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クトマネージャー 

司会進行

木下勇 さん

千葉大学教授　こども環境学会
大会 2009（千葉）実行委員長

事例報告事例報告
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小澤紀美子小澤紀美子 さん さん（こどもの成育環境として
）（こどもの成育環境として）

東京学芸大学名誉教授、日本環
境教育学会会長

東京学芸大学名誉教授、日本環
境教育学会会長

仙田満仙田満 さん さん（まとめ）（まとめ）

こども環境学会会長、放送大学
教授

こども環境学会会長、放送大学
教授

コメント

小澤紀美子 さん（こどもの成育環境として
）

東京学芸大学名誉教授、日本環
境教育学会会長

仙田満 さん（まとめ）

こども環境学会会長、放送大学
教授

事例報告

首藤万千子 さん

世田谷区守山小学校　
あったらいいなこんな

学校の会

槇重善 さん

習志野市谷津南小学校
　学校環境を考える会

習志野市立秋津小学校
　秋津コミュニティ工

作クラブ

尾上伸一 さん

横浜市教育センター　
横浜での学校ビオトー

プづくり

パネルディスカッション

塩瀬治 さん
自由の森学園中学校校長

仙田考 さん
環境デザイン研究所

共催　ゲーテ・インスティトゥートJapan（ドイツ文化センター）、
　　　千葉大学（現代ＧＰ共生環境デザインによる房総半島活性化支援プログラム）
　　　東京工業大学 教育環境創造研究センター

後援　文部科学省（予定）、環境省（予定）、国立教育政策研究所（予定）、社団法人日本
造園学会、社団法人日本建築学会（予定）、日本環境教育学会（予定）、学校と
地域の融合教育研究会、IPA（子どもの遊ぶ権利のための国際協会）日本支部

主催　こども環境学会（大会 2009（千葉）実行委員会）
　　　申込み、お問合せ先：http://2009.rdy.jp/midori/

（予定）

東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
学術総合センター

一橋記念講堂
２階中会議室２・３・４

会場はセキュリティの都合上、建物入口で訪問先
を聞かれますので、このチラシをご持参ください。
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日独子ども参画・共生環境シンポジウム「緑が学校をつくる」
参加申込書

http://2009.rdy.jp/midori/
からも、カンタンにお申込みいただけます

http://2009.rdy.jp/midori/からも、カンタンにお申込みいただけます。ぜひご利用ください。

申込日：　　　　年　　　月　　　日

送信人Fax番号

ふりがな

貴所・貴校・貴社名
ご所属部署

など

簡単なご住所

ご連絡し易いお電話

メールアドレス

お名前

@

15:10- パネルディスカッション

オルトルート クールさん

仙田 考さん

 こども環境学会事務局（および大会2009（千葉）実行委員会事務局）
〒261-8586　千葉市美浜区若葉2-11　放送大学仙田満研究室内

お問合せ 070-5449-3539（担当：ホリ）、ホームページ http://2009.rdy.jp/midori/

Fax
020-4665-3065

13:10- 基調講演

首藤 万千子さん（世田谷区より）
槇 重善さん（習志野市より）
尾上 伸一さん（横浜市より）

保護者の視点から

造園家＆保護者の視点から

教員の視点から

NPO緑が学校をつくる代表

自由の森学園中学校校長

環境デザイン研究所

司会：木下勇さん

塩瀬 治さん

ゲーテ・インスティトゥート
Japan代表

こども環境学会会長

Goethe-Institut Japan

NPO緑が学校をつくる代表

開会主旨、挨拶

共催挨拶

仙田 満さん

14:10- 事例報告
オルトルート クールさん

13:00- 開会

子どもたちの豊かな成育に向けて

子ども参画のエコロジカルな校庭環境づくり

小澤 紀美子さん15:00- コメント

仙田 満さん16:20- まとめ

ドイツベルリンの学校の半数の校庭を緑と遊びの楽しい空間に変えているNPO Gruen Macht Schule「緑が学校をつくる」の代表ランド
スケープアーキテクトのオルトルート・クール女史を迎え、「緑が学校をつくる」活動の実際のお話を聞き、日本の学校ビオトープや校庭
の緑化、遊び場づくりの事例を交えながら、子どもたちの豊かな成育に向けて、これからの校庭を魅力的にする方法をともに考えます。

日時　　２００９年２月１日（日）
　　　　１３：００～１６：３０
会場　　一橋記念講堂（学術総合センター）
　　　　２階中会議室２・３・４
　　　　東京都千代田区一ツ橋２－１－２
定員　　１５０名先着順
入場料　無料

