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図：コモンコアの例 平面スケッチ

コモンコアとは？

校舎の中心となる屋内広場



自律的な学習の場



エイジェンシー

・OECD  Education 2030プロジェクト
OECD  ラーニング・コンパス (学習の羅針盤)

・現代
数多くの分野で広域な変化が加速 ex.デジタル化、気候変動、人工知能等

・子どもたちが社会に出る頃
現時点では存在しない仕事、未開発の技術、想定されていない課題

・産業化時代につくられた画一化と規則遵守、受動的な授業による学校教育を再考



エイジェンシー

・OECD  Education 2030プロジェクト
OECD  ラーニング・コンパス (学習の羅針盤)

・エイジェンシー
不安定、不確実、複雑、曖昧 (VUCA) な中を進む力
学習者が自分の人生や周りの世界に対してポジティブな影響を与えうる能力と意思
変革を起こすために目標を設定し、振り返りながら責任ある行動をとる力

・共同エイジェンシー
学習者と教員、家族、コミュニティ、学習者同士が双方向から支え合う関係



日本

・新学習指導要領「主体的・対話的で深い学び」

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実

・GIGAスクール構想
1人1台端末

・まさに変革期

・OECD Education2030プロジェクトに開始当初から参加
議論や研究の成果 → 新学習指導要領の議論においても参照



・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を支える空間とは？

・学習者がエイジェンシーを発揮することができ、共同エイジェンシーを支える
学校建築とは？

・不安定、不確実、複雑、曖昧(VUCA)な中の学校づくり
答えは1つではない それぞれの学校、地域社会によって校舎は異なってよい

・学校づくりも共同エイジェンシーが重要
子ども、教員、家族、地域社会、行政、専門家等が双方向から支え合う学校づくり

・建築、家具、ランドスケープを味方につけて、使い倒す

皆さんと一緒に考えたいこと



講演の内容 デンマークの学校を中心に、ヨーロッパの取組を紹介

1.デンマークの英語授業の空間の使い方

2.コモンコア



1.デンマークの英語授業の空間の使い方

ー空間を授業の味方につけるー



デンマークの学校制度

ギムナジウム
普通科高等学校

フォルケスコーレ
公立小中学校

・1学級最大28人
・授業時間 フォルケスコーレ 45～90分程度

ギムナジウム 90～100分
・ギムナジウムは4つの系列に分かれる
・公立は授業料無料



デンマークの英語授業調査 (2015, 2017)

デンマーク

1970年代～児童生徒中心の学習プロセスは社会性や交流する力を育み、

専門知識や洞察力と同様に重要という考え

→多様な学習形態

国別TOEFLスコアが４技能とも高水準



デンマークの英語授業調査 (2015, 2017)

調査概要

フォルケスコーレ (公立小中学校 ) 5校 7授業

ギムナジウム (普通科高等学校 )  5校 8授業

教員にインタビュー 英語の教育内容、教材、利用場所

授業の行動観察調査 授業内容、利用場所



対象校 フォルケスコーレ (公立小中学校 )

KS校 KS校 FS校

NS校 AS校



対象校 ギムナジウム (普通科高等学校 )

SG校 GG校
FS校

NG校 OG校

HG校



英語の授業展開 (観察調査 )

図：観察された英語の授業展開

文学

授業内容の展開

発表と動画

主に
１つの
課題

1つのトピック
について様々な
内容

複数の
課題

文法

エッセイ

小プロジ
ェクト

F:フォルケスコーレ , G:ギムナジウム

英語を使って何かをする授業 行動中心主義



英語の授業で使用された場所 (観察調査 )

図：観察された英語の授業で使用された場所

図：児童生徒の場所の展開



英語の授業展開と使用場所の関係 (観察調査 )

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係



主に文学 教室と教室外

文学

複数の
課題

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係

教室と
教室外1回

教室と
教室外2回



主に文学
教室+コモンスペース

NS1
小中5年



主に文学
普通教室+コモンスペース

GG2
高校2年



全国統一のオンラインプラットフォーム
学生、教員、保護者



主に文学
教室+コモンスペース2回

SG1,2
高校1年



主に文学
教室で一斉授業に近いかたち→好きな場所でGW (→グループ組換）

文学

複数の
課題

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係

教室と
教室外1回

教室と
教室外2回



主に1つの課題 教室と教室外

エッセイ

主に1つの課題

小プロジェクト

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係

教室と
教室外1回

教室と
教室外2回

文法

教室外

教室と
教室外1回



主に1つの課題 文法KS1
教室+グループルーム+コモンコア小中9年



主に1つの課題 エッセイKS1
コモンコア高校2年



FS1
教室+コモンスペース+グループルーム+コモンコア小中6年
主に1つの課題 小プロジェクト



HG1
高校1年 教室+コモンスペース+コモンコア

主に1つの課題 小プロジェクト



文学や1つの課題に取り組む授業：

・教室内外の様々な場所に散らばる
人の目を気にせず英語を話したり、ディスカッションしやすい状態
距離が必要

・下級生は、教室の中で教員に強制されるのではなく、
共用空間で自立して学ぶ上級生へ憧れ

・学生に近づいて課題を助けるには伝統的な教室は適していない、
と感じている教員もいる



発表と動画 教室

発表と動画

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係

複数の
課題

教室



発表＋動画
教室

SG3
高校2年



1つのトピックについて様々な内容 教室

図：観察された英語授業の展開と使用場所の関係

複数の
課題

教室

1つのトピック
について様々
な内容



1つのトピックについて様々な内容
普通教室 (机、カーペット、アルコーブ)

