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01.つながりをつくる 3つの円環

02.街並みのゆらぎ

03.家としての保育室

04.子どもの学びと支援のための多様な部屋

05.水の流れがつくる自然のランドスケープ

00 街としてのこども園

こども園は、子どもが初めて出会う、守られた
小さな「街」と言えるしょう。その小さな街で
子どもたちは社会を体感し、共に生きる作法を
身につけるのではないでしょうか。

園全体を街として捉えるとき、最も重要なのは
、中央にある「広場」だと思います。中央の広
場（中庭）は、単に遊びや運動のための園庭で
はなく、様々な年齢の多様な市民が集い出会う
広場です。

広場を取り囲む園舎はさながら、一人一人の市
民の「家」と言えるでしょう。これも単に、保
育や教育の噐としての「施設」ではなく。乳児
の家もあれば、３歳児の家、５歳児の家もあり
、小さな家が連続して街全体をつくりだしてい
ます。子どもたちが集う街ですから、園舎への
出入り口は広場側に設けられています。

それぞれの家には、くつろげる「リビング」や
、食事をとる「ダイニング」、落ち着いて過ご
せる「カームルーム」を備えています。

その家並の中には、皆で使える創作空間である
「アトリエ」や、片付けずに造り続けられる「
コンストラクションルーム」、「デジタルルー
ム」、市民ホールにあたる「遊戯室」など多様
な部屋が設えられています。「調理室」も、市
民の厨房として身近に感じられます。

こども園の敷地は、三角形に近い台形状で、外
周が公道で囲まれているのが特徴です。この地
形を活かして広場を囲む三角形の建築をつくる
と、自ずとそこに、広場と家をつなぐ回廊とし
ての円環、バリアフリーのスロープ状の円環、
敷地外周の地域とつながる円環の３つがうまれ
ます。これらは、こども同士、園と地域との間
に多様な発見とつながりを生み出します。

さらに、敷地周辺にあるゆるやかな高低差にあ
わせて、中庭を取り囲む街をつくると、多様で
ありつつ調和した「ゆらぎ」の景観生み出しま
す。また、高低差を活かして自然地形のような
ランドスケープがつくられ、雨の日には水が流
れ、季節に応じて花が咲き、植物が実ります。
こうした自然の広場では、こども達が無限の学
びと遊びをつくりだせるでしょう。

この街において、子どもだけを囲い込むのでは
なく、親や地域を含む皆に身近に感じられる園
であることが、統合の背景を踏まえた地域施設
としては重要だと考えました。

つまり、こども園自体も街であると同時に地域
の街の一部となります。園舎の外周には街の人
々が使用できる庭を設け、父母室や、子育て支
援室などの地域住民の利用できるスペースが設
けられています。

また、建設の過程を通じて、誰でも参加できる
植樹や石積みなどの実体験や、こどもの感性に
働きかける多種多様な仕掛けを埋め込む予定で
す。また、運営の過程を通じて、花や果樹や野
菜と関わる田原市らしい連帯につながる建築と
なることを、期待しています。

以上、(仮)あかばねこども園では、
１つの街のなかに、10の多様な場を作り、
こどもが100の多様な言葉（表現・方法）
を発見する、学びと成長に向けた1000を超え
る体験が生まれるようなこども園をめざして
設計されました。

以降のページでは、設計コンセプトを右の６
項目に分けて詳しく説明していきます。

1.こども園は街 3.街と家が囲む自然があふれる広場 4.みんなの愛着の場

2.保育室は家

06.思いの埋め込まれた場所
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つながりをつくる 3つの円環01

1.中庭を囲む回廊

3.敷地周囲の道

2.外周の廊下

こどもたちが家々を巡る円環。
中央広場（中庭）と繋がり、市
民社会を体感する場となります
。また、この大きな「回遊性」
を持つ構造は、子どもの活動性
を引き出します。

