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開会の挨拶/ Opening Remarks

国立教育政策研究所長 中川 健朗
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 皆さま、こんにちは。令和元年度・文教施設研究講演会の開催にあたり、主催者を
代表して一言ごあいさつ申し上げます。 

 本日はお忙しい中、教育委員会や学校関係者をはじめとして、学校施設に関心を
持つ皆さまにお集まりいただき、誠にありがとうございます。国立教育政策研究所
では、海外の学校施設に関する知見の収集や専門家との交流、また、国内外の研究に

関する知見の蓄積と発信を目的といたしまして、学校施設に関する専門家を招聘し、
2011 年度から毎年度、文教施設研究講演会を開催しております。今回のテーマは、
教育革新に貢献する学校空間・教育者と建築家の対話の促進です。新しい学習指導

要領では、子どもたちがこれからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯に
わたって能動的に学び続けることができるよう、主体的・対話的で深い学びの実現
が盛り込まれました。このような学びの実現を支える学校空間とはどのようなもの

でしょうか。また、どのように実現していけばよいでしょうか。本日はこのことにつ
いて皆さまと考えていくべく、イルドフランスデジタル大学のジョン・オージェリ
ー先生、メルボルン大学のベン・クリーブランド先生、福井県至民中学校と安居中学

校の学校づくりに関わられた柳川先生、牧田先生、松木先生をお招きしております。
先生方におかれましてはご多忙の中ご出席を賜り、心より御礼申し上げます。 
 実は私自身、先日、福井県の至民中学校を訪問する機会がありまして、本日登壇さ

れるこの 3 先生をはじめとする皆さまの、熱い思いの込もった学校を目の当たりに
し、大変感銘を受けたところでございます。さらに、それだけではなく、その後の
様々な課題に対して、生徒が主役となり、先生が一体となり、地域と連携して新しい

歩みを始めている、そういう姿を目の当たりにしてまいりました。本日のご議論、意
見交換、発表では、そのようなお話が伺えるものと、とても楽しみにしておるところ
でございます。 

 本日の講演会では、教育革新に貢献する魅力的な学校空間、教育学と学校建物の
設計との関係性、対話による学校づくり、このような実例につきましてご紹介いた
だく予定としております。この講演会が本日ご参加の皆さまにとりまして実り豊か

なものとなり、児童・生徒の活躍の場となる学習環境の充実、こういうものに寄与す
るものとなりますことを心より祈念いたしまして、私のごあいさつとさせていただ
きます。どうもありがとうございます。 
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　皆さま、こんにちは。令和元年度・文教施設研究講演会の開催にあたり、主催者を代表して一言ごあいさつ申し上げます。

　本日はお忙しい中、教育委員会や学校関係者をはじめとして、学校施設に関心を持つ皆さまにお集まりいただき、誠にありがとうございます。国立教育政策研究所では、海外の学校施設に関する知見の収集や専門家との交流、また、国内外の研究に関する知見の蓄積と発信を目的といたしまして、学校施設に関する専門家を招聘し、2011年度から毎年度、文教施設研究講演会を開催しております。今回のテーマは、教育革新に貢献する学校空間・教育者と建築家の対話の促進です。新しい学習指導要領では、子どもたちがこれからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるよう、主体的・対話的で深い学びの実現が盛り込まれました。このような学びの実現を支える学校空間とはどのようなものでしょうか。また、どのように実現していけばよいでしょうか。本日はこのことについて皆さまと考えていくべく、イルドフランスデジタル大学のジョン・オージェリー先生、メルボルン大学のベン・クリーブランド先生、福井県至民中学校と安居中学校の学校づくりに関わられた柳川先生、牧田先生、松木先生をお招きしております。先生方におかれましてはご多忙の中ご出席を賜り、心より御礼申し上げます。

　実は私自身、先日、福井県の至民中学校を訪問する機会がありまして、本日登壇されるこの3先生をはじめとする皆さまの、熱い思いの込もった学校を目の当たりにし、大変感銘を受けたところでございます。さらに、それだけではなく、その後の様々な課題に対して、生徒が主役となり、先生が一体となり、地域と連携して新しい歩みを始めている、そういう姿を目の当たりにしてまいりました。本日のご議論、意見交換、発表では、そのようなお話が伺えるものと、とても楽しみにしておるところでございます。

　本日の講演会では、教育革新に貢献する魅力的な学校空間、教育学と学校建物の設計との関係性、対話による学校づくり、このような実例につきましてご紹介いただく予定としております。この講演会が本日ご参加の皆さまにとりまして実り豊かなものとなり、児童・生徒の活躍の場となる学習環境の充実、こういうものに寄与するものとなりますことを心より祈念いたしまして、私のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございます。



基調講演 / Lecture
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講演

John Augeri 氏

イルドフランスデジタル大学(パリ)
プログラムディレクター

上智大学海外招聘客員教員/講師

「革新的な学習スペースによる
教育イノベーション：
新しい実践を促進するための
教育者と建築家のコラボレーション」
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2020/1/17

1

パリ地域圏デジタル大学 京都大学 東京大学 上智大学明治大学

FLEXspace
コアチーム

EDUCAUSE
学習スペース部会

A4LE
審査員会
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2020/1/17

2

世界各地の学習スペース

設計、展望、課題に関する世界的な動向

学習スペース

国際比較研究
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3

150 4
の機関 の大陸

250 90
の会合のスペース

背景

学習スペース
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2020/1/17

4

アクティブラーニング教室 共同レクチャーシアター ラーニングコモンズ

フォーマルなスペース インフォーマルなスペース

学習センター
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2020/1/17

5

アクティブラーニング教室 ラーニングコモンズ

学校および高等学校

学問と建築のコラボレーション

デザイン面での課題
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2020/1/17

6

柔軟性とテクノロジー ゾーニング 特別なエリア
学問と建築の

コラボレーション
スペースの例

10



2020/1/17

7

柔軟性とテクノロジー ゾーニング 特別なエリア
学問と建築の

コラボレーション
スペースの例
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10

テクノロジーと家具との融合

コラボレーション
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2020/1/17

11

可動家具 ハイテク機能+

=
アクティブ・ラーニング教室

固定
家具

可動
家具

ハイテク

ローテク
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12

アナログ

デジタル

アナログ
デジタル
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2020/1/17

13

先へ進もう」
「定説にとらわれずに

新規および再設計された
指導・学習の実践

物理的な
座席数

定性的 定量的
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2020/1/17

14

柔軟性とテクノロジー ゾーニング 特別なエリア
学問と建築の

コラボレーション
スペースの例

非集中型モデル
複数の局地的戦略

集中型モデル
機関全体での戦略
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2020/1/17

16

住宅サービス

無料PC

電源プラグ

印刷室

ロッカー

共同スペース

郵便局

ATM

交通機関の発券

レストラン

食料品

キッチン

図書館への導線

Ask Adelaide（学生支援センター）

BYODゾーン

無料PC

ロッカー

学習アシスタント

健康保険サービス

共同スペース

印刷室

ITヘルプデスク

教室
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17

共同スペース
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2020/1/17

24

カジュアルエリア

学習エリア
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2020/1/17

25

グループワークエリア

+
柔軟性とテクノロジー ゾーニング 特別なエリア

学問と建築の
コラボレーション

スペースの例
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2020/1/17

26
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2020/1/17
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2020/1/17

29

飲食 居心地の良い場所電源+WiFi
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2020/1/17

30

柔軟性とテクノロジー ゾーニング 特別なエリア
学問と建築の

コラボレーション
スペースの例

ツールと枠組み

設計と評価
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2020/1/17

31

FLEXspace
柔軟な学習環境に関する情報交換

数種類の学習スペースにおける

オンラインリポジトリ
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2020/1/17

32

学習スペース評価システム

LSRS
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2020/1/17

33

アクティブ・ラーニング教室を評価するための枠組み

供用開始前
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2020/1/17

34

LSRSLearning Space Rating System
Version Française

出版物
レポート、書籍および科学論文

38



2020/1/17

35

2014
Orlando conference

MIT
University of Central Florida

2015
Indianapolis conference

Purdue University
University of Washington

2016
Anaheim conference

UCLA
Stanford
Berkeley

2017
Philadelphia conference

SUNY Stony Brooks
Princeton

University of Pennsylvania

2018
Denver conference

University of British Columbia
University of Washington
Colorado School of Mines

2013
Anaheim conference

UCLA
UC San Diego
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2020/1/17

37

john.augeri@unpidf.fr @johnaugeri
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講演

Ben Cleveland 氏

メルボルン大学 建築学部上級講師

「建築家と教育者のコラボを通じた
新たな学習空間の創造事例の紹介」
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建築家と教育者の
コラボを通じた
新たな学習空間の
創造事例の紹介

ベンジャミン・クリーブランド博士
建築学上級講師
LEaRN（学習環境応用研究ネットワーク）共同ディレクター
建築・建設・計画学部 1

2

学習環境応用研究ネットワーク

research.unimelb.edu.au/learnetwork
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メルボルン大学
デザイン学科

写真提供：Peter Bennetts

John Wardle Architects
およびNADAAA

写真提供： John Horner
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左： John Horner |右： Peter Bennetts

上： John Horner |下： Peter Bennetts

図書館と展示スペース

上：地上1階にあるガラスカーテ
ンのファサードから自然光が入る
図書館スペース。

下：地下1階のDuluxギャラリー。
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写真提供： Peter Bennetts

開閉することで教室にも
展示室にもなるアトリウム

上：スタジオスペースを閉じ
ている状態のアトリウム。
下：展示や陳列のために、スタ
ジオの壁面を開放できる。

8

過去の実績
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9

過去の実績

2008年から現在に
至るまでの各学校との
共同調査研究

10
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継続中のオーストラリア研究会議連携プロジェクト
（2008年～2022年）

11

2008 - 2010

2010 - 2012

2013 - 2016

2016 - 2020

2019 - 2022

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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連携の構築
地域の中核拠点としての学校
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政府、カトリック教会、コンサルタントおよび
その他からの資金調達

13

新たに100の学校の設計を
することになった場合、どんな
学習スペースを設けますか？
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どんな学習スペース
であれば、21世紀に
おける教育プログラ
ムとその実践を助け
ることができますか？

16

産業界のモデル：その次は？

Law Architects: Woodleigh School
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問題です！

「複合的適応システム」
としての革新的な学習
環境

18
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Cleveland,B.（2018）
「複合的適応システム」としての革新的な学習
環境：中学年教育を可能にする
L.BenadeおよびM. Jackson（編）、
「Transforming Education」
Spriger Nature（シンガポール）

「……全ての学習者が生涯に

わたって、人とつながり、
創造的かつ協力的に問題を
解決するとともに、世界全
体が相互依存する現代世界
における公益に貢献する、
健康で幸福な一個人になれ
るようにする」

Fullan & Langworthy （2013、p.2）
知的学習
環境

ディープ

ラーニング
教師の心構え

• 人格教育

• 市民権

• コミュニケーション

• 批判的な思考と問題解決

• 協力

• 創造力と想像力

ディープラーニング

Fullan, M., & Langworthy, M. (2013). Towards a new end: New pedagogies for deep 
learning. Seattle, Washington, USA.
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経験

環境

活動

関係

時間

写真： : Woods Bagot 概略図： Barabasi, A. L. (2002). Linked. The new science of networks. Cambridge, Mass. Perseus.

