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ワークショップによる地域性の体験的学習と創生
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■ワークショップの流れ（手順）としては、右図のように、調査研究、体験的理解、創生と進む。

➡ このワークショップ・プログラムは、日本のどこであっても実施可能である。
建築的教育の一つのモデルとして提案したい。

地域性を学ぶワークショップの目的と構成

子供たちを補助
するために、あ
らかじめ大学生
自身が素材や
道具の扱い方を
反復練習する。

ワークショップ当
日、子供たちは
本物の素材と技
術を学ぶ。まず
は、実物に触れ
てみよう。

自ら手を動かし、
楽しみながら素
材と道具を体験
して、「地域性」
の本質に迫る。
何が記憶に残
るだろうか？ 3

１．そもそも 「地域性（ローカリティ）」とは何か。漠然として、多義的で、分かりにくい。そこで、
「地域性」を伝統的な景観要素（土壁、地瓦、茅葺きなど）の組み合せとして捉える。

２．景観要素の素材、技術、道具、職人と身近に接し、体験することによって、その価値を知り、
大切にしたいと思う子どもたちの心を育む。

３．このワークショップは、一過的なイベントではなく、調査研究に基づき、専門家（職人親方な
ど）の指導を受け、技術と道具の扱い方を正しく知り、反復練習を行って、身体的に学習する。

４．本ワーショップは、まちづくりの次世代を担う子どもたちを対象とするが、専門家（職人親方な
ど）の指揮の下、準備段階及び本番で、その子どもたちをグループに分けて直に指導する建築
学生への教育的効果が期待できる。



「まちづくり次世代ワークショップ」としての展開

1. 小布施町には小中学校が1校ずつある。前半の5年間は、栗ガ丘小学校（3年生）のみを対
象とし、後半の5年間は小布施中学校（1年生）も対象に加えた。
➡ 小布施の小学3年生以上の子どもは全員、次世代ＷＳの体験者である！

2. 毎年8月下旬の2日間、学部4年から博士課程までの20-30名程度の大学生が、小中学校
それぞれ100-150人程度の子供たちを対象とするＷＳに参加してきた。
➡ 小学生は伝統素材・技術を学んでの作品づくり、中学生は現実の景観をつくる力仕事。

このように性格を分けたことで、同じ時期に、２つのＷＳを開催できるようになった。

3.  初年度の2005年は、小布施町全域の9000棟にも及ぶ伝統的な母屋・付属建築（通り門、
土蔵、蚕室など）を調査していた。ＷＳでも、魅力発見のために町内を歩き、「町遺産マッ
プ」を作成している。

2006年度以降は、土壁、地瓦、茅葺き、たたき、木舞といった個々の景観要素に関してＷＳ
を開催し、素材・技術・職人に関する体験型ＷＳの形式を確立していった。

2010年からは、小布施中学校が加わり、子どもたちが力仕事をできるようになったので、里
道づくり、森の駐車場の植樹、のみ・かんなを使う木工などに、ＷＳを広げていった。

里道や水路の場合でも、江戸時代の絵図などの史料を分析して、最も効果的な場所をＷＳ
の対象に選び、子どもたちと歴史学習をし、施工に際しては、たたき、石積み、造園などの伝
統的手法を取り入れて、体験的に地域性を学ぶ方針は変わっていない。
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われわれは既に、千葉県野田市、長野県中野市などで「地域性を体験学習するワークショップ」を試みていた。
長野県小布施町では、2005年に東京理科大学・小布施町まちづくり研究所（以下、研究所）を設立して、「まちづくり次世代ワーク
ショップ」と呼んで、10年間にわたって毎年、小中学生を対象として、このワークショップに挑戦した。



