ファインスチール

第58巻 3号

通巻572号 1、
4、7、10月25日発行

平成26年7月25日発行

ISSN1348−494X

Summer 2014

夏

CONTENTS
01

特集1
第12回 金属サイディング

施工例写真コンテスト
04

特集2
第66回

全国建築板金業者千葉県大会
07 ファインスチールを使った 建築設計例 310

永山の家

住み手をやさしく包み込む感覚

―

設計：丸山 弾／丸山弾建築設計事務所
11

建築めぐり
テーマ建築 17

13

丸山雅子

街でみかけるファインスチールの施工例 その19

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

特集

1

第12回
第

金属サイディング

施工例写真コンテスト
（主催：日本金属サイディング工業会

後援：一般社団法人 日本鉄鋼連盟）

日本金属サイディング工業会が一般社団法人 日本鉄鋼連盟の後援により、
平成25年７月１日〜10月31日に実施した「第12回金属サイディング施工例写真コンテスト」について、
ご応募いただいた施工例の写真を中心にご紹介します。

瀬野 和広さん
（代表取締役社長）
このまち、
この場所、
この家での世代
循環は、住まいそのものの長持ちと近
隣環境への配慮が欠かせません。
こ
の住宅ではその一環として、落ち着い
た外装の色合いを選択しながらも、2
種類の亜鉛めっき鋼板をそれぞれ縦
方向と横方向に設えることで、全体の
水平・垂直ラインを静かに主張する
面構成を施しました。

撮影：吉田 誠

新築部門

最優秀賞

瀬野和広＋設計アトリエ（東京都）
●江口特別審査委員のコメント

●杉田特別審査委員のコメント

非常にインパクトのある外観ですが、違和感なく近隣の家並に溶け込んでい
ます。金属サイディングの特徴をうまく設計デザインの中に活かしている作品
です。整ったデザインの中には、奇抜な色や形ではなく、
目地でアクセント、透
かしの照明の彩りなどの手法を用いており、金属サイディングの扱いに熟練し
ている様子がよくわかります。穏やかな街並みの風景の一員として、優しい木
乃胡（きのこ）
の家。世代を超えて愛される家づくりは見事です。

夕暮れ時に撮影された写真でしょう。木の横格子を
通して見える２階ファサードと、
１階との対比が印象
的な建物で、
プロポーションの良さが感じられます。
隣家側の外壁も、開口部と金属サイディングと、
その
目地の印象で、重厚な色合いの中でメリハリのある
ものになっていると思います。

FineSteel 01

金属サイディング施工例写真コンテストは、日本金属サイディング工業会加盟８社が、全国の設計事務所・工務店・金物店・板金
店の協力を得て、金属サイディング普及活動の事業として実施しているもので、第 12 回は全国から 1,842 作品の応募がありました。
新築及びリフォームで建物の外装に金属サイディングを使用したものを対象とし、新築では建物の意匠性・高級感・コーディネート
感覚など、トータルでバランスのとれた作品、リフォームでは『施工前⇒施工後』で優れたイメージアップの見られる作品を審査委
員会で選考しました。その結果、最優秀賞 2 作品（新築・リフォーム各 1 作品）、優秀賞 8 作品（新築 4 作品・リフォーム 4 作品）、
入選賞 40 作品（新築 22 作品・リフォーム 18 作品）が選ばれました。
また、今回も昨年に続き応募作品件数に応じた 184,200 円を東日本大震災被災の被災者支援のための義援金として、3 月 1 日に
日本赤十字社を通じ寄付いたしました。

［審査委員会］
・特別審査委員 江口惠津子（株式会社ヴェルディシモ代表取締役、インテリアコーディネーター）
・特別審査委員 杉田宣生（一級建築事務所 ＨＡＲＵハル建築研究所）
・当会審査委員（理事・幹事・技術委員・事務局）