従来の教室 非集中型学習
スペース

分散型学習

スペース

規律 自主性

構築された教育学 
学校スペース設計
とは、本質的に教
育哲学と結び付い
ている

（モナハン 2002）
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教育学とスペース
とを調整する

教育学 学習環境

哲学

実践

活動

ふるまい

建築物

インテリアデザイン

家具

リソースおよびICT
（情報通信技術）

南メルボルン小学校

54



学習プロジェクト 賞の提出

A4LE（学習環境協会）
2017年度LEソリューション計画・デザイン賞

カテゴリー：
James D. MacConnell賞および新しい学習環境

コーフィールド・グラマースクール
学習プロジェクト

26
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27

ヴィクトリア州
学校建設局

学校施設の
エリア図

LEaRNが開発した

3層式アプローチ

写真：LEaRN

ミーティ
ング／小
グループ

循環／イン
フォーマル学習
／展示エリア

一般資料
保管室

教材保
管室

生徒個人の
保管場所

ふりかえり／
読書

発表／
パフォー
マンス

直接指導
／読み聞
かせ／対
話

協同学習／
一般学習

メーカースペース
水回り

展示エリア

実践教材
保管室

相
談
室

静かに
する部
屋自習ス

ペース

キッチン/
給食室

用
具
室

洗
濯
室

機械室／保管室

エリアグループ

スペースの種類

サブスペース案

共有学習

基盤となる学習スペース
（恒久的および配置変更可能

実践
活動

相談／自習
スペース

サポート
スペース

循環

出典：LEaRN

Meeting/withdrawal/
smallgroup

Presentation/
performance

Collaborative/
sharedlearning

学習のための基本的な空間環境

共同・共有学習

立位 座位 座位立位 閉鎖的 開放的

ミーティング／
応接／小グループ

発表／パフォーマンス
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出典：LEaRN

QuietReflection/Reading Creativeactivities/
Makerspace

学習のための基本的な空間環境

ふりかえり／読書 創作活動／
創作スペース

一人の環境 シェア環境 着席または直立

出典：LEaRN

学習のための基本的な空間環境

直接の指導
読み聞かせ／対話

すぐ利用できる
保管場所

生徒個人用の
保管場所
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カトリック系学校に
おける効果的な学習
環境（TELE）

31

カトリック系学校における効果的な学習環境（TELE）：
エビデンスに基づいたアプローチ

3年間
38校
43の学習環境
300名の教師
3872名の生徒

ベンジャミン・クリーブランド博士
ピッパ・ソッチオ博士
ロズ・マウンテン氏
ウェズ・イムズ准教授

メルボルン タイプDの学習環境
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学習環境としての
「環境ユニット」
の効果について
評価を行う

Gislason（2010）による適
応型の学校設計研究モデル
では、「環境ユニット」が
持つ物理的な要素と社会的
な要素に対処している……

エコロジー –
建物の設計、
技術およびそ
の他の重要な

要素

組織 – 教育
、スケジュー
リングおよび
カリキュラム

学生の環境 –
学習および動
機、社会風土

職員の文化
– 仮定、価
値観ならび
に思考およ
びふるまい
のパターン

L
E
a
R
N
評
価
モ
ジ
ュ
ー
ル
3

性格および
美学

アクセシビ
リティ

安全 広さおよび
規模

アクティビ
ティ環境お
よび教育学
的な出会い

家具 機敏で柔軟
な使用

学習資料
保管場所

生徒用
トイレ

居住性
（IEQ）

人や物の移
動

陳列スペー
スの提供お
よび使用

所属と所有
権

補助教員ス
ペース

教師の専門
能力開発

学校の時
間割

全体的な
印象

18の調査
テーマ
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可動壁固定壁従来の教室 オープンな間取り

学習環境の類型

出典：

Dovey, K., & Fisher, K. 2014. Designing for adaption: The school as socio-spatial assemblage. The Journal of Architecture 19(1), 43-63.

メルボルン タイプAの学習環境

60



メルボルン タイプBの学習環境

固定壁

可動壁

判例

一般的な学習エリア「教室」

ブレイクアウトミーティング室
（閉じた環境）

ブレイクアウトスペース／コモンズ
／ストリートスペース
補助教員室／コーディネーター室（職員以
外立入禁止）

トイレ（生徒用）

保管室（素材、その他）

プライマリー
2017

セカンダリー
2017

Ｓプライマリー
2016

プライマリー
2017

プライマリー
2017

メルボルン タイプCの学習環境
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メルボルン タイプDの学習環境

パラマタ タイプEの学習環境
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教育学的な効果を最大限引き出す学習環境の設計
および使用に関する9つの原則：

1) 動的、社会的および物理的環境

2) 環境と活動に関連した多様性と選択肢

3) 個人、小グループおよびクラス全体の活動を含め、学習体験を差別化、個別化する能力

4) 一般的に家具の配置やガラスの間仕切りを使って、広さの異なるスペース間を区分した複数
の学習環境をすぐに利用できる

5) 指導、対話およびふりかえりの機会など、有意義で魅力的な教育と学習の経験

6) クラス内や複数のクラス間で、さまざまな方法により、生徒を社会的に編成する選択

7) 特によりオープンなスペースでの優れた音響

8) 生徒の活動を常に観察、確認できるような視界の良さ

9) 学校および学校部門における物理的、組織的、時間的、文化的な歴史を認識し、経時的に
教育的発展を可能にする設計

42
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43
出典：ベンジャミン・クリーブランド博士

スペースと教育学
のプロジェクトに
着手する方法

子どもたちは全員、何をしようか考えながらあちらこちらに立っ
ていた。すると先生から「どこが前？」と聞かれた。私は「何で
しょうか」と聞くと、「教室のどこが前なのかな。先生はどこに
立てばいい？」と言った。「え、先生が立ちたい場所に立てばい
いと思います」と答えると、「いや、そうじゃなくて。じゃぁ、
きみは、先生にどこに立ってほしい？」「ええと、先生が何をす
るかによって違ってくるんですけど」と言うと、「それってどう
いうこと？」と先生は言った。そこで、「そうですね、先生がホ
ワイトボードを使うのならそこに立つといいと思います。何か見
せてくれるのでしたら向こうがいいですね」と言ったら、「いや
いや、そうじゃなくて、先生がみんなに教える時には、どこに立
てばいいのかということ」と先生は言った。その時私は、「おや
おや」と思った。

どこが前？
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図：www.adaptivepath.com/ideas/serving-experience-as-the-product/

現代の学習環境はこんな風になる……

目に見える部分

目に見えない部分

目に見える部分の
境界

革新的な学習環境+教師の変化

オーストラリア研究会議（ARC）連携から
4年間の助成金を受けて（2016年～2019年）
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調 査

私たちは何を学んでい
るのか？

類型1：
発表、直接の指導または大グループ
のディスカッションのファシリテー
ターを教師が務める。

類型2：
小グループのディスカッションまた
は指導のファシリテーターを教師が
務める。

類型3：
発表、直接の指導または大グループ
のディスカッションのファシリテー
ターをチーム教師が務める。

類型4：
協力学習／共有学習。必要に
応じて教師が助ける。

類型5：
1対1の指導。

類型6：
自習

従来の学習スペース
2つ折りできる壁

固定壁

オープンな間取り
学習スペース

保管室 教室 ストリート
スペース

共通

私たちは何を学んでいるのか？

タイプD –
教室を区切ることが可能なオープンな
間取り

タイプE –
複数のスペースが隣接するオープンな間取り

タイプB –
従来の教室にブレイクアウトスペースを設け
る

タイプA
従来の教室

タイプC –
従来の教室に可動壁やブレイクアウトスペースを設ける

生
徒
の
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
段

教師の心構えの手段

図10：特に普及している学習環境のタイプに分類される教師の心構えの手段および生徒のディープラーニングの手段（n=822）
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「教師のプロ意識の本
質は、他者と協力する
ことで、最大限の影響
を与える能力である」

Hattie 2016年

集団的影響

1.57
集団的
有効性 教師の協力
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51

動画 – School Design

ご静聴ありがとう
ございました

benjamin.cleveland@unimelb.edu.au
research.unimelb.edu.au/learnetwork
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講演

牧田 秀昭 氏

福井市安居中学校 校長
（元・至民中学校研究主任）

松木 健一 氏

福井大学 理事・副学長

「福井市・二つの学校づくり物語 
―至民

し み ん

中・安居
あ ご

中の事例からー」 
柳川 奈奈 氏 

有限会社設計工房顕塾
げんじゅく

 代表取締役 
福井大学教育学部 非常勤講師 
（至民中学校・安居中学校設計者） 
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「福井市・二つの学校づくり物語

　―EQ \* jc2 \* "Font:メイリオ" \* hps26 \o\ad(\s\up 25(しみん),至民)中・EQ \* jc2 \* "Font:メイリオ" \* hps26 \o\ad(\s\up 25(あご),安居)中の事例からー」


