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1.概要・目的・背景 

1.1概要 

本プロジェクトは「やさしい日本語」を用いて、地域に来

る外国人観光客と地域住民との日本語コミュニケーションを

支援するプロジェクトである。日本語作成支援システム「こ

れやさしいか―日本語の「やさしさ」を判定します―」（以

下、「これやさしいか」）を地域住民に活用してもらうため

に、「これやさしいか」マニュアルを作成した。また、本校の

学生サークルであるユースフル函館と連携し、「函館湾岸コン

クリート物語」をやさしい日本語に書き直したものを新函館

北斗駅に展示した。展示では本プロジェクトで作成したやさ

しい日本語版のパネルについてアンケート調査を行った。ア

ンケート調査で、やさしい日本語で書かれたパネルが分かり

やすいという回答を多く得た。 

1.2目的 

本プロジェクトの目的は、日本語学及び日本語教育学の知

識を活かし、地域活性化に貢献することである。とりわけ、

本プロジェクトでは「やさしい日本語」によって函館のコン

クリート文化を外国人観光客に分かりやすく伝えることを目

的としている。 

1.3背景 

庵（2011:338）によると、「やさしい日本語」とは「外国人

に対する情報伝達のために、やさしく改められた日本語」の

ことである。阪神・淡路大震災で日本語を母語としない人々

が十分な情報を得ることが出来なかったことを受け、「やさし

い日本語」の使用が推進されるようになった。観光における

「やさしい日本語」の活用は十分にされていなかったが、近

年、観光において多言語対応が求められるようになってきて

いる現状がある。 

なお、本プロジェクトでは日本語を「やさしい日本語」に

書き換えることを「リライト」と呼ぶ。 

2.年間スケジュール 

 本プロジェクトの年間スケジュールを表 1に示す。 

 

 

 

（文責：根本） 

3.プロセスと成果 

3.1プロセス 

本プロジェクトでは、2015年 10月から 11月にかけて、「や

さしい日本語」についての理解を深めるためにいくつかの論

文を読んだ。それと並行して、「これやさしいか」のマニュア

ル作成に取り掛かった。「これやさしいか」とは、日本語作成

支援システムである。このシステムは日本語教師を目指す人

を支援するために開発された。このシステムによって日本語

非母語話者にとってその日本語がどれくらいやさしいかを、

『初級日本語教科書げんき』（ジャパンタイムズ出版）を基準

にして判定することが可能である。マニュアル完成後、「やさ

しい日本語」についての論文から何項目かを検討した上で、

本プロジェクト独自の基準「リライトのあたっての私たちの

基準」を作成した。その基準と照らし合わせながら、ユース

フル函館と提携して「函館湾岸コンクリート物語」のリライ

トを行った。2016年 1月 24日に成果発表会で発表を行った

後、2016年 4月 17日から同年 4月 28日まで新函館北斗駅で

「函館湾岸コンクリート物語」の展示を行った。同年 5月は

新函館北斗駅で実施したアンケートの集計をするとともに、

次の展示に向けてリライトの更新版を作成した。新函館北斗

駅では 53名から回答を得た。学内でもアンケート調査を行

2015

年 

10月 オリエンテーション、 

「やさしい日本語」勉強会 

11月 「これやさしいかマニュアル」作成 

12月 「リライトにあたっての私たちの基準」作成 

2016

年 

1～3月 地域プロジェクト成果発表会（1月 24日）、「函

館湾岸コンクリート物語」リライト作成 

4月 新函館北斗駅「函館湾岸コンクリート物語」展

示（4月 17日～28日） 

5~6月 アンケート集計、「函館湾岸コンクリート物

語」リライト更新版作製 

7月 報告書作成、地域プロジェクト最終発表会（7

月 16日） 

表 1 地域プロジェクト S 年間スケジュール表 
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い、日本語教員養成プログラムを履修している学生 21名と本

校の留学生 7名から回答を得た。また、公立はこだて未来大

学関係者 3名からも回答を得ることが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2成果 

表 2は新函館北斗駅で実施した「やさしい日本語」の認知

度と本プロジェクトで作成したリライトの読みやすさについ

てのアンケートの回答を表している。アンケートの質問項目

は、「(1)「やさしい日本語」について知っているか」、「(2)今

まで「やさしい日本語」で書かれたものを見たことがある

か」、「(3)(2)で「はい」と答えた方は、それをどこで見た

か」、「(4)やさしい日本語」版と原文ではどちらが読みやすか

ったか」、「(5)「やさしい日本語」版は読みやすかったか。そ

の理由」、「(6)その他」の全 6項目である。 

表 2からも分かるように、新函館北斗駅で回収したアンケ

ートの回答では、「(1)「やさしい日本語」について知ってい

るか」という質問に対して、「いいえ」と回答した人が 74%と

多かった。また、「(3)(2)で「やさしい日本語」で書かれたも

のを見たことがあるか」という質問に対して見たことがない

と答えた人も 58%と多かった。一方で、「やさしい日本語」に

ついて知っている人々は、大学の講義や雑誌等で「やさしい

日本語」に触れたことがあると回答していた。また、リライ

トに関して、「(4)原文と「やさしい日本語」で書かれた文と

ではどちらが読みやすかったか」という質問に対しては「や

さしい日本語」で書かれた文の方が読みやすかったという回

答が 70%と多く、そして「（4）「やさしい日本語」で書かれた

文は読みやすかったか」という質問に対しては「はい」と回

答した人が 8割を超えた。読みやすかった理由としては、難

しい言葉がない、ふりがながある、丁寧な文章であったこと

が挙げられた。また、それ以外にも、「やさしい日本語」で書

かれた文は子どもにも読みやすいという回答が得られた。日

本語教員養成プログラムを履修中の学生の中には、原文と

「やさしい日本語」版を比較した際に、原文の方が読みやす

いと感じる人が 4割以上いた。留学生から得られた回答で

は、和暦を西暦に直した点が評価された。また、調査を行っ

た留学生全員が、「やさしい日本語」版の方が読みやすいと回

答していた。全てのアンケートの回答で共通していたコメン

トとしては「ふりがなが振ってある」、「難しい言葉が平易な

言葉に書き換えられている」「『やさしい日本語』版は原文に

比べて情報量が少ない」等が挙げられた。 

 

 

(1)「やさしい日本語」について知

っているか 
回答数(人) 割合(％) 

はい 14 26 

いいえ 39 74 

(2)今まで「やさしい日本語」で書

かれたものを見たことがあるか 
回答数(人) 割合(％) 

はい 9 17 

いいえ 31 58 

わからない 13 25 

(4)「やさしい日本語」版と原文ではど

ちらが読みやすかったか 
回答数(人) 割合(％) 

やさしい日本語版 37 70 

原文 10 19 

無回答 6 11 

(5)「やさしい日本語」版は読みやすか

ったか 
回答数(人) 割合(％) 

はい 43 81 

いいえ 2 4 

無回答 8 15 

（文責：児玉） 

図１ 新函館北斗駅における函館湾岸コンクリート物語展示の様子 

図２ 函館湾岸コンクリート物語やさしい日本語版パネルの一例 

表 2 「やさしい日本語」の認知度と本プロジェクトで作成したリラ 

イトの読みやすさについてのアンケートの回答 
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4.総括と反省・今後の課題 

4.1総括と反省 

本プロジェクトでは、まず日本語教育の背景知識について

先行研究等から学んだ。その後「これやさしいか」のマニュ

アル作成、「函館湾岸コンクリート物語」のリライトをし、

「函館湾岸コンクリート物語」をリライトしたものを展示し

た。そして展示物について、日本人観光客、地域住民および

本校の留学生や日本人学生にアンケートを実施した。本プロ

ジェクトを経て、「やさしい日本語」の認知度が向上し、地域

活性化への貢献に向け一歩前進することができた。 

「やさしい日本語」について知っている人は多くはなかっ

たが、本展示を見て「やさしい日本語」を知ってもらえたこ

とで地域における「やさしい日本語」の活用の広がりを期待

できる。しかしまだ多くの人に「やさしい日本語」を知って

もらえたわけではないため、より多くの人に「やさしい日本

語」に触れてもらい、認知度および地域での活用を広げてい

く必要がある。 

4.2今後の課題 

本展示におけるアンケートについて、日本人観光客及び地

域住民にはアンケートを実施することができたが外国人観光

客に直接アンケートを実施することはできなかった。そのた

め函館のコンクリート文化について外国人観光客に知っても

らうという目的は果たされなかった。目的の達成のため、外

国人観光客の多く集まるところでの展示を実施したい。ま

た、日本人に対しても「やさしい日本語」をより広め、更に

地域活性化に貢献していくために、アンケート対象者及びア

ンケート実施場所の検討をする必要がある。（文責：木村） 

5.地域からの評価 

本プロジェクトでは、地域からの評価として新函館北斗駅

で展示された「函館湾岸コンクリート物語」に関してアンケ

ート調査を行った。ここではそこで得たコメントの一部を紹

介する。「やさしい日本語版の方が、ルビを取り入れるなど広

い世代に伝えようとしていることがわかります。」「外国の方

だけでなく、小さな子供などまだ語いの少ない人にもとって

もわかりやすいです。別のいろんなことでも、このようなや

さしい日本語表記が広がっていくといいですね。」「小学生で

も大人でも読みやすい文なので観光地にこのような案内をど

んどん増やしてほしいと感じました。」「海外からの方の為に

観光の街を北海道をもっとアピール出来るお仕事をして下さ

い やさしい日本語の研究すばらしいですね」などの意見が

一般の日本語母語話者から寄せられた。また非日本語母語話

者である留学生からは、「こういうやさしい日本語版が多くな

ったらいいと思います。そうしたらもっと楽しくなると思い

ます。」「かんたんな言い方をつかったので、よくわかった」

などといったコメントがあげられた。一般の日本語母語話者

からは、非日本語母語話者だけではなく、年少者やお年寄り

にも「やさしい日本語」は分かりやすいとのコメントが多く

あがった。また、全体を通して今回のような「やさしい日本

語」で書かれた文章が地域に普及することを望むコメントが

多かった。 

また、最終成果発表会ではやさしい日本語に書き換えた際

の意味の変化の対するフィードバックがあった。今後の課題

としたい。               （文責：勘田） 
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2016年度地域プロジェクト 