リフォーム部門

最優秀賞

株式会社ホームス空間創建（東京都）
もともと2、3年程空き家となっていたこちらの建物は、外壁をツタが覆うなど全体的に傷みが激しく、全面リフォームが急務でした。お施主様
の理想は、
「 要塞」のようなクールでスタイリッシュな外観。金属サイディングは、まさにそのイメージを再現するのに最適でした。お施主様と
様々な外観シミュレーションをした結果、ブラックとシルバーの貼り分けに決定。そして軒天と玄関ドアに鮮やかなレッドを挿し色として採用し
たことで見事なマッチングとなり、同じものが２つとない仕上がりになりました。既存外壁下地に対しての増し貼り施工でしたが、築50年超え
の建物は想像以上に壁の通りが狂っており、施工に手間がかかりました。しかし、熟練の職人さんが胴縁下地をうまく調整しながら、大変美し
く仕上げてくれました。意匠性、耐候性、耐震性、断熱性、そして施工性とどれをとってもメリットの多い金属サイディングはリフォームに最適
だと改めて感じた、思い入れの深い現場でした。
施工前

萩原 太介さん（リフォームクリエーター）

施工後

●江口特別審査委員のコメント

●杉田特別審査委員のコメント

なんということでしょう〜のナレーションが聞こえてきそうですね。
ブラックとシルバーとアクセントのレッドが構成するスタイリッシュ
な
「要塞」
は、
お隣も巻き込んで、
より迫力ある外観、立派です。
このように、懐かしいけれども老朽化に伴い危険な状態の我が
家が、思い切って大手術を受け、元気に美しく再生していけると
いうリノベーション。
その力を十分に見せつけてくれる作品です。
自慢できる家に大変身でご家族もお喜びのことと思います。

かなりの築年数となる木造住宅のリフォーム工事ですね。相当の
大工事であったかと思います。
たいへんスタイリッシュにまとめられ
ていて、
モノトーンの中に、玄関の赤い扉が印象的です。工事範囲
が屋根や開口部、バルコニーの設置など大がかりなものとなってい
て、新築と間違えてしまうほどで、
まさにリフォームによる効果を目の
当たりにする感じです。外壁の金属サイディングは、
シンプルでクー
ル、
スタイリッシュな外観にとてもマッチしているかと思います。
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新築部門

優秀賞 株式会社ジョイホーム（岩手県）

新築部門

優秀賞 有限会社オール・パーパス（福島県）

新築部門

優秀賞 ばんだい東洋建設株式会社（福島県）

新築部門

優秀賞 五大ディ・シー・エム株式会社（兵庫県）

施工前

リフォーム部門

施工前

リフォーム部門

優秀賞

有限会社ノースホーム企画

株式会社Mr.ルーフマン

（北海道）

（北海道）

施工後

施工前

リフォーム部門

優秀賞

施工後

施工前

施工後

株式会社住居時間
（埼玉県）

施工後
リフォーム部門

優秀賞

株式会社
庄司圭介アトリエ
一級建築士事務所
（兵庫県）
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優秀賞
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第６6回

全国建築板金業者
千葉大会
〈主催〉
全日本板金工業組合連合会
一般社団法人 日本建築板金協会

〈開催日〉
平成26年5月14日（水）前夜祭
平成26年5月15日（木）本大会
於：幕張メッセ イベントホール

第６6回全国建築板金業者千葉大
会が平成２6年５月１5日に千葉市
の幕張メッセで
開催された。

展示会場風景

千葉県PRマスコット
キャラクター
「チーバくん」
も
来場してくれました。
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よさこいイベント風景

全国の建築板金業者約4，
０００名が
千葉県に集結。
第６6回の総合テーマは
「全板連グループの力を結集し
強靭な建築板金業界を築く」
東日本大震災から3年が経過した
後も、異常気象が列島を襲い不安
定な要素が残る中、2020年のオ
リンピック・パラリンピック東京開催
決定など明るい兆しも見え始めた。
今こそ個々の力を結集し、
組織力の
底上げをすることが、課題を克服し
発展していくための切り札となる。

石本惣治 大会会長

石破茂 衆議院議員

森田健作 千葉県知事

今村晴幸 JFE鋼板社長

永井峻 日本鐵板社長

前夜祭は、
石本惣治 大会会長
（全日
本板金工業組合連合会理事長）の
挨拶、石破茂 衆議院議員・建築板
金業振興議員連盟会長と森田健作
千葉県知事、今村晴幸 JFE鋼板社
長らの来賓祝辞、永井峻 日本鐵板
社長の乾杯にて、幕が上がった。
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大会参加者全員での国家斉唱

