者と混在のクラスを基本とし、スポーツをする場の理解を得て確認する授業、過去に

おいてはテニスの履修者がいた） 

実  験 その他の配慮をする（※教員と学生が話し合い最善の策を講じる） 

実  習 その他の配慮をする（※教員と学生が話し合い最善の策を講じる） 

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 

（※学生相談窓口［学生課・メディカルセンター］にて個々の相談を受けている） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



敬愛大学 http://www.u-keiai.ac.jp 私立 千葉 ※399-253-2
 

入試問合せ 学生募集センター 043-486-6210 本部 〒263-8588 千葉市稲毛区穴川 1-5-21 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課学生係が中心に対応） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

事前に本学の状況を説明のうえ、就学が可能かどうかを検討する。 

 

キャンパス（名称 佐倉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 未解消 解消 あり なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 その他（※エレベーターはあるがスロープはない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 稲毛キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 解消 半数解消 半数あり なし  

事務棟 未解消 半数解消 なし   

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 解消 未解消 - なし ※１階のみにつき不要 

体育館 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



国際武道大学 http://www.budo-u.ac.jp 私立 千葉 ※401-254-1
 

入試問合せ 入試センター 0470-73-4144 本部 〒299-5295 勝浦市新官 841 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 なし なし  

研究棟 殆ど解消 解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



秀明大学 http://www.shumei-u.ac.jp 私立 千葉 ※402-255-1
 

入試問合せ   本部 〒276-0003 八千代市大学町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



淑徳大学 http://www.shukutoku.ac.jp 私立 千葉 ※403-256-2
 

入試問合せ 学事部入試担当 043-265-7331 本部 〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町 200 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※受験配慮願～所定用紙あり） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※受験配慮願～所定用紙に記入していただく） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける／講義ノートの写しを渡す 

（※これらは障害の度合による） 

体育実技 体育実技の授業はない（※但し、本人が希望しバスケットボール等は履修も可能である） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※障害の度合により時間延長、別室受験可能）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※障害学生教育支援小委員会） 組織の名称 障害学生教育支援小委員会 

●車いす使用学生の受入について 

スロープやエレベーターの設置を進めている。 

 

キャンパス（名称 千葉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※3 ヶ所 12-101、5-201、6-102 教室［移動式の座席］で対応） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 未解消 殆どあり   

研究棟 殆ど未解消 未解消 殆どなし   

事務棟 殆ど未解消 未解消 殆どなし   

学生会館 - - -   

図書館 半数解消 未解消 殆どなし   

講堂・ホール 解消 未解消 なし   

食堂・喫茶 解消 殆ど未解消 あり   

体育館 解消 未解消 なし   

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※場合により許可されることもあり、現在車いすの学生 1 名許可） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスがあり車いすでの利用にも適し

ている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 みずほ台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



城西国際大学 http://www.jiu.ac.jp 私立 千葉 ※405-257-1
 

入試問合せ   本部 〒283-8555 東金市求名 1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



聖徳大学 http://www.seitoku.ac.jp 私立 千葉 ※406-258-1
 

入試問合せ   本部 〒271-8555 松戸市岩瀬 550 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



清和大学 http://www.seiwa-univ.ac.jp 私立 千葉 ※407-259-1
 

入試問合せ 教学課入試係 0438-30-5566 本部 〒292-8555 木更津市東太田 3-4-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど未解消 - -  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 解消 殆ど未解消 - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



千葉科学大学 http://www.cus.jp 私立 千葉 ※408-260-1
 

入試問合せ 入試広報室 0120-919-126/0479-30-4545 本部 〒288-0025 銚子市潮見町 3 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※地方会場においては車いすでの受験に支障の

ないよう配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  ※本年度（H16 年度）に関しては、事務棟に教室等

学生会館 - - - -   全て含まれています 

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



千葉経済大学 http://www.cku.ac.jp 私立 千葉 ※409-261-1
 

入試問合せ 入試広報センター 043-253-9111 本部 〒263-0021 千葉市稲毛区轟町 3-59-5 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため／車いす使用の学生の受け入

れについて何も決まっていないため／今まで車いす使

用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西千葉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



千葉工業大学 http://www.it-chiba.ac.jp 私立 千葉 ※410-262-2
 

入試問合せ 入試広報部入試広報課 047-478-0222 本部 〒275-0016 習志野市津田沼 2-17-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※補助を得て卓球等の種目を行っている） 

実  験 その他の配慮をする（※人的サポート、車いす用机の使用［特定の研究室］） 

実  習 その他の配慮をする（※人的サポート、車いす用机の使用［特定の研究室］） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験教室を 1 階にする、席を最前列に設ける） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※当該関係者が中心となってそのサポートに当っている） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 津田沼キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 芝園キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 なし なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



千葉商科大学 http://www.cuc.ac.jp 私立 千葉 ※412-263-1
 

入試問合せ アドミッションズ・オフィス 047-372-4111 本部 〒272-8512 市川市国府台 1-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※上肢に障害のある場合、面談の上、配慮の有

無を検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※車いすのまま講義を受けられる席を設けている）

体育実技 その他の配慮をする（※特別体育のコマを用意している） 

実  験 実験を見学する 

実  習 実習を見学する 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課を中心として、在学生や本人の家族の協力

を得ながら支援体制を取ることになる） 

組織の名称 特定の支援室を置かず、学生課

を中心に対応する形をとっている

●車いす使用学生の受入について 

キャンパス内の移動に支障のないよう配慮しているものの、各建物内においては制約される部分もある。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どなし あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 半数解消 半数あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※ノンステップバスは台数が少ない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



中央学院大学 http://www.cgu.ac.jp 私立 千葉 ※413-264-1
 

入試問合せ   本部 〒270-1196 我孫子市久寺家 451 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



帝京平成大学 http://www.teikyo-u.ac.jp 私立 千葉 ※414-265-1
 

入試問合せ   本部 〒290-0193 市原市潤井戸字大谷 2289 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東京基督教大学 http://www.tci.ac.jp 私立 千葉 ※415-266-1
 

入試問合せ   本部 〒270-1347 印西市内野 3-301-5 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東京歯科大学 http://www.tdc.ac.jp 私立 千葉 ※416-267-1
 

入試問合せ   本部 〒261-8502 千葉市美浜区若葉 1-2-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東京情報大学 http://www.tuis.ac.jp 私立 千葉 ※417-268-1
 

入試問合せ 入試広報課 043-236-1408 本部 〒265-8501 千葉市若葉区谷当町 1200-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京成徳大学 http://www.tokyoseitoku.ac.jp/univ/ 私立 千葉 ※418-269-2
 

入試問合せ  047-488-7111 本部 〒276-0013 八千代市保品字中台谷 2014 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※出来る限り同様に授業を行い、出来ない場合は都度対応） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 八千代キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 十条台キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本橋学館大学 http://www.nihonbashi.ac.jp 私立 千葉 ※420-270-1
 

入試問合せ アドミッションオフィス 04-7167-8655 本部 〒277-0005 柏市柏 1225-6 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 未解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



麗澤大学 http://www.reitaku-u.ac.jp 私立 千葉 ※421-271-1
 

入試問合せ   本部 〒277-8686 柏市光ヶ丘 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



和洋女子大学 http://www.wayo.ac.jp 私立 千葉 ※422-272-1
 

入試問合せ 入試広報課 047-371-1127 本部 〒272-8533 市川市国府台 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定（※教室は車いす対応になっているので特別の配慮は不要、他個人のその他状況い応じて対応を検

討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 その他の配慮をする（※グループ毎に実験をする場合、友人に手助けをしてもらう） 

実  習 その他の配慮をする（※移動しやすいよう席を端にする） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで着席しやすいよう席を端にするよう配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※特定の組織はないが、受入れ学科の要請により

学内各課が必要に応じて支援する） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

キャンパス再開発、新築建物はバリアフリー設計です。東・南・西の 3 館の移動も連絡通路ができ、より利用しやすくなりました。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 新校舎は対応 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



麻布大学 http://www.azabu-u.ac.jp 私立 神奈川 ※620-375-1
 

入試問合せ 入学広報課 042-769-2032 本部 〒229-8501 相模原市淵野辺 1-17-71 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 レポートの提出に代える／実験の内容を変更する 

実  習 レポートの提出に代える 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

教室棟、事務棟を中心に出入口のスロープ設置等を行い、改善に努めています。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



神奈川大学 http://www.kanagawa-u.ac.jp 私立 神奈川 ※621-376-2
 

入試問合せ 入試センター 045-481-5661(内線 2422) 本部 〒221-8624 横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※種目により、パートナーと一緒に実技を行なう） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験を受けやすい場所を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 横浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり 半数あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能（※生協に問い合わせ） 

 



キャンパス（名称 湘南ひらつかキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 なし なし ※図書室 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし あり  

体育館 未解消 未解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※本数は少ない） 

学生寮 学生寮はなし（※湘南ひらつかキャンパスの学生は実質的に通学困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神奈川工科大学 http://www.kanagawa-it.ac.jp 私立 神奈川 ※623-377-1
 

入試問合せ 入試課 046-291-3000 本部 〒243-0292 厚木市下荻野 1030 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※担当教員の配慮による） 

実  験 その他の配慮をする（※担当教員の配慮による） 

実  習 その他の配慮をする（※担当教員の配慮による） 

定期試験 車いすで受けられる試験室に変更する 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ボランティアサークル 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 半数解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - 半数あり ※１階のためエレベーターは不要 

体育館 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神奈川歯科大学 http://www.kdcnet.ac.jp 私立 神奈川 ※624-378-1
 

入試問合せ   本部 〒238-8580 横須賀市福岡町 82 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



鎌倉女子大学 http://www.kamakura-u.ac.jp 私立 神奈川 ※625-379-1
 

入試問合せ 入試・就職センター入試課 0467-44-2116 本部 〒247-8512 鎌倉市大船 6-1-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 個別に対応する 

体育実技     〃 

実  験     〃 
実  習     〃 
定期試験     〃 
●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 大船キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可（※ただし送迎〔登下校時〕は可  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



関東学院大学 http://www.kanto-gakuin.ac.jp 私立 神奈川 ※626-380-3
 

入試問合せ 入試センター 045-786-7019 本部 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 18 名） あり（計 7 名） あり（計名） あり（計 5 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定（※受験希望者の状況による） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※受験希望者の状況による） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（※文学部・法学部・人間環境学部）／パソコン等の補助機器の使用を

認める（※法学部）／配慮なし（※経済学部・工学部） 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを開講しているー文学部・経済学部）／配慮なし（※工学部・人間環境学部）／

配慮未定（※法学部） 

実  験 実験はない（※文学部・経済学部・法学部）／配慮なし（※工学部）／配慮未定（※人間環境学部） 

実  習 実習はない（※経済学部・法学部）／その他の配慮をする（※学外実習先として介助を主とする施設ではなく主とし

て相談業務を実施している機関へ配属しているー文学部）／配慮なし（※工学部）／配慮未定（人間環境学部） 

定期試験 その他の配慮をする（※机の前列部分が車いすを配置できる-文学部、試験教室を別に用意するー経済学部）／

配慮なし（※工学部・人間環境学部）／配慮未定（法学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

金沢八景〔室の木〕キャンパス…人間環境学部 

建物は全て、１階、２階がつながっている為、雨天の場合でも教室移動がスムーズに行える。 
 

キャンパス（名称 金沢八景キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 解消 解消 殆どなし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



キャンパス（名称 金沢文庫キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※エスカレーターがあり、駅員が補助する。） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 小田原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



相模女子大学 http://www.sagami-wu.ac.jp 私立 神奈川 ※629-381-1
 

入試問合せ   本部 〒228-8533 相模原市文京 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



産能大学 http://www.sanno.ac.jp 私立 神奈川 ※630-382-1
 

入試問合せ 入試センター 0463-92-3494 本部 〒259-1197 伊勢原市上粕屋 1573 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※大学入試センター試験実施措置に準拠） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※車

いす用の机を用意している） 

体育実技 その他の配慮をする（※体育実技は選択科目なので履修義務はなし）／配慮なし 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※実習科目は選択科目なので履修義務はなし）／配慮なし 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※個々の状況に応じ、個別教室での授験、試験時

間の延長を行う） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 湘南キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 - - - -  

      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがあり、ノンステップバスも走っている（※本数は少ない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



松蔭大学 http://www.shoin-u.ac.jp 私立 神奈川 ※631-383-1
 

入試問合せ 広報課  本部 〒243-0124 厚木市森の里若宮 9-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 厚木キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 未解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



湘南工科大学 http://www.shonan-it.ac.jp 私立 神奈川 ※632-384-1
 

入試問合せ 入試課 0466-30-0200 本部 〒251-8511 藤沢市辻堂西海岸 1-1-25 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp 私立 神奈川 ※633-385-1
 

入試問合せ 入試プロジェクト 046-245-1055 本部 〒243-8521 厚木市関口 808 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

障害をお持ちの方が本学の受験を希望される場合は、出願前にご相談いただけると幸甚です 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



聖マリアンナ医科大学 http://www.marianna-u.ac.jp 私立 神奈川 ※634-386-1
 

入試問合せ 教学部教育課 044-977-9552 本部 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※事前に申出があった場合、車椅子で利用可能

な試験室に割当てる。） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 殆どあり なし  

図書館 未解消 未解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

体育館 解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



洗足学園音楽大学 http://www.senzoku.ac.jp 私立 神奈川 ※635-387-2
 

入試問合せ 入試センター 044-856-2955 本部 〒213-8580 川崎市高津区久本 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 溝の口キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 横浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） （※溝の口キャンパスと同一の学

生寮を使用） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



鶴見大学 http://www.tsurumi-u.ac.jp 私立 神奈川 ※637-388-1
 

入試問合せ 文学部・短期大学部事務部 045-581-1001（内線 8206） 本部 〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見 2-1-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※保健コースを設け、障害の度合に応じた授業を行う。） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※試験を受けやすい場所で行う。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



田園調布学園大学 http://www.dcu.ac.jp 私立 神奈川 ※638-389-1
 

入試問合せ   本部 〒215-8542 川崎市麻生区東百合丘 3-4-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



桐蔭横浜大学 http://www.toin.ac.jp 私立 神奈川 ※639-390-1
 

入試問合せ   本部 〒225-8503 横浜市青葉区鉄町 1614 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東海大学 http://www.icc.u-tokai.ac.jp 私立 神奈川 ※640-391-5
 

入試問合せ  0463-58-1211 本部 〒259-1292 平塚市北金目 1117 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 25 名） あり（計 6 名） あり（計不明名） あり（計 5 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る（※一部）／その他の配慮をする（※専用机、車いすの保管、車両入構許可、父母同伴可） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※身障者用の特別な体育科目を開講） 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える／実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／補助者をつける／その他の配慮をする（※障害によって臨機応変な

対応をしている） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害によって臨機応変な対応をしている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 湘南キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり 半数あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※最寄駅ではない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 代々木キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 沼津キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 半数あり 殆どあり  

図書館 解消 解消 半数あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 半数あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり 殆どあり  

体育館 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 清水キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

キャンパス（名称 伊勢原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東京工芸大学 http://www.t-kougei.ac.jp 私立 神奈川 ※645-392-2

 

入試問合せ 
中野キャンパス 入試事務室 

厚木キャンパス 入試事務室 

03-3372-1321 

046-242-4111 
本部 〒243-0297 厚木市飯山 1583 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※ボランティア学生が付き添う場合も有る） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※大学より学生団体であるボランティアサークルに依

頼する。） 

組織の名称 （※ボランティアサークルＷＩＬＬ） 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 厚木キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 半数解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 解消 半数あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 中野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東洋英和女子学院大学 http://www.toyoeiwa.ac.jp 私立 神奈川 ※647-393-1
 

入試問合せ 入試広報課 045-922-5512 本部 〒226-0015 横浜市緑区三保町 32 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る（※学生） 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する（※どちらを選択しても良い） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※教室、実習生の配属） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

事務棟 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど解消 なし 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



フェリス女学院大学 http://www.ferris.ac.jp 私立 神奈川 ※648-394-2
 

入試問合せ 入試課 045-812-9183 本部 〒245-8650 横浜市泉区緑園 4-5-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※大学と受験方法などについて事前に相談すること。） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※「大学入試センター試験における受験特別措置」に準じて配慮を行う。） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※付添を許可した。） 

体育実技 配慮なし（※体育実技関連科目は選択科目のため。） 

実  験 配慮なし（※実験関連科目は選択科目のため。） 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※身体障害のある学生の勉学

の充実と向上を支援するため、チュータ

ーの制度を設けている。） 

組織の名称 ※組織としては、確立していない。「フェリス女学院大

学チューターに関する内規」を制定し、学生部長が学

科主任等と協議のうえ、支援を行う。 

●車いす使用学生の受入について 

現在、組織化された支援体制はないが、校舎内外のバリアフリーに努め、可能な限りの障害学生を受け入れている中で、生活面

で支障のないように対応している。 
 

キャンパス（名称 緑園キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※最寄駅はエレベーターがあり、車いすでの利用に支障はない。） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※下宿、アパートの紹介については、不動産会社に委託している。不動産会

社、学生マンションの紹介はできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定。） 

 



キャンパス（名称 山手キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 - -  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 - -  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 - -  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 - -  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 未解消 - -  

体育館 半数解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



横浜商科大学 http://www.shodai.ac.jp 私立 神奈川 ※650-395-2
 

入試問合せ 入試事務室 045-571-3901（内線 141） 本部 〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾 4-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  ※受入れ不可ですので回答は致しません 

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 つるみキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 ※受入れ不可ですので回答はいたしません 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 みどりキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 ※受入れ不可ですので回答はいたしません 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

 



敬和学園大学 http://www.keiwa-c.ac.jp 私立 新潟 ※652-396-1
 

入試問合せ 教務課入試室 0254-26-2507 本部 〒957-8585 新発田市富塚字三賀境 1270 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※車いす使用の学生が可能な実技を行ってもらう。） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - なし ※１階のみ 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階のみ 

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長岡大学 http://www.nagaokauniv.ac.jp 私立 新潟 ※653-398-1
 

入試問合せ 入学室 0258-39-1600 本部 〒940-0828 長岡市御山町 80-8 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長岡造形大学 http://www.nagaoka-id.ac.jp 私立 新潟 ※654-399-1
 

入試問合せ 入試広報課 0258-21-3331 本部 〒940-2088 長岡市宮関町 197 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定（※体育実技の授業はない） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※ホーム直通のエレベーターはないが、エスカルによりホームへ移動可能） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟医療福祉大学 http://www.nuhw.ac.jp 私立 新潟 ※655-400-1
 

入試問合せ 入試事務室 025-257-4459 本部 〒950-3198 新潟市島見町 1398 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない(※大講堂に設置してある) 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 ※スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟経営大学 http://www.niigataum.ac.jp 私立 新潟 ※656-401-1
 

入試問合せ 入試広報課 0256-53-3000 本部 〒959-1321 加茂市希望ヶ丘 2909-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり なし  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 解消 - なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 殆ど未解消 解消 殆どあり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※スロープがある） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



新潟工科大学 http://www.niit.ac.jp 私立 新潟 ※657-402-1
 

入試問合せ 学生課入試係 0257-22-8118 本部 〒945-1195 柏崎市藤橋 1719 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学は工学部という性格上、実験実習や野外での講習とがあり、重度の障害を持つ者の修学は困難だと言わざるを得ない。 

本学では受験の際に修学上支援が必要であるとの申し出があればその都度支援内容及び方法を検討することとしている。制

度や組織的には現地点では障害者の支援を目的としたものはないが、日常生活を介助者なしで行える程度の障害であれば実験

等についてもグループでの実施や技術職員による介助で十分修学できると考えられる。 

なお、施設的には全校舎に障害者用トイレ、スロープ、エレベータを設置。一部校舎に点字ブロック、自動ドアを設置している。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 - なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟国際情報大学 http://www.nuis.ac.jp 私立 新潟 ※658-403-2
 

入試問合せ 学務課 025-239-3111 本部 〒950-2292 新潟市みずき野 3-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※大学までのバス路線はない。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 新潟中央キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -     全て同じ建物にある 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟産業大学 http://www.nsu.ac.jp 私立 新潟 ※660-404-1
 

入試問合せ 入試課 0257-24-4901 本部 〒945-1393 柏崎市軽井川 4730 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※障害の程度により、個々に対応する。） 

体育実技 その他の配慮をする（           〃             ） 

実  験 その他の配慮をする（           〃             ） 

実  習 その他の配慮をする（           〃             ） 

定期試験 その他の配慮をする（           〃             ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 - あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



新潟青陵大学 http://www.n-seiryo.ac.jp 私立 新潟 ※661-405-1
 

入試問合せ   本部 〒951-8121 新潟市水道町 1 丁目 5939 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



新潟薬科大学 http://www.niigatayakudai.jp 私立 新潟 ※662-406-2
 

入試問合せ 教務課 025-269-3170 本部 〒956-2081 新潟市上新栄町 5-13-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業後得られる国家資格が取得できない見込みであ

るため／卒業に必要な科目の履修が困難であるため

／エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャン

パス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生

の受け入れについて何も決まっていないため／今まで

車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 薬学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 殆どなし あり  

研究棟 未解消 未解消 殆どなし あり  

事務棟 未解消 未解消 殆どなし あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※バスはない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は困難 

 



キャンパス（名称 新津キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



高岡法科大学 http://www.takaoka.ac.jp 私立 富山 ※664-407-1
 

入試問合せ 入試課 0766-63-3388 本部 〒939-1193 高岡市戸出石代 307-3 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない／配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし 殆どなし  

研究棟 未解消 未解消 なし 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 なし 殆どなし  

学生会館      

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



富山国際大学 http://www.tuins.ac.jp 私立 富山 ※665-409-1
 

入試問合せ   本部 〒930-1292 上新川郡大山町東黒牧 65-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



金沢医科大学 http://www.kanazawa-med.ac.jp 私立 石川 ※666-410-1
 

入試問合せ 入学センター 076-286-2211 本部 〒920-0293 河北郡内灘町大学 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 実技を見学する／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 実習を見学する／配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生支援センターで学生全般の勉学、生活面の支

援にあたる） 

組織の名称 学生支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



金沢学院大学 http://www.kanazawa-gu.ac.jp 私立 石川 ※667-411-1
 

入試問合せ 入試広報部 076-229-8833 本部 〒920-1392 金沢市末町 10 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



金沢工業大学 http://www.kitnet.jp 私立 石川 ※668-412-1
 

入試問合せ 入試センター 076-248-1100 本部 〒921-8501 石川郡野々市町扇が丘 7-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 その他の配慮をする（※車いすで実験を受けやすい場所を用意する）／配慮未定 

実  習  

定期試験 配慮未定 （※H17 年度より定期試験は全学で実施しません） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

個々の入学生の状況に合わせて授業、施設の配慮を実施する 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - 半数あり ※１階のため不要 

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - 半数あり ※１階のため不要 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



金沢星稜大学 http://www.seiryo-u.ac.jp 私立 石川 ※669-413-1
 

入試問合せ  076-253-3922 本部 〒920-8620 金沢市御所町丑 10-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どあり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 あり あり  

事務棟 半数解消 半数解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし あり  

図書館 殆ど未解消 半数解消 殆どなし あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



金城大学 http://www.kinjo.ac.jp 私立 石川 ※670-414-1
 

入試問合せ 入試広報室 076-276-4400 本部 〒924-8511 白山市笠間町 1200 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について（配慮が必要な方は）事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※担当教員の判断により、できる実技をしてもらう） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※担当教員の判断による） 

定期試験 その他の配慮をする（※出入りのしやすい座席の指定のみ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※本学教職員の担当者がいる） 組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※ 寄駅から大学までの路線バス・スクールバスの運行はありません） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



北陸大学 http://www.hokuriku-u.ac.jp 私立 石川 ※671-415-2
 

入試問合せ アドミッションセンター 076-229-2667 本部 〒920-1180 金沢市太陽が丘 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※入学試験時に、健康状態および身体状況に、ついて

確認を行なう。） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※別途座席を設置） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 太陽が丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし      同一棟 

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 半数解消 未解消 - 半数あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - 解消 - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが、具体的対応については事例により検討する  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は一部不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 薬学部キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は一部不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



仁愛大学 http://www.jindai.ac.jp 私立 福井 ※673-416-1
 

入試問合せ 入試広報室 0778-27-2010 本部 〒915-8586 武生市大手町 3-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※障害者の重度差によって配慮する。） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 その他の配慮をする（※現在「実験」を受講している学生はいない。入学者には配慮する。） 

実  習 その他の配慮をする（※障害者の重度差によって配慮する） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害者の重度差によって配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う／その他（※路線バス会社にお願い

すれば、ノンステップは可能。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福井工業大学 http://www.fukui-ut.ac.jp 私立 福井 ※674-417-2
 

入試問合せ 広報・入試課 0776-29-7871 本部 〒910-7871 福井市学園 3-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可/未定 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 福井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 芦原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



