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はじめに―女子大学の建設実践の試み

活動の目的
　インテリア・建築系分野の女子大生の学び
として授業での学びは勿論であるが，3つの
課題①社会・地域との結びつき②環境への配
慮③歴史・文化への眼差しを設定した小規模
建物の建設実践での学びが本活動の対象であ
る。その活動は教員の指導の下，学生主体で
運営され，設計・建設の技術・知識の習得に
止まることなく上記3つの課題に，関心・工
夫がどのように創出し定着するか，課題を通
してどのように学生個々の学びが変容する
か，また実践的な学習を通して，実践学習プ
ログラムのあり方を探ることにある。
　今日，改革期の大学においては，座学のみ
ではなく，手足を動かし，額に汗した「もの
づくり」やフィールドワークや学外において
コミュニティを構成しつつ為される協働的な
学びが数多く試みられている。「ものづくり」
や協働作業が学習者にとっては学ぶことへの
強い動機づけや学ぶ意味の発見となり，また

深い理解につながることを私達は既に経験的
に知っている。岐阜女子大学住居学専攻にお
いて数年前より行われている様な建設実践プ
ロジェクトもそのような未来に向けての学び
のあり方の模索から始められたものである。
より具体的には授業での学びを建設実践によ
りさらに理解を深めると同時に協働によって
社会で必要とされるスキル，ホウ・レンソウ：
報告・連絡・相談をはじめ責任感，協調性，
連帯感，自主性，積極性，提案力及びコミュ
ニケーション能力等を身につけ実社会で活躍
することにある。

活動概要
実施された建設実践プロジェクト
Ⅰ　「実習棟」　2004～2006

Ⅱ　 竹による避難所の間仕切の開発制作　
2004.11～2005.09

Ⅲ　 ビオトーププロジェクト
2006.07～2008.12

Ⅳ　土橋づくり　2006.11～12

Ⅴ　竹垣づくり　2007.03～07
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Ⅵ　「竹のあずまや」　2007.10～2008.02

Ⅶ　「森遊びのあずまや」　2008.04～11

Ⅷ　「茅葺の休憩所」　2007.04～2009.06

Ⅸ　学生食堂リニューアル　2008.04～09

Ⅹ　実習棟エクステリア　2007.09～2009.03

Ⅺ　 「保育実習室：読み聞かせ絵本館」
2009.04～

　これらのプロジェクトは教員や専門職の指
導の下，学生が主体となり，金槌

づち

，鋸を使う
のも覚束ない状態を次第に克服しながら建設
をしたものである。以下各章で紹介してい
く。 （文：森雅治）

Ⅰ〈実習棟〉建設プロジェクト 
 （2004～2006）

活動のねらい
　本実習棟建設プロジェクトは住居学専攻に
よる建設実践プロジェクトの最初の取り組み
プロジェクトである。活動の基本的ねらいは
巻頭に著したが，初めてのプロジェクトでも
あり，具体的にここに整理してみる。本学の
教育方針「実務重視の教育」を受け住居学
専攻の教育方針として以下の3点を掲げてい
る。「①社会に通用する人材の育成　②実務
教育を重視　③技術者を育てる」この基本方
針の下実践・体験型教育の実施「実習棟を建
てる会」を設立し活動が始まった。さらによ
り具体的なねらいは次の事項となる。①授業
での学びを現場で現物・現実」を知り，さら
に内容の理解を深める。②住居学専攻の学生
の就職先は住宅関連会社が主体であり木造の
知識は欠かせない。木造に強くなることによ
り就職活動は自信をもって取り組むことがで
きる。他大学では鉄筋コンクリート造，鉄骨
造は教えるが木造は熱心に教えない　③協働
することにより就職活動及び社会に出て必要
となる社会常識である責任感，積極性，主体

性，提案力，ホウ・レン・ソウ：報告・連絡・
相談やや組織での企画，運営の仕方を学ぶ等
が主なる活動のねらいである。

本プロジェクトの概要・活動概要
　教師の指導の下，学生が主体となり，企画，
設計，確認申請手続き，地鎮祭・竣工式及び
建物建設：建築，インテリア，ファニチャー
を実施した。
建設地：岐阜市太郎丸80番地，岐阜女子大
学キャンパス内10号館南側敷地
構造・規模：木造平家建，延べ面積49.69m2

工事概要等：敷地測量，企画・基本・実施設計，
模型制作，確認申請，積算，地鎮祭，基礎工
事，建て方，屋根工事，建具工事，外装工事，
内装工事，設備工事，家具工事，竣工式と一
般的な木造住宅を建設する場合，必要となる
事項について一通り体験することが実施事
項であった。実施期間：2004/4～ 2006/7の2

年3ヶ月の長期間となったのは，この建物に
多くの学生が携わることのできるように考え
たからからである。はじめての取り組みでも
あり，その都度逡巡することが多々ありまし
た。実践し特筆すべきことの一部を取上げる
と・取り組みがユニークなこともありマスコ
ミ関係の取材も数回うけ，その都度「これを
本当に学生が建てたのですか？　うそでしょ
う」と何度となく言われ，建設のドキュメン
トをお見せし，納得いただきしました。ま
た，学生のマスコミ対応はコミュニケーショ
ン能力の育成のひとつになりました。・冬期
における基礎工事の鉄筋結束は軍手を使用し
ていても手が悴み，夏の外壁張りは汗だくと
なり建設工事のこれらに従事している人達の
ご苦労が身に沁みました。実社会で働くため
のよい経験となりました。実習を重ねること
により建設当初は，金槌