磯野恒夫 千葉県板金工業組合理事長

ポスター展示とDVD上映

大会式典は山田上 関東甲信越板金工業組合協議会
会長の開催の辞に始まり、磯野恒夫 千葉県板金工業
組合理事長が開催地千葉県を代表しての歓迎挨拶。
来賓からは前夜祭に続き石破茂 衆議院議員・建築板
金業振興議員連盟会長を初め、熊谷俊人 千葉市長ら
多数の方が祝辞を述べられた。
表彰式・大会宣言と続き次回大会開催地代表の東雲
朝則 大分県板金協同組合理事長の挨拶があり、2日
間の大会の幕を閉じた。
東雲朝則 大分県板金工業組合理事長
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ファインスチール
を使った

建築 310
設計例

永山の家
住み手をやさしく包み込む感覚―
設計：丸山 弾／丸山弾建築設計事務所

（写真はすべて、
丸山弾氏撮影
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）

緑豊かな
多摩丘陵に建つ家

スキップフロアと
中庭とのつながり

多摩の緑豊かな里山と川に挟ま

この家の構成は、南側の半階上

れた傾斜地に、端正な金属板のファ

がったレベルにある中庭を、半階ず

サードを見せて建つ家が、今回紹介

つ高さのずれた居室が南北から挟

する「永山の家」である。施主か

み、双方を東側の階段棟がつなぐ

らの依頼は東日本大震災を機に建

かたちになっている。それぞれの部

て替えをしたいというものであった。

屋は中庭からの高さが異なるため、

もともとの家は道 路から高くなった

中庭との関係は変化に富んでいるの

造成地の上に建てられており、下に

が特徴だ。中庭よりレベルの低い１

は車のガレージが収まっていた。し

階北側の洗面所・浴室は高窓を介

かし今は車を使わなくなったため、

して中庭とつながり、換気を可能に

玄関周りの地面を削り取って家への

するとともに木々の緑も目に入って

アプローチを道 路レベルにした結

くる。階段を半階分上がって 1 階

果、敷地内の南北で高低差が生ま

南側の寝室に入ると、うす暗い中に

れた。また、採光・風通しといった

入ってくるほのかな光が、空間をふん

環境や住み手のプライバシーを配慮

わりと浮かび上がらせている。窓が

した結果、中庭を新しく作って生活

中庭の景色を切り取っていて美しい。

を向けるプランとなった。そうして、

隣家が近くまでせまっていて採光が

界が表現された味わい深い空間と

この家の特徴を生みだす高低差と

限られるためにうす暗いのだが、施

なっている。さらに半階分あがると、

中庭が生まれたのである。

主の要望によりそこに照明をつけるこ

普段の居場所である 2 階北側の居

とはしなかった。うす暗いなかに成立

間に入る。空間が広くなり、中庭に

している美を大 切にしたのである。

面した大きな窓からたくさんの光が

小さな部屋だが、そこに一つの世

入ってきて、とても明るい。このような

中庭越しに2階居間を見る。

断面図
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2階居間から中庭を見る。

半階違いの居間と寝室での空間の

1 階の寝室には、寝る場所であるこ

広さ・明るさの対比が面白い。窓

とを考慮して掃き出し窓にはせず、

台に腰掛けると、中庭との高低差が

腰壁を設けてパネルヒーターをとりつ

そういったきめ細かな設計は素材

半階分なので中庭が非常に近くに

けた。開口部に垂壁・腰壁を設け

の選択にも表れている。外観はガル

感じられる。中庭の向こうには 2 階

ることで部屋とその中の生活を包み

バリウム鋼板角波貼の端正な表情を

南側の寝室が見えるが、その距離

込む感覚を大切にしている。また、

見せているが、玄関を入ると床に使

感が絶妙で、まるで額縁に納まった

廊下からの入口には垂壁を設けて

われている無垢ブナ材のやわらかな

絵のようである。中庭を挟んで、家

「くぐる」というリズムを生みだして

質感が目に入ってくる。玄関の壁は

族の姿が「絵」に映し出され、楽

いる。一方で、居間の入口には垂

杉板に白色塗料を塗ってふき取った

しい視線の交流が生まれている。2

壁を設けず空間の広がりを確保しな

ものをつかっている。こうすることで

