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国

語

（４５分）

その

「苑 」と「 死」と いう 三つの 漢字 がひし 形に 配置され ています。図書館 でこの
詩が収 められ た詩 集に出 会い 、私は 「詩 」につ いての考え 方が少し変わ りまし
た。今 まで「 詩」と は書 かれて いる 文の内 容に 注目して味 わうものだと考え て
い まし たが、 この詩 には三 種類 の漢字 しか ありま せん。しかしそ うだからこそ
視 覚的な 観点 からこ の詩の イメー ジを 膨らま せるこ とができるの ではないかと
そこ で私は 漢和辞 典で 「苑」 とい う字を 引い てみました 。辞書には「草花 を

考えました。

②

③

（四枚のうちの一枚め）

裕二さんがスピーチの中でことばにして述べたこととして最も適当なのは 、

ウ

イ

ア

詩に対する自分のとらえ方や見方が変化したこと

図書館に行くと新たな発見をすることができること

詩は内容より見た目の意外性の方が人の心を引きつけること

美しく咲いている「花」にも必ず「死」が訪れること

ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

エ
裕 二さん のスピ ーチ の特徴 につ いて説 明し たものとし て最も適当なのは 、

いる。

意見と事実を明確に分けて説明することで、客観的なスピーチになって

けている。

様々な角度から問いかけることで、話題について聞き手の興味を引きつ

ている。

調べた情報をもとに説明することで、スピーチの内容に説得力を持たせ

っている。

具体例を多用することで、聞き手が様々な観点からイメージしやすくな

ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。
ア
イ
ウ
エ

Ｙ

に 入 れ る の に 適当 な こ

裕二さ んは スピー チの 後、級 友から より よいス ピーチにするため の助言を
・

は同音異義語なので、二つの違いがわかるように

Ｘ

受 け た 。 そ の 助 言 で あ る 次の 文 の
Ｙ

イントネーションに注意したり間を取ったりしたほうがよい。

と

そして その「 花」が 枯れ て「死 」を 迎える 。そ のような花 の移り変わりを作 者

わ

と現代語訳である。これを読んで、①～④に答えなさい。
ぶん わう

くらゐ

ちん

まつりごと

④

○ｂ
これ 賢王の 儀に 非ず」 とある が 、
「これ」の 内容を具体的 に説明した部

分を、文章中の現代語訳の部分から三十字で抜き出して、はじめの五字を書
きなさい。

Ｘ

、

Ｚ

Ｙ

に

に 入れ る の に 適 当 な こと ば を 、 文 章中

陽 子さん は文章 中か ら読み 取れ る文王 の行動 の変化を 、次のような表にま
とめた。 この表の

の現代語訳の部分からそれぞれ十字で抜き出して書きなさい。また

イ

ア

文王を補佐するために国中から数多くの賢い家臣が集まってきている

自分や仁佐のように文王と共に政治を執り行える大臣が二人もいる

文王の怒りを恐れず率直に意見できる仁佐ほどの優れた家臣が出てきた

入れるのに最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ウ

文王は誰の助けも借りず自分の知力を駆使して現在の地位に就いた
文王の行動の理由

エ

文王の行動

仁佐が自分のことを「 Ｘ 」という
理 由 で「 賢 王 」で は な いと 言 っ たこ と
に腹を立てたから。
と いう

瞋りて座席を追ひ立てらる

Ｙ

、 仁佐と 共 に政

文 王 に 「 自 分 が 賢 王 で あ る か 」 を 尋 ね ら れ た 郭 課 が、

Ｚ

の部

治を正しく行っていこうと考えたから。

郭課 の発 言の

ことを根拠に文王を「賢王」であると評価した。

仁佐召し返し

どの国でも同じように君主と家臣の関係性が重要視されるからだ。

治のあり方について述べているが、その中で私が最も印象に残ったことは、

『沙石 集』の 筆者 は外国 の話 を引き合 いに出して、 望ましい世の中や 政

書き改めなさい。

分について推敲し、解答欄の書き出しに続けて、文の意味は変えないように

すい こ う

次の 文は、 陽子 さんが まとめ た感想 文の 一部で ある。この文 中の

Ⅱ

Ⅰ

③

② 「

中学生の陽子さんは、国語の授業で 、
『沙石 集 』のある場面を学習した。次の文章はその授業で用いられたもので、Ⅰ・Ⅱはそれぞれ『沙石集』の原文

し や せ き しゆう

Ｘ

とばを文章中から抜き出して書きなさい。

２
ぎ

のたま

昔、魏の文王、我 れは賢王なりと思ひて、臣下の中に 、「朕、賢王なる
たま
じん ざ
い
○ａ
問 ひ 給ふに 、 仁佐 と云 ふ 大臣 、「 君は 賢王 にては おはせ ず」と