柳川 奈奈 氏

有限会社設計工房顕塾 (げんじゅく)　代表取締役

福井大学教育学部　非常勤講師

（至民中学校・安居中学校設計者）



福井市 ･２つの学校づくり物語
ー至民中・安居中 の事例 からー

生徒数：540名

学級数：学年 6 学級

合計 18 + 1 学級

→ 371名

学級数：学年 4学級

合計 12 + 1 学級

生徒数：120名

学級数：学年 2 学級

合計 6 + 1 学級

→ 66名

学級数：学年 1学級

合計 3 + 1 学級

●福井市至民中学校
しみん

●福井市安居中学校
あご

【現況・2019年度】 【現況・2019年度】

↓↓

●多様性のある学びを支える
弾力的で、柔らかい空間

●活気と躍動感を生む
一体感のある空間
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SHIMIN 福井市至民中学校 SHIMIN  junior high school

葉っぱのホールデッキからの風景SHIMIN
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SHIMIN 中庭

SHIMIN 国語エリア（国語教室群・国語のひろば）
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SHIMIN 展示 や授業に活用される「学びのひろば（英語）」

SHIMIN 校舎全体をつなぐ「葉っぱのひろば」
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福井市安居中学校 AGO  junior high schoolAGO

AGO 全校のホームが面する校舎の中心「風のひろば」
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「風のひろば」に対し外周部をとりまく教科エリアAGO

部活指導
受験指導
生徒指導

学習
活動

教育課程
特別活動

学校環境
地域

学校
建築

教科センター方式

主体性・対話
多様な情報収集

ｸﾗｽﾀｰ制度

主体性・対話
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ･ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ

住民の常駐・職場体験

地域と共に

至民中学校と安居中学校の建設の背景
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教育が目指すこと、校風を探り、

「基本計画書」との対話から

学校の「核」をなす空間、全体構成の骨格を導く

設計者選定プロポーザル

●「教科センター方式」とは

教科と関連づけたオープンスペース「教科メディアセンター」を設けられている。

オープンスペース「教科センター」

教科教室型

国語教室 社会教室 数学教室 理科実験室 美術教室

音楽教室

廊下

英語教室

国語教室 社会教室 数学教室 理科実験室 美術教室

音楽教室

英語教室
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SHIMIN

SHIMIN 至民中学校 プロポーザル時のスケッチより

至民中学校 １階平面図
SHIMIN
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至民中学校 ２階平面図
SHIMIN

SHIMIN 校舎全体をつなぐ「葉っぱのひろば」
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安居中学校 １階平面図

生活の中心を
学校の中心に

100名の生徒の
一体感と躍動感の創出

平屋建ての校舎

AGO

学びへ

学びへ
学びへ

風のひろばでの給食風景
AGO 生活の中心「風のひろば」を 校舎の中心にすえた 空間構成
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同じテーマを共有し、ともに考えることで

「ワークショップ」という対話 から

刺激を生み、各々の立ち位置で新たな発想を生む

■設計条件のとしての御意見整理と反映

基本設計
教育ソフトからの進言

先進事例調査
ヒアリング調査
生徒生活実態調査

地域･学校
からの御意見

これら３つを集約しながら
設計をまとめていく

事業者
（施主）

使い手

支援者

共有・連携・報告・指示
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SHIMIN ●生徒ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ風景AGO

●地域ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ風景SHIMIN AGO
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SHIMIN ●教職員ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ風景

教科の魅力や授業活動の方法等

教科としてのもてなしを考える

SHIMIN AGO

SHIMIN ●各代表者が集まり、様々な対話を設計に落とし込むSHIMIN AGO
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それぞれの教科は、こんなに魅力にあふれている！

学びの散歩を楽しむ学校空間へ

単なる移動ではなく、「学びの散歩」と考えては？

！「あたりまえ」の転換

SHIMIN 「学びの散歩」を楽しむため、曲線をもちいた空間AGO
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教室の広さが変化できるとよいのでは？

教育空間の広さを変える

活動に相応しい雰囲気がつくれた方がよいのでは？

！「あたりまえ」の転換

平面図

多様な集団の活動を支える
空間の広さ

SHIMIN

連続教室の
設置
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SHIMIN ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ (WB製可動間仕切り) を 用いた連続教室

SHIMIN 連続教室を一体につなげ、多様な活動を支える空間 に
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黒板は、だれのもの？

社会に近い環境づくりを

コミュニケーションツールが必要では？

！「あたりまえ」の転換

コミュニケーションがつくる授業SHIMIN AGO

86



教育活動には、流れがある？

教育空間の連なり

空間の連なりを工夫すれば、活動が広がる？

！「あたりまえ」の転換

各教科教室＋「学びのひろば」＋ギャラリー「学びのみち」AGO
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AGO 教室 と「学びのひろば」を行き来して行う課題探究型の授業

SHIMIN
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家庭科エリア

SHIMIN

ランチルームとつなげた ライフデザインスタジオ（家庭科室）SHIMIN
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毎年行われている文化祭の風景（地域の方たちと…）SHIMIN

地域特性を見込んだ環境づくりSHIMIN
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教員の立場で構想段階に立ち会って

○異質な他者との
「対話」により
学校建築・設備の
当たり前を疑う

・どの教室も同じ大きさ、同じ長方形
・前に黒板、左に窓、右に廊下、後ろにロッカー
・全て同じ生徒用机と椅子
・教室は学習の場、廊下は移動のため
・体育館前方の、高いステージ
・職員室の、周囲と隔絶された職員机、･･･ ･･･

教育の「当たり前」の問い直し

○地域の方々にとっても文化拠点
・日常的な学校開放
・ボランティアと一緒に

【例】

「学校」は誰が何をする場所なのか？

・当該学校の教員と ・福井市の他校の教員と ・保護者・地域の方と

○生徒だけでなく教師も成長する場
・教師の協働を生み出す工夫
・生徒と共に学校で生きる教師像

○「学び手」目線で教育を考える
・「教えるー教えられる」から
「学び合い」へ

・教科や学習活動にマッチした環境準備

○「学校」は「社会」の一部
・異学年交流
・地域との交流

授業が変わる
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連続教室 と 「教科のひろば」空間

地域の人たちの参画

教科ステーション

異学年交流学習成果の交流

教科エリア
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学校拠点方式
学校の抱える課題を、学校で、
同僚教師と協働して解決する
学校づくりの大学院

マンモス小学校
荒れる小学校(学級崩壊）
増える発達障がい児に対応できず

教員によって支えられる学校の教育文化
教員の異動によって崩壊

至民中学校で事件の背景（安居中学校では起きない理由）

地域を支える
学校づくりを重視

福井市安居中学校（全校一体型教科センター方式） 開校８年目
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つながりあって育つ学校 －「社会参画型学力」の育成」－
・交流・体験で構築する互恵的な地域連携
・誰もが主体的に参画する活動の推進
・交流・体験を重視した魅力ある授業 【開校時リーフレットより】

開校８年目の課題

開校当時の教員が１人もいない

たくさんの行事をこなしているだけ
施設があるから使用している感じ

生徒数の激減

同じ行事を実施することは不可能

○「今」にマッチした行事や学習活動の在り方は？
（何を大切に教育活動を行うのか？）
○なぜこのような施設・設備なのか？
（何かいいことがあるのか？）

・コンセプトから考え直すチャンス
「よさ」「リソース」の再発見

・行事を３年間の見通しの中で繋げて
考えるチャンス

・一人ひとりの生徒が主役になる
チャンス

新たな教師メンバーの協働を生む

授業や生徒活動でフレキシブルに施設を利用
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地域の方を招く・地域に出向く

掲示板が生まれ変わる

公開研究会では生徒が主役
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これまでの学校に少なかった、特徴的な空間や

活動イメージを刺激する空間性

動的・静的など空間特性が、活動イメージを広げる

平屋をいかした ダイナミックな空間構成AGO
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躍動感を生む「学びのひろば」での 活動AGO

赤ちゃんだっこ体験AGO 空間性を活かした、命の授業「赤ちゃんだっこ体験」
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新たな空間要素が、新しい儀式風景をつくるSHIMIN

SHIMIN ここちよい空間性が、自主的な活動を生む
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PTAの会議教職員研修会
SHIMIN 空間性を活用した 先生方の学び

SHIMIN 豊かな外部環境も学びを生む
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関わることで使いこなすことができる環境要素が

主体性を刺激する 建物との関わり

生徒や先生方の主体性を刺激していく

生徒自らが、教科の魅力でもてなすことを工夫するAGO
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AGO 学校祭のメインステージに

メインステージのデザイン案スケッチAGO
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SHIMIN 空間を感じることから、「環境との関わり方」に目覚める（家庭科）

様々な活用のアイディアを出し合い、生徒自ら環境づくりに関わるSHIMIN
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AGOSHIMIN 空間性がいかされた 様々な研究授業の実践

対話とコラボレーション
～「建築」＆「教育理論・実践」＆「教育行政」＆「ステークホルダー」～

構想・設計
デザイン（指導方法、環境準備）

完成
実践開始・試行錯誤・モデル構築

問い直し・再構成
試行錯誤・新たな挑戦

建築に込めた思い
教育関係者の期待

発想の転換、運用の工夫

時代や構成員によって変化する
ニーズ

単に継続するだけでは失われて
いく輝き

問い続け、ゆるやかに進化・深化を続けるマインドセット
「子ども、教員の成長とは何か」

「学校の役割は何か」
「教育とは何か」

さらなる問題解決へ
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パネルディスカッション/ Panel Discussion

Ben Cleveland 氏
メルボルン大学 建築学部上級講師

柳川 奈奈 氏
有限会社設計工房顕塾 代表取締役
福井大学教育学部 非常勤講師

John Augeri 氏
イルドフランスデジタル大学(パリ) プログラムディレクター

上智大学海外招聘客員教員/講師

牧田 秀昭 氏
福井市安居中学校 校長

松木 健一 氏
福井大学 理事・副学長

長澤 悟 氏
国立教育政策研究所客員研究員

教育環境研究所所長，東洋大学名誉教授

【パネリスト】

【モデレーター】

早田 清宏
国立教育政策研究所文教施設研究センター
総括研究官

「設計過程における教育者と建築家の対話についての
ディスカッション」
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司会 

