
特定非営利活動法人

建築 ・ 住教育研究会－

10 分の 1 組立住宅模型を使った

2019 年　活動のご案内

建築・住教育研究会－10 分の 1 組立住宅模型を使った　定款（一部抜粋）

本法人は、 主に小学生 ・ 中学生 ・ 高校生が、 建築の

耐震化の仕組みや省エネの方法を体験的に理解し、 そ

の知識を一生持ち続けることのできるような教育方法を研

究、 実践しそれに伴う事業を行うことを目的にします。

地球人全員が努力しなくては地球の持続可能性を維持す

ること、 大災害から身を守ることができません。

そのために、 物事を多角的、 複合的な視点から捉え、

総合的に把握する能力と応用力を鍛え、 建築をはじめ

科学技術に関する向学心に満ちた子ども達の養成を目指

します。

この取り組みは、 2008 年日本建築学会主催の 「親と子

の都市と建築講座」 から出発しました。

長岡造形大学の研究活動の一環として 2009 年から 2017

年まで長岡市内の中学校や新潟県内の小学生や高校

生、 教員、 社会人などを対象に建築講座を開催してき

ました。 2018 年 4 月に科学技術分野の文部科学大臣表

彰　科学技術賞 （理解増進部門） を受賞し、 本講座の

意義が社会的に認められたと考えました。

2018 年からは並行して NPO 法人の設立を準備し、

2019 年 3 月に NPO 法人

「建築・住教育研究会－10分の1組立住宅模型を使った」

が認証されました。

今日までの受講者は、 1500 名以上です。

みなさまの支援と積極的な参加をお願い致します。

NPO 法人の目的

第3章　会員
（種別）
第６条　この法人の会員は、次の１種とし、正会員を
もって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上
の社員とする。
（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人  
          及び団体 

（入会金及び会費）
第８条　会員は、総会において別に定める入会金及び
会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第９条　会員が次の各号のいずれかに該当するに至っ
たときは、その資格を喪失する。
（１）退会届の提出をしたとき。
（２）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したと
　　  き。
（３）継続して３年以上会費を滞納したとき。
（４）除名されたとき。

（退会）
第 10 条　会員は、理事長が別に定める退会届を理事長
に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第 11 条　会員が次の各号のいずれかに該当するに至っ
たときは、総会の議決により、これを除名することが
できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。
（１）法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に
          反する行為をしたとき。

（会費等の不返還）
第 12 条　既に納入された入会金、会費及びその他の金
品は、返還しない。

附　則

６　この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の
規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
（１）入会金　なし
（２）年会費 　個人正会員　　  3,000 円
　　　　　　   団体正会員　　20,000 円

第２章　目的及び事業

（目的）
第３条　この法人は、主に小・中・高校生を対象者に
して、建築の耐震化の仕組みや省エネの方法を体験的
に理解し、その知識を一生持ち続けることのできるよ
うな教育方法を研究、実践し、それに伴う事業を行う
ことを目的にする。地球人全員が努力しなくてはなら
ない地球の持続可能性を維持すること、大災害から身
を守ること、及び応用力に富み、物事について多角的、
複合的な観点から捉え、総合的に把握する能力を鍛え、
建築をはじめ科学技術に関する向学心に満ちた子ども
達の養成を目指すものである。

（特定非営利活動の種類）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次
の種類の特定非営利活動を行う。
（１）社会教育の推進を図る活動
（２）まちづくりの推進を図る活動
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
（４）環境の保全を図る活動
（５）地域安全活動
（６）子どもの健全育成を図る活動
（７）科学技術の振興を図る活動

（事業）
第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、
次の特定非営利活動に係る事業を行う。
研究と実践活動の成果をあらゆる機会を通して発信す
る。