健康科学大学 http://www.kenkoudai.ac.jp 私立 山梨 ※676-418-1
 

入試問合せ 入試広報室 0555-83-5240 本部 〒401-0380 南都留郡河口湖町小立 7187 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 未解消 未解消 なし 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



帝京科学大学 http://www.ntu.ac.jp/ 私立 山梨 ※677-419-1
 

入試問合せ 教務課入試広報係 0120-248-089 本部 〒409-0193 上野原市八ツ沢 2525 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 - なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 その他（※ 寄駅はエレベーター、スロープはあるが、一部） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



身延山大学 http://www.min.jp 私立 山梨 ※678-420-1
 

入試問合せ 入試事務室 0556-62-3700 本部 〒409-2597 南巨摩郡身延町身延 3567 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う（※駅員にたのめ

ばＯＫ） 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



山梨英和大学 http://www.y-eiwa.ac.jp 私立 山梨 ※679-421-1
 

入試問合せ 入試部 055-223-6024 本部 〒400-8555 甲府市横根町 888 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※個々の事前の相談により配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

現在１名の車イス使用学生がいますが、個々に対応し、支障なく勉学しています 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり ※講義棟 

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし ※クラブハウス 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし ※G ホール 

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※ノンステップバスはあるが、不定期の運行である） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



山梨学院大学 http://www.ygu.ac.jp 私立 山梨 ※680-422-1
 

入試問合せ 入試センター 055-224-1300 本部 〒400-8575 甲府市酒折 2-4-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※ボランティア学生に依頼し教室の移動〔２Ｆ

～３Ｆ〕の介助をお願いする） 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※教室の変更等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している（※ボランティアの学生）自主的な 組織の名称 特になし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない（※１名は近くへ下宿、１名は親の送迎あり） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



諏訪東京理科大学 http://www.suwa.tus.ac.jp 私立 長野 ※681-423-1
 

入試問合せ 事務部学務課 0266-73-1354 本部 〒391-0292 茅野市豊平 5000-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談を受けた上で対応いたします） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※相談を受けた上で対応いたします） 

体育実技 その他の配慮をする（          〃           ） 

実  験 その他の配慮をする（          〃           ） 

実  習 その他の配慮をする（          〃           ） 

定期試験 その他の配慮をする（          〃           ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

ほぼ全ての棟にエレベーターを設置しており、設置されていない棟については、階段に自動昇降機を備え対応しております 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



清泉女学院大学 http://www.seisen-jc.ac.jp 私立 長野 ※682-424-1
 

入試問合せ 広報 026-295-5665 本部 〒381-0085 長野市上野 2-120-8 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし なし  

学生会館 殆ど未解消 半数解消 なし 半数あり  

図書館 殆ど未解消 半数解消 半数あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※小山の頂上は付近キャンパスがあり、駅から坂道を登ることになる。バスがないの

で、ほとんど徒歩にて通学） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※実施 

 

※建築賞受賞の建築ですが、バリアフリーとは全く反対の段差を組み合わせた建物で、基本的に改造するには、かなり困難な状

況です。 



長野大学 http://www.nagano.ac.jp 私立 長野 ※683-425-1
 

入試問合せ 入試課 0268-39-0010 本部 〒386-1298 上田市下之郷 658-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 情報保障／車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮

をする（※車イス対応の机を配置している。） 

体育実技 その他の配慮をする（※障害に応じて、できる範囲で体育実技をおこなう） 

実  験  

実  習 その他の配慮をする（※教育実習、福祉実習とも場合は、大学側が施設側と調整したうえで実習をおこない、通常

の実習巡回を増やし、配慮する） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※別室受験を認める。時間延長を認める。〔車イス

使用学生との相談のうえ、配慮を検討する〕） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※大学に障害学生支援委員会が組織している。事務

として、学生課が窓口になっている。） 

組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

可 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※当該駅は、単線のため特に乗降・駅内の移動にエレベーター・スロープを使用しな

くとも、利用が可能である。） 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 



松本大学 http://www.matsumoto-u.ac.jp 私立 長野 ※684-426-1
 

入試問合せ 企画・広報課 0263-48-7201 本部 〒390-1295 松本市新村 2095-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 あり 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

学内はほぼバリアフリー化されています。障害者用トイレ、エレベーター、スロープ完備です。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 ※スロープあり 

寄駅から大学までのバス その他 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



松本歯科大学 http://www.mdu.ac.jp/index.html 私立 長野 ※685-427-1
 

入試問合せ ＡＯ室 0263-51-2036 本部 〒399-0781 塩尻市広丘郷原 1780 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／今まで

車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



朝日大学 http://www.asahi-u.ac.jp 私立 岐阜 ※686-428-1
 

入試問合せ 入試課 058-329-1089 本部 〒501-0296 瑞穂市穂積 1851 
 

●車いす使用学生の受入 可（法・経営学部）

未定（歯学部） 

※不可又は未定

の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※座席を指定〔車いす用〕する。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 半数解消 未解消 半数あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難）（※スポーツ学生用女子寮） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岐阜経済大学 http://www.gifu-keizai.ac.jp 私立 岐阜 ※687-429-1
 

入試問合せ   本部 〒503-8550 大垣市北方町 5-50 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



岐阜女子大学 http://www.gijodai.ac.jp 私立 岐阜 ※688-430-1
 

入試問合せ 入試室 058-229-2211 本部 〒501-2592 岐阜市太郎丸 80 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



岐阜聖徳学園大学  私立 岐阜 ※689-431-2
 

入試問合せ   本部  
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

掲 載 を 見 送 る 



キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



中京学院大学 http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 私立 岐阜 ※691-432-1
 

入試問合せ 広報部 0573-66-3121 本部 〒509-9195 中津川市千旦林 1-104 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

いままで受験者がなかった 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う（※必要ならば部分改造する） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



中部学院大学 http://www.chubu-gu.ac.jp 私立 岐阜 ※692-433-1
 

入試問合せ 入試広報課 0575-24-2213 本部 〒501-3993 関市倉知 4909-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／別の科目を履修することで代用する 

実  験  

実  習 実習を別の内容に代える／その他の配慮をする（※障害をもつ学生を受入れてくれる実習先を確保する） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験時間を延長する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※聴覚障害学生支援として、「ノートテイカー」に対して奨励金

を支給「ノートテイク」を学ぶ授業科目を今年開講「障害者とのコミュニ

ケーションⅡ」ノートテイカーの窓口を教務課が行っている。） 

組織の名称 教務課 

障害学生部会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

図書館 殆ど解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東海女子大学 http://www.tokaijyoshi-u.ac.jp 私立 岐阜 ※693-434-1
 

入試問合せ 渉外部 0583-89-2200 本部 〒504-8511 名務原市那加桐野町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（総合文化学科）／パソコン等の補助機器の使用を認める（総合文化

学科）／その他の配慮をする（※必要があれば適宜応じる）／配慮なし（心理学科のみ） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（総合文化学科）／その他の配慮をする（※必要があれば適宜応じる・総合

文化学科）／配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特にない 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり -  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



静岡英和学院大学 http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp 私立 静岡 ※694-435-1
 

入試問合せ 入試広報室 054-261-9322 本部 〒422-8005 静岡市池田 1769 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり なし  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 あり なし  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 あり なし  

学生会館 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp 私立 静岡 ※695-436-2
 

入試問合せ 教務課 0538-37-3852 本部 〒438-0191 磐田市大原 1572-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮なし 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※筆記に時間がかかる場合等レポートに代替する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 経営学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟   なし なし  

研究棟   あり なし  

事務棟   あり なし  

学生会館 － － － －  

図書館   なし あり  

講堂・ホール   あり なし  

食堂・喫茶   なし なし  

体育館   なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 国際情報学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館 － － － －  

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶     ※１階建て  トイレはなし 

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



静岡福祉大学 http://www.suw.ac.jp 私立 静岡 ※697-437-1
 

入試問合せ 入試広報担当 054-623-7451 本部 〒425-8611 焼津市本中根 549-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） 1（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 あり 

●授業等での配慮 

一般講義 あり 

体育実技 あり 

実  験 あり 

実  習 あり 

定期試験 あり 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置している 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

担当部署が相談に応じます。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物で介助が必要 

●車いす用の座席 なし 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況 エレベーター、スロープを設置（焼津駅） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも一部、運行しています。 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 可 

 



静岡文化芸術大学 http://www.suac.ac.jp 私立 静岡 ※698-438-1
 

入試問合せ 学生室 053-457-6121 本部 〒430-8533 浜松市野口町 1794-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※受験当日、車での入構

可。エレベーター使用可。机持ち込み可〔別室受験〕身障害用トイレ使用可。） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



静岡理工科大学 http://www.sist.ac.jp 私立 静岡 ※699-439-1
 

入試問合せ 入試広報推進課 0538-45-0115 本部 〒437-8555 袋井市豊沢 2200-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※事前の相談要） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※審番等により授業に参加する） 

実  験 その他の配慮をする（※担当教員の判断による） 

実  習 その他の配慮をする 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



聖隷クリストファー大学 http://www.seirei.ac.jp 私立 静岡 ※700-441-1
 

入試問合せ 入試・広報センター 053-439-1401 本部 〒433-8558 浜松市三方原町 3453 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※個別の事情・相談による） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※利用がしやすい座席［場所、什器］の用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学の教育においては、実習が重要な位置を占めるのでそれら現場における実習の履修を不可能とする健康上の問題が明らか

な場合や健康上の不安のある方には、入試出願前に事前に相談していただくようにしています。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※３教室に幅の広い机が用意されている） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 解消 - 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



常葉学園大学 http://www.tokoha-u.ac.jp 私立 静岡 ※701-440-2
 

入試問合せ 教務課 04-263-1126 本部 〒420-0911 静岡市瀬名 1-22-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 静岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 常葉学園大学サテライトキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どあり なし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



浜松大学 http://www.hamamatsu-u.ac.jp 私立 静岡 ※703-442-1
 

入試問合せ 教務入試課 053-428-6749 本部 〒431-2102 浜松市都田町 1230 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 その他の配慮をする（※できる範囲の実技参加して頂いた。〔学生と相談して〕） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 - なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 - なし  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



浜松学院大学 http://www.hgu.ac.jp 私立 静岡 ※704-443-2
 

入試問合せ 入試広報課 053-450-7117 本部 〒432-8012 浜松市布橋 3-2-3 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 住吉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 布橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



富士常葉大学 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp 私立 静岡 ※706-444-1
 

入試問合せ   本部 〒417-0801 富士市大渕 325 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



愛知大学 豊橋キャンパス http://www.aichi-u.ac.jp 私立 愛知 ※707-445-3
 

入試問合せ 入試課 0532-47-4117 本部 〒440-0055 豊橋市町畑町字畑 1 番地の 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり （※身障者手帳の番号） 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※場合によって）／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※付添

は近くで待機） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 （※身体状況による） 

体育実技 配慮未定 （     〃     ） 

実  験 配慮未定 （     〃     ） 

実  習 配慮未定 （     〃     ） 

定期試験 配慮未定 （     〃     ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 豊橋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※ただし、生協にて紹介している） 

 



愛知大学 名古屋キャンパス http://www.aichi-u.ac.jp 私立 愛知 ※708-445-3
 

入試問合せ 入試課 052-937-8112 本部 〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目 10-31 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※試験室を出入しやすい席を指定する。別室受

験を配慮することもある） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※本人と相談の上、可能な限り実技に参加する） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし（※パソコン実習において、過去の車いす使用学生については上半身の機能に問題がなかったため、配

慮はなかった） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 （※状況に応じて、その内容に関係する部署が対応する） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 名古屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 車道キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※状況により検討） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない （※本学として紹介はしていない。小会社、生協等にお願いしている）    

 



愛知医科大学 http://www.aichi-med-u.ac.jp/ 私立 愛知 ※710-446-1
 

入試問合せ  052-264-4811(代) 本部 〒480-1195 愛知郡長久手町大字岩作字雁又 21 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



愛知学院大学 http://www.aichi-gakuin.ac.jp 私立 愛知 ※711-447-3
 

入試問合せ 入試センター 0561-73-1111(内線 1504) 本部 〒470-0195 日進市岩崎町阿良池 12 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 9 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 日進キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 半数解消 半数解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 未解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 楠元キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 （学生の車通学は全学生禁止） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

キャンパス（名称 末盛キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 その他 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



愛知学泉大学 http://www.gakusen.ac.jp 私立 愛知 ※714-448-2
 

入試問合せ 入試広報室 0565-31-4666 本部 〒471-8532 豊田市大池町汐取 1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／誓約書をかわす／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称 バリアフリー、ＥＶ 

●車いす使用学生の受入について 

保護者同伴で講義受講可 

 

キャンパス（名称 岡崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（※一部） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 豊田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知工科大学 http://www.aut.ac.jp/ 私立 愛知 ※716-449-1
 

入試問合せ 入試事務局 0533-68-1135 本部 〒443-0047 蒲郡市西迫町馬乗 50-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



愛知工業大学 http://www.aitech.ac.jp 私立 愛知 ※717-450-1
 

入試問合せ 入試広報課 0565-48-8121（内線 1102～6） 本部 〒470-0392 豊田市八草町八千草 1247 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※５限目に特殊体育実技を実施している） 

実  験 その他の配慮をする（※パソコンや電子機器を用いた実験を行っており、他の学生と同じ内容で実験する。グルー

プで行う実験の場合には「車椅子の学生がいつも書記役」ということのないよう、グループの学生を指導する。一人

一人で行う実験〔パソコンを用いた実験等〕の場合には特に配慮なし）／配慮なし 

実  習 その他の配慮をする（※企業実習〔選択科目〕があり、本人が履修した場合に本人の希望職種でかつ車椅子学生

を受け入れてくれる企業を探す） 

定期試験 その他の配慮をする（※学内で移動しやすい教室を充てている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 解消 解消 あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※スロープのみ設置） 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知産業大学 http://www.asu-group.net/univ/ 私立 愛知 ※718-451-1
 

入試問合せ 入試課 0564-48-4511 本部 〒444-0005 岡崎市岡町原山 12-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど解消 半数解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカレーター等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



愛知淑徳大学 http://www.aasa.ac.jp 私立 愛知 ※719-452-2
 

入試問合せ 入試広報課 052-781-1151 本部 〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘 23 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（※特別措置が必要な場合「特別措置願」の提出あり）／医師の診断書を提出

／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※下肢だけの場合は不可）／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のあ

る方に対して解答方法を配慮する（※ワープロの使用等、時間延長あり）／その他の配慮あり（※介助者をつけ

る、別室受験等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする（※選択科目である為） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 長久手キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 殆ど未解消 あり なし  

事務棟 殆ど未解消 半数解消 殆どなし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 半数解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※原則） 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 星が丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 殆どあり あり  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり あり  

体育館 解消 解消 殆どあり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



愛知新城大谷大学 http://www.owari.ac.jp/ac.jp/shinshiro/ 私立 愛知 ※721-453-1
 

入試問合せ 入試課 0536-23-3311 本部 〒441-1306 新城市市川路字萩平 1-125 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（※体育実技は必修ではない為、他の科目を履修していただくことになると思

います。） 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※学生本人の状況を考慮。本学では、社会福祉施設等での実習科目があります。本人の状

況を考慮して、配属先を決定するなどが考えられます。 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている（※スロープのみ） 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知文教大学 http://www.abu.ac.jp 私立 愛知 ※722-454-1
 

入試問合せ 入試係 0568-78-2211 本部 〒485-8565 小牧市大字大草字年上坂 5969-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学は設立 7 年目で学内設備も新しい為、不自由する点は少ないと思います。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 半数解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



愛知みずほ大学 http://www.aichi-mizuho.ac.jp/amc 私立 愛知 ※723-455-1
 

入試問合せ   本部 〒470-0394 豊田市平戸橋町波岩 86-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



桜花学園大学 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp 私立 愛知 ※724-456-3
 

入試問合せ 入試係 0565-35-3131 本部 〒471-0057 豊田市大平町七曲 12-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 豊田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 未解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 名古屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 未解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 名古屋栄キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟      

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



金城学院大学 http://www.kinjyo-u.ac.jp 私立 愛知 ※727-457-1
 

入試問合せ 入試広報室 052-798-4471 本部 〒463-8521 名古屋市守山区大森 2-1723 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※座席の配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※担任を中心に対応している） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学は起伏に富んだ立地にあるため、見学されることをおすすめします。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※一部の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカレータ等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス その他（※バスはない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



椙山女学園大学 http://www.sugiyama-u.ac.jp 私立 愛知 ※728-458-2
 

入試問合せ 入学センター事務室 0120-244-887 本部 〒464-8662 名古屋市千種区星ヶ丘元町 17-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※一部科目で講義録音の許可をした。） 

体育実技 実技を見学する／配慮未定 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける（人間関係学部）／配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※科目担当教員毎に個別対応が一部あった。・文学部）／配慮なし（人間関係学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 星が丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 日進キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 殆ど解消 - なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



星城大学 http://www.seijoh-u.ac.jp 私立 愛知 ※730-459-1
 

入試問合せ 入試広報課 052-601-6009 本部 〒476-8588 東海市富貴ノ台 2-172 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） 

健常者だったが受験

時車いす使用 

なし（計名） 

開学３年目 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 半数あり なし  

研究棟 未解消 未解消 半数あり あり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 



大同工業大学 http://www.daido-it.ac.jp 私立 愛知 ※731-460-2
 

入試問合せ 入試室 052-612-6117 本部 〒457-8530 名古屋市南区滝春町 10-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（※高等学校から提出される調査書で可） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※損傷の程度によって検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 その他の配慮をする（※実技種目を限定している） 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 滝春校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり -  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 白水校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



中京大学 http://www.chukyo-u.ac.jp 私立 愛知 ※733-461-2
 

入試問合せ 入試課 052-835-7111 本部 〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町 101-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※教室によっては、特別室を設ける） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 名古屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 あり 半数あり  

事務棟  殆ど解消 なし 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 半数解消 殆どあり なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 豊田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 未解消 殆ど解消 半数あり なし  

事務棟 解消 解消 - あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



中京女子大学 http://www.chujyo-u.ac.jp 私立 愛知 ※735-462-1
 

入試問合せ 学生総合サポートセンター 0562-46-1218 本部 〒474-0011 大府市横根町名高山 55 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



中部大学 http://www.chubu.ac.jp 私立 愛知 ※736-463-1
 

入試問合せ 広報部入試事務課 0568-51-1111 本部 〒487-8501 春日井市松本町 1200 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮なし（※必修科目ではない） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 半数あり あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 殆ど未解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 殆ど未解消 あり 半数あり  

図書館 解消 殆ど未解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 半数解消 殆ど未解消 - 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 - 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東海学園大学 http://www.tokaigakuen-u.ac.jp 私立 愛知 ※737-464-2
 

入試問合せ 入試広報室 052-801-1204 本部 〒468-8514 名古屋市天白区中平 2-901 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の状況に応じて実技の負担を軽減） 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※実習の担当者に、事前に配慮をお願いした） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時の座席を入口近くに設けた） 

●障害学生を支援する組織  

組織の状況 大学側で設置しており、専任の担当者もいる 組織の名称 学生生活支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 名古屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 解消 なし あり  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 三好キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



同朋大学 http://www.doho.ac.jp 私立 愛知 ※739-465-1
 

入試問合せ 入試広報課 052-411-1247 本部 〒453-8540 名古屋市中村区稲葉地 7-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 4 名） なし（計名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※本人が障害の状況に応

じて相談の上決める） 

●授業等での配慮  ※一般講義～定期試験の項目全て、その他の配慮「本人の障害の状況により相談しながら行っています」 

                が追加されます 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する/パソコン等の補助機器の使用を認める/要約筆記の補助者をつける 

体育実技 ※大学から補助者を付け、出きるかぎり実技する 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／その他の配慮をする（※本人の障害の状況により相談しながら現場実習等外の施設で行うもの

についても先方にはその旨を伝えますが、特別に…ということはしません。同級生などの自然な補助はしてもらって

います。）／配慮なし 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生支援準備室 

●車いす使用学生の受入について 

本学成徳館（ジョウトクカン）は「福祉環境設備基準適合」として名古屋市から認定された建物で、この建物が１２Ｆ建で学生のメイ

ン施設になっています。せまいキャンパスですが、キャンパス内は車イス移動でこまることのないように整備されています。個々の

障害に応じたサポートが出来るよう心がけております。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 解消 殆ど解消 あり あり ※教室棟と同一棟 

学生会館 殆ど解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



東邦学園大学 http://www.nagoya-toho.ac.jp 私立 愛知 ※740-466-1
 

入試問合せ 入試広報室 052-782-1600 本部 〒465-8515 名古屋市名東区平和が丘 3-11 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※状況に応じて対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特にありません 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 その他（※エスカレーターはあるが、階段を数段利用しなければならない） 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他（※バス停から上り坂〔５分程度〕） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



豊田工業大学 http://www.toyota-ti.ac.jp 私立 愛知 ※741-467-1
 

入試問合せ   本部 〒468-8511 名古屋市天白区久方 2-12-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



豊橋創造大学 http://www.sozo.ac.jp 私立 愛知 ※742-468-1
 

入試問合せ 入試 0532-54-9725 本部 〒440-8511 豊橋市牛川町松下 20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※状況に応じて対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※車いす学生用の机を用意している） 

体育実技 その他の配慮をする（※体育実技を必修科目としていない） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※障害者の実習受け入れ可能な実習先などを確保するよう努めている。） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間の延長を認めている。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※既存の組織で、各組織ごとに対応している） 組織の名称 教務課、学生課、庶務課 

●車いす使用学生の受入について 

実際に車いす使用の学生と一緒に学内を回り、利用可能かどうかなどを検証し、バリアフリー化に努めている。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 殆ど解消 - なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 - なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



名古屋音楽大学 http://www.doho.ac.jp/~meion/ 私立 愛知 ※743-469-1
 

入試問合せ   本部 〒453-8540 名古屋市中村区稲葉地町 7-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



名古屋外国語大学 http://www.nufs.nakanishi.ac.jp 私立 愛知 ※744-470-1
 

入試問合せ   本部 〒470-0197 日進市岩崎町竹ノ山 57 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



名古屋学院大学 http://www.ngu.ac.jp 私立 愛知 ※745-471-1
 

入試問合せ 入学センター 0561-42-0339 本部 〒480-1298 瀬戸市上品野町 1350 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※特別な机を用意している。） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（※体育実技を必修科目にしていない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※本人の申請により可能な事項について配慮している 例 別室を用意する、別机を用意す

る、回答用紙サイズを配慮する等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がある 

●車いす用の座席 （机）どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟   あり あり  

研究棟   あり なし  

事務棟   あり あり  

学生会館   なし なし  

図書館   あり あり  

講堂・ホール   なし なし  

食堂・喫茶   なし あり ※エスカルがついている 

体育館   なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス ※スクールバスはあるが車いすでの利用は困難 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



名古屋学芸大学 http://www.nuas.ac.jp 私立 愛知 ※746-472-1
 

入試問合せ 入試広報室 0561-75-1777 本部 〒470-0196 日進市岩崎町竹ノ山 57 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



名古屋経済大学 http://www.nagoya-ku.ac.jp 私立 愛知 ※747-473-1
 

入試問合せ 入学広報部 0568-67-0511 本部 〒484-8504 犬山市字内久保 61-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが、車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



名古屋芸術大学 http://www.nua.ac.jp 私立 愛知 ※748-474-2

 

入試問合せ 
師勝キャンパス広報入試課 

西春キャンパス広報入試課 

0568-24-0315 

0568-24-0325 
本部 〒481-8503 西春日井郡師勝町 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 師勝キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 西春キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



名古屋産業大学 http://www.nagoya-su.ac.jp 私立 愛知 ※750-475-1
 

入試問合せ 入試広報室 0561-55-5101 本部 〒488-8711 尾張旭市新居町山の田 3255-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する／配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 ありなし ありなし  

研究棟 未解消 解消 ありなし ありなし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



名古屋商科大学 http://www.nucba.ac.jp 私立  ※751-476-1
 

入試問合せ 入試広報 0561-73-2111 本部 〒470-0193 日進市米野木町三ヶ峯 4-4 
 

●車いす使用学生の受入 未定 

（※個別に検討） 

※不可又は未定の場合の

理由 

※エレベーター、スロープ、車いす用トイレなど

キャンパス内の設備が十分とは言えないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験を見学する／実験の内容を変更する 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 日進キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ※ほとんどの建物に行くのにスロープがある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできる 

 



名古屋女子大学 http://www.nagoya-wn.ac.jp 私立  ※752-477-2
 

入試問合せ 入試課  本部 〒467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町 3-40 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※事前に申し出があれば可能な限り対応します。） 

体育実技 その他の配慮をする（              〃                ） 

実  験 その他の配慮をする（              〃                ） 

実  習 その他の配慮をする（              〃                ） 

定期試験 その他の配慮をする（              〃                ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※クラスメイトが自主的に支援しています。） 組織の名称 名称はありません 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 汐路学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 天白学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 半数あり なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



名古屋造形芸術大学 http://www.doho.ac.jp/~zokei/ 私立 愛知 ※754-478-1
 

入試問合せ 入試広報課 0568-79-1059 本部 〒485-8563 小牧市大字大草字年上坂 6004 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟      

