
自然と触れ合うフリースクール 松原研究室 兼子彩

まず、日本の教育課題として、不登校児童生徒が増加傾向にある
ことが挙げられる。

不登校児童生徒数は8年連続で増加し、過去最多となっている。。

増加傾向

また、名古屋市の不登校児童生徒の発生率は数年増加傾向にあり、全
国平均と比べて復帰率が低い。

近年の不登校児童生徒数については、全国的には減少傾向にあるもの
の、名古屋市は増加傾向にある。

解決策の一つ フリースクール

フリースクールとは、何らかの理由から学校に行くことができない、行かない、
行きたくても行けないという子どもたちが、小学校・中学校・高校の代わりに
過ごす場所である。不登校やひきこもりをはじめ、軽度の発達障害、身体障害、
知的障害などの事情を抱えるたくさんの子どもたちを受け入れ、学びの場を提
供している。不登校児童が増加する今、需要が高まっている。

背景

①社会との大事な接点になる

自宅以外の場所で家族以外の人とつな
がっていられる環境は、社会との大事
な接点になる。

フリースクールの意義

またフリースクールは出席扱いにもなる。

小・中・高等学校の不登校児童生徒が学校外の機関で指導等
を受ける場合について、一定要件を満たすとき校長は指導要
録上「出席扱い」にできるとされた。

目には見えにくい子どもの不安や焦
り、心の負担を和らげてくれる。

②心の負担を和ぐ

愛知県内 約20個

名古屋市内 約10個

一方、愛知県内をみてみると、約30か所の
フリースクールがあるが、いずれもビルの1
室を利用するなどしており、自然を
生かしている事例は見当たらなかっ
た。

小・中学校における長期欠席者
不登校児童生徒数

2020年 181,272人

2021年 196,127人

児童生徒 1,000人当たりの
不登校児童生徒数は20.5人

(前年度18.8人)

増加

不登校児童生徒数は8年連続で増加し、過去最多となった。

⁻名古屋市天白区 天白公園‐



提案・目的 場所

名古屋市天白区の天白公園に、経験主義のフリースクールを設計を
計画することとした。自然豊かな土地を生かし、のびのびと過ごす
ことでフリースクールを通して新しい学びの形を提供し、子供たち
の社会復帰を促すことを目的とする。

名古屋市天白区は、人口16万と名古屋市
内で4番目に多く、天白区は、名古屋市
を構成する行政区16区のひとつで、街全
体が綺麗に整備されており、天白公園の
森林などの自然が多い。
天白川や天白公園、荒池緑地などの自然
豊かなまちである。

天白公園は天白区のほぼ中央に位置し、公園内には、住民と行政とが
協力して運営する天白プレーパークが開設されており、森の中の自然
と触れ合いながら、子どもが自由に過ごせる場所となっている。こう
いった天白公園は、フリースクールを設けるのにふさわしい場所だと
いえる。
敷地は、天白公園の中心部にある冒険の山一帯とする。

天白プレーパーク

現状図

・全面森で囲われている。
・高低差が少ない。
・マツ、コナラの木が分布

子どもたちの自由な遊びを守るために「プレーワーカー」
という大人が常駐し、この「禁止事項のない遊び場」が成
り立つために、プレーパークは住民が中心となり、行政と
話合いながら運営している。プレーパークでの過ごし方は
子どもの思いに任せているので、よほどのことがない限り、
大人は見守り、指示や制限はしない。
プレーパークは全国に270箇所以上あるが、常設のプレー
パークは、まだまだ少なく、ここ、てんぱくプレーパーク
はその常設型の一つである。

名古屋市天白区

■また、不登校児の社会復帰には自
然とのかかわりも役立つと考えられ
ており、自然体験や野外教育などを
通じて豊かな
心を育もうと
する事例も生
まれている。

森全体の雰囲気を壊さない木の温かみを感
じることができる空間で、柱を木の幹にな
ぞらえるなどして外の風景と馴染ませ、ど
こにいても自然を感じられるような木造設
計とする。教室等は今後の生徒増にも対応
ができるように拡張可能な構成とする。

