
地域プロジェクト成果報告書 

「大沼の自然を学び伝えるプロジェクト」 

 

1．背景・目的・概要 

 当プロジェクトの目的は、青少年体験活動支援施設ネイパル森(以下、ネイパル森)の事業

に参加し、社会教育及びボランティアとは何かを学び、参加者と共に自然と接することで自

然へのまなざしを育むことである。また、後期ではこれに加え、一年間の成果としてネイパ

ル森の主催事業の運営協力者として企画運営を行い、参加者の自然へのまなざしを育むこ

とを目的とした。 

2．年間スケジュール 

 年間のスケジュールは以下の表１)にまとめた。なお、前期の地域プロジェクトではネイ

パル森のボランティアに参加し、経験を積むことを中心に活動を行った。後期の地域プロジ

ェクトでは表１)の通りに、ネイパル森の職員の方に協力を仰ぎながら学生で事業の企画運

営を行った。 

 

表１)地域プロジェクト年間スケジュール 

前期地域プロジェクト 4/23-24 ボランティアコミュニケーション 

 5/5 子どもの日まつり 

 5/21-22 チャレンジスポーツ１ 

 6/11-12 アースミュージック 

 7/2-3 チャレンジスポーツ２ 

  7/9-10 ファミリーキャンプ 

後期地域プロジェクト 10/31～ 後期地域プロジェクト始動 

 11/7-12/19 プログラム案・運営要項・案内チラシ作成 

 12/16 函館の小学校を中心に案内チラシ配布 

 12/19 プレ事業 

 12/23 募集開始（応募先：ネイパル森） 

 12/19-1/9 
運営要項確定・しおり・参加者アンケートの作

成 

 1/13 前日準備 

  1/14-15 事業実施 

 

3．プロセスと成果 

 最後に学生自身で事業の企画運営を行う準備として、経験不足な学生がほとんどであっ



たため、ネイパル森のボランティアに参加し、ボランティアとは何か、社会教育とは何かを

学び、参加者へ向けた自然を感じられるような企画の構想を持てるように学生自身も学び

を重ねながら活動を行っていた。 

 ボランティアに参加し気付いたこと、大切なことを学生で話し合い「ボランティアのあり

方（世話係ではなく支援者であること）」「企画運営について（リスクマネジメント、ネイパ

ル森の自然を活かす）」「自然へのまなざし（身近にある自然）」に留意しながら企画運営を

行うように心掛けた。 

 上記を踏まえ、企画運営の際の（事業の）目的は冬の自然と触れ合う体験を通して、自然

に対する興味関心を高め、自然へのまなざしを育成する事とした。なお、これは参加者のど

のような姿を目指すのか、参加後にどうなって欲しいのかという思いから決定した。 

 企画を考える際には、始めに学生全員で冬の遊びや自然について活動を考え話し合いを

行った後に、１４人という人数を活かし、決まった活動について具体的に説明。ルール、時

間、道具の準備を行った。 

 成果としては大きく２点挙げられた。①リスクマネジメントをした上で、子ども達が楽し

く活動できる工夫を行ったこと（大きな怪我もなく、子ども達が楽しんでいる様子が見られ

た）。②事業目的に合った活動計画を行えたこと（活動の中から冬と夏との違いを見つけら

れた子が多く、自然へのまなざしを育めた、またはそのきっかけを作れた）。 

 

図１)活動の様子(アイスブレイク)    図２)活動の様子(そり滑り) 

 

図３)活動の様子(ミニかまくら作り)   図４)活動の様子(宝探し) 

 



4．総括と反省・今後の課題 

運営の成果と反省についても、３点挙げられた。①ネイパル森の活動にもっと参加し経験

を積むことで活動の見通しを持つ事が必要であったこと。②事前準備、プレ事業の充実を図

り、情報共有と意見交換の時間を十分に取ることである。前期からの反省でも挙げられてい

た点であったため、全員の意識確認という意味でも情報共有を積極的に行っていく必要性

を今後の活動を継ぐ後輩たちに伝えていきたいと思う。加えて、当プロジェクトは大人数で

取り組んだものであり、それを活かす方法として活動ごとに数人のグループを作っていた

が、その中でも仕事量の差が見られたため、③大人数であることを十分に活かしきれなかっ

た、という反省も挙げられた。 

 

5．地域からの評価 

 まず、職員の方からの評価としては、子ども達に合致したプログラム（企画）であった。

例えば、子ども達が飽きたり、（寒くて）暇をするということが無かったということである。

活動を考える際も、目的に沿ったものにきちんとなっていた、ただ、１４人全員での話し合

いの際に工夫がもう少し出来ていればよかった、などと言葉を頂いた。 

 子ども達のアンケートから、事業に参加して新しく気付いたことや学んだことは何かと

いう質問に対し、夏と冬に見れる星座には種類があること、場所によって雪の硬さが違うこ

と、など活動からの気付きがあったことが分かった。また、参加した子どものほとんどが、

また参加したい、来年もやってくれるの？と聞いてくれたため、来年度への期待があること

が分かった。 

 