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶      

体育館 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスがあり車いすでの利用にも適している 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



名古屋文理大学 http://www.nagoya-bunri.ac.jp 私立  ※755-479-1
 

入試問合せ 広報課 0587-23-2400 本部 〒492-8520 稲沢市稲沢町前田 365 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



南山大学 http://www.nanzan-u.ac.jp 私立 愛知 ※756-480-2
 

入試問合せ   本部 〒466-8673 名古屋市昭和区山里町 18 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 名古屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 瀬戸キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



日本赤十字豊田看護大学 http://www.rctoyota.ac.jp/ 私立 愛知 ※758-481-1
 

入試問合せ 学生課 0565-36-5228 本部 〒471-8565 豊田市白山町七曲 12-33 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 解消 殆ど解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本福祉大学 http://www.n-fukushi.ac.jp 私立 愛知 ※759-482-2
 

入試問合せ 入学・広報課 0569-87-2212 本部 〒470-3295 知多郡美浜町奥田 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 64 名） あり（計 19 名） あり（計 19 名） あり（計 18 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する／その他の配慮をする（※障害者スポーツ） 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※録音テープで提出可） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 日本福祉大学障害学生支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

本学の学内通路は全て１/１２勾配、全ての教室移動にはＥＬＶ。全施設に障害者トイレ設置〔１部男女別、ウォシュレット、ベット

等〕停電時に緊急用として、エバックチュアー３ヶ所設置〔２階以上から肢体不自由者を乗せて降ろす装置・手動式〕 
 

キャンパス（名称 美浜キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 半数解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用（１階）に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 半田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり、車いす使用（１階）に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



人間環境大学 http://www.uhe.ac.jp 私立 愛知 ※761-483-1
 

入試問合せ 入試・広報課 0564-48-7811 本部 〒444-3505 岡崎市本宿町上三本松 6-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

寄駅の状況  

寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



藤田保健衛生大学 http://www.fujita-hu.ac.jp 私立 愛知 ※762-484-1

 

入試問合せ 
医学部入試係 

衛生学部入試係 

0562-93-2634 

0562-93-2504 
本部 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪 1-98 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮なし（※但し、事前の相談に応じる。） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 － － － －  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 解消 あり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



名城大学 http://www.meijyo-u.ac.jp 私立 愛知 ※763-485-3
 

入試問合せ 入学センター 052-832-1151 本部 〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口 1-501 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※全教室［受験会場］障害者対応の教室である） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする（※学務センターより担当教員に対して配慮を依頼する） 

実  験 その他の配慮をする（                〃                ） 

実  習 その他の配慮をする（                〃                ） 

定期試験 その他の配慮をする（                〃                ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※保健センターにて対応） 組織の名称 保健センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 天白キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる  屋根なし 

寄駅の状況 寄駅には、エレベーター、スロープ、エスカル等はなく、車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 八事キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる  屋根なし 

寄駅の状況 寄駅には、エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 可児キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり 半数あり  

講堂・ホール 解消 解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる  屋根なし 

寄駅の状況 寄駅には、エレベーター、スロープ、エスカル等はなく、車いすでの利用は困難だと思う 

寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが、車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

 



皇學館大学 http://www.kogakkan-u.ac.jp 私立 三重 ※766-486-2
 

入試問合せ 入学試験課 0596-22-6316 本部 〒516-8555 伊勢市神田久志本町 1704 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※名張学舎で受験してもらってる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 文学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 社会福祉学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスがあり、車いすでの利用

にも適している 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



鈴鹿医療科学大学 http://www.suzuka-u.ac.jp 私立 三重 ※768-487-1
 

入試問合せ 入試広報室 0593-83-9591 本部 〒510-0293 鈴鹿市岸岡町 1001-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※大学近くを通るバスはありません） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



鈴鹿国際大学 http://www.suzuka-iu.ac.jp 私立 三重 ※769-488-1
 

入試問合せ 入試課 0593-72-2915 本部 〒510-0298 鈴鹿市郡山町字西高山 663-222 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※状況に応じて考える。） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮なし 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※本人の状態にあわせて考える） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※受けやすい場所を用意する。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※特にない。学生から自主的な支援にたよっている。） 組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 解消 解消 - - ※学生ホール 

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



三重中京大学 http://www.mie-chukyo-u.ac.jp 私立 三重 ※770-489-1
 

入試問合せ 入試センター 0598-29-1122 本部 〒515-8511 松阪市久保町 1846 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※身体的条件に合せて配慮） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※競技用車いすで実技に参加、障害以外の機能でも使って参加） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※車いすで実習可能な態勢に整える） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで可能な態勢に整える） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 半数解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



四日市大学 http://www.yokkaichi-u.ac.jp/ 私立 三重 ※771-490-1
 

入試問合せ 入試課 0593-65-6716 本部 〒512-8512 四日市萱生町 1200 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験を見学する 

実  習 実習を見学する 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 学生環境福祉活動部 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／その他（※現在学生は、保護者が送迎

をしている。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定（※本学では業社を

紹介させていただいています。） 

 



成安造形大学 http://www.seian.ac.jp 私立 滋賀 ※772-491-1
 

入試問合せ  077-574-2111 本部 〒520-0248 大津市仰木の里東 4-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※聴覚障害者に対する要約筆記〔ボランティア〕） 組織の名称 名称は特になし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 なし 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



聖泉大学 http://www.seisen.ac.jp 私立 滋賀 ※773-492-1
 

入試問合せ 入試室 0749-43-7511 本部 〒521-1123 彦根市肥田町 720 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

2（計名） 2（計名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり -  

事務棟 解消 解消 あり -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 － - ※1F のためエレベーターなし 

講堂・ホール - - あり -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし -  

体育館 解消 解消 － なし ※1F のためエレベーターなし 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※設備はないが、駅員の方々など援助が得られる。） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスがあり車いすでの利用にも適している 

学生寮 学生寮はない 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



長浜バイオ大学 http://www.nagahama-i-bio.ac.jp 私立 滋賀 ※774-493-1
 

入試問合せ 入試係 0749-64-8100 本部 〒526-0829 長浜市田村町 1266 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

２年目の新設大学 

あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 その他の配慮をする（※実験・実習可能な学生なので特に問題なし） 

実  習 その他の配慮をする 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - － － － ※学生会館は館物としてありません 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - － － － ※ホール・講堂は館物としてありません 

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※駅前のため必要ありません） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



びわこ成蹊スポーツ大学 http://www.osaka-seikei.ac.jp/biwako-daigaku 私立 滋賀 ※775-494-1
 

入試問合せ 教務部入試課 077-596-8425 本部 〒520-0503 滋賀郡志賀町大字北比良字尾所 1204 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 志賀キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 解消 あり -  

図書館 未解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 あり -  

体育館 半数解消 解消 あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大谷大学 http://www.otani.ac.jp 私立 京都 ※776-495-1
 

入試問合せ   本部 〒603-8143 京都市北区小山上総町 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



京都外国語大学 http://www.kufs.ac.jp 私立 京都 ※777-496-1
 

入試問合せ 入試センター 075-322-6035 本部 〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を換える 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 なし 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都学園大学 http://www.kyotogakuen.ac.jp 私立 京都 ※778-497-1
 

入試問合せ 入試課 0771-29-2222 本部 〒621-8555 亀岡市曽我部町南条大谷 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※授業科目担当者の責任において、授業への配慮を行っている） 

実  験 実験はない（※当該学生は履修していない） 

実  習 その他の配慮をする（※ＬＬ教室では車椅子学生用の機器を設備している。） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※建物間の移動には乗用車の使用を許可してい

る） 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし ※1F のみで 2F 以上への移動はほとんど出来ない 

研究棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし ※大学ホール（1F のみ） 

図書館 未解消 未解消 なし なし ※裏口から入館可能 

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし なし ※2F のみ 

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

体育館 解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都光華女子大学 http://www.koka.ac.jp 私立 京都 ※779-498-1
 

入試問合せ 学生リクルート部 075-325-5310 本部 〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町 38 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都嵯峨芸術大学 http://www.kyoto-saga.ac.jp 私立 京都 ※780-499-2
 

入試問合せ 入試課 075-864-7878 本部 〒616-8362 右京区嵯峨五島町 1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 罧原 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都産業大学 http://www.kyoto-su.ac.jp 私立 京都 ※782-500-1
 

入試問合せ 入学センター 075-705-1437 本部 〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※エレベータの無い建物の場合、できるだけ１階の教室に変更する。建物の上階で授業があ

る場合等は学生もしくはスタッフがサポートする。その他本人の要望を聞き、配慮を検討・対処する。） 

体育実技 その他の配慮をする（※体育実技は必修でないが、仮に本人が履修を希望する場合、既存の養護体育クラスで対

応できるか、本人の要望を聞き、体育教員を混じえて配慮を検討・対処する。） 

実  験 その他の配慮をする（※入学前に本人と話し合い〔配慮を希望する内容を聞き、大学で出来ること、出来ないこと、

すること、しないことを説明〕配慮を検討、対処する。） 

実  習 その他の配慮をする（※本人の要望を聞き、配慮を検討、対処する。） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験。その他必要に応じて対処する。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※大学側としては「障がい学生支援委員会」を今秋立

ち上げた。今後は学生側サポート組織が出来るよう、現在取

り組んでいる。） 

組織の名称 学生部（※今後、独立した支援担

当部署が設置されるかは、現時

点では未定） 

●車いす使用学生の受入について 

（※本学は障がい学生の支援という点からは、まだまだ立ち遅れている。本学のロケーションは、山の斜面に位置するものである

が、バリアフリーはまだ完全に整備されていない。今までは、障がいのある方に現状を見て頂き、就学できるかどうかを判断して頂

いていたこともあり、障がいのある学生はほとんど皆無であった。しかしながら、本年３名の入学者があり、配慮無しでは授業に支

障をきたすため、全学的に取り組むことが明確に打ち出され、前述の「障がい学生支援委員会」が組織された。今後は、同委員会

で「障がいのある学生が本学において健常者と変わりなく教育を受け学習できる支援体制を確立させるために、その方策を策定

し、支援推進に際して生ずる問題の解決を図ることを目的」として取り組んでいく所存である。まだまだ急激に現状が目覚しく改善

されるとは言い難いが、少なくとも一歩一歩障がい学生の支援体制が確立できるよう前向きに考えている。） 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館      

図書館 未解消 半数解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 殆どなし なし  

体育館 未解消 未解消 殆どなし 殆どあり  



●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定（※現状は車椅子で通れる通路幅とスペー

スの確保がむずかしく、階段も多いため、極めて困難であることは否めない。それをカバーす

るサポート体制も確立されていないので、現時点では未定である。） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都女子大学 http://www.koho.kyoto-wu.ac.jp 私立 京都 ※783-501-1
 

入試問合せ 総務部入学センター 075-531-7054 本部 〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町 35 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※相談に応じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定（その都度、相談） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定（その都度、相談） 

実  習 配慮未定（その都度、相談） 

定期試験 配慮未定（その都度、相談） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 半数解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 応相談 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は構造上、難しい 

下宿・アパート等の紹介 車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都精華大学 http://www.kyoto-seika.ac.jp 私立 京都 ※784-502-1
 

入試問合せ 入試課 075-702-5100 本部 〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町 137 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※別にクラスを設け、内容を変更する） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 教務課、障がい学生支援室 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 解消 殆どなし 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 解消 殆どなし -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 殆どなし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 ※階段があるので、介助がないと昇り降りできない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都造形芸術大学 http://www.kyoto-art.ac.jp 私立 京都 ※785-503-1
 

入試問合せ 入学広報課 075-791-9175 本部 〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山 2-116 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない（※選択科目にしている）／レポートの提出に代える／別の科目を履修することで代用する

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで移動しやすい教室にする） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



京都創成大学 http://www.kyoto-sosei.ac.jp 私立 京都 ※786-504-1
 

入試問合せ 入試広報室 0773-24-7100 本部 〒620-0886 福知山市西小谷ヶ丘 3370 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※全般補助者の同席を認める） 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※実習科目〔ＰＣ使用〕においては配線等を考慮し、座席を指定し、場合によってはＰＣの移

動補助者によるサポートを実施している。また個人持込による車イス設置用補助卓の使用を認める。 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験及び時間延長、補助者の同席を認める。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



京都橘女子大学 http://www.tachibana-u.ac.jp 私立 京都 ※787-505-1
 

入試問合せ   本部 〒607-8175 京都市山科区大宅山田町 34 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



京都ノートルダム女子大学 http://www.notredame.ac.jp 私立 京都 ※788-506-1
 

入試問合せ 入試課 075-706-3747 本部 〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町 1 番地 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／その他の条件あり（※今後検討） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※本人より書類〔副申書〕提出により検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※可能な範囲で体育実技を行う以上半身の運動や審判など） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

（※以前車いす使用の学生が在学していたが、その学生は移動する時には車いすを使用するが、車いすから普通席への移動な

どは自力ですることができていました．最近では車いす使用学生がいないので、配慮未定という回答が多くなっています。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 殆ど解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 原則として自動車通学は不可。ただし相談には応じる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への対応ができるかは未定 

 



京都文教大学 http://www.kbu.ac.jp/kbu/ 私立 京都 ※789-507-1
 

入試問合せ 入試課 0774-25-2488 本部 〒611-0041 宇治市槇島町千足 80 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※「上肢に障害のある場合」の状況による）／車いすで利用可能な試験室に変更する／

上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定（※体育実技は選択科目） 

実  験 配慮未定（※適宜相談にのる） 

実  習 配慮未定（※適宜相談にのる） 

定期試験 配慮未定（※適宜相談にのる） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課において適宜相談を受けている） 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 宇治キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※駅員等の介助によりエスカレーターで移動） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



京都薬科大学 http://www.kyoto-phu.ac.jp 私立 京都 ※790-508-1
 

入試問合せ 入試課 075-595-4678 本部 〒607-8414 京都市山科区御陵中内町 5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 ※車いす使用の学生はいない 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし 殆どなし  

講堂・ホール 半数解消  なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障なない（※05 年 2 月改修済） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介  

 



種智院大学 http://www.shuchiin.ac.jp 私立 京都 ※791-509-1
 

入試問合せ 入試課 075-604-5600 本部 〒612-8156 京都市伏見区向島西定請 70 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※別室授験等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※ノ

ートテイク〔ボランティア〕） 

体育実技 別の科目を履修することで代用する（※選択科目） 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間延長等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない／該当するキャンパス等は単一の建物であり建物

の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - － ※エレベーターは不要 

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他（※立橋等があるので、遠巡りの必要がある。一般道路を

通り、安全とは言えない現状） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



同志社大学 http://www.doshisha.ac.jp 私立 京都 ※792-510-2
 

入試問合せ 入試センター 075-251-3210 本部 〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町 601 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 15 名） あり（計 5 名） なし（計名） あり（計 5 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出（※いずれの場合も、現状把握のため医師の診断書〔コピ

ー可〕か身体障害者手帳のコピーを提出） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（「大学入試センター試験における受験特別措置」に準じて配慮を行う） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／その他の配慮をする（※本人の希望により配慮内容を検討の上決定） 

体育実技 レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※現在障害のある人のためのリハビリクラス有。来年度ライトエク

ササイズクラス〔軽い運動を行うクラス〕設ける予定） 

実  験 その他の配慮をする（※本人の希望により配慮内容を検討の上決定） 

実  習 その他の配慮をする（※本人の希望により配慮内容を検討の上決定） 

定期試験 代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※時間延長、解答用紙２枚〔下書き用、提出用配布〕机を用意本人

の希望により配慮内容を検討の上決定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており常勤の担当者もいる 組織の名称 学生支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

本学は１９８２年４月に大学長の諮問機関として「障害者問題委員会」を設け、以後順次今出川校地内の建物入口スロープや自

動昇降機等を設置してきた。現在では京田辺、今出川両校地に障がい学生支援担当者を配置し、肢体不自由学生の対応及び支

援スタッフの派遣を行っている。障がい学生本人からの申し出により適切な施設の充実を計っている。 
 

キャンパス（名称 今出川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある（※ない部屋には机を用意） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消  あり ※エレベーターについてはリフトで対応 

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる。 屋根を設置することになりました。 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



キャンパス（名称 京田辺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある（※ない部屋には机を用意） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり ※平屋のため不要 

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

屋根なし（※階段と渡り廊下の下を利用し、ぬれずに乗り降り可能なスペースがあり、そのス

ペースで乗り降り許可は待っています） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



同志社女子大学 http://www.dwc.doshisha.ac.jp 私立 京都 ※794-511-2
 

入試問合せ 入学センター 0774-65-8811 本部 〒610-0395 京田辺市興戸南鉾立 97-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） 

但し、実人数は 2 名 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 その他の配慮をする（※体育実技に養護クラスを設けている） 

実  験 その他の配慮をする（※教室のレイアウトを変更する） 

実  習 その他の配慮をする（※教室のレイアウトを変更する） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすのまま受験できるように机を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※必要に応じ大学で対応） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 

キャンパス（名称 京田辺キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

（※05 年 2 月 15 日ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 今出川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど解消 殆どあり なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

講堂・ホール 殆ど解消 半数解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



花園大学 http://www.hanazono.ac.jp 私立 京都 ※796-512-1
 

入試問合せ 入試課 075-811-5181 本部 〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 4 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※トイレ等介助） 

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



佛教大学 http://www.bukkyo-u.ac.jp 私立 京都 ※797-513-1
 

入試問合せ 入試課 075-491-2141 本部 〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 9 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出（※本人に意志確認のうえ） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※本人の申し出により検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※本人の申し出により検討） 

実  験 その他の配慮をする（※本人の申し出により検討） 

実  習 その他の配慮をする（※本人の申し出により検討） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 組織の名称 障害者就学委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 （※移動式机を使用） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり -  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



明治鍼灸大学 http://www.meiji-u.ac.jp 私立 京都 ※798-514-1
 

入試問合せ 入試広報チーム 0771-72-1188 本部 〒629-0329 船井郡日吉町字保野田小字ヒノ谷 6-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談内容を検討の上、配慮する。）／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定（※これまで車イスを使用した学生がいなかったため） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 未解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 ※スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



立命館大学 http://www.ritsumei.ac.jp 私立 京都 ※799-515-2
 

入試問合せ 入学センター 075-465-1111 本部 〒603-8577 京都市北区等特院北町 56-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／その他の条件あり（※本学書式の申請書に必要項

目を記入の上提出していただきます） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※受験者の状態等に応じて代筆、点字出題等、受験配慮を、行います。配慮の基準

は、原則として大学入試センター試験の配慮基準に準ずることとしています。 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す／その他の配慮をする（※障害の状態等に応じて当該学生と各学部担当職員が相談

の上配慮方法を決定します。） 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の状態等に応じて当該学生と各学部担当職員が相談の上配慮方法を決定します。）

実  験 その他の配慮をする（※障害の状態等に応じて当該学生と各学部担当職員が相談の上配慮方法を決定します。）

実  習 その他の配慮をする（※障害の状態等に応じて当該学生と各学部担当職員が相談の上配慮方法を決定します。）

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※障

害の状態等に応じて当該学生と各学部担当職員が相談の上、教務会議にて、詔り、配慮方法等の決定を行いま

す。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※支援は基本的に各学部、各部課の障害学生援助担当者を中

心に各学部、各部課単位で行われており、障害学生援助担当者会議に

て情報共有や連携を行っています。また、今年度より、ボランティアセン

ターを立ち上げ、障害学生援助ボランティア統括、支援、コーディネートを

行う事務局として活動しています。〔専任担当者あり〕。一方、学生が自

主的に立ち上げたボランティアサークル、障害学生支援団体が複数あ

り、大学と連携、情報共有を行っています。） 

組織の

名称 

ボランティアセンター 

障害学生援助担当者会議

〔事務局・主幹：教学部共通

教務センター〕） 

●車いす使用学生の受入について 

（※本学では、障害を持つ学生〔車いす使用学生も含まれる〕に対しては、学生への窓口を有する各部課について障害学生支援

担当職員を配置し、この専任職員が中心となって授業、試験、学生生活等において各障害学生の状態に応じた支援、配慮等を行

っています。また、２００４年度よりボランティアセンターが設置され、各障害学生に必要な支援ができるよう学生ボランティアとその

活動をコーディネートする事務局となっています。大学施設としては、障害学生のキャンパス内移動をより円滑にするため、２００５

年度にかけて衣笠キャンパスの施設改修・道路整備等を行っています。 

 



 

キャンパス（名称 衣笠キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（※車椅子使用学生等についての

み自動車通学を許可しています。〔届出が必要〕） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 びわこ・くさつきキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 解消 解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



龍谷大学 http://www.ryukoku.ac.jp 私立 京都 ※801-516-3
 

入試問合せ 入試部 075-645-7887 本部 〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 11 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 3 名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／その他の条件あり（※身体障害者受験特別措置申請書の提出が必要） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※上肢不自由の場合試験時間の延長） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※パソコン等の補助機器、要約筆記の補助者

及び講義ノートの写しについては、状況に応じて配慮する） 

体育実技 体育実技の授業はない（※必修ではない。［深草キャンパス・大宮キャンパス］）／レポートの提出に代える（※瀬田

キャンパス）／その他の配慮をする（※状況に応じて配慮する。［瀬田キャンパス］） 

 

実  験 その他の配慮をする（※状況に応じて配慮する） 

実  習 その他の配慮をする（      〃        ） 

定期試験 その他の配慮をする（      〃        ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生の所属学部教務課で学生対応をし、取りまと

めは教学課で行っている。） 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

構内すべてを移動できるように、スロープや車いす用リフトを設置している 

 

キャンパス（名称 深草キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 あり あり  

研究棟 解消 半数解消 あり あり  

事務棟 解消 半数解消 あり あり  

学生会館 解消 半数解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 未解消 なし あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 その他（※スロープはあるが、角度が急で利用は困難） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 龍大生協が斡旋している 



キャンパス（名称 大宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 半数解消 あり あり  

事務棟 解消 半数解消 あり あり  

学生会館 解消 半数解消 あり あり  

図書館     （※工事中） 

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 龍大生協が斡旋している 

 

キャンパス（名称 瀬田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 あり あり  

研究棟 解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 半数解消 あり あり  

学生会館 解消 半数解消 あり 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 半数解消 殆どあり あり  

体育館 解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 龍大生協が斡旋している 

 



藍野大学 http://www.aino.ac.jp 私立 大阪 ※804-517-1
 

入試問合せ  072-627-1711 本部 〒567-0012 茨木市東太田 4-5-4 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計）    ※2004 年 4 月開学のため実績なし 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定（※事前相談に応じて対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



大阪医科大学 http://www.osaka-med.ac.jp 私立 大阪 ※805-518-1
 

入試問合せ 教学部 072-683-1221 本部 〒569-8686 高槻市大学町 2-7 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



大阪音楽大学 http://www.daion.ac.jp/ 私立 大阪 ※806-519-1
 

入試問合せ 入試広報デスク 06-6334-2131 本部 〒561-8555 豊中市庄内幸町 1-1-8 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どあり  

研究棟 半数解消 未解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 半数解消 - 半数あり ※１Ｆのみ 

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 あり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪学院大学 http://www.osaka-gu.ac.jp 私立 大阪 ※807-520-1
 

入試問合せ 入試事務室 06-6381-8434 本部 〒564-8511 吹田市岸部南 2-36-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

休学中 

なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※学生の要望に応じて対応する） 

体育実技 その他の配慮をする（※リハビリクラスを設けている） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 解答方法を変える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - 半数あり  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



大阪経済大学 http://www.osaka-ue.ac.jp 私立 大阪 ※808-521-1
 

入試問合せ 入試部 06-6328-2431 本部 〒533-8533 大阪市東淀川区大隅 2-2-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間延長［６０分→９０分］） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪経済法科大学 http://www.keiho-u.ac.jp 私立 大阪 ※809-522-1
 

入試問合せ 入試課 0729-43-7760 本部 〒581-8511 八尾市楽音寺 6-10 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※本人の希望と対応可能なものに限る） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／その他の配慮をする（※本人の希望で対応可能なもの） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間

延長など本人の申し出を必要とする） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 バリアフリールーム 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※必要な教室にのみ対応されている） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり     同一棟 

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど解消  半数あり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



大阪芸術大学 http://www.osaka-geidai.ac.jp 私立 大阪 ※810-523-1
 

入試問合せ 入試部入試課 0721-93-6583 本部 〒585-8555 南河内郡河南町東山 469 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを作り本人のできる運動で実施している） 

実  験 実験はない 

実  習 補助者をつける 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーターはなく車いすでの利用は困難だと思う。スロープあり 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪工業大学 http://www.oit.ac.jp 私立 大阪 ※811-524-2
 

入試問合せ 入試部 06-6954-4086 本部 〒535-8585 大阪市旭区大宮 5-16-1 
 

●車いす使用学生の受入 可（※条件付の場合を含む） ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（※障害の程度を確認するため）／身体障害者手帳の

写しを提出（※障害の程度を確認するため） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※障害の程度により、可能な範囲で配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する（情報科学部）／レポートの提出に代える（情報科学部）／その他の配慮をする（※体育実技の内