それでは、これからパネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。パ

ネルディスカッションは、前半講演いただいた皆さまと、教育環境研究所の所長であり当

研究所の客員研究員でもある長澤悟先生とともに進めてまいりたいと思います。前半の 3

つの講演は非常に密度が濃く、皆さまの質問したいことがたくさんあったと思います。な

るべく、私が引き出せるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

それではまず、長澤先生は学校建築計画がご専門でして、これまで全国の学校施設整備

計画に携わられ、ソフトとハードの統合、関係者の参画、夢や思いを出し合うプロセスを

大事にされながら取り組まれてきました。まずは長澤先生から、本日の講演内容に対する

ご感想や、これからのパネルディスカッションで議論したいことなどについてありました

ら、ご意見を頂けますでしょうか。 

長澤 

長澤でございます。よろしくお願いいたします。本日のタイトルは、教育革新に向けて

教育者と建築家の対話ということでございます。これは、２つの側面から捉えられるので

はないかというふうに思います。１つは、今、改革が求められている教育について、その

課題、目標、方向性を受け止めて、施設、環境をどういうふうに捉えなおしていくか。課

題についてのやり取りということですね。建築の課題としてどう捉えるかということで

す。 

 もう 1つは、それを建築家と教育者の間で共有しながら、実際に学校計画を進めていく

プロセスにおける対話、建築計画の側から言えば、教員の計画への参画というような課題

として捉えることができるかというふうに思います。 

そういう観点で、最初にお話しいただいたジョン先生は、主に高等教育に深く関わられ

る中で、教育者の観点から、施設環境について課題、目標をどう捉えているのかというこ

とをご紹介いただきましたし、ベン先生にはその方法、教育者と建築の間をつなぐ役割と

して、ネットワークをつくって組織的に研究をされ、目標を定める、そして、その定める

段階、それからそれを実現されたものについて事後評価を行い、提案したものを検証し、

それを次につなげるという役割を果たされ、その実践の状況についてお話しいただきまし

た。 

それから、至民中学、安居中学校については、その前段と後段について総合的に取り組

んだ１つの事例をお話しいただきました。しかも、つくられてから長い時間が経って、そ

れをどういうふうに継承するか、その継続、継承する中にもさまざま対話があるというこ

とを取り組まれているとのご紹介がございました。 

そういうお話を聞いて、この対話ということを歴史的に振り返ってみますと、私自身は

建築計画学を専門とする立場から、大学で学校建築の研究をし、それから実際の学校の計

画に 40年ほど関わってきたことになります。それは、日本の教育、日本の学校の教育、
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建築がちょうど変化を始めた時期と重なります。当時を思い起こしますと、学校に建築の

者が調査に行くと、建築の学生が何故来たのかと言われました。要するに、建築と教育の

関わりがあるという認識は、学校の先生方にはほとんどありません。施設、環境は外的事

項として捉えられておりました。ですけども、そのころ、教育の動きが始まって、私が取

り組んだのは、一斉画一授業一辺倒の教育から脱却していこうというような全国の学校の

調査を行いましたけども、そこでは、弾力的な集団編成とか、多様な学習形態を取るため

に、学校の先生方は廊下と教室しかない施設の制約と格闘していました。そして、それを

どういうふうに乗り越えていくかということで、さまざまなアイデアを持って取り組まれ

ていました。 

それから、当時はアメリカ、イギリスの教育の流れを受けて、オープン教育、オープン

エデュケーションに積極的に取り組む学校がいくつか生まれましたけれども、そういう学

校で教職員が一丸となって、次の時代の教育に取り組む、その熱気といいましょうか、学

校が個人ではなく組織として教育目標を共有して取り組むと学校は大きく変わる可能性が

あるということを実感しました。 

一方で、次の時代の教育を見据えということですが、建築家が提案した、これからの学

校はこうだというふうに作り上げたものについて、それが思い通りに使われないだけでは

なく、かなり強い反発を学校の先生から受けるという状況もありました。つまり、教育変

革を建築の側から押し付けられるという印象が持たれていたわけです。そこでは、やは

り、教育と施設の関わりについて、お互いが理解し合うプロセスや、対話の時間がないこ

との問題を感じたわけです。 

やがて、実際の計画を相談されるようになったときに、一貫して、とにかく先生方と話

し合いを繰り返すということを、そういうプロセスを大事にしてきておりました。今、学

校、社会の大きな変化の中で、教育も、あるいはそれに対する施設あるいは学習空間にも

大きな変革が求められていますけれども、現実に学校の先生方と対話、話し合いの議論を

始める最初に出る言葉は、今まで通りにしてほしい、というものです。今まで通りでいい

のだ、変えないようにしてほしいって意見が出されることも少なくありません。今、変革

が求められる、そういう状況の認識についても、まだいろいろな学校による、あるいは地

域による違いがあるわけですけれども、そういう状況を乗り越えて、次の時代の学校像、

教育観を描いていくために、今日お話しいただいたような内容をベースにして、どういう

ふうにさらに対話を深めていくか、その間にある困難、課題のようなものについても、ど

ういうふうに解決していくかということが求められているように感じています。この後、

そういう点でいろいろお聞きし、議論ができたらと思っております。 

司会 

 ありがとうございます。今、長澤先生からは対話について、歴史の振り返りのご説明が

ありました。昔は、教員は、そもそも学校建築というのは、与えられたものとして捉えて
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おり、そもそもの対話のきっかけがなかった、あるいは、対話が生まれ始めても、建築側

の提案が押し付けになってしまいうまく使われないときもあった。今後もそれを乗り越え

対話を持つことが大事だろうというお話だったと思います。 

今日は、参加者の皆さまもそれぞれ、対話ということに日頃から丁寧に取り組みをなさ

れている方々でして、皆さまから一言ずつ、対話に対する捉え方について、参加者の皆さ

まへのメッセージを一言頂けるとありがたいです。まず、ベン先生から伺ってもよろしい

でしょうか。 

 

Ben Cleveland  

先ほどはお話ししなかったのですが、このブリーフィングプロセスというのは非常に大

事に考えております。例えば、ブリーフィングというのが建築でいかに重要かということ

を、学生に繰り返し話しています。また、ブリーフィングとは何かということは、とても

大事です。何故ならば、ダイアローグ、対話と言われても、特にクライアントに対するブ

リーフィングが非常に重要だからです。 

日本でどのような建築教育が行われているか分からないですけれども、この建築教育

で、クライアントとしっかりと関わってブリーフィングをして対話を持つということがい

かに重要かということ、建築をキャリアとする人たち、専攻にする人たちにこれを話すこ

とがとても重要だと思います。 

毎学期 40人くらいの生徒を持ちますけれども、このブリーフィングプロセスというこ

とを非常に重視して教育をしています。これを行うことによって、やらなかったら気づか

なかったような視点、そしてダイアローグに対する態度というものを習得していると思い

ます。このブリーフィングによって、施設あるいはアーバンデザイン等の建築計画でも、

大きな違いを生み出しています。しかしながら、このブリーフィングプロセスが実際にど

れだけ価値があるかということを、より多くの人に分かっていただくというのはなかなか

簡単ではありません。 

 

司会 

 ありがとうございます。ジョン先生はいかがでしょうか。 

 

John Augeri 

 昨日、とても興味深いディスカッションを、文教施設企画・防災部の森参事官としたの

ですけれども、その際に、エンゲージメント、さまざまな違うステークホルダーと関わる

時、どういった目的を持つかということ、何を期待値とするかということがありました。

これはとても重要だと思います。見た目のいい学校をつくりたいのか、あるいは健康を改

善したいのか、あるいは成績を上げたいのか、こういった基本的な、何を求めるかという

ことが非常に重要だということを話しました。つまり目的の定義化です。 
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こういった基本的な期待値の理解なしには、ものごとは前に進まないと思います。例え

ば、素晴らしいデザインのビルがあったとします。しかしながら、その中で働いている人

が、ビルを作った人は使う人じゃないから、ということを言ったことがあるのを聞いたこ

とがあります。確かに、実際に素晴らしいビルができた後に、使い勝手が悪いと言われる

ことはよくあります。それは、その目的の定義化ということが十分ではなかったと思いま

す。ですから、ファーストステップとしては、関係する人、つくる人、使う人が、何をつ

くりたいのか、何を達成したいのかを明確にすることが何よりも重要だと思います。 

司会 

関係者間で、何をつくるか、どうしたいかというところを明確にするというのがファー

ストステップだというお話でした。続いて、柳川先生、牧田先生、松木先生からも一言ず

つ頂けますでしょうか。 

柳川 

 今、対話ということですけれども、建築というのは本当にたくさんの決断を迫られる仕

事だと思っています。線を 1本引いていくということは、それを決断していくということ

だと思います。その背景にあるものは何か、例えば学校建築で言うならば、その背景には

教育制度があったり、学校運営があったり、そういうことを受け止めて、ある一定の期間

にやらねばなりません。そして、なおかつ、そこには予算というものがあって、それは超

えることもできません。そして、それを使って建てたものが無駄になってもいけません。

そういう中で決断をしていくためには、もうこれはいろんな人の話を聞いて、それを受け

止めていって、どう決断をしていくかです。最終的にその図面を描くのは私ですけれど

も、いろいろな人の声をそこにどう織り込んでいくかということがなければ、できない仕

事だろうなというふうに思っています。 

その中で、ものを建てるときのプロセスをマネジメントしていくのは誰かと考えたとき

に、やはりそれは、ある一定期間、建築家だと思います。そんなときに、まずは先ほども

お話ありましたけれども、分かりやすく、例えば教育学としてのいろんなお話、教育制

度、これからここを目指していこうというお話、あるいは現実、教育に向かっていらっし

ゃる先生方の思い、そういうものを総合した分かりやすいフラッグをどう掲げるか、それ

がまず、私たちの役目です。それが何かのコンセプトになると思います。それを伝えなが

ら、こういうのをやろうと思うのだけれどもどうしていったらいいだろうか、それぞれの

立場でどう関わっていただけるだろうかということを、対話の中で繰り返し、繰り返しや

っていく、そのプロセスをマネジメントしているのが、図面を描くだけではない建築家の

役割なのではないかというふうに感じています。 

牧田 
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 先ほどのスライドの中でもちょっとあったのですけれど、教える、教えられるという関