づち

，鋸の使い方もぎこ
ちなく，安心してみることができない状態で
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あったが竣工時にはなかなか堂に入ったもの
でした。
　2年3ヶ月の長期にわたる工事であったが，
無事故，無災害で無事に終えることができは
じめての建設実践プロジェクトとして，もの

づくり実践や地域の方の竣工式への参加等を
通し地域とのつながりをもつ等多くのことを
学び，成果をあげることができた。
掲載放映：岐阜・朝日・新聞2004.09，岐阜・
NHK東海地方ニュースTV・中日・朝日・
毎日新聞・NHKTV（中継）・朝日「英字」
2005.04～07 （文：森雅治）

Ⅱ　竹による避難所用間仕切の開発制作
 （2004.11～2005.09）

活動の背景
　平成16年に大学の教育方針「実務重視の
教育」を受け，始まった小規模建物の実習棟
の建設実践と並行するかたちで，平成17年
11月より大学キャンパス内の竹林整備及び
活用・環境保全・という大学の要望により住
居学専攻の学びに関係する本プロジェクトが
始められた。

活動概要
　この活動の全体のプロジェクト名を「竹取
物語」とネーミングした。活動のはじめとし
て，住居学専攻の学びに関連する演習として
何が考えられるのか検討することとした。そ
れに基づき竹の活用方法とその展開の企画書
を作成する。まず活用方法に密接に関係する
竹の特徴を共有するため，竹の特長について
学習した。分かったこと，木と違い中空であ
り，年輪がなく単位容積あたりの比重が小さ
い。木材に比較し単位重量あたりの強度が強
い（引張り強度約10倍）。乾燥に伴う伸縮が
小さい。欠点として繊維方向に割れやすく，
虫害を受けやすい等があり最適伐採期は9～
11月頃とされ竹齢は2～8年材が適当とされ
る等が分かった。以上の調査より建築用材と
して取り上げられる竹の特徴として軽く，持
ち運びが容易で強度があり加工も容易で扱い

写真1　建て方工事中

写真2　内装・サッシュの取付工事

写真3　竣工式での集合写真
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やすい材料であるであることが分かった。以
上の理解の下，以下のものが取り上げられた。
①竹を使った仮設住宅②防災用簡易テント③
竹垣④竹の遊具⑤竹紙制作⑥竹炭焼き⑦竹林
の手入れ（伐採により良質の筍収穫）等々で
ある。企画書としては簡単でできそうなもの
から取り組むことでスケジュール化され，簡
易テントはスケッチを作成し複数案を模型制
作，仮設住居は竹の性質・特徴を体験的に理
解するため実物に近いスケールで試作をし
た。この取り組みが始まった頃，新潟中越地
震で被災された方の避難所生活でのプライバ
シーが確保できないことが起因して生じるエ
コノミー症候群がマスコミに頻繁に取り上げ
られていた。このことより竹による避難所用
間仕切の開発・製作に取り組むこととした。
避難所生活の実態を理解するため夏休みを利
用し学生と教員で被災地での避難所生活及び
行政の関係者に聞き取り調査を実施しプロ
ジェクトへ反映された。このような経緯で避
難所用間仕切の開発・製作の活動が始まった。

計画と製作
　ここで避難所用間仕切として要求される事
項をまとめてみた。①手軽に持ち運びが可能
②組み立て設営等は簡単・短時間できる。
③備蓄は場所を多くとらない以上を間仕切り
の設計重要品質としてまとめていくこととし
た。いろいろ議論するなかでアイディアとし
て古くから和服などをかけて置く家具の衣桁
がありこれを参考に設計図は纏められた。1

面サイズは1800×1800，4本の竹を金具止め，
変形防止に×形，出入り口部分には逆V形筋
違いを配置したものとした。この2面を2箇
所の蝶番で止め，折りたためる構造とした。
これに1800×1800に縫製したカラフルな紐
付き布で張り間仕切りユニットの完成であ
る。このユニットを使い2畳，8畳，16畳サ

イズの3タイプを試作。防災の日に合わせ大
学の体育館に設営，体験宿泊を実施。概ねソ
フト，ハード面の期待された機能が確保され
ることが検証された。
掲載放映：NHK・TVほっとイブニングぎふ，

写真4　キャンパス内竹林で竹を伐採

写真5　防災の日に体験宿泊のため設営

写真6　実物大仮設バンブーハウスを制作
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岐阜・毎日・中日・読売新聞2004.04～09

 （文：森雅治）

Ⅲ　ビオトープ・プロジェクト
 （2006.04～2008.12）

本プロジェクトのねらい
　実習棟建設プロジェクトが終了し，次のプ
ロジェクトの種を模索している時に，大学か
ら本学敷地内にある湿地の環境整備ができな
いかという打診があった。この湿地には本学
のシンボルともなっている可憐なサギソウや
カキツバタが生育しており，健康栄養学科で
はそれらの植物の生育環境に関する研究も行
われていた。せっかく貴重で美しい植物があ
りながら，本学キャンパスの一番奥にあると
いう立地条件もあって，在学する学生たちに
もあまり知られていないのが実情であった。
　住居学専攻で学生たちが学んでいる建築分
野においても「環境との共生」は避けては通
れない大きな課題となっており，建築学及び
建築実務における環境共生のための知識と技
術を学ぶ上でも大事なテーマであることか
ら，この湿地の環境へのダメージを最小限に
とどめながら，賢い利活用ができることを考
え，ビオトープとして再生させることに取り
組むこととなった。

