“村”としての学校

四季の森

村をつくる - 社会を耕すリーダーを育む環境 社会を耕すグローバルリーダーの学びの場として、世界のどこにもない教育モデルを実現する “ 村としての学校 ” を提案します。
学校という施設、寮という施設ではなく、社会を学ぶ場所としての総合学校をつくります。

村の中の通り

サクラ、モミジ、オリーブ、レモンなど
四季の瀬戸内の自然を感じる小さな森

村役場と広場

海・空・山を感じる

テラスブリッジによって海・空・山を感じながら、
大きなスケール感を養います

村役場（アリーナ）と広場を隣接させ、地域開放も含めた多目的な使い
方を実験していきます。

島の道に開かれた学校の中のとおりから自然に地域と溶け込みます

隣接するグラウンド・キャンプ場の境界
にはサクラの森をつくり花見やピクニッ
クなどのアクティビティを誘発します

サブアリーナ

日本に古くからみられる “ 集村 ” のように、敷地中央に学習環
境も生活環境も集めた中心性の強い配置構成とします。また、
学生たちが能動的に学んでいける親密な民家スケールから学校
をつくります。新しい島の中心から島との交流が生まれます。

4. まちのなかの多様な学びの場

6 つの小さな「家」
生徒たちの ” 巣 ” としてのクラスハウス
生徒が自分たちでつくり学ぶ場所として＜クラスハウス＞を提
案します。各コラボレーション・ラボを増改築可能な構造とす
ることで自分たちの ” 巣 ” としてカスタマイズでき能動的に学
ぶ環境をつくります
②
②

⑥
⑤

2.

4 枚の大きな屋根とテラスブリッジ

4 枚の大きな屋根による構成
集落的な環境のなかにメリハリをつける 4 枚の大きな屋根を計
画します。日常生活の中心となる＜集いの屋根＞、多様なカリ
キュラムの中心となる＜学びの屋根＞、地域住民や学生間の交
流が生まれる < 交わりの屋根 >、音楽や芸術など新しい価値と
出会う < 出会いの屋根 > の 4 枚の屋根によって、総合的な学習
環境をつく出します。

出会いの屋根

④

大きい模型を使用し子供が自分で考
え学ぶための空間を設計する

ステューデント広場・路地

カフェ
テラス

村役場・薬局
（職員室・保健室）

祈祷室

一人ひとり違う価値観をもつ生徒たちが学び生活する場所とし
て、通りと路地を提案します。クラスハウスと通り、路地によっ
てできる様々な大きさの余白によって、個人から小集団、また騒
がしさから静けさまで多種多様な生徒の居場所を生み出します。

ステューデントハウス５

カフェ・売店
自分たちで場をつくっていくための心臓部です

劇場
（カフェトリウム）

クラスハウス 5
ファクトリー
（ファブラボ）
アートクラフト
センター

クラスハウス 4

メディアセンター

浴場

学生・教員・地域のひと誰でも利用できるカフェ・売店です
通りに面して気持ち良いひと時が過ごせる村の交流の中心です
天井高の高いのびのびとできるリラックス空間

クラスハウス 6

祈祷室

クラスハウス１
（コミュニケーションラボ )

市場・路地（多目的スペース）

クラスハウスは毎年学生たちと建築家のワークショップによって少し
ずつ手を加えていきます。変化し続ける自分たちの " 巣 " となります

クラスハウス 3
サイエンス
センター

クラスハウス 2

ステューデントハウス７

ティーチャーズハウス

海へ向かう通学路
動線としてだけでなく、読書やくつろぎの空間となるテラスブリッジ

ロータリー

職員駐車場 2

職員駐車場 1

来客用駐車場

ステューデントハウス１０

レモンの森・オリーブの森
大崎上島の木であるレモンや瀬戸内
海のシンボルツリーであるオリーブ
による菜園の森をつくります

大屋根とクラスハウスという 2 つのスケールの言語で空間をつ
くることで多様な学習環境をつくり出します。

地域開放を実現する 3 つのセキュリティ
①距離がつくる柔らかいセキュリティ
校舎を敷地中央に配置することで学
校への人のアクセスが可視化できる
ようにします。また村のような環境
がつくる親密な人間関係は、何より
のセキュリティとなります。
②床のレベル差によるセキュリティ距離がつくるやわらかいセキュリティライン
用途のセキュリティレベルに応じて
床の高さを操作することにより周辺
に対し閉じないセキュリティを実現
します。
③見守りのセキュリティ
こんにちは
外部から人が訪れる通りに面して管
理諸室を設けることで、職員の目で
安全を見守ることができます。