係では対話というのが成立しないと思います。だから、何か話をしながらこういうこと教

えてもらったという、そういうものではなくて、いろんな疑問をぶつけられたときに、そ

れを自分はどう受け止めるか、要は、自分の中での対話を、自己内対話を進めるための他

者との対話のように私は思っていました。 

夢を語れと言っても、その語る夢が自分にはないのではないか、いや、理想の教育とい

うけれども、この教室で何が本当の理想なのか、それを考えて口に出します。そして、そ

れを違う人の意見を聞きながら、それは可能か可能でないか、また自分に戻ります。それ

は先のことだけでなくて過去のことにも話は向くのですよね。もしかしたら、今までこう

やっていたけども、あの校舎でもあの教室でもこんなことが可能ではないのか、そういう

新たな気づきを生んでくれるものだと私は捉えています。 

松木 

 異なった専門職同士が対話をしていくときに何を心がけているかというと、相手の言っ

ていることを自分の専門性の立場で置き換えて言うとこういうことなのかと、相手に問い

直しをしていくということです。その問い直しをしていく中で、自分の専門性の中で欠け

ている部分や気づきの部分がいっぱい出てくるような気がします。ですから、相手の言っ

たことを自分の専門の立場からもう 1回組み立てて返していくという作業を、互いの専門

がやることが、お互いの専門の中に欠けている部分やら気づきを生み出していくのかなと

いうふうに思っています。 

司会 

ありがとうございます。私、ベン先生のお話を聞いて驚いたのですが、ブリーフィング

プロセスというものがあるということです。アメリカでも教員の方は、学生時代に学校空

間、建築についても学ぶ授業があるというふうに聞きました。一方、日本で果たしてそう

だろうかといったときに、空間の使い方ということに対しては、あまりそうではないのだ

ろうかという現状があると思います。 

そういった中で、至民中の場合は、最初、生徒指導、受験指導、部活指導、その 3つの

ところを見直していきたいという教育長の強い思いがあって始まったと聞きましたが、実

際にスタートする中で、すべての教員の方々とか、あるいは行政の方々とか、本当に大丈

夫かなという疑問や不安を抱えながら、最初、スタートしたというふうに想像していま

す。そういったところが、最初のころ実情どうだったか、それがうまく回り始めたきっか

けというのはどんなものだったかというのを、牧田先生、松木先生あたりにお話を伺える

とありがたいのですが、いかがでしょうか。 

牧田 
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 おっしゃるとおり、最初いろんな原案を聞くにあたって、なかなか難しいなと思いまし

た。例えば、教室が閉じられていて、1人の教員が何十人かの生徒の相手をしましたが、

その状況は他の人には見られない状況であります。それを打ち破る、今、先ほどからの海

外のスライドなんか見ていても、非常にオープンなスペースが多いです。フレキシブルに

利用できるような空間というのは、その境目がありません。それをどう乗り越えるかとい

うことが非常に大きい壁でした。ない壁が壁でした。 

だけど、本当に教育というのは、教員 1人で面倒見切れるようなものなのか、そもそ

も、いろんな立場の専門家がいろんなタイプの子に応じてやっていくのが教育なんじゃな

いか、自分の考えだけを押し付けるような場であってはいけないというようなことは、ず

いぶん話をしました。閉じた空間であっても、そこに授業参観に行く、参観に行くだけで

なく、そこで感想を書き留める、そこで議論を巻き起こす、保護者の人にも来てもらうこ

とができます。前の校舎でもやったのです、保護者の人も来てもらって一緒に授業に参加

してもらう、参観でなくて参加してもらう、そうやっていろんな人が入るということは、

壁とかが閉じられてもできることなのかなと思いました。そうやって殻を破っていく 事

ことが、一番大きなきっかけでなかったかなと思っています。 

もう 1つ言うと、壁がなくて落ち着かないと思うのは、見ている側の人間です。やって

いる側の人間、授業を受けている人間が夢中になっていたら、少々の声ではあまり隣の声

は気にならないものなのです。隣の教室のでかい教員の声は気になるのですが、生徒が話

している声はあまり気にならないということが、私、やっていて分かりました。以上で

す。 

松木 

 すごく印象に残っているのは、最初のころの会議に、牧田さんがミーティングに参加し

たときに、話を聞いていると、だんだん眉間にシワがよってくるのです。「そんなこと」

というように、少し引いているのです。ところが、２度、３度、４度と重ねていくうち

に、牧田さんだけじゃなくて、柳川さんもそうだし、そこに集まってくる人が、みんなが

面白がり始めた、職種を越えてみんなが、何かこんなことできるかもしれないと面白がり

始めたことが、うまく動き始めた一番大きな理由ではないかと思います。 

司会 

ありがとうございます。長澤先生、どうぞ。 

長澤 

話し合いの場で囲む先生方が、どういう感じでそれに臨むかというと、２分の１は反対

意見の人、４分の１は興味を持っている人、残りの４分の１は様子見の人というような、

まあ、その比率はケースによって違いますけれども、反対意見の人は反対意見で、やっぱ
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りそれまで大事にしてきたことを新しい計画でも大事にしていきたいものです。反対のた

めの反対というのではなくて、大事にしてきたもの、変えては困るものを変えないでほし

い、そういう意味では非常に貴重な意見で、それをどう受け止めるかです。それから、そ

ういったことを通じてですね、どういうふうにお互いのあいだに信頼感をつくっていく

か、あるいは、それを期待感につなげていくかです。それを外から、建築家の側が一方的

に言うのではなくて、参加している先生方の中に、ある種リーダーシップと言いますか、

教員同士の間に投げかけをする人ができて、学校内部の課題としてその問題が議論される

ようになると計画が変わっていくと言うか、進んでいくというような感じを持っていま

す。そういう進め方をどういうふうにしていくか、そのためにどういう資質を建築家の方

も身につけるかが、また大事な課題かなと思います。 

司会 

 ありがとうございます。最初、閉じられた空間であったところから、お互いに授業を見

にいって関わりをつくっていったというのは、1つ大きなヒントになると感じました。や

はり、ワクワク感や、信頼関係が、教育側と建築側の両方に生まれていくという、そのプ

ロセスが大事なのだなというふうに感じました。海外でこれまで携わられた事例の中で、

同じような対話の難しさを感じたこと であり、あるいは、こうするとうまくいったなと

いうようなご経験があったら、その事例のお話を頂けますでしょうか。ベン先生、いかが

でしょうか。 

Ben Cleveland 

 対話をするにあたって難しいところはどこかということで言いますと、私は教育者とい

うだけではなくて、デザインのコンサルタントもやっておりますので、そのときによくや

るのは、特に、既存の学校を変えていくときによくやるのは、学校を歩き回ることです。

校長先生と一緒には歩き回りません。何故なら、校長先生と一緒だと、いろんな人に途中

でインタビューしても本当のことを言ってくれないからです。ですから、インフォーマル

なディスカッションをしたいということです。生徒とかスタッフとかの気持ちになって、

彼らがどんなことをここで経験をしているのかということを考え、感じられるようなこと

ですね。こういう個人的な話をして、ここで生活をするというのはどういうことかとい

う、その感覚をつかむのです。それが１つ目です。 

２つ目は、コアブリーフィングデザインチームというのをつくります。コアなチームを

つくって、１日か２日かけて、何を成し遂げたいかという話し合いをします。この中で、

自分もその学校に行くことでいろんなインサイトを得られます。そしてもちろん、学校に

行くことだけでなくて、その中からそこにいる人たちのインサイトを取るということが重

要です。それができれば、より動きのある、よりいいデザインのスタートになると思いま
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す。誤解もなくできますし、そして共感できる、共有できる経験を持つということ。それ

が一番、対話にとって重要なスタート地点だと思います。 

 

John Augeri 

 そうですね、ベン先生が言ったことにまったく賛成です。ピアツーピア、つまり同僚対

同僚で話すということが、とても重要だと思います。インフォーマルなミーティングで仲

間同士と話すということがとても重要だと思います。一番いい結果が出るのは、先生たち

がこのレイアウトを変えることで恩恵があるよということをきちんと納得するということ

だと思います。 

それにもとづいて、高等教育の場合なのですけれども、もしかすると中学校、小学校で

もそうかもしれませんけれども、25 の大学で、各部のアクティブラーニングクラスをどう

いうふうに使うかということを考えていきました。先生を招待して、どうなるかというこ

とを見てもらうわけですね。そして、アクティブラーニングクラスは、実際に何がいいの

か、どういった制約があるのかということをピア同士で話をしてもらったわけです。ピア

ツーピアで交流をするということをやりました。そして、このようなアクティブラーニン

グセッション、ピア同士で参加をして交流するということが非常にうまくいっておりま

す。 

 

司会 

 柳川先生は、まさに設計者の立場として、至民中のワークショップ、対話のファシリテ

ートを企画されたそうですが、発表の中でもいくつか問いかけの例について、簡単にご紹

介ありました。もう少しそのあたり詳しいお話、苦労されたことや実施されたことについ

て、お話を頂けますでしょうか。 

 

柳川 

 ワークショップというかたちなのですけれども、実際は打合せテーブルがいくつもある

というような感じでした。そこに私のスタッフたちが張り付いて、ワークショップという

のは、例えば何かに書いた言葉が出てくるわけですけれども、そこの背景にあること、だ

から、まさに今、ベン先生がおっしゃってくださった本音のところですね、紙に書いて貼

る、それだけではないその裏にある本音のところもすべて聞き取っていきます。その中

で、どういうことを言っておられるのか、どういうことをイメージして求めておられるの

かということについて、とにかく情報処理がすごく大変でした。 

ただ、それを、私たちはマトリックスを組んで全部レイアウトしたのですけれども、そ

のときにポイントにしたのは、「こと」です。例えば、学ぶということ、食べるというこ

と、くつろぐということ、おしゃべりするということ。それに関わっている意見が、どの

場所でどのように誰が言っていたかということを、すべてマトリックスの中に入れ込みま
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した。その中で横軸を見ると場所になっているので、その中でこういうイメージをみんな

