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筑波大学には 11の附属学校があり，国の拠点校として「先導的教育」「国

際教育」「教師教育」の実践を使命としている。本稿では， まず東京都世田

谷区にある附属駒場中高で実践されている主体的な学校行事，フィールド

ワークを多く取り入れた総合的な学習の時間，ゼミナール形式で実施する探

究型授業，筑波大学と連携した特別プログラム等を紹介し，それらが有機的

に機能しながら生徒の 6年間の成長をどのように支えているかを考察する。

つぎに，本学の附属学校群による斬新な合同企画を紹介し，学校種も年齢も

異なる児童生徒が関わり合いながら互いの個性と能力を認め， さらに伸長さ

せていく教育活動の効果を考察する。

I はじめに

1980年代より，それまでの知識偏重と批判された“詰め込み教育＂からの脱却

として“ゆとり教育”“新しい学力観＂が登場し，いま主体的で探究的な学習の重

要性が叫ばれている。その間，筆者は附属駒場中高の教員として，教科（理科）

指導のみならず，総合的な学習の時間や特別活動での探究型学習プログラムの開

発と実践に携わってきた。その後，附属 11校全体を束ねる附属学校教育局で，

附属学校群による新たな共同学習プログラムの開発と試行に係る幸運に恵まれ

た。 IIでは附属駒場の中高 6年間での実践を，皿では附属学校群の取組を紹介し，

次世代の人材育成を目指した新たな教育活動の一助になればと考えている。

※筑波大学附属学校教育局
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II 附属駒場中・高等学校での取組

1. 学校目標・教育方針と学校文化

創立以来約半世紀，学校目標は特に定めず， 日本国憲法と教育基本法の精神を

基に教育活動を実践することが確認されていた。目指す人材育成を明確に発信す

べきとの機運が高まり，教員集団は議論を重ねて 1996年に「自由闊達の校風の

もと『挑戦』し， 『創造』し，『貢献』する生き方をめざす」という学校目標を設

定した。『挑戦』とは，既成の価値観にとらわれがちな自分自身に立ち向かって，

新しい世界を切り開こうとする精神面での姿勢。『創造』とは，柔軟にのびのび

とすべてに意欲的に取り組もうとする行動面での姿勢。『貢献』とは， 自らに挑

戦し，創造した結果として実現したものを，社会に役立てることを表している。

この目標達成のため，「学業」「学校行事」「部活動」の三つの教育機能を充実

させ，学校という場で生徒の全面的な人格形成を促し，発展させていくという教

育方針が立てられた。これらは教育活動の 3本柱と呼ばれ，以下のことが教員間

で確認された。学業では全人教育の立場から教養主義を貰き，幅広い視野の育成

に取組むこと。同時に，豊かな個性を伸ばした『専門性』や『国際性』の涵養に

も努めること。学校行事や部活動では異学年での教えあい学びあいを重視し，ミッ

ション達成に向う『起案力』，直面する難題に果敢に挑む『問題解決能力』，互い

に異なる才能を融合する『合意形成能力』，仲間や周りを大切にする『社会貢献』

の精神の育成に努めること。それを一枚の絵に表したのが下の図 lである。

学校には，生徒の活動を支える 2つのカリキュラムがあると言われている。学

業（授業）は，目標と課程を規定した「明

示的 なカリキュラム (explicit

curriculum)Jをもとに， 日常的に行

われている。一方，学校行事や部活

動は，活動や人の繋がり等から何か

を学ぶ「潜在的なカリキュラム

(hidden curriculum)」によって，時

期を選んで集中的に行われている。

右のポンチ絵（図 1) からは，両者

の教育的効果を十分に意識した教育

実践が窺える。 図 1: 2017年当時の「6年間の自由空間」
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2 人格形成の場としての学校行事