や 」と
も

申す 。「いかなれば」と 宣 へば 、「天の与ふる 位 を受くるこ そ賢とは申
あら
○ｂ
こ れ賢王 の儀に非ず 」と云へり。伯 父の王
ゐ

せ 、威を 以て 位に居 給ふ 、
きさき

位をうち落して、かの 后 をとりて我が后とし給へる事を申しけるにこそ。
いか

さて瞋りて座席を追ひ立てらる。
（昔、魏の国の文王が自分は賢王だと思い、臣下たちに 、
「私は賢王で
あるか 」 と尋 ねな さ った とこ ろ、 仁佐 と いう 大臣が 、「あなた は賢王 で
はい らっ しゃら ない 」と申 し上げた 。
「なぜか」 とおっしゃる と 、
「天が
与える位を受けるのを賢と申しますが、あなたは力尽くで即位なさった 。
こ れは賢 王の 作法で はあ りませ ん」と答えた 。伯父の王位 を奪い、伯父
の后 を横取 りし て自分 の后と なさ ったことを申し 上げたのだろ う。それ
くわく か

で王は怒って、仁佐を席から追い出しなさった。
）
ゆゑ

次 に 郭 課と云 ふ大臣 に 、「 朕は賢王 なりや 」と問 ひ給へ ば 、「賢 王とこ
ことば

そ申さめ」と申す 。「何の故」と宣へば 、
「賢王には必ず賢 臣生る」と 申
はべ

し けれ ば 、こ の 詞 を 感 じて 、 仁佐 召し 返し 、 政 正 し くし、賢 王の名
を得たりと云へり。君も臣も賢なる世こそあらまほしく侍れ。
（次に郭課という大臣に、
「私は賢王であるか」と尋ねなさったところ、
「賢 王と 申せま しょ う」と 申し上げた 。
「なぜか 」とおっしゃ ると 、
「賢
王には 必ず 賢臣が 現れる 」と 申し上 げたので、この 郭課の言葉に 含まれ
た 真意 を理解 して感 動し 、仁佐 を呼び返し 、政治を正しく 行い、賢王の
名を 得たと いう ことで ある 。君主 も家臣も聡明 である世こそ望 ましいこ
とです。
）

さい。

○ａ
問ひ給ふ」の読みを、現代かなづかいを用いてすべてひらがなで書きな

① 「

Ⅱ

Ⅰ

んも図書館でぜひ吉野さんの詩集を読んでみてください。

ることに感動し、
「詩」についてもっと学びたいと思うようになりました。皆さ

に 見えて きま せんか 。たっ た三種 類の 漢字で このよ うな世界を描 くことができ

は 表現 しよう と思っ たので はな いでし ょう か。そ う考えるとこ の詩が「花壇」

植えて遊び楽しむ園」とありました。
「花」がどんどん咲いて「花園」になり、

①

中学生の裕二さんのクラスでは、国語の授業で、
「友達に勧めたい本」をテーマとした一分間スピーチに取り組んでおり、裕二さんは、次の文章のような
スピーチをした。これを読んで、①～③に答えなさい。

（吉野弘「花と苑と死」
）
この詩を見てください。これは詩人の吉野弘さんが作ったものです。
「花」と

１

※ 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。問いに字数の指定がある場合は句読点や記号も一字に数えて解答すること。

高一般

３
ち さと

みや ざわ けん じ

ぬ

つぶ

（四枚のうちの二枚め）

くだ

彩瀬まる「ハクモクレンが砕けるとき」
）

あ や せ

これでやっと、あの小さな足音に追いつける気がした。

（出典
か いし ょ

の部分○ａ、○ｅを漢字に直して楷書で書きなさい。

殺 すとい う言 葉から 交通事 故で亡 くな ったみ どりちゃんの ことを思い出
し、加害者への怒りがこみ上げてきている。
憎 むこ とので きない 敵を殺 さね ばなら ない 現実の世界を憂 う賢治の思い
に共鳴し、やるせない気持ちになっている。
殺した り殺さ れた りして きた 昔の人 々の 記憶が自分 の中に流れ込み、 想
像を絶する苦しみに打ちひしがれている。
憎む ことの できな い敵 を殺す とい うこと に自分の心 の奥底で何か が反応
し、こらえきれない切なさを感じている。
○ｃ
母親がやってきて隣に座る」とあるが、この小説における「母親」の役