持っているのか、だったらこういう空間がいいじゃないか、というふうに設計に結びつけ

ていったということがあります。 

ワークショップの運営についてですけれども、先ほども少しお話をしましたが、こちら

側として建築のことを聞いていきませんでした。ただ、1回だけやったのです。今の建物

の嫌なところを語ってほしいというものです。もう山のように出てきますよね。ただ、ワ

ークショップってやっぱり、自分たちの意見を伝える場所だとも思っているので、一度は

それをやっておかないと、彼らの中には不満として残っているので、まずそれを聞きまし

た。しかしながら、それを改善することが目的じゃないよ、これからの学校はこういうと

ころを目指していきたいと、これ、私は語れないのですが、それを松木先生が私に翻訳し

てくださいました。それを私が受けて、こういうことじゃないか、これはどちらかという

と学校ではなくて私のオフィスとまったく同じことをおっしゃっているな、ではこういう

ことを目指そうとしているのだと捉えました。 

先生方に対して、何をしたいですか、どう教えてみたいですか、例えば、数学の魅力っ

て何ですかというのもやりました。 

そして、例えば、私が、給食もさっき、どこでも食べていいじゃないですかと言った

ら、先生方がすごく困った顔をされたことがあります。とにかく１回は、私が思ったこと

を投げかけてみることはすごく大事です。それが違っていたならいいし、それに先生方が

乗っかってくる場合もあるので、その中でお互いの感覚を探り合っていきます。そのとき

に、議論では決してない、あくまでも何かを一緒につくり上げていく同士として、いろん

な想いを重ねていくということが、とにかく大事なのではないかということなので、無駄

な意見は 1つもありません。そして、それに対して着実にレスポンスを返していきます。

私たちはこういうふうに考えて、お金がないからこういう工夫で乗り越えようと思うけど

どうだろうっていうレスポンスを返し、またそれで対話が戻ってくる、そういう積み重ね

を根気よくやることだったというふうに思います。 

 

司会 

 ありがとうございます。私自身もこれまでの経験の中で、まちづくりをするときにワー

クショップを企画してやったことがあったのですが、町の方から意見を引き出すことが難

しく、柳川先生の場合、本音がたくさん出てきたというのが非常にうらやましいなと思い

ました。なかなか、書いてあることの裏、本音、本質をつかむ、引き出すというのが大変

なことだと思います。会場の皆さまの中にもワークショップ等なされた設計会社の方もい

るというふうに聞いていますが、そのあたり、どうして本音がたくさん出てきたと思われ

ますか。 

 

柳川 
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 やっぱり人間関係を築こうとしているということだと思います。私は建築家で、情報を

聞き取りたいと思っているのではない、ということですね。その人はどういう背景を持っ

ていて、どういうふうにこの学校に関わりたいと思っていて、何をやりたいと思ってい

て、今ここにいるのか。お 1人お 1人あるので、とにかくその人に向き合っていく。だか

ら、そのワークショップのときだけではなく、本当によく学校に出かけました。 

例えば、中学生と一緒に、授業を２日間受けました。そして、一緒に給食を食べている

と、生徒から、「あの人誰だろう。何か学校つくる人だって」ということがあり、私か

ら、「ねえ、ここ普通こういうふうになる？」と問いかけるという、そういうフィールド

サーベイに近いことをやりました。あるいは公民館祭りに行きました。そこで地域のおじ

いちゃん、おばあちゃんから、「何？今日来たの？」と言われ、私は、「今日来ました。

いつもこんなことやっているのですか」と問いかける。すると、「うちの地域はね、これ

が得意でね」と教えてもらいながら、人間関係を重ねていきます。他にも、日曜日に学校

へ行ったこともあります。そうすると、いらっしゃっている先生がいて、「このあいだ、

あんな話をあの先生から聞いたけどどういうことなの？」とすごく心配そうな顔をされて

聞かれるのですが、「いやいや、こういうことだから」とお話しし、人間関係を建設的に

積み上げていくというか、そういうのは、やはり地方にいるからこそできることでもある

かなと思います。 

 

司会 

 ありがとうございます。ここからは、建てた当時だけではなくて、その後のこともお話

をしていきたいと思うのですけれども、今、至民中はできてから 9年、安居中も 7～8

年、そろそろ経つというところであります。実際に牧田先生のお話にもありましたが、時

代が経って人が変わっていくと、当初の意図とは違ういろいろな出来事があったと思いま

す。そういった中で、どういったことがこれまでの過程で起こってきて、それを調整する

ためにどんな話し合いをしてきて改善してきたかという、この 7～8年の間に起きたこと

を話していきたいと思います。松木先生、至民中のこの 7～8年のことなどを教えていた

だけますか。 

 

松木 

 建物が建って、そして、そこに見合った教育の内容がみんなで工夫して生まれてきて、

動き始めます。新しいことがどんどん起きるので、みんなが楽しんでくれて、なかなかほ

かには見られない学校の様子を示してくれるようになりました。 

ですが、ある段階から先生方の異動がたくさん起きてしまって、建物の意味と言ったら

いいのか、それを自分たちが実行する学習の中身、何か覚えてもらうのではなくて、1人

1人の主体性を重視して対話をしながら探求していくっていうことの難しさを、ほかの学

校にいるときにはあまりなかったことだったので、至民に来たらそういった授業に転換し
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なきゃいけないっていうところの、壁の高さというのが、すごく感じたところでもありま

す。もちろん、それを乗り越えていくために先生方が学んでもらう仕組みだとか、地域と

一緒になって取り組みはどうしたらいいのかということは考えてきていました。 

それに加えて、建物は一度建てたら、80年ぐらいは使ってもらうのだというようなお話

でした。一方、教育の変化はもう指数関数的に最近変化が激しくなっていて、80年間この

建物で教育の変化を支えることができるのだろうかという疑問も出てきます。 

そのときに、例えば、最初に建てたときに何を大切にしようとしたのか、子どもの主体

性だとか、みんなで話し合いながら考えていくとか、こういったことは、どんなに変化が

激しくても、基本的には変わらないところがあるなと思っています。そこのところに立ち

返って、この建物を最初につくったときはどんな意図だったのかというようなことを絶え

ず問い直しをしていく、そういう対話、そして、そこに実はこんな意図があったというよ

うなことを、柳川さんが来てくれて話をしてくれます。そういった中で、絶えずつくり直

しを、建物の意味のつくり直しを対話の形式の中で維持していくっていうことが、学校の

建物を内側から支えていくことになるのかなというふうに思っています。 

 

司会  

牧田校長は、毎年、年の初めに先生方に対してしていることがあるというふうに聞いた

のですけれども、学校の使い方等に対してどんなことをしていますか。 

 

牧田  

それは誰に聞いたのか、ちょっと分かりませんが、各学校には、その学校ならではの仕

組みがあるので、それは何故そうなっているのかなという問いを先生方に申し立てるので

す。今の学校ならば、例えば、中庭が 4つもあるのは何故とかね、どこが教室でどこが廊

下なのとか、何であんなでかい壁があるのとか、円形の廊下ってどういうこと、みたいな

ことをいろいろそれについて先生方が自分で考えるのです。そこで私が心がけるのは、こ

れが正解ですよと、そういうものではないということです。今、そこにいる人たちでつく

り直していけばいいというのは、先ほど松木先生がおっしゃったことだと思うのです。そ

れで、私は私で、柳川さんから、これはこうなのよ、なんていうことは聞いてはいるので

すけど、そんなこと言わず、時と場合にもよりますが、大体はフレキシブルな使用方法が

可能になっていますので、ここはこれでないといけないというのは逆に、だんだん教育を

痩せ細させるものかなと私は思っています。 

 

司会 

 柳川先生は、今も至民中や安居中を訪ねられて、今の生徒たちといろいろワークショッ

プと言うか対話をなさっていると聞いたのですけれども、最初のイメージと今と変わって

きたことはありますか。 
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柳川 

 至民中学校で言うと、一番スタートのときは、生活の拠点、クラスのリビングという言

い方でホームという場所がありました。それとは別に、各教科の学ぶ場所というのがあっ

たのですけれども、今は、各教科の場所がクラスの居場所にもなっているという状況だっ

たのですね。それはまあ、いろんな先生方のシステムの改変によってそういうことが起き

たわけですけれども、それによって、子どもたちの居場所がすごく変わっていることに気

付きました。 

それは子どもたちと話していて分かってきたのですけれども、以前そのホームと呼ばれ

るクラスのリビングがあったときには、これは卒業生から聞いた話なのですが、朝、とに

かく早く行くのだと、そして、そのリビングに行って、お友達と朝、学校始まる前におし

ゃべりをするのがもう楽しくて、いつもそこに早く登校する、そして、お昼休みも、その

場所もあるし図書館もあるし、いろんな場所が学校の中にあるので、それぞれに休み時間

過ごす場所というのがたくさんあったのですね。そのときっていうのは 70分の授業をし

ていて、休みが 15分あったのです。そういう運営の状況もありましたし、いろんな状況

の中でそういう状況があったけれども、今は 50分やって 10分休み、それが 6時間目まで

あります。そうすると、なかなかそういうゆったりする、あるいはお友達と何かするって

いう生活、要は学校の授業、学びではないと思われていること、本当は学びなのでしょう

けど、そういう時間がすごく少なくなったのと同時に、クラスのリビングが教室になって

しまったがために、居場所がないということを彼らは言うのですね。では、あなたのお気

に入りの場所はどこと聞いたら、押入れみたいな場所があるのですけど、ここにお友達と

２人で入ってしゃべっているのが好きなのと言うのです。そういうふうに、子どもたちっ

てやっぱり自分たちで場所を見つけていくのですけれども、それは能力的にはすごく限ら

れているので、じゃあこういう場所でだってこういうふうにレイアウトすると、こんなこ

とできるよとか、そういうことを対話していくと、あ、それいい、そういうのをやってみ

たい、あるいは、前こんなことやってたんだけれどと言うと、あ、そういうのは私たちも

今やりたいっていうようなこと、そういうのをやっぱり、今の状況に対して重ねていくっ

ていうことをさせていただいています。 

 

司会 

 事例のご紹介ありがとうございます。長澤先生、コメントがありましたらお願いしま

す。 

 

長澤 

 私は、コメントというよりはですね、松木先生のおっしゃった、教育の変化がものすご

く激しい、それに対して建築は 80年ってどうなのだということについて、躯体の寿命と
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それから実際の教育活動に直接関わりのあるインテリアとかの家具とか、その中のつくり