Ortrud Kuhl（オルトルート・クール）
NPO緑が学校をつくる代表、ランドスケープ
アーキテクト、プロジェクトマネージャー

1971
1972

1974～1978

1978～1983

1984～1987

1989～1994
1994～

ベルリン工科大学空間設計学修了
同大学にて、環境保護の妥当性と問題につ
いて教鞭
　　　ベルリン市公園・庭園課　自然保護
　　　事務所に所属
　　　ベルリン工科大学にて街のオープン
　　　スペースの設計などに関するプロジ
　　　ェクト指揮
　　　同大学にて、ベルリン市内、公園の枯
　　　死の影響に関する国際的プロジェクト
　　　実践
　　　ベルリン自然保全基金財団所属
「Gruen macht Schule（緑が学校をつくる）」
コーディネーター

東京学芸大学名誉教授、
日本環境教育学会会長

こども環境学会会長、
放送大学教授

千葉大学教授、
こども環境学会大会2009（千葉）実行委員長

下記の通り、「日独子ども参画・共生環境シンポジウム・緑が学校をつくる」に申込みます。
（定員に達した場合は、事務局サイト=http://2009.rdy.jp/midori/にてお知らせするとともに、受付を終了します。あらかじめご了解下さい）

ＩＰ電話などの場合、043-290-3108までお願いします



「緑が学校をつくる」から学ぶこと  シンポジウムの開催にあたり 

千葉大学大学院園芸学研究科 木下 勇 

 

クールさんたちが関わった学校の校庭を見せていただいたのは 2005 年の時。その校庭のな

んとも楽しい雰囲気に驚いた。まるで遊び場。秘密基地があったり、面白い遊具、起伏に

富んだ地盤面、素材もいろいろ。公園の遊び場のようで公園とも違う。やはり学校の遊び

場。 

 学校の遊び場というと我が国の学校のほとんどがなんか寂しいイメージなのは気のせい

か？いや校庭も運動のことは考えられていても、あまり遊びの場としては考えていないよ

うである。遊びは面白さの追求で子どもの様々な好奇心を育む。そこに様々な学びの糸口

がある。校庭の環境はそういう意味で隠れたカリキュラムである。学校を緑のオアシスと

することで子どもたちの暴力的行為も抑止され、子どもたちの感性、創造生が育まれる。

クールさんたちの組織「緑が学校をつくる」はそんな活動を２０年以上続けて来て、いま

やベルリン市のおよそ半数の学校でそんなプロジェクトを進めて来たという。 

 我が国の校庭改善では学校ビオトープづくりが盛んに広がったが、クールさんたちが関

わったベルリン市の学校の校庭改善の事例ではもっと多様にいろいろな形態がある。とり

わけ私の目についたのはアートの要素である。それが楽しさをさらに演出している。木の

カービング、石を彫る造形、生徒のそれぞれの年齢、地域の関わりで多様な環境の造形が

なされている。それぞれの学校の環境条件と生徒や教師、地域の関わりで個性ある環境が

形成されている。それが「私たちの学校」という人々の学校への愛着を形成し、また環境

への関わりの主体性を育んでいる。 

 我が国では H19 年から始まった「放課後子どもプラン」のように、ますます子どもたち

が学校で過ごす時間が増えている。さすればこのように学校の校庭をはじめ環境を遊びの

場として豊かにしていくことが求められる。できれば学校のみが遊び場ではなく、周辺の

道路から公園など緑の連続性とあわせて遊び場の連続性が築かれることが必要である。そ

んな環境づくりに学校から地域社会を巻き込んで、今の時代に必要とされる環境と共生し

た地域づくりへの道筋も「緑が学校をつくる」から学ぶことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご挨拶に代えて  

こども環境学会会長・放送大学教授 仙田 満 

 

子どもたちにとって自然体験から学ぶことは極めて大きい。自然体験を通して子どもたち

はたくましくなり、感性を磨き、友情を育む。しかしながら都市に住む子どもたちにとっ

てはますます自然体験ができにくい環境になりつつある。今、日本の子どもたちは学校と

公園でしかあそべなくなっている。しかも公園は犯罪に出会う場所というレッテルを貼ら

れつつある。学校が唯一残された日常的な緑にふれ、自然体験ができうる環境だ。学校を

緑の環境に変えることは、子どもたちの成育にとって極めて重要と考えられる。このシン

ポジウムが現代日本の子どもの成育環境としての学校が大きく変化する契機になることを

期待したい。 

 
Grün macht Schule 「緑が学校をつくる」2009/2/1 
 ドイツ文化センター（東京）語学部長 ユルゲン・レンツコ（Jürgen Lenzko） 

