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はじめに―ものづくりの試み

活動の目的
　インテリア・建築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，社会・地
域との結びつき，環境への配慮，歴史・文化
への眼差し等を意識した「ものづくり」の試
みを展開している。学生の多くは「ものづく
り」とはどのようなものであるか授業で関連
することは学ぶものの，知識としての耳学問
であり，知識とものづくり体験を一体化させ
たものではないのが一般的である。そこで，
上記の課題を意識し，「ものづくり」の多様
な実践教育を行っている。その目的は社会に
役立つ，実務に強い学生を育成することを目
指した一つの活動である。「ものづくり」と
は何か，「ものづくり」の楽しさ，苦しさ，「も
のづくり」の奥の深さなどについての一例を
紹介する。

Ⅰ　ポスター・表紙制作
　1　リフォーム案コンテストのポスター

および入選作品集表紙デザイン（1年）
　2　卒業研究展ポ会スターデザイン（2年）
Ⅱ　模型製作
　1　木造軸組模型の作成

（1年設計論・製図Ⅰ）
　2　著名建築模型の製作

（3年応用演習Ⅰ・Ⅱ）
Ⅲ　家具・木工クラフト
（3年ファニチャーデザイン論・実習Ⅰ・Ⅱ）
Ⅳ　プレゼン用資料の作成
（3年インテリアデザイン論・実習Ⅰ・Ⅱ）
Ⅴ　保育実習室の建設
（1～4年特別プロジェクト実習）

「ものづくりの試み」への期待
（1）ものづくりに対する意欲・意識が希薄に

なる中で，ものづくりに対する興味づけ
をする。



岐阜女子大学紀要　第43号　（2014. 3. ）

― 30 ―

（2）いろいろなものづくりのプロセス概要を
学ぶ。

（3）ものづくりを実際に体験し，ものづくり
とは何か，それぞれの学生が夫々に理解
していく。

（4）社会で必要とされるスキルを身に付ける。
　等々である。 （文：森　雅治）

Ⅰ―1　リフォーム案コンテストのポス
ターと入賞作品集表紙デザイン（1
年）

カリキュラムとしての位置付け
　住居学専攻のカリキュラムでは，1年次か
らCADなど建築・インテリアに関する専門
性の高い授業を導入している。それに対応す
る実践的なものづくりの中核が，Ⅴ章に紹介
する保育実習室建設である。
　一方，専門にとらわれない「造形」，「色彩
計画学」，「生活デザイン論」など広く生活一
般に関わる生活空間デザイン系のカリキュラ
ムも1年次から提供している。それらの理論
的な授業に対応しての実践的なものづくりの
一つとして，これから紹介するポスター・表
紙などの制作が位置付けられる。従来はこの
ように位置付けられたものづくりが意企され
ていなかったわけである。

生活空間デザイン系の大切さ
（1）ここで仮に生活空間デザイン系と纏めた
ものは，誰もが身近な生活の中で出合うデザ
インであるゆえに親しみやすく，また表現の
営みとして本来楽しいものである。入学して
くる初学の高校生にとって，大学での建築・
インテリアという専門分野への心理的抵抗も
少なくなると思われ，1年次に相応しい実践
であろう。
（2）これらの広義のレイアウト技術は，プレ

ゼンテーション技術と一体になって，建築・
インテリアという専門分野を学習する本専攻
の学生にとっても身に付けるべき基礎的な技
能に他ならない。
（3）生活空間デザイン系は多岐にわたるが，
チラシ・パンフ・展示のレイアウトなどは，
専門を問わず，将来学生が社会に出てから，
その技能を発揮する機会が多いものである。

リフォーム案コンテストの概要と意義
　本専攻では，2009年から継続して全国の
高校生を対象にリフォーム案コンテストを開
催してきた。身近な住まいの問題点を通じ
て，若い高校生たちに自らの住まいに関心を
持ってもらおうとする趣旨からはじめたもの
である。
　外部審査員を交え優秀な作品を顕彰し，
キャンパス外部で本学学生の作品と共に展示
会を開き，入賞作品集をつくってきた。あり
がたいことに，2013年の全国からの応募作
品数は195である。
　ポスター（および募集要項）は，HPで全
国に発信するが，高校訪問の広報担当者が持
参することも多い。加えて，岐阜県の高校，
愛知・三重・静岡および沖縄の工業高校，そ
の他前年度応募していただいた高校などに直
接郵送している。また入賞作品集は，高校訪
問の広報担当者が持参する以外に入賞者の高
校などに送付している。
　このようにこの事業はキャンパス内に止ま
らない対社会的なものであるが，本専攻の学
生にとってもまことに貴重な機会と思われ
る。この事業に含まれる，ポスター・パンフ・
入賞作品集・HPづくり，展示会のパネル制
作および展示設営などは，本専攻の学生に
とって生活空間デザインの実践にたずさわる
大切な機会に他ならないからである。
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制作過程のあらまし
　それでは，制作の過程の概略を記すことに
しよう。1年生「基礎演習」の時間4回分（90

分×4回）を利用した。
　ポスター（A2，A3サイズ）と作品集表紙（B5

サイズ）の制作条件としては，「前年度の入
賞作品を紙面上に何らかの形で織り込むこ
と」の一点のみである。募集要項など必要と
なる文章は教員側で準備してデータで提示し
た。
　第1段階：Photoshopの一定の習熟が必要
であり，1回（90分）の演習を充てた。
　第2段階：CG・CADを使用して入賞作品
をディスプレイ上の立体ユニットに貼り込む
作業。（写真1）
　第3段階：上記の立体ユニットをどのよう
に構成デザインするかに学生は大半の時間を
費やした。この時，簡単に次の5点をおさら
い。
　1）図と地（特にその反転効果について）
　2）比例論（黄金比，白銀比等）
　3）配色類型（モノクローム，カマイユ等）
　4）文字の読みやすさ（字体と行の文字数）
　5）知覚における左と右の相異
　ただし，これらの理論は，自らの制作に先
行させるものではなく，あくまでも制作の微
調整や参考にすれば良い，と学生に念を押す。
念を押すまでもなく，学生はデザインに夢中
で，心配ご無用といわんばかりに理論には「う
わの空」であった。
　第4段階：制作したポスターと作品集表紙
について，各学生に自分の作品をプレゼン
テーションしてもらう。プレゼンテーション
後，教員の判断で最も適切と思われる作品を
選び，選択理由を説明した。
　第5段階：学生作品のデータを業者に渡
す。数度の校正を経て印刷。（写真2，3）

写真1　入選作品を貼り付けた立体ユニット

写真2　ポスター 1年生学生作品
（A2，A3サイズ）

写真3　入賞作品集表紙　1年生
学生作品（B5サイズ）
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反省と展望
　大学が社会に発信していく媒体に学生がた
ずさわることは，学生にとって楽しく刺激的
である。先に生活空間デザイン系の実践と位
置付けたのであるが，ただ，現在それら実践
は，通常の授業・演習内には組み込まれてい
るとはいえず，時間的なゆとりはないに等し
い。（このことは次に触れる卒業研究展示会
のポスターデザインの場合も同じである。）
　コレヲ知ル者ハ コレヲ好ム者ニシカズ，
コレヲ好ム者ハ コレヲ楽シム者ニ如カズ
……という膾炙した古人の洞見に，私たち誰
もがうなずく。しかし実際，学生が楽しみな
がら学ぶ機会をつくることは何と難しいこと
だろう。せめて必要条件として，時間的な余
裕のあるものづくりをすること，すなわち通
常の授業・演習内にこの実践を組み込んでい
く調整が求められる。 （文：山中冬彦）

