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建築は暴力である

1

建築は秩序立てる力である



建築は洞穴のようなものである
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建築は階段のようなものである



教育方法等の多様化に対応する学校施設の在り方
（昭和63・1988年）

Teachingから Learningへ
指導の個別化・学習の個性化

オープン化
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新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方
（令和3・2021年）

Teachingから Learningへ
個別最適な学び・協働的な学び

コモンズへ



・ 2020年代を通じて実現すべき教育の変革、資質・能力の育成

学習指導要領（2016～19）、令和の日本型学校教育（2021）

・ GIGAスクール（一人1台端末、高速大容量ネットワーク）の実現 学びのDX

・ 児童・生徒数の減少

・ 小学校の35人学級

・ 9年間を見通した義務教育学校

・ コミュニティスクール（学校運営協議会制度） 地域社会・関係機関との連携

・ 学校の働き方改革

・ インクルーシブ教育―多様な教育的ニーズのある子供への対応

学校教育の動向と課題

変化する学校教育



新学習指導要領（H29~31）主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）
コンテンツ 内容・教科 → コンピテンシー 資質・能力
教育目標・内容・時間数＋方法 → 施設・教育環境のあり方

・「未知の状況にも対応できる“思考力・判断力・表現力等”
STEM教育→ STEAM教育

・学びを人生や社会に活かそうとする“学びに向かう力・人間性”
・インクルーシブ教育

• カリキュラム・マネジメント
教育内容、時間、人的・物的資源＜施設・設備・校具（学校家具）・教材・教具＞を
効果的に組合わせ、学習効果を最大化する

• コミュニティ・スクール
学校が地域を支え、地域が学校を支える
目標を学校と地域が共有し、連携協働して実現する“共創”

• チームとしての学校
教職員の力＋地域の力＋外部の専門家・NPO等、働き方改革
地域ぐるみの教育、社会総がかりの教育 学校のかたち

⇒学習空間の捉え直しの視点
学校施設を構成する室・スペース構成、面積、ゾーニング
有機的な空間配置、占有しない空間利用、関係が学びを生み出す
実空間の豊かさ 学校とは、学校で学ぶこととは

新学習指導要領ー変わる教育、変わる学校

新学習指導要領と施設
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高等学校における
遠隔授業の活用

病気療養児に対する
学習指導

不登校児童生徒に対する
学習指導

海外の学校との交流学習や
大学と連携した指導

中山間地域・離島の学校、
小規模校での遠隔授業の活用

発達段階に応じて、ICTを活用しつつ，教師が対面指導と家庭や地域社会と連携した遠隔・オンライン教育とを使
いこなす（ハイブリッド化）ことで，全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを展開

臨時休業時における
オンラインを含む家庭学習

対面指導と遠隔・オンライン教育の
ハイブリッド化

中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）」（令和3年1月26日）をもとに作成：文部科学省提供資料

学習者用デジタル教科書の
普及促進

学習履歴等を活用した
きめ細かい指導の充実や学習の改善

ＩＣＴを活用した「令和の日本型学校教育」（R3.1）の実現
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つながる教育・学びを止めない
誰ひとり取り残さないインクルーシブ教育
学校とは、学校でいう場で学ぶことの意味とは

⇒明日また行きたい学校

GIGAスクール
新型コロナ対策/時間・空間の制約を越えた学び
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→学校施設の新たなスタンダード
総合的に学校施設の在り方を問い直す
学校施設を構成する室・面積
学校のかたち 学校とは

→どの１校も取り残さない施設整備

新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（中間報告）

Schools for the Future
「未来志向」で実空間の価値を捉え直し、学校施設全体を学びの場として創造する

全ての子供たちの可能性を引き出す
個別最適な学びと協働的な学びの

一体的な充実

だれ1人取り残すことのない教育
⇒学校施設の新たなスタンダード(目標水準）

総合的に学校施設の在り方を問い直す

ただ１校も取り残さない施設整備
⇒実現方策

新築・増改築・長寿命改修

文部科学省

新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方（中間報告）新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方（中間報告） 2021.8





省察

・問題に気付く

・課題を設定する

・段取りを組む

・活動する

資質・能力の育成
Active Learning
• Problem Solving 課題追及・問題解決・探求型
• Narrative Learning 対話型
• Critical Thinking

• Cooperative Learning

～調べる～

～話し合う～

～まとめる～

～発表する～

～振り返る～
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多様な学習形態が時間とともに変化することに対し、
必要な場を連続的、一体的に用意する