③ 「

エ

ウ

イ

ア

エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

この時の「知里」の心情について説明したものとして最も適当なのは、ア～

○ｂ
② 「 心臓がキュッと強い力でつかまれたみたいに痛むのを感じた」とあるが、

①

光る。

稿用紙 へ書 き込ん だの だ。彼 が綴 ったき らきら が、道筋 のようにまぶた の裏で
○ｇ

こ の山の 匂い を嗅ぎ ながら 、真っ 暗闇 を見つ めてつ かまえたもの を目の前の原

か

ってい る。こ の見 知らぬ 男の人 は、 知里が 生ま れる何十年 も前にこの土地 で、

ふと 、壁に かけ られた 白黒 写真を 見上 げた。 のっぺりと した顔の男の 人が写

った一文をなんども唇で繰り返す。

おそろ しい みだれ たそ らから 、この うつ くしい 雪がきたの だ。読めるよ うにな

母 親が他 の展示 を見 に行っ ても 、知里 は同 じ原稿の 前に立っていた。 あんな

んとつかまえて、抱いている。

こわ いとな って も、目 の前 にある きらき らし たもの を絶対にこぼさな い。ちゃ

そんな間違いのない心が、暗いものに塗り潰されてしまっていい理由なんて、
○ｆ
こ の賢 治とい う人は 本当 に目がいいのだ 。こわい

ど こに もなか ったは ずだ。

た大事にしたい。あの子のことが好きだった。

た。嬉 しかっ た。た とえ 長く一 緒に いられ ない のだとして も、次に会ったら ま

うれ

げて 照れく さそ うに笑 われ た。一 年をか けて 少しず つ仲良くなった。楽 しかっ

緒 に掃い た。 付いて くるの に気が つい て振り 向く と、にいっと唇 の端を持ち上

ついて くる。 ころ ころと 転が る桜の 花び らを、 ほうきとち りとりに分か れて一

心の 中で 、ひょ ん、 と緑色 のバ ッタが 跳ねる 。悲鳴を 上げた小さな体 が抱き

次の文章は、小学校四年生の「知里」が、宮沢賢治童話村を訪れる場面である。童話村には「賢治の学校」や「賢治の教室」といった複数の展示施設があ
る。これを読んで、①～⑥に答えなさい。

同じ班で一緒に掃除をするうちに仲良くなった二学年下の「みどりちゃ
ん」が、交通事故で亡くなった。それ以来「知里」は死ぬことにおびえ、
「み
どりちゃん」の小さな足音が頭から離れなくなってしまう。そんな中、
「知
里」は両親とともに岩手県花巻市にある宮沢賢治童話村にやって来た。
「賢 治の学 校」に 続い て、ロ グハ ウスが たく さん並んだ 「賢治の教室」 へ向
かった 。ここ では宮 沢賢 治の作 品を 引用し つつ、 鳥や星、動 物や植物など、一
棟ず つテ ーマを 変え て岩手 の自然 が学べ るよ うにな っている。修 学旅行向けだ
な、と 父親は つま らなそ うな 声を上 げ、 じゃあ 知里にぴっ たりね、と母 親に切
り 返され た。 子供向 けのわ かりや すい 言葉で 鳥の 飛び方や植物の 種類、動物の
○ａ
セイ タイ を説明 して くれる ので 、知里 にと っては 確かに親しみ やすかった。

星 をテー マに したロ グハ ウスの ある展 示物 の前で 、知里の足はぴ たりと止ま
った。北斗七星に関する説明文で、賢治の小説のこんな文章が抜粋されていた。
【あゝ 、マヂ エル様 、ど うか憎 むこ とので きな い敵を殺さ ないでいゝやうに 早
からす

くこの世界がなりますやうに】
烏 の北斗七星、というお話の一文らしい。知里は一度この文章を読み、もう
○ｂ
心 臓が キュッ と強い 力で つかま れた みたいに痛む のを感じた。