文化は人の営みや繋がりの中から生まれてくる。ならば，「潜在的なカリキュ

ラム (hiddencurriculum)」の中核を担う学校行事は，学校文化や生徒文化の形

成に重要な役割を担っているはずである。附属駒場中高では， 1年を通して学校

行事が盛んに行われ，主なものは以下の通りである。

【5月】校外学習：中 l～高 2の学年単位で実施

中1:黒姫高原合宿 (3泊4日） 中2:東京地域研究（宿泊なし）

中3:東北地域研究 (3泊4日） 高 1:菅平高原合宿 (3泊4日）

高 2:関西地域研究 (4泊5日，吉野→奈良→京都 2泊）

【6月】音楽祭：クラス対抗の合唱コンクール，中高合同で実施（審査は別）

[ 9月】体育祭：オリンピック形式で 2日間実施，運営も審判も生徒が担当

【11月】文化祭：最大の行事で 3日間一般公開，来場者は 1万数千人

【1月】ロードレース：中学 4km, 高校 8km, それぞれ 20位までが表彰される

[ 2月］弁論大会：中学校だけのクラス対抗，弁論後に質疑応答も実施

学校行事で生徒たちは，既製のカリキュラムでは通用しない多くの課題に直面

し，先輩から受け継いだノウハウに自らのアイデアを重ね，試行錯誤と議論の末

に難局を乗りきる。その過程は，人格形成に必要な以下の場と言える。

①直面する課題に立ち向かう実践の場 ②生徒が企画・運営の主役となる場

③個性が発揮される場・評価される場 ④リーダーとフォロアーの養成の場

⑤異学年集団の教え合い学び合いの場 ⑥活動を通して社会の構図を学ぶ場

⑦人格形成の場かつ学校文化継承の場

図2は，学校行事を運営する上での

組織図である。生徒集団にも教員集団

にも，それぞれ縦の繋がりがあり，両

者の間に横の繋がり（矢印）がある。

組織で一つの事業を行う場合，個々の

利益が対立したり，総論と各論に不整

合が生じたりすることがある。そのと

き，どう解決していくのか。何を採択し，

何を切り捨てるのか。そして，誰もが

納得する議論の展開方法は何か。それは， 図2：学校行事を運営する上での組織図
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しつかりした組織の構成とメンバー間の結

束（頻繁に行われるコミュニケーション）

の上に成り立ち，議論された上での決断に

全体は従う。学校行事は，それを実践する

最適の場と言える。

附属駒場中高では， 6月の「音楽祭」， 9

月の「体育祭」， 11月の「文化祭」が三大行 図3:音楽祭での合唱：人見記念講堂

事と呼ばれている。

新学年を迎えてすぐに，各クラスは選曲を

始め，指揮者・ピアニスト・パートリーダー

を選出し，早朝・昼休み・放課後・休日の練

習計画を立てて，合唱練習に入る。高校 3年

生は下級生の手本となる男声合唱を自らに課

し，猛練習に励む。 図4:団体種目 バスケットボール

1964年の東京オリンピックに衝撃を受けた当時の生徒は，同形式での体育祭

を求め改革に当たった。それは，グラウンド，体育館，全天候型コート等の複数

会場で各種競技を同時並行で実施し，大会運営から審判まで生徒が担う新たな試

みであった。この「企画・運営し，参加することに意義がある」との精神は今も

受け継がれている。

文化祭の特色は，高校 3年生の圧倒的な存在である。班分け（ステージ班，縁

日班，演劇班，コント班，食品班，喫茶班など）から始まり， 5月の模擬文化祭

で企画の再検討を行い， 2学期からは受験勉強を一時停止してラストスパートに

入り，当日を迎える。経験し (%)9.- 1？ 呼 翠 40 SO OO 70 

た高 3生は互いに掛け替えの 中1

ない存在となり，同時に下級 rと＇ へゞ・ふユ

生の憧れの的となる。そして， 中3

それは毎年繰り返される。右 約

のグラフは，文化祭の影響力 釦

を調査したアンケート結果

で，文化祭の教育的効果が窺 高3-、一`―一I9雫
大いにある 少しはある あまりないぜんぜんない

える。 グラフ「文化祭が自分の人格形成に関わっているか」
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3. 生徒の主体的な探究活動を重視した特色ある教育活動

(1) 中高 6年間を通しての指導計画

創立以来，教員は主体的に教材を開発し授業を展開してきた。生徒はその環境

の下， 自由闊達に能力を発揮し個性を伸ばしてきた。その校風は現在にも受け継

がれ，通常の教科（科目）・総合的な学習の時間•特別活動や特別企画により主

体的な探究学習（アクティブ・ラーニング）が以下のように実施されている。

叶l3| ［ 

高 1I I 情報科セミナー(SSH)

選択授業での

探究学習(SSH)