①防災教育や建築・住教育を志す人々と連携し、その
　教育方法に関する情報交換をし、専門的な知識を誰
　でもが理解できる座学での教育方法と体験的な講座
　実践の方法を研究する。
②建築領域における領域横断的な総合的な視点を持ち、
　子ども達に能動的な学習姿勢を醸成させる講座内容
　とする。小・中・高校生を対象に開発された建築講
　座を求めに応じて広く実践し、防災や建築に関する
　知識を教養として一生持ち続け、地球の将来を考え、
　災害時の自己判断力を持つことができる青少年を育
　成する。
③新潟県内の中学校・高校の生徒に積極的に受講機会
　を提供し、要請があれば対象地を全国に広めるもの
　とする。
④以上の研究・実践活動で作り上げられる模型や実験
　装置の商品化が必要な時はその事業化（販売または
　賃貸）の可能性を探る。
⑤以上の内容を印刷媒体やインターネット等を通して
　広く発信する。
⑥その他　第３条の目的に関連した事業を行う。

第 5 章　総会

（構成）
第 22 条　総会は、正会員をもって構成する。

（開催）
第 24 条　通常総会は、毎年１回開催する。

（入会）
第７条　会員として入会しようとする者は、理事長が
別に定める入会申込書により、理事長に申し込むもの
とし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認め
なければならない。
２　理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速  
       やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を 
       通知しなければならない。

（定足数）
第 27 条　総会は、正会員総数の２分の１以上の出席が
なければ開会することができない。
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3基礎的な知識の習得 主体的・能動的学習 グループの共同学習

・パワーポイントのスライド
・荷重の流れ、物理環境等の原理や
　原則を解説

・1/10 組立模型を活用したハンズ
　オン形式（手を動かす）の学習
・体験型学習やアクティブ・ラー
　ニングを導入

・グループ（2 ～ 3 名）毎で協同
　して取組むことで、コミュニ　
　ケーション能力も養成

興味・関心を高める 自ら体験して理解 協力して達成感
講師：パワーポイントを用いて解説
　TA：作業準備

講師：模型を用いて解説
　TA：教材の扱い方、進行補助

講師：模型の完成形を用いて解説
　TA：進行補助、終了後片付け

基礎 納得 応用

NPO 法人の活動の応援方法

2019 年　建築講座に関するスケジュール

No.
※2019 年 9 月現在（建築講座の日程は変更になる場合がございます）

実施日 学校名・主催等 会場対象 人数 開始 主な担当

1 5/9 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立

終了 主な内容

構造 広川

2 5/16 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立 構造 広川

3 5/30 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立 構造 広川

4 7/4 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立 広川
5 7/11 小国中学校長岡市立 11

まとめ
広川

6 7/26 山古志中学校長岡市立 6 構造 広川

7
8 8/7 三条わくわく 100約 栄体育館三条市 10：00 16：00 構造・環境 後藤

9 8/11 キャンパス長岡 5～ 6年 10約 構造 後藤

10 8/18 10約 構造 後藤

11 8/25 10約 構造 後藤

12 9/17 北中学校長岡市立 20約 構造 広川

13 9/18 北中学校長岡市立 20約 構造 広川
14 10/3 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立 広川
15

10/17 小国中学校長岡市立 11
まとめ

広川
16

11/7 小国中学校長岡市立 11 小国中学校長岡市立 広川

長岡造形大学

まちキャン

まちキャン
まちキャン

小学校

5～ 6年小学校

5 ～ 6年小学校

科学フェスティバル

長岡造形大学

まちなか

キャンパス長岡まちなか

キャンパス長岡まちなか

応援方法①

団体会員
●年会費…3,000 円 / 年 ●年会費…20,000 円 / 年

13：45 15：45
13：45 15：45
13：45 15：45
13：45 15：45

13：45 15：45

13：45 15：45

環境

環境

構造

建築講座の特徴

NPO 法人の拠点

〒940-0075　
新潟県長岡市渡里町 4番 16 号
ひぐまビル 1階
416　STUDIO　WATARIMACHI　101 号室

計　画 環　境 構　造 施　工

1/10 組立住宅模型
・縮尺1/10（家全体を見渡せる大きさ）
　（在来軸組工法、2階建て）
・A1 サイズの 3間×4間　　・組立可能
・持ち運べる（出前授業が可能）
・30 ～ 60 名の受講生に対応
・模型は 21 セット