地域プロジェクト  

外国にルーツを持つ児童への日本語学習支援プロジェクト 

成果報告書 

 

外崎椎奈(4051) 渡邊冬美(4058) 大谷芽生(4046) 

担当教員：嶋田聡 米田昌 高橋圭介 

 

1．概要・目的・背景 

 1.1概要 

本プロジェクトは函館の小学校において、日本語支援を必要としている児童に対し日本語支援

を行うというプロジェクトである。児童・小学校教員・保護者等と連携することで、より良い支

援プランを検討し、日本語支援を実施した。また、日本語支援だけでなく、小学校からの要望、

及びプロジェクトメンバーの希望により、日本語支援を必要としている児童への日本語支援だけ

ではなく、普通学級・特別学級に在籍する日本人児童の授業の補助も実施した。 

1.2目的 

本プロジェクトの目的は、日本語支援を必要としている児童の日本語能力の向上と実施者の日

本語教育実践である。また、それらを達成するために、地域の小学校関係者・保護者等と連携し、

児童にとってより良い支援を考え、実施することを目的としている。 

1.3背景 

 平成 26 年の文部科学省の調査によると、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数は

平成 26年度時点で 18,884人であり、公立学校に在籍する外国人児童生徒の 4割が日本語指導を

必要としている。また、平成 16年から平成 26年までの間で公立学校に在籍する日本語指導が必

要な児童生徒数は増加している。函館の小学校にも日本語指導が必要な児童が在籍しており、日

本語支援が求められている。また、年少者に対する日本語教育は成人に対する日本語教育とは異

なるため、日本語教育の領域においても大きな課題の一つであり、様々な観点から研究がされて

いる。 

 

2. 実施日程 

 北星小学校の日本語支援実施日は 23回、後期 15回の計 38回 9時 45分から 10時半まで行

った。東山小学校の場合前期は毎週火曜日、後期は毎週月曜日 10時半から 12時 5分まで普

通・特別学級、12 時 50 分か 13 時 35 分まで日本語支援実習を行った。詳しい日程は図 1 で

示す。 
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 北星小学校 東山小学校 

日程 週 2回 8:45〜9:30の１時間目 

前期:10月 27、28日 

   11月 2、9、11、16、18、25、26日 

   12月 2、3、9、10、16、17、21日 

    1月 27、28日 

   2月３、10、12、17、24日 

 

後期:5月 24、27日 

   6月 2、3、7、10、16、23、24、30日 

   7月 1、6、7、14、15日 

前期:毎週火曜日 

後期:毎週月曜日 

 

⑴10:30〜11:15 

⑵11:20〜12:05 

⑶12:50〜13:35 

 

実施内容 日本語支援 ⑴⑵は普通学級の支援 

⑶は日本語支援 

対象者 カナダ国籍・6年生・男子児童 韓国国籍・3年生・男子児童 

交通手段 学校から徒歩で 15分程度 

自転車で 10分程度 

バスで 20分程度 

自転車で 30分程度 

図 1 実施日程 

 

3. プロセスと成果 

 3.1 前期のプロセスと成果 

 本プロジェクトでは、児童の成長に合わせて前期と後期にそれぞれ計画を立て、支援を行

うというプロセスでプロジェクトを実施した。 

北星小学校では、現時点の日本語レベルに合わせて、必要と考えられる内容を実施した。

その結果、前半は集中力が切れるのが早かったが、後半からは授業が終わるまで集中できた

こと、積極的に質問することが多くなったこと、最初の頃よりコミュニケーションをはかれ

るようになったことなどの成果が得られた。 

 東山小学校の普通・特別学級においては、丸つけや授業を理解できていない生徒に付き添

い、補助を行ったり、日本語支援では教科書の音読やかけ算の練習などを行ったりした。普

通・特別学級では不明なところを教えたり、授業後は遊んだりして仲を深めることが出来

た。また、日本語支援では九九が全部言えるようになったことや漢字で躓くところはある

が、既習の漢字や反対語などに日本語の上達が見られたことなどが成果として挙げられる。 

 3.2 後期のプロセスと成果  

 北星小学校では担任の先生からの要望で、生活言語に焦点を当て、現時点の日本語レベル

に合わせた日本語支援を行った。その結果、「楽しい」や「難しい」などの言葉を使い、自

分の意見を言えるようになったこと、進んでコミュニケーションをしようとしていたこと、

苦手な活動や嫌いなことでも途中で投げ出さず、最後までやり遂げたこと、良好な関係を築

くことが出来たことなどが成果として挙げられる。 
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 東山小学校の普通学級においては、前期に引き続き丸つけや授業を理解できていない児童

に付き添い、先生の補助を行った。日本語支援では、前期の教科書の音読に加え、児童が興

味のある児童書の音読や苦手な助詞のプリント学習を行った。その結果、普通学級では、担

任の先生の目が行き届かないところを支援することが出来たこと、日本語支援では長い文章

の音読ができるようになったこと、自主的に分からないところを調べて学習するようになっ

たこと、助詞の間違えが少なくなったことなどが成果として挙げられる。 

 

4総括と反省・今後の課題 

 4.1総括と反省 

 本プロジェクトでは、函館市の小学校に通う 2 人の外国籍児童への日本語教育支援、また、普

通・特別学級の支援を行った。日本語支援においては、個人の性格や日本語能力に応じて教材作

成や教え方を考え、実践した。最初は、どのような内容から始めればいいのかわからず、試行錯

誤をしながらの支援となったが、特に後期には学校側から、どのような授業をしてほしいか、何

を重点的に見てほしいかなどの意見・要望を聞き、それに合わせた授業を展開していった。本プ

ロジェクトを通してそれぞれの児童の日本語能力向上が図れたと考えられる。また、日本語能力

に関してだけではなく、児童と本プロジェクトメンバーの良好な関係を築くこともできた。しか

し、まだ支援が不足している部分もあるため、今後も日本語支援を行う必要がある。 

 一方、普通・特別学級の支援では、担任の先生との連携が不十分であった。そこで、もっと早

い段階で学校側からの要望を聞き、どのように支援していくべきかを考えていく必要があった。 

 4.2今後の課題 

 本プロジェクトの対象者は小学生であったため、いかに飽きさせず、こちらのやりたいことに

興味をもたせるかというのが大きな課題であった。プリント学習のように机に向かって行うもの

だけではなく、体を使ったものや、ゲーム形式の活動のバリエーションを増やしていくべきであ

ると考えた。また、担任の先生や保護者の方からもっと早い段階で話を聞き、その内容に合わせ

た教材・授業づくりをすべきであった。そうすることで、児童が必要な能力を身に付けることが

できると考える。 

 

 

 

参考文献 

文部科学省(2014)「外国人児童生徒等に対する教育支援に関する基礎資料」: 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/121/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/04/1

4/1369164_10.pdf 





読もうぜ！本～中学生の読書活性化を目指して～ 

 

背景・目的 

近年、小学生に比べて中学生の読書量は減少している傾向にあり（平成 27年度全国学力・学習状況調

査より）、これは北海道においても同様です。本プロジェクトでは北海道教育大学附属函館中学校（以下、

附属中）の生徒を対象に、読書意欲を起こさせるとともに、図書室を訪問させることを目的としました。 

 

概要 

 附属中の先生方や図書委員の生徒のみなさんと連携を取りつつ、POP の設置や図書室だよりの発行・

配布、ブックトークの実施、広報活動など主に 4つの活動をしました。 

 

スケジュール 

2015．10 11 12 2016．１ ４ ５ ６ ７ 

①   

②③④⑤ 

 

⑥ 

  

②③④⑤⑦⑧ 

  

⑨ 

①附属中訪問  ②POP講習会（全 2回）  ③おすすめ本紹介コーナー設置（POP設置含む：全 3回） 

④図書室だより配布（全 3回）  ⑤広報活動  ⑥2015年度プロジェクト振り返り  ⑦ブックトーク講習会   

⑧ブックトーク（全 3回） ⑨プロジェクト全体の振り返り 

 

プロセス・成果（成果は全校生徒を対象にしたアンケートに基づく） 

A.ブックトークの実施 ※ブックトークとは…テーマに沿って数冊の本を口頭で紹介する活動 

【プロセス】①ブックトークの専門書を元に実践方法やノウハウを勉強してマニュアルを作成、②作成

したマニュアルを用いたブックトーク講習会を学生間で実施、③お互いのブックトークを批評・改善、④

附属中の昼休みに図書室でブックトークを実施しました。 

【成果】読書意欲の生起を確認した質問では、ブックトークを聞いた生徒 22人中 21人(95.5%)が本を読

みたくなったと回答していました。図書室だより発行日以降に図書室を訪問した生徒 53人中 8人(15.1%)

が「ブックトークがあるから」を図書室訪問の理由として回答していました。 

 

B.POPの作成・設置 ※POPとは…本プロジェクトでは本の紹介をするカードを指す（写真参照） 

【プロセス】①POP の専門書をもとに作成手順を勉強してマニュアルを作成、②作成したマニュアルを

用いて POP 講習会を行って POP を作成、③作成した POP を図書室のおすすめ本紹介コーナーに設置

しました。 

【成果】POPを見た生徒のうち、POPを見てコーナーの「本を読みたくなった」と回答した割合は、2015

年度は 25.0%であり、2016年度は 47.2%でした。 

 

 

 



↓ブックトークの様子              ↓POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.図書室だよりの発行・配布 