(2)水田学習～コメ文化の体験と協慟作業～

附属駒場中高は， 1947年に東京農業教育専

門学校の附属として東京都世田谷区に開校し，

1949年に東京教育大学， 1978年に筑波大学の

附属となった。創立以来ずっと守り続けられて

いるのが，ケルネル田圃での稲作実習による教

特別企画

育である。現在は，総合的な学習の時間として， 図5:ケルネル田圃での田植え

中学 1年と高校 1年の生徒が種まき，育苗，田

起し，田植え，草取り，稲刈り，脱穀，餅つき

の協働作業を実施している。また，収穫したも

ち米は， 3月の卒業式では卒業生に， 4月の入

学式では新入生に赤飯として配られ，感謝と歓

迎の気持ちが継承されている。
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(3)地域研究～フィールドワークから成果発表会まで～

フィールドワークを取り入れた探究型プログラムは，中学入学直後から始まり，

以下のように継続的に実施されている。

①「身のまわりの環境地図」（中 1)：旭川環境地図教育研究会主催の小中高生対

象の作品展。居住地域の課題について調べ，成果を模造紙 l枚に表現する。

②「東京地域研究」（中 1~2)：班 (5人）で東京に関するテーマを設定し，学習

とフィールドワークで得られた成果をポスター，口頭，報告書で発表する。

③「東北地域研究」（中 2~3): 3泊4日のフィールドワークで②と同様

東北地域研究ではまず

時間を掛けて訪問地と宿泊

場所を決定する。つぎに，

東京地域研究の経験を活か

し，班単位でテーマ設定→

事前調査→訪問取材先への

アポ取り→訪問取材先決定

と進んでいく。その過程で

何回も調整と修正を加え，

課題解決のための本格的な

調査を経験する。右の表は，

2019年度の調査・研究テー

マの一覧である。これらを

すべて実現するため，校外

学習委員はバスの配車等の

全 24班の調査研究テーマ一覧

1 ， ：， 農業と復興

2i農業と復典

3 ！！策畜産農家の減少への対

4 ， ：， 宮城県のふるさと納税

5 ， ：＇ 前沢牛農家の現状

6 : ！＇ 地域プランド・東北プラ
ンド

7 ， ：， 宮城の水産加工品

8 ， ｀ ， ：， 魚の流通

9 ！， : ＇ 漁業の復典とふるさと
納税

10: 凍：状北の漁業の復興の現

11：東北の加工食品の流通

12：＇ ＇ ： 都市開発街づくり

ロジまわりに手腕を発揮する。これを通し

て，集団で実施するイベントの企画と運営

のノウハウを修得する。 5月の東北での

フィールドワーク終了後は取材で得た情報

を整理し， 7月にポスターセッションで成

果を発表する。そこでは，自らの成果発信

に止まらず，仲間の異なる視点と成果を学

び取る。
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13：東北の復興における BRTの意義

14 l震災の被害に立ち向かう三陸の漁業

15;仙台湾，および岩手沿岸の生態系について

16：農業者の経済的社会的地位の向上について

17！気仙沼茶豆があたえた東北の農業への影響

18：東北における畜産業を取り巻く環境について

19：三陸復興においての鉄道や駅の果たした役割

20: ！沿岸部を中心とした被災地での観光施設の
取り組み

21 : 澤の品種開発とプランド化による東北農業の
復活と復典

22: 凍北地方南東部の祭りが地域の観光業に果
たす役割

23: 凍北の人々の歴史の中での信仰とこれからの
伝統の伝え方

24: ！震災以降の気仙地域における行政と市民に
よる復典・街づくり

図7:東北地域研究発表会



(4) 中 3テーマ学習と高校課題研究～教科（科目）主導の探究型プログラム～

附属駒場では，「総合的な学習の時間」の導入時より，中 3及び高 2を対象に

教科主導の探究型プログラムを実施している。どちらも， まず教員が大テーマを

設定し，第 1回目のオリエンテーション

でのプレゼンテーションで生徒の興味と

関心を煽る。生徒は希望するテーマを選

択し，担当教員の下で研究を開始する。

研究は進行とともに生徒の主体性が重視

され，その成果は同学年ばかりでなく，

下級生や他校の生徒にも発信される。右

の表は， 2019年度に高 2で実施された課

題研究のテーマ一覧である。

高 2課題研究テーマ一覧

①！物語の構造を探る 国語

②．：， ！歴史ミュージアムガイドブックを 地歴
つくろう

③水俣から日本社会を考える 地歴

④ Say Hello to Euler 数学

⑤ スマートデバイスによる測定系の 物理
作成と物理実験 i 

⑥スピー ド ： i， 体育

⑦，ともにいきる l＇ 保健

§゚) ＇ ! ＇ Science Dialogue + DIY ： : ！＇ 央"/ヤ吾n五n 

「③水俣から日本社会を考える」指導計画

! 1．水俣に関する集中講義 (1)