 

「エコロジー」という重要なテーマを扱う今回のシンポジウムが多くの機関の共催で行わ

れ、ドイツ文化センターもその一員として参加できる事を嬉しく思います。 

 

ドイツ語のタイトル「Grün macht Schule（緑が学校をつくる）」は、掛詞です。 

「Etwas macht Schule（直訳：何かが学校をつくる）」は 、ドイツ語で 、 

「何かが他の模範となる」という意味になるのです。  

 

ドイツの外務大臣シュタインマイヤー主導のイニシアチブ「学校：未来を拓くパートナー」

は、世界各国の 1000 校をネットワークで結び、共通のテーマについて議論しよう、という

ものです。そこでのテーマの一つも、やはり「エコロジー」です。 

 

未来の子ども達によりよい住みやすい世界を残すための、第一歩となりますように。  

 

緑が学校をつくる 

東京学芸大学名誉教授・日本環境教育学会会長 小澤 紀美子 

 

 「学び」とは文化の伝承システムである。子どもは、その成長過程において様々な体験

や経験を積み、多くの人とのかかわりから共感性や感受性を育み、「生き方」に学び、「体

感」し、「結びつけ」て「未来をつくるスキル」を獲得していく。探求創出表現型教育と協

同的な学習により、子どもの「内なる自然」を豊かにし、内発的な力を発展させ、人と人、

人と自然、人と文化・歴史、人と地域、人と地球との関係を再構築し、持続可能な地域や

未来を創っていく。 



Gruen macht die Schule 「緑が学校をつくる」 

学習と生活の場としての校庭 

 

オルトルート・クール（工学士, ランドスケープアーキテクト） 

 

校庭改善の理由 

子どもの成長にとって、多様で自然に近い環境、そして自然とその要素に親しみながら体

を動かすことは、健全な発達のための重要な基礎であり、体験の場でもあります。 

 

子どもの生活と活動の空間は、文明の影響により著しく狭められています。都会の空き地

における遊びと体験の機会は、交通量の多さや建物の密集、また大量のメディアの消費の

ために抑制されています。そのうえ子どもの自由時間は、大量のメディアの消費に左右さ

れているのです。一方では運動不足と過剰な刺激、もう一方では自然の刺激の欠乏、そし

て交流の少なさがその結果です。多くの子どもたちは、すでに小さなころから 

・姿勢の悪さ 

・運動神経の発達障害 

・集中力と強調性の欠如 

・社会性のない行動 

・攻撃性 

を病んでおります。 

 

学校は子どもの生活の重要な構成要素です。学校で長い時間を過ごすということだけでは

ありません。学校ではほかの人間との交流が生まれ、新しい体験の世界が広がるのです。

それは授業を通してだけ広がるというわけではないのです。だからベルリンでは校庭に大

きく注目しているのです。子どもたちがその生活のかなりの部分を学校、ひいては校庭で

過ごすからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目標 

私たちの目標は、校庭を子どもにふさわしい生活空間、街中の緑のオアシスにするという

ことです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真 F1                 
ガリレイ小学校              

 

ベルリン州行政機関のなかでこの問題と取り組

です。「緑が学校をつくる」は 20 年以上も学校
のり、助言をしてきました。 

「緑が学校をつくる」が援助することにより目

・参加型の計画・造形プロセスという新しいか

・不足している遊びと体験の機会を、子ども、

つくりだすこと、あるいは改善すること。 

・専門的でグループや年齢層にあった助言や援

・異なった年齢層、異なった民族の子どもと大

すること。 

・子どもと若者たちに自然環境・社会環境の重

に協調した行動を自ら取るようにはげますこと

 

コンセプト 

学校は知識を伝授するだけの施設以上のもので

憩いの場となれば、学校は生活空間としての価

ふさわしい校庭は、子どもたちの創造性を養い

を減少させるのです。こうした校庭は、美術や

な授業の場をもたらすのです。 

 

 

 

     写真 F2 

 

