


Today’s Topic レクチャートピック 
 
 - Introduction of BAKOKO 
 
 
 - Cocoon in the Forest:森のこども園 
     
  青陵学園こども園 
 
- Architecture + Landscape = 
 
  Archi-Scape   
  
  建築とランドスケープの融合 
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1995 青山学院女子短期大学英文科 

大槻香代子  
Kayoko Ohtsuki  
 
AADipl BArch ARB 

Expertise in retail, restaurant, 

hotel, and residential design 

with a hint of “East meets 

West”design.  

 

インターナショナルなバックグ
ラウンドを生かした和洋折衷の
デザインを確立。住宅・店舗・
ホテル・ レストラン・オフィ
スのプロジェクトに従事。 
 
 



CLT ティンバーパネル 

CNCマシン 木造パネル構造住宅 



新潟青陵学園：こども園(幼稚園＆保育園) 

 

“森”の幼稚園 

Designed by BAKOKO 



幼稚園・保育園とは？ 

子供達の“無意識な活動”を促進する開放的な学び舎 

シュタイナーの七年期の概念： 

 

シュタイナー教育では、人間の成長を7年おきに大別してとらえる。生まれてから成人

するまでの21年間のうちに世界から「真・善・美」を全身を通して理解し、その世界

と自分との一体感を見いだし、世界の中で自由で自律的に生きることのできる人格の

育成を目指す。 

 

1.  第1七年期（0〜7歳）： 

 

肉体が誕生してからの7年間。この肉体を動かす事、すなわち意志の成長が課題となる

。萌芽的な段階にあるエーテル体をゆっくり教育するため、無意識的な活動、特に毎

日の生活のリズムを重視する。この時期の子どもは周囲の大人、特に両親からの直接

的、間接的な影響を全身に吸い込んで成長する。つまり無意識的にも「（私の周りの

）世界は善であふれている」ことを子どもが理解するような教育を目指す。 



幼稚園・保育園とは？ 

子供達の“無意識な活動”を促進する開放的な学び舎 

走ったり じゃれあったり ごろごろしたり 

追いかけっこ 

したり 

集まったり 

お昼ねしたり 取っ組み 

合ったり 
内緒話したり 



幼稚園・保育園とは？ 
子供達の“創造力”を促進するクリエイティブな学び舎 

読書をしたり 図画工作をしたり お餅つきをしたり 

お遊戯をしたり 

ブロックをしたり 

歌ったり お砂でおままごとしたり 



ケーススタディー：木造・木装の幼稚園  

子供にも環境にも優しい！ 

ふじ幼稚園：本館 ふじ幼稚園：英会話塾 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&日南鉄構株式会社 



ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店： 

様々な分野での賞を取りとても話題の人気の幼稚園 



ウッドデッキの屋根が子供達の遊び場 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 



内と外が一体となる開放感溢れる学び舎 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 



秘密基地みたいなワクワクする学び舎 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&日南鉄構株式会社 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&日南鉄構株式会社 



Peanuts(保育園) by UID Architect： 

木造仕上げの心地良い保育園 

Peanuts(保育園) by UID Architect 



内と外の境界線が曖昧な 

ユニークな保育園 

Peanuts(保育園) by UID Architect 



木に囲まれた和やかな空間 

Peanuts(保育園) by UID Architect Peanuts(保育園) by UID Architect 



どこからも子供達が見える安心できる空間 

Peanuts(保育園) by UID Architect Peanuts(保育園) by UID Architect 



“森の幼稚園”：新潟青陵学園幼稚園・保育園 
樹齢100年を超える松の木に囲まれた素晴らしい環境の学び舎 



デザインコンセプト： 

“Cocoon in the Forest : 森の中のコクーン” 

緑の中の聖なる空間 ・守られた空間 



“Cocoon in the Forest : 森の中のコクーン” 

子供達の好奇心を湧かせる建物・内部空間 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&日南鉄構株式会社 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 



“Cocoon in the Forest : 森の中のコクーン” 