6月 2水俣に関する集中講義 (2)

3.フィールドワークの計画づくり（個人）

7月 4.フィールドワーク準備．交渉

8月 ［熊本県水俣市実地踏査 (3泊4日）】

5フィールドワークまとめ (1)
9月

6.フィールドワークまとめ (2)

10月 7.フィールドワークまとめ (3)

11月渇実習報告書原稿完成

12月極課題研究オープン準備・ SSH発表会

1月 |10．研究発表会（課題研究オープン）

3月 |11個人研究発表会

「③水俣から日本社会を考える」では，

SSHプログラムとして夏休みに実地踏査

(3泊 4日）を行い，年間を通して科学・

技術と社会の在り方を考える探究型課題

研究に取り組んでいる。その展開と様子

を示したのが左の表と図 8である。

また，「⑦ともにいきる」では，筑波

大学と 5つの附属特別支援学校，東京大

学の先生方，本校 OBなどの指導を受け

ながら，児童生徒間の工夫をこらした交

流を通して障害科学を学んでいる。

図8:「水俣から日本を考える」での聞き取り調査 図g:「ともに生きる」での特別支援学校との交流
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4. グローバル人材育成を目指した特色ある教育活動

(1) SSH（スーパーサイエンスハイスクール）研究開発への取組

2002年度より 18年間附属駒場高校は SSH（スーパーサイエンスハイスクー

ル）研究開発校の指定を受け，グローバル人材育成をめざした探究的な教材開発

と実践を試みてきた。その開発テーマは，以下の通りである。

【第 1期 2002~06年度】先駆者的な科学者・技術者を育成するための中高一貫カ

リキュラム研究と教材開発

【第 2期 2007~11年度】国際社会で活躍する科学者・技術者を育成する中高一貰

カリキュラム研究と教材開発～中高大院の連携を生かしたサイエンス・コミュ

ニケーション能力育成の研究～

【第 3期 2012~16年度】豊かな教養と探求心あふれるグローバル・サイエンティ

ストを育成する中高大院連携プログラムの研究開発

【第 4期 2017~21年度】国際社会に貢献する科学者・技術者の育成をめざした探

究型学習システムの構築と教材開発
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(2)筑波大学訪問～学びとは，研究とは何か～

SSH事業を契機に，附属駒場はトップリーダー育成を標榜し，その成果を社

会に発信する方向へと舵を切った。その一つとして，総合大学である筑波大学の

リソースを十分に活用し，大学教員による出

前授業中高生の筑波大学訪問筑波大学

GFESTによる個別指導等を実施している。

2005年より毎年 2月に中学 3年生全員が

筑波大学を訪れ，午前は「大学で何を学ぶの

か？」をテーマに全体講演，午後は研究室見

学や授業参加を体験している。 2006年より

毎年 7月に高校 2年生全員が希望する研究室
図10：中 3筑波大学訪問での全体講演

を訪ね，午前午後を通して学問の最先端に触

れながら第一線の研究者から直接指導を受け

ている。どちらも，中高側からの依頼に応じ

て大学側から開講可能なテーマが提示され，

生徒の希望を重視して約 20の講座が実現さ

れている。以下は，最近実施された研究室訪

問での探究テーマの一部である。
図11：高 2筑波大学研究室訪問

中3筑波大学研究室訪問テーマ一覧

生活文化の地理 ， ， ， ， 人文

高 2筑波大学研究室訪問テーマ一覧

留学生と学ぶ生きた外国 ！ 人文

国際貿易論入門 ！社会・国際 ゲーム理論実験
＇ 
！社会・国際

細胞959個の生物・ 1mmの寿命科学！
生命環境

南極の岩石からみた地球の進化 ！ 

スーパーコンピュータを見に行こう！ ， ， ， ， 

＇ ＇ ＇ ＇ 

理
発光ダイオードとは何か

ビッグデータの情報科学
＇ ＇ ＇ ＇ 

情報

テクニカルコミュニケーション ＇ ， ， ＇ 

明日から使えるテーピング i 体育専門

iPS細胞の実用化に向けて ， ， ， ， 

＇ ＇ ＇ ＇ 

医学
肝臓バーチャル手術体験

環境を再生する建築デザイン ！ 芸術専門

子どもの心理臨床を学ぽう

微生物バイオテクノロジ一

遺伝子組換え作物の現状と課題

電子回路とコンヒュータによる音楽音

響制作

明日の東京大震災それまでとそれから

医療・福祉における画像処理

＇ ＇ ・ 人間

生命環境

理工

伽 gleで探せない情報をもとに考えて： 情報

みる ' 