6．メンバー一覧 

 担当教員：鴈澤好博,紀藤典夫,三上 修 

 学生：荒町太樹,岩倉真未,宇部孝史,太田純平,小山莉果,佐藤李咲,田中志織,種市拓朗, 

中田葵衣,根市拓弥,能登屋 在,藤倉宏丞,室本光貴,鎗田理加 





津波避難経路探索の基本プログラムの作成

4303 宮本凪沙,4342 工藤正和,4345 山本誉良,4347 板垣侑, 金光秀雄

平成 29 年 2 月 28 日

1.背景・目的・概要

2011年の東日本大震災の際津波により多くの人命が失われ、日本各地に甚大な被害が発生した。これを受け本

プロジェクトでは「防災と IT」をキーワードに、津波からの被害を軽減するために、津波からの速やかな避難を補

助するということを目的としている。その目的達成のために本プロジェクトでは利用者の位置情報をGPSによっ

て取得し、その位置から最寄りの避難所への最短の避難経路を導き出し、webサーバーを通して利用者の端末に

表示するといったシステムを作成する。

2.年間スケジュール表

4月～5月： Google Maps APIの本をテキストとして利用し、基本的な使い方や機能について勉強
5月～6月： ダイクストラ法の勉強，および，基本ファイル (node.d, edgs.d)の作成
6月～7月： 津波避難経路探索のプログラムと基本ファイルへの追加，および，避難所ファイルの作成
7月中旬： 発表準備、中間発表
10月～11月初旬： キャンパス内の避難看板の調査と地図等の作成
11月～12月初旬： HTMLおよび Tex の勉強、各自の PCにインストール
12月下旬～1月： プログラムのWebへの実装の検討
1月中旬：　 発表準備、最終発表

3.プロセスと成果
3.1. 経路探索のデータ構造

node.d：地図上の各地点 (交差点・建物等) の名前と
番号 (node番号）を記述したファイル

1 北海道教育大学函館校
2 八幡通り
3 セイコーマート
4 ラルズマート
5 キッチンかめ
6 トップスポップコーン
7 テーオーデパート
8 白鳥郵便局
9 イチイパッティングセンター
10 セブンイレブン

edge.d：地図上の 2つの node番号とその間の距離
を記述したファイル
1 2 280

2 5 350

2 6 400

3 5 170

3 7 550

3 8 300

3 10 400

4 5 300

4 9 150

6 7 600

8 10 300

9 10 160
1



敷地内の経路

大学など敷地内が広大な場合敷地内での案内が必要になる。そこで、

本学構内の避難場所までの誘導看板を調査、地図に表した。5号館を

中心として大学内の津波避難場所を示す看板の調査を行った。この避

難看板から敷地内での経路探索方法を今後検討していく必要がある。

　

3.2. 経路探索のアルゴリズム

［ダイクストラ法の考え方］

上図のネットワークが存在しているとする。ダイクストラ法とは，節点（図の数値部分）とそれを結ぶ枝（上図

の矢印）のデータを用いて終点までの最短経路を求めるアルゴリズムである．

アルゴリズムの詳細は省略するが，操作は単純で接点から出ている枝とその得たから向かっている次の接点の

情報を各回の反復で更新し，それぞれの経路長を計算して同じ接点へ向かう距離の合計値と比較してより短い合

計値に更新することを繰り返すものである．

3.3. 経路探索のアルゴリズムの動作環境

・HEML5：これまでに作ったものを前項で取り扱うために webweb ページ作成用の開発言語として使用。

・Geolocation API：GPSによる位置情報の取得のために活用。

・PHP：Ｃ言語で作成したプログラムを web 対応させるため，試験的に使用．

・Apache：PHPファイル等を動作させるためのサーバで，今回はローカルな環境での実装を試みた．

・Emscripten：C言語のファイルをWeb向けに変換するもの．今回もダイクストラ法の C言語プログラムを変

換することを確認した．

・FC2レンタルサーバ：本プロジェクトで作成した web ソースを格納するサーバ．
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4.総括と反省

本プロジェクトにおいて作成したシステムは限定的な環境での動作は成功することができたものの、普遍的な

環境での動作の成功にまでは至らなかった。Webに関する技術や動作環境の構築といった、システム作成のため

の学習に大きく時間を取られたことや作業の分担、共有をうまく行うことができなかったといったことが反省点

として挙げられる。自主学習の時間を増やし、それぞれが積極的に作業に取り組む必要があった。

5.今後の課題

• 高さ情報を活用した経路探索
• 津波到達時間の活用
• HTMLによる GPS情報の取得

• Webページからのプログラムの実行

• スマートフォン向けの開発

6.地域からの評価

今回は，プログラムの作成環境にかなりの時間を費やし，地域からの評価を得ることができなかった．今後は

一定のプロジェクト成果がまとまった段階で，函館市役所や函館地方気象台などの地域の組織から評価を得たい

と考えている1．

1一方で，「地域科学 (regional science)」は，函館エリアに固定化されない相対的な概念であると考えています．このような考えに基づき
ながら，ダイクストラ法のように普遍的なアルゴリズムを基本にしつつ，函館エリアでの貢献に限定されないよりグローバルな領域での貢献
を引き続き目指していきたいと考えています（金光）．
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Learn and Teach mathematics in English 

(～英語で数学を学ぼう・教えよう～)  

3．プロセスと成果 

○研修生との交流会 

 カナダからの研修生 2人と交流会を行った。日本とカナダとの教育における違い、特に学校や文化といったテ

ーマで英語のみを使って話し合った。2 人の留学生はどちらも小学校の教員を目指す大学院生で、日本の教育に

ついて学ぶべく短期留学として来日していた。そこで、日本の大学はカナダと比較して授業の進度（大学による

違いもある）が遅いこと、小学校から留年があることなどを知ることができた。また、英語のみを言語とするこ

とで実際に英語で会話することの難しさや言語以外のジェスチャーを使うことの大切さをも感じることができ

た。 

 

 

Order the following fractions, highest to 

lowest. 
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1.背景、目的、概要 

近年、グローバル化の進展によって、国と国とのつながりがより密接になりつつある。それに伴い、在日外国

人の数が増加している。そのため、今日、日本語を母語としない外国人生徒への適切な支援が求められている。

支援の一例として、英語で教科指導を行うことが考えられる。その際、教員は教科の指導力のみならず、指導の

ために必要な英語力を身に付けなければならない。      

本プロジェクトは、数学科の指導に焦点を当てて、外国人生徒に対して英語で数学の授業を行えることを最終

目標とする。それと同時に、大学生が自身の英語能力を向上させることで、地域住民と、地域の外国人住民、滞

在者、および観光客とをつなぐ架け橋となることを第二の目標とする。 

 

