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はじめに 

 

    第二小学校改築マスタープラン連絡協議会 座長 

国立市立国立第二小学校 校長 

 

国立二小には、四季折々の佇まいがある。 

春は満開の桜が希望に胸を膨らませた子供たちを迎える。正門から校舎へと続く桜並木は国立

二小の春の風物詩である。夏、子供たちは、二松をはじめとした樹木の木陰で暑さをしのぐ。

秋は色鮮やかな紅葉と、ブドウや柿、花梨、胡桃などの実りが子供たちや地域の方の生活に潤

いを与える。そして、冬の味覚であるミカンは、国立二小のリーダーである６年生に、1 年生

が感謝の気持ちを伝えるプレゼントとして贈られる。この豊かな四季の佇まいの中で子供たち

は成長し、未来に向けての夢や、郷土くにたちへの愛情が育まれている。 

 

国立二小は学びの共同体である。 

子供たちに技や知識を伝承し、子供たちと楽しい時間を過ごすことなどを目的とした二松クラ

ブ（夏季特別講座）は今年で 15 年を迎えた。地域や保護者の皆様が協働で行う「にーだんごの

会」や「学校に泊まる会」は、子供たちの郷土愛や仲間意識を育てる年中行事である。また、

読書活動や防災訓練、集団登校、盆踊りや地域のイベントで披露する６年生の二松ソーランや

金管バンドによる演奏など、学校と地域が協働して行う活動は、学校教育の中核になっている。 

 

このように国立二小の四季折々の佇まいと、子供の幸福と成長を願う協働的な教育活動は、学

校と地域が守り育てたかけがえのない財産である。 

 

国立二小の校舎の建て替えに際し、私たちが大切にしたことは、国立二小を舞台として育まれ

た「二小愛」と「二小の教育力」の継承であった。そしてその想いを「～つづく つながる～ 

夢を育てる学び舎」という理念に込めた。これまで育んできた学校愛と学校力を、予測困難な

社会の変化に対応し、未来を切り拓く力を身に付けるための学校づくりの中核にしたのである。 

 

第二小学校改築マスタープラン連絡協議会を通して、私たちは子供たちが楽しく生き生きと学

ぶ国立二小の未来の姿を具体的に想い描くことができた。ここにまとめた報告書は、「学校づく

りは夢づくりである。」を合言葉に、各委員がそれぞれの立場で子供たちのかけがえのない夢を

育てる学び舎について考え、話し合った夢づくりの記録である。 

小林 理人 
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Ⅰ 第二小学校改築マスタープラン連絡協議会について    

 

１．設置目的 

国立市では、建設後 50 年を経過する学校が増加する中で、「国立市学校施設整

備基本方針」を策定しました。同方針における国立第二小学校の構造躯体の目標

使用年数の終期は、2022（令和 4）年度末となっています。 

そこで、国立第二小学校の改築に向け、学校関係者や保護者、地域の方々と行

政・識者により、学校づくりの理念や平面計画について意見交換を行うことを目

的として、「第二小学校改築マスタープラン連絡協議会」を設置しました。 

 

２．委員名簿 

氏名 選出区分 

小林 理人（座長） 国立第二小学校校長 

小林 友行 国立第二小学校教員 

関 亜紀子 国立第二小学校 PTA 推薦 

中島 四季子 国立第二小学校 PTA 推薦 

三上 滋 国立第二小学校地区育成会推薦 

吉田 英爾 中の会推薦 

竹間 千里 三和会推薦 

秋谷 恵理子 西の会推薦 

芹沢 幸明 公募市民 

桑田 彩良 公募市民（未就学児保護者） 

古川 拓朗 教育施設担当課長 

川島 慶之 教育総務課長 

三浦 利信 教育指導支援課長 

内山 猛 建築営繕課長 

長澤 悟 学識経験者（東洋大学名誉教授） 
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３．開催スケジュール ※各回の詳細は「Ⅴ 検討経過の報告（P39～）」参照 