探求学習のサイクル例



• 多様な協同学習・弾力的集団編成を生み出す空間
• 多様な学習活動のための場/学習材が予めセッティングしておける

アクティブ・ラーニングのための教室空間

× ICT



新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（中間報告）(R3.8）

「未来志向」で実空間の価値を捉え直し、
学校施設全体を学びの場として創造する

・ どのような学びを実現するか、そのためにどう施設環境をつくり、どう生かすか、
空間づくりのビジョン・目標を共有する

・ 学校は教室・諸室と廊下で構成されているという固定観念から脱却し、
学校全体を学びの場としてとらえ直す

・ 画一的・固定的な姿から脱し、学びの態様から自由に学習空間を構想する

・ 教室環境について、単一の機能、特定の教科等にとらわれず、
教科横断的な学び、個人から集団での学びまで、多様な活動に柔軟に対応する

・ 紙と黒板中心の学び⇒一人１台端末を文房具として活用し、
自由に場所を選んで、多様な学びが展開できる

・

新しい時代の学びを実現する学校施設の姿（ビジョン）



学校空間のキーワード

• フレキシビリティ（柔軟性）

• オープン（開放性・・・空間・時間・教科・集団）

• ダイバーシティ（多様性）

• リダンダンシー（冗長性）

• シームレス

• モードチェンジ（変容）ーデジタル技術

• シェア（占有しない）

• Ｓ Ｉ ： Skelton/Infill→Space/Infill （壁面、木、校具、環具）

アクティブ・ラーニングのための学校空間
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“コモンズ”
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“コモンズ” ：協同・協働・共同・交流を支える学校空間

地域

複合化

地域コモンズ

“コモンズ”で構成される学校空間
０。個々の教室・スペースの問い直しと充実
１．クラスルームから学年コモンズ、教科コモンズへ

自由度の高い学習の場ークラスルーム＋多目的スペース＋小教室＋教材スペース
教科教室＋メディアスペース＋教科教員・教材室＋ホームベース（ロッカースペース）

２．図書館からラーニング・コモンズへ
図書館＋コンピュータ＋アクティブラーニングスペース

３．特別教室・専科教室からSTEAMコモンズへ
発見する驚き、創る楽しさ、表現する喜びー専科名を超えて
Tinker Space、Maker Space

４．職員室から教職員コモンズへ
協働、コミュニケーション、リフレッシュ・情報交換
作業・打合せ・教材製作・カリキュラム管理

５．学校空間全体をスクール・コモンズへ
カフェテリア、講堂、保健室
通路・階段も学習、交流、ギャラリー、居場所

６．学校を共創コモンズへ
アフタースクール、幼稚園・小中高大連携、家庭との連携

屋内運動場
ホール

共創コモンズ
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保健

カフェテリア
講堂・礼拝
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教室再構築 Teaching から Learning へ

・四角い箱からの脱却
・

武蔵野市立大野田小学校



①多目的スペースや廊下と合わせ、一人当り3～4㎡を確保する

（通過動線がなく教室と一体的に利用できる教室配置）

② 収納<背面の鞄棚、配膳台、充電保管庫等>は教室外に

③ 壁面を学習に最大限活用できる設計

④ 正面性のない教室空間

⑤ 教室の方位は南面、または南が開けた北面とする

⑥ 学年、学校種別に応じて教室を計画する

＊学級数の変化により、学年のまとまりが失われないようにする

アクティブ・ラーニング等に対応した教室へ
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アマーシャム小学校 Amersham Primary School, 1956

教室は学習空間 ロッカースペース‣ホームベースの確保

ホームベース 豊富町立豊富中学校

糸魚川市立糸魚川小学校

ロッカー、WC



17

正面のない教室、壁面を生かす



板橋区立第一小学校

学年コモンズへ 通過動線のない学年配置
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デン

学年コモンズへ アクティブ・ラーニング等に対応した自由度の高い教室まわり空間

多様な学習集団・学習形態：一人で調べる、みんなで調べる、話し合う、まとめる、発表する

小学校
・多目的スペース：多様な協働的学習に対応する空間 ICT環境、ﾛｯｶｰｽﾍﾟｰｽ、小室、ﾃﾞﾝ、教材室、流し等で構成
・多様な学習材（図書・プリント・実物等）が用意された場
・ロッカーを教室背面からなくし、教室を自由度の大きい学習空間へ

