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じっながり、、だsδ 赤ちゃんと子どもの聞く力を守る

トモノコ 練馬二葉保育園
子育てにまつわるさまざまな社 会 の動 きや活 動 、

人物 などをクローズアップ |

子どものすこやかな成長を守るために、大人はどんな環境を整えてあげたらいいのでしょうか。
たくさんの子どもたちをあずかる、ある保育園で気づいたのは、「音環境」の大切さでした。

HITO MONO KOTO
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5玄 関には、志村
先生による「きこえを
大切にしている保育
園」という張り紙凡
6天丼の吸音材。よ
く見ないとどこを工
事したのか、本当に
わかりません。

すてきな新園舎が完成 !

そこで覚えた違和感…

今年で倉」立46年を迎えた、
東京都練馬区の練馬二葉保育

園では、今から5年前の平成
25年、園舎を新築しました。
たっぷり光が入る大きな窓‐と、

さわやかな風の通る吹き抜け

が特徴的な、デザイン性に富

んだ園舎です。定員も108名
から120名 にふえ、新園舎で
の保育が始まιりました。

当初はあまり気になりません

でした反 少し落ち着いたころ、

園長の高橋八映先生はちょっ

とした違和感を覚えたといいま

視 「いやに騒がしいなと。人

数はそれほど変わらないのにな

んだか落ち着かないんです」

保育室での子どもたちは、

隣の部屋の声が聞こえてしまう

ために気が散り、集中して活

動できません。なんとかしよう

と先生は大きな声を出し、子ど

もたちはもっと大きな声を出し、

先生がさらに大声を出す…。そ

んな悪循環に、先生方ものど

を痛めたり、疲労がたまったり。

子どもたちにもけっしてよくない

状況になっていたのです。
「すてきな園舎に生まれ変わっ

たのですハ 天丼が高ぐて窓

が多いせいか、音がよく響いた

んです。それをおもしろがらて

子どもたちがわざと大声を出し
たりして…。斗寺に予L児にはとて

も大事なときなので、もっとい
い環境にしたぃと考えました」
園長先生は吸音工事を考え
ましたべ 音環境に関して科

学的に実証し、納得のいくよ

うに数値で示してくれる業者は

ありませんでした。「どうしたら
いいのか頭を抱えてしまって。

そんなときにたまたま(『保育
室の残響音』に関する報告書
を見つけて、これだ! と」。そ
のとき事務局にかけた電話ベ
20年以上保育施設の「音」を
調査してきた、埼玉大学の志

村洋子名誉教授との出会いへ

と通じる道となりました。

デザインを損なうことなく
音を吸うために
志村先生はすぐに来園してく

れました。
「音響的な問題が多くてびっく
りしました。園舎自体は美しく、
デザイン性に富んでいるんです

れ 残念ながら床が浮いている
『浮き床』なので、音が太鼓の

ように響くんです
`天
丼も壁も、

〓
と

12丸い形や、雲のような形に切り取られたスポンジのような吸音材。壁にオフジェのよ
うに吊るされてぃます。34かわいら.し い窓の奥には,吸音材が隠れていました。「とても
上手にやっていただいて。気に入っています」(園長先生)
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1図書 コーナー |

園内で唯―カーベット敷きの
図書コーナー。壁にも吸音材
がほどこされ、とても静かな空
間です。「保育園は長時間過
ごす場所。集団にずっといる
ことがつらい子もいます。ゆ
ったりくつろいで心を静めてい
るようですJ(園長先生)
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吸音をまったくほどこしていな

いため、反響した音が残る F残

響Jがすごくてc入ったとたん
にもう、先生たちの困惑がわか

りました」(志村先生)

やがて吸音工事をすることに。

とはいえ、新築したばかりのピ

カビカの目舎で九 「音は響か

ないようにしてほしいけれど、

できるだけデザインは変えたく

ない」という園の希望を考慮し

た工事となりました。

たとえば通常、床や壁など

に設置する吸音材は、いわゆ

る吸音材だとわかるようなもの

を貼るのですがtデザイン性を
損なわま できるだけ工事前と

同じように、という希望にそい、
この園では天丼に吸音材を設

置。「一度天丼をはがして元に

戻すという、思いのほかハイレ
ベルな工事になりました」(志村

先生)

そのほかにも、まるでオブジ

ェのように壁に飾ってある丸や

犠鷲喜具亀亀島の
ま、今の子どもたちには、
いつでもどこでも音が聞
こえています。テレビや工
アコン、扇風機などから
絶えず音を聞かされている
んです。イ可の音もしないと
きはほとんどありません。

雲形の吸音材、間仕切りをか

ねた吸音材など、随所にアイ

デアが光ります。

もちろん見た目のよさだけで

なく、工事前には11秒あった
残響べ 04秒まで短くなりま

した。ちなみに残響 11秒 とい
うのは「バン」と手をたたくと
響きが11秒残るという意味。
欧米の基準は06秒程度です
れ それが04秒となったので
九 以前は隣の部屋が気にな
っていた子どもたち戌 天丼の

吸音材やその他の効果によって、
パーテーションで区切っただけ
で、しっかり集中できるように
なりました。

改築 は光や風 とともに
音も大切に

今では、「お隣のクラス、お
散歩に行ってるの?」 と子ども
が聞くくらい静かだという練馬
二葉保育園。園長先生は語り
ます。
「新園舎を建てるとき、採光や

風の通り、壁の色などについて

は考えましたバ 音`″については、

建築の専門家が工夫してくださ

ると思いこんで、あまり注目し

ていなかったんで丸 音に対し

てはそれほど関心が高くなかっ

たことに気づきました」

今では、ほかの園の園長に
「改築するならはじめから音の

ことも考えて」と伝えているそう。
「乳幼児期は人間形成におい

て基礎となる大事な時期。そ

犠驚
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窯 音がよく聞き取れない
ため、言葉の発達が遅れ
ることがあります。脳の中
で音を認知するしくみをつ
くっている大切な時期だか
らこそ、音環境を整えてあ
げる必要があるのです。

のころに、耳への刺激が強くス

トレスもあるような環境で過ご

させるのはなるべく避けたいも

ので九 保育園に通う、通わな

ぃにかかわらず、みなさんに音
環境の大切さを知ってほしいで
す。ひとりひとりに声をあげて
いただけたらと思いま九
改築するときの条件として、

光や風と同じように、音も大事
な要素として入ってくるといいで
すね。それが理想です」

体操中の部屋の隣は工作中。工事前には隣が気になって集中できなかった子どもたち及
いまや誰ひとりとして振り向かま 集中しています。「天丼の吸音がうまくいき、パーテーシ
ョンが生きてきました」と志村先生。(写真提供:志村先生)

＼教えて!志村先生/ 保育園の音環境に詳しい志村洋子先生に聞きましたc 争
鞣=霞彗爵案は?
姦`普通は部屋の中のカ
ーテンやクッションなど、
布のものが吸音してくれま
す。畳は優秀な吸音材.フ
ローリングは響くので、部
分敷きでもカーベットやラ
グを。反響がクンと減

'り
ま九

晰.昼理2亨環境の
■.夕 国ヽには基準があり
ますべ 日本では幼稚園
と小学校の一部に上限が
あるだけで、7L幼 児期を
過ごす保育園には基準が
ありません。徐々に改善
されていくといいですね。

鯰 惨

練馬二葉保育園園長、高橋八映先生。

練馬二葉保育園
〒176‐ 0014東京都練馬区
豊玉南33115
TEL 03-3993‐ 5540
http:〃 nenma futaba com/
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