階南側の寝室は庭の木々を眼下に

がら、腰壁のない大きな窓には室内

はっきりとした木目をやわらかに見せ

望み、居間の様子を中庭越しに感

側に小庇をつけることで、居間の空

ている。半地下なので、もしものこ

じながら、落ち着いた環境の寝室

間が身体スケールから逸脱しないよ

とがあったときのメンテナンスが容易

兼作業空間となっている。このよう

うに工夫しており、実に巧妙である。

なように乾式の仕上げにしている。

に、隣家がせまった狭小な敷地でも、

その小庇にはテーパー加工やアール

居室に入ると湿式の砂漆喰塗りにな

中庭とそれを囲むスキップフロアの

加工が施して家具のような親近感を

り、また表情が変化する。鉄、木、

構成が多様な環境や視線の交流を

もたせた。天井においては各寝室

漆喰という材料の変化、乾式、湿

生みだし、個々の生活の場面を豊

の天井高は基本的に低く抑えてある

式という工法の変化によって、内へ

かにする空間を作り出しているので

が、居間の天井高は 3m ほど設け

と進むほど素材の表情が柔らかに

ある。

てあり、空間に変化が生まれている。

なっているのである。天井について

さらに、居間の勾配つきの天井は、

も、寝室はラワンベニアを用いて端

エッジが壁とぶつかって鋭く見えない

正に仕上げつつ、居間はくつろぐ空

ように、途中でフラットにするなど･･･。

間であることに合わせて乾式の砂漆

住み手の身体感覚を気遣ったディ

喰塗りで柔らかに仕上げている。こ

壁・腰壁の有無などを慎重に選択し、

テールの工夫は数え上げることができ

のように、素材の固さ・柔らかさの

丁寧に設計されている。たとえば、

ないほどである。

対 比などを使い分けながら、住み

身体感覚とディテール
部屋の開口部一つひとつが、垂
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素材選択のこだわり

手の生活の場面に合わせて丁寧に
素材が選択されている。

ガルバリウム鋼板を
活かした設計
この家の外壁にガルバリウム鋼板
を使うことは設計の初期段階から決
めていたという。隣家の外壁との距
離が狭くメンテナンスが大変である
ため、メンテナンスが楽であることが
ガルバリウム鋼板選択の理由の一つ
である。ガルバリウム鋼板の形状は

1階寝室より中庭を見る。

角波のパターンを幾通りか検討して
決められた。直角よりもやや鈍角な

人生を支えてくれる家

角波の鋼 板を用いたことで、鋼 板
の固い表情の中にも少し柔らかさが

ディテールの工夫や素材の選択

気持ちをさらにはずませてくれるだ

出せたという。また、ガルバリウム鋼

一つひとつに見られる、住み手をや

ろう。少し寂しい時や不安な時は、

板の防火性にも着目して設計がされ

さしく包み込むような感覚は、どのよ

中庭越しに見える家族の姿が気持

ている。窓に木製の建具を使うため

うな設計の心がけから生みだされる

ちを励ましてくれるだろう。ゆっくり考

に、ガルバリウム鋼板を巻きつけた

ものなのだろうか。それは、家が人

えたい時、静かになりたい時は、寝

雨戸を設けたことで防火基準をクリ

生の様々な場面を受け入れてくれる

室の落ち着いた空間がありのままの

アしているのだ。ガルバリウム鋼板

存 在でありたいという思いである。

気持ちを受け入れ、自分と向き合わ

が防火性の面で他の素材を使う選

気分の良い時は、居間の大きな窓

せてくれるだろう。「永 山の家」は

択肢を広げることができるという点も

から差し込む光、心地よく通り抜け

人生を通じて、住み手をやさしく支

注目に値する。

る風、中庭の木々の鮮やかな緑が、

えつづけてくれる家なのである。

1階平面図

2階平面図

設計：丸山弾建築設計事務所／丸山 弾
丸山弾建築設計事務所／〒164-0003 東京都中野区東中野4-25-5 三越東中野マンション106号室
［tel/fax］03-3367-7756 ［e-mail］dan̲m@bj9.so-net.ne.jp ［URL］http://www006.upp.so-net.ne.jp/dm-architect/top.html
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テーマ建築●