本プロジェクトの概要
　ビオトープとして再生していくにあたり，
まずはこの湿地の生物調査を行った。健康栄
養学科の協力を得て，湿地内の植生分布の実
態を把握すると共に，外部から専門の講師を
招いてトンボやチョウなどの昆虫や魚など水
棲生物の生育状況の調査を行った。
　生物調査の結果を踏まえて，学生など多く
の人がこれらの貴重な環境に触れられるため
にどのような方法が考えられるか検討し，湿

地内に木道を整備することを決め，湿地の生
態系にできる限りダメージを与えないで木道
を整備する方法を検討した結果，一列の支持
杭による自然素材の木道の設計図を描いた。
　実際には，沼状の湿地での施工のし易さな
どを試作で検討し，施工方法に改良を加えな
がら建設を進めていった。なお，この木道建
設に使用する木材を調達するにあたっては大
学周囲の里山の持ち主に許可を頂いて間伐を
行った間伐材を使用することができたことは
幸運であった。木道建設過程において新聞各
社で報道された（岐阜新聞2006年10月1日，
中日新聞2006年10月24日）。想像以上に時
間と労力を使う工事となり，足かけ2年をか
けて2008年12月4日に湿地を南北に貫く延
長約50mの木道が完成した。

写真7　かけやで支持杭を打ち込む

写真8　歩き具合を確認しながら建設を進める



岐阜女子大学紀要　第40号　（2011. 3. ）

― 14 ―

本プロジェクトの成果と今後の課題
　本プロジェクトで施工した木道は，学生た
ちのキャンパスライフや健康栄養学科での研
究活動に有効に活用されている。また，住居
学専攻の学生にとっては，環境との共生につ
いて体験的に学ぶ機会が得られたこと，仕口
や筋交いなど木造建築に不可欠な施工技術を
学べたこと，さらには環境共生について学ん
だ知識を環境再生医資格取得につなげること
ができたことなどが成果としてあげられる。
さらに，途中公開シンポジウムで学生たちが
プロジェクトへの取り組みを発表する機会を
得られたことも大きな成果であった（環境に
優しいまちづくりを考えるシンポジウム「自
然・生態系から知る環境づくり」，大垣市ス
イトピアセンター，2007年2月24日）。
　ビオトープ・プロジェクト以降のプロジェ
クトにおいても「環境共生」は重要なテーマ
として引き継がれ，環境再生医資格について
も認定校となって継続化されているものの，
実務で活かすことができるまでの専門的教育
へつなげられるかが今後の大きな課題となっ
ている。 （文：黒見敏丈）

Ⅳ　土橋の架設（ビオトーププロジェクト）
 （2006.10～2006.12）

　ビオトープエリア内の川を跨ぐ長さ5m幅
90cmの土橋の架設である。ビオトープエリ
ア沿いに公道が整備され，それにあわせ隣接
の山林整備も行われた。山林整備の際，多く
の間伐材（多くは桧）が発生した。それらの
有効活用が検討された結果，木道の整備の一
環として「土橋の架設」に取り組むことになっ
た。土橋は，土と木で構成され最後は自然に
還る地球に優しい構造物であり，環境を考え
る良いプロジェクトになった。

作業経過
　10月，メンバーによる現地調査・確認，
架設位置の決定が行われ，設計に入った。設
計に当たっては，良い土橋の実例がなく，纏
まった文献も少なく，インターネット，公立
図書館などで資料をやっと入手した。
1）使用材の準備
　11月に入り，設計図に基づき　使用材
の加工に入った。用意した桧の丸太の主
なものは，・（橋桁　桧丸太末口 180φ，
L＝5・5m　2本）・（支持杭　桧丸太末口
120φ　L＝2.0m　8本）・（土留丸太　桧末
口120φ L＝1.5m　9本）・（根太　桧末口
60φ　L＝0.9m　80本）であり　切断の後　
全員で虫の侵入対策として皮剥ぎをした。

写真9　桧丸太（5.5m）の皮むき作業

写真10　湿地側の橋脚作業（番線で固定）
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2）現地作業
　現地での組み立て作業は，11月30日，12

月3日の2日間で行った。まず古い木道を撤
去し，予定位置に支持杭を打つ。湿地側の
支持杭は将来の沈下を想定して4本打ちとし
た。所定の深さまで打ち込んだ後，土留め用
の丸太を4本ずつ高さ調整をしながら積み上
げた。慎重に高さを確認の後　5.5mの橋桁
を2本　所定の幅に設置，その桁の上に直角
方向に根太80本を隙間無く並べ固定した。
12月10日　歩行面の土敷き作業。全員で手
製の木製鏝で何度も叩き，10cmの厚さに突
き固めた。（両端に丸太を並べ土留めとし
た。）この作業風景は，NHKニュースで放映
された。土橋の完成後，ビオトープを横断す
る木道も完成　湿地帯を横断する散策路が完
成した。 （文：冨士覇王）