AS1
小中3年



1つのトピックについて様々な内容
教室

GG1
高校1年



発表と動画、1つのトピックについて様々な内容

・教室内で完結
学生を教室内でまず動かしたり、内容をこまめに切り替え、飽きさせない工夫



机のレイアウト

発表＋動画以外の事例は全て、教室もしくは教室外のいずれかで、
島型のレイアウトの場所を利用

教室は４種類、コモンスペース、コモンコアは概ね島型



英語の授業が行われている場所 （ヒアリング )

図：英語の授業が行われている場所に関するヒアリング

・フォルケスコーレ (小中 )：
教室、教室近くのコモンスペース、グループルーム、コモンコア、図書室
屋外、映画館、博物館等の屋外・校外も (教職員2人で引率 )

→社会や生活に接続して英語を実践



教員が支え合うための空間 教員ラウンジ 教員室



教室廻りの空間構成

図：英語の授業の中心的なスペースとその廻りの空間構成



例：FS校 教室廻り



例：FS校 空間と家具のバリエーション



例：KS校の教員
集中しやすい環境はそれぞれ異なる
子どもが徐々に自分で選択できるようになり、空間を使いこなせるように、
空間リテラシーを育んでいる



1.デンマークの英語授業の空間の使い方 まとめ

・教室内で完結した授業
教員の多くの準備の上に成立
教員の教材研究の時間確保、雑務軽減、専門職員の配備が前提条件

・教室外のオープンスペース等も利用
前半は教室で一斉授業に近いかたち、後半は教室外にも広がってGW
GWには、学生が距離を取ることができる物理的に広いスペース

・屋外空間や地域施設の活用も
日常的に校外に出るには、小学校は児童と教職員の比率の改善

・集中しやすい環境はそれぞれ異なる 空間と家具のバリエーション
子どもが徐々に自分で選べる空間リテラシーの育成

・新しい教育の実践
教員ラウンジ、高校では分野毎の教員室等、教員が支え合うための空間の拡充



2.コモンコア

ー欧州の学校のコモンコアー



EU(2006, 2018改訂 )

Key competences for l i felong learning

-Literacy competence,

-Multi l ingual competence,

-Mathematical competence and 

competence in science, technology and engineering,

-Digital competence, 

-Personal, social and learning to learn competence,

-Citizenship competence,

-Entrepreneurship competence,

-Cultural awareness and expression competence.

背景

知識や技能の習得に

とどまらない能力



建築分野

・知識や技能の習得を目的とした空間だけでなく、

児童生徒の自律的な活動や交流を支える「小社会」としての学校の空間を、

充実させる取り組み

・児童生徒の活動やコミュニケーションの場となる

屋内広場のような空間「コモンコア」を、

校舎の中心に据える取り組み

背景



Chistian Kühn(2012)

...the common core, is an informal meeting place

and a melting pot for the school as whole. 

出典
Chistian Kühn; TYPOLOGY QUARTERLY SCHOOLS, Architectural Review February 2012, pp.59-61, Feb.2012



参考文献
Drckinck-Holmfeld, K.; Lærdommens huse, Arkitekture DK,02-2003, 2003

ヨーロッパの学校のコモンコア：

1920-30s

デンマーク aula skole

19世紀末~

・新教育運動 児童中心主義

・コレラや結核の伝染病の対策



1920-1930s

衛生 - 光と新鮮な空気

・平屋のパビリオン型の復活

片廊下型 コスト△ 衛生◯

中廊下型 コスト◯ 衛生△と考えられた

aula skole 中廊下の発展



KATRINEDALSKOLEN KAJ GOTTLOB, 1933, DENMARK

ドイツのCelleの学校 (Otto Haesler1928)の影響が指摘されている



19世紀末~：新教育運動,  児童中心主義

・モンテッソーリ教育(1907)

・シュタイナー教育(1919)

・ダルトン・プラン(1920)

・イエナプラン教育(1924)

1960-1970s

・画一的な教育の問題点，オルタナティブ教育への関心

教育改革が進んだ

・特にオランダは「教育の自由」が制度として確立



"THE FIREBIRD" IN MALDEN JAN VERHOEVEN, 1977, THE NETHERLANDS



AMSTERDAMS MOTESSORI SCHOOL H. HERTZBERGER, 1983, THE NETHERLANDS



PETER HÜBNER, 1998, 2002, GERMANYSTEINER SCHOOL



特にデンマークでは…

・フォルケスコーレ(公立小中学校)