一 度読 んで、
かし

にく むこと のでき ないて きを ころさ ない でいい ように。唇 を動かして、ゆる
りと首を傾げる。自分の体験では絶対にないのに、殺したくないものを殺して、
殺さ れたく ない ものに 殺さ れたこ とがあ った 気がす る。思い出とか記 憶とかそ
んな確 かなも のでな く、 ただ、 心や 体、血 に混 ざった小さ なものたちが知っ て
いる。
童話 村を出 た後は 、道 路を挟 んだ反 対側 の、坂 を登ったと ころにある宮沢賢
治 記念 館の方 へと足 を延ば した 。こち らは 賢治の 経歴をこまか に紹介しつつ、
写真 や筆記 具、 直筆原 稿な どのゆ かりの 品が たくさ ん展示されていた 。派手さ

○ｃ
母親 がやっ てきて 隣に 座る。 父親は まだ賢治の直筆原 稿

のない 展示に 知里は すぐ に飽き てし まい、 館内 のベンチに 座ってぶらぶら と足
を揺らした。
館内 を一巡 りした
を 食い 入るよ うに見 つめて いた 。知里 もち らっと 目を向けたけ れど、字が汚い
のと漢字が読めないのとで、なにが書いてあるか全然わからなかった。
ぶん、と足を振り上げる。
「お父さん遅いねー」
ころ

割について説明したものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれです

「お父 さん 、ああ 見え て大学 生の 頃は文 学青 年だったか らね。きっと照 れて口
に出さないけど、楽しいのよ」

か。一つ答えなさい。
知里の 父親嫌 いを たしな め夫 の内心 の思 いを代 弁することで 、知里が最
終的には父親と和解するという結末へと物語を導いている。
退屈 してい る知 里の話 し相手 とな って賢 治の 詩を朗読して やることで、
知里が親に頼りきった子どもであることを読者に示している。
知里 の代 わりに 賢治 の詩を 読み 上げて 知里と 詩を仲立 ちすることで、 知
里が死に対する考えを変えていくきっかけをつくっている。
賢 治の 詩の美 しさを 熱心に 語っ て知里 の気持 ちを揺 り動かすこと で、知
里が試練を乗り越え成長していく今後の展開につなげている。

に入れるのに適当なことば

○ｆ
こ の賢 治とい う人 は本当 に目が いい のだ」とあ るが 、
「知 里」がこのよ

らきら」と表現しているのか。宮沢賢治の詩の中から抜き出して書きなさい。

○ｄ
④ 「 どうして、妹の死にきらきらがあるのだろう」とあるが、何のことを「き

エ

ウ

イ

ア

「さっきは文句ばっかり言ってたのにー」
母親 は機嫌 を損ね る様子 もな く、し かたな いひ とよねえ、と喉 を揺らしてお
くちげんか

まま

か しげに 笑う 。口喧 嘩が多 い割に 、知 里の両 親は 仲がいい。それ が知里からす
わ

れば よくわ からな い。 お父さ んな んて面 倒く さいし我 が儘だし、いいと ころな
んか全然ないと思う。
ちー ちゃ んおい で、 読めな いの読 んで あげる 、と母親に 誘われてベン チを立
った。 母は殴 り書 きのよ うな 直筆原 稿を 指さし ながら、エ イケツノアサ という
詩 の数枚 を読 んでく れた。 言葉が 難し くて、 読ん でもらっても半 分ぐらいしか
わか らない 。た だ、び っくり する くらい こわ いのと、 言葉がきらきらし ている
のとを 同時に 感じて 、知 里は不 思議 な気分 になっ た。母親 によると、これは宮
つづ

沢賢 治が 大好き だっ た妹の 死につ いて綴 った 詩らし い。気になっ たところを、
もう一度ゆっくりと読んでもらう。

⑤ 「

うに感じた理由について述べた次の文の

【この雪はどこをえらぼうにも
あんまりどこもまっしろなのだ

を、文章中から四字で抜き出して書きなさい。
に目を凝らして 、

に入れるの

○ｇ
これでやっと、あの小さな足音に追いつける気がした」とあるが、ここ

られずにいたが、

と感じている。

こ れまで は「みど りちゃ ん」の 死をた だこわ いもの と感じて受け入れ

に適当なことばを、文章中のことばを使って五十字以内で書きなさい。

で「知里」が感じていることについて説明した次の文の

⑥ 「

そのなかからきらきらしたきれいなものを見つけ出すことができるから。

宮 沢賢治 は人の 死のよ うにこ わくて つらい

あんなおそろしいみだれたそらから
このうつくしい雪がきたのだ】
○ｄ
どう して、 妹の 死にき らきら がある のだ ろう。 そこに は真っ暗しかな いは
ずだ。
「あんなおそろしいみだれたそら」みたいに、こわくてつらくてひどいも
のだ と、知 里の 中のな にか が知っ ている 。そ れなの に、空からやって くる真っ