【プロセス】3度にわたり発行・配布しました。生徒が親しみやすいテーマ別に本を紹介したり、ブック

トークで使用した本を紹介したりしました。また、スマホゲームが附属中の生徒に人気なことを踏まえ、

本以外に興味を持つ生徒たちにも読書意欲を起こさせるため、人気スマホゲームのキャラクターと関連

付けた本を紹介しました。 

【成果】図書室だより発行日以降に図書室を訪問した生徒のうち、訪問した理由として「図書室だよりを

見たから」と回答した割合は、2015年度は 19.2%であり、2016年度は 39.7%でした。 

 

D.広報活動（放送、ポスター）の実施 

【プロセス】放送を用いて附属中の給食の時間にプロジェクトの概要説明とおすすめ本紹介コーナー・

ブックトークの告知をしました。ポスターでは、様々な場所に新刊図書の配架・おすすめ本紹介コーナー

の宣伝ポスターを掲示しました。 

【成果】昼休みにブックトークを聞きに来た生徒 22 人中 10 人(45.5%)が、「給食時間の放送を聞いたか

ら」を、ブックトークを聞きに来た理由として回答していました。図書室だより発行日以降に図書室を訪

問した生徒 53 人中 5 人(9.4%)が、「図書室の宣伝ポスターを見たから」を図書室訪問の理由として回答

していました。 

 

 ↓図書室だより                      ↓新刊図書配架の宣伝ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総括と反省・今後の課題 

図書室を訪問させるという目的については、2015年度の活動によって 1日平均来室者数は 0.1人しか

増加しませんでした。また、2016年度はそのデータ元であった図書室の開館日誌が不明確なものであっ

たため、残念ながら数値を取ることができませんでした。一方、読書意欲を起こさせるという目的につい

ては、図書室を訪問した生徒のうち本を読みたくなったとアンケートで回答した生徒の割合を見ると、

2015 年度は 36.8%、2016 年度は 56.6%という結果でした。図書室を訪問させることは決して成功とは

いえませんでしたが、読書意欲を起こさせることは比較的成功したといえると思います。 

4つのプロセスを経て、多様な角度から中学生の関心に迫ることができました。しかし、図書室を訪問

させることと、読書意欲を持たせることという 2 つの目的を同時に掲げてしまったため、どちらの目的

においても中途半端な結果となってしまいました。また一口に中学生と言っても、もともと読書に対し

積極的な生徒や、まったく本に触れない生徒が混在していたため、プロジェクトの対象とする生徒の特

徴もしっかりと考える必要があったのではないかと思います。 

中学生のうちに本を読むということは、今後の人生において大切であると考えます。私たちの活動によ

ってその手助けが少しでもできたのならば嬉しいです。 

 

地域からの評価 

活動を行った附属中の生徒からは以下のような声を寄せて頂きました。 

 ・この試みで初めて本を借りることができました！！ 

 ・中学校に入ってからなかなか読書の時間を取ることがなかったのでブックトークで紹介してもらっ 

た本などをもっと読んでいきたいと思いました。 

 また、お世話になった附属中の高橋亜矢先生からは、「中学生の興味関心を踏まえた図書だよりの発行

やブックトーク、大学生の視点からのおすすめ図書コーナーの設置、図書委員の生徒との連携など、実践

的な活動が多く、附属中学校の図書室の活性化につながりました。ありがとうございました。」というお

言葉を頂きました。 

本プロジェクトを形にすることが出来たのは、附属中の高橋亜矢先生をはじめとする先生方や生徒の

みなさんが私たちの活動やアンケート調査に協力してくださったおかげです。協力して頂いた皆様へ心

から感謝の気持ちと御礼を申し上げます。 

 

メンバー一覧 

  4003 多田航  4013 畠山英士 4016 傳法悦子  4018 木村恋郁 

  4054 宮本悠加 4057 髙田麻由 4092 熊谷あずさ 4099 小原愛華 

担当教員 小林真二先生 

 





 

 

哲学カフェ@はこだて 

 

① 背景・目的・概要 

哲学カフェはもともと 1990年代のフランス・パリから発祥したもので、一般の人たちがカフェに集い、あ

るテーマについて、年齢・性別・国籍・肩書きなど関係なく、自由に対話や議論する場のことである。後にこ

の哲学カフェを参考にした、サイエンスカフェやエデュケーションカフェも誕生する。現在では日本各国の大

学やカフェで開催されており、ブームにまでなっている。しかし函館を見たとき、ほとんど行われていない現

状にある。そこで地域の方々と一緒になって何かをできるいい機会になると思い、私たち、地域プロジェクト

Pは哲学カフェに携わることにした。その際の私たちの哲学カフェの基本コンセプトは、普段考えないような

事や答えのないような事をテーマに設定し、来ていただいた方と議論すること、基本的に 1つの意見にまとめ

ることはせず、他人の意見を否定することもなく、自分以外の人がどんな考えを持っているのかを知ることで

あった。 

 

② 年間スケジュール表 

～地域プロジェクトⅠP ～ 

10月 8日～10月 22日 哲学カフェの概要、ノウハウ等を学ぶ 

10月 29日 元哲学カフェ主催者を招致 

11月 5日 哲学カフェのテーマを選定 

11月 12日 学カフェの開催に向けての準備 

11月 19日～11月 26日 ポスター作り、SNSアカウント作成 

12月 3日 哲学カフェ開催場所の下見 

12月 10日～12月 17日 リハーサル 

12月 24日 リハーサルの反省 

12月 26日 哲学カフェ実施 

1月 7日～ 中間成果発表会に向けての準備 

1月 23日 中間発表 

～地域プロジェクトⅡP～ 

4月 8日～15日 第 2回哲学カフェの開催概要決定 

4月 15日～4月 22日 テーマ決め 

4月 22日～ ポスター制作・開催場所の選定 

5月 6日 広報活動-Twitter ・Facebook 

5月 13日～5月 20日 広報活動-函館の中学・高校へ訪問 

5月 30日 広報活動-ラジオ出演 

6月 3日 テーマの追求・掘り下げ 

6月 10日～6月 17日 リハーサル 

6月 19日 哲学カフェ開催 

6月 24日～7月 8日 成果発表会に向けての準備 



 

7月 15日 成果発表会のリハーサル 

7月 16日 成果発表会 

 

③ プロセスと成果 

(1)「プロセス」 

2015 年度後期の哲学カフェ＠はこだてでは、まずはじめに、哲学カフェそのものがメンバー全員にとって

初めての取り組みであったため、その概要や歴史について学ぶところからスタートした。その次に、メンバー

内で役割分担(ファシリテーターの選定等)をし、テーマ決定を行った。次に、SNS のアカウントやポスター・

ビラを作成し、広報活動に取り組んだ。そして実際の哲学カフェを想定したリハーサルを学内で 2回実施。そ

の後本番を迎えた。2016年度前期では、15年度同様メンバー内で役割分担を行い、テーマを選定した。次に、

同様に広報活動に取り組んだ。16年度では、新たに Facebookページや Googleアカウントを設立し、よりい

っそうの広報活動に励んだ。また、ポスター・ビラの設置を市内の高等学校や大学、公共施設などに依頼した。

そのほかにもラジオ番組への出演など、15 年度と比較するとより充実した広報活動を行うことができたよう

にうかがえる。そして 15年度同様に本番に臨んだ次第である。以上が両哲学カフェの開催までのプロセスに

関する報告である。 

(2)「成果」 

今回の 2015 年度後期から 2016 年度前期にかけて実施された哲学カフェ＠はこだてにおいては、以下のよ

うな成果が挙げられた。まず 1つ目に、学生が主体となって地域に交流の場を提供することができたことであ

る。年齢や性別、職業などを問わず誰もが気軽に参加することができるというこの哲学カフェのスタンスは、

多くの地域住民にとって親しみやすいものであったように感じられる。自らが普段感じていることや考えてい

ることを他者と話す・共有することができる場が身近にでき、非常に楽しかったという地域住民の方からの評

価もいただいた。2つ目に、哲学カフェにおける交流を通して、学生である自分たち自身が物事に対する広い

視野や考え方を身につけることができたことである。実際に、小さな子どもからお年寄りまで、多様な年齢層

の方々と意見交流をすることで、自らの職業観や人生観を見つめなおす非常によい機会になったとメンバー一

同が実感している。以上の 2つが今回の哲学カフェ＠はこだての活動から得られた成果である。 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

 結果として、2015年後期に開催した第１回哲学カフェと、2016年度前期に開催した第２回哲学カフェはど

ちらも成功したと考える。成功したと考える根拠としては、どちらの哲学カフェにおいても最後に簡単なアン

ケートを参加者に実施したが、いずれも高い割合で、「楽しかった」、「ぜひまた参加したい」という回答を得

ることができたからである。成功したとは言え、第１回目の哲学カフェを開催した際に、様々な課題が見つか

った。2016 年前期の活動においては、それらの反省点、課題を踏まえて改善し、第２回目の哲学カフェに活

かせるよう活動した。 

第１回目哲学カフェの反省点として、参加者の多くが本校の学生であったこと、そしてその背景には市民へ

の宣伝が不十分であったことがあげられた。そこで、第 1回目の準備の際はポスターの張り出し場所が本校と

開催場所のカフェの２ヶ所であったのに比べ、第 2回目の準備の際は幅広い年齢層の方々に参加していただく

ために本校、はこだて未来大学、中部高校、市立函館高校、遺愛高校、まちづくりセンター、青年センター、

函館市役所、多くの場所に約１ヶ月張り出しを行った。その他にも Facebook（哲学カフェ＠はこだて）と gmail

アカウントの設立、FM いるかに出演させていただき、活発に宣伝を行った。結果として、計 12 名（内訳：

こども１名、高校生１名、大学生４名、大人６名）に参加していただくことができた。カフェ後に実施したア



 