つくろう！ぼくらの土壁
（2006年小学校ワークショップ）

結ぼう！かやぶき屋根
（2008年小学校ワークショップ）

たたこう！たたき
（2009年小学校ワークショップ）

職人による木舞かきの
実演。荒縄で手際よく竹
にヨシを固定する。

子供たちも、30cm四方

の小さな枠の中に木舞
を編む。

編んだ木舞の上に、土を
押し込むように塗っていく。

完成した「マイ土壁」。

職人による迫力ある屋根
葺きの実演。滅多に見られ
ない作業を間近に見ること
ができた。

茅葺き屋根では部位に
よってさまざまな結び方が
用いられる。角材と紐を
使って大学生から結び方
を教わる。

まず「おび結び」を使って
藁を束ね、「とも結び」で枠
に竹ひごを結んで屋根の
骨組みをつくり、藁の束を
結んでいく。

完成した「マイ茅葺き屋
根」を囲んで記念撮影。ず
らりと並んだ屋根は、昔の
集落を空から眺めているよ
うだ。

小学校の藤棚の下に、た
たきの技術を使って休憩
所をつくる。土・消石灰・食
塩・砂を混ぜて流し込む。

職人の実演の後、子供た
ちも負けないくらいの勢い
で力いっぱい叩いて仕上
げていく。

版築にも挑戦。型枠に少
しずつ土を入れて木の棒
でつく。土の層が次第に
増えてベンチになっていく。

完成した休憩所。自分たち
の憩いの場を自分たちでつく
ることができた。 5



雑草に覆われた「やっく
ら」（畑から出た不要な石
を積み上げたもの）となっ
ていた里道を中学生と整
備。

やっくらの上を歩けるよう
に石を平らに敷き直し、そ
の上に流し込んだ土をた
たきの技術でつき固める。

通り抜けができなかった
里道がよみがえる。昔か
らあった道のように、周囲
にうまく馴染んでいる。

開通式。地元住民によっ
て「やっくら小径」と名付け
られ、歩行者のための里
道ネットワークに組み入れ
られた。

2007年に設計された森の

駐車場に植樹して木の密
度を高め、より本格的な森
にする。

穴の中に寝かせてあった
木をみんなで協力して起こ
す。枝ぶりを考慮して傾き
を調整し、適切な樹形をつ
くる。

造園職人による実演。棒で
突いて水を奥まで流し込
み、鉢と周囲の土を密着さ
せる。

軽石・赤玉・油粕・パーライ
トを混ぜて、栄養があり、
通気性と保湿性のある土
をつくる。

小学生が自分たちで集め
たやっくらの石を、神社の
涸れ池に敷き詰め、裸足
で入れる池底をつくる。

造園職人の指導で、石の
形や角度に気をつけなが
ら、平らな面をつくるように
敷き詰めていく。

中学生は、茂りすぎて危険
なクマザサを刈り取り、滝
の姿が見えるようにする。

地域の住民も、足元の悪
い箇所の作業を手伝ったり、
中学生に鎌や鋏の使い方
を教えたりと、協力してくれ
た。

木を植えよう！まちの森
（2012年中学校ワークショップ）

里道づくり
（2010年中学校ワークショップ）

さとみち やっくら石で、神社の池を再生しよう／
水路のある庭（滝・瀬・中島・池）を再生しよう

（2014年小中学校ワークショップ）
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1.子どもたちによって確実に受け継がれている
感想発表では、これまで知らなかった地域の価値に触れることのできた喜びが語られ、
新たに誕生した里道、水路、休憩所などは、その後も子どもたちにとって愛着のある忘れ
がたい場となり、下の学年に引き継がれて使われている。

2. 「教育熱心」という町の評価に
ワークショップ（ＷＳ）は毎年、新聞やテレビで大きく報道されており、小布施の教育全体
に対する評価を高める役割も担っている。人口減少で新入生を安定して確保するのが難
しい中、小布施の小学校では、2割が近隣市町村からの越境入学。

3. 建築系大学生に見られる体験的学習の効果（教育モデル1）
職人技術や素材に直接触れる機会の少ない大学生も、調査研究と技術習得に取り組
むことで、本質を正しく捉え、それを再生・活用していく力を身につけることができる。さら
に、町民に接し、子供たちのグループをまとめて、一つのプロジェクトを遂行する社会性と
自信を身に付けることができる効果も大きい。

4.  まちづくり７大学ＷＳに現れた効果（教育モデル2）
成果は、2012年11月に研究所が開催した「小布施まちづくり７大学ＷＳ」にも反映されて
いる。全国7大学の建築学生たちが3日間で小布施のまちづくりへの提案を行うＷＳで、研

究所は実行委員会を組織してこれまでの研究成果を活かし、必要な情報提供することで、
参加者に十分に提案力を発揮するサポートができたと思われる。このＷＳでは、役場職
員からも多大な協力を得た。