2．年間スケジュール表 

〔前期〕                                                 〔後期〕 

・英語表現を用いたプレゼン練習              ・カルガリー大学 研修生との交流会 

・TOEIC問題集や数学関連の英語教材を通した        ・アメリカの教科書と日本の教科書を比較 

  英語力の向上                      ・TOIECリスニング教材を用いて英語力の向上 

・英語表記の数学に触れる                 ・英語で数学の模擬授業 

                                                           
 

 

                                                           

                                                           

 

                          

                          

                          



○模擬授業 

 アメリカでは小学校 5年生の範囲（日本では中学 2年生）である、合同について英語で模擬授業を行った。実

際にアメリカの教科書を使った教材研究、指導案の作成、教具作りなどに取り組んだ。当日の模擬授業は本大学

生 15 名を生徒役として協力してもらい、授業の中の言語も英語のみとした。黒板に図形を貼り、比較すること

で合同かどうかを判断する問いかけをし、授業の終わりで合同の定義をするという流れで授業を進めた。生徒も

英語を話す機会をつくる、生徒に作業をさせるなどの工夫を施した。 

 

 

 

○教材研究 

 「合同」を題材として、日本・アメリカで使用されている教科書（アメリカは小学 5年生、日本は中学 2年生）

の比較を行った。 

＜共通点＞ 

・合同を確かめるために分度器を用いること 

・分度器の使い方を学んだ後に合同を学ぶという流れ 

＜相違点＞ 

・使用する道具（米－定規と分度器、日－コンパスと分度器） 

・作図方法の記載（米－載っていない、日－詳しく載っている） 

・演習問題の量（米－多い、日－少ない） 

・ページ数（米－多い、日－少ない） 

 →日本では学習指導要領という国単位での教育の水準が定められており文部科学省が教科書を検定するとい

う制度があるが、アメリカには国が教科書を検定する制度がなく、州によって教育水準が異なる。よってアメリ

カ全土に教科書を販売できるよう、かつ、各州の水準をすべて満たす必要があるため、アメリカの教科書は日本

より数倍厚くなっている。 

 

   

 



4．総括と反省・今後の課題 

 外国人生徒への支援を「授業」と「教材研究」という観点からアプローチした。授業では、英語で数学の授業

を模擬授業という形にし、その授業の中でも英語のみを使ってなどの工夫もしたが、実際の外国人生徒にその授

業を見せるまでには至らなかった。また、教材研究に関しては、アメリカと日本の教科書を見比べ、相違点を探

して考察した。この教材研究は、他の国の教科書の入手が困難であったため日本とアメリカのみで比較した。さ

らにほかの国の教科書があると深まったのかもしれない。 

 今回のプロジェクトでは外国人との交流がカルガリー大学からの研修生としか行えなったが、もっと外国人と

の交流を増やせばプロジェクトがさらに発展すると感じた。 

 
 

5．地域からの評価 

 地域との連携や関わりを持つことは実現しなかったが、中間報告会や最終報告会にお越し頂いた地域の方や他

プロジェクトの先生方から多くのご講評を頂いた。 

・今までになかった取り組みだったため非常に面白い。 

・実際に海外の教科書を使っていたり、それを使って模擬授業を行っていたのはとても良い取り組みであると感

じた。 

・日本の学校のある学級に外国人生徒が 1人いるとする状況で、授業中に教師が手立てをしたり、まわりの生徒

がサポートするといったシチュエーションの方が現実味が出るのでは。 

・実際に外国人の生徒に対して模擬授業を行うことができれば尚面白くなったのではないか。 

・他国の教科書は早くに準備すれば取り寄せることは可能（教材研究の取り組み開始が少し遅かった） 

 

 

 

 

6．メンバー一覧 

後藤泰宏教授 地域プロジェクト 地域環境科学グループ 

梶澤祐哉 長友樹梨奈 今野美槻  

今渕航  山路朝香 金子尚史 長岡憲吾 





地域プロジェクト成果報告書  

（函館市中学校数学教育研究会と交流するプロジェクト） 

 

① 背景・目的・概要 

背景 

中学校数学科教育では数学的活動を通じて、知識基盤社会の中の多様化する社会を子どもたちが生

きていく力である「生きる力」を育んでいかなければならない。このためにも、教師が生徒にいかに

「目的意識を持って主体的に学習に取り組ませるような授業を行うか」が現在の数学教育に問われて

いる課題である。 

 

目的 

今年度 10 月 28 日に函館地区で実施された第 71 回北海道算数数学教育研究大会(以下全道大会と略

す)で実施する「特設授業」づくりの構想・プレ授業・指導案検討・特設授業参観・事後検討会参加を

通じ、地域中学校教員と連携しつつ上記の課題について議論し、参加学生が数学教員としての職業意

識を深め、授業実践力を高めることを目的とする。 

 

概要 

  前期は全道大会特設授業づくりに関与するための準備として、附属函館中学校と函館市立亀田中学

校において計 5 日間の授業観察をおこない、観察した授業の分析と「本時案」の再構築を行い、函館

市中学校数学教育研究会(以下中数研と略す)の歴史と組織について中数研幹事長による講演を受けた。 

終盤では実際に 4 つのブロックに分かれて特設授業作りの検討会に参加した。 

 後期は各ブロックの検討会、プレ授業に参加し、さらに、全道大会「特設授業」と「研究発表」に

も参加し、ここで実施されたことをまとめ・整理して関係教員へ報告した。後半ではこれら中数研と

の交流で学んだことや教育実習での成果をふまえ、大学で「模擬授業」づくりを行い、関係した現職

先生へ公表することで一年間の成果として発表した。 

 

② 年間スケジュール表 

  (前期) 