1 つの模型で空間認識から室内環境、耐震構造、施工まで総合的に幅広く学ぶことができます
①楽しみながら学習することにより、建築に興味・関心を持てるようになります
②体験型学習等を通して、建築や日常生活における物理現象の原理原則を深く理解できます
　これにより、生活を自律的に創意工夫する資質・能力を育むことができます
③建築の仕組みを多面的な視点から建築を捉え、総合的に把握できます

寸法感覚を習得して家の間取
りをつくる

荷重の流れ、耐震補強
方法、耐震構造保温性と断熱性能 採光と日射遮蔽

家の施工手順と部材接合【熱環境】 【光環境】

①領域横断型の教育 ②異分野融合による教育体制

教　材

教育内容

教育効果

案内図

7/31 飯野家庭科教員研修

建築講座の流れと内容

1～ 6年小学校

1 ～ 3年中学校

1 ～ 3年中学校

1 ～ 3年中学校

1 ～ 3年中学校

1 ～ 3年中学校

1 年中学校

3 年中学校

3 年中学校

校長先生
小中学校

1 ～ 3年中学校

1 ～ 3年中学校

9：30 15：00

9：30 15：00

14：00 16：00
14：00 16：00
14：00 16：00

事前打ち合わせ 直前打ち合わせ 建築講座
当日2 ～ 3 か月前 1 か月前

・講座内容
・実施日時、場所
・受講人数
・その他

・事前学習
　（自宅の調査）
・宿題（住宅設計）
・当日持参する物
・その他

校長先生 1名、担当教員 1名
主講師 1名、副講師 1名参加者

時間：1 時間
場所：中学校

担当教員 1名
副講師 1名参加者

時間：1 時間
場所：中学校

担当教員 1名、引率教員 1名
受講者　約 20 名
主講師 1名、副講師 1名、
TA（ティーチングアシスタント）3 名

参加者

1 日目　3 時間
2 日目　3 時間

バス　徒歩移動
手段

場所：雪国植物園　木遊館
　　　山古志・ロータリーハウス
　　　中学校　等

13：00 16：00
9：00 12：00

北中学校長岡市立

木遊館雪国植物園

13：00 16：00
活動紹介結小学校新潟市立 9：00 12：00新潟市　小学校

家庭科教員

NPO法人の活動に共感し、応援してくださる方を募集しています。応援方法は 3種類があり、年に 1回活動報告いたします。

建築全体を把握でき、扱い等が簡単にな
るように 1/10 組立住宅模型を製作・活用
し、建築の多機能（計画・環境・構造・
施工等の領域）の各々の領域を学習でき
るようにしています。

　建築設計の専門家と、教育学と建築環境工学の専門家が連携・協力して、
授業形式で原理・原則を説明し、体験・体感・可視化・測定やグラフ化
などの定量的な把握等の学習方法を駆使してその原理・原則をしっかり理
解できる教育体制を整備しています。理解を深めるための補助教材や機
器も活用しています。

寄付者（総会の議決権はありません）

個人会員サービスは、①模型の利用、
②展示スペースの利用、③図書室の
利用です。長期間利用する場合は、
ご相談ください。

団体会員サービスは、個人会員サービ
スの他に社員研修会、勉強会などに建
築講座を応用すること、および応援活
動を広報として活用することができま
す。詳しくは、ご相談ください。

●資金の使い道
・建築講座の授業
　経費
・教材の開発
・法人の運営費　等

会員（総会の議決権があり、活動内容に意見を述べることができます）
個人会員

会員も寄付することは可能です

応援方法②

●3 , 0 0 0 円からお願いできれば幸いです。
※個人会員と同等のサービスが受けられます。

講師等の参加
応援方法③

建築講座の講師や TA( 進
行補助など）として積極
的に参加して下さる方も
募集しています。

山古志中学校長岡市立

17
18

10/9
10/10

校長会
技術セミナー

三条市

衛生空調業界
参加者

セミナー

1 ～ 3年中学校

50
55

約

約
9：00 9：05
午後（3時間）

三条市栄庁舎
新潟テレサ

活動紹介
構造 後藤

後藤

木

木

木

木

木

日

木

木

木

日

日

火

水

水

水

金

木

水
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