Ⅰ―2　卒業研究展示会のポスターデザイ
ンの教育効果と課題（2年）

はじめに
　住居学専攻では毎年2月に外部の施設を借
りて卒業研究展示会を開催している。この展
示会のポスターデザインは，2年生からデザ
イン案を募り，コンペ形式でデザインを決め
ている。
　本稿では，学生にポスターをデザインさせ
ることで期待している教育効果および今後の
課題について以下に示す。

デザイン教育関連科目での習得知識の応用
　本学では，1，2年次において，色彩計画
学，生活デザイン論，インテリアデザイン
論，デザインワークショップ演習，インテリ
アデザイン史など，デザインに関わる基礎的
な知識を学ぶ授業科目が展開されている。こ

れらの科目は基本的には，限られた空間の中
で，設定したテーマに基づき，必要な空間要
素を配置・構成するために必要な基本的知識
を教育するものである。これは限られた紙面
の中で，設定したテーマに基づき，必要なデ
ザイン要素と情報を配置・構成するポスター
デザインに通じるところが少なくない。
　つまり，ポスターデザインに取り組むこと
で，上記の授業科目で学んだ知識を応用的に
活用し，知識の体系化を図り，知識を活用す
る実践力を養うことを期待している。
　実際，学生たちは，授業で学んだ色彩構成
や色彩効果の知識を活かしたり，歴史的なデ
ザイン様式を援用したりすることでポスター
デザインを組み立てている。

プレゼン技術の習得
　建築・インテリアのデザインには必ずクラ
イアントが存在し，そのデザイナーにはデザ
インした結果をクライアントに対して分かり
やすく，また見栄えよくプレゼンする技術が
要求される。ポスターも，必要な情報を分か
りやすく，見栄えよく紙面の中に構成すると
いう点で，この建築・インテリアのプレゼン
と共通する部分が多い。つまり，ポスター製
作を通してプレゼン技術を習得することを期
待している。

デジタルスキルの応用的活用
　卒業研究展示会ポスターの作成要領とし
て，プレゼンソフトやグラフィックソフトを
使用してデジタルデータとして作成すること
を課している（使用するソフトは特に限定し
ていない）。
　学生は様々なソフトを使用してポスターデ
ザイン製作に取り組んでいるが，そのプロセ
スで各種ソフトにおけるそれまで使ったこと
のなかった機能の使用に挑戦したり，既知の



― 33 ―

ものづくりを楽しく
―住居学専攻学生，実践の試み―
（森　雅治，冨士覇王，山中冬彦，黒見敏丈，大崎友記子，稲本　裕）

機能の思いがけない活用法を発見したりして
おり，それらが3年次以降の設計論・製図や
インテリアデザイン論・実習でのプレゼンの
際に役に立っている。

コンペ形式による自己研鑽
　ポスターデザインは，各学生のデザイン案
の作品をすべて掲示し，専攻の全学生と教員
による投票により，最も得票数の多かった案
に決定している。
　自分の作品が掲示され，多くの学生，教員
により評価を受けることを想定し，各デザイ
ン案がブラッシュアップされていくことを期
待している。また，自分の作品が評価を受
け，得票することで，学生自身は自分の能力
に自信を持てるようになっている。特に，最
多得票でポスターに自分のデザインが採用さ
れた学生は，外部の大学，短大，高等学校等
においてポスターが掲示され，大学のホーム
ページにも掲載されるなど，広く外部の方々
の目に触れることになるため，それ以降の学
びにおける大いなる自信と活力につながって
いる。

今後の課題
　以上のように，卒業研究展示会のポスター
デザインへの取り組みは，多面的な教育効果
が期待でき，また実際に一定程度の効果をあ
げているといえる。
　しかしながら，現状としてはデザインの
テーマなどは各学生が自由に設定するなど，
学生に提示する作成要領に自由度が大きすぎ
るかもしれない。そのため，投票する場合に
評価基準があいまいで，投票する学生・教員
の好みによってのみ選定されている側面もあ
る。作成要領に「今年のデザインテーマ」な
どを明記し，一定の制約条件の中でデザイン
案を作成する方が，より明確な評価ができる

だろう。
　また，プレゼン技術の習得を期待している
ので，作品案を掲示するだけでなく，自分で
作成したデザイン案について口頭などでプレ
ゼンする機会を設けることも必要だろう。
　さらに，現状としては授業外の時間に各自
デザイン案を作成する方法をとっているが，
作成過程においてエスキースを行うなど，教
員による一定の指導を加えることで，より一
層のブラッシュアップが図られるだろう。 

 （文：黒見敏丈）

写真4　2010年度の採用デザイン

写真5　2012年度の採用デザイン
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Ⅱ―1　初年次における2D―3Dの双方向
イメージ転換に関わる教育の実践
と課題―木造軸組模型，完成模型
の作成およびパースの描画を通し
て―

はじめに
　初年次前学期の基礎製図の授業では，木造
平屋建て住宅の設計図面（配置図，平面図，
断面図，立面図，伏図，矩計図等）のトレー
ス，つまり建築物を2Dで表現する技術の教
育を中心に行っている。しかしながら，設計
者にとっては，建築物を2Dで表現する際に，
そこから3Dのイメージを頭の中で描けるこ
とが重要になる。そこで本学では，初年次後
学期には，設計論・製図Ⅰの授業で木造平屋
建て住宅の軸組模型の製作およびパースの描
画（1点透視図法および2点透視図法），基礎
演習Ⅱの授業で同じ住宅の完成模型の製作を
課している。
　本稿では，各授業での軸組模型，完成模型
の作成およびパースの描画の教育プロセスを
紹介し，その中で学生が2D-3Dの双方向イ
メージ転換にかかる能力がどの程度定着して
いるか，また今後の教育的課題について考察
する。

軸組模型の製作
　初年次前学期の基礎製図および後学期の設
計論・製図Ⅰの最初にトレースする木造平屋
建て住宅の矩計図，伏図，軸組図の内容を立
体的に理解することを目的として，設計論・
製図Ⅰの課題の一つとして軸組模型の製作を
行っている。
　製作方法としては，床組，軸組，小屋組等
の1/30の台紙を用意し，スケールに合わせた
7種類のサイズの檜角棒を部材寸法に合わせ
てカッターナイフで切り出し，台紙上で組み
立てていく方法をとっている。イメージとし
ては，実際の建て方の現場における地組みの
手法のような造り方である。
　初年次の学生には2Dの設計図面ではなか
なか理解しづらい床組みと軸組の取り合いの

図1　初年次の2D図面製作と3D模型等製作の
関係

写真6　軸組模型製作の様子

写真7　完成した軸組模型
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関係性や各部材の立体的構成について，この
製作過程を通じて初めて「なるほど，こうい
うことなのか」と気付く学生も多く，理解が
深まっている。また，この軸組模型製作後に
部材名称の小テストを実施しており，その結
果から，初心者には覚えづらい多様な部材の
名称についても一定程度の定着が図られてい
るようである。