4 月 26 日 【中数研総会】 

5 月 11 日～【授業観察準備】 

6 月 7 日～ 【市内中学校での授業観察】 

6 月 23 日～【全道大会に向けた取り組み】 

      ・各ブロックでの打ち合わせ参加 

      ・中数研夏季研修会 

(後期) 

10 月 1 日～ 【全道大会へ向けた取り組み】 

      ・各ブロックでの打ち合わせ参加 

      ・各ブロックプレ授業への参加 

      ・大学でのプレプレ授業の実施(2 回) 

10 月 28 日 【第 71 回北海道数学教育研究大会】 



11 月 9 日～ 【模擬授業作成】 

1 月 11 日  【中数研冬季研修会】 

1 月 12 日  【2 班模擬授業発表(３年三平方の定理)】 

1 月 19 日  【1 班模擬授業発表(３年２次方程式)】 

③ プロセスと成果 

まず、全道大会での授業を視る力を身に付けるために、附属中学校や函館市内の中学校での授業観

察を行い、「発問」、「板書」、「生徒の活動」の 3 つの観点に即して授業を観察した。さらに、取りまと

めを行うことで 3 つの観点の相互の関連性に着目することで授業を体系的に捉えることができた。 

そして、全道大会に向けた各ブロックの検討会や大学でのプレプレ授業に参加し、授業をつくる手

法を学んだ。大学でのプレプレ授業は各ブロックの先生方や、中数

研会長に来ていただき行われた。授業の生徒役は本プロジェクトメ

ンバーを含む大学生が務めた。授業後には事後検討会を設け、大学

生も議論に参加し、全道大会へ向けてよりよい授業となるよう議論

を深めた。また、授業起こしを行い、マッピングを作成した。全道

大会当日は特設授業を観察し、事後検討会にも参加した。 

そしてプロジェクトの成果として、メンバーを 2 つの班に分け、それぞれのグループで、全道大会

参加までの中数研の活動で学んだ授業づくりの経験を活かし、大学で模擬授業づくりを行った。1 班は

3 年生の二次方程式、2 班は 3 年生の三平方の定理の授業を行った。模擬授業を作成する際に、4 年生

と先生からの講評を受け、練り直しを何度も行い、いかに生徒が主

体的に取り組める様な授業を制作できるよう取り組んだ。また、生

徒役を演じる大学生に生徒役設定を設け、実際の中学校の授業に近

づける取り組みも行った。 

 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

全道大会への特設授業づくりは、前期の活動と同様に、とりまとめやマッピングを行うことで、授

業の構造を体系的に捉えた。また、一つの授業の目標に到達するまでの働きかけや手立てを、見つけ

ることに重点を置いて研究授業づくりに参加することができた。 

全道大会当日は、特設授業の公開後の検討会や領域別研究発表に参加し、「数学的活動に意欲的に取

り組み、数学のよさを実感する学習を目指して」という研究主題に近づくための議論から、授業中に

生徒が主体的に取り組める様な適切な働きかけ等を考えることができた。 

そして、上の活動を通して学んだことを成果物として表すため、模擬授業を作成した。中数研への

参加で関わった現職の先生方に完成した授業についての講評をいただき、フィードバックを行うこと

をもって、このプロジェクトの学びを整理し、1 年間のプロジェクトの終了とした。 

反省は、今年度はブロック間の内容共有や全道大会の成果の共有を適切に行えていなかったことか

ら、模擬授業への中数研での学びの活用を十分なものとすることができなかった。また、全道大会ま

での学びをどう活かすか、などの模擬授業の主題の設定をしなかったため、授業後のフィードバック

が困難だった。 

  次年度の課題は、研究授業の観察などからの学びを定期的に全体でまとめ、共有すること。大学で

の模擬授業の前に前期の活動からの成果をまとめ模擬授業へ反映させる主題を設定して授業づくりを

行うこと。模擬授業後に時間を割き、現職の先生方や先輩方を交えた事後検討会の実施などを行える



のであれば実施したい。来年度は函館で全道大会が開催されないため、研究授業観察など、これに代

わる活動の検討が必要である。 

 

⑤ 地域からの評価 

  模擬授業発表を見ていただいた現職の先生からの発表全体に対する評価として、「数学に真剣に向き

合って出来た形を見ることができた。授業が下手でも失敗でも授業をやってみようとした意気込みが

素晴らしい。そのような気持ちを持ち続けた教師になってほしい。本気で考え抜き、準備をしたこと

にとても価値がある。現職の先生方にメールで案内したり、授業をしたりと経験することは、社会人

になるためにすごく大事なことである。」などが挙げられた。 

  模擬授業の授業者に対する評価としては、「緊張の中笑顔を絶やさず楽しい雰囲気でよかった。生徒

の思考の流れを細かく想定し、丁寧な授業はとても大事。教具などは現場ではこんなに丁寧に準備す

る時間は取れないと思うが、今回の授業にチャレンジしたことは確実に皆さんの蓄積になったと思う。

授業者の明るさや元気さは教師にとってかけがえのない資質である。また、学び続けることができる

ことも教師にとって不可欠の資質であるから、現場に出てもさらに学び続ける気持ちを持ち続けてほ

しい。」などが挙げられた。 

 

 

⑥ メンバー一覧 

４３０１  光内 亜理沙 

  ４３０２  五十嵐 浩平 

  ４３０７  永廣 明日美 

  ４３１１  笠嶋 美幸 

  ４３１６  円子 朋美 

  ４３２９  阿部 芳樹 

  ４３３０  東郷 友風  

  ４３３５  宮腰 侑河 

  担当教員 池田 正 

 





地域とともに原子力を環境学的に考える 

 

プロジェクトメンバー : 梅津昌樹 小川一輝 川守田隆介 高嶋研翔 

中島大河 藤林那月 村中大騎   

担当教員：竹中康之   

 