■現在の学校教育は、知識技術の詰め

込み型の系統主義が主流であるが、

近年、子ども自身が学ぶ楽しさや社会
で生き抜く力を身につける経験主義と
いう新たな試みも行われている。

教育理念

起伏に富んだ地形と、3つの山と
大きな池を擁し、東部丘陵の自然
を残しており、これらの自然環境
を生かした設計とする。現在の
土地形状を活かした設計とし、建
築にあたってはできるだけ木は切
らず、やむを得ず切った木は建築
材に使用する。

●面積 21.58 km² ●人口 16.45万人

●世帯 78,548 世帯 ●人口密度 131人/km²

/名古屋市 326.4 km²

自然環境教育の重要性が問われる中、箱庭的な体験ではなく、
自然の中でこそ感じ、学び取れるものを提供できるフリース
クール。

児童生徒の教育的ニーズを把握し、人権教育の推進、学級経
営の充実、組織的・継続的な対応を行うこと等を通じて、不
登校児童生徒にとって安心できる魅力ある学校環境を作る。

完全バリアフリーな校舎の設計、特別支援も含めた誰でも通
えるフリースクール

1 誰でも学ぶことができる

伸び伸びと一人一人の個性を活かす

生命を尊び、思いやりの心を育成

・・・自然の恵みを受け、心豊かに思いやりのある子に育つ

・・・完全バリアフリーな校舎の設計、特別支援も含めた誰でも通えるフリース
クール、年齢、性別、障がい、人種に関係なく学びができる学校

・・・自由な授業選択、遊びを提供、伸び伸びと育ち社会的自立支援

自然と触れ合うフリースクールによって、子供たちを取り巻く環境の悪化が社会問題に
なっている今、子供たちや社会に自然からの学びが必要だと考え、自然が多い天白との融
合で、自然の中で遊ぶ日学ぶ体験から生きる喜びを発見し、生きる知恵を育み、子供たち
の心の不安を和らげる。
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配置図

森の中にひっそりとたたずむツリーハウス。
人の目が気になる、1人になりたい、静かに勉強したい、そういったニーズ
に応えることができる個室空間。広々としている為、閉鎖感を感じず、個
人の時間を過ごすことが出来る。抜け出して森で迷子になることが無いよ
う、ツリーハウス下の入口には門扉が設置されている為安全面もばっちり。
木をそのまま利用しているため、森の景観に馴染み、落ち着いた空間と
なっている。

プレーパークとの間に設置された木製ベンチ。（プレーパークとの
共同で作り上げる予定）
ここでお話をしたり、お茶を飲んだり、ご飯を食べたり。
下に下がるとプレーパーク、フリースクールの子どもたち限定のミ
ニ公園、バーベキューエリアなど、様々な遊びを行うことが出来る。

野菜を育てたり、動物を育てたり。
自然の中で、生命の尊さを感じられ
る、そんな空間。
育てた野菜は
①フリーマーケットで販売
②家庭科室で調理
③家族にプレゼント
など、様々。
動物はうさぎや鶏などを育てる。

冒険の森を見渡せることができる。
木造設計で森の景観を壊さず、森に囲
まれた空間で、静かに、伸び伸びと過
ごすことが出来る。

子どもたちのあれがしたい！これがしたい！
を叶えることが出来る空間。
あるのはただの平坦な土地。そのエリアを作
るのは子どもたち。
木で工作をしたり、思いっきり絵を書いたり、
ベンチや柵を作ったり、ログハウスまで！作
れる、体験的なエリア。周りの木を切らず、
木に囲まれた空間の為、静かで自然を感じな
がら夢中になって工作をする事が出来る。
何かを作り上げることの達成感を得られる。