方の寿命を違えて考えることが有効だし、必要なのではないかと思うのですね。そのへん

について、例えばヨーロッパあるいはオーストラリアで言えば、建築の寿命の考え方、躯

体の寿命の考え方は日本よりは文化的にずっと長い、80年なんてものではないと思うので

すけれども、そこについてどういうふうにお考えか、ぜひ、ベン先生とジョン先生にお聞

きしたいと思うのです。 

Ben Cleveland 

 ありがとうございます。DGWというイギリスのブリーフィングプロセスがありますけれ

ども、もともとは建築ベースの会社からブリーフィングというものに、よりフォーカスを

置くようになりました。これが活動ベースの今、私の大きな拠点の 1つでありますけれど

も、ウェリントンにスチュアート・ブランドという人がいまして、この人たちが書いた建

物の寿命に関する本があります。いろいろと重ねていくレイヤーのストラクチャーだった

り、サービスだったり、その長い寿命の中で起きうることを詳細に記した本があります。

今のところで 7年ほど仕事をしておりますけれども、私が行っていることは、25年から

35年ぐらいだと思いますけれども、おっしゃる通り、建物の寿命というのはそれよりずっ

と長いです。50 年、100年、もしかしたらもっと長いかもしれないということで、そこに

は違う長さがあるわけです。この側面というのを教育建築に取り入れていくということは

非常に重要だと思います。まあ、値段と価値も違ってもきますし、おっしゃる通りだと思

います。 

John Augeri 

そうですね、普通、建物は 80 年から 100年、期待されていますよね。でも、インテリ

ア、レイアウトと、外側のその建物とは別物として考えるべきだと思うのです。将来のプ

ルーフィングメジャー、つまりインテリアを考えて、変化は起こるものだということを最

初の大前提として織り込んでいくということが重要なのではないかと思います。例えば、

さまざまな電源をおくことによって、もしレイアウトが変わっても十分電源を使うことが

できるとか、可動式のパーテーションを作ることによってがっちりした壁を作らないとい

うこと、中身は変わっていくのだと、そして、これが建物のブリーフィングプロセスでも

注目することは非常に重要だと思います。 

司会 

 今のお話を伺って思ったのは、至民中も安居中も改築のときの話が契機となりました

が、実は既存の学校でも、文科省は来年度から ICT化に力を入れて進めていきます。そう

いう時代に応じた教育の変化、人の変化に応じて、いつでもどこからでも対話を初めて、
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躯体は変わらなくてもソフトの部分、運営の部分は変えていけるのかなという、そういう

可能性を感じました。 

残り時間があと 10分弱というところになりましたので、最後に今日、遠方からいらっ

しゃっている方もいますし、設計者の方、大学の方、自治体の方、教員の方、いろんな方

がいらっしゃいます。皆様、本日のテーマに関心があるのかなと思います。ぜひ、皆様に

対してメッセージ、対話ということについて何かあれば、最後、一言ずつ頂きたいと思い

ます。まず、ジョン先生からお願いしてよろしいでしょうか。 

 

John Augeri 

私のメッセージは、ラーニングスペースプロジェクトというのは、みんなが関わってや

っていくということです。シェアードプロジェクトだということです。建築家だけの意見

でつくってもうまくいかない、教育という意味ではうまくいかないということです。です

から、今回のトピックで対話というのはとても重要だということになります。国際的な学

習空間について私は研究していますけれども、それはどこでも一緒だと思うのです。みん

な、テクノロジーとか家具とか設備に目を向けます。それは大事です。でも、もっと大事

なのは、人を関わらせる、特に先生たちを関わらせるということです。先生たちが興味を

持たなければ、学校のスタイルを変える、学校の建築を変える、その恩恵について先生が

納得しなければ意味がないということです。いくらテクノロジーを入れたって、学校は変

わらないのです。 

 

Ben Cleveland  

 今日は本当によかったと、そして、私自身、もう 10年以上オーストラリアの学校建築

に関わってよかったなと思うのですけれども、10年前はいろんな不安がありました。よく

分からないことがあったわけですね。違うことをやるということに対して、地域社会でも

少し心配がありました。でも、状況は大きく変わりました。学校をつくっていく、そして

教室や廊下だけをつくることが本当におかしいよと言われるようになったわけですね。そ

れだけでは駄目だと、メルボルンでもシドニーでも言われるようになった、もしかしたら

ブリスベンではまだそれがいいと言われるかもしれませんけれども、でも、そうではない

のですね。振り返ってみると、10年前と今とはだいぶ違います。文化的な学校に対する期

待というのが短期間で変わったというふうに言えると思います。人々が本当に純粋で、本

当に信じることをやれる、そういう場であるべきだと思っています。 

 

柳川 

 私も、至民の学校づくりが始まったのは 2004年でした。なので、15年が経過して、こ

のメンバーでいろいろ話すのも 15年、ずっとやっている感じです。何だったかなって思

い返したときに、やっぱり自分が設計者としてやらなきゃいけないのだっていったときの
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不安です。とても不安でした。しかも、今までにないものをつくれとおっしゃっているこ

との不安です。ただ、私は大学のときに恩師が言ってくれたのは、建築は 1人でやるもの

じゃないのだよって、とにかくいろんな人と一緒にやっていくことなのだよっていうこと

に立ち返ったときに、不安だったら不安をつぶやいてみようと思うのです。私はこういう

ところが不安だと思うけど先生どうですか、教育のこれからってこういう認識でいいので

すか、そういうところをつぶやいていくことによって対話が生まれ、その対話が、今度一

緒に考えることで協同になって、みんながやれる、みんなでやろう、そういう空気感が生

まれてくるのだと思うのですね。それが結果的に、楽しい、何か分からないものを探求し

ている楽しさみたいなことになっていて、みんなそこで自分の持ち場、持ち場でチャレン

ジをしているという、そういう流れのこの 15年だったように感じます。 

やはり、時間を経て見てみると、対話していたプロセスが最終的には教育力、先生たち

の子どもたちに向き合う力にまでつながっていく、あるいはときに、学校に何かがあった

ときに、そのとき関わってきた人たちが、これはやめたくないよね、これは私たちの学校

のアイデンティティだよね、だったらこれは守るけどここは変えてみようよってなる、そ

ういう結局、何て言うのでしょう、みんな参加してつくって、みんな自分のものだと思っ

ていて、ずっとその中で柔らかく変わりながら、でもそこをとても愛してくれてよりよく

使い続けていきたいと思ってくれるチームみたいなものが出来上がっていくということが

学校づくりの醍醐味かなというふうにあらためて感じました。 

牧田 

 ちょっと話が逸れるかもしれないのですけれど、昨日なのですが、安居中学校で職員会

議をやっていたら生徒が乱入してきました。自分たちはこういう行事をやりたいのだけど

認めてもらえませんかと、われわれに談判に来て提案をしたのですよ。もう体が震えまし

た。そういうことあるといいなってポツポツ言ってはいたのですが、まさか本当に、しか

も、私は赴任して 1年目でそういうことになると思いませんでした。 

何でそんなことになるのかなと思ったら、いろいろつらつら考えるに、先ほど生徒が 1

人 1人の主役になれる環境がここにはあるということを、これはみんなで確認したのです

が、そういう場で、生徒と先生が上手に関わり合いを持ってですね、先生は先生、生徒は

生徒って言うのではなくて、両者が関わりを持てるような場が、安居中学校にはあるので

す。また、それを活用する先生がいるし、それをありがたく思う子どもがいます。それは

活動の中で培われたのかなと思います。先ほどベン先生が、教員と生徒の関わりについて

おっしゃっていました。私、そのとおりだなと思います。生徒が成長する場なのだけど、

それは先生との関わりの中で成長していく場、そういう場をこれからもつくっていっても

らいたいなと思いますし、ぜひそういう話に参加したいなと思います。 

もう 1つ言うと、ベン先生、教員と教員の話と関わりということもおっしゃっていまし

た。これも非常に大事なことで、教員同士の人間関係とか学び方というのは、そのままそ
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の学校の生徒の学び方になるのですよね。先生が教える、教えられる関係ならば、もうそ

のまま子どもにもうつります。ということは、先生同士がコミュニケーションをできるよ

うな場が学校の中に上手にあったら、それは、そこからまた新たな考えが生まれて子ども

に波及するということです。今回の私、そういう話は、そういうことから生まれたのかな

って思っています。また、そういうことを考えさせてくれたのがこういう仲間だと思って

います。今日もとても楽しい時間をありがとうございました。 

 

松木 

 対話ということとちょっとまた外れてしまうかもしれないのですけれど、明治 40年ぐ

らいから 100 年ぐらい、かまぼこ板みたいな使い勝手の悪い建物がずっと続いたというの

は何なのだろうなって、逆に思うときがあります。確かに子どもたちに主体的でみんなが

話し合って探求していくような建物にしたい、そのためにはあの建物では駄目だなって思

いはあります。ですが一方で、多機能にしていろんな機能を持たせていけばいいのかなっ

ていうことについても、一方で疑問に思うときがあります。 

というのは、今、福井大学に、エジプトに 200校、日本型の学校をつくるということ

で、何百人もの先生方が研修にやってきています。何故日本に来るのかというと、日本の

学校が教育活動のほかに、徳育にあたるような道徳だとか倫理にあたることも先生がやる

し、部活も先生が今、日本が働き方改革で叩かれていること全部をやる、生活全部に関わ

っていく、そういう学校が重要なのだ、だから日本に学びたいって言ってきているわけで

すね。そう思って学校を振り返ったときに、確かに学習活動に関しては伝達指導の不便な

学校の建物だったけれど、その建物の中で、その教室の中で、給食もすれば掃除もすれば

朝の会もやれば帰りの会もやれば学級会もやれば、何でもやってきている、そういう意味

でのフレキシビリティはちゃんとあの建物が持っていたとも思います。もちろん学習内容

に関してはとても不便だけど、今後、学校のあり方を絶えず建物との間の中で考え直して

いくということが、学校関係者、もちろん建築に携わっている方も含めてですけど、ずっ

と考え続けていくことが必要なんじゃないかなということを、最近富みに思っておりま

す。 

 

長澤 

 今日のタイトルは、教育者と建築家の対話ということですけれども、実は、学校が新し

い課題をみんなで共有し、目標を立て、難しい局面を乗り越えながら進めていく上では、

もう 1つ違う立場がそこに関わることでそれがスムーズにいくというところがあるかとい

うふうに思います。 

例えば、ジョン先生は教育者であるけれども非常に建築についての課題を捉え、その要

求をまとめています。ジョン先生のやられた役割は、エデュケーターというよりは教育と

建築を結ぶ役割だと思います。それから、ベン先生もそうですね。ベン先生も、ネットワ
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ークなどもつくりながら、そこのつなぎ役をやっています。それを日本のこれから、対話