科学を進歩させる遺伝子導入技術
医学

白血病への挑戦

デッサン基礎 芸術専門
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(3)生徒による校外との交流と発信 ～出前実験から公開講座まで～

①高校化学部による出前実験

教員ばかりでなく生徒たちも地域の教育

に積極的に参画している。夏休みには近隣

の目黒区立駒場小学校で， 11月には文化祭

の代休を利用して茨城県大子町立小学校

で，高校化学部による出前実験授業を実施

している。これは，「教えあい学びあい」

を通して互いに成長する貴重な体験である。

②筑駒アカデメイア（公開講演会＆公開講座）

図12：大子町での高校化学部出前実験

2007年度，筑波大学の社会貢献プロジェクトとして「筑駒アカデメイア」が

発足した。本校関係者（教員・生徒・卒業生など）の人材を活用し，地域住民に

対して公開講演会，公開ワークショップ，公開講座 (3月下旬の土曜日）を開催

している。この企画は，世田谷区の共催事業， 目黒区の後援事業の認定を受け，

児童からお年寄りまで多くの方々に楽しんでいただいている。

右は，生徒が作成した 2019年度のポスターである。公開講座では，

象の「高校生といっしょに実験してみ

よう」「えんげきまんがやってくる」

や社会人対象の「ワインから見える世

界史 その 7」「くらしの中のおもし

ろ法律」など，バラエティーに富んだ

9つの講座を実施した。

図13：高校生といっしょに実験してみよう
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m 附属学校群での取組み

1. 3拠点構想

師範学校並びに東京教育大学が前身である筑波大学は，総合大学にも関わらず

現在も普通附属 6校と特別支援学校 5校を有する。各附属学校は創立以来その使

命を果たしてきたが， 2004年の国立大学法人化を契機に附属学校群としての教

育活動の開発にも力を注いできた。その軸となる構想が，国の拠点校として「先

導的教育」「国際教育」「教師教育」を推進する “3拠点構想”である。以下に，

それらの取組を紹介する。

2 先導的教育の実践例 ～科学作品コンクール『科学の芽賞』～

ノーベル物理学賞受賞者である朝永振一

郎博士（元東京教育大学学長）の功績を称え，

2006年に小・中・高校生を対象に自然や科

学への興味と関心を育てる科学コンクール

を発足させた。当初の応募数は 645件であっ

たが，第 14回 (2019年度）では

3355件（小 1106件，中 1719件，高 530件）

となり，大規模な科学コンクールヘと発展

した。審査は大学教員，附属学校教員，大

学院生が一体となり実施する。中学生部門

の審査基準は以下の通りである。

①着眼点：ふしぎだと思っているテーマ

や解決したいテーマに気づく。②洞察力：

自分の力で，観察・観測・実験・調査などを行う。③創造力：自分の力で，テー

マを解決するための工夫や考察を行う。④発表力：自分なりの結果をまとめ，そ

れを的確に人に伝える。⑤独創性：今までにない着想やアプローチに挑戦する。

⑥仲間とのチームワーク：仲間との協力体制

を作る。

受賞者は， 12月下旬に日本各地から筑波

大学の大学会館に集合し，表彰式後にその成

果を大学の研究者の前で発表する。そして，

最後は楽しいケーキパーティで終了する。
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3. 国際教育の実践例 ～WWLコンソーシアム構築支援事業での取組～

