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平 成２２年１２月８日

OECD/CELE 学校施設好事例集(第4 版)表彰式及び記念講演会
「海外の学校建築 -国際的動向と先進事例の紹介-」の開催
国立教育政策研究所は、教育施設に関わる情報交流を推進し、その知見を集約し
ていくため、2006 年から OECD/CELE※に準会員として参加してきました。
このたび、OECD/CELE が出版する学校施設好事例集第４版において、日本の学校施
設である「ふじようちえん」が最も傑出した作品として選出され、その表彰式と記
念講演会を開催することとなりましたので、お知らせします。
１．趣 旨
OECD/CELE が出版する学校施設好事例集第４版において、世界 33 か国から推薦さ
れた 166 プロジェクトの中から日本の学校施設である「ふじようちえん」が最も傑
出した作品として選出されましたので、その表彰式と記念講演会を開催します。
第１部では、OECD/CELE から建築家 手塚貴晴+手塚由比氏(2008 年日本建築学会
賞(作品賞)受賞)への表彰及び両建築家からの記念講演を行います。
第２部では、学校建築の専門家である OECD/CELE アナリストや東洋大学理工学部
教授 長澤悟氏(1991 年日本建築学会賞(作品賞)受賞)から学校建築の国際的動向
などについて記念講演を行います。
２．日 時
平成２３年１月１９日(水)１５：００～１８：００(受付開始
３．会 場
文部科学省第２講堂（千代田区霞が関３－２－２

１４：３０)

旧文部省庁舎６階）

４．プログラム等
添付リーフレット裏面のとおり。
５．その他
当日取材を御希望の際は、以下の連絡先に事前に御連絡くださるよう、お願いい
たします。
※OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構)
OECD は、
国際経済全般について協議することを目的とした国際機関で､｢世界最大のシンクタンク｣とも呼ばれています。
欧州諸国､アメリカ､日本などを含む 30 か国によって構成されています。
OECD における教育分野の活動としては､｢教育政策委員会｣の直轄として行うプログラム､｢教育研究革新センター
(CERI)｣が行うプログラムと｢分権プログラム｣の୕つがあり､その｢分権プログラム｣の中で､現在､｢PISA(生徒の学習到達
度国際調査プログラム)｣､｢IMHE(高等教育機関管理プログラム)｣､｢CELE※｣の୕つのプログラムが実施されています。

※CELE(Centre for Effective Learning Environments：効果的学習環境センター)
教育施設の質を改善し､教育施設を効率的に計画･運営して最大限の教育的効果を引き出すための調査研究や情報交換
を行うことなどを目的としています｡現在、正会員として 13 か国､準会員として７か国 14 団体が参加しており､国立教育
政策研究所は準会員として参加しています｡

（お問合せ）
国立教育政策研究所文教施設研究センター
センター長：新保幸一
総括研究官：小林正浩
電話：０３－６７３３－６９９１（直通）
〔広報担当〕総務部庶務課庶務係長 宮本二郎
電話：０３－６７３３－６９１１（直通）
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