糸魚川市立糸魚川小学校

デン
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間の

バルコニー

凸型オープンスペース

柱のある教室����8m角の空間に6m角の空間を内包������小規模校のモデルケースの提案 教室まわり詳細図

柱
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２学年コモンズ アクティブ・ラーニング等に対応した自由度の高い教室まわり空間

陸前高田市立気仙小学校



教育観の転換：
「一斉授業を基本としながら、それに加えて多様な学習指導をとる」から
「多様な学習形態を基本とし、一斉授業もその一つの形態と捉える」へ

施設観の転換：
「普通教室を基本としながら、多目的スペースや小教室等を組合せる」から
「柔軟な教育空間を基本とし、その中に一斉を含め多様な学習形態の場を設ける」へ

母集団の転換：
「40人程のクラス集団、1人の教師が担任、必要な時に協力指導する」から
「60 ～100人程を帰属集団とし、2～4人の教師が担任する」へ

Teaching から Learning へ



Corridor

CR

35 

CHANGE

教室
Open Space

CR

35 

教室＋多目的スペース

CR

35 

教室の拡大

Corridor

20
5

5

学年コモンズ/
ラーニング・ポッド

JUMP

Home

Base

CR

35 

Teaching から Learning へ

在来型 オープン コモンズ



① ラーニング・ポッド－通り抜けのない、ひとまとまりの学習空間を構成

② 60～100人程度の児童生徒に、2～4人の複数担任で母集団を構成

③ フレキシブルな面積として、3～４㎡/人程度を確保する

④ いろいろな場所を用意し、教室も占有せず、最適な場を選べる

⑤ 収納の場となる、ロッカーコーナー、ホームベースを教室外に確保する

⑥ 多様な校具、造作家具、可動間仕切等のインフィルを用意する

⑦ 吸音性の高い室内環境、音が仕切れるスペースもある

Ｃf； スウェーデン・フィンランド等：（垣野・立花先生）、オーストラリア: ラーニングクラスター

学年コモンズ、ラーニング・ポッドへ：アクティブ・ラーニングに対応した自由度の高い空間

学年コモンズ（ラーニング・ポッド）の構成
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塙町立常豊小学校（福島）

多目的スペース

多目的スペースのふりかえり Teaching から Learning へ

川崎市立はるひ野小学校

武蔵野市立大野田小学校
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校具が生み出す学びの場

但東町立高橋小学校 アイ・スパン、教育環境研究所

家具率
０％

家具率
10.8％

家具率
3.3％

家具率
11％



多目的スペースを支える基本校具

① 掲示面や映す壁面を確保する

② 空間を変える校具（学校家具）、インフィル

を用意する

→機能・形態：大型机・組合せ机、可動ボード

可動教材棚等、多様な校具を用意する

→性状・態様：集中（没入感）と自由（解放感）

協働（共に）と個別（一人で）

→場を作り替える“環具”

スマートフレーム、スライディングパネル等

③ 活動的な学習スペースとしての環境性能を確保する

→天井・壁（・床）に十分な吸音性を確保する

音が仕切れる部屋を用意する

→快適、自由な雰囲気の空間づくりー木質化

きれいな色、柔らかい雰囲気

教室、多目的スペースを学びの場とする家具・インフィル

26
様々な椅子



アクティブ・ラーニング等に対応した校具の計画

学習形態を、協働（一緒に） － 個別（一人で）
活動態様を、集中（没頭感） － 自由（解放感）AKS研究会 ：教育環境研究所＋青井黒板
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オープンスペースの骨格を変え、学びの場を生み出す“インフィル”

スマートインフィル青山学院中等部



オープンスペースの骨格を変え、学びの場を生み出す“インフィル”

スマートインフィルスマートインフィル（内田洋行）



ホワイトボードとビデオプロジェクター

獨協中学・高等学校



川口市立中学校・高等学校

ICT LABO
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ICTラボ



HR
LR

HR
LR

HR
LR

OS

国語
数学
英語
社会

（理科）

＋

特別教室型
学年のまとまり＋多目的スペース

教科センター方式
教科のまとまり＋教科メディアセンター

教科担任制

国語
HB

国語
HB

国語
HB

MS

国語＋

HR：ホームルーム LR：ロッカールーム HB:ホームベース MS:教科メディアスペース

学年ユニット 教科センター

教科コモンズ/教科センター方式：能動的な学習態度を育てる教室まわりの構成

ホームルーム

国語

数学
社会

英語
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教科コモンズ・教科センターへ：教科学習の充実のための教室まわり空間