開催日 主な議題 

２０１８（平成３０）年 

７月２７日（第１回） 

・委員紹介 

・連絡協議会の設置目的 

８月 ７日（第２回） ・先進事例視察 

９月１４日（第３回） ・ワークショップ「二小の現状」 

１０月１９日（第４回） ・ワークショップ「学校づくりの理念の検討」 

１１月１６日（第５回） 
・学校づくりの理念、コンセプトの決定 

・校舎配置の検討（模型を使用） 

１２月１７日（第６回） 
・校舎配置の検討 

・計画目標、計画方針の検討 

２０１９（平成３１年） 

１月１８日（第７回） 

・計画目標、計画方針の検討 

・ゾーニングの検討 

２月 ７日（第８回） 
・計画目標、計画方針の検討 

・ワークショップ「平面計画（北側案・東側案）」 

３月 ５日（第９回） 
・計画目標、計画方針の検討 

・平面計画の検討（模型を使用） 

３月２２日（第１０回） ・報告書（案）の確認 

 

 

   



Ⅱ 学校づくりの理念 

3 

 

Ⅱ 学校づくりの理念                   

 

１．学校づくりの理念とは 

連絡協議会での議論やワークショップを通じて、学校づくりの理念を検討しま

した。学校づくりの理念とは、未来の二小が目指す姿であり、本計画において一

番大切にするものです。 

 

２．目指す学校づくりの理念 

 

 
 

これまで培った二小の良さや伝統を未来につなげ、生かしながら、未来を切り

拓く原動力となる夢を育てる学校をつくりたいという思いを込めました。

「～つづく つながる～ 夢を育てる学び舎」 
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Ⅲ 理念を実現するための５つのコンセプト         

 

目指す学校づくりの理念を実現するための方策を 5つのコンセプトにまとめま

した。 

一つ一つのコンセプトに基づき、施設計画であるマスタープランの「実現した

いイメージ」と「具体的な計画方針」を定め、設計を進めていきます。 
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【理念】 【５つのコンセプト】 【実現したいイメージ】 【具体的な計画方針】 

～つづく つながる～ 

夢を育てる学び舎 

１．学びを生みだし共に育ち学び合う 

２．自然とふれあい豊かな心を育てる 

３．世代を超えて伝統を未来へつなげる 

４．絆を大切にし地域と共に育つ 

５．いつでも誰でも安心安全に過ごせる 

楽しい学びを子どもが生み出す高機能・多機能な教育空間 

子どもたちの気持ちに寄り添った豊かな生活環境 

楽しい学びを支える教職員のための充実した施設・設備 

多様な変化に対応できるフレキシブルな空間・設備 

樹木や芝生を大切にし四季折々の自然が感じられる環境 

日常の生活で自然に生き物と触れ合う環境 

二小の良さや伝統を引き継ぐ大切なものが残された環境 

今と未来をつなぐ施設 

“つづく・つながる“二小の伝統的な活動のための環境 

地域との絆を深める施設 

誰にとっても居心地の良い環境 

子どもたちの毎日の安全・安心 

誰もが安心して安全に過ごせる学校 

普通教室や特別教室

などの計画に反映 

外構など 

の計画に反映 

外構や運動場など 

の計画に反映 

開放施設や複合施設

などの計画に反映 

防犯対策や災害対策

などの計画に反映 

５つのコンセプトの体系図 

○みんなの夢を育てる学校 

○子どもが学びを生み出す、子どもが主役の学校 

○共に育ち学び合う学校 

○五感を使った体験的な活動ができる学校 

○自然との共生を実感できる学校 

○二小の良さや伝統を受け継ぐ学校 

○地域の未来を切り拓く学校 

○地域に開かれた学校 

〇地域と共に育つ学校 

○子どもたちの安全を守る学校 

○地域の防災の核となる学校 
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○みんなの夢を育てる学校 

一人ひとりの良さや可能性を生かし、認め合いながら、未来を切り拓く原動力

となる夢を育てる学校 

 

○子どもが学びを生み出す、子どもが主役の学校 

情報化の進展など、大きな変化が予想される社会を見据え、子どもたちが自ら

学びを生み出し、未来を切り拓く力を身に付けていく学校 

 

○共に育ち学び合う学校 

誰もが集い、豊かな体験や交流を通して、共に育ち学び合う学校 

  

１．学びを生みだし共に育ち学び合う（学習環境・生活環境について） 
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※１ 学年集会や少人数学習など多様な活動を行うための、普通教室と連続した間仕切りのないスペース 

 

実現したいイメージ 

 