ンケートの質問項目「どのようにして今回の哲学カフェを知ったか？（複数回答可、回答者９名）」において、

SNS が４名、ポスターが 3 名、ビラが３名、知人から聞いた６名、という回答の結果から、第 2 回目のポス

ター・ビラ・SNS による宣伝に効果があったと言える。一方で、FM いるかで知った参加者はおらず、宣伝

としての効果はあったとは言い難い。今後の反省として、大きく 2つ挙げられる。 

1. 第２回目において、事前にコーヒーやお菓子等の事前準備に時間がかかってしまい、予定時間をおしてし

まった→次回開催の際は事前に余裕を持って飲み物の用意をする。 

2． 第２回目の最後に行ったアンケートにおいて改善点、要望として、「もっと深いテーマが１つ、２つあっ

ても良い」、「もう少し話す時間が長いと良い」、「各テーマの議論を簡単に報告する時間があると良い」と

いう意見が寄せられた。 

→次回の哲学カフェ運営学生に伝え、意見を活かしてもらう。 

 

⑤ 地域からの評価 

質問項目一覧 

 第 1回目（７名中） 第 2回目（9名中） 

また来たいと思ったか 7名 9名 

楽しかったか 7名 9名 

進行の度合いはどうだったか 5名 9名 

時間配分はどうだったか 5名 8名 

哲学カフェの趣旨を理解でき

たか 

5名 7名 

テーマの量は適切だったか 6名 7名 

 

 

 

哲学カフェにどんな印象を持

ったか 

・すこし話しづらい雰囲気

だった 

・普段考えないことを話し

て楽しかった 

・哲学から離れたテーマで

参加しやすかった 

・思っていた以上に気軽に

話せた 

・和気藹々として、自由に

討論できて楽しかった 

・いろいろな人の意見や考

えを知ることができる場 

他 

 

カフェをどのように知ったか 

SNS・・・0名 

ポスター・・・2名 

ビラ・・・0名 

知人から・・・4名 

SNS・・・4名 

ポスター・・・3名 

ビラ・・・3名 

知人から・・・6名 

 

特に話したいと思ってきたテ

ーマは何か 

 

× 

前期はこの質問を設けず 

普通とは・・・6名 

ある朝虫に・・・3名 

死刑制度・・・1名 

本当に正しい？・・・2名 

 

メンバー 田畑 弦 西澤秋乃 高宮璃子 山口毅紀 伊藤恵太 本間照造 (教員: 菅沼聡 村田敦郎) 

 

 





2016年 8月 19日 

生涯学習デザイン＆マネジメント 

 

1． 背景・目的・概要 

当プロジェクトは、函館市青年センターでのインターンを通して、地域課題を発見し、それを解決する

企画・活動を考え、実施するというものである。青年センターは、地域の生涯学習の場として、地域の交

流の場としての役割を担っている。その青年センターでのインターンシップ活動を通し、地域と関わり

合いを持つ中で地域の課題を見つけ解決していくことを、当プロジェクトの目的とする。 

 

 

2． 年間スケジュール 

 

 ・インターン   ①通常業務 

          ②イベントの手伝い  

 ・映画鑑賞会企画 4月…映画上映会の企画 

          5月…映画の選定・ロケ地調査 

           6月…アンケート・ポスター・フライヤー作成 

ロケ地パネル作成 

           7月…映画上映会開催 

 

 

3． プロセスと成果 

3.1 インターン活動 

2 年後期の半年間、青年センターでインターンシップ活動を行った。 

方法は週に 1～2 回、都合の合う日に青年センターに通い、センターのスタッフの方の指示に従って 5

時間程度（休憩時間 30 分を含む）センター内のお手伝いをするというものである。インターンをする時

間帯も選択でき、9:00～14:00 の一部、13:30～18：30 の二部、17:30～22:30 の三部があった。部屋の貸

し出しに関わる手続きやセンターが主催するイベントの手伝いなど、様々な活動を行った。 

このインターンを通して、地域の様々な方が利用していることを知り、青年センターが生涯学習の場で

あるとともに地域の交流の場を担っていることがわかった。 

 

3.2 ヒアリング 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2年後期 3年前期

インターン

ヒアリング

映画鑑賞会企画



 青年センターの勉強スペースを利用する高校生に、インタビュー形式のヒアリングを行った。質問項

目は主に、青年センターに関すること、普段どのような生活を送っているか、函館市について思うことの

3 つを聞いた。 

 中でも函館市に関するインタビューでは、高校生が自分の住んでいる街について様々なことを考えて

いるのがわかった。多くの高校生が函館に残りたいという意思がなく、函館に住むことに対して魅力を

感じていないことが見受けられる声が多数あった。 

  

3.3 映画鑑賞会 

 ヒアリングから、高校生が函館市に魅力を感じていないという現状を知り、地域課題として、「若者が

函館市に魅力を感じていない」というものを設定した。この問題を解決するために、函館が舞台の映画鑑

賞会を通して函館の魅力を再認識・再発見してもらうことを考えた。 

 選出した上映映画は『パコダテ人』（2002 年）という作品で、宮崎あおいと大泉洋が主演のラブコメデ

ィである。選出した理由は、まず、この映画は多くの函館の地がわかりやすい形で映画の中に登場すると

いうのが挙げられる。また、今回の上映会のターゲットは若者であったため、あまり古すぎないもので主

演が知っている俳優、女優であったことも理由の一つである。 

 映画上映会の構成は、まず映画上映を行い、終了後に映画に出てきたロケ地をパネルを用いて説明、そ

の後上映会と函館についてのアンケートを取るという流れである。宣伝用のポスターとフライヤーを作

成し、ロケ地である遺愛高校などに貼っていただいた。ロケ地パネルでは遺愛高校、大正湯など 5 つの

ロケ地を、写真付きで説明した。 

 映画上映会の最後に来場者の方々に取ったアンケートでは、映画の感想や上映会後に新たな発見があ

ったか、函館の魅力についてなどの質問を行った。残念ながら、上映会後に函館についての新たな発見が

あった、と答えた人は函館出身者の中ではいなかった。しかし、「大正湯を初めて知った」「大正湯に行っ

てみたいと思った」などの意見を得ることができた。 

 

 

4． 総括と反省・今後の課題 

4.1 映画鑑賞会を終えて 

 映画鑑賞会を企画し実行するにあたり、多くの反省点、改善点があった。以下にいくつかを取り上げ

る。 

まず、計画性の面についてである。企画がなかなかまとまらなかったこともあり、鑑賞会の準備が全体

的に遅れてしまった。また、5 人という少ない人数で準備をしなければならない中で、それぞれの役割分

担がうまくいかなかった。誰が何をいつまでに行えばいいのかをはっきりとさせておく必要があった。 

 次に、集客の面である。今回上映会には若者、特に高校生の来場が少なかった。映画のロケ地にもな

っていた遺愛高校にはポスターとフライヤーを渡しに行ったが、その他の高校にも積極的に赴くべきだ

った。また、ＳＮＳなどをうまく利用し、若い世代にアピールするべきだったのではないかと考える。 

最後にロケ地の紹介について挙げる。映画に登場したロケ地の紹介内容を、もう少し深く掘り下げるこ

とができたのではないかと考える。現地に赴いてインタビューをしたり、自分の目で見て感じることに

よって、さらに多くの情報を紹介することができたのではないかと思う。そうすれば、来場していただい



た方に函館に関する新しい発見をしてもらえたのではないだろうか。 

 

4.2 プロジェクトを通して 

 今回の映画上映会で、函館の魅力を再認識してもらう、という目的を完全に成し遂げたとは言えない。

映画を通して函館市の魅力を伝えるには上映会の内容を見直すことや、若者の視点に立つことが必要で

あった。しかし一方で、アンケートの結果から「大正湯に行ってみたい」などの意見も得ることができ、

新たな函館の一面に興味を持ってもらえるようなきっかけ作りはできたのではないかと考える。 

 函館が舞台となっている映画は多く、最近公開されたものや現在撮影が進んでいるものも存在する。

若者の関心をとらえながら、函館の良さを観光客だけでなく住民に伝える方法の１つとして、映画を使

ったアプローチも有効な手段ではないかと考える。 

 

 

5. 地域からの評価 

 今回ご協力いただいた函館市青年センターの仙石智義センター長から、映画上映会の企画に対して助

言、感想を頂いた。まず、企画の準備に当たって、しっかりと役割分担をした上でタスクシートなどを作

成し、やらねばならないことや期限を可視化するのがよいだろうというアドバイスを頂いた。また、ロケ

地紹介に関しては、自分で函館を見回って実際に見たり聞いたりしたことを伝えられると良かっただろ

うとおっしゃっていた。企画のコンセプトや着眼点は面白いものだったのではないかというお言葉を頂

いた。 
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地域プロジェクト「函館・道南地域のエネルギー政策を考える」成果報告書 