容・種目の変更［情報科学部］。同科目でアダプテッドコースを設定し受講させる［工学部・知的財産学部］） 

実  験 実験はない（知的財産部・情報科学部）／補助者をつける（工学部） 

実  習 その他の配慮をする（※移動［経路含む］が容易な教室等を割りあてる［工学部・知的財産学部］）／配慮なし（情報

科学部） 

定期試験 その他の配慮をする（※①移動が容易な教室を割りあてる②別室受験の場所を割りあて必要に応じて試験時間を

延長する［工学部・知的財産学部］）／配慮なし（情報科学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※既存組織が兼担している［工学部・知的財産学

部］）／特になし（情報科学部） 

組織の名称  教務課（工学部・知的財産学部）

●車いす使用学生の受入について 

１年生全員が受講する体育科目「健康体育Ⅰ［前期］」・「健康体育Ⅱ［後期］」については『アダプテッドコース』を開講し、健康留意

者に適した講義内容・環境を提供し、健常者と同様に前記科目の単位修得を可能としている［工学部・知的財産学部］ 
 

キャンパス（名称 大宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 その他（※スロープはないがホーム～改札～地上とエレベータが設置されているため、車い

すでの利用に支障はないと思われる） 



最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている（※大阪市営地下鉄[谷町線]千林大宮駅から

はバスは走っていないが大阪駅からはあり） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 枚方キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪国際大学 http://www.oiu.ac.jp 私立 大阪 ※813-525-2
 

入試問合せ 入試・広報部 06-6907-4310 本部 〒570-8555 守口市藤田町 6-21-57 
 

●車いす使用学生の受入 可（守口キャンパスのみ） ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） 

守口キャンパス 

あり（計 2 名） 

守口キャンパス 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（※守口キャンパスのみ） 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※座席） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 枚方キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 守口キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※駅員が補助） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪産業大学 http://www.osaka-sandai.ac.jp/index.html 私立 大阪 ※815-526-1
 

入試問合せ 入試センター 072-875-3001 本部 〒574-8530 大東市中垣内 3-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 6 名） あり（計 6 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※要望に応じて可能な限り配慮する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※要望に応じて可能な限り配慮する） 

体育実技 その他の配慮をする（※別途、リハビリコースを開講し、個々の状態に応じて配慮する） 

実  験 その他の配慮をする（※指導教員のもと、学生間での協力、サポート体制を整える） 

実  習 その他の配慮をする（※指導教員のもと、学生間での協力、サポート体制を整える） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験時間の延長および別室受験を認める） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 

／学生が自主的に設置している 

組織の名称  

 

大学側：身体障害学生対応委員会 

学生側：介護サークルＷＡＬＫ 

●車いす使用学生の受入について 

本学では、できる限り健常者と分け隔たりのない方法で教育を行っている。この方法は、入学試験受験前に保護者を含めた個人

面談により学生自身の同意に基づく配慮です。施設面では、障害学生の要望に即時対応する方法で改善を行っており、今後更に

施設設備の充実を予定している。福利厚生面として、スクールバスの利用料免除を行っている。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスがあり車いすでの利用にも適し

ている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



大阪歯科大学 http://www.osaka-dent.ac.jp 私立 大阪 ※816-527-3
 

入試問合せ   本部 〒573-1121 枚方市楠葉花園町 8-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 楠葉学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 天満橋学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

キャンパス（名称 牧野学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



大阪樟蔭女子大学 http://www.osaka-shoin.ac.jp 私立 大阪 ※819-528-2
 

入試問合せ 入試課 06-6723-8181 本部 〒577-8550 東大阪市菱屋西 4-2-26 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため／車いす使用の学生の受け入

れについて何も決まっていないため／今まで車いす使

用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 小阪キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

研究棟      

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館      

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消    

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 未解消 未解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 関屋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし ※車いす用トイレは研究棟と共有 

研究棟 解消 解消 なし あり ※エレベーターは教室棟と共有 

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 - -  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪商業大学 http://www.daishodai.ac.jp 私立 大阪 ※821-529-1
 

入試問合せ 企画広報課 06-6787-2424 本部 〒577-8505 東大阪市御厨栄町 4-1-10 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※受け入れしないことはないが、本学施設が

車いすに充分対応していないため、施設見学を含め志

願前に相談していただく必要があります。） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



大阪女学院大学 http://www.wilmina.ac.jp 私立 大阪 ※822-530-1
 

入試問合せ アドミッションセンター 06-6761-9369 本部 〒540-0004 大阪市中央区玉造 2-26-54 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※全て状況に応じます）／車いすで利用可能な試験室に変更する（※全て状況に応じま

す）／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する（※全て状況に応じます）／その他の配慮あり（※状態

に応じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※できる限り、参加できるよう協力する） 

定期試験 その他の配慮をする（※状況に応じて対処する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課が学生ボランティアを使って支援する） 組織の名称 学生サポート企画・推進部 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 － －  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 ※ＪＲの最寄駅でエレベーター工事中。車いすでの通学が可能 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪成蹊大学 http://www.osaka-seikei.ac.jp 私立 大阪 ※823-531-2

 

入試問合せ 
現代経営情報学部教務部入試課 

芸術学部教務部入試課 

06-6829-2716 

075-953-1111 
本部 〒533-0007 大阪市東淀川区相川 3-10-62 

 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出（※現代経営情報学部のみ） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 その他の配慮をする（※必須ではないので他の科目選択［芸術学部］）／配慮未定（現代経営情報学部） 

実  験 実験はない（芸術学部）／配慮未定（現代経営情報学部） 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 相川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 長岡京キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 なし 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 解消 殆ど未解消 なし 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし 殆どなし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



大阪体育大学 http://www.ouhs.ac.jp 私立 大阪 ※825-532-1
 

入試問合せ 入試広報室 0724-53-7070 本部 〒590-0496 泉南郡熊取町朝代台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 体育学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 半数解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 解消 半数あり あり  

図書館 解消 解消 なし 半数あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 最寄駅は、エレベーターがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 健康福祉学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし 半数あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 最寄駅は、エレベーターがあり、車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

 



大阪電気通信大学 http://www.osakac.ac.jp 私立 大阪 ※826-533-2
 

入試問合せ 入試課 072-824-1131 本部 〒572-8530 寝屋川市初町 18-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※Ｖ

ＴＲ等機器使用の場合は資料を提示する） 

体育実技 実技を見学する／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 寝屋川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 殆ど未解消 なし なし  

学生会館 解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 四條畷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪人間科学大学 http://www.ohs.ac.jp 私立 大阪 ※828-534-2
 

入試問合せ 入試広報センター 06-6318-2020 本部 〒566-8501 摂津市正雀 1-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※車椅子でできる簡易な実技を課す） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※時間延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 庄屋学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（※台数制限あり） 

最寄駅の状況 その他（※簡易昇降機による駅員対応） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難）（※男子寮はなし） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 正雀学舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし（※台数制限あり） 

最寄駅の状況 その他（※簡易昇降機による駅員対応） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難）（※男子寮はなし） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪明浄大学 http://www.meijo.ac.jp 私立 大阪 ※830-535-1
 

入試問合せ 企画広報課 0724-53-8222 本部 〒590-0493 泉南郡熊取町大久保南 5-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※障害の内容・程度によって配慮を検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大阪薬科大学 http://www.oups.ac.jp 私立 大阪 ※831-536-1
 

入試問合せ 入試・広報課 072-690-1019 本部 〒569-1094 高槻市奈佐原 4-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※障害の程度によりその都度検討する）／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

現在のところ、車いすの学生が在籍しておりませんので具体的な対応については決まっておりませんが、受け入れが決まりました

らその学生に応じたできる限りの対応を考える予定です 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 解消 - あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



大谷女子大学 http://www.ohtani-w.ac.jp 私立 大阪 ※832-537-1
 

入試問合せ   本部 〒584-8540 富田林市錦織北 3-11-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



追手門学院大学 http://www.otemon.ac.jp 私立 大阪 ※833-538-1
 

入試問合せ 入試課 072-641-9622 本部 〒567-8502 茨木市西安威 2-1-15 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※トイレに近い場所に席を設ける） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の内容にあわせて配慮している） 

実  験 補助者をつける（心理学科）／その他の配慮をする（※肢体不自由者の場合でもできるだけ健常者と同じ内容を体

験してもらうようにしているが、実験の種類などを変更するといったような配慮もしている） 

実  習 補助者をつける（心理学科）／その他の配慮をする（※実験時と同様） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験、解答用紙の拡大、試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※その時々で、当該学生の学科や所属するクラブの学生が自主的に支援しているが組織的なものでは

ない。大学側としては、入学時に関係部署が［事前に］あつまり事前のオリエンテーションや今後の支援体制につい

ての検討を行っている） 

●車いす使用学生の受入について 

教室、食堂等の建物全体にわたりバリアフリー化やエレベーターの設置。障害者用トイレの設置など施設面での充実を行ってい

る。又、身体障害者の入学にあたり事前にオリエンテーションを実施し学科担当教員、教務、学生課、管財課、保健室、学校医等

入学後についての検討を行っている。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 未解消 解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 半数解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 殆ど解消 なし なし  

●その他      

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスがあり車いすでの利用にも適し

ている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



関西大学 http://www.kansai-u.ac.jp 私立 大阪 ※834-539-2
 

入試問合せ 入学試験課 06-6368-0314 本部 〒564-8680 吹田市山手町 3-3-35 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 9 名） あり（計 1 名） 不明（計名） あり（計 3 名） あり（計不明名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 （※障害の程度に応じて本人と協議の上対応している） 

体育実技 その他の配慮をする（※特別クラスを編成して体育実技を行う） 

実  験 （※履修科目担当教員と本人と協議の上対応している） 

実  習 （※履修科目担当教員と本人と協議の上対応している） 

定期試験 その他の配慮をする（※大学及び履修科目の担当教員が相談して個別に対応を決める） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他 組織の名称 学生が所属する学部事務室に相談し内容に応じて担当者が対応する 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 千里山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他（※駅から徒歩約１０分程度） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学で紹介業務は行っていない） 

 



キャンパス（名称 高槻キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学で紹介業務は行っていない） 

 



関西医科大学 http://www.kmu.ac.jp 私立 大阪 ※836-540-2
 

入試問合せ   本部 〒573-1136 枚方市宇山東町 18-89 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 牧野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



キャンパス（名称 滝井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



関西外国語大学 http://www.kansaigaidai.ac.jp 私立 大阪 ※838-541-2
 

入試問合せ 入試部 072-805-2801 本部 〒573-1001 枚方市中宮東之町 16-1 
 

●車いす使用学生の受入 可   

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’01～’05 年度） 入学（’01～’05 年度） 卒業（’00～’04 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’00～’04 年度） 

あり（計 9 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※高等学校より依頼状を提出してもらう） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／※上肢に障害のある場合は解答方法を配慮している 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※本人の希望する種目があれば実技に参加さ

せる） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定（※個々の状況により教務委員会が判断する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 学生部 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 中宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 ※可能。専用駐車場あり。（屋根なし） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 穂谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



関西鍼灸大学 http://www.kansai.ac.jp 私立 大阪 ※840-542-1
 

入試問合せ 教務課入試係 0724-53-8251 本部 〒590-0482 泉南郡熊取町若葉 2-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／その他（※卒業後得られる資格［はり師、

きゅう師］について、欠格事由ではないが、実際の治療

において患者の身体を支える等の動作が必要となるた

め） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※障害学生支援委員会を設置） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - あり ※１Ｆのみ 

講堂・ホール 解消 解消 - あり ※１Ｆのみ 

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１Ｆのみ 

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



関西福祉科学大学 http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp 私立 大阪 ※841-543-1
 

入試問合せ 入試広報部 0729-78-0676 本部 〒582-0026 柏原市旭ヶ丘 3-11-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※その都度状況に応じた配慮を行う） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※スペースはある） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う／その他（※スクールバスは運行して

いるが、最寄駅～学校間は運行経路となっていない。最寄駅以遠の駅［2 駅］に発着してい

る） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



近畿大学 http://www.kindai.ac.jp 私立 大阪 ※842-544-6
 

入試問合せ 入試事務部 06-6721-2332 本部 〒577-8502 東大阪市小若江 3-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度）

あり（計 10 名） 

 

 

あり（計 5 名）※5 名の他入学

後車いすを使用されることに

なった学生が１名あります 

あり（計 4 名） あり（計 5 名） あり（計 2 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要／ 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する／その他の配慮をする（※体育は自由選択科目の為これまで履修者はいませ

んが、履修希望者が出れば担当教員と対応を話し合い、どの様な形で受講してもらうか検討します） 

実  験 実験はない／配慮未定 

実  習 実習はない／配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※定期試験用教室の割当時配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 未解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない （※近鉄奈良線 八戸ノ里駅） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない （※近鉄奈良線 八戸ノ里駅） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 奈良キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 なし あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが駐車場はなし  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 大阪狭山キャンパス／医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 和歌山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 解消 解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 広島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 解消 解消 なし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 福岡キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない（※２号館、５号館が支障あり） 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり あり  

研究棟 解消 解消 半数あり あり  

事務棟 解消 解消 半数あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



四天王寺国際仏教大学 http://www.shitennoji.ac.jp 私立 大阪 ※848-545-1
 

入試問合せ 入試課 0729-56-3184 本部 〒583-8501 羽曳野市学園前 3-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※受験しやすい様に事前に下見を勧める） 

 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 その他の配慮をする（※先生と学生間にて相談） 

実  験 実験の内容を変更する／配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 解消 解消 あり 殆どあり  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 解消 解消 あり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



常磐会学園大学 http://www.sftokiwakai.ac.jp 私立 大阪 ※849-546-1
 

入試問合せ 入試係 06-4302-8881 本部 〒547-0021 大阪市平野区喜連東 1-4-12 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館  殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど解消     

講堂・ホール 殆ど解消     

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消  殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消    

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可（※一般学生の禁止事項）  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



摂南大学 http://www.setsunan.ac.jp 私立 大阪 ※850-547-2
 

入試問合せ 入試部入試課 072-839-9104 本部 〒572-8508 寝屋川市池田中町 17-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮（※工学部：Ｔ、国際言語文化学部：Ｌ、経営情報学部：Ｉ、薬学部：Ｙ、法学部：Ｊ） 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（Ｔ・Ｌ・Ｊ）／パソコン等の補助機器の使用を認める（Ｔ）／要約筆記の

補助者をつける（Ｔ）／講義ノートの写しを渡す（Ｔ）／その他の配慮をする（※講義欠席後講義内容録音テープを渡

す）（Ｊ）／配慮未定（Ｉ・Ｙ） 

体育実技 レポートの提出に代える（Ｔ・Ｌ・Ｊ）／その他の配慮をする（※補助教員をつける）（Ｔ・Ｌ）／配慮未定（Ｉ・Ｙ） 

実  験 実験はない（Ｌ・Ｊ）／補助者をつける（※実験は可能。実験教室の移動に補助者が必要のため階段の昇降に補助

者をあてる予定である）（Ｔ）／配慮未定（Ｉ・Ｙ） 

実  習 実習はない（Ｌ・Ｊ）／補助者をつける（※［階段の昇降のみ］：実験は車イスでも可能である）（Ｔ）／配慮未定（Ｉ・Ｙ） 

定期試験 代筆での解答を認める（※具合が悪い場合等状況による）（Ｊ）／その他の配慮をする（※受験可能な教室スペース

を確保する）（Ｌ）、（※教室変更）（Ｊ）／配慮未定（Ｔ・Ｉ・Ｙ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 寝屋川キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない（※各号館前段差部分にスロープを設置） 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（※移動式の机・椅子を想定） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 枚方キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 解消 半数あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 解消 半数あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



千里金襴大学 http://www.kinran.ac.jp/senri/ 私立 大阪 ※852-548-1
 

入試問合せ   本部 〒565-0873 吹田市藤白台 5-25-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



相愛大学 http://www.soai.ac.jp 私立 大阪 ※853-549-1
 

入試問合せ 入試課 06-6612-5900 本部 〒559-0033 大阪市住之江区南港中 4-4-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※身体に障害のある者については、本人をま

じえて入試前に事前協議を行いその都度入試の可否

を決定する） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※学内への車ののりいれを許可） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※車いすでの移動を配慮し、授業教室を設定） 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の程度にあわせた授業［実技］を行う） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすでの移動を配慮し、試験会場を設置） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



太成学院大学 http://www.tgu.ac.jp 私立 大阪 ※854-550-1
 

入試問合せ 入試課 072-362-3731 本部 〒587-8555 堺市美原町平尾 1060-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※大学入試センターの取扱いに準ずる） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※大学入試センターの取扱いに準ずる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験の内容を変更する 

実  習 実習を別の内容に代える 

定期試験 その他の配慮をする（※障害の内容に応じて可能な範囲で配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※組織はないが、学生課、学生間で同様の対応を行っている） 組織の名称  学生課 

●車いす使用学生の受入について 

本館に「エスカル」の階段昇降機を設置している。記念館［図書館］にエレベータ設置。玄関［本館］にスロープ設置 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 半数解消 半数あり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



帝塚山学院大学 http://www.tezuka-gu.ac.jp 私立 大阪 ※855-551-2
 

入試問合せ アドミッションセンター 072-296-1331 本部 〒589-8585 大阪狭山市今熊 2-1823 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／（※その他、個別相談の上、配慮します） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※相談の上配慮を検討） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 狭山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど未解消 解消 あり 殆どあり  

学生会館 殆ど未解消 解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 泉ヶ丘キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



梅花女子大学 http://www.baika.ac.jp 私立 大阪 ※857-552-1
 

入試問合せ 入試広報部 072-643-6566 本部 〒567-8578 茨木市宿久庄 2-19-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（パソコン使用等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 実験はない 

実  習  

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 ボランティアルーム 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 あり 殆どあり  

図書館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 半数あり あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



羽衣国際大学 http://www.hagoromo.ac.jp/huois.html 私立 大阪 ※858-553-1
 

入試問合せ 入試センター 072-265-7200 本部 〒592-8344 堺市浜寺南町 1-89-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし／配慮未定 

体育実技 配慮なし／配慮未定 

実  験 配慮なし／配慮未定 

実  習 配慮なし／配慮未定 

定期試験 配慮なし／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 あり あり  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



阪南大学 http://www.hannan-u.ac.jp 私立 大阪 ※859-554-2
 

入試問合せ 入試部入試広報課 072-332-1299 本部 〒580-8502 松原市天美東 5-4-33 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 7 名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※なるべく移動が少なくなるよう教室変更を行

う） 

体育実技 その他の配慮をする（※養護クラスを開講している） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※車いす学生に対しての補助は特に行っていないが、実習科目にはそれぞれＴＡを配置して

いる） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※別室受験の許可、試験時間の延長、答案用紙の

拡大） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

自動車通学の許可、建物入口・教室内へのスロープ設置・エレベータ・障害者用トイレの増設、控え室・ロッカーの確保など学生や

父母の意見を聞き、就学および休憩しやすい環境の整備に配慮しています。なお、新築の建物に関しては自動ドア・スライド式ド

アを標準装備しており、より移動しやすい状況を実現しています。さらに、付添として父母および介助犬の授業出席同伴を許可し

ています。 
 

キャンパス（名称 本キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（※一部の教室に有） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 



学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 南キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある（※一部の教室に有） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東大阪大学 http://www.higashiosaka.ac.jp 私立 大阪 ※861-555-1
 

入試問合せ   本部 〒577-8567 東大阪市西堤学園町 3-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



プール学院大学 http://www.puule.ac.jp 私立 大阪 ※862-556-1
 

入試問合せ   本部 〒590-0114 堺市槇塚台 4-5-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



平安女学院大学 http://www.heian.ac.jp 私立 大阪 ※863-557-2
 

入試問合せ 入試課 072-693-9424 本部 〒569-1092 高槻市南平台 5-81-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※卓球を健常の学生と出来るように指導を行う） 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※教育実習時に板書が無理なので、資料はＯＨＰシートに作成できるよう指導及び補助す

る） 

定期試験 その他の配慮をする（※車椅子で試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生相談室） 組織の名称 学生相談室 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 高槻キャンパス ）※2005 年度よりびわ湖守山キャンパスが統合 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 あり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 なし なし  

事務棟 半数解消 半数解消 なし あり  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



桃山学院大学 http://www.andrew.ac.jp 私立 大阪 ※865-558-1
 

入試問合せ 入試課 0725-54-3131 本部 〒594-1198 和泉市まなび野 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 29 名） あり（計 5 名） あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※「身障者スポーツ」の体育授業を受講） 

実  験 実験はない 

実  習 実習を見学する／実習を別の内容に代える 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで講義を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし（※組織ではなく、個人レベルでの援助［ノートテーカー等］） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

障害を持つ学生の休憩および支援する学生の交流の場として「障害者控室」を設置している・障害を持つ学生と支援学生と教職

員で会合を持ち、障害者のニーズを聴く機会を設けている。学内全面バリアフリー 
 

キャンパス（名称 和泉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



芦屋大学 http://www.ashiya-u.ac.jp 私立 兵庫 ※866-559-1
 

入試問合せ   本部 〒659-8511 芦屋市六麓荘町 13-22 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



英知大学 http://www.sapientia.ac.jp 私立 兵庫 ※867-560-1
 

入試問合せ 入試広報課 06-6491-5100 本部 〒661-8530 尼崎市若王寺 2-18-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 ※体育実技は必修ではない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない／配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 未解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 未解消 なし なし  

事務棟 - - - -  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 未解消 - なし  

体育館 殆ど解消 未解消 殆どあり なし （兼講堂） 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難）（※紹介というより、あく

までも情報提供） 

 



大手前大学 http://www.otemae.ac.jp 私立 兵庫 ※868-561-2
 

入試問合せ 入試広報部 0798-36-2532 本部 〒662-8552 西宮市御茶家所町 6-42 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／その他の条件あり（※出願時に「受験特別措置願」［様式自由］を提出） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない（※選択科目としている）／配慮なし（※選択科目のため） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない（※一部の学科を除く） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験室の変更あり） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

（※エレベーター・スロープの設置はしてあるので、設備面では受入れに支障はない） 

 

キャンパス（名称 西宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 未解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 「車いす」での設備となっていない 

下宿・アパート等の紹介 大学生協が行っている 

 



キャンパス（名称 伊丹キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

研究棟      

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館      

図書館 半数解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 半数解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 （設備なし） 

下宿・アパート等の紹介 車いす使用な物件があれば紹介することは可能 

 



関西国際大学 http://www.kuins.ac.jp 私立 兵庫 ※870-562-1
 

入試問合せ   本部 〒673-0521 三木市志染町青山 1-18 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



関西福祉大学 http://www.kusw.ac.jp 私立 兵庫 ※871-563-1
 

入試問合せ 入試センター 0791-46-2500 本部 〒678-0255 赤穂市新田 380-3 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計 0 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※入り口近くに配席する等） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮なし 

実  習 その他の配慮をする（※車イス使用で実習可能な実習先へ配置する等） 

定期試験 その他の配慮をする（※入り口近くに配席する等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 障害学生支援センター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 解消 - あり ※１階建て 

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 - - ※食堂・喫茶は１階にある。専用トイレはないが、隣

接施設のトイレが近い 

体育館 解消 解消 - あり ※１階建て 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※最寄駅には、エレベーターのみ設置され、スロープはない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はない 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



関西学院大学 http://www.kwansei.ac.jp 私立 兵庫 ※872-564-2
 

入試問合せ 入試課 0798-54-6135 本部 〒662-8501 西宮市上ケ原一番町 1-155 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 13 名） あり（計 6 名） あり（計 5 名） あり（計 6 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※状況に応じて個別判断） 

実  験 補助者をつける／その他の配慮をする 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／配慮未定（※学生の状態を見て決定する） 

定期試験 その他の配慮をする（※学生の障害の程度に応じて教授会で決定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西宮上ヶ原キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 解消 解消 殆どなし 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 神戸三田キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



近畿福祉大学 http://www.kinwu.ac.jp 私立 兵庫 ※874-565-1
 

入試問合せ 入試広報課 0790-22-6947 本部 〒679-2217 神崎郡福崎町高岡 1966-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※個別対応） 

体育実技 その他の配慮をする（※障害の程度に応じて、個別対応する） 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし（※社会福祉士の実習は、基本的に車椅子でも可能な為、内容に対する配慮は持たない） 

定期試験 配慮未定（※必要に応じて配慮します） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※支援費制度の活用・障害学生の周囲に対して応援を依頼） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どなし あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 殆ど解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



甲子園大学 http://momiji/index2004ihtml 私立 兵庫 ※875-566-1
 

入試問合せ 入試課 0797-87-2493 本部 〒665-0006 宝塚市紅葉ガ丘 10-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 その他の配慮をする（※選択科目） 

実  験  

実  習  

定期試験 その他の配慮をする（※本人の状態［ｅｘ．筆記可能］によって判断することになる。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他（※本学学生専用のジャンボタクシーが運行しているが、ノンステップではなく、車イス