□楽しい学びを子どもが生み出す高機能・多機能な教育空間 

・多様な学習形態に対応できるよう、高機能で自由度の高い学習環境を実現

する。 

・子どもたちが自ら学ぶきっかけになる学習環境を各所に用意する。 

・教室はゆとりのある広さと収納場所を確保し、多様な学びを実現する。 

・一人ひとりの違いを受け止められるよう、多様な環境を用意する。 

 

□子どもたちの気持ちに寄り添った豊かな生活環境 

・気軽に集える図書室やオープンスペース※１など、仲間と楽しい時間を過ご

す交流の場をつくる。 

・子どもたちのその時々の気持ちを受け止める、多様な居場所を用意する。 

・明るく清潔なトイレや水場（手洗い場）など、快適な生活空間をつくる。 

 

□楽しい学びを支える教職員のための充実した施設・設備 

・子どもに関わる教職員の視点から、仕事のしやすい環境を目指す。 

・子どものための情報交換や、リフレッシュができるスペースを確保する。 

 

□多様な変化に対応できるフレキシブルな空間・設備 

・将来の学習形態や児童数の変化に、柔軟に対応できるようにする。 
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具体的な計画方針 

 

①普通教室 

ａ．普通教室のつくり 

・学習形態や児童数の変化などに、柔軟に対応できる空間とする。 

・ＩＣＴ化に対応可能なつくりとする。 

・子どもの持ち物の量や種類に合わせた使いやすい収納スペースを設ける。 

・デン※２などの子どもたちが落ち着ける小空間を設ける。 

・自然採光・自然通風を確保する。 

ｂ．オープンスペース 

・学年のまとまりに対応し、普通教室と連動して使いやすい配置とする。 

・クラスを超えた交流や活動のための、学年ごとに共通して使える可変的な

スペースを設ける。 

・子どもたちの発表のための、掲示面や展示面を確保する。 

・空間全体の吸音性を高め、静かで落ち着いた音環境とする。 

ｃ．学年のまとまり 

・普通教室・オープンスペース・教材室・小教室・水場（手洗い場）などを、

学年のまとまりを持たせた配置とする。 

・各学年のまとまりを他学年が通過することのない移動動線を確保する。 

ｄ．トイレ・水場（手洗い場） 

・トイレや水場は明るく快適な居心地の良い場所として整備する。 

    
 

                                      

※２ 少人数指導や児童を落ち着かせるのに使用する小空間 

普通教室周辺のデン 

出典：委員提供資料 

明るく快適なトイレ 

出典：委員提供資料 
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②特別支援学級（プラタナス）・特別支援教室（はばたき） 

・教室は様々な学習形態に対応でき、教室の大きさを変更できるよう、間仕切

りなどを設ける。 

・多様な教材のための収納スペースを設ける。 

・通常学級の子どもたちとの触れ合いが生まれる環境とする。 

・良好な環境（日当たり・通風・吸音・遮音）を確保し、校庭へのアクセスが

よく避難しやすいようにする。 

・保健室や職員室との連携がとりやすいようにする。 

 

③図書室・コンピュータ室・視聴覚室（メディアセンター） 

・図書室を学校の中心として位置づけ、子どもたちが利用しやすく、日常の学

校生活の中で図書などのメディアが身近に感じられる配置・環境構成とする。 

・図書室とメディアにかかわる教室（コンピュータ室・視聴覚室など）を有機

的に関連づけ、互いの連携を図る。 

・学年を超えた交流のための空間として位置づける。 

 