「背景・目的・概要」 

「無関心ではいられない――上映会を通じて」 八重樫まみ 

第 1 回上映会作品『六ケ所村ラプソディー』、第 2 回上映会作品『祭の馬』。ともに、ドキュメンタリー映画

制作の第一人者である、鎌仲ひとみ監督と松林要樹監督の作品である。2 回の上映会を通し、私は、己の世の中

に対する「無関心」さに気づいた。目まぐるしい政権交代、政界の不祥事、望まぬ法律改正。私たち国民の意思

とは無関係なところで世の中は動いている、私たち国民の意思は届かない、と考える国民は少なくないのではな

いだろうか。その考えは、世の中の様々な事象に対する「無関心」を生む。そして、私たちの生活に大きく関わ

っているエネルギー政策に対しても「無関心」である。私もその「無関心」な国民であった。  

私たち地域プロジェクトは大間原発建設差し止め問題を中心に据えて活動してきた。恥ずかしい話だが、私は

このプロジェクトに携わるまで、大間原発の存在を知らなかった。函館に引っ越してきて 1 年半経った頃にも

関わらず、全くの無知であった。私は茨城県の出身である。東日本大震災の際には被災し、福島第 1 原子力発電

所事故はとても身近なもので、恐怖をも感じた。福島県には、家族でキャンプやスキーをしによく訪れていたの

で、同時にショックな事故であった。だが、こんなにも身近に問題があるのに、問題と捉えることができず、自

分に大きく関わることについて鈍感なのである。  

私は、身近な事象ほど問題視できないのではないだろうかと考える。そして、問題視ができないために「無関

心」が生まれる。もちろん、一人一人が関心をもって現状にある問題を把握し、問題解決に取り組むことが大切

であるのだが、そもそも誰かが問題提起しなければ、誰も現状にある問題に気づかないのではないだろうか。私

たち地域プロジェクトができることは、その問題提起である。私たち若者が問題提起することに意味があるのだ。

大人が大人に語りかけるより、若者が大人に語りかけることで、大人に「若者に負けていられない」という思い

が起こるのではないだろうか。  

「総括と反省・今後の課題」 

なぜ、原発問題に対する「無関心」は生まれてしまうのか。その要因は２つあると考える。まず 1 つ目は、知

識の乏しさにある。「無関心」であった私自身を分析したところ、原発の問題性とは何か、再処理工場とは何か、

原発に反対する人は何を根拠にそのような意思表明をしているのかなどを知らなかった。だから「無関心」であ

ったのである。誰かが知識を提供しなければならないのだ。私たちはそれを活動の中でも実践しつつ、日本のメ

ディアにそれを期待しているが、今日のメディアでは実現不可能である。そして 2 つ目は、日本国民の大多数

に「みんなと同じでいたい」という思いがあるためである。『六ケ所村ラプソディー』では、再処理工場建設を認

めている方が大多数で、反対派の方は少数であった。そのような中でも建設反対と意思表明し続けるのは、大変

な覚悟と、労力が必要だろう。建設を認めている方々の中には、「再処理工場は危ない施設と分かっていても、今

更自分が声をあげたところで…」というような意見があった。人々は生きている中で、少数派は排除されること、

声が届かないことを知っているのである。そして、意思表明などして目立ってはいけない、と考えてしまうので

ある。意思はあるが「無関心」と捉えられ、世の中の大きな流れに飲まれてしまうのである。  

私は、社会の中で生きる人間として一番してはいけないことは「無関心」でいることであると考える。だが、

誰かが問題提起をしなければ、人は「無関心」であり続けてしまう。私たち地域プ

ロジェクトは、その問題提起の一つの手段として上映会を行っている。一人でも多

くの人に原発について考える機会を作りたい。  

＊ 

「年間スケジュール表」 

2015 年 10 月 函館市役所訪問、小泉純一郎氏講演会でのフィールドワーク 

2015 年 11 月 「小出裕章さんのおはなし会 大間原発のない未来」講演会 

2015 年 11 月 映画『六ケ所村ラプソディー』上映会 

メンバー一覧 

八重樫まみ 柿木舞 

高橋有紀 寺澤眞子 

森白萌 澤口真奈 

近藤芽衣 教員：宮崎悠 



2016 年 3 月 大間町でのフィールドワーク 

2016 年５月 小岩井農場でのフィールドワーク  2016 年 7 月 映画『祭の馬』上映会 

＊ 

「プロセスと成果」 

担当： 澤口真奈

 小岩井農場では、環境への負荷が少ない自然エネルギーであるグリーン電力による運営が展開されている。こ

のように自然エネルギーの活用によって事業展開している施設を見習い、全国でも自然エネルギーによる運営を

促すべきだと考えたいところだが、留意点がいくつかある。一つは、小岩井農場は南北に約 13km、東西に約 5km

という広大な土地であるがこの広大な土地の中でも電力を必要としている場所は限られている。つまり生産電力

は少量で済むということだ。また畜産バイオマス発電は、“におい”が強烈である。人里離れた広大な土地を有し

ている小岩井農場であるからこそ可能であるとも言える。これを都市部といった人口集中地帯で行うことは現実

的に厳しい。これら二つのことは実際にフィールドワークを行ってみて感じたことだ。自然エネルギーを推進す

ることはいいが、その環境に適応したエネルギー発電の考慮が重要である。これらを踏まえると、近い将来自然

エネルギーが日本の発電の大部分を占めることは厳しい。しかし着実に自然エネルギー化は進んでいる。この状

況下で、我々は原子力発電や他の主要発電をどう捉え、どのように共存していくかということ、同時に今後自然

エネルギー政策はどのように展開していくべきかを真剣に考える必要がある。 

＊ 

🌼小出裕章さん講演会について🌼 担当：高橋有紀 

はじめに、小出裕章さんは、京都大学原子炉実験所助教を勤めた、原子核物理学者である。1968年に東北大学工学

部原子核工学科に入学したものの、女川原発に反対する集会に参加し、住民と出会うなかで原子力のもつ危険性と差別性

に気づかされ、「反原発」を決意した。以来、原子力の危険性に警鐘を鳴らす研究、発言を行っている。福島第一原発事故

後も、原発問題に正しく向き合うための提案・メッセージを発し続けている。私が初めて小出さんに出会ったのは、2015年

11月 1日にカトリック宮町教会にて催された小出さんの「小出裕章さんのおはなし会 大間原発のない未来」という講演で

あった。原子力に対して無知であったと言っていいほど、知識がなかった私にとって、講演の内容は驚きの連発であった。 

講演のなかで一番深く印象に残っていることは、放射線ガン死の年齢依存性についてである。広島と長崎での原爆被爆

者、チェルノブイリ事故で被ばくした人々、その他に医療被ばくした患者を対象とした疫学調査によって、放射線ガン死の年

齢依存性の数値は歳をとるにつれて減少し、0 歳では 15152、30 歳では 3855、55 歳では 49 という数値を示すことが分

かっている。全年齢の平均は 3731 であるのに対し、0 歳では平均の 4 倍近くの数値である。国家の暴走を止められなかっ

たのは大人の責任であるのに、子どもは放射能の被害を大変受けやすいということが分かる。 

このことから、特に若い世代にこの事実を伝えなければならないと感じた。しかし、講演参加者は比較的高齢者が多く、家

族連れや、若者があまり見られなかった。原子力に関する講演が行われていたことをそもそも知らなかったのか、または講演

があることは知っていたが、行かなかったのか、など多様な理由があるであろうが、これからの日本を背負わなければならな

い若者が極めて少なかったことは、非常に残念である。私は、これから日本がどのエネルギーに頼って生活していくのかは、

私たちの選択によって決まるのであるということを、各々がしっかりと認識する必要があると考える。 

＊ 

担当：寺澤眞子 

大間原発をめぐるこの訴訟の流れを追ってみて、まず、最初の口頭弁論で論点となっていた「函館市に原告適

格があるかどうか」について、私は、函館市に原告適格は認められるべきだと思った。大間原発が稼働し、万が

一福島と同じような事故が起こってしまった場合、大間原発建設地から 30km の範囲内に入っている函館市は放

射能に汚染されてしまう危険性がある。住民の避難場所の確保など難しい問題が生じてくることも想定すると、



大間原発は函館市民の安全を脅かすものと考えられるので、原告適格が認められないという事態に至るというこ

とはあってはならないと感じる。第 4 回口頭弁論からはこの事を一旦棚上げし実質審理に入ったということで函

館市側にとっては一歩前進と見えた。今後も裁判は続いていくと思うが、これは函館市民にとってはもちろん、

大間原発の立地する青森県の住民にとっても非常に重要な訴訟となるはずだ。私自身、青森県の出身であり、大

間訴訟には以前から注目していた。しかし、もっとたくさんの人々の関心がこの訴訟に集まるべきではないだろ

うか。私は、青森県出身者として、そして現在は函館市に住む者として、函館市と国・電源開発という両者の立

場をしっかりと理解し、今後裁判がどういった展開になっていくのか見逃さないようにしたいと思った。 

＊ 

「地域からの評価」ご意見をお寄せ下さった皆様、勉強会にご協力頂いた方々に深く感謝いたします。 

●福島原発事故から何故学ぼうとしないのか：大間原発建設反対の市民訴訟を行なう野村保子さんのお話 

福島事故から 5 年余り経った現在も、放射性汚染物質、廃炉問題は未解決のまま。この事故は放射性汚染物質

の脅威と原発は人の手に負えないということを教えてくれた。それでも尚、利益を上げる少数の人間が金で貧乏

な地方自治体を唆し、新たな原発を建てようとしている。後始末の責任は後世の人間に投げ出している、と指摘

された。野村さんは最後に「原発の寿命は 40 年。その後電気を産まなくなった原発のお守りをするのは未来の

子どもたちだ。原発をつくってきた世代が後始末の道筋もつけないで、プルトニウムやいつ悲惨な事故が起こる

かもわからないものを残していいのだろうか。私は 30 年近く原発を反対してきましたが、やっぱり原発は建っ

てしまった。けれど、今この大間原発を止めるために力を尽くさなければ死んでも死にきれない。目の前にどん

どん立ちつつある原発を止めなければならない」と訴えかけた。（担当：森白萌） 

〇大間町役場訪問 

町役場では、原発事故が発生した際の避難について中心にお話を伺った。まず、大間原発で事故が発生した場

合、大間の中に安全な場所は無いとおっしゃっていた。現在の道路のままだと、国道 279 号線が主要な道路にな

るが、震災なども併発した場合通行止めになる可能性が高い。交通渋滞が起きることも考えられる。また、山道

も冬季通行止めで通れない可能性がある。現在の道路状況では、町民全員が大間町から脱出できないため、大間

町では発電所を建設するのであれば、避難できるような大きな道路を建設することを求めている。しかし、今は

経済的に資金を投入できる状況ではないため、町ですぐ道路を建設することは難しいとおっしゃっていた。また、

国で津波が来た際の浸水シミュレーションを行った結果、大間原発周辺はあまり津波の影響を受けないとのこと

だった。そのシミュレーション結果をもとに避難訓練を昨年実施した結果、体感的にはもう少し海から離れた方

がいいと感じた住民が多かったそうだ。（担当：近藤芽衣） 

●函館市役所防災課訪問 

函館市役所を訪問し、大間原発差し止め訴訟を担当している方にお話を伺った。函館市は「建設中や計画中(新

設)の原発は、無期限で凍結し、将来世代の判断にゆだねるべき」と、原発政策に対して特定の立場はとっていな

いが、大間原発の建設には反対している。大間原発の問題点として、世界初のフル MOX を利用する原子炉であ

ること、原発建設地周辺に活断層がある可能性が高いこと、テロ対策が不十分であること、使用後の MOX 燃料

の処理方法や最終処分地が決まっていないことなどを挙げていた。 

【訴訟における函館市の主張】 

① 福島第一原発事故を起こした審査基準で許可され建設が続けられている大間原発は建設を直ちに止めるべき 

②建設や稼働に当たって実効性のある有効な避難計画が策定できるかどうかの確認がなされていない大間原発

は、建設を即時中止すべき 

② 避難計画を義務付けられる 30km 圏に含まれる函館市に同意権を与え、函館市が同意しない限り、建設をす

べきではない。 

裁判の勝算は正直まだわからないが、負ける気ではやっておらず、市民が反対する限り裁判は今後も続けるとの

ことだ。（担当：柿木舞） 





            地域プロジェクト成果報告書  

「道南企業就職応援プロジェクト―リクルートブックの作成」 

 