バリアフリースロープでつなが
る内部通路としての円環。屋内
廊下やダイニングが配置されて
います。開放的に使用できるこ
の空間が外の町に面することで
施設の閉鎖性を和らげ、セキュ
リティやプライバシーを確保し
つつも園の活動が外から垣間見
える状況を作ります。

地域の街の一部として、住民や
こどもの日常的な散歩道として
の円環。街と園との接点となる
3つの角地には広場（エントラ
ンス広場・街角広場・どんぐり
広場）を設けています。

10m 20m0N

5歳 4歳

中庭
街角広場

3歳

2歳

アト
リエ

1歳

父母室

職員室

遊戯室

長時間
保育室

調理室

エントランス広場

どんぐり広場

子育て
支援室



1.周囲地形に合わせた高低差
   のある造成

2.軒先の微妙な変化

02 街並みのゆらぎ

敷地の高低差があるため、周囲の公
道との関係から自ずと広場に高低差
が生まれます。この地形を活かした
造成を行い、子供たちが遊ぶ多様な
場を作り出します。この「高低差」
も、こどもの活動性や社会性に影響
を与えます。

造成に合わせ、様々な高さに子供達
の家が立ち並びます。こうして生ま
れる家並の変化は、多様性と調和を
同時に備えた、心地よい「ゆらぎ」
の景観をつくります。

それぞれの保育室の個性を作るため様々な向きの小屋根を作りつつ、地形に合わせた大屋根の変化によって、
渥美半島の山並みに呼応する屋根の連なりを設計しました。この検討には以下のアルゴリズムを用いました。

3.小屋根の向きの多様性と連続性

①小屋根の向きのバラバラさを示すパラメータ

②滑らかさを示すパラメータ

小屋根の向きの全パターンのうち、①と②の両方のパラメーターにおいて、好成績である屋根群を20~30種類
抽出し、その中から最終的に設計者の判別で屋根形状を決定した。

破線の長さの合計:L1+L2+L3…

L1 L2 L3

分散

小屋根は４種類あり、各屋根の方向ごとの個
数の分散（数値のばらつき）を最小にするこ
とで、様々な向きの屋根を作る。

破線の長さの合計を最小化することで、屋根
の連なりを滑らかにする。

5m0



リビング

2.学齢ごとの玄関

5m0

03 家としての保育室

リビング

リビング

ダイニング

カーム
ルーム

カーム
ルーム

ギャラリー

田の字プラン

リビング

アトリエ

アトリエ

ダイニング カームルーム

園庭側

5歳

玄関 玄関

4歳

街側

廊下/ギャラリー アトリエ

園庭を囲う回廊から保育室に直
接出入りできます。履き替えは
そこで行われ、内外の活動をス
ムーズに繋ぎます。

日本の民家のような田の字型の
間取りが、こどものスケールに
合った小さな空間と奥行きをつ
くり、多様な居場所を創出しま
す。また、様々な活動やその大
きさに合わせて、間仕切りなど
を使い空間の広さを変化させる
ことができます。

「リビング」は集いの場所で、
朝の集会から続く様々な活動の
拠点空間です。保育室の外周沿
いに設けられた「ダイニング」
は隣のクラスとの共用の空間で
、常設の机で作業や食事が行わ
れます。リビングとダイニング
に隣接したうす暗く囲まれた「
カームルーム」は、昼寝や落ち
着いて過ごしたい子どもの逃げ
込む空間になります。