  アン・デア・ベーケ小学校 

んでいるのが特設部門「緑が学校をつくる」

の環境プロジェクトの計画や実施の相談に

指す目標は次のようなものです。 

たちを試し、実現すること。 

若者、大人の空間的・社会的環境のなかで

助をおこなうこと。 

人のあいだの社会的相互作用と共存を促進

要性を敏感に感じてもらい、持続的な社会

。 

あるべきです。味気ない校庭が変化に富む

値を得るのです。自然を生かした子どもに

、活動的な姿勢を促し、生徒たちの攻撃性

スポーツや自然科学といった科目にも新た



参加 

それにふさわしい校庭改善の成功の鍵を握るのは、校庭を使うことになる人々、つまり生

徒、教員、そして親が、計画と実施に初期の段階から継続的に参加することです。そうす

ることで自発性が強められ、潜在的に持っている創造性が活用され、責任感も高めること

ができるのです。改造プロセスに参加者は、作業の際、造園家や専門会社から、それにア

ーティストからも専門的な手ほどきを受けます。 

 

成果 

このアプローチにより、ベルリンでは持続性のあるコンセプトを用いて、これまで 400 以
上の学校が子どもにふさわしい緑地とエコロジカルな学習の場に生まれ変わりました。こ

うした校庭の大部分は、子どもたちが遊べ、体を動かし、自然を意識的に体験できるよう

につくられています。校庭は開かれた固定化していない構造を持つことになり、発展しつ

づけていくことが可能となるのです。 

 

ベルリンのモデルは、参加型という基本のほかにも次のようなエコロジカルな目標も目指

したものです。 

・舗装撤去と雨水管理 

・耐久性のある原料を用いたリサイクリング資材の使用 

・現地にふさわしい木や茂みの植え込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 F３                      写真 F４ 

ゲーテ上級学校                 ゲーテ上級学校   

改造前                     改造後 

 

さらに校庭改善の計画と実施は、芸術的な観点からもおこなわれます。生徒プロジェクト

は、経験豊かなアーティストの手ほどきにより実施されるのです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 F５ 

フレーミング小学校 

 

資金／効果／影響 

このようにして、州行政機関の特別プログラムとヨーロッパ連合から交付される校庭改善

用資金は、目的をはっきりさせて使うことができるのです。それが教育・社会面の能力を

向上させ、計画の誤りを避けることで経済効率もよくなるのです。 

 

利用者がみな学校を取り巻く環境に溶け込み、学校の社会的雰囲気が目に見えてよくなっ

たことはその成果です。さらに居心地のよい場所となった校庭とその好ましい雰囲気は、

民主主義的な態度を養い、暴力の予防にもつながります。そして関係者全員の参加、とく

に子どもや若者の参加は、責任を持つことやさまざまな能力を伸ばすことを促すのです。

さらに重要なことは、子どもや若者たちが必要とすることが変化していくのに対応できる

よう、校庭がつねに発展のプロセスにあることなのです。 

 

（翻訳協力 ゲーテ・インスティトゥート Japan、監修：木下勇） 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
■世田谷区立守山小学校は、下北沢駅か

 程入った新宿の副都心も間近に見える

 もの数も１６０名程度と小さな学校で

■きっかけは 1998年、“イギリスに学ぶ
冊子から。地域住民と教師、専門家が、

境を創り出し、その過程がそのまま子ど

組みを知り大きな衝撃を受けました。 

『子どもが、子ども時代の大半を過ごす

環境に配慮したものに・・。何かできな

■1999 年世田谷区が各小学校 PTA に委託

ったお一人のまちづくりプランナー荻原

プ”を行いました。 

■2001 年、守山小の 70 周年の記念事業

こんな学校の会」という市民グループを

庭に２ｍ×７ｍの小さな池(ビオトープ

 

 

 

 

 

 

 

どうしたら生きものが住みやすいところ

話し合い、そしていよいよ、実際の作業

が沢山来て、スコップで穴掘りをしたり

■2002 年、学校が総合的な学習の研究奨

保護者、地域住民が参加する地域に開か

会長は歴代の校長先生。また専門家を招

での計画がその後の校庭づくりの基盤に

■このころ衝撃的なことが・・小鳥の森

■校庭づくり・・自然復元のために地域

■それから５年、たくさんの専門家、（財

や、世田谷区教育委員会施設課、公園課

屋上緑化、と子どもたちと一緒に校庭づ
事例報告：世田谷区立守山小学校  

     あったらいいな、こんな学校！！ 

          （あったらいいな、こんな学校の会 会員 首藤万千子）
ら歩いて 10分程度、環七から１０ｍ 
敷地面積が 3,038平方メートル、子ど 
す。 
環境学習・まちづくり'９７”という 

