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相模湾相模湾相模湾相模湾のののの眺望眺望眺望眺望
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七沢希望の丘初等学校 中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所

建物は、地形に逆らうことなく配置し、既存

の樹木をなるべく避けるように決められた。

傾斜した森のグラウンドは既存の杉や桧をそ

のまま残している。

里山里山里山里山のののの自然自然自然自然をををを生生生生かしたかしたかしたかした教育空間教育空間教育空間教育空間とととと小小小小さなさなさなさな環境世界環境世界環境世界環境世界でのでのでのでの自立型建築自立型建築自立型建築自立型建築

この建物は、小さな里山の敷地を一つの環境的世界として完結する

ように考えている。広域のエネルギー供給･処理ではなく、可能な

限り自己完結する個別供給･個別処理という２０５０年の社会を見

通したゼロカーボン環境建築を目指した。

里山の環境を教育と建築の基本と考え、４つの思想に基づき設計し

た。

思想思想思想思想１１１１：：：：小小小小さなさなさなさな環境世界環境世界環境世界環境世界でででで自立自立自立自立するするするする環境建築環境建築環境建築環境建築

思想思想思想思想２２２２：：：：理事長理事長理事長理事長　　　　内田文江教育観内田文江教育観内田文江教育観内田文江教育観

　　　　　　　　　　　　　　　　2222----1111自然自然自然自然、、、、里山里山里山里山からからからから学学学学ぶぶぶぶ教育教育教育教育

　　　　　　　　　　　　　　　　2222----2222学年学年学年学年をををを超超超超えてえてえてえて、、、、テーマテーマテーマテーマ活動活動活動活動によるによるによるによる体験型教育体験型教育体験型教育体験型教育

思想思想思想思想３３３３：：：：子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの空間空間空間空間    森森森森のののの学校学校学校学校：：：：不思議不思議不思議不思議のののの種種種種,,,,未完成未完成未完成未完成,,,,雑雑雑雑のののの発想発想発想発想

思想思想思想思想４４４４：：：：木造木造木造木造のののの新新新新しいしいしいしい構造構造構造構造

思想思想思想思想１１１１：：：：小小小小さなさなさなさな環境世界環境世界環境世界環境世界でででで自立自立自立自立するするするする環境建築環境建築環境建築環境建築

1-11-11-11-1    地場産木材地場産木材地場産木材地場産木材をををを利用利用利用利用したしたしたした木造校舎木造校舎木造校舎木造校舎

躯体は丸太を主軸とした天秤梁架構で構成され、内部には小・中・

大のひだのある木質空間が作られ、子どもたちの活動単位に応じた

居場所をつくっている。

木材は地元の製材工場の協力により現場の伐採木材を含め、構造材

造作材及び家具の一部に地場産材を採用した。

1-21-21-21-2    森森森森ののののケヤキケヤキケヤキケヤキのののの木木木木をををを尊重尊重尊重尊重

里山の自然と共存する建築の在り方として自然を建築が押えるので

はなく、木々を尊重した結果、丘の地形に逆らうことなく、建物の

形態は左右に4回振れて配置した。

グラウンドは、自然の地形をそのまま残した傾斜した｢森のグラウ

ンド｣を主とし、建物南側に必要最低限の造成によりフットサルコ

ートを整備した。

1-31-31-31-3    森森森森のののの中中中中にににに浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ教室教室教室教室

地形を尊重し、丘の頂部に建物を配置した。

門からのアプローチ正面となる半地下に多目的ホールを、１階２階

は教育の集団と活動の多様性を考慮して、３学年分の西教室(教室1)

