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山口県　下関市立豊北中学校

思いと工夫と光が満ちるトイレは「語らいの場所」

４つの中学校の統合と市町村合併を経て
「地域拠点機能」を持つ中学校が開校
　緑の山並みを一望する小高い丘の上に、美しい曲線を

描く大屋根をいただいた校舎が建っています。豊
ほうほく

北中学

校は４つの既存中学校を統合し、地域の生涯学習拠点と

しての機能をも併せ持って生まれた、平成 18 年開校の

新しい中学校です。

　旧豊北町、現下関市豊北町の学校づくりは、平成９年

の行政改革推進委員会による「中学校の統合推進」提言

から始まりました。町長の諮問機関として「豊北町中学

校統合建設委員会」を立ち上げ、町内４中学校の統合に

向け具体的に動き出したのが平成 12 年。その後、文部

科学省のパイロットモデル事業の委嘱を受けてのコミュ

ニティスクール研究や平成 17 年２月の１市４町の合併

を経て、同年 12 月に新校舎竣工、平成 18 年４月から

10 クラス・生徒数 312 人の「下関市立豊北中学校」と

して新たなスタートを切ったのです。

　開校へ向かう中で、首都大学東京の上野淳教授指導の

もと、日本設計の稲垣恵一さんとともにさまざまな計画

案が検討され、それらをもとに５つのコンセプト、（1）

生涯学習の拠点、（2）教科教室型運営、（3）産業学習の

場、（4）地域と共生するエコスクール、（5）ＩＴ教育推

進が掲げられました。とくに教科教室型運営システムの

採用は県下３例目であり、教育スタイルそのものに大き

な影響を与えています。

「地域開放」と「教科教室型運営」を軸に
多彩な場を持つ空間が設計された
　全体計画の大前提は「地域開放」。昇降口正面の図書

スペースは地域図書館の機能を持ち、この学校が生徒の

みならず住民が自由に使える場であることを強調してい

ます。町内産のスギ材やヒノキ材をふんだんに使った校

舎内は「ラーニングセンター（図書スペース）」「特別教

室」「校務」「教科教室」「ホームベース ( ＨＢ )」の５ゾー

ンに分けられ、１階東側に集まる特別教室とラーニング

センターは住民の利用を想定した地域開放ゾーンと定め

られました。

　教科教室と、ホームルーム・給食・生徒の憩いの場と

してのＨＢは教科教室型運営のカナメであり、建物の設

計においても重視された部分です。朝のホームルームを

終えた生徒たちはＨＢを出て教科教室での１コマ 50 分

の授業を受け、10 分の休み時間で校舎内を移動して次

の授業に向かいます。教科教室型のこの特質をふまえ、

各教室をつなぐ多目的スペースや階段、スロープなどの

移動・学習空間や、中庭や廊下のベンチ、ラウンジといっ

た昼休みにくつろいだり仲間同士で集まれる「生徒の居

場所」としての空間には、多種多様な建築的しつらえが

ほどこされました。

　床のレベルも、学校が建つ以前は段々畑だった敷地の

記憶をモチーフに、何段もスキップし高低差をつけると

いう発想で設計されています。これらの多彩な空間をつ

ないで複数の動線が行き交う校舎内は、あちこちに設け

られたトップライトやハイサイドライトから射し込む自

然光の効果も手伝い、独特のダイナミックな空間になり

ました。床の高さが変われば難しくなりがちなバリアフ

リーも「２基のエレベータ、さらにスロープを使ってど

こでも自由に行き来できます」と、設計を担当した日本

設計建築設計部主任技師の稲垣恵一さん。車いすを使用

する生徒がいつ入学してきても問題ないとのことです。 

　地域と連携した学校づくりを標榜した設計事務所は、

外観は緩やかにカーブを描く屋根が特徴で威圧感がなく、親しみやすい印象を与えている。

木の香ただようラーニングセンター。

教科別の教室の外側は、調べ学習の場を兼
ねた広い多目的スペースとなっている。
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パイロットモデル研究で行われた生徒のアンケートを設