・目的・背景・概要   

原子力発電について考える上で、適切な知識を有することが必要であるため、基礎知識を

構築する。また、函館市や大間町など地域と連携し、原子力発電の問題について前期に学

習した内容を考慮したうえで環境学的に考え、その成果をもとに討論し地域に還元する。   

 

・年間スケジュール   

前期 

学内で原子力発電についての基礎的な知識を蓄えた。 

後期 

11/10,11 函館地方裁判所に足を運ぶ 

11/15  函館市役所にて市役所の方と意見交流 

12/21    大間原子力発電所にて現地の方との交流・意見交換 

   

・プロセスと成果   

前期は原子力発電の仕組みを理解するために以下のキーワードについて理解を深めた。   

ウラン濃縮 

ウラン中性子反応・核分裂 

廃棄物 

プルトニウム 

ＭＯＸ燃料・プルサーマル 

放射線・半減期 

ベクレル・シーベルト 

放射線障害防止法 

確定的影響/ 確率的影響/遺伝的影響 

医療被曝   

後期は前期に学習した内容をふまえつつ地域との連携をはかるため、上記で記載した場所

へ赴き討論した。そこで原子力発電がほかの発電方法の利点・欠点と比較すると、原子力

発電が危険だという立場をとるに至りました。 

 



 

函館市役所本庁舎 ８階第３会議室での討論 

 

市役所（函館）側の意見を聞き質疑応答。 

会議室を出たところから大間原発を目視で 

確認することができるほど近いことを 

実感する。 

 

 

 

津軽海峡フェリーで大間港へ 

 

  大間に到着後、大間原発で原発内を見学。 

見学したのち、施設の職員さんたちと意見交流 

を行い、原子力発電に対する考えを深める。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力発電所内の様子（建設中） 

 

 

 

 

 



 

 

 

・総括と反省・今後の課題   

・自分たちが幅広い知識を得た。 

・報告会及び報告書を通じて地域に還元することができた。   

・現場を訪れたことで、実際の施設を見て理解を深め、現地の人の話を聞いて討論する

ことができた。   

・函館と大間は市役所から目視できるほど近いことを実感した。   

 ・安全性に不安があることやフル MOX での実績がないことの不安があるため、稼働さ

せるべきではないのではないか。   

 ・原子力発電は危険なもので、万が一事故が起きた場合が甚大な被害になることがわか

っているが、実際データで見ると火力発電によるガスや二酸化炭素の排出が原因でガンや

病気になって死んでしまう人の方が多いが、このことについてどう考えるか。   

 ・原子力発電の代わりとなる発電はないのか。   

 ・なぜ国は原子力発電を推進するのか。   

  

・地域からの評価 

 私たちの活動に関しての地域から受けた評価として大きく二つの主軸に分かれます。 

原子力発電の廃棄処理の問題はいかに決めるのか、また責任はどこにあるのかなどの具体

策を考えるまでにいたってほしいということ。 

また、学内で同じ内容ではなく国際協同グループと連携してそれぞれの専門的な面からと

らえることで原子力発電に対する考え方が広まっているとのご意見をいただきました。 





地域における音環境の調査と提案 

 

1 背景・目的・概要 

2016年 3月に開業した北海道新幹線の影響を受け、函館への観光客は近年増加傾向にあ

る。しかしこの効果は一過性の可能性がある。今後も継続的に観光客を呼び込むために、音

風景という観点から函館の観光について考え、更なる魅力を発信していくことがこのプロ

ジェクトの目的である。 

音風景とは、ある地域固有の音や創造された音によって演出される音環境のことである。

自然環境や文化、地域での産業から形成される音などもこれに含まれる。元町にある函館ハ

リストス正教会の鐘の音が環境省の「残したい“日本の音風景 100選”」に認定されている

ことから、函館には観光資源になりうる音風景が多く存在するのではないかと考え、図 1の

1年間の活動を行った。 

 

2 プロセスと成果 

函館に関する音を調査した結果、函館市の観光サイト「はこぶら」の内部に音ライブラリ

という函館市の観光地や豊かな自然、イカなどの音を紹介しているページを見つけた。そこ

で、設置・運営をしている函館市観光部にアポイントメントをとり訪問し、函館市の観光へ

の取り組みなどを聞いた。また、はこぶらの運営は市が株式会社シンプルウェイグループに

委託していることが判明したので、再びアポイントメントをとり、本通町にある株式会社シ

ンプルウェイグループを訪問し、観光資源を発信する有効な手段についてインタビューを

行った。その中で、音ライブラリの反響や開設経緯などを知った他、人が大勢集まるような

ところで流すなどの提案をしてもらった。こういった、市役所や企業にいただいた話を踏ま

えて、地域の人々に音環境に興味を持ってもらうためにはどのようにしたらよいか検討し

た。そこで「はこぶら」にある音ライブラリの音源が 20年前のものということから、現在

の音風景を収録し、それを今の函館の音として発信していくことを決めた。 

収録した場所は、函館山、ハリストス正教会、市電、香雪園、立待岬、新中野ダム、笹流 

 

 

図 1 年間スケジュール 



ダム、道南四季の杜公園、金森赤レンガ倉庫など、函館市を代表する観光地から地域の住民

も普段は行かないようなマイナーな場所まで幅広く取り扱った。そこで収録した音や風景

などに、歴史などの説明を加えて編集し動画を作成した。また、それらをインターネットで

発信しようと考え、ブログ（https://hakooto.tumblr.com/）を作成し短い動画を紹介すると

共に、いくつかの動画を YouTubeに掲載した。 

 