での利用は困難だと思う。現在、肢体に障害のある学生に対して教職員専用のバスの利用

を認めている。車イスの学生が入学してくれば、その際に当人と協議のうえ対応策を考えるこ

とになると思う。） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



甲南大学 http://www.konan-u.ac.jp 私立 兵庫 ※876-567-1
 

入試問合せ 入試事務室 078-431-4341 本部 〒658-8501 神戸市東灘区岡本 8-9-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 10 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※申請書提出） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※問題・解答の拡大、チェック回答の採用） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 ※座席などの場所的な考慮は行なう 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり 殆どなし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



甲南女子大学 http://www.konan-wu.ac.jp 私立 兵庫 ※877-568-1
 

入試問合せ 入試広報課 078-431-0391 本部 〒658-0001 神戸市東灘区森北町 6-2-23 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※過去に車いすの受験はない） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



神戸海星女子学院大学 http://www.kaisei.ac.jp 私立 兵庫 ※878-569-1
 

入試問合せ 入試課 078-801-4117 本部 〒657-0805 神戸市灘区青谷町 2-7-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 青谷キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 半数解消 殆ど解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 あり 半数あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸学院大学 http://www.kobegakuin.ac.jp 私立 兵庫 ※879-570-1
 

入試問合せ 入学試験課 078-974-5816 本部 〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬 518 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 3 名） あり（計 4 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※身体の障害により、受験時または入学後に特別な配慮が必要とされる場合は入学センタ

ーに連絡してもらうよう入学試験要項に書いている。） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※障害を持ち体育実技［必修でない］を希望する学生に対しては、特別クラスを設けて体育

実技の授業を実施している） 

実  験 配慮なし（※今まで問題はなし。実験の時は助手の先生もいますので、不都合があれば実験助手や学生が手助け

していると思われる） 

実  習 その他の配慮をする（※薬学部生の病院実習で受け入れが可能であるか、病院と薬学部の教員が相談した） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験。手も不自由な学生は、試験時間の延長など本人の要望をもとに対処している）

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※昨年までは、ボランティアサークルの学生が階段しかないと

ころは、手助けしていたが、今はエレベーターなど、バリアフリーが進

んでおり、その必要性はなくなりつつある） 

組織の名称  学生生活課・教務課・施

設課・総務課 

●車いす使用学生の受入について 

車いす使用の学生［その他視覚障害者等含む］の履修した講義を元に、なるべく同じ校舎で講義が受けられるよう、教務課で調整

している 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※利用する教室のみ） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟   1 号館だけなし 1 号館だけなし  

研究棟   あり あり  

事務棟    1 号館だけなし  

学生会館    あり  

図書館       1 号館だけなし あり  

講堂・ホール  自動扉なし  あり  

食堂・喫茶    体育館地下の食堂にはなし 

体育館    なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり（※１１号館下） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 



神戸芸術工科大学 http://www.kobe-du.ac.jp 私立 兵庫 ※880-571-1
 

入試問合せ 広報入試課 078-794-5039 本部 〒651-2196 神戸市西区学園西町 8-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験を見学する 

実  習 実習を見学する 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - なし ※学生ホール １層のためエレベーターは必要なし 

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※１層のためエレベーターは必要なし 

体育館 解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸国際大学 http://www.kobe-kiu.ac.jp 私立 兵庫 ※881-572-1
 

入試問合せ 入試広報課 078-845-3131 本部 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町 9-1-6 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／誓約書をかわす 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※得点係にするなど、担当教員で判断する） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※担当教員に状況に応じた配慮を依頼する） 

定期試験 その他の配慮をする（※受験しやすい席で受験させる） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸松蔭女子学院大学 http://www.shoin.ac.jp 私立 兵庫 ※882-573-1
 

入試問合せ 入試広報課 078-882-6123 本部 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町 1-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定  

※不可又は未定の場合の理由 

エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の受け入れについて何

も決まっていないため／今まで車いす使用の学生の入学がないため／その他（※本学は山の傾斜面に立地しており、キャンパス

内は坂道か階段で健常者でも教室や他の施設移動は結構きつい環境である。この状況は受験生や高校の進路指導担当者もよく

ご存知のため、今迄に車イス利用者の受験生は全くいなかった事から受け入れについても特に決まったものはない。ただ受験制

限はしていないので実際に受験者が出てくればその時点で事前に入試部門に問い合わせしてもらい具体的個別的に検討するこ

ととなる） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 殆どなし なし  

事務棟 未解消 未解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可（※一般学生は駐車場の関係［手狭で余裕ない］で車通学バイク通学も禁

止となっているが、車イス利用者が今まではいないが、仮に発生したとすれば特別の配慮の

余地はある）  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 



最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸女学院大学 http://www.kobe-c.ac.jp 私立 兵庫 ※883-574-1
 

入試問合せ 入試課 0798-51-8534 本部 〒662-8505 西宮市岡田山 4-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 一部の教室で確保は可能 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



神戸女子大学 http://www.kwjc.kobe-wu.ac.jp 私立 兵庫 ※884-575-1
 

入試問合せ 入試広報課 078-737-2329 本部 〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山 2-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／配慮未定 

体育実技 実技を見学する／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※本人の要望を確認の上対応） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  ボランティア本部 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



神戸親和女子大学 http://www.kobe-shinwa.ac.jp 私立 兵庫 ※885-576-1
 

入試問合せ   本部 〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町 7-13-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



神戸薬科大学  私立 兵庫 ※886-577-1
 

入試問合せ   本部  
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

調 査 中 



神戸山手大学 http://www.kobe-yamate.ac.jp 私立 兵庫 ※887-578-1
 

入試問合せ 入試課 078-341-1615 本部 〒650-0006 神戸市中央区諏訪山町 3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※個別対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 その他の配慮をする（※実験は担当者と相談の上決定） 

実  習 その他の配慮をする（※実習時は担当者と相談の上決定） 

定期試験 その他の配慮をする（※定期試験時の状況により相談の上決定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※教学部業務として対応） 組織の名称 教学部教学課 

●車いす使用学生の受入について 

事前にご相談頂ければ、できる限り対応させて頂きます。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 半数解消 解消 - 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 - なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 - あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるか未定 

 



聖和大学 http://www.seiwa-u.ac.jp 私立 兵庫 ※888-579-1
 

入試問合せ 入試課 0798-52-0724 本部 〒662-0827 西宮市岡田山 7-54 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計 0 名） なし（計 0 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし ※学生用エレベーターはないが、業務用で対処 

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



園田学園女子大学 http://www.sonoda-u.ac.jp 私立 兵庫 ※889-580-1
 

入試問合せ 入試・広報部 06-6429-9903 本部 〒661-8520 尼崎市南塚口町 7-29-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※センター試験に準じる・最大１．５時間）／車いすで利用可能な試験室に変更する／上

肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 実技を見学する 

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



宝塚造形芸術大学 http://www.takara-univ.ac.jp 私立 兵庫 ※890-581-1
 

入試問合せ 入試係 072-756-1231 本部 〒665-0803 宝塚市花屋敷つつじが丘 7-27 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



姫路獨協大学 http://www.himeji-du.ac.jp 私立 兵庫 ※891-582-1
 

入試問合せ 入試・就職部入試課 0792-23-6501 本部 〒670-8524 姫路市上大野 7-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／体育実技を体育の講義に変更する／その他の配慮をする（※本人の

状況を確認し、配慮方法を決める） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※受験しやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



兵庫大学 http://www.hyogo-dai.ac.jp 私立 兵庫 ※892-583-1
 

入試問合せ 入試センター入試課 0794-27-9970 本部 〒675-1116 加古川市平岡町新在家 2301 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 未解消 未解消 殆どなし 半数あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 あり なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※路線バス、スクールバスはありません） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



兵庫医科大学 http://www.hyo-med.ac.jp 私立 兵庫 ※893-584-1
 

入試問合せ 入試センター事務室 0798-45-6162 本部 〒663-8501 西宮市武庫川町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 ※体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 西宮キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス  

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



武庫川女子大学 http://www.mukogawa-u.ac.jp 私立 兵庫 ※894-585-2
 

入試問合せ 入試センター 0798-45-3525 本部 〒663-8558 西宮市池開町 6-46 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名）（※１９９８年

に卒業生１名いました）

なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要（※高校と本人）／医師の診断書を提出（※ケースによって）／その他の条件あ

り（※要望書を提出していただいて、本学に一度来てもらう） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定（※要望に応じて配慮できるか否かを判断する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する（文学部・生活環境学部情報メディア学科）（※車椅子で移動しやすい

教室〔物理的にも時間的にも〕車椅子から机の椅子へ移動しやすい位置の机〔比較的出入口で前の方〕を選ぶ）／

パソコン等の補助機器の使用を認める（生活環境学部情報メディア学科）／その他の配慮をする（※門衛の協力に

より、車椅子の移動の容易さを図る）／配慮未定（音楽学部・薬学部・生活環境学部生活環境学科・食物栄養学

科）（※何かの不都合〔例えば黒板の字が見え難い等〕があれば、担当教員へ申し出るようにしており、その旨を担

当教員全員に連絡しておいたので、特に問題はなかった） 

体育実技 体育実技の授業はない（※文学部[健康スポーツ科学科]を除いて卒業必修科目ではない）／配慮未定（※基本的

には科目の選択は学生に任せているが、履修指導は行った） 

実  験 配慮未定（生活環境学部・薬学部）（※学生から申し出があれば検討の上、対応するつもりであるが、これまでには

申し出がなかった） 

実  習 別の科目を履修することで代用する（生活環境学部情報メディア学科）／配慮未定（音楽学部・薬学部・生活環境

学部生活環境学科、食物栄養学科）（※学生から申し出があれば、検討の上対応するつもりであるが、これまでに

申し出はなかった。平成８年入学生は、丹嶺宿泊研修で草刈りという労作があったが、自立心の強い学生で、進ん

で車椅子から下りて労作に従事していた） 

定期試験 配慮未定（文学部・生活環境学部・音楽部・薬学部）（※学生から申し出があれば、検討の上対応するつもりである

が、これまでに申し出がなかった。） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キャンパス（名称 中央キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり なし  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 半数解消 なし 半数あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （門までの送迎可） 

最寄駅の状況 スロープがあり駅員が補助する 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 （※特に車椅子使用可能物件は取り扱っていない） 

 

キャンパス（名称 浜甲子園キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

研究棟 未解消 殆ど解消 殆どあり なし  

事務棟 未解消 解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 半数解消 あり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エスカレーターがあり、駅員 2 名が補助する 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 （※特に車椅子使用可能物件は取り扱っていない） 

 



流通科学大学 http://www.umds.ac.jp 私立 兵庫 ※896-586-1
 

入試問合せ 入試課 078-794-2231 本部 〒651-2188 神戸市西区学園西町 3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※「スポーツ健康コース」という車椅子の学生が履修できる科目がある） 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※車椅子学生用の机と椅子を用意） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある（※その都度、机と椅子をセッティングしている） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 未解消 あり あり  

体育館 殆ど解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



畿央大学 http://www.kio.ac.jp 私立 奈良 ※897-587-1
 

入試問合せ   本部 〒635-0832 北葛城郡広陵町馬見中 4-2-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※広いスペースを確保している） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消    

体育館 解消 解消  あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



帝塚山大学 http://www.tezukayama-u.ac.jp 私立 奈良 ※898-588-2
 

入試問合せ 入試課 0742-48-9149 本部 〒631-8501 奈良市帝塚山 7-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない（※車椅子使用の学生が在籍している学部は実験はありません。実験がある学部は４月～開設しまし

たが、現在のところ車椅子使用の学生はおりません） 

実  習 その他の配慮をする（※学生と相談のうえ、決定する。教育実習のある学部に以前車椅子を使用している学生が

在籍しておりましたが、自立度が高かったので、教育実習にも参加しました。学生個々の状況に合わせてよりよい

方法を考えています） 

定期試験 その他の配慮をする（※学生と相談し、必要性があれば退室しやすい様、座席の位置を配慮します） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 東生駒キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 学園前キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

学生会館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス その他（※学園前キャンパス←→東生駒キャンパスのシャトルバス １回／日） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



天理大学 http://www.tenri-u.ac.jp 私立 奈良 ※900-589-2
 

入試問合せ 入試部 0743-62-2164 本部 〒632-8510 天理市杣之内町 1050 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※トイレ介助） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 その他の配慮をする（※授業担当者と面談のうえ、個別に指導） 

実  験 実験はない（※現在、受入中の学生について） 

実  習 その他の配慮をする（※授業担当者と面談のうえ、個別に指導） 

定期試験 その他の配慮をする（※授業担当者と面談のうえ、個別に指導） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生部が、ボランティアサークルや各学科学生に呼びかけている ） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 杣之内キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 半数あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 体育学部キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



奈良大学 http://www.nara-u.ac.jp 私立 奈良 ※902-590-1
 

入試問合せ 入試課 0742-41-9502 本部 〒631-8502 奈良市山陵町 1500 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※配慮を文書にて提出） 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※２．３．４の配慮も、個々に確認して対応を検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※年度当初、授業担当者に、車椅子使用者も

含め身体に障害のある学生の一覧〔学生本人よりの申し出分に限り〕を配布し、考慮を依頼する） 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験を見学する 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／実習を別の内容に代える 

定期試験 その他の配慮をする（※別室受験で対応する場合もある） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※組織化されていないが、学生が自主的にサポートを行ってくれている） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 未解消 あり あり ※教室棟には各室出入口段差において、数 cm  

研究棟 半数解消 解消 あり あり   の段差はあるが介助者は不要 

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 あり あり ※喫茶は１フロアー 

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



奈良産業大学 http://www.nara-su.ac.jp 私立 奈良 ※903-591-1
 

入試問合せ 入試広報室 0745-73-6153 本部 〒636-8503 生駒郡三郷町立野北 3-12-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



高野山大学 http://www.koyasan-u.ac.jp 私立 和歌山 ※904-592-1
 

入試問合せ 総務課入試広報係 0736-56-5445 本部 〒648-0280 伊都郡高野町高野山 385 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり（※拡大試験・解答用紙、点字での試験） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 

 



鳥取環境大学 http://www.kankyo-u.ac.jp 私立 鳥取 ※905-593-1
 

入試問合せ 入試広報課 0857-38-6720 本部 〒689-1111 鳥取市若葉台北 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あ

り（※本人又は保護者等関係者と相談のうえ決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※大きい製図板をイーゼルで立てかける） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※教員により時間延長〔１．３倍〕をしている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり ※教研棟 

研究棟 解消 解消 なし あり ※実習棟 

事務棟 解消 解消 あり あり ※本部 

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり ※メディア 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岡山学院大学 http://www.owc.ac.jp 私立 岡山 ※906-594-1
 

入試問合せ 入試事務室 086-428-2651 本部 〒710-8511 倉敷市有城 787 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし （※教室棟等にはエレベーターはあるが、身障者用

下部ボタンがついていない） 

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし あり  

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※学生寮を完備しているため、大学としてアパートの紹介を一般学生にも行っ

ていない） 

 



岡山商科大学 http://www.osu.ac.jp 私立 岡山 ※907-595-1
 

入試問合せ 入試広報課 086-256-6652 本部 〒700-8601 岡山市津島京町 2-10-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



岡山理科大学 http://www.ous.ac.jp 私立 岡山 ※908-596-1
 

入試問合せ 入試事務室 086-256-8415 本部 〒700-0005 岡山市理大町 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり

（※特別な措置を希望する場合、受験時及び入学後を前提とした具体的な内容を記載した申請書が必要。詳細

は募集要項に記載） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※提出された特別措置申請書を元に、可能な限り

の配慮を行う） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※ヨットなど専用器具を使う） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

図書館 半数解消 半数解消 殆どあり 半数あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



川崎医科大学 http://www.kawasaki-m.ac.jp 私立 岡山 ※909-597-1
 

入試問合せ 学務課教務係 086-464-1012 本部 〒701-0192 倉敷市松島 577 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 あり なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※エレベーターはないが、エスカレーターが二段でフラットになり、車椅子の方に対応

している） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



川崎医療福祉大学 http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/ 私立 岡山 ※910-598-1
 

入試問合せ 入試広報室 086-464-1004 本部 〒701-0193 倉敷市松島 288 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※本人の申し出に対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する（※実技のサポートをさせる）／レポートの提出に代える 

実  験 配慮なし 

実  習 その他の配慮をする（※車椅子の受入可能施設を選ぶ） 

定期試験 その他の配慮をする（※座席指定の時、場所を配慮） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 その他（※エスカレーターに係員呼出ボタンがある［上りのみ］） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



吉備国際大学 http://www1.kiui.ac.jp 私立 岡山 ※911-599-1
 

入試問合せ 入試室 0866-22-7487 本部 〒716-8508 高梁市伊賀町 8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつける 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 吉備国際大学ボランティアセンター  

障害学生支援部門 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



倉敷芸術科学大学 http://www.kusa.ac.jp 私立 岡山 ※912-600-1
 

入試問合せ 入試課 086-440-1112 本部 〒712-8505 倉敷市連島町西之浦 2640 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談に応じる） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※なるべく一緒に参加できる方法を考える） 

実  験 その他の配慮をする（※できるように配慮する） 

実  習 補助者をつける 

定期試験 代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 - あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはあり 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



くらしき作陽大学 http://www.ksu.ac.jp 私立 岡山 ※913-601-1
 

入試問合せ 入試広報室 086-523-0808 本部 〒710-0292 倉敷市玉島長尾 3515 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



山陽学園大学 http://www.sguc.ac.jp/ 私立 岡山 ※914-602-1
 

入試問合せ 入試広報部 086-272-6254 本部 〒703-8501 岡山市平井 1-14-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 本学学内全体が車いす使用学生のため用につくられ

ていないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／その他（※岡山駅から本学までの直行バス

があるが、車椅子での利用は困難だと思う） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



就実大学 http://www.shujitus.ac.jp 私立 岡山 ※915-603-1
 

入試問合せ 入試広報事務室 086-271-8118 本部 〒703-8516 岡山市西川原 1-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※その都度） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※その都度相談）／配慮未定 

体育実技 その他の配慮をする（※その都度相談）／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※その都度相談）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 解消 半数解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 情報提供あり 

 



中国学園大学 http://www.cjc.ac.jp/cgu/index.html 私立 岡山 ※916-604-1
 

入試問合せ 教務課 086-293-1100（内線 229） 本部 〒701-0197 岡山市庭瀬 83 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※前方の席を用意する等） 

体育実技 実技を見学する 

実  験 配慮未定 

実  習 実習を見学する 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間を延長する等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



ノートルダム清心女子大学 http://www.ndsu.ac.jp 私立 岡山 ※917-605-1
 

入試問合せ 入試広報部 086-255-5585 本部 〒700-8516 岡山市伊福町 2-16-9 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※個別に対応させていただきます） 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※状態に応じて、個別に対応させていただきます） 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※個別に対応させていただきます） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 一部の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※個別対応の可能性はあります） 

最寄駅の状況 その他（※近い出口は、利用困難の為、実質難しいと思われます） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



美作大学 http://www.mimasaka.ac.jp 私立 岡山 ※918-606-1
 

入試問合せ   本部 〒708-8511 津山市北園町 50 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



エリザベト音楽大学 http://www.eum.ac.jp 私立 広島 ※919-607-2
 

入試問合せ 学務 082-221-0918 本部 〒730-0016 広島市中区幟町 4-15 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 幟町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし 殆どあり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 西条キャンパス ）※こちらでは、１年生の一部の授業を週１日するだけです 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 －   

研究棟 - - -   

事務棟 解消 解消 -   

学生会館 - - -   

図書館 － － －   

講堂・ホール - - -   

食堂・喫茶 解消 解消 -   

体育館 解消 解消 -   

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



呉大学 http://www.kure-u.ac.jp 私立 広島 ※921-608-3
 

入試問合せ 学生部 0823-70-3300 本部 〒737-0182 呉市郷原学びの丘 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名）（社会情報

学部社会環境学専攻） 

あり（計 1 名）（社会情報

学部社会環境学専攻）

あり（計 1 名）（社会情報

学部社会環境学専攻）

なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない（社会情報学科〔郷原キャンパス〕）／実習を別の内容に代える（福祉情報学科〔坂キャンパス〕）／配慮

未定（看護学部〔阿賀キャンパス〕） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部・社会情報学部（郷原キャンパス） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 看護学部（阿賀キャンパス） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 - 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 

キャンパス（名称 社会情報学部（坂キャンパス） ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり -  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 － －  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本赤十字広島看護大学 http://www.jrchcn.ac.jp 私立 広島 ※924-609-1
 

入試問合せ   本部 〒738-0052 廿日市市阿品台東 1-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



比治山大学 http://www.hijiyama-u.ac.jp 私立 広島 ※925-610-1
 

入試問合せ 入試広報課 082-229-0150 本部 〒732-8509 広島市東区牛田新町 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談の上決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



広島経済大学 http://www.hue.ac.jp 私立 広島 ※926-611-1
 

入試問合せ 入試広報室 082-871-1313 本部 〒731-0192 広島市安佐南区祇園 5-37-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※試験問題を拡大する。別室で受験する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※個々の授業担当者により対応が違う） 

体育実技 配慮なし（※体育実技は選択科目であり、現段での履修者はなく、履修時における特別の配慮はない） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない（※教育実習等の将来の履修に関しては検討中である） 

定期試験 その他の配慮をする（※別室で試験時間の延長を認めている） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課において専任スタッフ１名が常時持機してサポートにあたっている） 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール － － － －  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※階段がない） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



広島工業大学 http://www.it-hiroshima.ac.jp 私立 広島 ※927-612-1
 

入試問合せ 入試部 082-921-3121 本部 〒731-5193 広島市佐伯区三宅 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 別の科目を履修することで代用する／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 五日市キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 （未定） 

 



広島国際大学 http://www.hirokoku-u.ac.jp 私立 広島 ※928-613-2
 

入試問合せ 入試課 0823-70-4500/0120-55-1659 本部 〒724-0695 東広島市黒瀬学園台 555-36 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計名） あり（計 1 名） あり（計 5 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／誓約書をかわす／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する（※審判か記録員等を行う） 

実  験 配慮未定（※対象者なし） 

実  習 その他の配慮をする（※実習受け入れ可能施設をさがす）／配慮なし（※出来る範囲での事を行う） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

受験に際しましては、出来うる限りの対応をしますので、お気軽にご相談ください 

 

キャンパス（名称 東広島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 解消 解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※スロープのみある） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 呉キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※最寄駅にはエレベータが設置されており、スロープはない） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



広島国際学院大学 http://www.hkg.ac.jp 私立 広島 ※930-614-2
 

入試問合せ 学生部入試課 082-820-2541 本部 〒739-0321 広島市安芸区中野 6-20-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 工学部・情報学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 - なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



キャンパス（名称 現代社会学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



広島修道大学 http://www.shudo-u.ac.jp 私立 広島 ※932-615-1
 

入試問合せ 入学センター 082-830-1100 本部 〒731-3195 広島市安佐南区大塚東 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 7 名） あり（計不明名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／その他の条件あり 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／その他の配慮あり 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 運動障害などの学生を対象としたクラスを開講している 

実  験 個々の状況に合った対応を行っている 

実  習 個々の状況に合った対応を行っている 

定期試験 個々の状況に合った対応を行っている 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※学生課に「広島修道大学ボランティア登録用紙」を用意し、授業の空き時

間を利用して、ノートテイクや移動・食事の介助などのボランティア活動をしてみたい

と思う学生に登録してもらっている） 

組織の名称 特になし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし ※修大フォーラム 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どなし ※食堂棟 

体育館 殆ど解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



広島女学院大学 http://www.hju.ac.jp 私立 広島 ※933-616-1
 

入試問合せ 入試課 082-228-0386（内線 386） 本部 〒732-0063 広島市東区牛田東 4-13-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 配慮未定（※過去に事例なし） 

実  習 その他の配慮をする（※実習場所の選択） 

定期試験 その他の配慮をする（※座席指定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 情報保証委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 半数解消 半数解消 なし 半数あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



広島文教女子大学 http://www.h-bunkyo.ac.jp 私立 広島 ※934-617-1
 

入試問合せ 入試広報課 082-814-9996 本部 〒731-0295 広島市阿佐北区可部東 1-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※障害学生支援委員会は設置したが、障害別の具

体的な対応方策については、まだこれからの課題。現在聴力

に障害がある学生のサポートにとり組んでいるところ） 

組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 解消 半数あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - あり ※１階にある 

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



福山大学 http://www.fukuyama-u.ac.jp 私立 広島 ※935-618-1
 

入試問合せ   本部 〒729-0292 福山市学園町 1 番地 3 蔵 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



福山平成大学 http://www.heiseip-u.ac.jp 私立 広島 ※936-619-1
 

入試問合せ 入試事務室 084-972-5001 本部 〒720-0001 福山市御幸町上岩成正戸 117-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 実験はない 

実  習 受入可能な施設にて実習を行う 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※試験場を変更する。試験時