計の参考にし、住民に向けた設計段階での説明会や、子

どもたちを招いて工事現場の見学会などを積極的に行い

ました。また、中庭に面した地域ラウンジやギャラリー、

エントランスと直接つながる体育館は、訪れる地域の

人々が学校や子どもたちとより強い関わりを感じられる

フレキシブルな対応性を持たせた設計で、使い方によっ

てさらに豊かな空間となる可能性を秘めています。

　このような空間をより効果的に使うアイデアや工夫に

ついて、使う側と設計側とが継続的に話し合える場を持

つことも、これからのコミュニティスクールにとっては

大切な要素なのではないでしょうか。

工夫と気遣い、豊富なアイデアをつめこみ
思いやりと快適さに満ちたトイレ
　豊北中学校のトイレには、たくさんの思いがこめられ

ています。校長である梅月博文さんは

「統合前の古い校舎の時代から、トイレを大事にしてき

ました。トイレは一番きれいじゃないといけないところ。

僕はトイレは“語らいの場所”であっていいと思ってい

るんです」と、熱く語ってくれました。

　めざしたのは非行やいじめの温床というイメージを一

掃する、明るく快適な「集えるようなトイレ」。そこに

は多くの工夫やアイデア、思いやりがつめこまれています。

　まず、従来のウェットからドライへと床の清掃方式が

変更されました。照明は感知センサーを設け、トイレ内

に入れば瞬時にあかりがつくようになっています。

　「センサーのおかげで、誰かがトイレにこもっていれ

ば外からでもすぐにわかります。おかげで授業を受けな

かったり泣いていたりする生徒たちを探す手間も省けま

すし、声をかけることができます」と話すのは教頭の村

上明子さん。もとは節電対策だったセンサーが、学校の

トイレでは思わぬ効力を発揮しているといえるでしょう。

　もっとも特徴的なのは、圧倒的な数の洋式便器の採用

です。洋式トイレが大勢を占めるであろう今後の社会を

子どもたちが生きることを考え、男女トイレともほとん

どの個室ブースに洋式便器が設置されました。思春期独

特の「不潔感」から、とりわけ女子生徒に嫌がられやす

いとされてきた洋式便器。しかしトイレ自体を明るく快

適にすると状況は一変します。統合前の中学のトイレで

は誰も使わなかったという洋式便器について

「今はみんな使います。とくに冬場は、１階の暖房便座

が人気です」という女子生徒のことばは、拒否反応の理

由が便座以外のところにもあることを示しているのでは

ないでしょうか。

　生徒の家庭の大半が洋式トイレであることも、洋式便

器を積極的に取り入れた根拠のひとつです。とくに普通

教室が存在しない教科教室型の学校では、ＨＢが生徒に

とっては「自分の家」のような存在。そこでは自宅のト

イレに入る気分で用を足してほしい、そんな思いが全国

的にも珍しい「個室型男子トイレ」を生み出しました。

　いじめやからかいの対象になりやすく、使いたくても
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２階平面図。

上　内部空間は階段やス
ロープで立体的な空間構
成となっており、いわゆ
る廊下的な空間はない。
右　多目的スペースは中
庭に面して明るく、生徒
たちの集会など、さまざ
まなアクティビティに対
応できる。
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入りづらいことが問題になっている男子の大便ブースで

すが、ＨＢに近い男子トイレには、最初から小便器を置

かずにブースのみとしたことで、自宅同然の気軽な利用

を促しています。

　生徒数に対してトイレの数が多く、しかも効果的に分

散配置されていることも注目されます。これは、統合前

は数の少なさで困っていた学校があったこと、また下級

生が上級生に遠慮する構図ができやすい中学生という時

期を考慮した結果で、待ち時間や我慢の問題から学年間

の軋轢までも解消しています。開校後の生徒向けアン

ケートで、「ひとりになりたいときに行く場所」の堂々

第３位にトイレが挙がっているのも、きれいで快適なの

はもちろん数量的に余裕があり混み合うことが少ない状

態を表しているようです。

　ＨＢに近いトイレには、ブース内の手洗いや手洗い専

用のスペースも設けられました。こまめな手洗いや食後

の歯磨きといった衛生面での生活習慣を、家庭のみなら

ず学校でも実行できるバリエーションとして活用されて

います。

　教員が生徒を把握できるとして学校のトイレにありが

ちな「外から見えやすい」要素も慎重に排除されました。

　中学校にもなれば、管理するよりも自主性を尊重しよ

うという立場から「廊下を歩いていても中の様子が窺え

るというのだけはやめよう」との意見が、建設委員会に

参加しトイレの設計にも関わってきた下関市教育委員会

の考え方でした。

　プライバシーに配慮するこの意向を受け、設計者側も

工夫を凝らしました。廊下に面した窓の位置を高くした

り、トップライトを採用するなど、どのトイレも視線を

遮りつつ自然光を取り入れた明るい内部になっています。

　多目的トイレは全校で３つ。学校開放で地域の人々が

使う頻度の高い箇所ではオストメイト対応とし、ベビー

チェアや折りたたみシートも装備されました。生徒用は

１階と２階両方にあり、どれもエレベータやスロープに

より車いすでアクセスすることができます。

　とくに１階西側の多目的トイレは、将来的に特別支援

教室として利用されることを念頭において室内に流しを

設置した「共通講義室」と隣接し、廊下をはさんだ向か

い側には保健室が設けられて、心身にハンディのある生

徒が入学した際にも即対応できる態勢を整えています。

　まさに至れり尽くせりといった感のあるトイレです

が、きれいで快適な状態を維持するためには使う側の努

力も欠かせません。豊北中学校では、全校生徒及び校長

をはじめとする大多数の教員が放課後毎日校内の掃除を

します。もちろんトイレも重要箇所のひとつ。

　「トイレ掃除をすることを通してどんな子どもをつ

くっていくか？　日本の教育の良さというのはそういう

ところにあったんじゃないか。僕は“トイレの掃除を一

所懸命しろよ”とか、そんな話を子どもとできる学校で

ありたいと思っているんです」

　梅月校長のことばを裏打ちするように、屋外トイレも

含む校内すべてのトイレで、行き届いたその清掃ぶりに

生徒たちの家ともいえるＨＢ
( 上左端 ) と、同ゾーン内の
トイレ入口 ( 同中 ) および手
洗い ( 同右端 )。右は入口ま
わり。
このゾーンにある男子トイレ
に小便器はなく、すべて洋式
便器のブースとなっている。