中学・高校・小学校高学年
・教科センター方式：教科担任制の下、教科指導を充実
・教科教室、メディアセンター、教科教員・教材室で構成

教科メディアスペース

大洗町立南中学校



教科センター方式
教科メディアセンター

大洗町立南中学校

南房総市立嶺北中学校

協働学習の場となる教科メディアスペース

多様な学習集団・学習形態：一人で調べる、みんなで調べる、話し合う、まとめる、発表する
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ホームベース：クラスのまとまりをつくり、居場所となる空間

353
5

・ 生徒が自発的に場を作れる
・ ロッカースペースとなることで、教室を学習の場とする

ホームベース

大洗町立南中学校



２階

国語

社会

数学

図書館

社MS

国MS

国TS

数MS

HB

MS 教科メディアスペース
TS 教科ステーション

同志社中学校

ホームベース：クラスのまとまりをつくり、居場所となる空間



学習空間の全体像 HiGA

中学教室

高校教室

図書館

科学・創作

管理

食と生活
音楽

体育

↑
寮

芝生広場

学びの回廊

寄宿舎ゾーン

地域交流ゾーン

学習ゾーン

屋外運動場

Innovation School
• 国際バカロレア
• イマージョン教育
• 自然活用学習・島全体が学習の場
• 国際機関・大学等と連携した
プロジェクト学習

• 教科横断型探求学習

• ICTの活用
• 教職員の協働体制

• 外国人留学生
• 全寮制中高一貫教育

事例：グローバル社会に生きる力を育てる（広島叡智学園中学校・高等学校）



音環境、映像音響環境、校具が異なる3つの教室を組み合わせ
それぞれのスペースは占有されずみんなで使う

学年ユニット Collaboration Labo ( 60人）・教科センター HiGA

QS：Quiet Space  閉じられる教室
・壁面横幅一杯の白板と投影面
・扉は開けておくことができる
・600角の個人机

CS：Class Space セミオープンな教室
・オープンスペースと連続する
・映像音響機器の出す音の方向を変え、
直接伝播音は干渉しにくい

・W2700～3600の白板と投影面
・2人掛け机

LL：Learning Lounge オープンスペース
・QS、CSと一体に使う場合と少人数で独立
して使う場合を想定

・W1800の白板と投影面
・校具（タブレットチェア等）を動かして
環境を変えられる

HB : Home Base ロッカー・生活スペース
38



広島県立叡智学園中学校・高等学校

QS：Quiet Space   閉じられる教室 HiGA



CS：Class Space   セミオープンな教室 HiGA

40



【大きな教室】 HiGA

41



LL：Learning Lounge オープンスペース
HiGA

42



43アトリエ

• 作る、表現する喜びが感じられる場

• 本物・実物に触れられる

特別教室からワークショップ（活動の場）へ：能動的な学習態度を育てる特別教室

キッチンスタジオ

音楽ホール

音楽スタジオ



44

音楽室

• 作る、表現する喜びが感じられる場

• 実験し、体験し、発見する驚きが感じられる場

• 本物・実物に触れられる場

特別教室からワークショップへ：能動的な学習態度を育てる特別教室

音楽室 44

Tinkering is about playing, exploring, experimentation and setting 

imaginations on fire! Build your own tinker space and ignite a passion for 

learning. 