間を延長する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



安田女子大学 http://www.yasuda-u.ac.jp 私立 広島 ※937-620-1
 

入試問合せ 入試広報課 082-878-8557 本部 〒731-0153 広島市安佐南区安東 6-13-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定（※事前の協議により決定する） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 半数解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 半数解消 半数解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 半数解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 半数解消 半数あり あり  

体育館 未解消 解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 その他（※エレベーターはあるが、交通量の多い幹線道路を横断しなければならない） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない／その他（※最寄駅から本学に至る通学路は、車の離合が容易にで

きにくい一般道である。登校時は、学生のみならず、交通量も多く、歩道も確保されていない

ので、車いすでの通学は難しいと思われる） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



宇部フロンティア大学 http://www.frontier-u.jp 私立 山口 ※938-621-1
 

入試問合せ 入試広報課 0836-38-0511 本部 〒755-0805 宇部市文京台 2-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

（※2002 年開学のため）

あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※自宅から通える実習先にする） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験時間の延長） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

全館バリアフリー（トイレ、駐車場の整備） 

 

キャンパス（名称 中山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 移動に支障なし 

●車いす用の座席 全教室にあり 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 - -  

学生会館 解消 解消 - -  

図書館 解消 解消 あり -  

講堂・ホール 解消 解消 - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースあり  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難 

最寄駅から大学までのバス 必要なし 

学生寮 車いす使用学生の入寮は困難 

下宿・アパート等の紹介 車いす使用学生用アパートあり 

 



東亜大学 http://www.toua-u.ac.jp 私立 山口 ※939-622-1
 

入試問合せ 広報室 0832-56-1111 本部 〒751-8503 下関市一の宮学園町 2-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計不明名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） 不明（計名） あり（計不明名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 実技を見学する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 殆どあり 殆どなし  

研究棟 解消 半数解消 殆どあり なし  

事務棟 解消 殆ど未解消 殆どあり なし  

学生会館 未解消 半数解消 殆どなし なし  

図書館 解消 半数解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 半数解消 殆どなし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 - 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



徳山大学 http://www.tokuyama-u.ac.jp 私立 山口 ※940-623-1
 

入試問合せ 入試室 0834-28-5302 本部 〒745-8566 周南市久米栗ヶ迫 843-4-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習 配慮なし 

定期試験 その他の配慮をする（※試験を受けやすい場所を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 学生支援室 

●車いす使用学生の受入について 

車いす使用の学生を受け入れるにあたり、車いす用トイレ、エレベーター、スロープ等を設置整備した。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



梅光学院大学 http://www.baiko.ac.jp 私立 山口 ※941-624-1
 

入試問合せ 入試課 0832-27-1010 本部 〒750-8511 下関市向洋 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／その他の配慮あり（※印字を拡大する。解答欄を大きくす

る） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※本人の意志で授業参加） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※解答欄を大きくする。印字の拡大） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし   

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカレーター等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



萩国際大学 http://www.hagi.ac.jp 私立 山口 ※942-625-1
 

入試問合せ 学務課 0838-24-4000 本部 〒758-8585 萩市大字椿東字浦田 5000 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 なし あり  

研究棟 半数解消 半数解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 半数解消 半数解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



山口東京理科大学 http://www.yama.tus.ac.jp 私立 山口 ※943-626-1
 

入試問合せ   本部 〒756-0884 小野田市大学通 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



四国大学 http://www.shikoku-u.ac.jp 私立 徳島 ※944-627-1
 

入試問合せ   本部 〒771-1192 徳島市応神町古川 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



徳島文理大学 http://www.bunri-u.ac.jp 私立 徳島 ※945-628-3
 

入試問合せ  088-622-9611（内線 2904） 本部 〒770-8560 徳島市寺島本町東 1-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する （※専用の一人机を用意している） 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える  

実  験 実験を見学する／レポートの提出に代える （※可能なものは参加させる） 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える （※可能なものは参加させる） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 学園本部 ） ※事務職員のみの勤務場所である 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 - - - -  

事務棟 なし なし なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う／その他 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 徳島校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※限定された教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 その他（※保護者が車で送迎） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできるが、車いす使用の学生の部屋があるかどうかわからない 

 

キャンパス（名称 香川校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 半数解消 半数解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 なし なし  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 ※自動車通学は可能 

最寄駅の状況 ※エレベーターがあり車いすでの利用は可能だと思う 

最寄駅から大学までのバス ※バスの利用は困難 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



四国学院大学 http://www.sg-u.ac.jp 私立 香川 ※948-629-1
 

入試問合せ 入試課 0877-62-3964 本部 〒765-8505 善通寺文京町 3-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 9 名） あり（計 9 名） あり（計 7 名） あり（計 10 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし（※通常特別推薦の受験となり、面接のみなので）／その他の配慮あり（※難聴者には手話通訳者を付

ける場合有り） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※ほ

とんどの建物にスロープ、エレベーター、車イス用トイレ有り。一部建物に自動ドアー有り。身障者用机多数の教室

に有り。） 

体育実技 その他の配慮をする（※「障害者スポーツ」２単位、Ｌ＋Ｐを５クラス開設） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※実習先と相談しながら進める） 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／代筆での解答を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 ＣＨＣセンター 

［人権と文化の多様性に関する委員会］ 

●車いす使用学生の受入について 

本学は、身体障害者受け入れ体制の確立に向けて、できる限り努力しておりますが、多くの不備な点があるのも事実です。本学と

しては、志願者が本学の身体障害者受け入れ状況の実態を確認され、充分了解された上で出願されることを強く希望します。そ

のために出願前に一度来学されることをお勧め致します。その場合には、必ず事前に入試課まで連絡して７月中に来学ください。
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり あり  

事務棟 解消 解消 殆どあり 殆どなし  

学生会館 解消 解消 殆どあり あり  

図書館 解消 解消 殆どあり なし  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり あり  

体育館 解消 解消 殆どあり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 ※スロープがあり車いすでの利用に支障はない（※乗り降りは駅員さんが対応） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 



高松大学 http://www.takamatsu-u.ac.jp 私立 香川 ※949-630-1
 

入試問合せ 入学センター 087-841-5920 本部 〒761-0194 高松市春日町 960 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 半数解消 解消 - 半数あり  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※最寄駅から大学までのバスは運行していない） 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



聖カタリナ大学 http://www.catherina.ac.jp 私立 愛媛 ※950-631-1
 

入試問合せ 入試広報課 089-993-0702 本部 〒799-2496 松山市北条 660 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※車いす専用の机を用意する） 

体育実技 その他の配慮をする（※社会福祉学部なのでノーマライゼーションの考え方に基づきできるだけ健常な学生と同じ

ように実技を実施することを目標としている。具体的にはルールを変える。あるいは健常の学生が車いすを使用す

るなどのアレンジを加え体育実技を実施している） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※施設実習の際まず本人の希望を聞いたうえで、施設と車イスで可能な実習内容を検討・調

整する） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすで試験を受けやすい座席を用意する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称  障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 半数解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 - あり ※エレベーターは必要としない 

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※エレベーターは必要としない 

体育館 殆ど解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※路線バス、スクールバスともにない。松山市と大学間にスクールバスがある） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定（※大学側で確認を

取っていないため、車いすを使用できるかどうか本人と貸主との交渉による） 

 



松山大学 http://www.matsuyama-u.ac.jp 私立 愛媛 ※951-632-1
 

入試問合せ 教務部入試課 089-925-7111 本部 〒790-8578 松山市文京町 4-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない／実技を見学する 

実  験 実験はない（※実験科目なし） 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 - - - -  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり 殆どなし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 半数解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※大学生協で紹介しているが、対応施設の紹介は難しいと思われる） 

 



松山東雲女子大学 http://www.shinonome.ac.jp 私立 愛媛 ※952-633-1
 

入試問合せ 学務部入試課 089-931-6211 本部 〒790-8531 松山市桑原 3-2-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※本人、保健室等の相談により、可能な範囲で対応している） 組織の名称  関係部署［教員・職員］ 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

体育館 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



高知工科大学 http://www.kochi-tech.ac.jp 私立 高知 ※953-634-1
 

入試問合せ 入試部 0887-57-2222 本部 〒782-8502 香美郡土佐山田町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名）（※大学院

進学者１名） 

あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※フライングディスク等車イスで履修できる科目を用意している） 

実  験 補助者をつける／その他の配慮をする（※工学部でもあり特に支障はない） 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする（※筆記試験が中心であり特に支障はない） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 なし あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 

 



九州栄養福祉大学 http://www.knwu.ac.jp 私立 福岡 ※954-635-1
 

入試問合せ 教務課 093-561-2060 本部 〒803-8511 北九州市小倉北区下到津 5-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／車いす

使用の学生の受け入れについて何も決まっていないた

め／今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 ※状況に応じて許可する場合がある  

最寄駅の状況 ※エレベーター、スロープ、エスカレーター等はなく車いすでの利用は困難 

最寄駅から大学までのバス ※路線バスがありノンステップバスも一部運行 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は困難 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしていない 

 



九州共立大学 http://www.kyukyo-u.ac.jp 私立 福岡 ※955-636-1
 

入試問合せ 入試課 093-693-3305 本部 〒807-8585 北九州市八幡西区自由ヶ丘 1-8 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 殆どなし あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



九州国際大学 http://www.kiu.ac.jp 私立 福岡 ※956-637-1
 

入試問合せ 入試・広報室 093-671-8916 本部 〒805-8512 北九州市八幡東区平野 1-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 2 名）（※その他

１名退学） 

なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業は選択科目 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※座席指定） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称 修学支援本部学生相談・修学支援室 

●車いす使用学生の受入について 

スロープ、手すりの設置・エレベータの設置 

 

キャンパス（名称 平野キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる （許可制） 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカレーター等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない （徒歩 10 分） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生が生活できるかは個人差があってわからない 

 



九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp 私立 福岡 ※957-638-1
 

入試問合せ   本部 〒813-8503 福岡市東区松香台 2-3-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



九州情報大学 http://www.kiis.ac.jp 私立 福岡 ※958-639-1
 

入試問合せ 入試広報課 092-928-4000 本部 〒818-0117 大宰府市宰府 6-3-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／レポートの提出に代える 

実  験 実験はない 

実  習  

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

事務棟 殆ど解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - 半数解消 半数あり 半数あり  

図書館 未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



九州女子大学 http://www.kwuc.ac.jp 私立 福岡 ※959-640-1
 

入試問合せ 入試課 093-693-3277 本部 〒807-8586 北九州市八幡西区自由ヶ丘 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計名） なし（計名） あり（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※相談があったとき対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※基本的に参加。本人の能力に応じて見学） 

実  験  

実  習 実習を見学する／その他の配慮をする 

定期試験 配慮なし（※手に障害がなかったため特に配慮なし） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

学生会館      

図書館 解消 殆ど未解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど未解消    

食堂・喫茶 半数解消 殆ど未解消    

体育館 殆ど解消 殆ど未解消  なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



久留米大学 http://www.kurume-u.ac.jp 私立 福岡 ※960-641-2
 

入試問合せ 入試課 0942-44-2160 本部 〒839-8502 久留米市御井町 1635 
 

●車いす使用学生の受入 可（※医学部については事前の問

い合わせが必要です） 

※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る／講義ノートの写しを渡す 

体育実技 体育実技の授業はない／その他の配慮をする（※受講希望の場合その都度学生と協議している） 

実  験 配慮未定（※障害の度合で学生と協議を行い出来る限りの配慮は行っているが具体的な事例としては未定） 

実  習 配慮未定（※障害の度合でその都度協議しているので具体的事例として言えない） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※座席の配慮や別室受験など受験しやすい環境

作り） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 旭町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

学生会館      

図書館 未解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 半数解消 あり 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 御井キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※スロープはある） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



久留米工業大学 http://www.kurume-it.ac.jp 私立 福岡 ※962-642-1
 

入試問合せ   本部 〒830-0052 久留米市上津町 2228-66 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



産業医科大学 http://www.uoeh-u.ac.jp 私立 福岡 ※963-643-1
 

入試問合せ 入試課入試係 093-691-7295 本部 〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため／今まで車いす使用の学生の入学がない

ため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない／配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 あり なし  

研究棟 未解消 未解消 あり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どあり なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 あり なし  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 殆どあり 半数あり  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



西南学院大学 http://www.seinan-gu.ac.jp 私立 福岡 ※964-644-1
 

入試問合せ 入試課 092-823-3366 本部 〒814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する（※障害の状況による）／車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方

に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※「スポーツ実習」の保健コースを受講する） 

実  験 その他の配慮をする（※状況に応じた配慮） 

実  習 その他の配慮をする（※状況に応じた配慮） 

定期試験 その他の配慮をする（※障害の程度により試験時間を延長し、別室で実施することがある） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 殆ど解消 殆どなし なし  

事務棟 解消 殆ど解消 あり なし  

学生会館 解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 殆ど解消 - あり  

食堂・喫茶 解消 殆ど解消 - 半数あり  

体育館 解消 殆ど解消 - あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



西南女学院大学 http://www.seinan-jo.ac.jp 私立 福岡 ※965-645-1
 

入試問合せ   本部 〒803-0835 北九州市小倉北区井堀 1-3-5 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



第一経済大学 http://www.daiichi-ue.ac.jp 私立 福岡 ※966-646-1
 

入試問合せ アドミッションオフィス 092-921-9811 本部 〒818-0197 大宰府市五条 3-11-25 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



第一福祉大学 http://www.dfu.ac.jp 私立 福岡 ※967-647-1
 

入試問合せ 入試広報課 092-918-6517 本部 〒818-0194 大宰府市五条 3-10-10 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※競技の審判、記録係等に活用） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※試験場所の準備設置） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

施設内全てバリアフリーであり、専用トイレを各階にもうけている。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



第一薬科大学 http://www.daiichi-cps.ac.jp 私立 福岡 ※968-648-1

 

入試問合せ 入試事務局 
092-541-0161 （ 内 線 333 ）

0120-542-737 
本部 〒815-8511 福岡市南区玉川町 22-1 

 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／今まで車いす使用の

学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 誓約書をかわす／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 配慮なし 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮なし 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし         

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 - なし  

研究棟 未解消 未解消 あり なし  

事務棟 未解消 未解消 - なし  

学生会館 未解消 未解消 - なし  

図書館 未解消 未解消 - なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 - なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



筑紫女学園大学 http://www.chikushi.ac.jp 私立 福岡 ※969-649-1
 

入試問合せ 入試室 092-925-3591 本部 〒818-0192 大宰府市石坂 2-12-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 実技を見学する 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 半数解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

講堂・ホール 半数解消 半数解消 半数あり 殆どあり  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

体育館 殆ど未解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



東和大学 http://www.tohwa-u.ac.jp 私立 福岡 ※970-650-1
 

入試問合せ 入試広報課 092-541-1512 本部 〒815-8510 福岡市南区筑紫丘 1-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／講義ノートの写しを渡す／

配慮なし 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 実験の内容を変更する／補助者をつける 

実  習 実習を見学する／レポートの提出に代える／補助者をつける 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館      

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 解消 解消 あり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



中村学園大学 http://www.nakamura-u.ac.jp 私立 福岡 ※971-651-1
 

入試問合せ 入試課 092-851-6762 本部 〒814-0198 福岡市城南区別府 5-7-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 別府キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 半数解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

学生会館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

図書館 半数解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



西日本工業大学 http://www.nishitech.ac.jp 私立 福岡 ※972-652-1
 

入試問合せ 入試課 0930-23-1491 本部 〒800-0394 苅田町新津 1-11 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） 不明（計名） 不明（計名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 半数解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



日本赤十字九州国際看護大学 http://www.jrckicn.ac.jp 私立 福岡 ※973-653-1
 

入試問合せ 学生課 0940-35-7008 本部 〒811-4157 宗像市アスティ 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※可能な限り配慮します） 

●授業等での配慮 

一般講義 （※これまで車いす使用の学生はおらず実例がありません） 

体育実技 （               〃                   ） 

実  験 （               〃                   ） 

実  習 （               〃                   ） 

定期試験 （               〃                   ） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり なし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり なし  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



福岡大学 http://www.fukuoka-u.ac.jp 私立 福岡 ※974-654-2
 

入試問合せ 入学センター事務室 092-871-6631(内線 2577) 本部 〒814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※車いすの入れる教室を使用する・介助者を

付ける）／配慮未定（※対象者には個別対応する姿勢である。） 

体育実技 実技を見学する 

実  験 補助者をつける／その他の配慮をする（※車いすの入れる実験室を使用する。夏休みに行う等、実験の期間に配

慮する。介助者を付ける）／配慮未定（※対象者には個別対応する姿勢である。 

実  習 その他の配慮をする（※車いすの入れる教室を使用する。夏休みに行う等、実習の期間に配慮する。介助者を付

ける）／配慮未定（※対象者には個別対応する姿勢である。現在対象者が存在しない学部においては「配慮未定」

にしているが、今後対象者が発生したら学生生活に支障がないよう配慮する姿勢である） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすが入れる教室を準備する・別室受験・介助者をつける・座席を考慮する）／配慮未

定（※対象者には個別対応する姿勢である。現在対象者が存在しない学部においては「配慮未定」にしているが、

今後対象者が発生したら学生生活に支障がないよう配慮する姿勢である） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

車椅子の受験生が、集中して受験できるように一般受験生とは別の試験室、専用トイレ・付添人控室（共に当試験室近く）を準備

している。その上、付添人の精神的負担および時間的な制約を軽減するため、試験開始から昼食時の付き添い試験終了後まで、

入学センター教職員がサポートする。 
 

キャンパス（名称 本部・人文・法・経済・商・理・工・薬・スポーツ科学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 半数解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館 半数解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど解消 殆どなし 半数あり  

体育館 半数解消 半数解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 



最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 

キャンパス（名称 医学部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 解消 なし なし  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 未解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし（※医学部専用としてはなし） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



福岡工業大学 http://www.fit.ac.jp 私立 福岡 ※976-655-1
 

入試問合せ 入試課 092-606-0634 本部 〒811-0295 福岡市東区和白東 3-30-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 レポートの提出に代える 

実  験 補助者をつける 

実  習 補助者をつける 

定期試験 その他の配慮をする（※試験室の変更） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない（※車いすでも使用可能な移動机を設置） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



福岡国際大学 http://www.fukuoka-int-u.ac.jp 私立 福岡 ※977-656-1
 

入試問合せ 入試課 092-922-2483 本部 〒818-0193 太宰府市五条 4-16-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 誓約書をかわす／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 その他の配慮をする（※個別に対応する）／配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 あり あり  

研究棟 未解消 未解消 - なし  

事務棟 未解消 未解消 - なし  

学生会館 未解消 未解消 - なし  

図書館 未解消 未解消 あり あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 - なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - なし  

体育館 未解消 未解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※最寄駅は、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない） 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮（女子）はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



福岡歯科大学 http://www.fdcnet.ac.jp/col 私立 福岡 ※978-657-1
 

入試問合せ 学務課入試係 092-801-1885 本部 〒814-0193 福岡市早良区田村 2-15-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 廊下（通路）途中にある間仕切りドアの開閉は補助者を要する 

●車いす用の座席 なし 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用 

トイレ 

備    考 

 

教室棟 あり なし あり（1 ヶ所） なし  

研究棟 あり なし あり（1 ヶ所） あり（1 ヶ所）  

事務棟 あり なし あり（1 ヶ所） なし  

学生会館 － － － －  

図書館 なし なし あり（1 ヶ所） なし  

講堂・ホール なし なし あり（1 ヶ所） なし  

食堂・喫茶 なし なし あり（1 ヶ所） なし  

体育館 あり あり なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 可能だが、一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 車いす対応のエレベーターが設置されている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるが、ノンステップバスは走っていない 

学生寮 なし 

下宿・アパート等の紹介 紹介は出来るが、車いす使用の学生への紹介が出来るかは未定 

 



福岡女学院大学 http://www.fukujo.ac.jp 私立 福岡 ※979-658-1
 

入試問合せ 入試広報課 092-575-2970 本部 〒811-1313 福岡市南区日佐 3-42-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※具体的な事例に当たって検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技の授業はない（※選択科目のため受講していない［以下同］） 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

大学事務室、教室棟、図書館及び食堂の出入り口は全て自動ドア対応となっております。全ての階にエレベーターで移動可能と

なっております。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり 殆どなし  

学生会館 解消 半数解消 あり 殆どなし  

図書館 解消 解消 あり 殆どあり  

講堂・ホール 解消 半数解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり 殆どなし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可 （※申請により許可をする［屋根無］） 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



西九州大学 http://www.nisikyu-u.ac.jp 私立 佐賀 ※980-659-1
 

入試問合せ 入試課 0952-52-4191 本部 〒842-8585 神崎郡神埼町大字尾崎 4490-9 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 半数解消 殆どなし あり  

研究棟 解消 半数解消 殆どなし あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし ※サークル BOX 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり 殆どなし ※学生ホール 

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



活水女子大学 http://www.kwassui.ac.jp 私立 長崎 ※981-660-2
 

入試問合せ 入試課 095-820-6015 本部 〒850-8515 長崎市東山手町 1-50 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 その他の配慮をする（※在学により適切な配慮を行う）／配慮未定 

体育実技 その他の配慮をする（※入学後本人にあった指導を検討する）／配慮未定 

実  験 その他の配慮をする（※入学後本人にあった指導を検討する）／配慮未定 

実  習 その他の配慮をする（※入学後本人にあった指導をする）／配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※入学後不利にならないように検討する）／配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 東山手キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 その他（※駅自体には階段等がなく、車いすでの利用に支障はない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



キャンパス（名称 新戸町キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がないい 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にな 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

学生会館 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 殆どなし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 その他（※駅自体には階段はなく車いすでの利用には支障はない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



長崎外国語大学 http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp 私立 長崎 ※983-661-1
 

入試問合せ 入試広報課 095-840-2022 本部 〒852-8065 長崎市横尾 3-15-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 - -  

食堂・喫茶 未解消 未解消 - あり  

体育館 未解消 未解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応していないが、車いす使用の学生の利用は可能 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



長崎国際大学 http://www.niu.ac.jp 私立 長崎 ※984-662-1
 

入試問合せ 入試センター 0956-39-2020 本部 〒859-3298 佐世保市ハウステンボス町 2825-7 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計 3 名） なし（計名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／要約筆記の補助者をつけ

る 

体育実技 配慮未定（※選択科目であり、現在まで履修者がいない） 

実  験 配慮未定（※現在まで、実験科目の履修者がいない） 

実  習 配慮未定（※現在まで履修者がいない） 

定期試験 解答方法を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生修学支援小委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし あり  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



長崎純心大学 http://www.n-junshin.ac.jp 私立 長崎 ※985-663-1
 

入試問合せ 入試広報室 095-846-0084 本部 〒852-8558 長崎市三ツ山町 235 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 ※事前に連絡・打ち合わせの必要がある 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする 

実  験 配慮未定 

実  習 その他の配慮をする 

定期試験 その他の配慮をする 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 - - - -  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 未解消 未解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスあり（※不定期でノンステップバス運行） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長崎総合科学大学 http://www.nias.ac.jp 私立 長崎 ※986-664-2
 

入試問合せ 入試課 095-838-5121 本部 〒851-0193 長崎市網場町 536 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 グリーンヒルキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 未解消 殆ど解消 なし 殆どなし  

学生会館 未解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 未解消 殆ど解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 その他（※最寄駅は平坦なため、支障はない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 シーサンドキャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 - - - -  

講堂・ホール 殆ど解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 その他（※最寄駅は平坦なため、支障はない） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



長崎ウエスレヤン大学 http://www.nwjc.ac.jp/index.shtml 私立 長崎 ※988-665-1
 

入試問合せ   本部 〒854-0081 諌早市栄田町 1057 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



九州看護福祉大学 http://www.kyushu.ns.ac.jp/ 私立 熊本 ※989-666-1
 

入試問合せ 入試広報室 0968-75-1850 本部 〒865-0062 玉名市富尾 888 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない／配慮未定 

実  験 実験はない／配慮未定 

実  習 補助者をつける／その他の配慮をする（※施設側と相談の上）／配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※教務課が窓口となって対応策を実施） 組織の名称 特にありません 

●車いす使用学生の受入について 

できるだけ対応するようにしています。チャレンジして下さい。 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



九州東海大学 http://www.ktokai-u.ac.jp 私立 熊本 ※990-667-2
 

入試問合せ 学長室入試課 096-386-2608 本部 〒862-8652 熊本市渡鹿 9-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 レポートの提出に代える／その他の配慮をする（※出来る範囲で準備や試合の審判係等をさせる） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※座席を指定して、パソコンの設定等の補助を手助けする） 

定期試験 その他の配慮をする（※試験の教室を固定して座席も固定している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 

キャンパス（名称 熊本校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どあり  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 解消 解消 殆どあり なし  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 殆どあり なし  

食堂・喫茶 解消 解消 殆どあり なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 阿蘇校舎 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 殆どなし なし  

研究棟 半数解消 解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 半数解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



九州ルーテル学院大学 http://www.kic.ac.jp 私立 熊本 ※992-668-1
 

入試問合せ 教務課 096-343-1600 本部 〒860-8520 熊本市黒髪 3-12-16 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする／配慮未定 （※学生の身体状況に応じて配慮する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり 殆どあり  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



