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～景観学習で学んだこと～



概

要

日

程

平成２９年度から始まりました景観学習事業は、今回で３回目の

開催となりました。

こども達にとっては聞き慣れない“景観”をテーマに、自ら白河の

まちを歩き、魅力を発見し、自身に何ができるかを考えるきっかけを

提供し、将来のまちづくりを担うこども達の意識を高めるための

試みです。

白河第一小学校の６年生と釜子小学校の４年生を対象に開講し、

日本大学工学部の協力のもと、まち歩きやレポートを作成しました。

１日目：令和元年 ９月１２日（金）

２日目：令和元年 ９月２５日（水）

３日目：令和元年１０月 ５日（土）

１日目：令和元年１１月１１日（月）

２日目：令和元年１１月１４日（木）

白河第一小学校

釜子小学校
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「景観」は私たちを取り巻く環境の見え方、

景色や風景です。山、川、森林などの自然や、

建物や公園、道路などのまちなみ、お祭りや

日常的な生活風景も景観として考えます。

児童の皆さんは、この「景観」を意識して

自分たちが住むまちを歩くことで、たくさんの

魅力に気づき、発見することができました。

また、仲間と話し合いながら発表する経験を

通じ、「自分たちのまちの魅力を伝えたい」

「魅力を守るためにできることは何かな？」と、

一人ひとりが白河のまちのために考えました。

多くの人々と常に「白河らしさ」が共感できる

よう、子どもたちがこれからも白河らしい景観を

探し、伝え、守り続けてほしいと願っています。

白河第一小学校

釜子小学校

講師：市岡綾子先生

所属：日本大学工学部建築学科

白河市景観審議会の会長として、

白河市に携わっていただいている

ほか、市民の景観まちづくり活動

にもご協力いただいています。
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白河第一小学校の授業は、２クラスが

１０班に分かれて、市街地コースを探索

しました。

市街地は、旧奥州街道を中心とした

まち並みで、白河駅舎や白河ハリストス

正教会、昔からの蔵など、旧城下町の

雰囲気の残る地域です。

また、南側には谷津田川、小南湖

など水や緑の多い地域も良い景観を

つくっています。

景観を探すだけでなく、立ち寄り先で

地域の方と交流したり、今までに通った

ことのない路地裏を進んだり、自分達の

住むまちを再発見する機会となりました。
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歴史を感じることができた。