完成模型の製作
　初年次前学期の基礎製図でトレースする木
造平屋建て住宅の配置図，立面図等の内容を
立体的に理解することを目的として，初年次
後学期の基礎演習Ⅱの一つの課題として完成
模型の製作を行っている。
　初年次後学期のCAD演習Ⅰでは，基礎製
図でトレースした木造平屋建て住宅を題材と
して JW-CADの使用方法を学んでいるので，
そこで修得したスキルを活用して，完成模型
用の各パーツの JW-CADによる図面製作から
行っている。作成した図面（着彩済み）を段
ボールシートもしくはスチレンペーパーに貼
り付け，カッターナイフで切り出した各パー
ツを接着剤で貼り合わせて完成模型を製作し
ている。製作スケールは1/100である。
　完成模型製作過程を通じて，2D図面で表
現した建築物の実際の見え方や光による陰影
の付き方，着彩のビジュアル効果，外部環境
と建築物との関係などについて理解を深める
ことができている。

外観および室内パースの描画
　パースは水平面，垂直面に正投射された
2D図面を3Dに近い形で理解できるように
2D上に表現するものである。2Dで表現され
た設計図面と3Dで表現する模型との中間的
な表現方法といえる。
　初年次後学期の設計論・製図Ⅰの授業の後

半で，このパース描画の技法について学び，
木造平屋建て住宅の平面図，立面図等を基に
2点透視図法で外観のパースを，平面図，展
開図等を基に1点透視図法で室内のパースを
それぞれ描いている。
　パース描画の過程を通じて，2D図面で表
現した建築物およびインテリアの実際の見え
方や光による陰影の付き方，着彩のビジュア
ル効果などについて理解を深めることができ
ている。

今後の課題
　以上のように，模型製作やパース描画は，
建築物を2Dで表現する際に，そこから3Dの
イメージを頭の中で描く能力を養う上で重要
な役割を果たしており，初年次教育において

写真8　完成した完成模型

写真9　完成した室内パース
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は一定程度の教育効果をあげていると考える。
　しかしながら，2年次から3D-CADの教育
が始まることもあって，2年次以降の設計論・
製図の授業においては，建物の立体的表現は
3D-CADまかせの部分が多く，自分で模型を
製作したり，パースを描く機会が現状として
は少なくなってしまっている。今後は，学生
に対する負担の程度に留意しながらも，設
計・製図の課題において模型製作やパース描
画を条件として課す機会を増やしていく必要
がある。 （文：黒見敏丈）

Ⅱ―2　著名建築模型製作
 （3年応用演習Ⅰ・Ⅱ）

演習のねらい
　この演習は1年次の住居学専攻の学びを概
観するための基礎演習Ⅰ・Ⅱに続く演習であ
る。1年次，2年次の専門の学びが理解でき
た段階での演習であり，4年次の卒業研究と
関連づけるための学びでもある。卒業研究の
テーマで建築設計を選択した学生は，プレゼ
ンテーションのツールとしてVectorWorksに
よる完成予想図作成（必修）と模型製作を選
択している。この模型製作の演習は
VectorWorksとは異なる方法で作品を多面的
に表現手法するための学びである。また2・
3年次にインターンシップを実施するが多く
の学生は設計事務所，ハウスメーカー，工務
店などで就業体験するが，就業体験のひとつ
として模型製作の仕事を与えられることが多
い。また設計事務所に就職した学生は業務と
して詳しい説明もなく，すぐに模型製作の仕
事を与えられこともある。このような時に，
迷うことなく模型製作に取り組むことが出来
るように模型製作の基礎知識・技術を演習を
通して修得することを目的としている。

演習の概要と進め方
　演習の概要・構成を次に述べる。演習は他
の授業と同じで15回で行われる。1回目は演
習の進め方，模型制作をはじめる前に・何の
ために模型をつくるのか，模型の用途，使わ
れ方としては設計事務所内の設計検討用で
あったり，建築主への設計各段階の説明用で
あったり，竣工完成模型であったり，いろい
ろな局面，段階で使用目的に合わせ，表現方
法，材料，縮尺等を決め制作していくことに
なる。製作計画書の作成，製作手順・製作精
度を上げるため，製作ポイント等を試行も交
え講義する。各自が製作する対象建物を選択
するための説明をする。対象建築として，著
名な建築家（国内外）の設計した住宅建築，
若しくは住宅以外の小規模建築とする。小規
模な建物に限定した理由は，この演習が個人
での取組であることと，製作精度の確保と創
意工夫を盛り込んで欲しいからでもある。製
作過程において設計者の設計意図等を考えな
がら製作することも将来の進路を考えると重
要なことである。
　最終提出時に製作模型と合わせ，建物概要，
設計者の設計意図，および模型製作を通して
の感想等を1枚のシートにまとめて提出する
ことになる。次の2回の授業時間で模型製作
する建物を決定していく。模型を製作する資
料，主に図面は，大学の図書館や県，市等の
公立図書館で収集することになる。資料とし
ては，配置図，平面図，立面図および断面図
が必要となる。製作する建物の資料として以
上の図面が揃っていないと資料不足で製作す
ることが困難になる。平面図はあるが立面図
が4面揃っていない書籍（建築家作品集，建
築雑誌，その他）が多く，模型製作する建物
を選定するのに苦労をする。この資料探しも，
学生はいろいろな書籍の情報に触れ，視野を
広めるひとつの学びになっている。平面図は
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あるが立面図が4面揃っていない建物は，不
足の立面図を写真と断面図情報を合わせ新た
に立面図を作成し，模型製作資料としていく。
このプロセスもこの演習の大切な経験である。
　課題として，取り組む建物は現代建築史・
日本建築史・西洋建築史・設計論製図など授
業の学びで得た知識を基に選択することにな
るが，著名建築が選択肢となっているため，
既に実施した学生と同じ建物を選択すること
も起こる。この場合は，出来上がり精度や創
意工夫などを比較されることを承知の上，取
組ます。製作する建物が決まり，必要な図面
が揃ったら，製作計画を立て，出来上がりを
イメージする。製作する縮尺，模型の表現方
法（外観の表現のみ，各階の内部も合わせ表
現，地形表現，外構表現など），製作材料（屋
根，外壁，窓その他）などを設定する。学生
は縮尺の理解も，この演習でする。1/200の
図面を1/100に拡大するのは，図面を2倍に
するなど，縮尺が明記されていない場合の換
算方法などである。製作計画が作成できたら，
製作材料の必要数量を算出し，模型製作専門
店より材料調達をする。材料の積算について
は「建築施工」の授業でも学んでいる。この
知識も活かすことになる。材料調達が出来た
ら，次は屋根，外壁，窓などの建築部位ごと
の部品を製作していく。窓部品の製作は模型

にリアリティを持たせるため，大いに影響す
るた，め塩ビシートにラインテープを貼り付
けてサシュ表現など施す。部品が用意できた
ら，スチレンボード専用糊で接着し，組み立
てていき，建物全体を完成させていく。
　これを敷地図に配置し接着すると模型の製
作は完了する。模型製作が完成したら，写真
撮影し，前述の建物概要シートに実物の竣工
写真と合わせ添付，必要事項を記載し，これ
で，世界でたったひとつのオリジナル模型の
完成である。