熊本学園大学 http://www.kumagaku.ac.jp 私立 熊本 ※993-669-1
 

入試問合せ 入試センター事務室 0120-62-4095 本部 〒862-8680 熊本市大江 2-5-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 3 名） あり（計 3 名） あり（計 2 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※移

動しやすい教室による） 

体育実技 その他の配慮をする（※担当教員が対応する。ここ数年受験者なし） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※担当教員が対応する。社会福祉の実習では事前に受入先に相談して対応） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす対応教室に変更する。車いすで受けやすい教室で対応） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 学生が自主的に設置している 組織の名称 ボランティアグループ“あすなろう” 

●車いす使用学生の受入について 

しょうがいを持つ学生に対して教職員が個別的・任意的にできる限りの支援や協力をおしまずやってきているが、組織的に整備さ

れるまでには至ってないので、今後全学的制度的に支援ができるよう検討中である 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり ※ホール（学生会館内にある） 

食堂・喫茶 解消 解消 - 半数あり ※１階のみ 

体育館 解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能（※事前に条件を聞いて提携してい

る不動産会社へ紹介する） 

 



熊本保健科学大学 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp 私立 熊本 ※994-670-1
 

入試問合せ 入試広報課 096-275-2215 本部 〒861-5598 熊本市和泉町 325 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消  - 殆どあり  

研究棟 殆ど解消  - 殆どあり  

事務棟 殆ど解消  - 殆どあり  

学生会館 -  - -   各室出入口の段差について 

図書館 殆ど解消  - 殆どあり トビラが有り、介助者なしでは出入り困難 

講堂・ホール 殆ど解消  - 殆どあり  

食堂・喫茶 殆ど解消  - 殆どあり  

体育館 殆ど解消  - 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



尚絅大学 http://www.shokei-gakuen.ac.jp/shokeicol 私立 熊本 ※995-671-1
 

入試問合せ   本部 〒860-8538 熊本市楡木 6-5-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



崇城大学 http://www.sojo-u.ac.jp 私立 熊本 ※996-672-1
 

入試問合せ 入試課 096-326-6810 本部 〒860-0082 熊本市池田 4-22-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） 

（※大学院） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 相談 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特にありません 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり 殆どなし  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり 半数あり  

学生会館 解消 半数解消 - なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし  

体育館 解消 半数解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う／バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



平成音楽大学 http://www.heisei-music.ac.jp 私立 熊本 ※997-673-1
 

入試問合せ 入試課 096-282-0506 本部 〒861-3295 上益城郡御船町滝川 1658 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 未解消 半数あり なし  

研究棟 殆ど未解消 未解消 半数あり なし  

事務棟 殆ど未解消 未解消 殆どあり なし  

学生会館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定（※女子寮のみ） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



日本文理大学 http://www.nbu.ac.jp 私立 大分 ※998-674-1
 

入試問合せ 入試広報サービス 097-524-2708 本部 〒870-0397 大分市一木 1727 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - 半数解消 半数あり 半数あり  

研究棟 - 半数解消 あり 半数あり  

事務棟 - 殆ど未解消 あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 - あり なし  

講堂・ホール 解消 - 半数あり 半数あり  

食堂・喫茶 解消 - なし あり  

体育館 解消 - なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



別府大学 http://www.beppu-u.ac.jp 私立 大分 ※999-675-2
 

入試問合せ 入試広報部 0977-66-9666 本部 〒874-8501 別府市北石垣 82 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 4 名） あり（計 4 名） あり（計 1 名） あり（計 3 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 解答方法を換える／試験の内容を換える／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※個々

の対応を考慮している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※組織はないが学生が自主的に支援している）／特

になし 

組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

事前に大学の現状を見ていただくとともに、受験学科の教員との相談等を行ってもらっている 

 

キャンパス（名称 別府キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

学生会館 殆ど未解消 半数解消 殆どなし なし  

図書館 未解消 解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／スクールバスはあるが車いすでの利用

は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 大分キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 未解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 未解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



立命館アジア太平洋大学 http://www.apu.ac.jp 私立 大分 ※1001-676-1 
 

入試問合せ アドミッションズ国内 0977-78-1120 本部 〒874-8577 別府市十文字原 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計名） あり（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす用の机で受験できる） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 解消 あり あり ※メディア出入口扉 

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 解消 あり あり ※教室出入口扉 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている（※最寄は亀川駅だが、車いす

利用は困難なため、対象は別府駅） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



九州保健福祉大学 http://www.phoenix.ac.jp 私立 宮崎 ※1002-677-1 
 

入試問合せ 入試広報室 0982-23-5544 本部 〒882-8508 延岡市吉野町 1714-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 九州保健福祉大学ボランティアセンター 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - あり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



南九州大学 http://www.nankyudai.ac.jp 私立 宮崎 ※1003-678-2 
 

入試問合せ 広報部入試広報課 0985-83-2111 本部 〒880-0032 宮崎市霧島 5-1-2 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない（※高鍋キャンパスは必修ではない）／配慮未定（※宮崎キャンパス） 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 宮崎キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり   同一棟 

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 未解消 未解消 - -  

図書館 解消 解消 あり あり ※単一の建物 

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり ※単一の建物 

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



キャンパス（名称 高鍋キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 半数あり 半数あり  

研究棟 半数解消 解消 半数あり 殆どあり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 殆ど未解消 未解消 なし あり  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 未解消 解消 なし あり  

体育館 未解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



宮崎国際大学 http://www.miyazaki-mic.ac.jp 私立 宮崎 ※1005-679-1 
 

入試問合せ 入試広報室 0120-85-5931 本部 〒889-1605 宮崎郡清武町加納 1405 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

本学は、比較文化学部比較文化学科の単科大学で、入学定員は１００名の小規模な大学です。１クラス２０人程度の少人数教育

を行っているため、ここでのいくつかの項目には「配慮未定」と回答しましたが、その対象によって臨機応変に対応することが可能

だということを意味しています。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 殆ど解消 解消 なし なし  

事務棟 殆ど解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし（※ただし、徒歩５分のところに、本学学生が主な居住者であるマンションがあ

り、３食の食事付きである） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない（※ただし、不動産業者をいくつか紹介している） 

 



宮崎産業経営大学 http://www.miyasankei-u.ac.jp 私立 宮崎 ※1006-680-1 
 

入試問合せ 入試広報課 0985-52-3139 本部 〒880-0931 宮崎市古城町丸尾 100 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり（※その都度検討する） 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※その都度検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／その他の配慮をする（※その都度検討する） 

体育実技 実技を見学する／その他の配慮をする（※その都度検討する） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※その都度検討する） 

定期試験 その他の配慮をする（※その都度検討する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 半数あり 半数あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



鹿児島国際大学 http://www.iuk.ac.jp 私立 鹿児島 ※1007-681-1 
 

入試問合せ 入試室 099-263-0705 本部 〒891-0191 鹿児島市下福元町 8850 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 5 名） あり（計 3 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定（※事前相談にて上記を含めた対応を検討する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※体育実技の特別クラスを設定している） 

実  験 実験はない 

実  習 その他の配慮をする（※実習先との連携により配慮している） 

定期試験 その他の配慮をする（※車いす専用の机を配置している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 その他（※関係部局で支援し、学生課が総合的に支援） 組織の名称 学生課 

●車いす使用学生の受入について 

入学前に来学してもらい個々の障害の状況に応じてキャンパス内の施設・設備等の改善を行う 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない（※ただし、車いす専用の机〔不足の場合は長机を代用〕を本人の

時間割〔配備教室〕に合せて配置している） 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 殆どあり 殆どあり  

事務棟 殆ど解消 解消 殆どあり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 殆どあり なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う／その他（※在籍者２名については車

通学である） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している（※２室のみ車いす対応居室。ただし、女子学生専

用寮である） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



鹿児島純心女子大学 http://www.k-junshin.ac.jp/jundai/ 私立 鹿児島 ※1008-682-2 
 

入試問合せ 広報課 0996-23-5311 本部 〒895-0011 薩摩川内市天辰町 2365 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 今まで車いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出（※健康栄養学科編入学試験のみ） 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※エレベータ利用、補助者の入室など個別に対応） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称 本部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり あり  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



キャンパス（名称 鹿児島キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし 殆どなし  

事務棟 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※バス停より大学までの道路が坂道のため通学は困難） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



志學館大学 http://www.kwc-u.ac.jp 私立 鹿児島 ※1010-683-1 
 

入試問合せ 入試課 0995-43-1111 本部 〒899-5194 姶良郡隼人町内 1904 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 2 名） なし（計名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり（※別室受験〔保健室〕） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 その他の配慮をする（※車いすの学生が受験する科目は、学生が教室を移動しなくて済むように試験教室の割り

振りを考慮している） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

Ｈ１５年度電動車いす使用の学生の入学に併せて、学生が利用出来るように講義棟、管理棟、食堂棟をバリアフリー化した。また

講義棟には、階段昇降機を設置し学生の移動時に職員が介助と操作を行っている。なお、階段昇降機は移動可能な設備のため

私学助成金の対象になっていないので、今後障害学生支援のための設備費についても補助対象になることを希望する。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 解消 なし なし  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 解消 解消 なし なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



第一工業大学 http://www.daiichi-kodai.ac.jp 私立 鹿児島 ※1011-684-1 
 

入試問合せ アドミッションオフィス 0120-580-640 本部 〒899-4395 国分市中央 1-10-2 
 

●車いす使用学生の受入 ※困難 ※理由 ※本学は工業大学で航空、電子、機械、土木、建築の学科があり、各学科

は卒業までの必修科目として 180～270 時間の実験実習が義務付けられ

ている。車いすを利用しての実験、実習は危険を伴い困難であるため

（製図の実習のみ可） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 ※紹介することはできるが、バリアフリーの下宿、アパートはない 

 



沖縄大学 http://www.okinawa-u.ac.jp 私立 沖縄 ※1012-685-1 
 

入試問合せ 入試広報室 098-832-3270 本部 〒902-8521 那覇市字国場 555 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 2 名） あり（計 1 名） なし（計名） あり（計 1 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり（※障害により対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※担当教員にまかせる） 

実  験 その他の配慮をする 

実  習 その他の配慮をする（※実習先に依頼し補助をつける） 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しており専任の担当者もいる 組織の名称 障害学生支援委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 半数解消 半数解消 あり あり  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 解消 半数解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 半数解消 解消 なし なし  

体育館 解消 解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 その他 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



沖縄キリスト教学院大学 http://www.ocjc.ac.jp/4daijyoho/4dai_index.htm 私立 沖縄 ※1013-686-1 
 

入試問合せ 入試課 098-945-9782 本部 〒903-0207 中頭郡西原町字翁長 777 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 実験はない 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



沖縄国際大学 http://www.okiu.ac.jp 私立 沖縄 ※1014-687-1 
 

入試問合せ 学生部学生課学生係 098-892-1111 本部 〒901-2701 宜野湾市宜野湾 2-6-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 2 名） あり（計 4 名） あり（計 2 名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮 試験時間を延長する／車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 その他の配慮をする（※現在、受講を希望する車いす使用の学生はいないが、体育館はバリアフリーとなってお

り、希望者があれば適宜対応する） 

実  験 実験はない（法・経済・産業情報学部）／その他の配慮をする（※本人と相談する〔総合文化学部〕） 

実  習 実習はない（法・産業情報学部）／補助者をつける（総合文化学部）／現在検討中（経済学部） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める（法学部・産業情報学部）／代筆での解答を認める（法学部）／その他の配

慮をする（※事前に本人と相談する〔総合文化学部〕）／現在検討中（経済学部） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 半数解消 半数解消 半数あり 半数あり  

学生会館 解消 殆ど未解消 なし なし ※学生会館は「サークル棟」での回答 

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



名桜大学 http://www.meio-u.ac.jp 私立 沖縄 ※1015-688-1 
 

入試問合せ 学生課 0980-51-1057 本部 〒905-8585 名護市字為又 1220-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） あり（計 1 名） あり（計 11 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮なし 

体育実技 別の科目を履修することで代用する 

実  験 配慮なし 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮なし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

特になし 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 解消 解消 あり あり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※最寄駅はありません） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



放送大学 http://www.u-air.ac.jp その他 千葉 ※1016-694-1 
 

入試問合せ 入学受付係 043-276-5111（代表） 本部 〒261-8586 千葉市美浜区若葉 2-11 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

※入学試験なし あり（計不明名） あり（計不明名） あり（計 182 名） あり（計不明名） 

●入学試験の実施状況  ※入学試験は実施しないため、受験時の条件は出願時の条件で回答 

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出／身体障害者手帳の写しを提出 

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※受

講前に配慮が必要な事項について相談いただき可能な範囲で対応） 

体育実技 体育実技を体育の講義に変更する 

実  験 その他の配慮をする（※受講前に配慮が必要な事項について相談いただき可能な範囲で対応） 

実  習 その他の配慮をする（                      〃                      ） 

定期試験 パソコン等の補助機器の使用を認める／代筆での解答を認める／その他の配慮をする（※試験時間の延長、別室

の用意等） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

 

次頁以降のキャンパス回答記号の説明 

設問番号 設問内容 回答記号－回答内容 

①教室の車いす用座席の有無 

※車いす用の座席とは、椅子が移動できる、又は可動式にな

っており、車いすのまま席につくことができるものとします 

１－全ての教室にある 

２－ほとんどの教室にある 

３－約半数の教室にある 

４－ほとんどの教室にない 

５－どの教室にもない 

②キャンパス内の通路における車いすでの移

動について 

１－ほとんどの建物に行くのに支障がない 

２－半数以上の建物に行くのに支障がない 

３－一部の建物に行くのに支障がない 

４－ほとんどの建物に行くのに支障がある 

５－該当するキャンパス等は単一の建物であり、建物の外は公共の道路となる

教室棟、事務棟、視聴室の 

③建物出入口の段差解消について 

④建物各室出入口の段差解消について 

ア－解消されている 

ウ－約半数解消されている 

オ－未解消 

教室棟、事務棟、視聴室の 

⑤車いすで利用できるエレベーターの有無 

⑥車いす用トイレの有無 

ア－あり 

オ－なし 

⑦車いす使用者の自動車通学について １－自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる 

２－自動車通学は可能だが、一般学生と同じ場所に駐車する 

３－自動車通学は可能だが、駐車場はなし 

４－自動車通学は不可 

⑧駐車場がある場合、屋根の有無 １－屋根あり 

２－屋根なし 



⑨最寄駅の状況について １－エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない 

２－エレベーターはないが、エスカル等の階段昇降機がついている 

３－エレベーター、スロープ、エスカル等はなく、車いすでの利用は困難 

４－その他 

⑩最寄駅からセンターまでのバスについて １－路線バスがあり、ノンステップバスも走っている 

２－路線バスはあるが、ノンステップバスは走っていない 

４－スクールバスはあるが、車いすでの利用は困難だと思う 

５－バスの利用は必要ない 

６－その他 

 

 

放送大学 キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

 キャンパス名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  

 北海道学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 旭川サテライトスペース ５ ４ ｵ ｵ ｵ ｵ ２ ２ １ ２  

 青森学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ２  

 八戸サテライトスペース １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ １ ５  

 岩手学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ２  

 宮城学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １ ③ｴﾚﾍﾞｰﾀｰはｲｽ式昇降機 

 秋田学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ １ ２  

 山形学習センター ３ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ ３  １ ５  

 福島学習センター ３ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 いわきサテライトスペース ３ ４ ｵ ｱ ｱ ｱ １ ２ ３ ２  

 茨城学習センター ４ １ ｱ ｱ ｵ ｱ ２ ２ １ ２  

 栃木学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ２  

 群馬学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 埼玉学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ２ ５  

 千葉学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ２ ２  

 東京世田谷学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ２ １ 体育館あり 

 東京文京学習センター ２ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ５  

 東京足立学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ １ １ １  

 東京多摩学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ４ ６ ⑩点字ﾌﾞﾛｯｸ不備 

 神奈川学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ５  

 新潟学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ２  

 富山学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ３ ２  

 石川学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ３ ６ ⑩路線ﾊﾞｽなし 

 福井学習センター ５ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ４  ３ １  

 山梨学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ２ １  

 長野学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ １ ５  

 岐阜学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ３ １  

①車いす用座席の有無 

②キャンパス内の移動について 

③建物出入口の段差解消 

④各室出入口の段差解消 

⑤車いすで利用できるエレベーターの有無 

⑥車いす用トイレの有無

⑦自動車通学について 

⑧駐車スペースの屋根の有無 

⑨最寄駅について 

⑩駅からのバスについて 



 キャンパス名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  

 静岡学習センター ５ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ５  

 浜松サテライトスペース ５ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ３ １  

 愛知学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ １ ５  

 三重学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ １ １  

 滋賀学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 京都学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ １ １ ⑧駐車-市営駐車場のため有料 

 大阪学習センター ２ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ １ ５  

 兵庫学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 姫路サテライトスペース １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ １ １  

 奈良学習センター １ １ ｱ ｱ ｵ ｱ ２ ２ ３ ２ ④建物出入口は教室棟のみ「オ」 

 和歌山学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 鳥取学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ５  

 島根学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ １ １ １  

 岡山学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ２  

 広島学習センター ２ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ４ 1･6  

⑨最寄駅-新幹線：すべてのﾎｰﾑにｴﾚﾍﾞｰﾀｰがあり車いすでの利用に支障はない。 

       在来線：一部のﾎｰﾑにｴﾚﾍﾞｰﾀｰがあるが、設置されていないﾎｰﾑがあり車いすでの利用に

は駅員の協力が必要な場合がある 

⑩-路面電車があり低迷電車も走っている（１編成のみ）が他は段差もあるので車いすでの利用は困難

 福山サテライトスペース ５ ４ ｱ ｱ － ｱ ２ ２ ３ ２ ⑤ｴﾚｴｰﾀｰは１階のため不要 

 山口学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ３ ６ ⑩路線バスは走っていない 

 徳島学習センター ５ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 香川学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 愛媛学習センター ５ ２ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ ３ ２  

 高知学習センター １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ ２ ５  

 福岡学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ ５  

 北九州サテライトスペース １ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ３  １ １  

 佐賀学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ １ ２ １ １  

 長崎学習センター ４ １ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ ３ ２  

 熊本学習センター １ ３ ｱ ｱ ｵ ｱ １ ２ ３ ６ ③建物出入口は教室棟のみ「ウ」 

⑩ﾊﾞｽ通学はﾊﾞｽの本数が少ない 

 大分学習センター ５ １ ｱ ｳ ｵ ｱ １ ２ １ 2･4  

 宮崎学習センター １ ２ ｱ ｱ ｵ ｱ １ ２ ３ １  

 鹿児島学習センター ５ １ ｱ ｱ ｱ ｱ １ １ ３ ６ ⑩路線ﾊﾞｽ、路面電車が走っている

 沖縄学習センター １ ５ ｱ ｱ ｱ ｱ ２ ２ ４  ⑨最寄駅なし 

 



防衛医科大学校 http://www.ndmc.ac.jp その他 埼玉 ※1017-692-1 
 

入試問合せ   本部 〒359-8513 所沢市並木 3-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



気象大学校 http://www.mc-jma.ac.jp その他 千葉 ※1018-693-1 
 

入試問合せ 教務課教務係 04-7143-5184 本部 〒277-0852 柏市旭町 7-4-81 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

研究棟 未解消 未解消 なし なし  

事務棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし 殆どなし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 未解消 なし 殆どなし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



国立看護大学校 http://www.ncn.ac.jp その他 東京 ※1019-696-1 
 

入試問合せ   本部 〒204-8575 清瀬市梅園 1-2-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



職業能力開発総合大学校東京校 

http://www.ehdo.go.jp/tokyo/ptut/ 
その他 東京 ※1020-697-1 

 

入試問合せ 学務課学生係 042-346-7184 本部 〒187-0035 小平市小川西町 2-32-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮なし 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり 殆どあり  

体育館 殆ど解消 殆ど解消 殆どあり 殆どあり  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は不可  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



職業能力開発総合大学校 http://www.uitec.ehdo.go.jp その他 神奈川 ※1021-699-1 
 

入試問合せ 学生課 042-763-9023 本部 〒229-1196 相模原市橋本台 4-1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） 不明（計名） なし（計名） 不明（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 （※本校は実習中心なので、その点についての了解） 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※応相談） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 半数解消 半数解消 半数あり 殆どなし  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 あり 殆どなし  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

図書館 殆ど解消 殆ど解消 殆どなし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 なし なし  

体育館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている／スクールバスはあるが車いすでの利用は困

難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



防衛大学校 http://www.nda.ac.jp/index-j.html その他 神奈川 ※1022-701-1 
 

入試問合せ 入学試験係 046-841-3811 本部 〒239-3810 横須賀市走水 1-10-20 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



海技大学校 http://www.mtc.ac.jp その他 兵庫 ※1023-707-2 
 

入試問合せ 学務部教務課 0797-38-6212 本部 〒659-0026 芦屋市西蔵町 12-24 
 

●車いす使用学生の受入 不可 

 

※不可又は未定の場合の理由 

卒業後得られる国家資格が取得できない見込みであるため／卒業に必要な科目の履修

が困難であるため／その他 （※当校は、海技免状の取得を目的としており、海技士国家

試験の受験資格に運動機能の障害、その他の疾病または身体機能の障害がないこと、と

あるので、当校の入学資格もそれに準ずるものにしております） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称 本部 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



キャンパス（名称 児島校 ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



海上保安大学校 http://www.jcga.ac.jp その他 広島 ※1025-710-1 
 

入試問合せ 総務課人事係 0823-21-4961 本部 〒737-8512 呉市若葉町 5-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 

 

※不可又は未定の場合の理由 

海上保安大学校学生採用試験は、人事院が行う国家公務員試験の一つで、採用試験の

基準に、四肢の運動機能に異常のある者は、不合格となるとあるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 その他の条件あり 

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



水産大学校 http://www.fish-u.ac.jp その他 山口 ※1026-711-1 
 

入試問合せ 教務課入試係 0832-86-5371 本部 〒759-6595 下関市永田本町 2-7-1 
 

●車いす使用学生の受入 不可 ※不可又は未定の場合の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、スロープ、車いす用トイレな

どキャンパス内の設備に問題があるため／その他 （※本校では、海上における船舶乗船

実習等があり、履修等困難である） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要／医師の診断書を提出 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 未解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

事務棟 未解消 未解消 なし なし  

学生会館 未解消 未解消 なし なし  

図書館 未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



北海道職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/hokkaido/sisetu/tandai.kai01.htm 
その他 北海道 ※1027-689-1 

 

入試問合せ 学務課 0134-62-3552 本部 〒047-0292 小樽市銭函 3-190 
 

●車いす使用学生の受入 可 （※機械系、居住系については各工作機械等が車いす障害者用に設計されていないため、受

入は難しいが、電子系、情報系は可能と思われる） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし／受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど未解消 殆どなし なし  

研究棟 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

事務棟 半数解消 殆ど未解消 なし あり  

学生会館 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

図書館 殆ど未解消 殆ど未解消 なし なし  

講堂・ホール 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

食堂・喫茶 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

体育館 半数解消 殆ど未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない／その他 （※路線バスはあるが、バス停

が遠い。便数が少ない） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



東北職業能力開発大学校 http://www.ehdo.go.jp/miyagi/index.html その他 宮城 ※1028-690-1 
 

入試問合せ 学務課 0228-22-6614 住所 〒987-2223 栗原郡築舘町字萩沢土橋 26 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の

場合の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、スロ

ープ、車いす用トイレなどキャンパス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する （※過去に情報系で入学者あり） 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

当校の現状は、車いすバリアフリーに関して内部まで対応できる建物は、平成 12 年に応用課程の立ち上げ時に建設した１棟とな

っております。他の各棟は、昭和 55 年をはじめとして旧い建築物で構成されており、各棟へグランドレベルでのアクセス路のみバ

リアフリーとなっております。障害者の入校受入につきましては、入試会議等にて検討をしておりますが、環境整備、施設整備、介

護体制まで含めますと、なかなか難しい状況と言えます。当校の学卒訓練内容の履修に関して、どのような対応が取れるか等、

今後も障害者対応の検討を続けていく所存です。 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない （※グランドレベルでのこと） 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 未解消 なし なし  

※応用課程棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 未解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 － － ※１階のみ 

講堂・ホール 未解消 未解消 なし －  

食堂・喫茶 解消 解消 － － ※１階のみ 

体育館 未解消 未解消 － なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



関東職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/tochigi/college/college.htm 
その他 栃木 ※1029-691-1

 

入試問合せ 学務課 0285-31-1722 本部 〒323-0813 小山市横倉三竹 612-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

不明（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど未解消 殆ど解消 なし なし  

研究棟 殆ど未解消 半数解消 なし なし  

※本館 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 殆ど解消 解消 - -  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 未解消 殆ど解消 - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北陸職業能力開発大学校 http://www.ehdo.go.jp/toyama/college/ その他 富山 ※1030-702-1 
 

入試問合せ   本部 〒937-0856 魚津市川緑 1289-1 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 