子供達が守られた学び舎・居心地の良い学び舎 



敷地： 

樹齢100年以上の松林！！ 



１期：幼稚園 

2期：保育園 

松林 

松林 

松林 

建物位置： 

幼稚園と保育園の共存＆子供達の交流促進 



園庭： 

松林が見渡せるオープンな園庭 



採光： 

南側に園庭が広がるので十分な採光が取れる 



動線： 

３つの入り口＆自由な園庭へのアクセス 



２つのファサード： 

園庭側は庭に開く様にオープン 

道路側はプライバシーを守る為にクローズド 

Open 

Closed 



Open 

植栽・外構： 

”森の幼稚園”のコンセプトに沿う様に、松の木を 

より多く残し・必要に応じて移植する。 



学園全体図：外構デザイン by Studio Lasso 



敷地図 

建物面積：1,086 sqm 

(幼稚園(1期): 720 sqm 

保育園(2期):  366 sqm) 



敷地図＆１階平面図 

幼稚園(1期): 720+720+70=      1,510 sqm 

保育園(2期): 366+366+366=    1,098 sqm 

 

こども園 総計：                         2,608 sqm 



こども園全体図：外構デザイン by Studio Lasso 



１階平面図 

保育室サイド 

遊戯室・読書スペース・職員室・WC・キッチン等 



動線図 バス 

歩行者

歩行者 エンタレンス 



ウッドデッキエリア 

床レベル+０(通路・職員室・保育室・WC・キッチン等 

床レベル+480(遊戯室・多目的スペース） 



2階平面図 

ウッドデッキエリア 

床レベル+3160(保育室・遊戯室・WC等) 

床レベル+2480(読書・集まりの場等) 



３F&屋上平面図 



松林 

Open Closed 

園庭 

松林 

松林の鑑賞に最適な建物の位置 

ウッドデッキ 

バルコニー 



オープンな園庭 

オープンな園庭・園舎なので先生の目が行き渡る 

オープンな園舎 



断面図 

1F 

2F 

3F 

集まり・ 

シアターエリア 

読書・ 

図画工作エリア 

ロッカー・ 

本棚・机・ベンチ 

通路 坪庭 遊戯室・保育室 ウッドデッキ 坪庭 

ウッドデッキ 天窓 

遊戯室・保育室 遊戯室・保育室 

”多様なスペース”が共存している学び舎 



間仕切 :  

多目的木造造作家具 

子供用ロッカー 

子供用机・本棚 

ベンチ 

Peanuts(保育園) by UID Architect 

Peanuts(保育園) by UID Architect 



室内坪庭スペース０２ 

採光目的 

木とのふれあい 

日本の伝統 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&日南鉄構株式会社 



多目的な集まり・ 

シアタースペース 

社交の場 

舞台 

集まりの場 

発表会の場 



天窓：コクーン・雲・採光の役割 

コクーン 

雲 

採光の役割 



木製BOX棚 

(積み上げ式) 

フレキシブルな可動間仕切り：引き戸・木製BOX棚 

木製可動 

間仕切り 

(引き戸) 

木製棚 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 



室内坪庭スペース０１ 

緑のカーテン 

(朝顔） 

球砂利と植物 

野菜栽培 

Peanuts(保育園) by UID Architect 



内と外の境界が曖昧であるオープンな園庭に 

面したファサード＆ウッドデッキスペース 

木枠ガラス引き戸 

内 外 

ふじ幼稚園 by Tezuka Architect&竹中工務店 















Architecture + Landscape = Archi Scape 
 
建築とランドスケープの融合 



Kyoai Gakuin University/ 共愛学園大学４号館 
Gunma, Japan 





wind catchers 

landscape 

vaults 







Chapel&Student Centre 礼拝堂・学生センター 
Kyoto, Japan 



















Cocoon in the Forest 青陵学園こども園 
Niigata, Japan 













 

Harmony of History and the Future 

Centenary Square センテネリースクエアー 
Birmingham, UK 

With a Collaboration of Studio Lasso 





 



 