、２学年分の東教室(教室2)、１学年分の２階教室(教室3)を配置し、

建物中央部に図書コーナー、特別教室、事務室を配置した。

そして外部空間も教育の場となるよう、深い庇の広いテラスが廻っ

ている。教室の一部は跳ねだし、森の中に浮かぶ。

グラウンドより建物南面を見る。建物全体を包みこむ大屋根は、
2寸から3.5寸への勾配を変化させ1階・2階を緩やかに包みこむ。



グラウンドより校舎を見る。大屋根に包まれた建物は、既存の樹木を避けながら配置されている。

1-41-41-41-4    自然自然自然自然のののの力力力力をををを利用利用利用利用したしたしたした快適快適快適快適なななな室内環境室内環境室内環境室内環境

森とグラウンドの微気候・温度差を利用した通風得、室内空気はソーラー

チムニーのドラフト力により自然排気する。

1-51-51-51-5    自然自然自然自然のののの力力力力でででで勉強勉強勉強勉強するするするする

教室は人工照明に頼らない自然採光を主とした教育ができるように明るい

場とほの暗い場など、濃淡のある光の空間を造り出した。

建物南面は構造に必要な耐力壁を、耐力格子にすることにより教室内に柔

らかな光を取り入れ、自然の変化を感じられる空間としている。

また、建物外周部の深い軒により夏期の日射を遮蔽し、冬季には光を取り

入れるように計画している。

柔らかな自然光を尊重し、自然な明るさ、暗さに対して子どもたちの感性

が磨かれ、光テーブルやスライド、影絵などの教材も可能な空間とした。

1-61-61-61-6    大地大地大地大地のののの熱熱熱熱をををを利用利用利用利用したしたしたした新鮮空気環境新鮮空気環境新鮮空気環境新鮮空気環境

空調方式を森から採取したマイナスイオンの多い新鮮空気を、ホット・ク

ールチューブで温め・冷やして床下に給気し、床面温度を適度に暖め、冬

場でも子どもが素足で活動できる環境をつくり、快適な室内環境を実現し

た。

1-71-71-71-7    バイオマスボイラーバイオマスボイラーバイオマスボイラーバイオマスボイラーによるによるによるによる暖房熱源暖房熱源暖房熱源暖房熱源

地場産の木チップバイオマスボイラーにより温水をファンコイルユニット

に供給して加温する、低温ふく射式床暖房としている。

1111----8888雨水雨水雨水雨水、、、、汚水汚水汚水汚水・・・・雑排水雑排水雑排水雑排水のののの敷地内処理敷地内処理敷地内処理敷地内処理

雨水、汚水・雑排水についても敷地内に浸透処理し、できるだけ外部に出

さない個別処理の計画としている。自立型のゼロカーボン校舎を目指す。

中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所

思想思想思想思想２２２２：：：：理事長理事長理事長理事長　　　　内田文江教育観内田文江教育観内田文江教育観内田文江教育観

2222----1111自然自然自然自然、、、、里山里山里山里山からからからから学学学学ぶぶぶぶ教育教育教育教育

七沢の里山の自然と共生し、自然から学び、芸術性にまで高めるという教育方針に

沿い、自然環境を建物全体で感じられる空間を創出している。

2-22-22-22-2    学年学年学年学年をををを超超超超えてえてえてえて、、、、テーマテーマテーマテーマ活動活動活動活動によるによるによるによる体験型教育体験型教育体験型教育体験型教育

この小学校は全校生徒120人の小規模校で、学年の枠を超えて学び合い、豊か

な自然に囲まれる里山からのテーマ活動で創造性と子ども同士の共同性を育む

という、新しい教育方式による教育を目指している。

2-32-32-32-3    みんなのみんなのみんなのみんなの大大大大きなきなきなきな一一一一つのつのつのつの家家家家

共同性・連帯性を育む環境づくりとして、全体を「みんなの大きな一つの家」

となることを目指した。

建物を被う屋根が、西側の低い空間から次第に高くなり、中央部では2階も包

み込んで東の吹き抜け教室まで一体化する大きな家を形作った。

建物全体は大屋根により、縦断面形がうねりながら、様々な大きさの空間を生

み出している。

オープンな一室空間の教室は、丸太の列柱による基本構造ユニットの連続によ

りひだの多い空間が生み出された。

この学校の教育は理想を追って今後も様々な試みを繰り返しながら運営されて

いく。そのためにも、小、中、大のゆとりある空間が生み出され、多様な展開

が可能となっている。

思想思想思想思想３３３３：：：：子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの空間空間空間空間　　　　森森森森のののの学校学校学校学校：：：：不思議不思議不思議不思議のののの種種種種,,,,未完成未完成未完成未完成,,,,雑雑雑雑のののの発想発想発想発想