子どもと共に豊かな校庭やまちの環 

もたちの環境学習になるという取り 

場所である学校を楽しく、居心地よく、 

いだろうか・・。』 

している家庭教育学級(成人学級)に、上記の冊子づくりに関わ

さんを招いて“「あったらいいな、こんな学校」ワークショッ

として校庭に手を加えたい、という意見が／「あったらいいな、

つくって世田谷まちづくりファンドの助成を受け、その年は校

)を作りました。 

になるのか学び、班ごとに紙や毛糸で池の設計をして発表し、

。当時はまだ土曜日の授業もあったので、お父さんやお母さん

、泥をこねて、みんなで池をつくりました。 

励校となったことをきっかけに、先生全員と職員の方、そして、

れた会「あったらいいな、こんな校庭の会」を立ちあげました。 

き、校庭づくりのワークショップを行う。このワークショップ

なっています。現在も 1年に 1度行っています。 

がなくなる・・学校環境に責任を持つのは誰？ 

の昔を知らなくては・・・3世代マップづくりを行いました。 

）世田谷まちづくりセンター（現世田谷トラストまちづくり）

また事業者などの協力のもと、落ち葉だめ、野草園、風力発電、

くりに少しずつ取り組みました。 



最初のワークショップのまとめ 現在の組織図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2006～2007 年には世田谷まちづくりファンド・まちを元気にする拠点づくり部門」の助成で校庭内に

多目的なボードデッキと、コンクリート池の改造という大きな事業を行いました。地域の核としての校

庭の可能性が。“安全”の問題が学校の先生方との話し合いの中でも問題に。子どもたちの遊びの幅が

広がったようです。（水辺の遊び、高さがある遊び、おしゃべりや寝転んだり。居場所として。） 

■授業での取り組み／校庭と八王子長沼公園での、虫と木の観察会（3,4 年）自然観察指導員のガイド

つき／その年の校庭作りの課題を、授業で扱う（校庭の会は支援をします。） 

■授業外の取り組み／夏の校庭おとまり会の夜の観察会／通信発行／校庭の手入れ 

                             

 

 

   

  

 

 

 

 

■パッチワークのような校庭の様々なコーナー 

■生きものの種類がとても増えました。 

■２００６年校庭づくりに関わった中学１年から高校１年までの卒業生にアンケート配布。140 名中 50

名回答「みんなと一緒になって考えたり、協力して作業したりして、とても楽しかった。」「他の誰かが

つくったのではなく、自分たちの手でつくったことが大きな力になったし、自信も持てるようになっ

た。」「授業を通じて環境のことを考え、実行できてよかった。」「やりがいがあった。」「充実していた。」

「地域の住民たちが自分たちで（自治体とは別に）地域を創り出すのはいいことだと思う。」 

■失敗や課題・・自然相手なので失敗も/先生・大人・子どもが一緒にできる時間が少ない/子どもの参

加のノウハウが欲しい、重要性を認識して/子どものイメージをかたちにできたら 

■お母さんたちの言葉から・・完璧を目指さず、柔軟に緩やかに続けていきたい。/子どもたちが授業

の中でいろいろ考えたりぶつかったりして成長して欲しい/いろんな人に出会って欲しい/先生にとっ

ても楽しい学校でありたい/学力も大切だけれど印象深い授業を/ 



2009(平成 21)年 2 月 1 日 
こども環境学会大会 2009(千葉)プレイベント・子どもの参画共生環境シンポジウム 「緑が学校をつくる」 

 
地域住民主体で進めた校庭改善活動 
 
                槇  重 善 

習志野市立谷津南小学校 学校環境を考える会 
習志野市立秋津小学校 秋津コミュニティ工作クラブ 
横浜市環境創造局 
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１ 短期間に達成感が共有できた幼稚園での遊具づくり
   1993(平成 5)～1996(平成 8)年、秋津幼稚園での廃材活用の遊具づ

立  場：幼稚園 PTA の中の有志、秋津コミュニティ工作クラブ世話役
仕組み：幼稚園園長、教頭先生からの声かけ、PTA役員の積極的な

門家（造園、建築）の企画、設計、土曜日午前中の作業への保

予算は PTA から 
つくったもの： タイヤピラミッド、古い電柱を利用した塔、とりで、植樹

   感じたこと：保護者の協働作業で大きな仕事ができる。管理職の保護

を活性化する。地域の仲間ができると楽しい。 
   気をつけたこと：2 時間くらいで作業を区切ること。 
 
 
２ 小学校での校庭改善活動 はじめの頃の活動  

1997(平成 9)～2001(平成 13)年、谷津南小学校で校庭改善活動を進

開始、２つの小学校の田んぼづくりに参画 
   立  場：校庭改善を目的とする地域組織の会長、活動の企画調整、
   仕組み：小学校の管理職、教師、現役 PTA、PTA OB、地域住民を会