を大事にしながら学校づくりを進めていこう、学校の革新を進めていこうというときに、

誰が担うのでしょうか。 

日本の場合、教育者が建築まで関心を持って、ジョン先生のようにしゃべるでしょう

か、ベン先生のようにテーマを示すでしょうか。あるいは、建築家、設計者はさっき会場

からのご質問で、柳川さんのような特異な建築家はいますけれど、やはりこういう建物、

こういう条件で設計してくれっていう条件で示されたら、あるところまではこうあるべき

じゃないか、こういうことが目標になるのではないかというふうに言っても、なかなか、

あるところからはやっぱりその建て主の、依頼者の意向を受けて作業しなければいけない

という場面もあるかもしれません。 

そういうときに、その両者のあいだの調整役というか、コーディネートを誰がするかと

いうことがあります。それから、関係の人たちみんなが参加するときにも、その人たちの

経験、大事にしたいことを集めるのと同時に、未来に向けて意識を改革していく、目標を

高く、革新の目標を理解してそこに向けて意識を変えていくという、そのためには、ある

種のファシリテーションが必要で、そのファシリテーターの役割を、やはりジョンさん、

ベンさんはされているということですよね。そして、このファシリテーションを誰がして

いくのかということです。ですから、教育者と建築家の対話というだけではない、メンバ

ーシップというかですね、役者というのがまだあるのかもしれないって、そのへんもこれ

を機会にさらに考えて、そういう人をどういうふうに育てていくかということも課題にな

るのではないかなと思います。ちょっとずれたような発言になったかもしれません。 

司会 

力強いメッセージや、示唆に富むクエスチョン、ありがとうございます。会場の皆さま

のご参考になれば幸いです。進行の不手際で予定時刻の１７時を超過してしまい恐縮です

が、これにてパネルディスカッション終わりたいと思います。パネラーの皆さま、どうも

ありがとうございました。どうぞお席へお戻りください。  
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閉会の挨拶/ Closing Remarks

国立教育政策研究所文教施設研究センター長 丹沢 広行
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 失礼いたします。本年度の文教施設研究講演会、いかがだったでしょうか。最後までご参
加いただきまして誠にありがとうございます。 
本日の講演会、前半では、まず、ジョン先生から教育イノベーションを含む革新的な学習

スペースについて、日本をはじめ、各地で展開されているラーニングコモンズ等の先進的
な事例の紹介をいただきながら、また、コラボレーションのポイントについてご講演をい
ただきました。また、ベン先生からは、21世紀の教育プログラムの実践を支える学習空間
の創造について、オーストラリアでの実践事例をもとに、建築家と教育者のコラボレーシ
ョンを通じた有用な取り組みについてご紹介をいただきました。さらに、柳川先生、牧田先
生、松木先生からは、日本の福井市における中学校づくりについて、それぞれ設計者、現場
の教員、教育学者のお立場から、より具体的、より身近な課題に迫る、臨場感ある貴重な実
践内容、取り組みのご紹介をいただきました。そして、ただ今のパネルディスカッションで
は、ご講演いただいた先生方に加え、日本の学校建築の第一人者である長澤先生から、豊富
な学校建築の実践を踏まえられたコメントをいただきながら、先生方による熱心な討議を
通じまして、本日のテーマ、学校空間づくりにおける教育者と建築家の対話の促進という
ことについて、より深く思いをはせていただけたのではないかなと考えております。
講演、ディスカッションを通じて非常に濃い内容だったかと思いますので、なかなか一

言でまとめることは難しいかと思いますが、全体を通じて、共通していることとして、これ
までの定説にこだわらず、何を行うのか、何をしたいのかという、ある意味、根本や原点に
立ち返りながら、関係者の皆様が当事者意識を持って対話を繰り返していくことがポイン
トになると思いました。
ご案内のように、予測困難なこれからの社会を担う子どもたちに、生きる力を育む場と

して、また、現在の少子高齢化や人口減少社会の進行という状況の中で、地域コミュニティ
ー活性化の核やよりどころとして、学校が果たす役割の重要性はより大きくなってくるも
のと思っております。そのような学校づくりを進めていくうえで、教育者、地域コミュニテ
ィー、そして建築家による持続的な協働がますます重要になってくるものと認識しており
ます。 
文教施設研究センターでは今後とも海外の研究ネットワークとも連携しながら、引き続

きよりよい学校施設づくりに資する情報を提供してまいりたいと考えております。今後と
もどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 
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参加者アンケート結果/ Questionnaire Results

124



参加者数：１３７ アンケート回答者数：１０６ 回答率７７％ 

①講演内容等

「革新的な学習スペースによる教育イノベーション：新しい実践を促進するための教育者と建築家のコラボレーション」
選択肢 人数 割合

1.非常に参考になった 56人 53.3%

2.参考になった 45人 42.9%

3.あまり参考にならなかった 2人 1.9%

4.無回答 2人 1.9%

合計 105人

「建築家と教育者のコラボを通じた新たな学習空間の創造事例の紹介」
選択肢 人数 割合

1.非常に参考になった 48人 45.7%

2.参考になった 55人 52.4%

3.あまり参考にならなかった 2人 1.9%

4.無回答 0人 0.0%

合計 105人

「福井市・二つの学校づくり物語 ―至民中・安居中の事例から―」
選択肢 人数 割合

1.非常に参考になった 72人 68.6%

2.参考になった 30人 28.6%

3.あまり参考にならなかった 0人 0.0%

4.無回答 3人 2.9%

合計 105人

＜第2部　パネルディスカッション＞

選択肢 人数 割合

1.非常に参考になった 33人 31.4%

2.参考になった 37人 35.2%

3.あまり参考にならなかった 7人 6.7%

4.無回答・不参加 28人 26.7%

合計 105人

53.3%
42.9%

1.9% 1.9%
1.非常に参考になった

2.参考になった

3.あまり参考にならなかった

4.無回答

31.4%

35.2%

6.7%

26.7%
1.非常に参考になった

2.参考になった

3.あまり参考にならなかった

4.無回答・不参加

45.7%
52.4%

1.9%

1.非常に参考になった

2.参考になった

3.あまり参考にならなかった

4.無回答

68.6%

28.6%

2.9%

1.非常に参考になった

2.参考になった

3.あまり参考にならなかった

4.無回答
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②今後の開催希望

③学校施設に関して、海外の状況を知りたいと思うテーマ

④自由記述
・ 建築者と教育者の立場の違いは出てくるものなので、対話でギャップをのりこえてい
くことが大事だと気づきました。（教育委員会）

・ 今回のテーマに当たって、海外の状況、日本の事例について、非常に良い講演メンバ
ー構成であった。特に日本の福井の至民・安居中学校に関わった先生方の発言に感動し
ました。（設計事務所、建設会社）

・ 福井市の事例について、教育者と設計者の方が交互に話されるのは非常におもしろい
し大事なことで、こういう形の講演を増やしていただきたい。（設計事務所、建設会社）

・ 新しい学校事業のあり方、その計画方法論のあり方の探求が停滞期に入ってかなりの

選択肢 人数 割合

1.必要 91人 86.7%

2.どちらかというと必要 10人 9.5%

3.不要 0人 0.0%

4.無回答 4人 3.8%

合計 105人

1回/年：45人

1～2回/年：7人

2回/年：28人

2～3回/年：1人

3回/年：2人

4回/年：2人

「必要」又は「どちらかというと必要」と
答えた方の回答

86.7%

9.5%

0.0% 3.8%

1.必要

2.どちらかというと必要

3.不要

4.無回答

選択肢 人数

防災対策 29人

エコスクール 15人

学校再配置計画・長寿命化計画 43人

学校施設の複合化 45人

PPP/PFI 14人

インクルーシブ教育対応 42人

新たな教育内容・方法 64人

その他 10人

無回答 4人

合計 266人

0人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人

防災対策

エコスクール

学校再配置計画・長寿命化計画

学校施設の複合化

PPP/PFI

インクルーシブ教育対応

新たな教育内容・方法

その他

無回答

人数

人数
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年月を経ているのが、我が国の現状です。今回の講演会はこの停滞を打破する方法の一
つを提起するものとして意義深い示唆を含んでいます。貴研究所にて、海外の動きを含
め、教育環境改革についての考え方を整理され、文部行政に反映されることの必要性を、
この講演会により、強く感じられました。（教育施設に関わる一般社団法人） 

・ 今回、初めて参加させていただきました。大学時代に教育学部家庭科教育の住居学を
専門に学び、現在は小学校で（教員ではなく）事務職員として働いています。私の職場
でもある学校は非常に古く、大地震がきたら壊れるだろうな…という状況です。昔から
ある一般的なレイアウトですが、近年の学習指導要領の改定等の時代の流れで「使い勝
手が悪い」「どうにかならないかな…」との声が事務職員に寄せられます。今日の講演
を聞き、明日から、自分でも学校中を歩き回ってみて事務職員の立場から自分でもでき
ることを見つけ、行政の力が必要な場合は、行政職員等との対話もしてみたいと思いま
した。鹿児島から参加してよかったです。貴重な機会をありがとうございました。（学
校事務職員）

・ 教育者と建築家のコラボレーションの重要性は認識しつつも、やはり難しいことだと
思われる。特に継続性。そのことについて、国内外の好事例や、実際に携わった方々の
話について知る機会は貴重で良かった。これまでもミスマッチによる不幸が少なくな
かったのではないかと思うので、今回のような講演会をきっかけとして、現場でのディ
スカッションが増えるようなアプローチが国の機関からあると、より促進されて良い
のではないか。（大学職員）

・ 自治体では次々に学校改築が進んでいますが、どういう設計がこれからの学習環境と
して良いのかといった、文教施設を作っていくノウハウが少なく、安易に進んで行って
います。教育と建築をつなぐ重要性をもっと広めて頂きたいと思います。本日はありが
とうございました。（議会（建築士））

・ 今まで考えたことのなかった視点からのお話に、自分の視野が広がったことを感じま
した。ありがとうございました。（国の機関）

・ 文科省の立場でどのように政策に生かすのかという視点があまり感じられないよう
な気がします。先進事例の紹介もよいのですが、日本の学校施設全体を向上させるには
どのようにしたらよいか考えるべきかと思います。（大学教員、研究者）

・ 痛感したのは同時通訳の難しさ→外国人スピーカーも一生懸命話している、同時通訳
者も一生懸命訳している→しかし同時通訳の中味がよくわからない→同時通訳の限界。
（その他）
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