演習の成果
　この演習を体験した学生は，インターシッ
プなどに参加し，戸惑うことなどが少なく
なった。設計事務所などに就職した卒業生よ
り就職後，すぐに役立ったとの報告もある。
演習を体験した学生のなかには，「ものづく
りの楽しさを，この演習で初めて，実感でき
た」と話していた。この学生は模型製作およ
びパース制作事務所へ就職を決めた。この演
習で製作した模型は，多様な学びのひとつの
修得結果，ポートフォリオとし，就職活動に
利用されている。今後共，この小さなものづ

写真10　図　建物の部品づくりの様子

写真11　設計：妹島和世＋西沢立衛/SANNA
「ディオール　表参道店」
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くり活動の演習は続けていくことが，必要と
思われる。 （文：森　雅治）

Ⅲ　家具・木工クラフトを創ってインテ
リアを学ぶ―インテリアデザインに
必要な木工を体験（3年ファニチャ
デザイン論・実習Ⅰ・Ⅱ）

震災後強まってきた意識
　無駄を見直し，節約我慢できること，買わ
ずに済むことを考えたい。日常生活の中の「さ
さやかな幸せ」を大事にしたい。非日常的な
気持ちになれる時間・場所を作っておきた
い。自分のことより社会に関心がある人が増
え，しっかりと計画を立てて豊かな将来を築
きたいという堅実な人が増加しています。

エシカルな選択
人と自然と社会にやさしい暮らし方
　いま暮らしには「エシカル」（倫理的，利
他という意味で，環境や社会，人に配慮した
商品やサービスを購入することで，人や社会
の利益に貢献することができる生活様式をい
う。イギリスから1990年代に起こってきた
概念でエシカルコンシューマリズムが広く知
られている。）という価値観が求められてい
ます。例えば，毎日の消費活動は個人の生活

を満たすだけでなく，適正な循環を促し，社
会を支えるものでありたい―買い物をとおし
て自然環境，社会問題，ロハス（健康と持続
可能性を重視するライフスタイル）などの意
識を共有し，生活の質を見直そうというもの
です。
　「食」や「衣」特に「住」の分野でも，原
材料（産地，栽培環境），製造方法（労働環
境），流通（フェアトレード）から廃棄まで，
商品をめぐる背景にも強い関心が寄せられて
います。

ほんとうの豊かさ，幸せな暮らしのありよう
の提案が求められています。
　こうした社会や時代の流れから，私たちの
生活のあり方を考え，真に豊かな社会への道
をさぐり，人と自然が調和した生活デザイン

写真12　 エシカルスタイル（ethical style）
を自分の手でつくる。

写真13　木組みの「おひなさま」

写真14　制作風景
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の中にこれからの暮らしのヒントを探す時代
です。心に，体に，頭に効く学びや体験をす
ることで，未来へつながる，あたらしい暮ら
しの形です。
　木材は環境問題解決素材として注目されま
す。

女性だからこそ提案できる家具，インテリア
デザインは，多くあります。
　インテリアデザインにとって，家具，クラ
フトは重要な構成要素です。木材を使用した，
床，家具，クラフトによるリフォーム，イノ
ベイションの時代が始まりつつあります。教
育の中で，取分け「持続可能性のあるもの作

り」＝木工が注目されてきています。
　リフォーム，イノベイションでのインテリ
ア的な仕事の中に，エシカルステイルを実現
できる可能性は女性のほうが多く有していま
す。
　エシカルステイルの原点ヘンリイーデイ
ヴィド・ソローの生活提案を，女性が読み取
り，体得し，クールジャパンとして提案すれ
ば，日本を席巻している北欧デザインにとっ
て代わります。
　ファニチャーデザイの授業では，木工を行
うことで，木材の名前が覚えられます。（20

種類木材の名前を理解できるように授業を
行っています。）自分で，ものづくりができ
るデザイナーを目指しています。
ITコンピューターでは，3Dプリンターが，
登場している時代です。
　自分でデザインして，自分で木を削り，
作った経験は，新しい時代に，女性らしく輝
けるデザイナーとしての第一歩になります。 

 （文：稲本　裕）

Ⅳ　実務につながるプレゼン資料の作成

はじめに
　3年次に開講されているインテリアデザイ
ン論・実習Ⅰ，Ⅱでは，将来インテリアコー
ディネーターやインテリアプランナー，イン

写真15　ソローの室内

写真16　小皿・バターナイフ・スプーン

写真17　スツール
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テリアアドバイザーなどを目指す学生のため
に，実際のインテリアコーディネーターが仕
事を進める手順に沿って，授業を行っている。
　本稿では，学生がインテリアコーディネー
ターになり，クライアントに説明する仮定の
プレゼンを行う中で，その教育効果および今
後の課題について以下に示す。

プレゼン資料づくり
　課題として，3LDKのマンションリフォー
ム（インテリアデザイン論・実習Ⅰ）と物販
飲食店（インテリアデザイン論・実習Ⅱ）を
取り上げ，コンセプトに従った内装設計を行
い，プレゼン資料を作成している。
　プレゼン資料としては，コンセプトシート，
平面図，展開図，材料ボード，家具シート，

照明シート，完成予想図，模型などを作成す
る。
　図面の作成に関しては，1年次から学んで
いる二次元CADソフトで作図し，グラフィッ
クソフトで着彩を施し，わかりやすい図面に

図2　床仕上げの着彩を施した平面図

図3　部屋のイメージに合う家具を選ぶ

図4　完成予想図

写真18　家具，照明器具まで作成した模型

写真19　プレゼンテーションの様子
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仕上げている。
　また，建材メーカーや設備メーカーを知る
ためにも内装材や家具，照明器具などは，実
際に流通している商品の中から選び，イメー
ジしたものが無ければデザインも行っている。
　デザインした空間のイメージが伝わりやす
いように，三次元CADを使って完成予想図
の作成も行う。
　完成予想図では，室内の一方向しか表現で
きないため，空間のつながりを説明するため
に，模型制作も行う。
　授業の最終日に，授業担当以外の教員がク
ライアント役になり，学生がインテリアコー
ディネーターとして，各自が作成した図面，
シート，模型などを使ってプレゼンを行う。

教育的効果と今後の課題
　このように，インテリアデザイン論・実習
Ⅰ，Ⅱで作成する図面，パース，模型などは，
1年次から学修する設計論・製図，CAD演
習，色彩計画学，インテリアデザイン論など
の授業を積み重ね，習得した知識と技術を統
合して作成されたものである。中には，実務
の場でも通用する完成度の高い作品もあり，
この授業の作品を就職活動時に持参し，プレ
ゼンを行う学生も多い。また卒業生から，こ
の授業で材料ボードや家具シート，パースな
どの作品づくりをしたことで，会社で求めら
れるプレゼン資料づくりにも，戸惑うことな
く取り組めていると，報告があった。学生時
代から見せることを意識した作品づくりをす
ることは，社会に出た際，即戦力として活躍
できるための良い教育の場ともなっているよ
うだ。
　しかしながら，パースを正しく描くこと，
模型を細かくつくること自体に重点が置か
れ，誰に見せるのか？を忘れた作品づくりが
行われている場合も見受けられる。お客様に