1.保育室を構成する多様
   な小部屋

3.奥行きをつくる
「田の字」平面

カーム
ルーム

カーム
ルーム

ダイニング

リビング



04 子どもの学びと支援のための多様な場所
1.アトリエ

2.地域の部屋

スヌーズレン

アートデジタル

ネイチャー

遊戯室

トンカチ小屋

父母室

コンスト
ラクション

ロール
プレイング

子育て支援室

クッキング
トライ

庭を眺めて落ち着く場。

調理を体感する場。

みんなで大きなアートを
作る場。

様々な役割を演じる場。

モノ積み上げて、様々な
形を作る場。

好きな映像や写真を見せ
合う場。

自然を学ぶ場。

身体を動かす場。

ものづくりを体感する場。

登下校時の父母のコミ
ュニケーションの場。

地域の子育てを手助け
する場。

様々な体験がいつでもできます。

地域の子育てと交流を支援します。

N 10m 20m0



しずかな庭

どろんこ広場

どんぐり広場

円形劇場

田んぼ 砂場

遊具
果樹園

テラス 東屋

物見台

畑

エントランス広場

丘

グラウンド

すべり台

雨だれの壁

水たまり庭

街角広場

05 水の流れがつくる自然のランドスケープ

南から徐々に広がる場所に中央
のグラウンド、さらに丘や円形
劇場があるエリアを経て最も低
い北西角へと、高低差を活かし
緩やかに繋がっていきます。こ
うした立体的地形が、多様な遊
びを生み出しつつ、高い視点か
ら皆の活動を眺めることも可能
にします。多種多様な草木や段
差、様々な勾配の坂が、保育者
とこどもが共に遊べる場を作り
出します。
　さらに、広場の外周には「入
江」の様に守られた雰囲気の幼
児の為の小さな庭(しずかな庭、
砂場の庭等)が付随しています。

1.建築から園庭への水
   の流れ

2.多様な園庭

水はこどもにとって、大きな興
味の対象です。同時に、人間を
含む自然にとって極めて重要な
構成要素でもあります。
家々の小さな屋根に降った雨が
それらを繋ぐ大きな屋根に、さ
らに「雨だれの壁」を伝い「雨
庭」に至ります。強い雨の日に
は広場に川が生まれ、北西角の
池まで流れ着きます。水の流れ
を生み出す自然地形が、このラ
ンドスケープのテーマです。

N 10m 20m0



06 思いの埋め込まれた建築

地域の風景/記憶を埋め込みます。

こどもが発見する仕掛けを埋め
込みます。

地域と園を繋ぐ田原らしい仕掛
けを埋め込みます。

1.地域の素材

2.こどもの関わり

3.地域/父母の関わり

10m 20m0N

しずかな庭

どろんこ広場

どんぐり広場

円形劇場

田んぼ 砂場

遊具
果樹園

テラス 東屋

物見台

畑

エントランス広場

丘

グラウンド

すべり台

水たまり庭

街角広場
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m. 地域の庭(花などの植栽)

d. 旧高松保育園のタイル埋込

a. ロングビーチの貝殻埋込
　 (コンクリート立上り部)

g. 羽目板アート(園児が着彩)

l. 父母の畑
　(エディブルランドスケープ)

k. 散歩マップ
　(旧赤羽根保育園より移設)

i.  焼杉の柵(板塀のうち数枚)
j. 衝突防止シール(他と違うもの)

h. 彫刻的コーナーガード

n. 桜の記念植樹
o. 欅の記念植樹
p. 小楢の記念植樹
q. 土手の石積み体験

b. 旧赤羽根保育園のタイル埋込
c. 旧若戸保育園のタイル埋込

5歳 4歳 3歳

2歳

アト
リエ

1歳

父母室

職員室

遊戯室

調理室

子育て
支援室

e. 岡崎の御影石(一部)
f. ロングビーチの砂(一部)



エントランス広場からの俯瞰

街角広場からの俯瞰 どんぐり広場

東側道路から見る



物見台から園庭を見る

南側から園庭を見る 3歳児保育室前の軒下から園庭を見る

丘や円形劇場を見る



幼児保育室：ダイニングからリビングを見る

幼児保育室：ダイニング・廊下を見る 遊戯室

幼児保育室：カームルームからリビングを見る



乳児保育室：ダイニング・廊下を見る

アトリエ (デジタルルーム )から園庭を見る 回廊からアトリエ (デジタルルーム )を見る

乳児保育室：ダイニングからリビングを見る