④特別教室 

・教科の特徴に合わせたつくりとし、子どもたちが教室に行く前から、特別教

室での活動が楽しみになるようにする。 

・特別教室の周辺に教材や作品を展示し、子どもたちを迎えるようにする。 

・特別教室や準備室には、教科に応じて収納スペースを十分に用意する。（作品

収納・楽器庫・教材庫など） 

・音の出る活動（音楽・図工など）が、他の教室や地域の迷惑にならないよう

にする。 

      
メディアセンター 

出典：委員提供資料 

特別教室周辺の展示 

出典：委員提供資料 
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⑤管理諸室 

ａ．職員室 

・人の出入りや校庭全体の様子が見守れるよう工夫する。 

・子どもたちに対し、できるだけオープンな空間とする。 

・調査・教材作成などのための、個人の執務環境を充実させるとともに、作

業（印刷室など）・休息・小規模な打合せ（教職員ラウンジ・給湯コーナー

など）ができるスペースを確保する。 

・個人情報保護などの観点から、資料の保管場所に配慮する。 

ｂ．校長室・応接室 

・職員室から直接アクセスできる位置とし、また、打ち合わせができる空間

とする。 

・応接室は学校の様々な情報の展示が可能なつくりとする。 

ｃ．事務室 

・受付業務を行いやすいよう、来客入口と近接した位置とする。 

・職員室・校長室との連携が取りやすい位置とする。 

ｄ．会議室 

・ＰＴＡなどの来校者の会議にも活用できる位置・つくりとする。 

ｅ．保健室 

・校庭に面して配置するとともに、職員室と連携しやすいようにする。 

・健康に関する情報発信を行うため、展示面や掲示面の充実を図る。 

・子どもたちがリラックスできる温かみのある空間とする。 

・プライバシー保護に配慮したカウンセリングスペースを付属する。 

   
教職員ラウンジ 

出典：委員提供資料 

印刷室 

出典：委員提供資料 



Ⅲ 理念を実現するための５つのコンセプト 

２．自然とふれあい豊かな心を育てる  

11 

 

 
 

○五感を使った体験的な活動ができる学校 

地域と学校が守り育てた美しい自然環境を生かし、子どもたちが五感をフルに

使って活動を行える空間を設け、豊かな心を育てる学校 

 

○自然との共生を実感できる学校 

日常の生活で、自然とふれあう機会をもつことで、自然の大切さを身近に感じ、

自然と共生する考え方を身に付けることができる学校 

 

 
 

 

 

                                      

※３ 動物や植物が恒常的に生活できるようにつくられた空間 

２．自然とふれあい豊かな心を育てる（自然・緑について） 

 

実現したいイメージ 

 

□樹木や芝生を大切にし四季折々の自然が感じられる環境 

・自然との共生を学ぶ機会が持てるようにする。 

・育て収穫した果物などを食べる体験をし、自然の恵みに触れることで、季

節を感じられるようにする。 

・木のぬくもりのある落ち着ける内装の導入を検討する。 

・「土を踏む」場、芝生の場を設ける。 

 

□日常の生活で自然に生き物と触れ合う環境 

・飼育小屋を充実させるとともに、ビオトープ※３を設置する。 

・昆虫が育つような草木の生える場を確保する。 
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具体的な計画方針 

 

①外構計画 

・緑豊かな屋外環境を生かし、思い出や特色ある活動を継承する。調査に基づ

き危険な樹木を除去するなど、総合的な観点から既存樹木を適切に保存、更

新する。 

・シンボルツリー（二松、桜、プラタナス）の保存に努める。 

・建築計画や危険除去のため伐採する場合は、子どもたちの気持ちやいのちの

大切さの学びに配慮し、既存樹木の種子から苗木を育て植樹したり、伐採し

た樹木をサイン板や内装に取り入れたりして、教育に生かす工夫を行う。 

・ビオトープなどの設置により、子どもたちが生き物に触れる場を設ける。 

 

②建物計画 

・居心地が良いと感じられ、自然に触れられる環境を整える。 

・室内空間とつながりを持った屋上庭園の設置を検討する。 

・全体に明るく開放的な空間づくりを心がける。 

・温かみのある空間づくりを図る。（内装の木質化など） 

       
ビオトープ 

出典：文部科学省「新しい学校施設づくりのアイデア集」 

内装の木質化 

出典：文部科学省「新しい学校施設づくりのアイデア集」 
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○二小の良さや伝統を受け継ぐ学校 

二小に関わる様々な人々の思いやみんなで大切にしてきたもの、学校の良さや

伝統を受け継ぐ学校 

 

○地域の未来を切り拓く学校 

未来に向けて、学校や地域に必要な課題を受け止め、固定観念にとらわれるこ

となく、新たな可能性にチャレンジする学校 

 

 
  

３．世代を超えて伝統を未来へつなげる 

 

実現したいイメージ 

 

□二小の良さや伝統を引き継ぐ大切なものが残された環境 

・二松・門・土壇・芝生等のある風景を継承する（元の場所に残す、移設し

て残す、イメージを残すなど、最適な方法を考える）。 

・ソーランなどの二小の特徴的な活動のできる場を設ける。 

 