電柱の色などを工夫している

ことがわかった。

白河第一小学校の授業の様子

改善した方がいいところ

もあった。

自分たちで出来ることを

考えていきたい。

街灯の形が町によって

違っていることに

気づいた。

小峰城がきれいに見える

ために工夫していることが

わかった。

自分たちの周りには

色々な魅力があること

を知りました。

見なれた所でも

知らないことが

たくさんあることに

気づきました。

班のみんなと協力して、

色々なことに気づけて

よかった。
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良い景観を見つけたら、

友達や家族に積極的に

話をしてみようと思いました。

授業参観での発表

だったので、すごく

緊張しました。

小峰城や南湖が世界で

有名になるように美しさを

伝えていきたい。

今までに通ったこと

のないような道も歩き

ました。

良いところをたくさん

見つけたので残して

いきたい。

白河の歴史や自然との

関わりを大切にしたい。

白河は景観がすてきな街として

多くの人に知ってもらいたい。

みんなと まち歩きが

できて楽しかった。

大学生がサポート

してくれたので良い

レポートを作ることが

できた。
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景観にあわせた建物が多いことに

気付けたので、とても楽しかった。

良いところがたくさんあって

うれしかった。

今まで知らなかったことを

知ることができた。

みんなと楽しく良いところを

さがしたり、まとめたりする

ことができた。

かべの模様が

かわいい

（食パンの形）
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みんなで同じ場所を歩いても

考えることは同じではなかった。

今回の景観学習のなかで

気付けたことがあった。

今まで見ていなかったところや

初めて気付いた きれいな

景色があった。

他のマンホール

とデザインが

違っている

木々に囲まれた

白河のシンボル
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歴史的な建物も新しい建物

もあった。

同じ建物でも角度によって

雰囲気が変わることもあった。

白河は景観が素敵なまち

として色々な人に知っても

らいたい。

ステンドグラス

がきれい

木でできているから

雰囲気が良いね！

白河の

ふか～い歴史が

刻まれている。

川がきれいで

緑がたくさん！！
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今まで知らなかった歴史などを

知れて、もっと白河の歴史を

知りたいと思った。

街灯は町によって形が違って

いました。

ゴミ箱はゴミが直接見えない

ような工夫がされていた。

のれんで

お店を宣伝。

秋は紅葉がきれい。

ほかの季節にも

行ってみたい。
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風景を壊さないために

落ち着いた色の建物にしたり、

お花をかざったり、たくさんの工夫

がありました。

街並みや歴史などを地域の

人などから教えてもらい、

これからもっと白河を大切に

していきたいと思いました。

十字架があるので

すぐに教会だとわかる。
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白河の歴史を大切に、伝統

を大切にすることが大切だと

思いました。

良いところをたくさん見つけた

ので、これからも残したい。

白河の歴史や自然との関わりを

大切にしたい。

駅から小峰城が

見えたよ。

金色の

プレートが

たくさん

あったよ！

- 12 -



まちの良い所や悪い所に

気付けた。

白河のことが少し詳しくなった。

自分たちがふだん住んでいる

白河市のことをもっと知れた。

ふだん歩いているだけでは

気付かない所もあって楽しかった。
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景観を意識しながら歩いたら

いつもとはまた違って見えた。

残したい良い所や直したい所

もあった。

じぶんの知らなかった白河の

良さを見つけることができた。

古き良き街並みを残したいと

思った。

川がとってもきれい！
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良い景観を見つけたら、

友達や家族に積極的に話して

みようと思いました。

きれいな景観を残すため、

ごみ拾いなどできることから

やりたいと思った。

小峰城にあわせ

屋根を三角形に！！

歴史を

知ることができる。

古い建物を

新しい建物に
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白河の良い所や悪い所が

たくさん見つけられた。

みんなで協力して発表できて

楽しかった。

たくさんの白河の良いところを

見つけることができて良かった。

これからも歴史ある白河を

大切にしていきたい。

川がきれい。

流れもゆるやか。
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大学生と一緒に

景観を探すのが

楽しかった。

写真をとるのが

楽しかった。

秋の紅葉が

きれいだった。

また景観学習を

やってみたい。

地図をうまく

まとめること

ができた。

酒屋さんで話を

聞くことができて

良かった。
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橋から見た川は

とてもきれいだった。

歴史のあるものは、

大切に使っていた方が

良いと思った。

釜子小学校では４班に分かれて、

釜子本町地区を中心としたコースを

探索しました。

お寺や酒造店、和菓子屋など、昔から

ある建物や山や田んぼなど、自然景観

もたくさんある地域です。

大学生の手を借りながら、自分達の

住む地域の景観をたくさん写真に撮り

ました。
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東地区は知っているけど、

写真にとるのは初めてだった。

秋は紅葉で赤や黄色などに色づいて

きれいだった。

景観学習をやって歴史や

自然を大切にしたいと思った。

写真をとるのも楽しかった。

いちおし！

学校が写っていて

きれいな景色

自然が

美しいな

なまこかべが

おもしろい。

歴史が

続いていて

すごい。
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地図を作るのは大変だったけど、

みんなで協力して作れて

良かった。

町を歩いて、おもしろいなと思ったり、

きれいだなと思ったことを写真に

とるのが楽しかった。

紙にまとめるのも楽しかった。

すごい大きい

たるだった。

すごく古そうなのに、

すごくきれいに感じた。

新しくなった

学校。
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きれいな写真がとれて、

地図にもちゃんとまとめ

られたので良かった。

大学生と一緒に学習できて

楽しかった。

みんなで歩いている時にも

探してみようと思う。

きれいな橋だー！
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酒屋さんで中も外も

見れて良かった。

もみじの木が

すごくりっぱで、

すごく黄色がきれい。

かきがたくさん

干してある。

遠いところから

学校がきれい。

景観がどういうものなのか

はじめて知りました。

景観のために、きれいにしたり

きれいに使ったりすることが

坂本屋や有賀酒造など

に行ったり、とても楽しかった。

ちがう場所でもやってみたい。
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白河市建設部都市計画課

〒961-8602

白河市八幡小路７番地１

電 話 0248－22－1111