Ⅴ　竹垣づくり（実習棟エクステリア）
 （2007.03～2007.07）

　竹プロジェクトのスタートにあわせ，完成
した実習棟のエクステリア工事として，竹林
の整備を兼ね，実習棟南側に竹を使った各種
の塀づくりに取り組んだ。

資料収集・実例見学
　近頃の住宅の塀と言えば，金属製ネットェ
ンスが圧倒的に多く，古来から伝わる「竹を
使った塀」の実例を見る機会は少ない。2007

年3月，実例の多く残っている京都へ見学・
研修に出かけたのがスタートである。見学先
は，光悦寺，金閣寺，銀閣寺，竜安寺，建仁
寺の5ヶ所。そこにある竹垣は周辺環境に溶
け込み，洗練されたデザインで，現代に生き
続けていた。

竹垣講習会の実施
　3月24日（土）竹垣づくりの指導をお願い
した昭和造園土木㈱の日比氏，池上氏を講師
に，竹垣づくりに必要な知識，技能の指導を
受けた。竹垣は日本に古くからある建築技法
の一つであり，そのデザイン・工法も多く，
地球環境にも優しい建築材料であることも学
び，竹を多いに見直した。又結び方の基本で
ある「いぼ結び」も教わり，練習を重ねたた
が，出来上がりを見比べ，プロの凄さを実感
した。

竹垣のデザインの決定
　今回取り組む竹垣のデザインは，担当チー
ムで検討の結果「実践教育」の観点から比較
的目にする機会が多く，竹を加工して使用す
る「建仁寺垣，木賊垣」と，竹を丸いまま使
う「鉄砲垣」の3種類とした。

作業経過
　使用する竹は，冬場に採取するのがよく，
作業開始は春休み中の3月15日まっすぐに伸
びた竹を選び　20本切り出し，枝を払い，
乾燥保管した。
1）建仁寺垣
　5月から作業開始。まず骨組み造りは防腐
剤注入の長さ2.5mの親柱を専用工具を使っ
て地中50cmに突固めながら両端に埋め込み，
中間に間柱を1.8m間隔に立てる。木製胴縁
は30cm間隔に5段取り付けた。立子は長さ
1.8mに切った竹を竹割りを使って4つに割
り，更にナタを使って節を払い，腹とりを行っ
た。（同時に軽く面取り）加工した立子は3

段目，5段目胴縁にビスで固定，全面に取り
付ける。次に半割りの押縁を各胴縁に仮止め
　位置を決め，シュロ縄で緊結する。最後に
玉縁（笠木）を取り付ける。これは見た目も
重要なもので，玉縁飾りという特別の結び方
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をしている。
2）木賊垣
　建仁寺垣に1週間遅れで着手。骨組みはほ
ぼ同じで胴縁は4段。立子も同じ。
3）鉄砲垣
　更に1週間遅れで着手。骨組み取り付けは，
頂部を節止めで密に並べ，胴縁に真鍮釘止め
（和釘入手困難のため）とした。但し胴縁は
デザイン的に配慮された5段。立子は少し細
めの竹を使用。長さ1.8mで頂部節止め。取
付けは，胴縁を芯に前後で交互に5本ずつ並
べた。重量があるため，ステンレスビスで止
め，上からシュロ縄でX型に結び完成させた。
岐阜新聞掲載2007.0705，岐阜放送ビビッと

ワイド今小町実況2007.0426 （文：冨士覇王）

Ⅵ　〈竹のあずまや〉　設計・建設
 （2007.04～2008.03）

はじまり
　キャンパス内ビオトープに接して休息の場
を建設する試みである。校内の竹林整備を兼
ね，竹材を用いるという「環境・エコロジー」
的なテーマをもって始まった。

計画プロセス
　テーマにとって建設位置がまず大切であっ
た。検討を重ね，ビオトープ東側に立つマル
バヤナギの大樹の下に決まる。近辺にはサク
ラ・ノリウツギも眺められ，あずまやの敷地
として願ってもない場所であるが，如何せん
湿地帯であり，雨季を考えると木造ゆえにま
ず建物の足下に工夫が必要と思われた。
　10人ほどの学生が各自の素案（エスキー
ス）を持ち寄り，2ヵ月ほど検討を続ける。
学生素案は，てんでばらばら稚気満々。そこ
で次の前提を設ける。①竹材を活かす構成
②面積10m2以内（確認申請の煩雑さを避け
るため）③建物の四隅には構造体を設けない
（四隅を筋交いで囲むという平凡な構成を学
生たちが突き崩すため）④地中杭等を使わず，
プラットホーム状のベタ基礎とする（周囲湿
地帯から縁を切るため）
　頓挫消沈，大波小波を乗り越えて学生たち
が最終図面に盛ったアイデアは次のようなも
のであった。①竹材の柔らかくしなやかな性
質を利用し，天井を曲面の格子にし，光の透
過を意図②壁は通常とは逆転させ，大徳寺孤
篷庵の如く腰壁部分を開放的にし，上部を竹
材の格子とする。竹材は数年で新たに取り換
え可能なように骨組みには用いない③平面構
成は「茶室本勝手」の形式を引用④プラット

写真11　親柱の建て込み作業，土を突き固める

写真12　しゅろ縄を使って鉄砲垣の固定作業
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ものづくり協働プロジェクトの試みと展望    
―住居学専攻学生の実践―