曜日午前中に活動 

つくったもの：大きなタイヤピラミッド、花壇の枠を利用した池、小川と

から、[秋津小学校の自然観察園づくりは校長先生からの寄付

   感じたこと：組織立ち上げは積極的な教頭先生、教務主任の参画が大

に授業があったので学校とのコミュニケーション、子どもたちと

いを感じることが多かった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20谷津南小学校 2003 年 11 月植樹計画の模型づくり

 
 

93 年 7 月 秋津幼稚園とりでづくり

 
くり協働体験 
 
参加、地域在住の専 
護者、園児の参加、 

等 
者への声かけは活動 

める団体をつくり活動 

ものづくりの設計者 

員とした任意団体で土 

田んぼ、費用は寄付金 

金と PTA 資金] 

きな力だった。土曜日 

の交流ができてやりが 
 

04 年 2 月 28 日植樹行事本番 



３ 最近の活動 
2002(平成 14)～、谷津南小学校中心に校庭改善活動を継続、 
つくったもの：地域側からの提案で財団法人都市緑化基金の緑化事業助成を得て、大規模 

な築山造成、500 本をこえる苗木を植樹、鳥の形のアート、田んぼの柵、滝の更新 
感じていること：小学校の先生方の異動時に活動の内容がうまく引き継がれない。土曜日の 

授業がなくなって教職員とのコミュニケーションが困難になり、子どもたちと出会う場 
面が少なくなった。現役 PTA、保護者の参加が少なく活動の発展性確保が課題。田 
んぼ、樹林地の育成は人手がかかるが自然とのふれあいの体験として貴重。長期 
的な校庭育てには地域住民の協力は欠かせない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 年 11 月植樹後 4年 8カ月  谷津南小学校 2004 年 6 月植樹後 3か月 

４ 活動で考えていること 
（1） 子どもの健やかな育ちに必要な体験の多くは、家庭、小学校、これらを含む日常生

活圏の地域社会で獲得されるもの。 

（2） 小学校の環境(屋内・屋外)は、子どもたちの成長に大きな影響をもたらす。特に、校

庭はデザイン、自然の要素などで多様な体験をできるようにできる。 

(3) 子どもたちにとって身近で、頻繁に接する空間にこそ多くの自然、美しいものを用意

すべき。校門付近、校舎に近い場所は重要。 

(4) 小学校は、核家族の親同士が知り合いになり、子どもたちのためにという共通の目

標で協働できる場で、地域コミュニティの醸成に大きな役割を果たす。 

(5)  この空間を育てようとする大人の態度、行動から子どもたちは自分の居住地に対

する肯定的な感覚を育てる。 

(6) 子どもたちは地域の大人の連帯して活動する姿を見ている。大人の後姿は子どもた

ちの中に、身近な環境を自分たちの手で改善していこうという気持ちを育くむ。 

(7) 継続して関わることで地域住民にとって校庭は地域の庭になる。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋津小学校 2000.6 月 自然観察園完成図 
2007.7 月 ザリガニつり