左　ＨＢ脇に設けら
れた手洗いコーナー。
床まわりには耐水性
の高い素材が用いら
れている。
右　ＨＢゾーンのト
イレ内部。トップラ
イトが設けられてお
り、ブース内には手
洗い器が用意されて
いる。

ＨＢゾーンのトイレ平面詳細図。
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目を見はらされます。そこここに生けられたみずみずし

い草花は校務技士、江原幸子さんの女性らしい心遣い。

“学校が自分の住まいだという意識を持ってほしい”と

語る梅月校長の思いは、生徒にも職員にも確実に届いて

いるようです。

工事のさなかに行われた合併
地域の運営母体固めが今後の課題に
　校内の中心部に配置された地域の図書機能。学校開放

を前提とした特別教室群の配置計画。全館空調。どれも

この学校が地域の文化拠点であるコミュニティスクール

として強く意識されつくられたことを物語っています。

にもかかわらず、残念ながら住民による運用は現時点で

十分なされているとは言えないようです。

　合併以前、豊北中学校は町内の既存中学校すべてを統

合して新たに生まれる「まち唯一の中学校」として計画

され、建設に携わった人々がこめた思いもひとしおでし

た。計画立ち上げから開校までの５年間、建設委員会は

月２回のペースで会合を重ねながら、建物の設計から部

活、統合で遠距離通学となる生徒のためのスクールバス

設置といったことなど、あらゆることについて検討を繰

り返し、細部まで決定してきました。

　しかし竣工前に合併が行われ、学校を取り巻く環境も

変わったこと、そしてなによりわれわれの取材した時期

が開校後それほど時間がたっていなかったために、まだ

十分に使いこなされていなかったようです。しかし、平

成の大合併と呼ばれる行政区域の再編成は、行政区内の

平準化ではなく、いずれはそれぞれの地域の個性の集積

という方向をとるのではないかと思われます。

　旧豊北町は合併前の下関市とほぼ同等の面積を有し、

映画のロケ地にもなった美しい海や角島、豊かな文化な

ど、独自のアイデンティティを持つまちです。地域の施

設はその独自性を大切にしながら地元組織で管理運営し

ていく、そんな今後の展開が期待できるのではないで

しょうか。

進み始めた連携づくりを通じて
「地域の家」へと成長する学校
　実際に、学校から地域に向けた連携の動きは少しずつ

活発化しています。

　公民館を利用している住民サークルに対し、平日昼間

に空いている特別教室を使いませんかと呼びかけたり、

幼稚園の遠足場所として学校を提供したり。授業との連

携面では、地元の句会会員に国語の時間に俳句指導を依

頼、在住外国人には英語のスピーカーをと、地域のあち

こちから「先生」を招いて子どもたちの教育に一役買っ

てもらうゲストティーチャーの計画も進んでいます。学

校評議員には地域振興協議会役員など地域で活躍してい

る人を必ず入れ、ほかにも地元婦人会の会長やかつての

ＰＴＡなど「いつでも学校に来て意見を言ってくれる人」

も入ってもらっているとのこと。

　豊北中学校は敷地を囲う塀がありません。さまざまな

人が訪れて生徒とふれあう中で、もしかしたらいるかも

しれない“不審者”をそれと見抜いて寄せつけない力を

子どもたちがつけてくれればいい、だから管理はいらな

いのだと梅月校長。そのことばを証明するように、取材

の最中にすれ違うどの生徒からも「こんにちは」と挨拶

の声がとんできます。その明るさは相手を惹きつけこそ

すれ、悪心を持つ者にはいたたまれないものに違いあり

ません。

　行けば子どもたちの笑顔が迎えてくれる「地域の家」。

校舎を覆う大屋根は、近い将来見せてくれるであろう豊

北中の姿を象徴しているかのようでした。
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障害のある生
徒の入学に備
え、共通講義
室脇に配置さ
れた多目的ト
イレ。左奥に
保健室がある。

開放用に設けられたオストメイト対応器具、ベッド、ベビーシートとフル装備の多目的
トイレ（上）と男子トイレ。

理科教室脇
に設けられ
た女子トイ
レ。自然光
と間接照明
の組み合わ
せで落ちつ
いた雰囲気
となってい
る。

地域開放用トイレ平面詳細図。