① 背景・目的・概要 

現在、函館では人口減少が急速に進んでいる。特に、良質な雇用機会の不足、娯楽施設の

不足などによる「若者の流出」というものが大きな要因として挙げられる。この若者の流出

に少しでも歯止めをかけたいという思いを背景に本プロジェクトは起ち上がった。そこで、

「道南企業就職応援プロジェクト」をスタートし、北海道中小企業家同友会函館支部と連携

しながら、活動を進めた。道南の企業への就職応援のために、道南企業のことを掲載したリ

クルートブックを作成することにした。リクルートブックの作成にあたって、道南企業の皆

さまに取材を行い、その取材内容を私たち学生自身で考えて、編集し、記事にしていく。そ

れを印刷会社に依頼し、印刷・製本を行い、出来上がったリクルートブックを、函館の大学

（本プロジェクトでは、予算の関係などもあり北海道教育大函館校、はこだて未来大学、函

館大学、北海道大学水産学部に限定）に配布する予定である。プロジェクトの主な目的とし

ては、大学生の目線から道南の企業を取材し、オリジナル性のあるリクルートブックを作成

し、就職の手助けとする、函館の学生の就職の選択肢に道南企業が入る、などが上げられる。

(仕事以外の時間（函館で暮らす）という点でオリジナル性を打ち出したい 
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② プロセスと評価 

 

事前に企業の方にアポイントを頂き、以下のような内容で取材を行い、リクルートブックを

作成していく。 

 

 

④総括と反省・今後の課題 

学生目線のオリジナル性に富んだリクルートブックを作成し、函館の４大学に設置する

ことで、道南企業の認知を拡大していき、今後 2年生にも同プロジェクトが引き継がれ、発

展していくことで、これからの学生の就職活動の選択肢として道南が選択されること、及び

更なる道南の魅力発信の機会となれば、幸いである。当初の企業訪問目標数を下回ってしま

った。もっと具体的な行動計画を策定しておけば、余裕を持ってプロジェクトに望むことが

できたのではないかと感じられる。同プロジェクトを引き継ぐ後輩達には、自分達が思って

いるよりも一歩早く行動することを心がけてほしい。 

 

⑤地域からの評価 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 函館支部 支部長 髙橋泰助様から頂いた寄稿文

を以下に転載する。 

 

リクルートブック発行、おめでとうございます。このリクルートブックは北海道教育

大学函館校（以下、教育大学）の学生が主体となり、私ども北海道中小企業家同友会（以

下、同友会）函館支部の会員企業に取材協力を頂いた、従来にはない大変画期的なもの

です。同友会函館支部は道南地区（渡島・檜山管内）約６５０社の会員企業により構成

され、「良い会社をつくろう」、「良い経営者になろう」、「良い経営環境をつくろう」と

基礎情報（資本金、従業員数、創業年、事業内容、売り上げ、住所、連絡先、初任給、 

ホームページ） 

経営者 若手社員 

・将来の展望 

・これだけは言わせて 

・会社のピンチ 

・成功させた一番大きな企画 

・経営方針 

・デイリースケジュール 

・やりがいをどこに何に感じるか 

・就職後、勉強したか 

オリジナル（函館の魅力紹介（遊び場、休日の過ごし方）、買い物、なぜ函館で働こうと 

 の項目  思ったか（道南以外の出身の方を中心に）） 

特集 （失敗談特集、入社してから一番つらかったこと 

（達成感があったこと）特集 



いう３つの目的をもって活動しております。昨年、教育大学と包括連携協定を結んだこ

とにより、この度のリクルートブックの作成のプロジェクトにも協力することとなりま

した。私達同友会は、設立間もない頃から合同企業説明会を開催するなど、新規学卒者

の求人と社員教育に力を入れて来ました。それは人材づくりが何よりも良い会社をつく

る基本であると考えているからです。そうした点で、求人活動は企業にとって大変重要

なことは言うまでもありません。  

昨今の雇用情勢は、私達中小企業にとって大変厳しいものがあり欲しい人材を確保す

ることが難しくなっています。その一方、せっかく就職した学生が離職するケースも非

常に多いのも事実です。いわゆる雇用のミスマッチが大変多いように感じます。その原

因として学生側、企業側双方の情報や考え方の幅の狭さがあるのではないかと感じます。 

このリクルートブックの特徴は、従来の企業側からの視点と違って学生自らが取材・

編集作業を行い、学生目線で地元中小企業の魅力を伝えていることです。さらには地元

で働き暮らすという生活者としての視点も加えて作られたことだと思います。そうした

こともあり、このリクルートブックが発行されることをとても楽しみにしていました。 

日本では少子高齢化で地方の人口減少が進み、地域の存続が危うくなってきていると

も言われています。道南も例外ではない状況です。しかし、道南には豊かな大自然があ

り、豊富な地域資源も数多くあります。つまりは暮らしを考えたとき、多くの魅力を持

っている地域であるとも言えます。その地域を支える多くの企業もまた、小さくても社

員の暮らしを大切にしています。これからの地域を担う存在である学生の皆様がこの本

を手に取り何を感じて頂けるのか。このリクルートブックを通じて、地元企業を知るき

っかけとなるのが楽しみです。最後にこの本の作成に携わった関係者の皆様のご協力と

ご苦労に感謝申し上げます。 

 

⑥メンバー一覧 

国際地域学科・地域協働専攻・国際協働グループ３年目 

貞廣慎太朗、鈴木颯、石丸拓実、松本将吾（担当教員：飯山雅史） 

 

グラフィックデザイナー・大西剛さんを招いての活動の様子 

 





外国人技能実習生に対する地域としての支援 

構 成 員：山本莉佳 須藤優花 本多なな子 吉田紗希 坂本瑞希 齊藤実悠 平井水萌 (※学籍番号順) 

担当教員：孔   麗 

 

1. 背景 

 地方の中小企業では、少子高齢化により労働力不足が深刻化し、外国人労働者がその不足を補っている。

現在、彼らは日本の労働市場において必要不可欠な存在となっている。 

 外国人労働者の中心となっている「外国人技能実習制度」は、本来、発展途上国への国際貢献を目的と

しているが、実際には労働力不足を補うために利用されており、制度の建前と本音が乖離しているのが現

状である。 

 函館市においても同様に労働力不足であり、３Ｋ職の一つとされる水産加工業を中心に外国人技能実習

制度を利用し、中国人女性を主として地域の水産加工業を支えている。 

 彼女たちは、言葉も習慣も違う日本で、地域の基幹産業を底辺で支える必要不可欠な存在であるが、彼

女たちは閉鎖的な環境の中で生活しているため、日本文化にほとんど触れることがなく帰国してしまうの

が現状である。 

 

2. 目的・概要 

 「外国人技能実習制度」の趣旨と実態の乖離を知った上で、地方の中小企業、とくに水産加工業におい

て労働力不足が深刻化する中、外国人技能実習生が支えている現実を認識し、外国人労働者の受入は、将

来の日本社会にとって避けて通れない現実であることを理解する。 

 本プロジェクトでは、あくまでも制度自体を変えることが目的ではなく、制度の範囲内でできることに

取り組むことが目的である。その中で、産学連携（地域の中小企業・住民、大学）による外国人技能実習

生を支援する方法を考え、実践する。 

 具体的な内容として、日中の文化体験型交流会を通して相互理解に取り組む。また、行政の立場から函

館の労働状況に関する説明を受け、認識を深める。そして、技能実習生に対して、技能実習業務以外の来

日目的についてアンケート調査を実施し、その結果に基づいて、私たちにできる形で支援を行う。 

 

3. 年間スケジュール 

地域プロジェクトⅠスケジュール                地域プロジェクトⅡスケジュール 

 

 



４．プロセスと成果 

 

4－1 これまでの活動 

 地域プロジェクトⅠでは、座学研修(写真 1)を通して、外国人技能実習制度に関する仕組みや歴史、現

状、問題点などについて学んだ。 

 また、企業訪問をし、函館市内の水産加工企業の見学をした。さらに、現場経営者の講演(写真 2)及び技

能実習生との懇談会(写真 3)を行った。見学後、技能実習制度について経営者及び技能実習生とディスカッ

ションをした。 

写真 1 座学研修                         写真 2 経営者からみた外国人技能実習制度 

写真 3 外国人技能実習生との懇談会                        写真 4  M町の国際交流事業協同組合訪問 

 

地域プロジェクトⅡでは、森町の国際交流事業協同組合の方から、外国人技能実習生の受け入れとその

現状について話を聞いた(写真 4)。その後、外国人技能実習生と懇談会を行った(写真 5)。 

 外国人技能実習生に向けた地域側の支援として、北海道中小企業家同友会函館支部(以下、函館支部と略

称する)と企業の協力を得て、技能実習生と日中文化の交流を主とする交流会を行った。日本文化の紹介で

は、函館支部や地域の方々の協力により、技能実習生に対して実際に浴衣の着付けをして、茶の湯の礼儀・

作法を体験してもらった(写真 6)。 

 その結果、地域と企業と外国人技能実習生の交流のきっかけづくりができた。また、日本文化の紹介だ

けではなく、中国の食文化の一つとして餃子の作り方を技能実習生から教えてもらった(写真 7 )。 

  