⑤中心部となるメイン校舎エリア

④子供たちで学校の各種施設
を作り上げる体験ができる未
完エリア

③地域野菜や動物を育てる農業エリア

②一人になりたい時は一人でもすごせる個別空間となるツリーハウスエリア

②天白プレーパークとの交流ができる憩いのエリア

②

①

③

④

⑤



平面図 メイン校舎

２F1F

1階は主に生徒の学びの場。
・教室は広さを自由に変えることができるオープンスペース教室
を採用。
・広々とした玄関や広々とした廊下、多目的のトイレの設置など、
バリアフリーに配慮している。
・ブックスペースでは生徒同士、生徒と先生の
集いの場であり、本を通して会話することや、
交流を深めることを目的としている。
・また芝生廊下も同様で、交流の場としており、
屋内でも遊べるスペースとなっている。

教室

保健室

ブックスペース

体育館

トイレ

トイレ

体育館

職員室

芝生廊下

教室

2回は主に生徒の興味関心を引き出す場。

・吹き抜けの体育館の2階からは1階の体育館を見下
ろすことができる。
・広々としたウッドデッキで、交流を行うことがで
きる。また雨の日でも外に出て遊ぶことができる。
・音楽室と家庭科室が一緒になっており、使用用途
に合わせてスペースを広げることができる。にかい
にも教室があり、人数が多い時はウッドデッキを
使って授業ができるよう、オープンスペース教室に
なっている。
・芝生廊下を抜けた先にはパソコン
室と応接室がある。応接室も壁を取
り広げることができる。



立面図

校舎

東立面図 1/120

西立面図 1/120

南立面図 1/120北立面図 1/120

森全体の雰囲気を壊さない木の温かみを感じることができる空間で、柱を木の幹になぞらえるなどして外の風景と馴
染ませ、どこにいても自然を感じられるような木造設計とする。二階建ての広々とした空間で、のびのびと過ごすこ
とができる。

ピロティやウッドデッキ、大きなグラウンドがあり、伸び伸びと過ごせる。

断面図 景観になじむよう、全木造で、柱には木をイメージしたデザインになっている。



図書スペース芝生廊下

教室

ウッドデッキ体育館

オープンスペース教室とは、
学習集団(主に学級)教科などを超えた“
多様な”活動に対応できる共用空間のこと
で、空間を目的ごとに区切らず，広く自由
に利用できるようにしたフレキシブルな建
築様式による学習環境である。

全室オープンスペース教室となっている。

人数や用途に合わせて、教室を広げることができるため、様々なニー
ズに対応することができる。

教室と個別スペース 廊下に椅子を配置し広げる

図書スペースでは本を通じて交流
を行うことを目的としている。階
段の下に本棚のスペースや、ベン
チの下に本棚になっていたりなど
の工夫がされている。また階段の
上はとなっており発表を行うこと
ステージもできる。

約30,000冊もの本を収納できる全体スペースでは、本
を通じて何か学びを得たり、子供たちの人生を導いて
くれるだろう。

芝生廊下では玄関、ピロ
ティー、ブックスペース、
2階につながる雨の日でも
室内で屋外のように遊べ
ることができる空間が
立っている。これは雨が
降っていても室内で思
いっきり遊べる空間であ

る。全面ガラスとなっ
ており、日当たりも良く、
自然と人が集まる
ような場所。

2階の広々としたウッド
デッキでは、本を読んだ
り勉強をしたり、ご飯を
食べたり、など何をする
にもうってつけの場所で
ある。冒険の森を一望す
ることができ、自然を感
じられる空間となってい
る。

体育館は1階から2階の吹き
抜けとなっている為、広々
としておりどんなスポーツ
でも遊べることができる。
また全面窓ガラスとなって
いるため、外の景色をよく
見ることができることや、
日当たりも良く過ごしやす
い場所となっている。

窓ガラスは
木をイメー
ジした柱の
デザインと
なっている。
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