グリーン・ゲイブルズ

雰囲気（特に言葉遣い）の違うアンが生れている。そ
の他、高畑勲監督のアニメ版「赤毛のアン」（1979 年）
は繰り返し放送されているし、ミュージカル「赤毛のアン」
は複数の劇団が上演する定番演目である。そして今年
は翻訳家村岡花子を主人公とするテレビドラマ「花子と
アン」が NHK で放送中である。

藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

マンガやアニメ、映画や小説など、物語のキャラクター
に扮するコスプレは街でたまに見かける。物語に出てくる
料理を再現したという話も聞いたことがある。物語のモ
デルになった場所や建物をファンが聖地として巡礼すると
いう話も聞くが、建物を真似て作ったという話はあまり聞
かない。だが、グリーン・ゲイブルズは例外である。

図2 赤毛のアン
（銚子市、菓子店）
創業100年の老舗山口製菓舗の本店。銚子名産の鰯や醤油を使った菓子のほかに、
「 赤毛
のアンのマドレーヌ」、
「 花子のクッキー」
などが販売されている。

良く知られているように、グリーン・ゲイブルズにはモデ
ルが存在する。カナダ東部のプリンスエドワード島の、作
者のいとこが住んでいた家である。木造二階建てに緑の
切妻屋根が載ったシンプルな形の建物で、華美な装飾
はないものの、白い外壁に緑の鎧戸のついた窓が配され、
破風も緑に塗られ、白、緑、二色のバランスのとれた、
絵本から飛び出たような家である。今はアンの家として、
国の内外から旅行者を集める観光名所になっている。
だが、日本にもグリーン・ゲイブルズは存在する。中
でも一番本格的なのは、芦別市の「アンの家」（図 1）
図1 赤毛のアンの家（芦別市、公園施設）
テーマパーク「カナディアンワールド」の目玉として1990年に建てられたもの。今は市営公園
として無料で開放されている。

である。1990 年に開園したテーマパーク、カナディアン
ワールドの目玉として建てられたもので、建物の姿形は
もちろん、内部もアンの時代のアンティーク（またはアン

グリーン・ゲイブルズ（Green Gables）は、小説「赤
毛のアン」の主人公アン・シャーリーの家である。カナダ

ティーク風）の家具や調度で整えられ、グリーン・ゲイブ
ルズが忠実に再現されている。

の女流作家ルーシー・M・モンゴメリが 1908 年に第一

1990 年代前半のテーマパークが林立した時代、カナ

作を発表し、1942 年に亡くなるまでに 10 冊を世に出した

ディアンワールドは決して悪くはなかった。1994 年に情報

シリーズ本で、とりわけ日本での人気は高い。第一作の

誌が発表したテーマパークのランキングでは、全国第12

原題は「Anne of Green Gables」といって、直訳すれ

位に評価されている（『日経トレンディ』1994 年 7 月号）。

ば「緑の切妻屋根のアン」になるが、これでは日本人に

因みに 1 位は東京ディズニーランド、2 位はハウステン

はピンとこないので、邦題は「赤毛のアン」になった。

ボスで、明治村は 20 位、東武ワールドスクウェアは 21 位

1952 年に村岡花子による日本語版が初めて出版されて

だった。そんなカナディアンワールドだが、開業時から雲

以来、何人もの翻訳家が手掛けて、出版社毎に微妙に

行きは怪しく、わずか 7 年で閉園してしまい、今は無料
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開放されている。近くに駅もバス停もない、交通の便の