○ｅ
オダやかに相づちを打った。

白な雪はきれいなのだ。そんなさみしくて美しい景色が、見える気がする。
「なんか、きれい」
つぶや

呟 くと、母親は「ね、きれいね」と

４

（四枚のうちの三枚め）

障がいをもつ乙武さんからは、日本人の顔に「どう接したらいいか、

○ｆ

が整え られていな いということかな 。自分のこと を

ショックだけど、それこそが「精神的なバリア」なんだろうね。この

本で言 うと

健太

わかりません」と書いてあるように見えるなんて……。

明里

【文章を読んだ二人の会話】

次の、二人の中学生が交わした会話と、それに関連する文章を読んで、①～⑥に答えなさい。

実は、さっきの授業の中で少し気になったことがあるんだ。

【公民の授業を受けた後の中学生二人の会話】
健太
そう。教科書にバリアフリーとは「障がいのある人や高齢者などが、

えっ？

男女共同参画とかバリアフリーとか……。

明里

平等権の話？

健太
社会の 中で 安全・ 快適 に暮ら せる よう、身体的、精 神的、社会 的な障壁
建物の段差をなくしたり、優先座席を
明里

振 り返 って考 えてみ ても 、確か に健常 者と障がい者との間 には、大き な

明里
うん。でも「精神的なバリア」となると、イメージがわかなくて。
○ｂ
確かに 漠然としていてよくわからないわね。先生に質問してみる？

の部分○ａ、○ｂの漢字の読みを書きなさい。

もう少し考えてみるよ。そのヒントがこの本に書かれているしね。

そうだね 。「精神的なバリア」を取り除くためにどうすればいいか、

ことはないかしら。

四年後にはオリンピック・パラリンピックもあるし、私たちにできる

壁があると思うよ。

健太
健太

（バリア）を取り除こうという考え」だと書いてあったよね。
○ａ
設けたりすることでしょ。

明里
いや、まず自分たちで調べてみようよ。図書館で本を探してみようか。

①
○ｃ
奇をてらった物言い」の意味として最も適当なのは、ア～エのうちでは

ウ

イ

ア

日本人を批判する、皮肉めいた言い方

日本人にしか伝わらない、特殊な言い方

人の関心を引く、風変わりな言い方

人を不愉快にする、失礼な言い方

○ｄ
③ 「 『障害者に優しくない』国々でした 」とあるが、ここでの「優しくない」

エ

どれですか。一つ答えなさい。

② 「

健太
【健太さんが図書館で見つけた本の一節】
ふ るいち のり と し

先日、社会学者・古市憲寿さんとともに、デンマーク、ノルウェー、ス
ウェーデン、フィンランドの四カ国を訪れました。オスロへの留学経験も
ある古市さんの案内のもと、福祉や教育の面で評価の高い北欧諸国をまわ
り、その実態を肌で感じることが目的でした。約十日間という駆け足の旅