□今と未来をつなぐ施設 

・伝統と未来が融合できる施設計画とする。 

・二小の伝統が感じられるメモリアルコーナーを設置する。 

 

□“つづく・つながる“二小の伝統的な活動のための環境 

・運動会等の行事・二松クラブや盆踊りなどの伝統的な活動が維持・発展で

きるよう現状以上の機能・面積を確保する。 
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具体的な計画方針 

 

①外構計画 

・正門は安全性を確保して形を継承する。 

・新たな森を生み出す植栽を計画する。 

 

②建物計画 

・玄関付近などに展示スペースを設け、年表や写真などをわかりやすい形で展

示したメモリアルコーナーをつくる。 

・季節感や日本の伝統行事を感じられる工夫を検討する。 

・建物の外観を工夫し、新しさと同時に懐かしさが感じられる建築計画とする。 

・二小の良さや伝統を引き継ぐ特徴的な活動のできる場を確保する。 

・土壇や二松など、二小のシンボルとして大切にしてきたものを、安全性を確

保して継承する。 

 

③運動場などの施設 

ａ．屋内運動場 

・式典などの際に、全児童・全教職員の着席が可能で、一定程度の保護者席

も確保できるアリーナの広さを確保する。 

・地域開放のための付属施設（更衣室・トイレなど）を設置する。 

・避難所としての付属施設（防災備蓄倉庫など）と設備を設置する。 

・夏期の暑さ対策を講じる（自然通風や断熱性の確保・冷房の設置など）。 

ｂ．屋外運動場 

・芝生を導入するとともに、維持管理のしやすい校庭とする。 

・現状以上の面積を確保する（150m トラック、50m 直走路） 

・運動会や地域の祭などで利用する設備や、避難場所として必要な設備を設

置する。 

・登下校口や各種車両の進入口など、出入口の性格づけを行い、適切な配置

とする。（正門などの門・給食搬出入口・緊急車両・地域開放出入口など） 
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ｃ．プール 

・安全確保と水使用量の抑制の観点から、水深の調整方法を検討する。 

・周囲の視線に配慮し、日よけ・風よけを設ける。 

・災害時の雑用水や防火用水として利用できるよう計画する。 

ｄ．共用部（出入口・動線計画・昇降口・階段・廊下など） 

・エレベーターやスロープなどの設置を検討し、バリアフリー化を図り、ユ

ニバーサルデザイン※４を行う。 

・給食配膳がスムーズに行える動線を計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

※４ しょうがいの有無に関係なく、すべての人が使いやすいようにデザインすること 
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○地域に開かれた学校 

これまで培われてきた地域との強い絆を生かした、世代を超えて誰でもいつで

も気軽に集うことのできる、地域に開かれた学校 

 

〇地域と共に育つ学校 

地域にとって使いやすく、子どもたちと大人が学び合い共に育つ学校 

 

 
 

具体的な計画方針 

 

①開放施設 

・校庭や体育館、特別教室などの積極的な地域開放を検討する。 

・多様な地域活動のための場所を用意する。（地区育成会活動・二松クラブ・自

治会活動・季節の集まり・くにたちの西がいちばん！プロジェクト・見守り

活動・縦割り班活動など） 

 

 

４．絆を大切にし地域と共に育つ（地域について） 

 

実現したいイメージ 

 

□地域との絆を深める施設 

・地域活動との連携をスムーズに行えるような配置・動線を計画する。 

 

□誰にとっても居心地の良い環境 

・授乳など、乳幼児をケアするための多目的スペースの設置を検討する。 

・誰もが行きたくなるようなきっかけづくりを検討する。 
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②複合施設 （※具体的な対象施設は今後検討） 

・未就学児も楽しめるような、安全で楽しい遊具を充実させる。 

・地域活動などで利用できる貸し会議室と、気軽に立ち寄って集うことのでき

るコミュニティスペース（たまり場）を整備する。 

・児童のカウンセリングルームを複合施設内に設置し、地域の困りごと相談な

ど、その他の相談スペースと共用する。 

・学童保育所を整備する。 

・学童保育所の空き時間やコミュニティスペースを活用し、乳幼児親子プレイ

ルームを開設する。 

 