写真 5  M町の外国人技能実習生との懇談会          写真 6 浴衣の着付けと茶の湯の礼儀作法の体験 

 



写真 7 技能実習生による餃子の作り方の披露        写真 8 学生による日本文化の紹介        

 

 さらに、函館市役所を訪問し、行政から見た函館市の労働実態について学んだ。 

 技能実習生に対して行ったアンケート調査の結果から、その際に実習生が興味をもっていた、日本のマ

ナー、衣服と生活、食文化の３つのテーマについて、学生側から紹介した(写真 8)。 

 

 4－2 成果 

 座学研修の中で、外国人技能実習制度に関する知識や実態を認識し、また、企業訪問や外国人技能実習

生との交流を通して、企業側が抱える問題や技能実習生が求めているものを知ることができた。 

 森町における外国人技能実習生の受け入れと函館市の外国人技能実習生の受け入れを比較して、函館市

の受け入れは閉鎖的であると感じた。 

 以上のことから、函館市の外国人技能実習生の受け入れの改善点や私たちがサポート可能な点は何かを

見つけることができた。 

 市役所訪問では、函館市の労働力市場の実態について認識を深めることができた。 

 日中文化交流会では、地域の人に対して中国文化の発信をできた。また、交流会の目的である地域とし

ての支援ができたと実感した。 

 学生による日本文化紹介では、技能実習生に楽しんで聞いてもらうことができ、日本人としても、日本

文化を再認識する機会となった。しかし、もっと実習生の視点に立ったプレゼンテーションにすべきだっ

たというのが反省点である。プレゼンテーションの内容について、今回は伝統文化やマナーについて扱う

場面が多かったが、実際には、日本語の学習支援といった、より生活に根差した情報の提供をする方が良

いと感じた。 

 交流会後、技能実習生・企業・北海道中小企業家同友会函館支部・地域住民にアンケート調査を行った。

技能実習生からは、もっと日本語を勉強したい、実際に地域の祭りなどの活動に参加してみたいといった

要望を知ることができた。企業からは、日本側と中国側の双方向の交流とすべきという意見があった。地

域住民からは、産学連携は好ましいが、特に大学を中心とした活動にすることで、より有効的な支援が可

能になるのではないかという意見があがった。 

 

5 総括と反省・今後の課題 

 本プロジェクトは、制度の改正は目的としておらず、現行制度の範囲内で有効的な支援をしていくこと

が目的である。地域プロジェクトⅠ、Ⅱの活動で、日中文化交流、日本文化紹介等を実施して、外国人技

能実習生に対する地域としての支援に取り組んだ。 

 アンケート調査（表 1)によって、技能実習生や地域の声を聞くことにより、地域としての支援をより明

確な形にしていくための考えを見つけることができた。 

 

 



  

活動を通して、技能実習生は、日本語や日本文化をもっと学びたいという意欲が高まり、日本文化に対

する印象が良くなったように感じた。 

 今後の課題は、技能実習生自ら日本語や日本文化を学ぶ機会を得ることは困難であるため、地域側から

の働きかけが必要である。 

 地域住民は、日頃生活している中で、技能実習生と関わる機会がないことから、彼女たちが地域の労働

市場を支えている現状を認識しづらい状況にある。そのためには、技能実習生の受け入れ機関、監理団体

が主体となって、情報発信（ＨＰの作成や機関誌の発行など）を行っていき、地域住民が技能実習生の存

在を認識できるようにすることが重要である。 

 さらには、技能実習生が清掃活動やお祭り等、地域の年中行事に参加し、地域コミュニティーの一員と

して受け入れられるような支援をしていく必要がある。 

 人口の減少、労働力不足の日本の現在においては、産業間、地域間の温度差、行政レベルと国民レベル

の議論の温度差が介在する中で、議論はされても、結論を出せないでいる。その焦点は、移民政策をとる

かどうか、外国人単純労働者を受け入れるかどうかである。 

 私達としては、このような議論は大変有益であると感じ、むしろ外国人技能実習制度を切り口に、現在

の制度を有効に活用し、その効果を地域社会に発信して、その経験を将来、移民政策、単純労働者の受け

入れ政策に繋げることを期待している。 

【謝辞】 本地域プロジェクトの遂行に当り、親切に対応していただいた協力企業各社、監理団体、技能実習

生の皆様に心より御礼を申し上げる。また、日中交流会の開催に当たり、献身的なご支援いただいた北海道中

小企業家同友会函館支部、地域住民の皆様、函館市役所にも心より感謝を申し上げる。 

対象者 設　　　問 回　　　答

1  交流会に対する印象 とてもよかった

2  今後の交流活動継続の考え 続けたほうが良い

3  今後の交流の具体的な内容について 日本の歴史、華道、書道

4  交流の方法について
・出来れば日本・中国相互交流が望ましい。
・日本側と中国側双方向の交流とすべき。
・地域のお祭りに一緒に参加できたらいい。

5  今後の交流活動参加の意思 参加してもよい

6  これまでの交流活動の意見・要望 非常に意義のあることだと思う。

１  交流会に対する印象 とても良くなった

2  今後の交流継続の考え とてもよかった

3  交流活動内容の提案
・着物着付け、日本舞踊、日本料理
・食事のマナー、華道、茶道

4  今後の交流の意思
・参加したい
・参加したいとは思わない（帰国するため）

5  これまでの交流活動の意見・要望
・日本語・日本文化の学習・体験
・日本人の化粧の体験
・交流機会を増やしてほしい

1  交流会に対する印象 とてもよかった、よかった

2  今後の交流活動継続の考え 続けたほうが良い

3  今後の交流の具体的な内容について
・遊び（お手玉や福笑い等）
・小学校訪問（中国語教室）

4  交流の方法について
・日本側（大学・地域側）と中国側（技能実習生）双 方向

の交流とすべき
・日本側（大学・地域側）から働きかける形がよい

5  日中双方向の交流の仕方

・それぞれ自国の料理を作り食する。
・実習生が関心を持っていることにこたえていくのが良

い。大学側からの働きかけでは企業の理解度が必要。
・まずは参加してもらえる企業、学校を集める。

6  今後の交流の意思 参加してもよい

7   これまでの交流活動の意見・要望

・雇用企業者の考えも大切
・学生がもっと積極的になるべき。実習生の中に入ってく

ださい。
・中小企業同友会の協力として続けることがよいと思う。
人手と多方面の知恵が必要なため。
・実習生の満足度が高いと聞いてほっとした。機会があ
ればまた協力したい。

 【注】　本調査は、2016年7月、函館校「地域プロジェクト」孔麗グループによって実施したものである。

表1　外国人技能実習生に対する地域としての支援活動に関するアンケート調査結果
                              作成日：2016年7月

水
産
加
工
企
業
経
営
者

外
国
人
技
能
実
習
生

北
海
道
中
小
企
業
家
同
友
会
函
館
支
部
・
地
域
住
民
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地域プロジェクトⅡ 成果報告書 

「美術館の仕事を通じて地域の人々とつながろう」 
 

 

 

メンバー一覧． 

 

大平直弥(国際協働グループ 3年） 小林明日香(国際協働グループ 3年） 

佐々木黎子(国際協働グループ 3年） 田村実咲(国際協働グループ 3年） 

野々田智大(国際協働グループ 3年） 

小栗祐美（地域協働専攻・国際協働グループ教授） 

 

 

 

プロジェクトの目的・概要． 

 

このプロジェクトの目的は、美術館が開催する展覧会の

企画・準備、イベントの運営など、美術館における様々な

仕事を通じて、地域の人々とつながることで、共にアート

を学び、楽しむことである。展覧会「六つのものがたり」

を軸に、2 年後期では地域の美術館と連携、3 年前期は他

の地域のイベントと連携するなど、地域と地域、地域と人、

人と人のつながりや交流のある活動を目指した。 

 

［地域プロジェクトⅠ（2年後期）］ 

特別展「文字と記号の織りなす世界＋六つのものがた

り」の展示企画への参加、広報活動と会期中の関連事業、

イベントの広報・運営を行った。美術館と連携し、北海道

立函館美術館の展示企画・準備、イベントに参加すること

や地域の学芸員・アーティスト・子どもたちと活動し、地

域の芸術に触れることによって学びを深め、さまざまな人

と共にアートを楽しむことを目的とした。アートで地域と

人をつなぎ、人と人をつなぐというテーマの下、活動した。 

 

［地域プロジェクトⅡ（3年前期）］ 

第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭での「六つのものがたり」作品展示への参加をした。 

美術館での活動をきっかけに新たな社会活動をするために第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭と連

携し、美術館を飛び出してアート作品を展示した。地域の美術を様々な場所で主体的に発信することで

より多くの人と、より身近にアートを楽しむことを目的とした。 

 

 

プロセスと成果． 

 

［2年後期］ 

 1 月 30 日から 4 月 7 日まで、北海道立函館美術館で行われた展覧会「文字と記号の織りなす世界＋六

つのものがたり」に、展示準備段階から参加し、会期中のイベント、運営にも携わった。広報活動として

は、ポスターや絵ハガキを函館市内の各所に貼らせていただいたり、置いていただいたりし、SNSでも取

り上げた。展示準備の作業は、作品の搬入、額入れ、パネル設置など、普段できない仕事を見て、実際に

体験することができた。会期中は、ギャラリー・ツアーを行い、私たちが作品の解説を行いながら観覧者

と一緒に館内を巡った。 

 

  
 

「六つのものがたり」 

北海道教育大学附属特別支援学校の生

徒の作品と、地域のアーティストや大学と

のコラボレーションによる展覧会。 
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展示室入口            展示風景              展示作業するメンバー 

 