わかりやすく提示するという観点に立つと，
平面図（二次元）ではわかりにくい部分をパー
スで表現したり，一番見せたい部分を細かく
模型でつくりこんだりと，どのように作品を
見せていくかを考え，作品づくりをすること
が大切である。学生自身がお客様の立場，お
客様の目線に立って，プレゼンを行うことを
意識するよう指導を行っていきたい。また，
基本的なプレゼンの手法を学ばせる機会も必
要だと考え，今後の課題としたい。
 （文：大崎友記子）

Ⅴ　保育実習室建設（特別プロジェクト
実習）

Ⅴ―1　目的および企画・設計
活動の目的
　既刊，紀要第40号に「ものづくり協働プ
ロジェクトの試みと展望」建設実践活動が掲
載されましたが，ここでは，前回建設途中の
「保育実習室建設」について改めてまとめて
みた。本学の教育方針，目標は「教養ある専
門背をもつ職業人養成を重視した教育を施
す」を掲げている。これを受け住居学専攻の
教育方針として以下の3つをあげている。①
社会に通用する人材の育成②実務教育の重視
③技術者の養成である。この方針の下，2004

年より建設実践活動が始まり，この「保育実
習室建設」プロジェクトに継承されている。
より具体的なねらいは次の点にある。①授業
での学びを「現場で現物，現実」を知りさら
に理解を深める。②住居学専攻の学生の主な
就職先は住宅関連であり木造の知識は欠かす
ことができない，木造に強くなることにより
就職活動を有利に展開することができる。（他
の大学は木造を重要視していない。）③1年
生から4年生が協働することにより就職活動
および社会で必要となる社会常識，責任感，
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積極性，主体性，提案力，ホウ・レン・ソウ
（報告・連絡・相談），コミュニケーション能
力，組織内の企画，運営の仕方を学ぶことな
どが本活動の目的である。

企画　2009.04～2009.10
　今までに小規模木造建物を数等建設してき
たが，取組内容を顧みて，今回の取組方針を
決めた。①今までに経験してない，新しさが
あること②建設した施設が完成したら終わり
ではなく，③日常的に活用できること。以上
を踏まえ，大学が必要とする施設とする。4

グループに分かれ検討した結果，候補とし
て・スポーツや実習する時の更衣室・特別プ
ロジェクトのための作業室・保育実習室およ
び・バスの待合室が提案され，全員による話
し合いによりバスの待合室に決定。基本的な
必要条件を整理，企画書を作成し，大学関係
者にプレゼンテーションを行った。結果，い
くつかの問題点が明らかになった。建設予定
地は大学の所有地ではないため種々の調整が
必要となり，時間を要することなどである。
別敷地として，現在駐車場の大学構内での建
設も案としてあがったが，この場合も将来の
キャンパス計画との関係があり時期尚早とい
うことで別案にせざるを得ないことになる。
学外にアピールする場所への建設でみんなの
意気が上がっていたが残念であった。再度，
上記の取組方針の条件に合うプロジェクトは
何かと再考する中で，本大学に保育士・幼稚
園教員養成コースがあり，関係する教員およ
び学生より，現在の大学の教育実習室は一般
的な教室のため，保育実習の環境にそぐわな
い，保育園児等が利用するのに相応しい保育
実習室が欲しいとの要望があり，当初より候
補に挙がっていた保育実習室を建設すること
となった。設計与条件の把握のため，学生リー
ダーより関係する教員へ保育実習室要望事項

のヒヤリングを実施した。この結果，使用者
側の要望が明確になってきた近隣の保育園
児・幼稚園児に大学に来てもらい，絵本の読
み聞かせ，園児個々の絵本読み，手遊び，お
よびベビーマッサージ等が主な教育実習であ
り園児との接触が中心であることが明確と
なった。建設する建物用途の決定に伴い，建
物コンセプトを策定しながら企画設計を同時
進行で行った。コンセプトは「保育園児・幼
稚園園児が興味を持ち，情操教育に寄与し，
安全で安心な保育実習室の環境づくり」イ
メージとして童話やおとぎ話に出てくるよう
な建物：メルヘン調とした。
　建物の概要としては，上記に挙げたメルヘ
ン調，興味を持たせるという観点より，ツリー
ハウスを内部空間に持ち，それに階段で上が
り，滑り台で降りるという仕掛けづくりをし
た。外観建物形状は八角形としてこれもメル
ヘン調の一環であり，八角形の寄棟屋根と合
わせその観を一層高めた。構造規模：木造一
部2階建，述べ床面積約50m2建物，色彩計
画もメルヘン調とする。以上が企画設計の概
要で従来の取り組み内容にないものとなって
いる。
　この段階でプロジェクトの概略工程を策定
してみた。基本設計2009.10～2010.02実施設
計2010.02～2010.06，確認申請提出2010.07，
工事は2010.11～2012.10の予定としてみた。
なにせ素人の教員，学生が主体で実施するこ
とでもあり，予定通りに作業を進行すること
は至難の業であることを認識しながらの計画
である。

基本・実施設計　2009.10～20010.8
　企画設計が完了したらこれをベースに基本
設計に入っていく。基本設計とは，企画設計
に基づいて，依頼主からの要望，その他の諸
条件などのことを考えながら，実施設計に入
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ることのできる具体的な図面を作成する行為
である。基本設計図の主なものとしては，建
物概要表，配置図，平面図，立面図，断面図
等を縮尺1/100程度で描きます。基本設計が
大方纏まったら，実施設計に入っていきま
す。実施設計行為は基本設計よりさらに具体
的な設計図を作成することをいう。詳細な部
分まで描いていく。建物を実際に建てるとき
必要になる図面でこの図面に基づいて見積や
確認申請書が作成されます。ここで著す内容
は，は基本設計と実施設計を合わせたものと
なっている。企画設計設定した「保育園児・
幼稚園児が興味を持ち，情操教育に寄与し，
安全で安心な保育実習の環境づくり，イメー
ジとして童話やおとぎ話に出てくるようなメ
ルヘン調な建物」をコンセプトとしている。
コンセプトワークとは，建物の性格付け，特
徴づけを強くするために行う行為である。簡
単に言うならば設計するうえで全体を貫く統
一的な視点や考え方を示す概念のことであ
り，平易に解釈するとキーワード，発想，着
想として捉えたらよいのであるが。コンセプ
トで設定した内容を設計図に関連付け，盛り
込んでいくことになるが，関連付けをするこ
とが出来にくい。学生はコンセプトワークが
なかなか苦手のようである。兎にも角にも「3

人寄れば文殊の知恵」ワイガヤで曲りなりに
コンセプトを図面に展開するため具体的盛り
込み内容のストーリー立てを，以下のように
4内容の項目設定した。主な項目の展開とし
て。①「保育園児・幼稚園児が興味を持ち，
情操教育に寄与する施設」の具体的展開はツ
リーハウスを設置とツリーハウスへの階段を
登り，滑り台で降りる。この遊びを通して，
教える，学ぶ（真似ぶ）を体験するなどして
情操教育に寄与することを期待する。②「安
全・安心で園児にやさしい環境づくり」の展
開としては，自然素材（木）による構成，平