3 地域からの評価 

2016年 12月 17日に開催された函教大ウィンターフェスでプラネタリウム（天文部のブ

ース）に来場した地域の方々に本プロジェクトが作成した函館山・ハリストス正教会・新中

野ダムの動画を見てもらい、アンケートに回答していただいた。アンケートの回答者数は 

62人だった。アンケート結果を図 2に示す。 

この結果より、本プロジェクトの動画を見て、その場所に行ったことがない人でも、動画

の場所に行きたくなったことがわかる。 

また、感想として、函館山を見ていただいた方々からは、「夜景だけでなく自然もとても

きれいで見に行きたくなった。」「鳥の鳴き声がきれいで函館山に行きたくなった。」「子ども

のために読み仮名を振った方が良い。」などの感想や意見をいただいた。ハリストス正教会

を見ていただいた方々からは「素敵なところで行ってみたくなった。」「詳しい解説がついて

いたからわかりやすかった。」新中野ダムの動画を見ていただいた方々からは、「もっと沢山 

 

「1. 動画の場所に行ったことがあるか。」 

 

「2. 動画を見て動画の場所に行きたくなったか。」 

 

図 2 アンケート結果 



の函館の風景の映像が見てみたくなった。」「知らない函館が見れて良かった。」「とてもわか

りやすく興味がわいた。」などの感想をいただいた。 

2017 年 1 月 21 日に地域プロジェクトの発表会が開催された。そこで地域の方々や本大

学の生徒や先生方にプロジェクトについて知ってもらい、評価をもらった。「新しいことが

知れてよかった。」「おもしろかった。」「勉強になった。」「音って身近なものだから画期的だ

と思った。」などの肯定的な意見のほか、「もっといい機材でもっといい音を録ったほうが良

いのではないか。」「音を録りに行く最適な季節や時間帯まで計画を立てて録りに行ったほ

うが良い。」などの意見をいただいた。 

なお、2017 年 1 月 22 日の北海道新聞朝刊に本プロジェクトについてインタビューされ

た記事が掲載された。 

 

4 総括と反省・今後の課題 

函館に存在する観光資源の中から『音』に焦点を当て、実際に函館ハリストス正教会の鐘

の音や函館山の野鳥の鳴き声を収録したり、その音に関連性の高い歴史を調べたりするこ

とで、これまで知らなかった函館の新たな魅力を発見することができた。 

さらに、新たな魅力を発信するために、函教大ウィンターフェス（天文部のブース）にて

作成した動画を上映し地域の方々から評価をいただいた。地域の方々からの評価や意見を

もとに動画を改良し、観光資源として音風景を提供するために動画制作・HPの作成・動画

共有サイトへの投稿を行った。 

 収録する音の種類については自分たちだけで出し合うだけでなく、地域の人が集まるよ

うな施設などに協力してもらい、ワークショップを実行し、地域の人に意見を求めることが

できればより多くの音資源を見つけることができるはずだ。 

音の収録に関しては専門の収録機材への理解を深め、当日に機材を使用できない事態が

起こらないようにするべきだった。 

ウィンターフェスでの上映や動画共有サイトへの動画の投稿だけでなく、駅の待合室や

空港そして病院など自然と聞いてもらえるような環境で上映する機会を増やし少しでも多

くの人に函館の音風景を発信していくことが必要だ。 

 

謝辞 本プロジェクトの実施に当たり、函館市観光部 鶴喰理沙様、株式会社シンプルウェ

イ代表取締役 阪口あき子様、はこぶら編集長 安立真由美様には貴重なご助言をいただき

ました。ここに感謝の意を表します。 

 

メンバー 

4321 板垣夏生、4324 天野貴之、4339 市沢里佳、4340 高松美咲、4346 埋橋優希、 

4348 下村新之助、4361 三浦大河、担当教員 今野英明 

 





 

 

地域プロジェクト成果報告書「認知科学で遊ぼう」 

 

4322 阿部貴大 4336 越後屋夢乃 4337 安達大悟 4343 佐々木基 4352古木千裕 

4354 江良宙夢 4356 赤坂美月 担当教員：林美都子 

 

●背景 

函館では心理学系の講演やワークショップがあまり行われていないため、まず興味を持

ってもらうきっかけの１つとして、本プロジェクトでワークショップを開くことを考えた。

心理学や認知心理学の学習と体験を通して、身近にある認知科学的な現象の原理や仕組み

について楽しく理解してもらい、認知科学が教育の現場や犯罪の防止など、様々な場面で

地域づくりに生かされていると気づいてもらうことを目指した。 

 

●概要 

本プロジェクトでは、最終的に、地域を代表する文化施設の１つである「はこだてみら

い館」にて認知科学に関するワークショップを開催することを目標として、主に以下の 4

つの活動を行った。 

1. 認知科学に関する理解を深め、ワークショップのテーマを探索する(通年) 

2. 学内ワークショップの開催(2016年 7月 19日) 

3. シンポジウム「地域課題に挑む大学教育―ノウハウの共有を目指して」での成果発表

(2016年 9月 1日) 

4. はこだてみらい館ワークショップ(2016年 12月 18日) 

  

 
写真）はこだてみらい館で行ったワークショップの様子(2016年 12月 18日) 

 

●地域からの評価 

 2016年 12月 18日に、はこだてみらい館にてワークショップを開催し、参加者に任意で

アンケートを求めたところ、以下のような地域からの評価を得た。 



 

 

1. ワークショップへの参加者数 

 参加者数は 39名(大人 22名 子ども 17名)、見学者は 18名(大人 11名 子ども 7名)で

あった。想定していたよりも、小さなお子様や家族連れにも楽しんでもらえた。 

2. アンケート結果 

 来場者 6 名からの回答を得た。「今回のワークショップは楽しかったですか？」という

質問には 5 名が「とても楽しかった」、1 名が「まあまあ楽しかった」と回答した。「錯

視についてわかりましたか？」という質問には 6 名全員が「よくわかった」と回答した。

「もっと錯視について知りたくなりましたか？」という質問には、5人が「はい」、1人が

「どちらでもない」と回答した。自由記述欄には「勉強になった。」(9 歳女性)「子供がと

ても楽しそうでした。ありがとうございました。自分もびっくりしました。」(38 歳男性)

