開催期間連動セミナー「最新の学校施設づくりについて」
（第60回・61回デザインフォーラム）
協力：一般社団法人

文教施設協会

文部科学省が推進する学校施設の変革は、すでに多くの施設で現実のものとなっています。
そこで、長寿命化改修や小中併設化などの最新事例を公開する、開催期間連動セミナーを実施します。
実際の改修に携わった方々による、貴重な体験談や提言も満載。
ぜひ、この機会に変わりゆく学校施設の未来にふれてみてください。

第60回 デザインフォーラム
日

基調講演

第61回 デザインフォーラム

2015年 9月17日（木）
13：30〜17：00

時

日

「次世代へ繋ぐ学び舎を考える」
鎌倉学園中学校・高等学校・他

事例とテーマ

※CPD 制度対象予定

時

基調講演

「これからの地域社会と学校のあり方」

事例とテーマ

立川市立第一小学校・柴崎図書館・
学童保育所・学習館（学校と地域施設の複合化）

ご登壇者

株式会社 シーラカンスアンドアソシエイツ パートナー
法政大学准教授
神戸芸術工科大学非常勤講師

（長寿命化改修）

ご登壇者

鹿島建設株式会社
建築設計本部チーフアーキテクト
教育文化ナレッジマネージャー

丸野 道明

2015年 10月21日（水）
13：30〜17：00

赤松 佳珠子

氏

氏
©Muga Miyahara

両日共通
スケジュール

13：30

開会挨拶

鎌倉学園中学校・高等学校

13：40〜 基調講演（90分）
15:10〜 休憩
15:25〜 講演（45分）
「最新の学校施設づくり施策について（文部科学省）」
一般社団法人 文教施設協会 縄手雅史氏

立川市立第一小学校・
柴崎図書館

16:10〜 ご提案（30分）
「時代を映すこれからの学校の窓ガラス
〜長寿命化、
複合化に対応する省エネルギー及び防災・防犯ガラス〜」

AGC studio Exhibition No.14

学校の窓から、
見えるもの。
時代を映すこれからの窓ガラス展
子どもたちは、社会全体で守っていかなければならない大切な
存在です。そんな未来の財産とも言うべき子どもたちが集まる
場所、それが学校です。
学校の変遷は、社会が子どもたちに向ける温かな眼差しの変遷
でもあります。とにかくたくさんの子どもたちに教育の場を提供
する義務があった70年代。
安全対策を中心とした時代を経て、
耐震
化や避難所機能を併せもった時代。現代は、さらに環境、省エネ、
防災への配慮も必要とされています。そして、これからは、長寿命
化や公共施設との複合化など、新しい役割も見えています。高齢
者・障がい者を含めもっとたくさんの人が集い、利用する場所に
なる。だからこそ、やさしくて強い機能をもったガラスが必要
です。いちばん大切で、弱い立場の人々を守る仕様が、
社会のスタン
ダードになるべきだと、
私たちは考えます。
学校がもっと安全・安心・エコになること。それは、社会全体が
そうなることを意味しています。
みなさんは、
学校の窓から、
どんな
未来が見えますか。

2015.

8.18 -10.31
Tue

開催

10：00〜18：00、
10：00〜19：00
（金曜日）
日曜・月曜・祝日 休館日

主催

旭硝子株式会社

協力

AGCグラスプロダクツ株式会社

協賛

ガラスパワーキャンペーン

入場

無料

会場

AGC studio
〒104-0031
東京都中央区京橋2-5-18京橋創生館1･2階
TEL:03-5524-5511

AGC studio

16:40〜 ご見学
17:00

および

質疑応答
©Masao Nishikawa

閉会終了

Sat
お申し込み

http://www.agcstudio.jp/event/

AGC studio
アクセス

銀座線京橋駅
４番出口目の前、銀座の中央通りと鍛冶橋通りの交差点
JR東京駅八重洲南口より徒歩10分
有楽町線銀座一丁目駅より徒歩4分
都営浅草線宝町駅より徒歩3分
AGC studioでは駐車場のご用意はございません。
車でお越しの際には、周辺の有料駐車場等をご利用
ください。

住所

〒104-0031
東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館1･2階

TEL

03-5524-5511
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