「障害者

。

ではありましたが、そこで感じたことがありました。ここでは、私の目指

―

奇をてらった物言いになりますが、これまでで最も

す「障害者を特別視しない社会」が実現されているのではないか
○ｃ
○ｄ
少々、

に優しくない」国々でした。まちを歩いていても、交通機関に乗っていて
も、
「お手伝いしましょうか？」と声をかけられたり、特別な対応をされ

に入れるのに適当なことば

とはどういうことかを説明した次の文の

たりすることがほとんどなかったのです。もちろん、こちらが助けを求め

を、
【本の一節】の文章中のことばを使って四十五字以内で書きなさい。
ということ。

○ｅ
翻って、日本はどうでしょう」とあるが、ここで筆者が日本と比較して

北欧諸国では、

れば快く応じてくれるのでしょうが、こちらから頼まなければ、とくに見

④ 「

向きされることもありません。それは私にとってじつに新鮮で、心地の良
い世界でもありました。
好むと好まざるとにかかわらず、私はどの国においても “特別視 ”され

に入れるのに適当なことばを、

いる対象について説明した次の文の

続けてきました。背の高い電動車いすに興味を示し、
「これは日本製か？」
などと人懐っこい笑顔で話しかけてくる東南アジアの人びと。宗教心から

○ｆ

北

に入れるのに適当なことばを、
【本の一節】の文章中から四字で抜

欧の国々。

を安 定 させ たり す るこ と で、 健常 者の 手助 けがな くても 、

障害者の行動を阻むものを取り除いたり、就労や保障によって生活基盤

五字を書きなさい。

【本 の一節】 の文章中か ら二十五字以 内で抜き出 して、はじ めと終わりの

⑤

き出して書きなさい。
健太さんは、この会話と本をもとに次のような意見文をまとめた。

１

六十字以上八十字以内で書くこと。

りして書くこと。

く方法について、必要に応じて説明を加えたり言い換えた

の部分の内容をもとに、
「精神的なバリア」を取り除

の部分に入れるのに適当なことばを、条件に従って書きなさい。

条件
２

私は、公民の授業で「バリアフリー」という理念を学び、
「精神的なバ

⑥

なのか、街角に立ち止まっているだけで車いすの座席に一ユーロを置いて
いこうとする西欧諸国の人びと。そして、
「どう接したらいいか、わかり
ません」と人びとの顔にくっきり書いてある日本。
北欧の人びとは、そのどれとも違いました。おそらく北欧では、とりわ
け親切にしたり、同情したりせずとも、障害者が自由に生きていける社会
が確立されているのでしょう。こうした社会が成立するには、段差をなく
すなど物理的なバリアを排除することや、就労や保障によって障害者の生
活基盤を安定させることなどが前提条件。北欧諸国は、ハード面もソフト
面も整えることで、障害者をあらゆるバリアから解放してきたのだろうと
想像できます。
○ｅ
翻って、日本はどうでしょう。東京などの大都市に限っていえば、ハ
ード面はかなり整備されてきたと感じます。あとは、ソフト面。多くの日
本人が、
「どう接したらいいか、わかりません」となってしまうのは、い
まだ社会のなかで障害者が「特別な存在」であり、多くの人が「慣れてい
ない」ためです。
北欧では、一九六〇年ごろから、“ノーマライゼーション ”という理念
社会のなかでともに暮らしていくことが本来の姿であり、望ましい状態で

リア」とは何かという疑問を抱いた。いろいろと調べてみたところ、乙武

が広がっていきました。これは、障害者と健常者が区別されることなく、
あるとする考え方です。しかし、日本では依然として学校教育の時点から

洋 匡 氏の 著書 で は 、
「 精神 的 なバ リア 」の具 体例 として 、日 本人が 障がい

日本人は、

と思う。

転換していくことが必要」であると述べている。私もその意見に賛成だ。

よい の だろ うか 。 乙武 氏 は「 私た ちの 意識 を 、
『隔離 』から 『共 生』へ と

こ うした 「精神 的なバ リア」を 取り除 くため に、私 たちはどうすれば

挙げられている。

者に対してどう接したらいいかわからないという表情をしてしまうことが

障害者と健常者を分離してしまうことが多く、このノーマライゼーション
という理念が実現されているとはいえません。
もちろん、北欧がすべての面において優れた、完璧な社会であるという
ほころ

つもりはありません。たった数日間の滞在では気づくことのできなかった
綻 びだって、多々あることでしょう。ただ、障害者の問題に限らず、日本
社会が抱えている数々の課題に対して、他国の制度などを参考にしながら、
それを日本の現状や風土に合わせてカスタマイズしていく試みは、決して
二〇二〇年、東京にはオリンピックだけでなく、パラリンピックもやっ

ムダなこととは思えません。
てきます。あと数年のうちに、何もかもが解決できるとは思いませんが、
海外から訪れた人びとに少しでも、
「日本は障害者が生き生きと暮らして
いける国だ」と感じてもらうためにも、まずは私たちの意識を、
「隔離」
乙武洋匡「子どもたちの未来を考えてみた」
）
使いやすいようにつくり変えること。

ノルウェーの首都。

（出典

から「共生」へと転換していくことが必要ではないでしょうか。

―

オスロ

―

カスタマイズ

(注)