（森　雅治，冨士覇王，山中冬彦，黒見敏丈，大崎友記子）

ホームの基礎には修学院離宮の隣雲亭にある
「ひふみ石」を念頭におき，3つまでの纏まっ
たビー玉を埋め込み，日差しの反射を楽しむ
⑤バッタン床几や突き上げ窓（高台寺の時雨
亭を参照）により建物に可変性を取り入れる，

等など，結果として日本建築の歴史や文化を
強く意識するものとなった。
　当初のテーマであった「環境・エコロジー」
に，「歴史・文化へのまなざし」というテー
マが重なったわけである。ブレーンストーミ
ング（協働発想討議）なかで，誰しも思って
もみなかったアイデアが彼我のあいだから生
まれるという協働作業のもつ創造の醍醐味を
学生たちが感得してくれたであろうか。
　歴史・文化的なものは，私たちの行為や生
活世界を深いところで支えている。潜在的と
もいえるそのような私たちの身体的な経験相
をこの作業を通して学生たちが意識化できれ
ばと願った。そうしたなかで，自ずと学びの
情熱は，孤独で個人本位の座学へも還流しよ
う。

建設と完成
　10月6日，完成CAD図面をもって建設会
社と打ち合せ作業。
　11月半ばに着工する。平時控えめでおと
なしい学生が屋根によじ登り竹材を打ち付け
る時など，いつ落ちてくるかと心配で，教員
は仕事が手に付かない。もっとも，学生本人
は怖いもの知らず，いたって暢気であった。
　翌年1月半ばにほぼ完成。取材を受けたが，
各新聞等へのコメントはすべて異なる学生に
担当させる。学生たちは記者の質問にこぞっ
て臆することなく自在に対応していた。
　のちに新聞記事を見て，「風と土の会」，「竹
文化振興協会」グループなど，自然・環境に
関心をもつ地域の方々が見学に来られた。有
り難いことに好評であった。
掲載放送：中日新聞2008.0111，岐阜新聞
2008.0118，朝日新聞2008.0127，岐阜放送
2008.0125 （文：山中冬彦）

写真13　CAD図面の一部，下部はRCベタ基礎

写真14　竹材加工中，後方に骨組みが見える

写真15　休息の場としての〈竹のあずまや〉
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Ⅶ　〈森遊びのあずまや〉の設計
 （2008.04～ 2008.11）

はじまり
　学生たちがキャンパスを出て，はじめて地
域社会の建物設計にとりくんだプロジェクト
である。里山を遊び場として子供たちに提供
している岐阜県関市追間のボランティア・グ
ループの方たちが，キャンパス内の〈竹のあ
ずまや〉を見て興味を抱き，学生たちに「あ
ずまやの設計をまかせてみよう」という話に
なった。

計画とプレゼン
　設計ボランティアとしての学生の参加であ
るが，2008年4月グループ側（会長は建設会
社社長）が出した条件は以下のようなもの
であった。①現場里山の竹林を整備するた
め竹材を利用する②被災地山古志村の古材
（グループが所有）の廃材利用する③バーベ
キューをする広場とカラオケをする場所を設
ける。
　学生たちの素案（エスキース）作りが始ま
る。「環境・エコロジー」，「地域との交流」
などがテーマとなったが，無為に学生の天衣
無縫にまかせては設計案は児戯に堕し，地域
への貢献は覚束ない。ゆえに次のような計画
の大枠を設定した。①天井と外壁等に竹材を
使用（〈竹とあずまや〉と同様に筒型天井）
②面積10m2以内③構造体は建物四隅をL字
に囲む通常の構成を避け，放射状に開放的に
する。④地域の子供たちにとって楽しく印象
に残るものとする。
　4月から6月にかけて現地調査，梁用の古
材や方杖用の丸太の検討など4回ほど学生と
追間に行く。訪ねる度に，明朗で屈託のない
学生たちは好感をもたれ，関市の包丁，新鮮
な果実野菜，製材したばかりのヒノキのまな

板などをお土産として頂戴してきた。
　波瀾曲折のすえ纏まった最終図面をもっ
て，7月25日学生たちは追間にてグループの
会長，副会長，大工を前にしてプレゼンテー
ションを行なう。会長らは「屋根の形や風車
のモチーフなど，思いつかない発想が出てき
た」と一度でOKを出してくれた。
　主なアイデアは次のようなもの。①放射状
の構造体と関連付けて床を「風車」型にす
る。（施工中の大工は「こんな床を造るのは
はじめて」と愉快そうであった。）床はカラ
オケのステージ，屋根と壁はプロセニアム
アーチの役目②屋根は方杖を組み合わせて森
の樹木のイメージを強調③外壁には「のぞき
穴」として竹を断面筒状のまま取り付け，子
供たちの秘密基地風にする④広場はピンコロ
石と竹竿により日時計を構成し，そこでバー
ベキューを行なう。

写真16　プレゼンしたCAD図面の一部

写真17　里山での作業風景
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ものづくり協働プロジェクトの試みと展望    
―住居学専攻学生の実践―