横浜市での小学校の校庭活用について 

                       横浜市教育センター 授業改善支援課 
                                    尾上 伸一 
 
 横浜市の小学校では、１９９０年頃より、校庭に自然体験の場を創り出す取組が活発に展開されてき

た。出来上がった場所の名称は、「トンボ池」「自然広場」「学校ビオトープ」など、学校により様々であ

るが、創り出そうとする動機は、「子どもにとっての体験的な学びの場づくりのため」と共通していた。

（都市部では、どこもそうであるように）横浜市内では、子どもたちが自然体験を積み重ねられるよう

な場所が、地域からは姿を消しつつあり、学校の校庭が生き物や自然とふれあえる場になることを願っ

てのことである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 その頃、横浜市での環境行政が、積極的

保全局（現在は、環境創造局）は、「エコ

論を提唱し、都市部の環境度を上げること

実践的に市内で展開していた。その「エコ

れている緑地、さらには海岸等の様々な場

実践のフィールドの一つとして、小学校の

の小学校があるが、その校庭の環境度が上

の推進という視点からは、必要不可欠の取

 その後、「総合的な学習の時間」が導入さ

されたこと等も校庭に自然体験の場を創り

からは、「学校田んぼ」の良さを見直す動

いった名称のスペースが、横浜市内の多く

ただの稲作の場としてだけではなく、土づ

あったりすることが研究されている。 
 このように、横浜市の小学校では、校庭

環境教育の大きな柱として根付いていたよ

徐々に教職員の高齢化が進み、各学校では

が重なり、せっかく創った自然体験の場の
下永谷小学校の 
 メダカとトンボの池

「ふれあい水辺」 
□ 子どもたちの活動

で創り変えられ広げ

られている。 

に学校を支援したことも大きな後押しとなった。当時の環境

・アップ（エコロジカル・スタンダード・アップ）」という理

で、生物復元と子どもの自然体験が可能になるという試みを

・アップ」の実践は、横浜市内の河川や公園、または保全さ

で、市民と一体となった動きとして実践されていった。その

校庭は拠点であった。横浜市内には、３３０校以上（当時）

がり、子どもの体験的な活動が保障されることは、環境教育

組であった。 
れたことや、横浜市としての環境教育アクションプランが示

出す動きを後押ししたことになる。又、１９９０年代の後半

きも広がりを見せ、「学校田んぼ」や「バケツ稲コーナー」と

の小学校で見られるようになった。ここでは、学校田んぼが、

くりの体験の場であったり水田に集まる小動物の観察の場で

を自然体験の場とするために「エコ・アップ」する取組が、

うに思えた。しかし、その後２０００年に入った頃からは、

、取組の中心となっていた教師の異動による推進者不在問題

「荒れ」が問題視されることがあった。例えば、創られた水



辺で、ガマなどの強い植物が生い茂り、乾燥化していったり、畑では連作が重なり、作ろうとしている

作物が雑草に負けてしまったりというような事例が報告されていた。 
実際に、「子どもにとっての自然体験的な学びの場」というのは、創り出してから後が大切である。ま

ず、授業プラン（カリキュラム）と結びつける必要がある。又、維持活動についてはＰＴＡ活動や地域

活動、または外部機関等と連携して行っていく必要がある。そのためには、校内にカリキュラムを考え

る組織やＰＴＡや地域と連携するための組織をつくることが求められる。さらに、教職員には、自然体

験の場を創ったり、そこでの授業の展開を考えたりするスキルを身に付けることも求められる。その他

にも、多くの知識や技能、子どもと共にかかわる時間と情熱等、一連の活動の担当者ともなると、様々

な方面からの要求に応える必要が生じてくる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 地域活動の一環として行われて

いるトンボ池の整備作業 

 

□ 「歓声の中、進められる水辺づくり」 子ども

たちには水辺づくりが最高の体験になる。 

一度は大きな動きとなって、横浜市内の小学校を中心に創り出された「子どもにとっての自然体験的

な学びの場」であるが、上記のような理由もあり、２０００年に入った頃からは、取組そのものは、沈

静化していったように思える。その後、横浜市の小学校は、２０００年代中盤より、年間５００名～７

００名を越す教師を採用する時代を迎え、校内での人材育成が最重点課題となった。又、そのことは、

学校が新たな体制で動き出すことを求められることとなり、学校と保護者や地域との関係づくりも新し

い局面を迎えた。そのような時代がここ数年続いていることになる。 
そして、現在では採用から３年、５年と経った教師が、「子どもの体験的な学び」に対しての必要感を

持ち、動き始めた様子を感じることができる。それは、かつて「子どもの体験的な学び」を学校で大切

にしていた教師が、現在、学校や研究会といった 
組織の中でリーダーとなり、指導性を発揮してい 
ることに関係している。明らかに、横浜市内の学 
校が、１９９０年の頃とは違う新たな視点で「子 
どもの自然体験」をとらえ、それぞれの学校がそ 
の地域の特性や、学校が築いていこうとする文化 
に目を向けながら校庭活用の取組を始めたように 