過去 5年間の SSH事業（附属高校，附

属坂戸高校が指定）を発展させ， 2019年

度より国際展開力のある筑波大学が管理機

関となり，附属坂戸高校を拠点校として

WWL事業を開始した。下図のネットワー

クを組み，以下の 5つに取組んでいる。 図14：第1回高校生国際SDG's国際会議

①国内外のフィールドワークを取り入れた体系的な探究型カリキュラム開発

②国内外の大学との連携を図り，高度な学習を可能にする学習環境の整備

③教員研修も兼ねた合同海外フィールドワークによる成果の検証

④筑波大学の特色である「オリ・パラ教育」と「インクルーシブ教育」の推進

⑤高校生 SDGs国際会議を開催して成果の共有と社会への発信

`"-~ 1綱`ー、．彎鬱 疇．“• -̀----・・直• ----9 賣- 、

学法人筑波大学（担当部署；附属学校教育
マネジメント会議•WWL調整会議l

1；曼更詈ぎこl竺：竺竺竺、
1 、…、”、..̀ 全`C 玄ゞ`＇‘“、t...̀．．＊..`べ、A..9只＂

冒：フ：：：〗：三□
サロン 2002
言;:ビ]1号已州亡

JICA、JC-M汀（株）． A印

<ALネットワークの形成≫
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4. 筑波型インクルーシブ教育の実践例 ～黒姫高原・三浦海岸共同生活～

従来から普通附属と特別支援の 2校間交流は実

施されていたが，学校種の異なる多くの附属学校

が一堂に集い，障害理解や多様性理解の強化を目

指す新たな活動が必要となった。そこで， 2015年

度に「黒姫高原共同生活」を発足させ， 2019年度

からは全附属 11校の参加が可能な三浦半島に場

所を移して「三浦海岸共同生活」を実施している。 2019年度の参加児童生徒は

98名（小 16, 中 15, 高 12, 駒場 7,坂戸 17,視覚 8,聴覚 5,大塚 6,桐が丘 6,

久里浜 6)，引率教員・スタッフは 33名で， 8月 25日～27日に実施された共同

生活の行程は以下のとおりである。

【1日目】出発式（附属中高） →バス内レクリエーション→

到着→野外炊事（カレーライス） →入村式・館内オリエ

ンテーション・入室→夕食→館内レク→就寝

【2日目】起床→体操（久里浜バージョン） →朝食→シーカ

ャック＆砂の追形／貝のフォトフレームづくり＆スイ

力わり（昼食をはさむ） →プチ退村式→夕食→ （久里浜

の児童は帰宅） →キャンドル・ファイヤー→就寝

【3日目】起床→体操（大塚バージョン）→朝食→館内ウォー

クラリー→昼食→まとめ活動・退村式→バス内レクリ

エーション→到着（文京校舎） →閉校式

4~5月に教職員及び児童生

徒たちは，それぞれ実行委員

会を立ち上げて準備に入る。教職員側は，校種も年齢

も異なる児童生徒による共同生活の安全性，交流が円

滑に進むために必要な配慮，本企画で目指す教育的効

果等について協議をし，教員間の貴重な研修となって

いる。併せて，教職員実行委員の指導の下で児童生徒

実行委員会が組織され，侮年 30名以上が立候補し，

活発な活動を繰り広げている。左図は，みんなで力を

合わせて作成した“しおり”の一頁である。そこでは，
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事前交流会から共同生活に至る各種企画の立案と運営が主体的に行われている。

これらの取組により児童生徒は互いに掛け替えのない存在となり，共同生活後も

卒業後も交流活動を続けている。

最後に，黒姫高原や三浦半島での共同生活を経験した児童生徒の声をいくつか

紹介する。「楽しい！おもしろい！しょう害のある人や，先ぱいたちが優しくして

くれました。（小学校）」「僕が一番楽しかったことはシーカヤックです。怖かっ

たけどがんばりました。（大塚特別支援）」「ハンディキャップを背負っている事

などには関係なく全員の笑顔が言葉では表せないほど輝いていて，見えない壁を

自分の中で壊すことが出来ました。（中学校）」「カレー作り，おいしかったよ。

火が熱かった！シーカヤックに乗った。海しよっぱい！ （久里浜特別支援）」「目

の前の人の，心に，言葉を大切に届ける。そこには伝わったときの嬉しさと共有

できる喜びがある。（高校）」「特にハンディキャップのある人とない人の壁を取

り除き，互いに協力し合うことで，結びつきを強く感じられたのが良かった。（桐

が丘）」「各イベントを楽しむ人が多数いる中で，孤立してしまう人もいた。周囲

を巻き込む働きかけや一緒に楽しむ気持ちが大切だ。（坂戸）」「障がい理解の伝

え方の難しさを痛感し，自分を見つめ直す大変貴重な機会となった。（視覚）」「手

話ソングで皆が一生懸命歌ってくれたのが一番印象に残っている。（聴覚）」「共

同生活は筑波大学附属学校群だからこそできる企画だ。附属生であることに感謝

したい。（駒場）」
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