面形状等建物の角が鋭角でないこと（八角形
内角：135度），窓等開口部よりの転落防止
対策のため窓腰高は850mmとし入口扉は衝
突防止を考慮した引き分け戸とした。また，
内部・外部の塗装剤はシックハウス対応され
た水性塗料を使用し健康に配慮した。③「全
体的なイメージとして童話やおとぎ話に出て
くるようなメルヘン調な建物」として，展開
は，前述の事項に重複する事項もあるが，建
物形状は八角形，屋根形状も八角形の寄棟屋
根とし，外壁，屋根および内壁もメルヘン
チックなカラーリングとする。内部にツリー
ハウスを設置する等が主な盛り込み内容であ
る。④「環境配慮」としては自然素材（木）
の多用，高気密（アルミサッシュ：ペァガラ
ス）高断熱（外壁，屋根，床へのグラスウー
ルおよびポリスチレンホームによる断熱処
理，高窓設置による自然換気システムの採用
等が挙げられる。コンセプトの展開事項に従
い，スケッチを起こしながら具体的に図面を
作成していくことになる。平面図の構成は，
形は正八角形ではなく，保育実習室としての
主な使われ方である，絵本の読み聞かせと，
階段，滑り台などの設置を考慮して決められ
た。窓は採光を考慮し，均等配置に，出入口
位置は東側よりのアポローチなど使い勝手を
考慮し，東側に配置した。断面図の構成は，
部屋のセンターに大口径の円柱を配置し，一
本柱でツリーハウスを支持する形とした。実
際のツリーハウスは立木を構造体の支柱とし
て出来ているがこの柱をツリーとして見立て
た。天井高の適正寸法の設定，ツリーハウス
への階段・滑り台下の高さ寸法，その他，窓，
扉の大きさと取り付け位置など高さ関係の寸
法を押さ得ることにより断面関係の主要寸法
が決まり，断面図が作成できる状態となる。
平面情報の平面図，断面情報の断面図ができ
ることによりこの両者の図面情報を合わせ表
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現したものが立面図となる。作成された実施
設計図としては，建物概要表，配置図，1・2

階平面図，断面図，立面図，小屋伏図，軸組
図（壁量計算），床面積求積図などであり，

VectorWorksによる完成予想図も作成された。
特に，建築基準法関連のチェック・確認事項
として，・木造建築の壁量計算・今回の建物は，
耐火および準耐火建築は要求されないが，敷
地周辺の建物が，耐火および準耐火建築が要
求され，既設建物の窓ガラスを防火設備，具
体的には網入りガラスに取り換えることと
なった。予算外費用であった。その他の事項
としては，採光面積および階段幅，踏面，蹴
上の寸法などが主な関連事項であった。この
設計図の作成は1年～3年の学生が分業担当
し，作成された。基本・実施設計すなわち設
計論・製図の学びは，建築計画，法規，構造
力学，施工等専門の学びを総合化した学びで
あり，住居学のコア・カリキュラムでもある。
この保育実習室を通した「ものづくりの試み」
により設計図作成業務の基本的な進行手順や
基本的行為などを実体験し，修得することが
出来た。 （文：森　雅治）

Ⅴ―2　ものづくりに必要な諸手続きを体験
―建築確認申請を通して―

はじめに
　今回の保育実習棟（読み聞かせ絵本館）プ
ロジェクトにおいても，建物の企画から設計，
建設まで，建築に関わる一連の流れを体験す
る中で，建物を建てる際必要とされる建築確
認申請手続きを学生が体験した。手続きの概
要と，その体験を通して得られた成果と課題
について報告する。

建築確認申請手続きのプロセスと学生の学び
（1）建築確認申請手続きの意味を理解
　確認申請手続きは，学生にとって初めての
体験となるため，建築士法，建築基準法を改
めて読む機会となった。
（2）開発許可に対する事前協議（2010.5.11）
　確認申請の前に行う開発許可申請につい

図5　平面図

図6　立面図

図7　完成予想図　外観
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て，岐阜市役所の開発指導課を訪ね，担当者
から必要書類，添付図書を教えていただいた。
（3）開発許可に対する適合申請に必要な図

書・書類の作成と申請（2010.9）
　夏季休業期間を利用して，規則第60条に
則り，必要図書と書類の作成を行った。
作成図書：付近見取図，全体配置図，建物計
画図，計画建物平面図作成および添付書類：
開発許可申請書，土地利用計画書，土地登記
簿謄本，公図，水路専用許可書，浄化槽調書
　全体配置図では，実習棟の確認申請時に作
成したデータをもとに，現在の既設建物の棟
数，位置を確認し，新たに全体配置図を作成
した。敷地を測量し，一から図面を描いた先
輩達の苦労を実感した。
　開発許可に添付する書類は，水路占用許可
書や浄化槽調書など，始めて知る書類が多く，
大変勉強になった。確認申請をするにも他の
許可申請が必要となること，その申請にも多
くの書類や図書（図面）が必要となり，法律
に則して許可を受ける事の大変さを実感した。
（4）建築確認申請に必要な図書・書類の作成

（2010.9）
　開発許可に対する適合申請の許可が下り，
いよいよ建築確認申請の手続きに取り掛か
る。今回は民間審査期間に提出するため，事
前に審査の進め方，必要書類などを確認した。
作成図書：建物概要，付近見取図，仕上表，
配置図，平面図，断面図，立面図，日影図
作成および添付書類：確認申請書，建物計画
概要書，建築工事届，委任状，消防設備等工
事計画届出書，特定公共的施設新築等届出書，
シックハウス計算書
　今回の建物が大学の一施設となり，敷地全
体からは増築扱いになるため，既設建物全て
の日影図を作成することになった。複数棟の
建物の日影図を作図するのは始めての体験と
なり，これも実習棟の確認申請時の日影図の

データを参考に作成した。
　配置図，平面図，立面図，断面図において
も，申請上の図書（図面）に法規上明確にす
る事項を書き込む必要があり，授業課題で描
いている図面とは，異なることを学んだ。
　確認申請関連の書類では，書き方の不明な
点も法令集で一つひとつ確認し，前回の書類
も参考にしながら作成した。
　消防同意では，採光計算において無窓居室
となり，誘導灯が必要となるなど，消防法を
調べる良い機会となった。
　保育実習棟は大学の施設となるので，まち
づくり条例にも適合する必要があり，入口開
口部の幅や床の高低差など，岐阜市条例に即
した図面作成を行った。
（5）建築確認申請書の提出，受理（手数料振

込）（2010.9.27）
　（4）で作成したそれぞれの書類に必要な図
書（図面）を綴じて民間審査機関に提出。金
融機関より手数料を払いこみ，確認申請受理
が完了した。
（6）建築確認適合審査（訂正），確認申請交

付
　確認申請書提出後，民間審査機関から申請
図書や書類の疑問点，訂正についての連絡が
あった。訂正事項としては，道路の種類と幅
員の明記，今回建設するまわりの建物の耐火

写真20　確認申請訂正作業の様子
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性能，大学正門から，建物までの侵入経路の
明記など，申請上の図書（図面）に必要とさ
れる記入事項についても記入漏れがあり，担
当者からの指摘に基づき，訂正作業を行った。
　2010年10月25日に建築確認申請許可が下
りた。