3-1 子どもの好奇心を掻き立てる環境

子どもの教育環境としての空間をつくる上で、丸太を多用している.好奇心を刺

激するたくさんの不思議の種が溢れている。
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冬季のみ

ファンコイルユニットへ

温水循環(６０℃)

ｸｰﾙ･ホットチューブ　φ250(３本×約６０ｍ）

中間ダクトファン

外気温度9℃

※夏季については、クールチューブを

通った森の新鮮空気が地中熱により冷

やされ、床下に給気される。

掃除口

吹出し温度12℃

マイナスイオンを含んだ森の新鮮空気

■クール･ホットチューブ

竣工後、1月の実測値として、外気

温9度に対して床下の吹き出し温度

は12度と3度の温度差を計測した。

中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所

（木造部解析モデル)

木造ブレース付ラーメン架構天秤梁の納まり：

φ300の丸太を主軸として外側の120×180の柱及び120×

120のレースで登り梁を引張り棟梁を支えている。

屋根面の水平剛性は構造用合板とラーメン架構から棟に

むけて伸びる斜め材で負担している。

○○○○計画概要計画概要計画概要計画概要

所在地：厚木市七沢、神奈川県伊勢原市日向

建築主：学校法人　内田学園

用途：小学校

設計・監理：(意匠)中村勉総合計画事務所

　　　　　　(構造)山辺構造設計事務所

　　　　　　(設備)ＺＯ設計室

施工：(建築) 白石建設株式会社

　　　(造成) 有限会社野島組

　　　(道路) 株式会社佐和工務店

設計期間：2006.09.-07.06.

施工期間：2007.11-08.11

地域地区：市街化調整区域

規模：地下1階／地上2階

軒高：8.873ｍ

最高高さ：10.916ｍ

敷地面積：5,378.84㎡

建築面積：   736.53㎡

延床面積：1,229.72㎡

　　　　   (B1F 409.54㎡,1F 607.00㎡,2F 213.18㎡)

構造：木造一部ＲＣ造

基礎：直接基礎

換気方式：ｸｰﾙ･ﾎｯﾄﾁｭｰﾌﾞ＋ソーラーチムニー

暖房方式：木ﾁｯﾌﾟﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ＋低温ふく射式暖房

1階教室1：教室内は、学習規模に合わせ可動家具により仕切り、活動を行なっている。

冬季空調冬季空調冬季空調冬季空調システムシステムシステムシステム図図図図

木造部三次元立体解析木造部三次元立体解析木造部三次元立体解析木造部三次元立体解析モデルモデルモデルモデル

思想思想思想思想４４４４：：：：木造木造木造木造のののの新新新新しいしいしいしい構造構造構造構造

木造の工法として製材による木と木のめり込みに

より応力を伝達する工法を採用した。

この工法は、集成材をスチールプレートでジョイ

ントする工法に対して最先端の第5世代木造工法

といえる。

基本的な構造ユニットは、丸太を主軸として外側

の柱で下に引っ張る、

天秤梁架構として両側から棟木を支え、さらに水

平力を伝える斜材を中央棟木に掛けて動きのある

大空間を実現し、様々な利用方法に対応可能な空

間となった。

自然の光で学習する様子。



建物の中央に位置する図書コーナーは、子どもたちがいつでも本に触れることができる。壁には表紙を見せられる本棚を設けている。

図書コーナー吹抜けよりグラウンドを見る

中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所中村勉総合計画事務所

木漏れ日の差し込む、森のグラウンドに面する教室2