（森　雅治，冨士覇王，山中冬彦，黒見敏丈，大崎友記子）

地域との交流
　10月30日，現場でボランティアの方5名
と学生12名（教員2名）がサツマイモなどを
焼きながら，協働で外壁の竹材取り付けをお
こなった。作業をするのは数名のみ，大半が
飲み食い歓談の野遊会へ次第に没入し，彼我
打ち解けた交歓状態となる。同時にマスコミ
関係3社とケーブルテレビが取材に来て，現
場の里山は期せずして祝祭的な場になった。
　ボランティアグループの方々の気配りや温
味のお蔭で，学生たちは堅苦しい形ではなく
楽しい雰囲気のなかで地域貢献を進めること
ができたと言えようが，惜しむらくは学外で
の設計ボランティアがこれ以後途切れている
ことである。地域貢献を継続的に実践するシ
ステムづくりが課題として残る。
掲載放送：ケーブルテレビ2008.1104～10，
朝日新聞2008.1108，中日新聞2008.1121，月
刊誌「ソトコト」のオーガニック建築特集号
2008.08

 （文：山中冬彦）

Ⅷ　〈茅葺き屋根の休憩所〉の建設
 （2007.05～2009.07）

建設の背景
　実習棟の建設（木造平屋建　15坪）の反
省として，学生から，着手から完成までの時
間が長くなり，設計から完成まで全てを体験
出来ずに卒業する心残り，嘆きの声が多く聞
かれた。その反省にたち　一通りの建設工程
を全て体験できることを趣旨にこのプロジェ
クトはスタートした。

建設の経過
1）設計段階（2007・5～2007・7）
　3年生のメンバーが中心になり，主用途，
規模，工期，建設場所などを検討，以下の主

な内容を決定した。
　・木造平屋建，主用途は，学生のための休
憩所とし，環境にやさしい茅葺き屋根，土壁
の採用を決めた。これらは失われつつある日
本の伝統技術（工法）であり，学生達の強い
体験希望の結果である。規模は1.5k×2.0k。
全建設工程を出来る限り多く体験すると共
に，変更対応などの自由度を持つため，確認
申請不要の規模とした。
2）根伐・基礎工事（2007・9～2008・1）
　9月に建設場所を確定の後，3年生が中心
になり水盛・遣り方スタートした。これは測
量学・実習の授業が100％活かされた。（根
伐りは，専門業者に依頼した。）基礎は鉄筋
コンクリートの布基礎。砕石を使った地業，
捨コンクリート打ち，基礎の墨打ち，配筋，
ベース，立ち上がりコンクリート，アンカー
ボルトの埋め込み，天端均しと全て学生の手
で進めた。特にコンクリートについては，材
料の手配，配合の決定，コンクリートの練り
と，重労働を伴う作業まで全て体験，心地よ
い満足感を味わった。年明けの1月型枠を解
体，埋め戻し，整地を行った。
3）主要部材の加工（2007・7～2008・2）
　2006年秋に山林整備で出た間伐材を製材
乾燥させた角材を使い，大工棟梁那須氏の指
導を受け土台の加工から始めた。使用材は桧
の150mm角　プレナー掛け，墨打ち，隅部
分の仕口加工，ほぞ穴，火打ち土台などを先
行準備した。2008年2月　メンバー全員で残
りの柱，梁，棟木，垂木などの主要部材の加
工を全て完了した。
4）建て方
　2008年4月2日　晴天に恵まれた大安の日
曜日，メンバー全員で建て方を行った。足場
を使っての高所作業であったが，垂木まで無
事取り付けを完了した。
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5）屋根茅葺き工事（2008・4～2008・7）
　屋根の茅葺きは専門業者の杉山氏（高山市
荘川）の指導を受け進めた。竹を使ったヤナ
カの固定から，3種類の茅を使い分ける屋根
葺き作業は，全くの未経験分野であり，四苦
八苦しながら作業を進めた。7月に棟飾りを
つけ，軒先を綺麗にカット，専用の屋刈りバ
サミを使って屋根面を切りそろえ，屋根工事
は完了した。
6）床張り（ウッドデッキ）工事（2008・10

～2009・2）
　水平な床面を作るためレベル測定を行い，
所定の高さ，位置に束石ブロック，束，大引
を固定した。床材には水に強いヒバ材を使用，
4隅の杉板張の腰壁も同時に完成させた。
7）土壁塗り（2009・4～2009・6）
　所定の位置に貫を通し下地を組み，プロの
指導を受けながら小舞竹をわら縄で順次組み
つけた。壁土には5cmに切ったわらを混ぜ，
足を使って必死に練り上げる。荒壁は鏝を
使って片面から小舞竹に押し付け伸ばす。時
間をおき内側を塗る。荒壁が乾きヒビ割れが
発生後，壁土に砂を加え，粘りを弱めて中塗
りを外側，内側と塗り下地窓の周囲も入念に
仕上げた。
8）ベンチつくり（2009・6～2009・7）
　最後に壁際に木製の長ベンチ，2箇所に
コーナーベンチを取り付け，〈茅葺き屋根の
休憩所〉は完成した。7月2日に関係者全員
が集まりBBQパーティを開き完成を祝った。
（木部の防腐処理については，2010年5月新1

年生の手でキシラデコールが塗られた。）
取材放映：2008.0503朝日新聞　岐阜新聞　
2009.0528ぎふチャン （文：冨士覇王）

写真18　建て方（梁の取りつけ）作業

写真19　のみを使って垂木の加工作業

写真20　大バサミによる茅の刈り込み調整
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ものづくり協働プロジェクトの試みと展望    
―住居学専攻学生の実践―