□ 小学校で行われる校内の自然をお互

いに紹介する授業 
思える。 



ドイツとのつながりからの学校空間創造の実践について 

 自由の森学園高校・中学校       塩瀬  治 

 1989 年度からドイツの様々な「ビオトープ」を教材にした授業を高校生の生態系と

いう項目で行ってきました。コンクリートで固められた無機的な公園、学校、都市空間

が劇的に多用な生物がすむ環境につくりかえられていく写真は生徒達に衝撃を与えま

した。学校の周囲にゴルフ場がつくられるという計画が契機となって生徒達自らが「ビ

オトープ」を設計し、施行し、植樹していくプロジェクトが 1991 年に実行されました。

農村環境研究所に自分たちで訪れ、学習会を開き、のべ 100 人ほどの生徒達の手によっ

てつくられたビオトープは現在、18 年目を迎えています。1998 年からほぼ、毎年生徒

達が参加するドイツ研修旅行を行ってきました。そのうち、4回は講演者のクールさん

が実践されているベルリンでの仕事を見学しました。クールさんの実践から生徒達は、

学校に緑地空間を自ら話し合って設計したり、夢のある空間をつくる創造性が人間が成

長していく上うえで重要な要素であることを感想に記していました。 

 水、空気、太陽、土などの人間の生存基盤の大切さを感じる事、そこで体験する事、

そして人間らしい共感や連携に気がつく事などを学びとっていました。 

 

  写真 1 工事 3年目のビオトープ         写真 2 今年のビオトープ  

  行政・市民・会社がこのプロジェクトを支え、社会的な動きを作り出していくすご

さも生徒達はレポートしました。 

 自由の森学園のビオトープは荒廃するのを防ぐための管理の動きや、アメリカザリガ

ニ、ブタクサなどの外来種の蔓延を防ぐための活動が起こりました。また、ビオトープ

だけではなく、目隠しして、足の感覚だけで歩く小道(フィーリングロード)の設置、柳

の木でつくったテントづくり、ツリーハウスの設営、なたねプロジェクトと多岐にわた

っての活動がおこりました。ドイツで見聞した環境教育施設や多様な実践例がヒントに

なったものもあり、ビオトープはそのシンボル的な意味を持ったと思われます。 



日本・海外の校庭・園庭環境とその改善について 

環境デザイン研究所 仙田考 

 

 

 

 

 

 

  

校庭・園庭はこれまで体育をはじめ

整備されてきた背景があります。し

育の場であるとともに、遊び、生活

と学習し成長してゆきますが、日本

 

国際的な視野で捉えると、実は日本

の姿として、中央に広い土の運動場

ール、学級農園、鑑賞池、飼育小屋

児童一人当たりの基準面積に留まら

植物栽培や動物とのふれあいの機会

「校庭施設の内容」についても古く

エコスクール、運動場の芝生化など

なりました。こうした背景も踏まえ

どの学校でも標準として存在してい

 

しかし、現在ある校庭・園庭の姿は

長につながっているのであろうかと

 

欧米諸国でも校庭環境は荒れた環境

ツをはじめ米国・英国・北欧など各

きとした校庭・園庭環境に生まれ変

ず、学校全体のコミュニティによる

 

校庭・園庭は子ども達が一日の内最

学びの場、交流の場、そして生活の

して子ども達のみならず、大人達の

ます。校庭・園庭には大きな可能性

て、次世代を担う子ども達の成長の

写真左：ゆうゆうのも
とする、運動やスポーツのための

かし学校の校庭・園庭は、運動の

の場です。屋外での多様な体験を

における校庭環境は長きにわたっ

の校庭・園庭は恵まれているとも

があり、敷地周辺部に樹木、その

などがあります。日本では校庭施

ず、明治 38 年に学校園設置奨励が

を明記、学校植林活動や学校緑化

から言われてきました。また、19

、地域や地球に配慮した環境緑化

て、前述された校庭施設が各学校

る国は、おそらく他に無いかも知

、果たして子ども達にとって、魅

いう疑問があります。 

となっているところも多くありま

国で校庭改善運動が起こっており

わった事例も多く生まれています

創生など sこども参加のプロセス

も身近で、長く過ごす屋外環境と

場として、子ども達がのびやかに

交流・居場所としても大きな役割

が秘められています。ますます魅

場として、さらなる全国的な展開

り幼保園、中央：四街道さつき幼稚園
空間－運動場－として中心的に

みならず、子ども達にとって教

通して、子どもたちはのびのび

て画一的なものとなっています。 

言えます。典型的な小学校校庭

近くに鉄製遊具、砂場、屋外プ

設については、「校庭の大きさ」

発され、学習指導要領のなかに

の推進、屋外環境整備指針など、

90 年以降には学校ビオトープや

も積極的に行われているように

で整備され、これだけの施設が

れません。 

力的で、豊かな遊び・学び、成

す。状況を改善するため、ドイ

、そのなかで、魅力的に生き生

。また創生された施設のみなら

にも注目されます。 

も言える空間です。遊びの場、

成長できる重要な屋外空間、そ

を果たしうる地域の場でもあり

力的な校庭・園庭環境を目指し

を願ってやみません。 

、右：宮前幼稚園 
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