www.steampoweredfamily.com
Tinkering Space, Maker Space



STEAMコモンズ：生徒を待ち受ける、教科の世界に誘う教科メディアスペース

同志社中学校

カリタス女子中学・高等学校・理科センター
45

教室の外が大切
子どもたちを待ち受け、活動に誘い

能動的な姿勢を生み出す



Science + Art & Craft Center

理科センター カリタス女子中学・高校

特別教室棟からSTEAMコモンズへ（教科間の連携）

広島県立叡智学園中学校・高等学校

講義等のためのスペース
（美術教室）

作業のためのスペース
（技術教室）

創造活動において、主に
講義等の際に使用するスペース

創造活動において、主に
作業の際に使用するスペース

46



美術センター 同志社中学校

STEAMコモンズ：生徒を待ち受ける、教科の世界に誘う教科メディアスペース

同志社中学校美術メディアセンター

音楽メディアセンター

理科センター

教室の外が大切
子どもたちを待ち受け、活動に誘い

能動的な姿勢を生み出す

47



ラーニング・コモンズ

図書館からラーニング・コモンズ、学習情報センターへ

• ＩＣＴが様々な協働的学びを生み出す
多機能なICT機器を随時利用できるメディアラボ

• パッド、小白板等を用いた協同学習スペース
• グループ学習室や多用途に利用できる自習室
• 様々な空間や家具が用意され、場が選べる

豊島区立池袋本町小学校・池袋中学校

読書センター：読書の楽しさ喜びを感じる

学習センター：主体的な学びを支える

情報センター：図書・情報端末で調べる

交流センター：クラス・学年を超えて居場所



ラーニング・コモンズ

ＩＣＴが様々な協働的学びを生み出す

メディアスペースからラーニング・コモンズ、学習情報センターへ

• 図書館からメディアセンターへ、
メディアセンターからラーニング・コモンズへ

• ＩＣＴが様々な協働的学びを生み出す
多機能なICT機器を随時利用できるメディア・ラボ

• パッド、小白板等を用いた協同学習スペース
• グループ学習室や多用途に利用できる自習室
• 様々な空間や家具が用意され、場が選べる

4949同志社中学校

中学生小学生

広島叡智学園中学・高等学校 横浜市立霧が丘義務教育学校 空き教室の改修

豊島区立池袋本町小学校・池袋中学校



1階平面図
50

図書館を中心にした共創の学校づくり（福島県大熊町立学び舎夢の森義務教育学校）



Maker Room PC教室からMaker Spaceへ

立命館中学校・高等学校

• タブレットでは対応できない活動

• 実験し、体験し、発見する

• モノづくりとの連動

51



ＩＣＴが様々な学習の場を生み出す

視聴覚教室から、正面のないアクティブラーニングスペースへ

•多機能なICT機器、デジタル資料を随時利用可能
•タブレットPC、小白板等を用いた協同学習スペース

•どこにでも映せる、いくつでも映せる
•自由に場所が選べる
•大きく映せる 画面に映る向こうの世界と一体感

•学校規模に応じた室数の確保
•余裕教室の改造

立命館中学・高等学校



53
武蔵野市立千川小学校(東京）

コモンスペース：学校空間全体が学習・発表・集まり・交流の場

立命館中学・高等学校



편안하게머무를수있는공간 / Space to stay comfortably

54

코몬즈/ Commons



5555

코몬즈/ Commons：집회・발표 / Assembly・Presentation



HiGAWifiにより校内至るところが学習の場に

56



カフェ

協働学習ルーム

地域協働スペース

図書館

受付

ブラウジング

プラザ

地域協働スペース「双葉みらいラボ」
生徒が主役の放課後フリースペース（16：30～20：00）
・・・ナナメの人間関係

福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校

ＩＣＴを活用した「令和の日本型学校教育」の実現（イメージ）共創空間・ 地域コモンズ（福島県立ふたば未来学園中学・高校）

受付

57



カリタス女子中学校・高校

相談

教師の働き方改革
⇒ ICT
⇒多様なコミュニケーション
⇒印刷・教材製作・情報処理
カリキュラム管理

⇒ リフレッシュラウンジ

教職員ラウン
ジ

情報

教材製作

職員室から教職員コモンへ



教材スタジオ
職員室から教職員コモンズへ

教師の働き方改革
⇒ ICT
⇒多様なコミュニケーション
⇒印刷・教材製作・情報処理
カリキュラム管理

⇒ リフレッシュラウンジ

59



事務

フリーアドレスの教員室

広島県立叡智学園中学校・高等学校

多様な場所で構成され、場所が選べる教職員コモン

応接会議 カウンター

会議

教材

校長

教員

打合せ・休憩
60



61

未来に向けた既存学校施設の長寿命化新しい時代の学びに向けた既存施設の長寿命改修
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未来に向けた既存学校施設の長寿命化
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未来に向けた既存学校施設の長寿命化新しい時代の学びに向けた既存施設の長寿命改修
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未来に向けた既存学校施設の長寿命化

④大規模改造と増築による教育環境の高機能化
（富山県舟橋村立舟橋小学校）



新しい時代の学びに向けた既存施設の長寿命改修

⑤インフィルによる教室のICT化

66



教職員が参画する計画プロセス



コロナ禍にも協働的学びを止めない

大洗町立南中学校

ご清聴ありがとうございました。