③配置や動線 

・学校の管理運営がしやすい配置や動線を計画する。 

・子どもたちと地域住民が出会える場所を設ける。 

 

④近隣への配慮 

・新しい建物の近隣に対しての影響が小さくなるよう計画する。（日影・騒音・

のぞき込み・砂塵など） 

・周辺道路に面して広がりのある空間づくりを行う。（歩道拡幅・ポケット広場

の設置など）  

・地域に開かれた植栽・外構計画を行う。 

    
複合施設の連携イメージ 歩道拡幅 

出典：委員提供資料 
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○子どもたちの安全を守る学校 

子どもたちが安全に学校生活を送れるよう、防犯対策がしやすい配置や動線と

なるよう計画された学校 

 

○地域の防災の核となる学校 

子どもたちや教職員だけでなく、地域住民が安心して安全に過ごせるよう、防

災機能を強化し、地域の防災の核となる学校 

 

 
 

具体的な計画方針 

 

①防犯対策 

・地域の人々の「目」で安全をつくる。 

・各エリアと出入口の性格を明確にし、安全管理を行う。 

・死角の少ない施設配置とする。 

 

 

５．いつでも誰でも安心安全に過ごせる（安心・安全について） 

 

実現したいイメージ 

 

□子どもたちの毎日の安心・安全 

・防犯対策ができるよう配置や動線を計画する。 

・地域の人々の「目」で安全をつくる。 

 

□誰もが安心して安全に過ごせる学校 

・地域の防災の核となるよう防災機能を充実させる。 
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②災害対策 

ａ．防災対策 

・災害発生後、時系列に応じた避難者の状態やニーズの変化に対応が可能な

計画とする。 

・特別な配慮が必要な人々が、安心して避難生活が送れるようにする。 

・様々な状況を想定した設備を整備する。（プール水の利用・井戸・マンホー

ルトイレ※５・かまどベンチ※６など） 

・安心して快適に避難生活が送れるよう、太陽光発電や蓄電池などの整備を

検討する。 

・災害時要援護者の避難経路の確保について検討する。 

 

ｂ．災害に強い施設 

・構造部材・非構造部材の耐震性を十分に確保する。 

・様々な災害（地震・台風・火災）を想定し、耐えうる構造とし、基幹設備が

継続して使用可能な計画とする。 

    
 

 

 

 

 

                                      

※５ 下水道に直結したマンホールで、非常時に簡易便座を置いて利用できる 

※６ 座面の下に、災害発生時の炊き出しに使えるかまどの機能を兼ね備えたベンチ 

マンホールトイレ 

出典：国土交通省「マンホールトイレ整備・ 

運用のためのガイドライン」 

かまどベンチ 

出典：内閣府 HP 
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＋α．将来を見据えたみんなが使いやすい学校 

 

〇メンテナンスがしやすく変化に対応できる学校づくり 

 

〇使いやすいシンプルな構造や計画とし、工夫により使い方の広がる学校づくり 

 

〇今後の国立市における学校改築のモデルケースになる学校づくり 

 

 
 

5 つのコンセプトに加えて、改築にあたって考慮すべき

事項を「＋α」としてまとめました。 

 

実現したいイメージ 

 

□長く使うことができる建物 

・将来の改修などがしやすく、長く使うことができる建物とする。 

 

□コストを抑える 

・建設から運営・解体までのすべての費用（ランニングコスト）を適切にコ

ントロールした建物とする。 

 

□可変性のある建物 

・将来的な改修や用途転用も可能な自由度の高い建物とする。 

 

□環境に配慮した建物 

・地球にやさしく、環境負荷の低減や自然との共生を考慮した建物とする。 
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具体的な計画方針 

 

①長く使える校舎 

・将来の改修や改変がしやすく、できる限りシンプルな構造や計画とする。 

 

②コストの縮減 

・汚れにくい外壁材を使用するなどして、メンテナンスの回数を減らす工夫を

行う。 

 

③環境への配慮 

・環境配慮項目の選定を検討する。 

・環境に配慮した対策を子どもたちに「見える化」し、環境学習の意欲を高め

る工夫を検討する。 

環境対策の「見える化」 

出典：横須賀市立大塚台小学校 




