といった感想が書かれていた。 

3. 多大なご協力を下さったはこだてみらい館スタッフさんからのコメント 

「お客様への対応はとても丁寧にされていたと思います。各テーブル様々なワークショ

ップができたのは選んだり比較出来たりするので楽しめたと思います。「錯視」という言

葉が難しいので、「錯視とは？」の意味が誰にでも体感的にわかるような、興味を引く看

板がシアター入口にあると、どんな体験が中でできるかがわかりやすく伝わったと思いま

す。日常生活のどんなものに使われているかなど具体例があるとさらに分かりやすくなる

かと思いました。パネル展示などもあるとワークショップに参加できない限られた方にも

「錯視」を知っていただけると思いました。」 

 

●プロセスと成果 

 4月から 5月は、学内ワークショップのテーマ

をメンバーそれぞれが考え「錯視」を選定した。

6月には、関係者の方に来校していただき、はこ

だてみらい館の説明をうけた。主に施設の概要、

開館日時についての説明であった。 

 7 月 16 日の中間発表では、学内ワークショッ

プで用いる予定のグッズを用いて、19 日に予定

している学内ワークショップの説明や宣伝を行

った。学内ワークショップ当日は、事前準備し

た錯視の絵などを実際に自分で組み立てて体験

してもらった。なお、学内ワークショップは 12

月に行われるみらい館ワークショップの練習を

兼ねていた。 

 
写真)学内ワークショップの様子(2016 年 8 月 19

日) 



 

 

 9 月には、類似した活動を行っている全国の大学が集まったシンポジウム「地域課題に

挑む大学教育―ノウハウの共有を目指して」で前期活動の成果を発表する機会に恵まれ、

各大学からの参加者さんたちより、貴重なご意見をいただいた。 

 10 月 30 日にみらい館にて催されたワークショップを見学・体験し、現場の雰囲気や設

備等を確認した。11 月には宣伝用の写真や文言を考えた。ここまでの反省を踏まえ、みら

い館ワークショップでは 1 人 1 つずつブースを担当し(計 7 ブース)、各々が自分でグッズ

を製作し、様々な錯視を体験してもらうことを確定した。 

 12 月 18 日のみらい館ワークショップ当日、呼び込み用の宣伝など臨機応変に対応・作

成した。14 時から 17 時の間に 40 名近くの方が参加した。7 つのブースすべてに参加する

とオリジナルの錯視カレンダーがプレゼントされるようにしたところ、好評であった。 

 1 月の成果発表会では、模擬ワークショップを行い、みらい館ワークショップの一部を

再現した。 

 

●総括・反省 

 本プロジェクトの反省や課題として、3 点あげられよう。1 つ目は、“はこだてみらい

館・はこだてキッズプラザの完成が遅れる可能性があり、自分たちのワークショップと開

催場所との相性が不安。”ということである。 “先方と連絡を取り合う。完成次第下見をし

て内容を練る。”という対策を考えた。結果としてみらい館の完成は予定通りとなり、開催

場所との相性も良かった。しかし、ワークショップ開催当日に打ち合わせを行うなど、先

方との連絡は不十分となってしまい、迷惑をかけてしまった点は深く反省している。 

2 点目は、“予算”の問題であった。“低予算でも満足できる内容やグッズを検討する。”こ

とによって対応した。具体的には、後期のワークショップでは、7 つのブースを開催する、

プレゼントを渡すという事を行ったが、手作りのカレンダーを渡す、ブースも紙など安価

な物品を使う、より楽しんで頂けるように手作りスタンプカードを作るなどであった。 

3 点目として、“メンバーで集まる際、全員が揃うことが少なく、進行の理解度が一律で

はなかった。”ことがあげられる。“集まれる人だけでも集まり、全員で連絡し合い、情報

を共有する。また、早い段階で都合がいい日程を調節する。”という対策を立てた。後期で

実際に実践しようと試みたが、早い段階で都合がいい日程を調整するという点については

反省を生かせたが、情報共有に関しては最後まで試行錯誤を重ねたが、今後の課題として

残った。 

 上記のほかに総括として、“ワークショップで開催したブースが多く、全て回ると時間が

かかりすぎるという難点があったが、様々な錯視を体験して頂くという点については良か

った”、“前期は引用した錯視があったが、後期は錯視を全て自分たちのオリジナルを使用

しており、バラエティに富んでいて良かった”、 “随時、反省点を生かしながら、中間発表、

学内ワークショップ、シンポジウムでのポスター発表、はこだてみらい館ワークショップ、

成果発表会など、続々とパワーアップ出来たのは良かった”等の意見がプロジェクトメンバ

ーより挙げられた。 

 

●謝辞 

学外ワークショップの開催にあたり、お忙しい中ご協力くださった、はこだてみらい館

の上月さんをはじめ、みらい館スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。 





数学を好きになるプロジェクト成果報告書 

① 背景・目的・概要 

 「数学離れ」や「理科離れ」が問題となっている昨今、中学生の数学嫌いの理由や

現状について調査し、調査結果をもとに実際に中学生に対する数学の学習支援を行

い、数学を好きになってもらうことが本プロジェクトの目的である。 

 

② 年間スケジュール表 

5月 数学の好き嫌いに関する実態調査 

6月 北海道教育大学附属函館中学校にて数学の授業観察 

7月 地域プロジェクト前期成果報告会 

8月 後期の活動についての計画 

後期活動時の生徒呼びかけ用ポスター作成 

9月 北海道教育大学附属函館中学校での数学の好き嫌いに関するアンケートの実施 

10月 北海道教育大学附属函館中学校における学習支援活動(中学 3年生) 

11月 北海道教育大学附属函館中学校における学習支援活動(中学 2年生) 

12月 北海道教育大学附属函館中学校における学習支援活動(中学 1年生) 

