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平成２６年度 国立教育政策研究所 文教施設研究講演会 
地域の核となる学校づくり 

～日本とスイスの学校建築～の開催 

１．趣 旨 

  スイスは，日本と同じく天然資源が少ない小さな国ですが，世界有数の経済大国

であり，ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査）でも，上位の成績にあります。

市町村にもその地域に適応した教育方針が立てられるよう自治権が与えられ，地域

を支え，伝統をつなぐための象徴的な建築物として学校建築が位置づけられてお

り，地域力を結集して「地域の核となる学校づくり」が進められてきた伝統を持っ

ています。日瑞国交樹立１５０周年を迎えた節目の平成２６年度文教施設研究講演

会は，将来の日本の学校建築の新たな視点等について，スイスの経験から学ぶとと

もに，両国の研究交流を目的として，両国の専門家３名を招へいし，関係機関と連

携の上，「地域の核となる学校づくり－日本とスイスの学校建築－」をテーマに開

催いたします。 

・「スイスの学校建築計画」

ウルス マウラー 氏
ArchiLecture & LearnScaping 教育施設プランナー，教育と建築ネットワーク 会長 

・「学校－地域の建築－」

ジョン カミナダ 氏
スイス連邦工科大学 教授，建築家 

・「地域を支え，心をつなぐ学校づくり」

長澤 悟 氏
国立教育政策研究所 客員研究員，東洋大学 名誉教授 

２．日 時 

平成２７年１月２１日(水)１３：３０～１７：００(受付開始１３：００) 

３．会 場  

文部科学省第２講堂 

（千代田区霞が関３－２－２ 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，下記連絡先に事前に御連絡くださるようお願いします。 

国立教育政策研究所では，このたび，地域の核となる学校づくりをテーマとした

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。 

（お問合せ先）

国立教育政策研究所文教施設研究センター

センター長：齋藤 福栄 総括研究官：西 博文 専門調査員：幅崎 美行

電話：０３－６７３３－６９９２（直通）

〔広報担当〕企画室 企画・広報係

電話：０３－６７３３－６９２５（直通）



入場無料
(参加証が必要です) 2015.1.21 文部科学省第２講堂

旧文部省庁舎６階
日独同時通訳

◆ 日程 平成２７年１月２１日 （水） １３：３０～１７：００

受付開始 １３：００～

◆ 会場 文部科学省第２講堂
（東京都千代田区霞が関3-2-2 旧文部省庁舎６階）

◆ 主催 国立教育政策研究所

◆ 共催 東京工業大学教育施設環境研究センター

◆ 後援 スイス大使館
一般社団法人日本建築学会（予定）

問合せ

申込み方法や申込み期限，その他全ての詳細については，チラシ裏面のほか，以下のホーム
ページを御覧ください。

◆ 会場案内図・アクセス

主催

スイス大使館
一般社団法人日本建築学会（予定）

http://www.nier.go.jp/

共催

※定員になり次第，募集を締め切らせていただきます。

ウルス マウラー 氏
ArchiLecture & LearnScaping
教育施設プランナー
教育と建築ネットワーク会長

演目：スイスの学校建築計画

長澤 悟 氏
国立教育政策研究所客員研究員
東洋大学名誉教授

演目：地域を支え，心をつなぐ学校づくり

ジョン カミナダ 氏
スイス連邦工科大学教授
建築家

演目：学校－地域の建築－

後援

平成２６年度 国立教育政策研究所 文教施設研究講演会

スイスは，日本と同じく天然資源が少ない小さな国ですが，世界有数の経済大国であり，PISA（OECD生徒の学習到達度調査）でも，上位の成績にあります。市

町村にもその地域に適応した教育方針が立てられるよう自治権が与えられ，地域を支え，伝統をつなぐための象徴的な建築物として学校建築が位置づけられ
ており，地域力を結集して「地域の核となる学校づくり」が進められてきた伝統を持っています。日瑞国交樹立150周年を迎えた節目の平成26年度文教施設研
究講演会は，将来の日本の学校建築の新たな視点等について，スイスの経験から学ぶとともに，両国の研究交流を目的として，両国の専門家３名を招へいし，
関係機関と連携の上，「地域の核となる学校づくり－日本とスイスの学校建築－」をテーマに開催します。
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平成２６年度 国立教育政策研究所 文教施設研究講演会

日本とスイスの学校建築
地域の核となる学校づくり 平成27年1月21日（水）

プログラム 日独同時通訳 入場無料（参加証が必要です）

■ 主催者挨拶

■ 大使館関係者挨拶

■ 基調講演１

■ 基調講演２

■ 基調講演３

■ パネルディスカッション
＆ 質疑応答

■ 閉会挨拶

お申込み方法 申込みに関する問合せ TEL: 03-5362-0120  E-mail: facilitysympo26@omc.co.jp

お申込み締切り 平成２７年１月２０日（火）１７時まで
（ただし，定員を超える応募があった際には，定員数になり次第締切りになります。）

ふ り が な

氏 名

所属・部署名

FAX番号

電話番号

E-mail
※来年の講演会の案内メールを希望する場合は右ボックスにチェックを入れてください。

13:30-17:00文部科学省第２講堂

長澤 悟 氏

ウルス マウラー 氏

ジョン カミナダ 氏

木下 勇 氏

個人情報の取扱いについて
個人情報を取り扱う際には，適正な収集・利用・管理を行います。法令により例外として取り扱うべき場合を除き，あらかじめ御本人の同意を得ることなく，
個人データを第三者に提供しません。

●インターネットの場合 ：本研究所HP（http://www.nier.go.jp/)「イベント情報」の特設サイトからお申込みください。

●FAXの場合 ：下記事項を本紙に御記入の上，03-5362-0121 まで送信してください。

※参加申込み受付後，参加証を順次送付いたしますので，当日お持ちください。

（１３：３０～１３：３５）
国立教育政策研究所 所長 大槻 達也

（１３：３５～１３：４０）
スイス大使館関係者

（１３：４０～１４：２５）
「スイスの学校建築計画」
ArchiLecture & LearnScaping 教育施設プランナー
教育と建築ネットワーク会長
ウルス マウラー 氏

（１４：２５～１５：１０）
「学校－地域の建築－」
スイス連邦工科大学教授，建築家
ジョン カミナダ 氏

－ 休 憩（１０分） －

（１５：２０～１６：０５）
「地域を支え，心をつなぐ学校づくり」
国立教育政策研究所客員研究員
東洋大学名誉教授
長澤 悟 氏

（１６：１０～１６：５５）
コーディネーター：
千葉大学大学院園芸学研究科 教授
木下 勇 氏

（１６：５５～１７：００）
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