教育の効果

小布施まちづくり7大学WS（2012）

（2008年8月28日 長野朝日放送）（2008年8月29日 信濃毎日新聞）

ワークショップの新聞・テレビ報道

2泊3日の調査・制作・提案の最終段階、発表と講評の会場光景（下左）。研究所の学生は、この
ＷＳの実行委員会を組織して、調査の手伝いから健康管理まで参加者をサポートした（下右）。
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1. 年度初めに町報「おぶせ」の紙面で活動方針を町民に示す。 ワークショップ（ＷＳ）の
日程や内容の決定後、全戸にポスターを配布して参加・見学を呼びかける。

2. ＷＳの成果は、例年11月に開催する公開シンポジウムで、小中学生の感想と大学生の
報告の形式で発表し、同時に開催する展示を通しても公表する。

3. その後、元日に発行される「北信ローカル」紙新春特別号で、小布施及び周辺の市町村
に対して公表する。

4.  毎年7月18日に発行する研究所の『活動記録』は、3000部作成し、全国の大学や建築
事務所、自治体などに送付し、ウェブサイト上にも公開する。

5. 日本建築学会大会建築デザイン発表会においても、ＷＳとそれに関連したまちづくりに
ついての発表を行う。

6.  関連して進められ、ＷＳを経てさらに深化した調査研究は、卒業論文・修士論文となり、
学内の卒業論文賞は、計6回受けている。

7.  自主的な周知活動に加え、ＷＳ当日の様子は、信濃毎日新聞、須坂新聞、北信ローカ
ルなど地元紙の記事、NHK長野放送局、ABN長野朝日放送、須高ケーブルテレビなど
の、地元テレビ局のニュースに取り上げられている。

教育活動としての周知の状況

研究所・シンポジウム会場でのワークショップ成果の展示

毎年発行しているまちづくり研究所『活動報告』 WSの成果を紹介した書籍

ワークショップ告知のポスター
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まちづくり次世代ワークショップの学会発表・論文まちづくり次世代ワークショップの学内の論文・設計
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まちづくり次世代ワークショップの報道
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1. 成果が地域に定着して、さらなる展開へ
参加した子どもたちの間で地域性への理解と愛着を深めさせたことに加え、ワークショップ（ＷＳ）
の成果が地域に定着して、住民の手によって、さらなるまちづくりに発展している。

（例１） 2010年に整備した里道は、周辺の松村地区の人々によって「やっくら小径」と命名され、他
の里道を合わせたネットワーク整備に引き継がれている。

（例２） 2014年の神社の滝・池の整備では、準備段階から、将来の維持について地域住民との話
し合いが行われ、WS当日は多くの住民が参加して子供たちとともに作業した。WS後は、氏
子に引き継がれ、祭りや市の会場として境内全体が再生されている。

（例３） 「里道と拠点」の概念もまた住民の間に定着。研究所が魅力的な里道を歩くトレッキング
コースを設定し、木舞編みの技術を応用して沿道の納屋を整備すると、地元のワインと食
材を使ったイタリア料理を楽しむランチトレッキングが開催された。

（例４） 里道沿いの拠点として、使われていなかった蚕室を整備して、ジャズの演奏会を開催する
など、地域の文化活動の場となっている。

2. 地域性を解明する研究の発展・深化への貢献
特に蚕室や水路は、日本の各地で地域性を解明する重要な研究対象と考えられるようになってお
り、小布施での研究成果が多大な貢献をすると期待される。

（例１） 地域の風土と気候に対応する仕組みの整った＜環境建築＞としての蚕室に関する、より
詳細な研究への発展。

（例２） 水路研究は、古絵図などの史料を用いた、集落形成との関連を探る研究へ。

3.   海外の大学、まちづくり団体の視察に現れる効果
ワークショップなどの活動を英文で広報している効果の現れとして、海外の大学・まちづくり団体の
視察が近年増えて、一つの教育モデルとして社会貢献を果たしている。

教育活動を通した社会への貢献

→

木舞の技術を応用して、使われていなかっ
た納屋を再生。

再生された納屋は「ランチトレッキング」の
拠点となった。

→

蚕室の空気の流れ。温度・湿度・風・清
潔さに敏感な蚕のための環境は、人間
にとっても快適である。

地域活動の「拠点」として再生された
蚕室で開かれたジャズコンサート。

水路は集落の骨格でもあることが、絵図
の研究から分かってきた。

忘れられかけていた町の資産である水
路に住民の目も向かい始めた。

→
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