作られ、芦別市から貸し出された家具や調度で飾られ

至極悪い、40ha もの広大な公園を訪れる人はまばらで

た。
「第16回国際バラとガーデニングショウ」
（西武ドー

ある。カナダの本家は観光地となり、本来の落ち着きは

ム、2014 年）では、アンの家の庭をテーマにした作品が

失われたと聞く。一方、請われて異国の地に誕生した

作られ、グリーン・ゲイブルズを思わせるセットが作られた。

分身は、静けさの中に佇んでいる。市の公園施設として

グリーン・ゲイブルズが書店で販売されたこともある。

メンテナンスは継続されている。寂れてはいるが、これは

2011 年から 13 年にかけて『週刊赤毛のアンの家』が

これで風情がある。

デアゴスティーニ・ジャパンから発売された。毎週送ら

芦別のものほど本格的ではないが、日本にはグリーン・

れてくるパーツを組み立てると、1/24スケールのアンの家

ゲイブルズを意識した建物が多く存在する。グリーン・ゲ

が家具や小物付きでジオラマ台の上に完成するというも

イブルズ風のカフェ、ケーキ屋、雑貨店、インテリアショップ

ので、一冊 1490 円、全 100 冊で総額約 15 万円の高額

などは容易に想像できるだろう。例えば、銚子市のパン

商品だった。

屋「赤毛のアン」（図 2）は、グリーン・ゲイブルズの
間口を縮めた形で市街地に建っている。店内には銚子
名菓のほかに、赤毛のアンにちなんだ洋菓子が販売さ
れている。八ヶ岳南麓のリゾート地にあるレストラン「葉
凪（はな）」（図 3）もグリーン・ゲイブルズ風である。
店 内にはカナダの Anne of Green Gables Licensing
Authority（赤毛のアンライセンス局）が発行した認定
証が飾られている。
珍しい例に保育園がある。甲府市の「宮前保育園
MIYAMAE GREEN GABLES」
（図 4）は、
グリーン・
ゲイブルズ風園舎で、
「赤毛のアンをモチーフにしたテー
マ保育園」であると掲げている。少女時代のアンを「ま
さに理想的な子ども像」とし、教育者に成長したアンを

図4 宮前保育園（MIYAMAE GREEN GABLES）
（甲府市、保育園）
「赤毛のアンをモチーフにしたテーマ保育園」。アンを
「まさに理想的な子ども像」かつ「まさに
理想的な保育士像」
と考え、園のテーマとして前面に出した保育園。

「まさに理想的な保育士像」と考え、園のテーマに定め
たという。

なぜグリーン・ゲイブルズがそれほど特 別なのか。
物語の中の建物が実現されるには、まず物語が魅力的
であること、これは大前提である。次に建物が魅力的で
かつ建築可能なこと、これも必須である。物語の主人
公は往々にして貧しいが、それは真似たくない。あるい
は日本の庶民だと、サザエさんの磯野家にしてもドラえ
もんの野比家にしても身近すぎて憧れの対象にならない。
そして、規模と工費が手ごろなことが何より重要である。
お城に憧れても個人で叶えられるものではない。アンのよ
うに、想像の翼を広げて夢見るしかない。さらにモデル
が実在して、完成後の姿が計画時からはっきりイメージ
できることは強みだろう。物語の中の建物は、全体像を

図3 葉凪（はな）
（北杜市、
レストラン）
八ヶ岳南麓のレストラン。カナダのAnne of Green Gables Licensing Authority（ 赤毛の
アン・ライセンス局）
が発行した認定証が店内に飾られている。

把握しにくいものが多い。その点、グリーン・ゲイブルズ
は明快である。
一つの物語からたくさんの本が生まれ、アニメになり、

グリーン・ゲイブルズは仮設の展示物として作られるこ

テレビドラマになり、舞台になり、公園が作られ、旅行者

ともある。「第 8 回東京国際キルトフェスティバル」（東京

を動かし、建築が作られる。「赤毛のアン」とグリーン・

ドーム、2009 年）では、布製のグリーン・ゲイブルズが

ゲイブルズは稀有な存在である。
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街でみかける
ファインスチールの施工例