アンケートの返信なし 



東海職業能力開発大学校 http://www.ehdo.go.jp/gifu/ その他 岐阜 ※1031-705-1 
 

入試問合せ 学務課 0585-34-3601 本部 〒501-0502 揖斐郡大野町古川 1-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 ※希望者が出次第協議する 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 配慮未定 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

寮が完備されている。 入口近くに車いす使用の方用の駐車場を確保している 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 なし あり  

研究棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 なし あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし あり  

講堂・ホール 未解消 未解消 なし なし  

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし     １階のみ 

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 スロープがあり車いすでの利用に支障はない （※１階のみのためエレベーターは不要） 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



近畿職業能力開発大学校 http://www.ehdo.go.jp/osaka/college/ その他 大阪 ※1032-706-1 
 

入試問合せ 学務課 0724-89-2112 本部 〒596-0103 岸和田市稲葉町 1778 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 その他の配慮あり （※本人と相談し対応する） 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する／パソコン等の補助機器の使用を認める／その他の配慮をする（※本

人の希望を聞き対応する） 

体育実技 その他の配慮をする（※車いす活用の障害者も色々なスポーツができるので、できるスポーツに親しませる） 

実  験 その他の配慮をする（※車いすのまま作業ができるよう設備や治具を作成しできるだけ健常者と同じ作業をさせる）

実  習 その他の配慮をする（※車いすのまま作業ができるよう設備や治具を作成しできるだけ健常者と同じ作業をさせる）

定期試験 その他の配慮をする（※障害の程度によって対応は異なるので、本人の希望を聞き対応する） 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

情報系学科は上肢がほぼ健常であれば学ぶことに支障はないので受験可能です。入学すれば就職も十分可能です 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 殆ど解消 半数あり 半数あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - なし ※１階のみのためエレベーターは不要 

体育館 解消 解消 - なし ※１階のみのためエレベーターは不要 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 ※有り 

下宿・アパート等の紹介 紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能 

 



中国職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/okayama/kennai/pco/ 
その他 岡山 ※1033-709-1 

 

入試問合せ 学務課 086-526-6946 本部 〒710-0251 倉敷市玉島長尾 1242-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため／車いす使用の学生の

受け入れについて何も決まっていないため／今まで車

いす使用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動  

●車いす用の座席  

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学  

最寄駅の状況  

最寄駅から大学までのバス  

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



四国職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/kagawa/college/welcome.htm/ 
その他 香川 ※1034-712-1 

 

入試問合せ 学務課 0877-24-6255 本部 〒763-0093 丸亀市郡家町 3202 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 エレベーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパ

ス内の設備に問題があるため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 半数以上の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ※特別なものはない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 殆ど解消 殆ど解消 半数あり 殆どあり  

研究棟 殆ど解消 殆ど解消 なし 殆どあり  

事務棟 半数解消 半数解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 - -  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 殆ど解消 殆ど解消 - あり  

体育館 半数解消 半数解消 - なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーターはないがエスカル等の階段昇降機がついている 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



九州職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/fukuoka/kpc/index.htm 
その他 福岡 ※1035-713-1 

 

入試問合せ 学務課 093-963-8353 本部 〒802-0985 北九州市小倉南区志井 1665-1 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 

卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベーター、スロープ、車いす用トイレな

どキャンパス内の設備に問題があるため／その他 （※エレベーターは電子系の実験・実

習棟のみに設置しているが、学生の受入れにあたっては、教室棟へもエレベーターを設置

する必要がある為） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） （計名） （計名） （計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件  

受験時の配慮  

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習  

定期試験  

●障害学生を支援する組織 

組織の状況  組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 殆どなし 殆どなし  

研究棟 - - - -  

事務棟 解消 解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 なし なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - なし ※１階のみ 

体育館 解消 解消 - なし ※１階のみ 

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根あり 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他（※バスはなく、駅から大学までは坂道が多いため、自動車以外の通学は困難） 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



沖縄職業能力開発大学校 

http://www.ehdo.go.jp/okinawa/polytech_college/ 
その他 沖縄 ※1036-714-1 

 

入試問合せ 学務課 098-934-6282 本部 〒904-2141 沖縄市池原 2994-2 
 

●車いす使用学生の受入  ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計名） （計名） あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する 

●授業等での配慮 

一般講義  

体育実技  

実  験  

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟      

研究棟      

事務棟      

学生会館      

図書館      

講堂・ホール      

食堂・喫茶      

体育館      

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス その他 （※大学前まで路線バスはなし） 

学生寮  

下宿・アパート等の紹介  

 



政策研究大学院大学 http://www.grips.ac.jp その他 東京 ※1037-698-1 
 

入試問合せ 入学担当室 03-3341-0297 本部 〒162-8677 新宿区若松町 2-2 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 その他（※実際に受験する車いす学生が出てきてか

ら、事前協議を行った上で対応を検討する） 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

2005 年 4 月より、新キャンパス（六本木）へ移転。施設及び施設内の各室の出入口について段差が解消される。また全てのエレベ

ータが車いす使用者に対応したものとなる。トイレについても、ほとんどの施設で車いす使用者用のトイレを設置する予定である。
 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 該当するキャンパス等は単一の建物であり建物の外は公共の道路となる 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 半数解消 なし なし  

研究棟 未解消 半数解消 なし なし   同一棟 

事務棟 未解消 半数解消 なし なし  

学生会館 - - - -  

図書館 未解消 半数解消 - なし  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 未定  

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは未定 

 



総合研究大学院大学 http://www.soken.ac.jp その他 神奈川 ※1038-700-1 
 

入試問合せ 教育研究企画室学生厚生係 046-858-1526 本部 〒240-0193 三浦郡葉山町 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 全ての教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 - - - -  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮はなし 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



北陸先端科学技術大学院大学 http://www.jaist.ac.jp その他 石川 ※1039-703-1 
 

入試問合せ 入学支援室入試係 0761-51-1962 本部 〒923-1292 能美郡辰口町旭台 1-1 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

（参考）-本学の入学試験は筆記試験を課さず、面接を重視した選抜方法です。 

受験時の配慮 試験時間を延長する／上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮する 

●授業等での配慮 

一般講義 車いすで講義を受けやすい場所を用意する 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定（過去、現在に車いす使用者がいないため、配慮の方法は未定であるが受入時には具体的に検討する）

実  習 配慮未定（                                 〃                             ）

定期試験 配慮未定（                                 〃                             ）

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり     同一棟 

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 解消 解消 あり なし  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール - - - -  

食堂・喫茶 解消 解消 あり なし  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他 （※エスカル等の設備はあるが人手を借りるなどで対応は可能） 

最寄駅から大学までのバス その他 （※現在は、スクールバスはあるがノンステップバスではない。車いす使用者受入時

に配慮を検討） 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） （※今現在の設備では利用は不

可であるが、車いす使用者受入時に配慮を検討） 

下宿・アパート等の紹介 紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難） 

 



奈良先端科学技術大学院大学 http//naist.jp その他 奈良 ※1040-708-1 
 

入試問合せ 研究協力部学生課入試係 0743-72-5083 本部 〒630-0192 生駒市高山町 8916-5 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 受験について事前に相談が必要 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 配慮未定 

実  習 配慮未定 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 大学側で設置しているが専任の担当者はいない 組織の名称 全学教育委員会 

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 - あり ※講義棟-１階建て 

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 なし あり ※居室は１階のみ 

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスがありノンステップバスも走っている 

学生寮 学生寮があり車いす使用に対応している 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



情報科学芸術大学院大学 http://www.jamas.ac.jp その他 岐阜 ※1041-704-1 
 

入試問合せ 教務課教務係 0584-75-6600 本部 〒503-0014 大垣市領家町 3-95 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

あり（計 1 名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件なし 

受験時の配慮 車いすで利用可能な試験室に変更する／その他の配慮あり （※受験生の障害の程度によってその都度対応。

例えば筆記試験の際、他の受験生とは違う車いすでも受験できる大きめの机を準備する等） 

●授業等での配慮 

一般講義 ※障害の程度により配慮 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 ※障害の程度により配慮 

定期試験 ※障害の程度により配慮 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

入学者の障害の程度により、施設及び運用面で対応する 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 一部の建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 どの教室にもない 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 未解消 なし あり ※校舎は大学院と併設の専修学校の 2 棟 

研究棟 解消 未解消 なし あり ※車いす用トイレは各棟の 1 階にあり 

事務棟 解消 未解消 なし あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり ※エレベーターは専修学校のみあり 

講堂・ホール 解消 解消 あり あり ※大学院校舎は階段に障害者用昇降機（一人乗り）

食堂・喫茶 解消 解消 あり あり   を設置してあります 

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープがあり車いすでの利用に支障はない 

最寄駅から大学までのバス 路線バスはあるがノンステップバスは走っていない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は未定 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



国際仏教学大学院大学 http://www.icabs.ac.jp その他 東京 ※1042-695-1 
 

入試問合せ 教務・学生課 03-3434-6953 本部 〒105-0001 港区虎ノ門 5-3-23 
 

●車いす使用学生の受入 可 ※不可又は未定の場合の理由  

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物へ行くのに支障がない 

●車いす用の座席 ほとんどの教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり あり  

研究棟 解消 解消 あり あり  

事務棟 解消 解消 あり あり  

学生会館 - - - -  

図書館 解消 解消 あり あり  

講堂・ホール 解消 解消 あり あり  

食堂・喫茶 - - - -  

体育館 - - - -  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能だが一般学生と同じ場所に駐車する 屋根なし 

最寄駅の状況 エレベーター、スロープ、エスカル等はなく車いすでの利用は困難だと思う 

最寄駅から大学までのバス バスの利用は必要ない 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



国際大学 http://www.ivj.ac.jp/j その他 新潟 ※1043-397-1 
 

入試問合せ 研究科事務室 025-779-1200 又は 1500 本部 〒949-7277 南魚沼郡大和町大字穴地新田 777 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 車いす使用の学生の受け入れについて何も決まって

いないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） なし（計名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 条件未定 

受験時の配慮 配慮未定 

●授業等での配慮 

一般講義 配慮未定 

体育実技 体育実技の授業はない 

実  験 実験はない 

実  習 実習はない 

定期試験 配慮未定 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 特になし 組織の名称  

●車いす使用学生の受入について 

 

 

キャンパス（名称  ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 ほとんどの建物に行くのに支障がある 

●車いす用の座席 約半数の教室にある 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 未解消 殆ど解消 なし※ なし ※教室棟は研究棟に接続のためエレベーターは 

研究棟 未解消 解消 あり※ あり   共用である 

事務棟 未解消 殆ど解消 殆どなし 殆どなし  

学生会館      

図書館 未解消 解消 あり なし  

講堂・ホール      

食堂・喫茶 未解消 未解消 なし なし  

体育館 未解消 未解消 なし なし  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 自動車通学は可能で駐車スペースも確保できる 屋根なし 

最寄駅の状況 その他（※駅での対応は可能と思われるが、本学は全寮制につき列車を利用する通学は想

定していない） 

最寄駅から大学までのバス スクールバスはあるが車いすでの利用は困難だと思う 

学生寮 学生寮はあるが車いす使用の学生の利用は不可（困難） 

下宿・アパート等の紹介 紹介はしない 

 



桐朋学園大学院大学 http://www.tohomusic.ac.jp その他 富山 ※1044-408-1 
 

入試問合せ 教学課 076-434-6800 本部 〒930-0138 富山市呉羽町 1884-17 
 

●車いす使用学生の受入 未定 ※不可又は未定の場合の理由 卒業に必要な科目の履修が困難であるため／エレベ

ーター、スロープ、車いす用トイレなどキャンパス内の

設備に問題があるため／車いす使用の学生の受け入

れについて何も決まっていないため／今まで車いす使

用の学生の入学がないため 

●車いす使用学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の有無及び人数（合計） 

受験（’99～03 年度） 入学（’00～’04 年度） 卒業（’99～’03 年度） 在籍（’04 年度） 復学（’99～’03 年度） 

（計 0 名） （計 0 名） （計 0 名） （計 0 名） （計 0 名） 

●入学試験の実施状況  

受験時の条件 ※専攻楽器の演奏が可能か 

受験時の配慮 ※特になし 

●授業等での配慮 

一般講義 ※特になし 

体育実技 － 

実  験 ※特になし 

実  習 ※特になし 

定期試験 ※特になし 

●障害学生を支援する組織 

組織の状況 なし 組織の名称 なし 

●車いす使用学生の受入について 

現在特に対策なし 

 

キャンパス（名称 桐朋学園富山キャンパス ） 

●車いすでのキャンパス内の移動 可 

●車いす用の座席 なし 

●各棟又は各施設の段差、各室の出入口、エレベーター、車いす用トイレについて （※「－」該当する棟･施設なし） 

 棟(施設) 

の段差 

各室出入口

の段差 

エレベー 

ター 

車いす用

トイレ 

備    考 

 

教室棟 解消 解消 あり なし  

研究棟 解消 解消 あり なし  

事務棟 解消 解消 あり なし  

学生会館 － － － －  

図書館 解消 解消 あり なし  

講堂・ホール 解消 解消 あり なし  

食堂・喫茶 － － － －  

体育館 － － － －  

●その他 

車いす使用学生の自動車通学 可 

最寄駅の状況 現在特に対策なし（人手で対応） 

最寄駅から大学までのバス 徒歩 3 分（バス停なし） 

学生寮 1 階であれば移動可（車いす用トイレなし） 

下宿・アパート等の紹介 紹介していない 

 



参考資料 

「全国大学車いすバリアフリー調査票」質問及び選択回答の内容 （※送付した調査票の凝縮版です） 

 

〈注意事項〉 

※ 質問は、「大学全体について」と、「キャンパス等について」とに分かれています。 

※ キャンパス等が複数ある場合は、その名称を示した調査票がその数分添付されています。不足の場合はコピーを取りご使用下さい。

（キャンパス等とは、地区、校舎、学部等で所在地が異なる場合を含みます） 

※ 同一キャンパス等内の学部、学科等で回答が異なる場合、余白にその旨分かるようにご記入をお願い致します。 

※ 車いすは手動式及び電動式の両方を指すものとします車いす使用者は、上肢にも障害がある場合を含みます 

 
Ⅰ 大学全体について 
 
問１．貴大学は車いす使用の学生を受け入れることができますか。以下より該当するもの一つを選び、□にチェックを入れて下さい。（学部、

学科等で異なる場合は、その旨、余白にご記入下さい） 
1.受け入れ可（条件付きの場合を含む）【→問３～問１０の質問にお答え下さい】／2.受け入れ不可【→問２の質問にお答え下さい】 

／3.受け入れ未定【→問２の質問にお答え下さい】 

 

問２．問１で「受け入れ不可」又は「受け入れ未定」の大学（又は学部、学科等）について、その理由を以下より該当するものを全て選び、

□にチェックを入れて下さい。（複数回答） 

1.卒業後得られる国家資格が取得できない見込みであるため／2.卒業に必要な科目の履修が困難であるため／3.エレベーター、ス

ロープ（段差解消）、車いす用トイレなど、キャンパス内の設備に問題があるため／4.車いす使用の学生の受け入れについて、何も

決まっていないため／5.今まで車いす使用の学生の入学がないため／6.その他（理由） 

 

問３．車いす使用の学生の受験、入学、卒業、在籍、復学の状況について、（１）～（５）の問にお答え下さい。尚、答えが「あり」の場合、そ

の合計人数（人数が不明の場合は「不明」に○）をご記入下さい。 

（１） 車いす使用者の受験はありましたか（1999 年度～2003 年度の 5 年間） 1.あり（計 名・不明）／2.無し／3.不明 

（２）  車いす使用の学生の入学はありましたか（2000 年度～2004 年度の 5 年間） 1.あり（計 名・不明）／2.無し／3.不明 

（３）  車いす使用の学生の卒業はありましたか（1999 年度～2003 年度の 5 年間） 1.あり（計 名・不明）／2.無し／3.不明 

（４）  現在、車いす使用の学生は在籍していますか（2004 年度の状況 ）1.在籍している（計 名・不明）／2.在籍していない／3.不明 

（５）  在学中に障害を負い、車いすを使用して復学した学生はいますか（1999 年度～2003 年度の 5 年間） 1.いる（計 名・不明 ）／2.

いない／3.不明 

 

問４．入学試験の実施状況について 

（１） 受験時の条件について、以下より該当するものを全て選び、□にチェックを入れて下さい。（複数回答） 

1.条件なし／2.受験について事前に相談が必要／3.誓約書をかわす／4.医師の診断書を提出／5.身体障害者手帳の写しを提出

／6.その他の条件あり （内容：  ）／7.条件未定 

（２） 受験時の配慮について、以下より該当するものを全て選び、□にチェックを入れて下さい。（複数回答） 

1.配慮なし／2.試験時間を延長する／3.車いすで利用可能な試験室に変更する／4.上肢に障害のある方に対して解答方法を配慮

する／5.その他の配慮あり （内容：   ）／6.配慮未定 

 

問５．授業等での配慮について ※ 学部、学科により回答が異なる場合は、その旨、余白にご記入下さい。 

（１） 一般講義の授業では、車いす使用の学生に対してどのような配慮がありますか。以下より該当するものを全て選び、□にチェックを

入れて下さい。（複数回答） 

1.車いすで講義を受けやすい場所を用意する／2.パソコン等の補助機器の使用を認める／3.要約筆記の補助者をつける／4.講義

ノートの写しを渡す／5.その他の配慮をする （内容：  ）6.配慮なし／7.配慮未定 

（２） 体育実技の授業では、車いす使用の学生に対してどのような配慮がありますか。以下より該当するものを全て選び、□にチェックを

入れて下さい。（複数回答） 

1.体育実技の授業はない／2.実技を見学する／3.レポートの提出に代える／4.体育実技を体育の講義に変更する／5.別の科目を

履修することで代用する／6.その他の配慮をする （内容：   ）／7.配慮なし／8.配慮未定 

（３） 実験を行なうときは、車いす使用の学生に対してどのような配慮がありますか。以下より該当するものを全て選び、□にチェックを入

れて下さい。（複数回答） 

1.実験はない／2.実験を見学する／3.レポートの提出に代える／4.実験の内容を変更する／5.補助者をつける／6.その他の配慮を

する （内容：   ）／7.配慮なし／8.配慮未定 

（４） 実習時は、車いす使用の学生に対してどのような配慮がありますか。以下より該当するものを全て選び、□にチェックを入れて下さい。

（複数回答） ※学部、学科等の実習の内容により回答が異なる場合は、具体的に余白にご記入下さい。 

1.実習はない／2.実習を見学する／3.レポートの提出に代える／4.実習を別の内容に代える／5.別の科目を履修することで代用す

る／6.補助者をつける／7.その他の配慮をする （内容：  ）／8.配慮なし／9.配慮未定 

（５） 定期試験では、車いす使用の学生に対してどのような配慮がありますか。以下より該当するものを全て選び、□にチェックを入れて下

さい。（複数回答） 

1.解答方法を換える／2.試験の内容を換える／3.パソコン等の補助機器の使用を認める／4.代筆での解答を認める／5.その他の配

慮をする （内容：   ）／6.配慮なし／7.配慮未定 



問６. 障害学生を支援する組織について 

（１）  大学に車いす使用者等の障害学生を支援する組織はありますか。以下より該当するもの一つを選び□にチェックを入れて下さい。 

1.大学側で設置しており、専任の担当者（コーディネーター）もいる／2.大学側で設置しているが、専任の担当者（コーディネータ

ー）はいない／3.学生が自主的に設置している／4.その他 （具体的にお書き下さい：  ）／5.特になし 

（２） 前（１）の問いで、回答 1～4 の場合、障害学生を支援する組織の名称をご記入下さい（例、バリアフリー支援室、障害学生支援室等） 

 

問７．車いす使用の学生の受け入れに関して、アピールする点がありましたら、お書き下さい。 

 

Ⅱ キャンパス等について 

 

ここからは、キャンパス等ごとに調査票が添付されています。それぞれのキャンパス等について質問にお答え頂きますようお願い致しま

す。尚、キャンパス等とは、キャンパスの他、地区、校舎、学部等の名称で所在地が異なる場合も含まれます。※「キャンパス等の名称」が

空白のものは、キャンパス等が一ヶ所のみで本部及び全学部が同一所在地にある場合 

 

問８．学生が一般的に利用する建物やキャンパス等の状況について 

（１） 教室には、車いす用の座席はありますか。以下より該当するもの一つにチェックを入れて下さい。 

※車いす用の座席とは、椅子が移動できる、また可動式になっており、車いすのまま席につくことができるものとします 

1.全ての教室にある／2.ほとんどの教室にある／3.約半数の教室にある／4.ほとんどの教室にない／5.どの教室にもない 

（２） キャンパスの通路は車いすの移動に支障はありませんか。以下より該当するもの一つにチェックを入れて下さい。（施設・建物外のキ

ャンパスにおいて、段差はないか又はスロープ等で段差が解消されており、車いす使用の学生が１人[介助者なし]で移動することが

できますか） 

1.ほとんどの建物へ行くのに支障がない／2.半数以上の建物へ行くのに支障がない／3.一部の建物へ行くのに支障がない／4.ほ

とんどの建物に行くのに支障がある／5.該当するキャンパス等は単一の建物であり、建物の外は公共の道路となる 

（３） 下記の表の各棟・施設ごとに、次の ①～④ の問について、該当する答えを回答記号ア～オより一つ選び、各棟・施設ごと該当する

欄にご記入下さい。尚、該当する棟（施設）がない場合は、横線「－」をご記入下さい。 
回答記号 

ア ・・・ 「全ての棟（施設）で解消されている」又は「全ての棟（施設）にある」の場合  

イ ・・・ 「ほとんどの棟（施設）で解消されている」又は「ほとんどの棟（施設）にある」の場合 

ウ ・・・ 「約半数の棟（施設）で解消されている」又は「約半数の棟（施設）にある」の場合  

エ ・・・ 「ほとんどの棟（施設）で解消されていない」又は「ほとんどの棟（施設）にない」の場合 

オ ・・・ 「全ての棟（施設）で解消されていない」又は「全ての棟（施設）にない」の場合  

① 棟又は施設の段差解消について（棟又は施設の出入口及び通路において、段差はないか又はスロープ等で段差が解消されており、

車いす使用の学生が１人[介助者なし]で移動することができますか） 

② 棟又は施設内の各室（教室、研究室、事務室等）の出入口について（段差はないか又はスロープ等で段差が解消されており、車い

す使用の学生が１人[介助者なし]で出入することができますか） 

③ エレベーターについて（棟又は施設を利用するために、車いす使用者が利用できるエレベーターはありますか） 

④ 車いす用トイレについて（棟内に又は施設[又は施設の付近]には、車いす使用者用のトイレがありますか） 

（※表は省略してあります。下記は表の注釈） 

※それぞれの棟又は施設が一つしかない場合でも、「全て・・・ある（いる）」又は「全て・・・ない」を選択して下さい。 

※各棟又は各施設が混在している建物の場合は、該当する棟又は施設の建物についてお答え下さい。 

 

問９．通学について 

（１） 車いす使用の学生の自動車通学について、以下より該当するもの一つにチェックを入れて下さい。 

また、1. 2. の回答については、駐車スペースの屋根の有無についてもご記入下さい。 

1.自動車通学は可能で、駐車スペースも確保できる。（屋根の有無）／2.自動車通学は可能だが、一般学生と同じ場所に駐車する 

（屋根の有無）／3.自動車通学は可能だが、駐車場はなし／4.自動車通学は不可／5.未定 

（２） 最寄の駅についてお伺いします。「駅外の一般道～駅ホーム間の移動」について、以下より該当するもの一つにチェックを入れて

下さい。また対象となる駅名と大学までのおおよその距離をご記入下さい。（複数の駅がある場合は、車いすでの利用に適している

と思われる駅でお答え下さい）（※対象となる駅名及び大学までの距離については、今回の一覧には掲載されていません） 

1.最寄駅は、エレベーター、スロープがあり、車いすでの利用に支障はない／2.最寄駅には、エレベーターはないが、エスカル等の

階段昇降機がついている／3.最寄駅には、エレベーター、スロープ、エスカル等はなく、車いすでの利用は困難だと思う／4.その他  

（３） 最寄駅から大学までのバスについてお伺いします。以下より該当するもの全てにチェックを入れて下さい。 

1.路線バスがあり、ノンステップバスも走っている／2.路線バスはあるが、ノンステップバスは走っていない／3.スクールバスがあり、車

いすでの利用にも適している／4.スクールバスはあるが、車いすでの利用は困難だと思う／5.バスの利用は必要ない／6.その他  

 

問１０. 学生寮等について 

（１） 学生寮について、以下より該当するもの一つにチェックを入れて下さい。 

1.学生寮があり、車いす使用に対応している。／2.学生寮があり、車いす使用に対応はしていないが、車いす使用の学生の利用は

可能／3.学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は未定／4.学生寮はあるが、車いす使用の学生の利用は不可（困難）／5.学

生寮はなし 

（２） 下宿先、アパート等の紹介について、以下より該当するもの一つにチェックを入れて下さい。 

1.紹介することができ、車いす使用の学生への紹介も可能／2.紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介ができるかは

未定／3.紹介することはできるが、車いす使用の学生への紹介は不可（困難）／4.紹介はしない 

以 上 