島の風土・ランドスケープにとけこむ建築

<1 つの家＝ 10 人 ><4 つの家 =40 人 > という 2 つの帰属の中で共同生活を営む寮

床のレベル差によるセキュリティ
地面レベルから 1m 上がったレベ
ルに家から家をつなぐようにデッ
キの路地を設けます。周辺景観の
良さを享受しつつセキュリティも
しっかりした環境を整備します。

自然の力を生かす本物の「環境融合型校舎」
自然と科学を融合した環境学習システムの導入により、最
先端の学習環境を実現します。
敷地内各所の気候観測データや、自然エネルギー活用デー
タ、自分たちが生活する寮の消費エネルギーなど、「自然」
「エネルギー」など見えないものを「見える化（数値化）」し、
活きた教材として学習に生かす仕組みをつくり行います。

百葉箱

整理されたモジュールによる構造
構造体のモジュールを整理、画一
化することによって、工期の短縮
とローコスト化を図ります

風の誘引効果を
利用した自然換気

海

様々なアクティビティを大屋根がまとめていく空間構成です

ロの字の空中デッキは
津波の際に避難路となります

大崎上島の環境にとけこむ
森の保水機能による水の循環や海風の誘引効果を利用した
自然換気など、海と山に囲われた島の環境を最大限活用し
た風土にとけこむような建築を目指します。また、万一の
災害に備えた避難経路や浸水対策も同時に行います。

通りに賑わいがあふれでるわいわい食堂

1

集落的なまとまり

１つの家＝ 10 人の社会共同体
10 人を 1 つの単位とし、それを「家」型の空間とすることで、空
間からグループのリーダーシップ・フォロワーシップを育みます。
4 つの家＝広場路地のマネージメント
4 つの家を 1 つのサブグループとして扱い、路地や広場、ポケッ
トガーデン、菜園を管理する共同体の秩序とします。集団で環境
を耕し使いこなしていく力を育みます。
<1 つの家 > と < ４つの家 > という境界の帰属性を複数用意する
ことで環境に対する責任感や高い意識を醸成することができます。

ステューデントハウス８

村のアプローチ

5. 能動性と協働性を育む ” 家 ” としての寮

6.

2次パネル_レイアウト1.indd

屋根がつくるまとまり

集落的環境が育む人間力
寮という施設でなく集落のような生活の場にすることで、自然
に人間力が育まれる場を提供します。

市場・広場

路地

小さい空間と大きい空間

<1 つの家＝ 10 人 ><4 つの家 =40 人 > とい
う 2 つの帰属の中で共同生活を営みます

ステューデントハウス９

広島の木であるモミジの森の小さな広場
四季を楽しむ森を各所につくります

学校の中の通り

通り

ステューデント広場・路地

モミジの森

食堂＋劇場の機能をもった集いの場

森と池によって敷地全体の保水力をたかめ、
循環する水系を学んでいく環境をつくります

授業単位の変化に応答するやわらかい使い方が可能です

直接外部へアクセスできる教師のための宿舎です

学校の内部に海と集落をつなぐ通りを通します。学校の中に通
りを通すことで、自然に地域と混ざり交流し社会的な経験を身
に着けることができます。通りから連続して、路地・広場・市
場を計画し、これらを教室で取り囲むことで地域に開きながら
ここにしかない独自のプログラムを展開できる場となります。

学びの森

食卓をともにする場でもあり、日常生活にハレと
ケのメリハリを生み出す祝祭の場でもあります

ステューデントハウス６

クラスハウスと路地による学びの空間

異なるプログラムが混ざり合う創発的な空間
異なるプログラムを組み合わせることで、お互いの役割を高めあ
い、
新しい価値の発見があるここにしかない環境を生み出します。

3.

ステューデントハウス３

ステューデントハウス４

通りと路地による大小様々な空間

テラスブリッジ

学びの屋根

ステューデントハウス１

浴場、ラウンジと切り離して静かな場所とします

音楽室と
わいわい食

集いの屋根
ライブラリ

体育でケガをした学生から体調のすぐれないおじいさん
まで誰でも利用できるオープンな薬局（保健室）です
村役場（職員室）はアリーナ広場と一体の開かれた環境です

海・山・4 枚の屋根をつなぐ＜テラスブリッジ＞
島の豊かな環境と 4 枚の屋根をつなぐ＜テラスブリッジ＞を計
画します。テラスブリッジは回遊動線としてだけでなく、図書
館とメディアセンターをつなぐ読書やくつろぎの空間としても
機能します。
交わりの屋根

