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用海小学校 

 

  

東川にかかるアールデコっぽい橋（洗い出し） 

 

今津中学校 

学校建築の王道 

 

 

南甲子園小学校 

明快なシンプルモダンの校舎 

 

 

兵庫県立西宮今津高校 
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深緑の腰パネルが映えるモダニズム建築 

 

 

真砂中学校 

広い敷地にやや硬質な校舎群 

 

 

安井小学校 

緑のカーテンを駆使しのびのびした南面した校舎 

 

 

貯水槽の塔屋がキュービック 

 

深津小学校 

西宮ガーデンズの南方、阪急今津線の脇にある 

 

  

ロシア構成主義やドイツの表現主義を思わせる 
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大社小学校 

スパニッシュの様式でよみがえった大社小学校。 

 

  

東側の開放的な玄関口、北側は寡黙。 

  

越水城址の石碑と説明板 

 

広田小学校 

傾斜地の住宅街に大きな面積で地域を見守り暖か

い学校。 

 

南面愛宕山にひな壇状に配置 

 

北面は傾斜地に隣接、東側には団地が広がり、親

密感ある立地。 

 

東南に平地を見下ろす 

 

甲東小学校 神呪町 

 

モダニズムからヴォーリズへ。 

すぐそばを西国街道が走り、山手には森がありま

す。岡田山から流れる水路が西側を巡り、住宅に

囲まれた小学校です。新校舎はこのあたりの関学
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神戸女学院などのヴォーリズ設計の意匠にインス

パイアされたと覚しきスパニッシュ。 

 

 

 

南門横には大型の忠魂碑 

 

芦原保育所 

パズルのような楽しい構成の建物 

 

 

 

芦乃湯会館 

 

 

平木中学校 

垂直線を強調したモダニズム建築、きちっとした

印象。 
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夙川小学校 

昭和初期の香りのするシンメトリーな玄関や校門、

塀。残念ながら建替え済み 

 

 

  

  

洗い出しの校門階段 

  

 

北夙川小学校 

六甲山のつながりに平たく伏せた学校建築、四週

にさまざまな顔持つ。 
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大社中学校 

丘陵地に広がる学舎、甲陽線に緑のカーテンを見

せている。西宮で最も古い校舎を持つ公立中学校 

 

 

神原小学校 

西宮の新しい南北道に堂々と南面する時計台。 

  

 

段上保育所  

まるで洋上の保育所。帆船もあるし、丸窓もある

し・・・。 
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段上西小学校 

絵に描いたようなマンモス小学校 

 

 

 

1978-81年 

 

瓦木小学校 

いろんな時代が重なる校舎群。校門のベンチがや

さしい。 
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上甲子園小学校 甲子園口 

歩道橋でつながる体育館 

 

 

  

 

上甲子園中学校 

二号線の南、好立地でのびのびした校舎。

1957、60年～ 
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春風小学校 

北の顔には時代が感じられる木製建具や鋼製建具

が残っている。 

 

 

瓦林小学校 

 

 

高木小学校 高木西町 

今でも震災後の一時避難場所であった体育館の夜

の明かりを思い出す。 
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旧高木集落の北側、今は東側の防災公園に正門を

むけている。 

周辺のマンションなどの増加で急速に児童数が増

える中、近年校舎等の建て替えが完了し、やっと

落ち着いたたたずまいを見せている。 

毎朝学校関係者が周辺のゴミ拾いをされていて、

なんだか通りすがりのものまでも「安心」を得て

いるように思う。 

殺風景になりがちな北側にも適度な変化があるよ

うデザインされていて、また、少し遠慮して低層

に押さえられているにはありがたい。色彩コント

ロールされた中層マンションのようでもある。 

 

瓦木中学校 

いつもスポーツ系の生徒が周囲をランニング。元

気いっぱいの中学校。 

  

周囲に閑静な住宅街と南側にストゥーパを持つい

い感じの墓場がある。南側の校庭や学校の四周に

はユニフォーム姿でランニングする姿をよく見か

ける。 

が北側に行くと低層の住宅が囲み、その前には背

の高いキョウチクトウが咲き乱れると入った亜熱

帯の風景がある。 

 

あいにくボール対策か、背の高いネットフェンス

も併設されているが、適度な賑やかさと樹木の蔭

とで特有のパース（小道）空間を作っている。 

一番奥の校舎が詰まった辺りには、モダニズムの

匂いが少々。学校という複雑な機能をこなす建築

の姿といえる。北側の姿はやや殺風景。 

 

樋ノ口小学校 

この校門だけで伺える、なかなかの学校。個性っ

て大切ですね。 
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公式 HPによると、昭和 48年創設。まだ田畑が

多く残り、宅地と農地の混在した地域である。し

かし、阪神・淡路大震災以降、児童数は急増中。 

 

平成２２に体育館耐震補強工事が済、仮設校舎も

完成ということで、急増する児童にとってよりよ

い環境が急務のようです。 

 

北側の体育館のデザインに注目 

 

高木幼稚園 

ジャンプ台付の幼稚園 

 

高木幼稚園の門と不思議なデザインの 2階の回廊 

なぜかクリーム色にスカイブルーのラインをアク

セントに使っています。豪華客船を思わせます。 

緑いっぱい、町に明るい声が響いています。 

周辺は閑静な住宅街で、マンションや戸建て住宅

などが並ぶ中、わずかに田畑も残っています。 

昔の地図ではこのあたりは水田とため池があった

ようです。 

 

この幼稚園には水泳競技の飛び込み台のような物

見台がついています。 

まるで誰かが現れそうです。・・・その心は？ 
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