1月  活動の反省 

地域プロジェクト後期成果報告会 

 

③ プロセスと成果 

(1) 数学の好き嫌いに関する実態調査 

 本プロジェクトの課題である、数学の好き嫌いとは何か、その実態に関する先行

研究等について文献をもとに調査を行った。文献調査の結果から、数学の好き嫌い

は、学力が相関していると分かった。文献中で扱われていた学力とは、個別テスト

の点数、すなわち、問題が解ける・解けないということである。この学力が上位の

生徒ほど、数学を好きだと答える生徒が多く、逆に下位の生徒は数学を嫌いである

ということが分かった。 

(2) 北海道教育大学附属函館中学校にて授業観察 

 6月 7、9、14、16日の 4回にわたって北海道教育大学附属函館中学校の数学科

の授業観察を行った。授業観察を行った目的としては、文献調査での得られた結果

をもとに実際の中学生の数学の好き嫌いを把握することであった。観察で見られた

生徒の様子としては、問題が解き終わった生徒が他の生徒と答えを確認したり、解

けていない生徒がいたときその生徒に教えたりしていた。また、自主的にワークを

進めている生徒もいた。その一方で問題を解き終わった生徒同士で雑談したり、テ

ストを配られても 手をつけない生徒がいたりしたなど、生徒間での取り組みに差



がみられた。しかし、生徒の学力を測る材料がなく生徒の数学の好き嫌いを明確に

把握することは困難であった。 

(3)数学の好き嫌い実態調査アンケート 

    授業観察の中では把握しきれなかった中学生の数学に対する好き嫌いの実態を把

握するために北海道教育大学附属函館中学校にてアンケート調査を行った。アンケ

ートの内容としては、数学の好きか嫌いかや、数学に対する意識、前年度に学習し

た単元別の好き嫌い等を調査するものとした。 

 

 

 

 

 

 

    上表は数学の好き嫌いに関する質問に対する回答である。数学を好きな理由とし

ては、「問題を解くのがおもしろい」と回答した生徒が 8割以上いたのに対し、嫌

いな理由では、「わからなかったから」という回答をした生徒が 6割いた。この結

果から数学の好き嫌いは、数学をできる、できないといった学力が大きく関係して

いるという結論に至った。 

 (4)北海道教育大学附属函館中学校での学習支援活動 

10月、11月、12月の 3か月で 5回の学習支援

活動を附属中にて行った。10月は 3年生、11月は

2年生、12月は 1年生と月ごとに対象の学年を分

けて活動し、生徒の学力の向上を図るべく、アンケ

ートで調査した嫌いという回答が多かった単元を取

り上げて活動した。活動の前後に参加した生徒の数

学の好き嫌いと、活動を通して数学に対する興味を持てたかを調査するアンケート

を実施し、活動の成果を確認できるようにした。活動のないようとして、3年生

と、1年生を対象に活動したときは、プリント学習を行い、中学生が分からないと

ころを大学生が教えるという支援をしながら進めていくという形をとり、2年生を

対象としたときには、プロジェクターを活用して、全体で単元の重要事項を確認し

た後にプリント学習に取り組むという形をとり様々な方法で支援活動を行った。活

動後のアンケートでは、活動を通して数学に興味をもてたという回答が多くの生徒

から得られ、中学生に数学に興味をもつきっかけを作ることができた。 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

 1年間の活動を通して、本プロジェクトでは中学生の数学の好き嫌いとは何が原因



となっているのか、そして嫌いな生徒に数学を好きになってもらうためにはどのよう

な支援が必要なのかということの調査研究を行ってきた。調査から数学の好き嫌いに

は、数学のできる、できないという学力が関係しているということが分かり、生徒の

学力を向上させることが、数学嫌いを減らしていくことにつながると考え、支援を行

った。今回の活動を通して、中学生が数学を好きになるきっかけを作ることはできた

が、各学年 1回か 2回の活動だけでは数学を好きにさせることには至らなかった。こ

こで挙げられる反省点として、3学年すべての学年に支援活動を行うのではなく、1つ

の学年に対象を絞り、継続的な変化をとらえていくほうが、数学を好きにさせること

により近づいたのではないかということが挙げられる。また、参加生徒を募るときに

ポスターを作成し掲示したが、附属中の数学科教諭の方の協力に多く頼ってしまった

部分があった自分たちで直接生徒に呼びかける機会を作る必要があった。これらの反

省点を今後の課題としていきたい。 

 

⑤ 地域からの評価 

 附属中での活動に参加した生徒のアンケートから、「活動を通して数学に興味を持て

ました。」「忘れていた内容を思い出すことができた。」「もっと応用的な問題をやりた

かった。」などさまざまな評価をいただき、活動の方向性や、問題を作成する際の参考

となった。また、「活動を通して、数学に興味を持てましたか」という質問に対しては

3年生では 66％、2年生では 100％、1年生では 74％の生徒から「はい」という回答

が得られた。附属中数学科教諭の方からは活動で扱ったプリントにたいしての問題の

関連性を意識した方がよいということや、2年生を対象に活動を行った際、普段の授

業と内容が変わらずわざわざ放課後にやることではないのではないかという、さまざ

まな指摘や指導をしていただいた。地域プロジェクトの成果報告会の中では、お越し

いただいた方から、反省点にも挙げられた、生徒の募り方について、数学が嫌いな生

徒はそもそも活動に参加しない。そこの工夫が必要。などの評価をいただいた。地域

からの評価を反省し、今後の課題として検討していきたい。 

 

⑥ メンバー一覧 

担当教員 青木昌雄 

メンバー 木皿武宏 伊藤祐史 佐々木遼 岩藤良佑 

⑦ 謝辞 

活動に際して、ご指摘やご指導いただいた北海道教育大学附属函館中学校の皆様

と、アンケートへの協力と活動に参加していただいた生徒の皆様に感謝の意を表した

いと思います。 
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