（森　雅治，冨士覇王，山中冬彦，黒見敏丈，大崎友記子）

Ⅸ　食堂リニューアルプロジェクト
 （2008.04～09）

活動の背景
　キャンパス内学生食堂が「暗い，狭い，動
線が混乱している」など，今様の大学食堂と
しての環境に乖離があり改修することが必要
となった。大学としてコスメティックなリ
ニューアルを実施することが決定。そこで住
居学専攻での建築，インテリアの学びを活か
し実践教育としての学生食堂リニューアルプ
ロジェクトが始まった。建設実践プロジェク
トとしては建築主体である「実習棟建設プロ
ジェクト」の実績はあったが，インテリア主
体の建設実践は実績がなかった。学生の手に
よる学生が利用する学生食堂のリニューアル
はこうして始まった。

計画・活動概要
　大学よりの前提条件として①現状の食堂規
模を大きく変更せず活用する。リニューアル
面積約340m2。②席数は現状席数を確保する。
③メニュー，食堂の基本的な運営方法は変更
しない。④工期は8月1日より9月10日まで
の食堂利用がない夏期休業中の期間とする。
⑤それに加えて最も重要でコントロールの必
要な予算。予算は1000万円以内とすること。
はじめに実施したことは，食堂の運営を大学
より委託されている給食サービス会社へ改善
要望事項等のヒャリング実施。実施結果の要
望事項は配膳カウンター上部への調理品の収
納数を増やすことと食堂よりの視線をカット
することが出された。また，自治会を通じ学
生よりエンドユーザーの立場でアンケートを
実施した。アンケート結果は食堂の運営と施
設に関することに大別されるが，ここでは施
設に関することをリニューアルに盛り込むこ
ととした。主な要望事項を取り上げると①

全体的に清潔感のある材料，明るい色調でイ
メージアップしてほしい。②メニューごと何
処へ並ぶのか分かりにくい，並ぶ方向を分か
りやすくしてほしい。③食券券売機の前で列
をつくることが多いので券売機を増設してほ

写真21　軽量鉄骨下地に石膏ボード取付け

写真22　壁下部のビニール巾木接着，仕上

写真23　リニューアルされた食堂内観
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しい。④椅子と椅子の間が狭く食堂内の移動
が困難。⑤サンプルケースとメニューボード
及び窓カーテンが汚い等々改善要望事項が出
された。これらの反映は施設を計画・設計す
る与条件として重要で欠かすことのできない
行為であることを学んだ。改善事項は食堂が
営業されている時間内に設計者の視線で現地
調査を数回実施し計画・設計へ反映された。
特に重要な改善事項は食堂への入口が3ヶ所
あるため券買，料理の受け取りにどこへ並ぶ
のか不明確で動線が混乱していた。この解決
策として一方通行，すなわち入口，出口を分
ける方法とし，この方針で複数案作成・評価
し実施案を絞りこんだ。又他大学の学生食堂
を参考とするため見学会を実施し，実施設計
に反映させた。
　設計する上でコンセプトワークも重要であ
り，今回は自然・環境配慮・サスティナブル
をキーワードとしインテリアの特徴づくりを
した。計画案を基に施工業者に見積を依頼，
査定を行うこと，予算超過したためのVE（バ
リューエンジニャリング）案を作成しコスト
調整等々リニューアル実践の多くのことを学
ぶことができ，要望事項も盛り込み学生食堂
として明るく，快適なインテリアにすること
ができた。今後の課題，進路としてインテリ
ア関連希望の学生が多く，継続し，インテリ
アの実践プロジェクトを創出することであ
る。
掲載放映：岐阜放送TVニュース・岐阜新聞
2008.09 （文：森雅治）

Ⅹ　実習棟エクステリア
 （2007.09～2009.03）

活動の背景
　先行したプロジェクトの実習棟建設では建
築：建物建設，インテリア：建物内装，ファ

ニチャー：家具製作を実践してきた。住居学
専攻では学びの特徴のひとつである「建築・
インテリア・ファニチャを体系的，総合的に
学ぶことができる」をあげており，実習棟建
設では建築，インテリア，ファニチャーの基
本を学びました。この方針を，さらに枠を広
げ住宅建設の構成要素であるエクステリアの
建設実践を加え，一連の機能を関連付けて体
系的に一貫して学ぶことにある。

活動の概要
　本プロジェクトは実習棟の建設工事が完成
後の平成19年9月より活動が始まった。この
ときより建設実践プロジェクト活動はビオ
トーププロジェクト（竹のあずまやを含む），
茅葺の休憩所，と本プロジェクトの3つのグ
ループに分かれ活動することとなった。理由
は全員で活動するのには人員が多すぎ，活動
人員の適正化を図るためである。
　本プロジェクトも実習棟の周辺エリアはア
プローチを含む東・南側庭の①日本庭園，西
側広場の②築山（建物周囲への排水溝設置含
む），③バーベキュー炉の3ブロックに分け
実施した。それぞれの概要は，
　①日本庭園：竹プロジェクトの一環で先行
して建設した建仁寺垣・鉄砲垣等の竹垣を前
提とし日本庭園調でまとめることとした。日
本の名庭園を参考し，現代風に要素を単純化
した日本庭園を目指した。アプローチ部分の
庭は杉苔に似せ，乾燥に強く，維持管理のか
からない地被類植栽のセダムを密植，庭部分
は真っ白な白玉砂利敷きを海と見立て現代風
にデザインしたシンプルな円筒形の灯籠が配
置された枯山水風を目論んだ。東端部境界は
枯山水を囲む土塀代わりに躑躅が植えられ
た。存在感のある常緑も欲しいとアプローチ
部分と枯山水の端に株植えの竹が配された。
ここでは日本庭園の一部を学びました。
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ものづくり協働プロジェクトの試みと展望    
―住居学専攻学生の実践―