おわりに
　今回学生が建築確認申請手続きを体験した
事で，気がついた点を以下に述べ，まとめと
する。
　今回の申請に必要な書類や図書（図面）作
成を行ったことで，学生は建物を設計するに
は法規，構造，設備など，授業で学んでいる
すべての知識が必要なことを，より理解でき
たようだ。中でも法規で学んだ延焼の恐れの
ある範囲に，隣接する7号館の北側窓が該当
し，ガラスをすべて網入りガラスに取り替え
たことは，実際に建物を建てることで生じる
法規的な問題を，実感できる出来事であった。
　課題としては，申請書類や図書（図面）の
作成を行う際，数値の記入ミスや記入漏れが
多々生じたことである。担当者の説明を理解
し，慎重に作業を行うこと，またお互いに内
容を確認し合うことなどが，学生の反省点と
しても上げられた。保育実習棟工事は今年度
の完成を予定しており，当然工事完了手続き
も必要となる。完了手続きでは今回の体験も
活かし，組織と関わるための社会的な礼儀，
コミュニケーションの取り方など，責任を
もって手続きを完了できるように，サポート
していきたい。 （文：大崎友記子）

Ⅴ―3　建設工事
地盤調査（2010.11.18）
　地鎮祭を終え，着工に先立ち，建設予定地
の地盤調査を行った。㈲ミヤテクノの指導を
受け，小規模建築物の地盤調査方法として一

般的なスウェーデン式サウンディング法によ
り調査を実施した。
　結果として地表面は比較的締まった地盤だ
が，1.5m～4.5mの深度に軟弱地盤が認めら
れ，地盤補強の必要性を指摘された。しかし
ながら，今回建設予定の建物の規模が非常に
小規模で自重が軽いこと，また以前のプロ
ジェクトで建設した実習棟の地盤と類似地盤
であることなどを勘案して，地盤補強は行わ
ずに工事を進めることとした。
　このような地盤調査は授業の中で学ぶ機会
もほとんどないことから，学生にとっては非
常に良い経験となった。

水盛り・遣り方・根切工事（2010.11.18～
25）
　まず，上述の地盤調査と並行して，建物の
建設位置を正確に決めるための測量を行っ
た。ちょうど直前の9月に測量学・実習を経
験した3年生がこの測量を担当・実施した。
　測量結果をもとに，建物の壁芯（壁の中心
線）や基準となる高さなどの目印を決めてい
く作業となる水盛り・遣り方に取り組んだ。
まず建物の少し外側に，水杭を約180cmの間
隔で，かけやで打ち込み，レベル（水平を測
定する測量器具）を使って基準高さを水杭に
印をつける。次に，水杭の規準高さにあわせ

写真21　地盤調査に取り組む
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て水貫という木の板で全体の水平を表す。ま
た水貫に壁芯の位置を出し，水糸を張った。
　水糸を基準にして基礎の位置を出し，基礎
コンクリートを打つために地面を掘り下げる

作業が根切工事である。通常重機などを使っ
て土を掘るが，今回は学生がスコップを手に
して掘り進めた。
　水杭の打ち込みや根切工事は女子学生に
とって大変な重労働だが，意外にも黙々と作
業に取り組んだ。また，設計図面通りの位置
に正確に建物を建築する術を体験的に知る良
い機会となった。

基礎工事（2010.12.2～16）
　基礎工事は建物の安全性を確保する上でと
ても大切な工事である。
　捨てコンクリートを打設した上に防湿シー
トを敷き，その上に断熱材（スタイロフォー
ム　厚20mm）を仮止めした上で，鉄筋を組
み，コンクリートを打設するための型枠を組

写真22　トランシットによる測量

写真23　基準高さに合わせ水杭に水貫を取り付
ける

写真24　根切工事に悪戦苦闘

写真25　ハッカーを使って鉄筋の結束

写真26　トンボでコンクリートの天端ならし



岐阜女子大学紀要　第43号　（2014. 3. ）

― 48 ―

んでいく。建物の安全性に関わる重要な部分
なので，大半は専門業者の力を借りることに
なったが，トランシットによる基礎の墨出し
やハッカーを使っての鉄筋の結束，ベンダー
による鉄筋の曲げ加工などに汗を流した。ま
た，作業の中で，鉄筋の形状や強度，かぶり
厚の重要性などについても学ぶことができた。
　12月16日にコンクリート打設を行った。
型枠の隅々までコンクリートが行き渡るよう
にバイブレーターをかけたり，トンボやコテ
を使って天端ならしを行ったりする作業を
行った。蜘蛛の巣のように鉄筋が配された足
下は不安定で想像以上に作業は難航した。

建方・上棟式（2011.4.28～6.23）
　基礎コンクリートの養生期間，冬休み，試
験，春休みと続き，4月に入り新しいメンバー
（新入生）を迎えてから工事を再開した。
　建方は，建物の柱や梁，小屋組みなど骨組
みを組み上げる工事である。組み上げるため
には木材をきざみ加工する必要があるが，今
回建設の建物形状が特殊であるため，きざみ
加工の大半を専門業者にお任せすることと
なった。ただし，土台と柱の接合部の仕口加
工は，墨付けから鋸とノミを使ったきざみま
でをやらせていただいた。細かな仕口などは
設計図面にも表現されないため，学生にとっ
ては木材同士を接合する手法を体験的に学べ
る機会となった。
　当初の予定では5月28日に建方・上棟式を
行う予定であったが，例年になく早い台風の
来襲などの影響で3度の延期を経て，6月23

日に建方・上棟式を行った。今回，建物形状
が八角形で十分な足場を設置することも難し
かったため，安全性を考慮して，土台の設置
と柱の立ておこしの一部を除いて，建方工事
の大半は業者の方にお任せし，学生は作業を
見学することとなった。建方終了後，学内お

よび工事関係者による上棟式を実施した。
　3回の延期にともなうマスコミへの対応，
当日のマスコミ対応など，学生リーダーを中
心に大わらわであったが，実社会ではよくあ
る事態であり，この経験は今後に生きてこよ

写真27　ほぞ穴の加工

写真28　柱の立ておこし

写真29　上棟式
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う。 （文：黒見敏丈）

屋根工事（2011.06～2012.01）
　6月23日の上棟式のあと，母屋，垂木の取
り付けは，屋根形状が変形八角形のため，少々
手間取った。出来上がった屋根骨組の上に市
販品の化粧野地板としてパイン材小幅板，厚
15mmを1枚1枚各面の三角形に合わせて長
さを調整しながら切断，垂木に釘止めとした。
　その上に断熱材としてスタイロフォームを
形状に合わせ切断（厚25mm），全面に敷き，
その上に野地板として合板（厚12mm）を，
三角形に切断加工しながら張り，さらにその
上に，アスファルトルーフィングで全面を
覆った。（屋根は断熱材を挟み込んだ形になっ
ている。）屋根材は着色したガルバニュウム

鋼板（厚0.5mm）を使用し一文字葺きで仕上
げた。（屋根葺き工事は大変難しく雨漏りな
ど考慮して，残念ながら，大半の作業は専門
業者の力を借りることになった。）
　尚　軒樋　縦樋の取り付け工事は，2012

年11月22日に，専門業者の指導を受けなが
ら取り付けを完了した。

外装工事（2011.11～2012.01）
（1）アルミ建具（10.20～11.24）
　9月末に採寸をした縦長の両開き窓の取り
付け（通常タイプ12カ所　高窓6カ所）は取
り付け説明書に従い設置，木製額縁も同時に
取り付けた。これらのアルミ製窓は，断熱を
考慮して，ペアガラスを採用している。また
内側に取り付けたロールタイプの網戸は，機
構が多少複雑であったが，試行錯誤の後12