1930s～ aula skole

・ギムナジウム(普通科高等学校)

教育省等によるビルディングプログラム

1957 各学級に普通教室

1961 教科重視

各教科に教室、生徒が移動、中心的な大きな共用空間

1977 生徒中心の学習プロセス、総合的な学び、協働

普通教室とその廻りのオープンスペースを多くの教科で使う

中心的な大きな共用空間は食堂兼用



現代

・キー・コンピテンシー：EU(2006・2018改訂)

・エージェンシー

・共同エイジェンシー



図：床面積と外壁面積の削減

・エージェンシーと共同エイジェンシーを支える

・面積オーバーロードを回避



コモンコアはいろいろな機能を兼ねている
フォルケスコーレ（小中）：図書室、講堂
ギムナジウム（高） ：食堂、講堂

図：デンマークのギムナジウムにおけるコモンコアと機能



・公共施設再編：フィンランド・エスポー

学校の校舎を地域で使い倒す

現代

・キー・コンピテンシー：EU(2006・2018改訂)

・エージェンシー

・共同エイジェンシー

・面積オーバーロードを回避



SAUNALAHTI SCHOOL VERSTAS ARCHITECTS, 2012, FINLAND



OPINMÄKI SCHOOL ESA RUSKEEPÄÄ, 2015, FINLAND



ギムナジウムのコモンコア
食堂、講堂、エントランスホールといった個別の役割以上に、
生徒や教員の交流、イベント、生徒の主体的な活動を支える
フレキシブルな場として学校や教員に重視されている



授業：4校でほぼ毎日使用
グループワーク等 協働



スタディカフェ



授業以外の日常的な利用
異学年の生徒同士、生徒と教員が話す、食事、自習、面談



校舎の中心



学校集会：全校生徒の座席は必ずしも必要ないが、立位を含めて

学校集会の広さがあったほうがよい

イベント：生徒の主体的な活動

地域利用：4校



学校集会



ギムナジウムの教員のコモンコアの評価

○見通しが良い、社会性を育む

→生徒を自由にさせやすい 各々にあった場所を見つけられる

生徒の自立を促進



見通しが良い、社会性を育む



ギムナジウムの教員のコモンコアの評価

○見通しが良い、社会性を育む

→生徒を自由にさせやすい 各々にあった場所を見つけられる

生徒の自立を促進

△すべての生徒が開放的な空間に適応するわけではない

→吸音や開放的な空間と閉じられた空間のバランス、

多様なスペースづくりが重要

△空調が壊れたままの学校

→中長期計画の策定が望ましい



吸音



・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を支える空間とは？
それぞれ異なる特性の学習者を支える、多様な空間と家具
GWや対話的な学習には、学習者が距離を取ることができる物理的な広さ

・学習者がエイジェンシーを発揮することができ、共同エイジェンシーを支える
学校建築とは？
廊下と教室だけでは、児童生徒が何かしようとしたときに実行する場所がない
児童生徒、教員、地域社会が、流動的、柔軟に使うことができ、見通しの良い共用空間

これらの１つの在り方として、コモンコアを紹介しました



参考文献
・OECD: The Future of Education and Skills: Education 2030 Position paper, 2018

https://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
・OECD,文部科学省(訳), 他: 教育とスキルの未来:Education 2030 仮訳

https://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/OECD-Education-2030-Position-Paper_Japanese.pdf
・OECD: Future of Education and Skills 2030, OECD Learning Compass 2030 A Series of Concept Notes, 2019

https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

・OECD,文部科学省(訳), 他: OECD ラーニング・コンパス 学びの羅針盤 2030 仮訳,
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_LEARNING_COMPASS_2030_
Concept_note_Japanese.pdf

・OECD,文部科学省(訳), 他: 2030 年に向けた生徒エージェンシー仮訳,
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/OECD_STUDENT_AGENCY_FOR_2030_
Concept_note_Japanese.pdf

・Schleicher, A.: World Class: How to build a 21st-century school system, Strong Performers and Successful Reformers in Education,
OECD Publishing, Paris, 2018
・アンドレアス・シュライヒャー: 教育のワールドクラス 21世紀の学校システムをつくる, 明石書店, 2019
・白井俊: OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来 エージェンシー、資質・能力とカリキュラム, ミネルヴァ書房, 2020
・Kühn,C.: Typology Quarterly Schools, Architectural Review,02-2012, pp.59-61, 2012
・Drckinck-Holmfeld, K.: Laerdommens huse, Arkitekture DK,02-2003, 2003

・立花美緒他: デンマークのギムナジウムにおけるコモンコアの空間構成と使われ方, 日本建築学会計画系論文集, No.775, pp.1841-1851, 2020
・立花美緒他: デンマークの学校における英語の授業活動とセッティングのシステム, 日本建築学会計画系論文集, No.793, pp.510-520, 2022
・立花美緒: デンマークの小中学校におけるコモンコアの機能と利用状況 北欧の学校におけるコモンコアの構成と活動その3,

日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1, pp.343-344, 2019