（森　雅治，冨士覇王，山中冬彦，黒見敏丈，大崎友記子）

　②築山：敷地西側はスペースに多少余裕も
ありおおらかな登り庭を造ることを基本と
し，直径7m，高さ60cmの芝張りの築山を造っ
た。頂部にはシンボルツリーとして山法師を
植えた。築山造成は意外と土量が必要となり，

軽トラックで何回となく運び込みを要した。
芝張りの張り方，養生，手入れ等の一連の基
礎を学んだ。雨水排水溝築造：建物周囲に雨
水排水溝の築造。周辺に緑が多く軒樋を設置
すると木の葉が溜まり詰まるため設置せず屋
根よりの雨水は排水溝で受け排水した。排水
溝の仕様は瓦屋さんより規格外品の桟瓦を頂
き，溝を人力で掘削し溝の両側に建て並べ下
部に土を入れ固定させさらに上部に玉砂利を
敷き込み，京の町屋風の顔になった。溝の掘
削は礫混じりの地層で女性には，非常に労力
のいる作業であった。
　③バーベキュー炉：エクステリア実践でレ
ンガ積みも体験してみたいとの思いでバーベ
キュー炉の築造となった。ベース形状は築山
と相似形の円とし調和を図った。必要資材は
積算し求め，各エリア共通であるが資材は全
てホームセンターより学生の段取りで調達さ
れた。
　以上，エクステリアの建設実践を通しエク
ステリアの計画・設計・施工の基礎の一部を
学ぶことができた。築造されたバーベキュー
炉は新入生歓迎会，ゼミ等の親睦会等で有効
に活用されている。 （文：森雅治）

Ⅺ　保育実習室プロジェクト
 （2009.04～）

今までのプロジェクトの反省
　2004年9月から始まった「実習棟プロジェ
クト」から10件の建設実践を行ってきた。
この実践活動の中では，教室で教師と向かい
合っておこなう個人本位の座学ではなく，手
足を動かしてのものづくりや野外や学外にお
いてコミュニティを構成しつつ為される協働
的な学びを試みてきた。ものづくりや協働作
業を通じて，学生が学ぶことへの強い動機付
けや学ぶ意味の発見，深い理解につながった

写真24　瓦を利用した雨水排水溝の築造

写真25　築山の芝張り作業中

写真26　レンガ積みのバーベキュー炉の築造
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であろう事を数値的に表す事は難しいが，「実
習棟プロジェクト」をリーダーとして体験し
た学年の二級建築士取得者が増加したこと
は，学ぶことへの動機付けとして表れた結果
ではないかと思われる。
　しかし，当初から特別プロジェクトに掲げ
た目的として（1）社会・地域との結びつき，（2）
環境への配慮，（3）歴史・文化へのまなざし，
において，（2），（3）については，各々の実
践プロジェクトの中で実施し，体験出来てい
る実感はあるが，（1）社会・地域との結びつき，
に関しては，なかなか評価が難しい。専門職
人の方と直接話を聞く機会や作業や道具の使
い方を指導していただく中で，キャンパス内
での人間関係とは異なる社会性や協調性が出
来ている感はあるが，数値で測ることも難し
い。又，森遊びのあずまや以外のプロジェク
トは，大学キャンパス内で実施されたため，
女子大という防犯上の関係もあり，ほとんど
が大学関係者のみの使用となり，自由に学外
の方に利用していただく機会が少なく，地域
との結びつきにおいては，実践できていない
状況である。
　そこで，新たなプロジェクトにおいては，
地域との結びつきに重点に置いた施設づく
り，又環境問題，少子高齢化が進む社会にあっ
て，教育現場から未来に反映させるプロジェ
クトが出来ないか，と模索し始めた。学生を
はじめ大学関係者の要望を聞く中，同じ生活
科学科から，保育実習を行なう施設が欲しい
との意見をいただいた。保育実習としては，
地域の乳幼児から入学前の児童に接しなが
ら，学生たちが絵本の読み聞かせや手遊びな

どの指導実習を行ない，一緒に保護者向けの
講習会も実施したい内容として上げられた。
社会全体で子どもを育てていくという観点に
立って，家庭・地域と連携した子育て支援，
教育支援活動の一つの場となる施設づくりを
目差すことで，今回のプロジェクトが決定し
た。

今回の保育実習室プロジェクトの概要
　提案をいただいた生活科学科の教員，学生
に，詳しい実習内容，使用人数等を聞かせて
いただいた。又，同様の施設（図書館内の読
み聞かせコーナー，保育施設）の調査，見学
会も行ないながら計画を進め，建築基準法に
関わる内容や，キャンパス内における建設場
所を検討した。特別プロジェクトの目的であ
る（2），（3）から，在来工法の木造2階建（延
床面積　約50m2）とし，学生から他の同様
施設とは異なる，この施設ならではの楽しさ，
ワクワク感が出る仕掛けもつくりたいと，建
物内部にツリーハウスを計画している。
 （文：大崎友記子）

写真27　保育実習室計画案