月16日に取り付けを完了した。
（2）出入り口扉（木製両引き分け扉）
　ハンガー式のメイン扉は，採寸後，2013

年5月に納入開閉状況の確認を行い選定した
外壁色に塗装SUS製の把手を取り付け，7月
初旬に取り付けを完了した。
（3）外壁板張り工事（2011.11月～2012.4）
　外壁のアルミサッシの取り付けが完了した
11月中旬から外壁面全周に丁寧に防水用
シートを張り，シートの押えも兼ね，縦胴縁写真30　屋根下地工事

写真31　屋根仕上げ工事 写真32　アルミ建具取付の様子
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を打ち付けた。（窓回りも同様）12月に入り
全員で外壁用小幅板（板幅100mm・厚さ
15mm実加工あり）市販品を下から順に横張
りした。
　各面の取り合い部は10mm程度の隙間を取
り，最終的には特注でへの字型の木製の押え
縁を用意して上からカバーした。（アルミ建
具の4周も押し縁を使用した）
　外壁横板張り工事で最も苦労したのは，最
上部の面戸板の取り付けであった。取り付け
場所が狭い上に多く，各所の寸法が微妙に
違っていた。＊外壁塗装工事全般については
後述する。

内装工事（2012.04～2013.06）
（1）内装板張り工事（2012.04～06末）
　外壁板が張りあがった段階で，内装板張り
工事に移った。室内側から間柱間（≒
450mm）に厚100mmの市販品断熱材を全面
に隙間なく充填した。それが終わった段階で，
内装横板張りの下地として，縦胴縁を各柱，
間柱に釘打ちした。内装に使用した実加工済
の市販品小幅板（幅100mm厚15mm）は，各
面の横ラインが綺麗に揃うよう，注意しなが
ら，施工した。
　また各面の取り合い部分は，外壁同様
10mm以下のアキになるよう慎重に切断を繰

り返し，最終的には特注の木製への字型押え
縁を使用した。（アルミ建具の4周にも押え
縁を使用した。）内壁板張り工事で苦労した
箇所は，コンセント用の穴あけと，外壁同様
壁最上部の面戸板の取り付けであった。
　＊内壁塗装工事全般については，後述する。
（2）ツリーハウス（中2階）の組み立て
（2012.10.25～11.01）

　ツリーハウス部は吊り構造になっている。
設計図をもとに，プレカットされた構造部材
を順次組み立てた。まず屋根面の8本の梁に
吊りこみ柱をボルトで固定，床面は中心の8

角形の太い柱から放射状に床用の梁部材を出
し，吊りこみ柱と緊結した。さらに床梁間を
太い根太で『蜘蛛の巣』状につなぎ，その上
に構造用合板を隙間なく張り，床先端には化

写真33　外壁板張り工事 写真34　内壁板張り工事

写真35　ツリーハウス部分工事
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粧の幕板を取り付けている。
（3）床張り工事（2012.11～2013.5）
　床下地は，転ばし根太工法になっている。
まず最初に土間コンクリート天端のレベル測
定を行い，基準になる床仕上げ面（FL）を
決定した。次に使用する合板フローリングの
厚さ，下張りの合板の厚みを計算し，根太天
端を決めた。土間コンクリートと根太の隙間
は，薄いベニヤ板を用意し，調整を繰り返し
水平を出した。各根太は予め，位置を出し，
コンクリートドリルで穴をあけ，コンクリー
ト釘を強く打ち付け固定した。（玄関部分は，
一段低いタイル張りになっているため，上り
框を取り付ける。）次は設置した根太間に市
販の床用断熱材（スタイロフォーム）を隙間
なく敷きこんだ。（斜め部分は特に注意した）
　根太，断熱材の施工が完了したとろで，次
にフローリングの下地として合板（厚
12mm）を全面に敷き釘打ちした。合板はで
きる限り定尺で使用したが，壁のの取り合い
部，中心の柱周囲の欠きこみ部分は形状に合
わせ特に注意しながら切断し，施工した。

（4） 床 フ ロ ー リ ン グ 張 り（2013.4.25～
2013.5.23）

　選定した市販品の合板フローリング（厚
15mm　幅450mm　長1800mm実加工済）を
西壁面側から東に向かって一枚づつボンド・
隠し釘併用で張った。（縦の継手は，乱張り）
　八角形の平面形のため端部はどうしても斜
めの切断加工が生じる。最後に取り付ける市
販品の幅木の厚みを考慮すると，壁との隙間
は，3mm程度にしたかったが，大変難しく
そこまでの精度は出せなかった。
　同様に玄関の上框部分は切断部そのもの
が，仕上げになるので，プロの指導を受け，
特に慎重に作業を進めた。フローリングが全
面張り終わったところで，次は幅木の取り付
け。中心の太い柱回りは各コーナーに角度が
生じるため，試作を重ね，プロの指導を受け
うまく完成した。（精度の上がらなかった壁
取り合い部は後日補修の予定）

塗装工事（2012.7.5～11.15）
　塗装工事全般にわたり『和信工業㈱』の全
面的な熱心な支援（塗装剤・用具の提供，塗
装についての講義　塗装方法　養生の仕方，
塗り方　現地指導）を受け各作業を進めた。
（1）塗装教室の開講（2012・7月5日，13日）
　2回にわたり，塗装に関する詳しい知識，

写真36　床下地工事

写真37　床フローリング工事
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作業手順・方法などの指導を受けた。
・内壁の塗装（9月20日～10月11日）
　8面の横板張りの壁を『4季を表現する4色』
（春：シェルピンク，夏：ペールアクア，秋：
コルクベージュ，冬：ホワイト）で塗装した。
構成は対抗する2面を同色にしている
（2）外壁の塗装（10月25日～11月15日）
　外壁の塗装に先立ちシミの出ている部分が
あったのでシミ抜きを2回実施した後選定色
（外壁：ライムライト　破風：ホワイト　押
し縁：ホワイト）を各々 2回塗りした。
（3）塗装色の選定について。
　当建物のカラーコーデイネトは2012年6月
3年生が中心になって立案　メンバーの了解
を得て実施した。

　当建物の基本コンセプトは，『メルヘン』
である。童話に出てくるようなかわいい建物
にしたいとの強い思いがあり，屋根の赤壁の
薄いグリーンが選ばれた。
　また内壁色は，童話でよく扱われる四季を
色で表現した。 （文：富士覇王）

＊本専攻が特別プロジェクト実習として建設
実践にとりかかったのは，2004年からであ
る。それ以降ここで紹介した保育実習棟まで
の建設事例に関しては，Ⅴ章にも触れたよう
に既に岐阜女子大学紀要第40号（2011年）「も
のづくり協働プロジェクトの試みと展望」で
纏めてある。
　また，「住居学専攻報告Vol. 1」（2011年）
では，特別プロジェクト実習をめぐる特殊な
テーマ（実践力の育成，申請業務の教育上成
果，教育プログラムとしての建築儀礼など）
について論じている。参照していただければ
幸いである。

写真38　塗装教室の様子

写真39　内壁塗装の様子


		2014-03-05T19:06:26+0900
	Preflight Ticket Signature