その

1
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弥富市南部地区
防災センター

日本有数の大河である木曽川。そ
の河口に広がる肥沃な浅瀬を開拓し
て造られた弥富市は、ほぼ全域が
海 抜ゼロメートルという地 域 性 や
1959 年の伊勢湾台風で市全域が水
没した経験、南海トラフ巨大地震に
おける津波などでの被害想定を受
け、官民を問わず津波・高潮緊急
時非難場所を指定し、市民の避難
場所の確保に努めている。
「安全・安心なまちづくり」を主要な
施策として掲げる同市は 2013 年に
「南部地区防災センター」を建設。
カラーガルバリウム鋼板（t＝0.5mm、
施工面積：186.1㎡
［レッド］
＋121.8㎡
［シルバー］
）を使用した建物表面の
角波形状と、建物全体の R 形状が
立体感・重厚感を演出し、インパクト
のある外観となっている。また、施
設概要としては、1 階が集会所・倉
庫、2 階が備蓄倉庫、3・4 階およ
び屋上が避難場所となっており、屋
外にはマンホールトイレが 5 箇所設
置されているなど、いつどこで発生
するかわからない災害に対し万全の
備えを有している。
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隣接する公園から見た附属中高ファサード

2

京都産業大学壬生校地 むすびわざ館
及び 附属中学・高等学校

地域とつながり、社会との連携の中で「知」を発信し、
総合的な教育の場を形作る
このコンセプトのもと、学校法人京都産業大学が、創立
50 周年記念事業の一環として、大学施設「むすびわざ館」
と「附属中学校・高等学校」を、地域の文脈、周辺環
境との関係性を軸に、
「通り」が織り成す「街」のような
学校づくりを目指して壬生校地に建設された。

むすびわざ館

外観は、大学と附属中高それぞれに特徴を与えながらも、
ガルバリウム鋼板（6,000 ㎡）を用いた景観条例に応じた
勾配屋根や随所に設けたテラスなど、共通のモチーフで
全体の統一感を持たせ、
「むすびわざ館」は上賀茂の大
学本校を継承したレンガ積みと RC 打ち放しに、
「附属中・
高」は京都らしさをイメージした土壁調の塗り材と RC 打ち
放しとし、双方を対比させながら、全体が長い時間軸に
耐えうる素材で構成されている。
古くから人の営みを反映してきた「京の通り」と、それに
面し立地した建物が「街」としてつながり合い、生徒た
ちの成長する姿と共に地域へとつながっていく。
附属中高2階デッキテラス
FineSteel 14

ファインスチール普及DVDビデオ
第五十八巻

全国ファインスチール流通協議会（会員39社、理事長・佐渡島克/
株式会社佐渡島代表取締役会長）では、日本鉄鋼連盟建材薄板技術・

三号

普及委員会の全面的な協力のもと、ファインスチールキャラクター

平成二十六年七月二十五日発行

「バイオリン弾きのルーフィー」と「鉄から生まれたファイン君」が、
ファインスチールの3つの特長「きれい」
「やさしい」
「つよい」などに
ついて説明した、ファインスチールの普及を目的としたDVDビデオ
(約13分間)を制作いたしました。進化した鉄、ファインスチールに
ついて、わかりやすく説明されています。
なお、DVDビデオは下記ホームページでも閲覧可能です。
です。
ぜひご覧ください。

日本鉄鋼連盟「ファインスチール」
ホームページ

http://finesteel.jp/
全国ファインスチール流通協議会ホームページ

http://www.zenkoku-fs.com/
ファインスチール

やさしい を生み出す技術

発行所

きれい を生み出す技術

つよい を生み出す技術
軽量ゆえの優れた耐震性。
また、不燃材
料のうえ防火構造なので、類焼・延焼の
危険性を防ぎます。

カラーバリエーション

遮音・防音イメージ図

耐震性イメージ図

建材薄板技術・普及委員会

各種建材や遮熱塗料と組み合わせ、防
音・遮音・遮熱・防汚を図り、雨音低減な
ど快適な住まいを提供します。

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

カラフルな色彩、様々な屋根・壁の形状
が可能。
「自由度の高さ」が きれい を生
み出します。

〒１０３ ︱００２５ 東京都中央区日本橋茅場町3 ︱2 ︱ 鉄鋼会館
︵3669︶4815 FAX ︵3667︶0245
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