ステューデントハウス２

ライフラボの見本となる料理のプロがいる部屋です
毎日学校と地域の人のためにご飯をつくります

ごはんと音楽が同居しいつも賑わう空間です
音楽の練習を発表するリサイタルも行われます

③

通りと路地

＜ 4 つの字＞のグループで路地や広場をメン
テナンスマネジメントします。自分たちで環
境を整えることで学んでいきます。

アリーナ
広場

ライフラボ
（家庭科ユニット）

厨房

①

太陽光発電の音を防ぐための常緑の森です

授業・部活動はもちろんのこと地域開放も含めた
多目的な使い方を実験していきます

調理と被服の実習をします
ときどきわいわい食堂にご飯を提供します

集村型配置がつくる島の新しい中心

路地・縁側・広場によって自然に互助的なコミュニティがつくられます

防音の森

さくらの森

1.

路地・広場コミュニティ

(+)

雨水ピット
・屋根への散水
・トイレ等で中水利用
・防災用の貯水

太陽光発電
太陽熱温水器

屋根に散水 百葉箱

デシカント空調による湿度コントロールで高効率化
(-)

散水

設備機器は分散配置
として搬送動力を低
減、また屋外の雨が
かり部分に設置し塩
分を洗い流します

海に向かってのびる通りから学校にアプローチします

卓越風の誘引効果を利用した換気・排熱
排熱

半入れ子の構成で外気に触
れる表面積を減らし、建物
への負荷を軽減します

床レベルを上げることにより
浸水にそなえます

圧力を利用した換気

テラスブリッジは津波の際
避難経路になる

7. 不変の構造と可変の構造による改築・拡張可能な学校

8. 能動的に学ぶ環境をつくる

生徒とともに育ち拡張する学校

村としての学校は社会を学ぶ場所としての総
合学校として、地域社会と交流し、日常生活
から社会を理解する能動性を育む場所となり
ます。

4 枚の大きな屋根は不変の構造とし、小さなのボリュームは増改築
可能なやわらかい構造とすることで、学校としてのまとまりをつく

散水

路地空間に開放された教室は緩 大屋根により路地空間を半屋外の心地
やかな空調や自然通風によって
いいオープンスペースとします
空調負荷低減を図ります

施設としての寮、建物としての寮ではなく共同生活の場をつくり人間力
を高めます

閉じた教室は遮音性能、空調
性能をきっちり確保し生徒の
学習環境をサポートします

床下部分は配管スペースとし
て有効活用し、配管ピットや
トレンチを最小限とします

りつつ改築・拡張可能な計画とします。

おおらかな環境を生み出す大きなフレーム
大きなフレームは鉄骨造とし、ローコストかつフレキシブルなプ
ログラムに対応するおおらかな環境を生み出します。

登り梁
H-900 × 300

柱
H-600 × 300

増改築可能な小さなフレーム
教室や機能諸室が入る小さなフレームは木造とし、教育の変化・
進展や特殊な授業に柔軟に対応できる増改築可能な構造としま
す。また、地場産材の使用による地域の産業の積極的な活用、モ
ジュールを整理した木造軸組工法とすることによりローコスト化
を図ります。

畑

高床・レベルを上げたデッキは災害時に浸水対策として
普段は湿気対策・レベルのセキュリティとして機能する

浄化槽

道路
小川
生活排水は浄化槽にて処理を行い便所
洗浄水として再利用水の循環利用を行う

大屋根の庇による
日射のコントロール

森
高床の散策路・縁側

山
水を地中に浸透させ集水して利用

拡張可能な学校

おおらかな環境を生み出す大きなフレーム
増改築可能な小さなフレーム

異なる 4 つの環境

教育プログラムとしてのメンテナンス・増改築
生徒自ら壁の塗装や家具の製作など学校のメン
テナンスや増改築を行うことにより、学校への
愛着や環境をつくる技術を学ぶことができます。
また、メンテナンスや増改築を補助する作業部
屋を設け、専任の指導員のもと NC ルーターや
3D プリンタなどの機器を活用した最新の技術を
体験できるようにします。

森の保水機能ビオトープによって
敷地内に水の循環をつくるともに
災害時の水源としても活用する

中庭・回廊による光・風
（夏季・中間期は南北方向の卓越風）のとりこみ

建築自体が教材となる
また、同じ構造システムだが 4 つの違う環境を
つくるなど建築自体が教材となるような工夫を
施します。

海風

構造ダイアグラム

エネルギーや環境を学ぶ可視化する設備
農業温室や雨水のため池、島の木々を利用
した森、太陽光パネルなど、エネルギーや
環境を可視化することで島の気候風土を日
常的に感じ、エネルギー・環境問題に対す
る意識を高めます。
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