［3年前期］ 

 七飯町文化センターで行われた第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭の展示企画として、北海道立函

館美術館で展示していた作品の一部を展示した。展示会場の設営作業に携わり、当日の映画鑑賞やトー

クセッションに参加した。設営作業では、作品の展示方法を工夫してパネル設置をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示室入口          展示作業するメンバー       会場風景 

 

 

年間スケジュール表． 

 

地域プロジェクトⅠ（2年後期）  地域プロジェクトⅡ（3年前期） 

2015年 

10～12月 

2016年 

1月 
2月 3月 4月 5月 6月 7月 

◯活動内容

の話し合い 

◯美術館見

学 

◯広報物の

作成 

◯広報活動 

◯展示替え、

関連事業、イ

ベントの準

備 

◯特別展開

始 （1 月 30

日～） 

［ｲﾍﾞﾝﾄ］ 
◯ギャラリ

ー・ツアー 

◯マジカル・

ワークショ

ップ 

［ｲﾍﾞﾝﾄ］ 
◯ミュージ

アム・コンサ

ート 

◯特別展終

了（～4 月 7

日） 

◯活動のふ

りかえり・反

省 

◯七飯上映

会の活動内

容の話し合

い 

◯七飯上映

会の展示作

業 

◯七飯上映

会当日の展

示解説・撤去

作業 

◯成果発表

会の準備 
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地域からの評価． 

 

■北海道立函館美術館学芸員 大下智一さん 

Q.私たちの地域プロジェクトがどのように地域と繋がっていたか 

A.特別支援学校、大学、美術館、アーティストなど、地域における異なるジャンルの専門分野を持つ機

関・人の活動に関わったこと、さらに、展覧会の広報や解説などを通じて、地域に住む人々と直接関わっ

たことで、さまざまな形で地域の多彩な側面と繋がっていた。 

 

Q.私たちの活動が地域にプラスになった面は何かあったか 

A.今回の活動を通じて、特別支援学校の存在と活動、その生徒たちの状況を部分的にではあるが知って

もらうことに貢献した。そして、地域で活動するアーティストの存在や活動を知ってもらい、皆さんの活

動が今後の地域の新たなつながりを生み出し、互いに理解を深めていく可能性を生み出す一助になった。 

 

Q.これから大学として地域と関わるうえで、私たちの活動がどう生かされるか 

A.美術館で働く学芸員として、今回の活動が、今後も美術館、さらにはアートそのものが、地域における

何らかの力となりうることを示す継続的な活動となるよう期待したい。 

 

■UD企画函館 橋本和幸さん 

 ここ数年、毎年２月に大津市で開催されるアメニティフォーラムに参加してきました。その中で、アー

ル・ブリュット1の展示とバリアフリー映画祭が開催されています。今年は、道教育大学函館校の「地域

プロジェクト」の取り組みの中で、 北海道ユニバーサル上映映画祭と附属特別支援学校「六つのものが

たり」ブロジェクトとの同時開催が出来、私どもの映画祭の取り組みの広がりが出来たことに感謝して

います。特に、「六つのものがたり」の展示手法は、今までのアール・ブリュットの展示に新たな地平を

拓いたものと感じます。この取り組みを為し得た「六つのものがたり」プロジェクトの皆さまには心より

敬意を表します。 この取り組みが更に広がることを心から期待しています。 

 

 

総括と反省． 

 

この活動をする以前は、私たちにとって美術は堅いイメージがあった。展覧会を見学したり、イベント

に参加するには専門知識が必要なのではないか、といった不安や、美術について難しい印象を抱いてし

まい、主体的に学んだり、楽しむには一歩踏み出せない存在であった。しかしこの活動を通して、知識が

なくとも観る楽しさ・自分なりの解釈を持つ新鮮な発見をすることができた。美術とはもっと身近にあ

るもので、毎日聴く音楽や映画と変わらない、暮らしの中の楽しみであることに気付くことができた。 

「六つのものがたり」という展覧会を通して、地域の様々な立場の人々と共にアートを楽しみ、またその

中でたくさんの交流が生まれた。特別支援学校や地域で活動するアーティスト、美術館が大学と多彩な

面でつながり、彼らに対する認知を広めることの手助けとなる活動になった。 

アートから生まれた地域と地域、地域と人、人と人とのつながりが、地域に暮らす自分たちの豊かな心

の支えになっていくのではないかと考える。 

 

［今後の課題］ 

◯SNSの利用が不十分であった。フォロワー数の拡大について、どのような方法をとるべきか、考える必

要があった。また、SNS以外での広報について、大学生ができる手段の模索が必要であった。例えば、学

務グループと協力し、大学内にメールでの宣伝などをできるのではないか。 

◯美術をより身近に感じてもらう活動を今後も考えていくべきである。より様々な立場や専門分野をも

つ人々と、主体的に関わり、地域にアート活動を広めることを多様な形で継続していきたい。 

                                                   
1 アール・ブリュット 正規の芸術教育を受けていない人による、技巧や流行に囚われない自由で無垢

な表現を求めた芸術活動。 
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函館における若者の男女共同参画 

 

プロジェクトメンバー：合野口大毅、宇佐美由佳、加賀谷咲希、勝田由美、 

佐藤成美、佐藤遙、杉本菜央、平野恵子（担当教員） 

 

 
1．目的 

函館市における若年層男女共同参画の意識を、当事者である私たちが考え行動することで、函館市の

男女共同参画を推進する。 
 
2．年間スケジュール 

○平成 27 年度後期 
10 月 フィールドワークに関する学習、女性センター訪問、 

男女共同参画に関する学習（講師招聘） 
11 月 女性センターのイベントに参加（女性センターまつりや料理教室） 
12 月 函館市若年層の男女共同参画、ジェンダーに関する意識調査実施 

（函館市在住若年層対象、200 人、アンケート調査） 
1 月 中間発表 
○平成 28 年度前期 
4 月、 5 月、 6 月 上記アンケート分析および女性センター、函館市役所への報告会 
6 月 女性センター職員へのスマートフォン講座、ワークショップ 
7 月 最終発表 
 
3．プロセスと成果 

第一段階として、本プロジェクトを実施するうえで不可欠なフィールドワークに関する講義を受講し

た。また、男女共同参画ならびに函館市の男女共同参画に関する施策や特徴を、講師を招聘し学んだ。 
第二段階として、若年層の男女共同参画に関する意識を知ることを目的として、函館市在住の 18 歳以

上の学生を対象にアンケートを実施した。これは、第一段階の活動を通して、函館市の若者の男女共同

参画やジェンダーについての意識が低いのではないかとの仮説を立てたことによる。暫定的な分析結果

は、函館市男女共同参画情報誌『マイセルフ』vol.55 に「特集 若者目線の男女共同参画」として掲載

された。 
第三段階として、アンケート結果の詳細な分析をおこない、男女別の意見の偏りや特徴を明らかにし

た。分析の結果は、『函館市における男女共同参画に関するアンケート分析報告書』にまとめ、函館市市

民部市民・男女共同参画課ならびに函館市女性センターに提出して報告をおこなった。なお、この活動

が、平成 28 年度 10 月末開催予定の函館市男女共同参画フォーラムでの報告依頼という成果に結びつい

た。本プロジェクトメンバーの数名が参加し、講座講師・ファシリテーターとして登壇予定である。 
最終段階として、札幌市男女共同参画センターの方にご協力いただき、校内でワークショップを開催
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した。上記アンケート結果の分析を通して、男女共同参画やジェンダー平等に関する意識や考えを共有

する場があると良いと考えたためである。ワークショップではクイズやディスカッションを通して、メ

ンバーと同年代の参加者と意見や考えを交換し、ジェンダー平等や男女共同参画についての意識を高め、

それぞれが持つジェンダーに関する考えや意見を共有することができた。 
また、連携機関である函館市女性センターの職員の方々を対象にスマートフォン講座を開いた。若者

が女性センターの情報を得やすくするために Twitter 等の活用方法を共有し、女性センターと自分たち

の活動を広げることができたと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【アンケート分析】 

 以下にアンケート分析結果の一部を紹介する。この質問項目は函館市が実施した「男女共同参画に関

する市民・事業者意識調査報告書」との比較ができると考え、私たちのアンケートにも取り入れたもの

である。次のグラフは私たちによるアンケートの分析結果となる。 

ワークショップの様子 

成果発表会に来場された女性センターの方と 

函館市男女共同参画誌「マイセルフ」掲載に 
喜ぶメンバー 

女性センターにおけるスマートフォン講座 
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函館市による調査では、男女の解答傾向がほぼ一致していたが、私たちが行ったアンケートでは、男

女の解答傾向に差が見られた。函館市による調査では、「家事・育児や地域活動を妻と分かち合い、仕事

と家庭を両立させる」という回答が男女で多数を占め、一方私たちが行ったアンケートでは、若者では

男女で男女共同参画に対する意識の差があることが分かった。 
 
4．総括と反省・今後の課題 

 上記の活動を行っていくうちに、若者である私たちが「当事者」として考えていくことが函館市にお

ける男女共同参画を推進していくことにつながるのではないかという結論に至った。地域の課題の当事

者としての「わたしたち若者」という存在に気付いた。 
 今後の課題として、地域別、年齢層別にアンケートを実施し、男女共同参画やジェンダー平等に関す

る意識を比較すること、函館における男女共同参画を推進する拠点である女性センターの認知度を上げ

ることなどが挙げられる。 
 
5．地域からの評価 

・女性センターからは「授業は終わるが、普段の生活でジェンダーを意識していくことが大切だ」との

お声をいただいた。 
・函館市からは 2016 年度 10 月開催予定の函館市男女共同参画フォーラムに招待され、アンケート報告

をするよう依頼を受けた。このことから市も若者の意見を求めていることがうかがえる。 
・ポスターセッションの聴講者からは、「女性の不平等性を変えていくには政治が重要だ」とのコメント

をいただいた。 
・この他にも「全体のグラフも見たかった」等のご指摘も受けた。なお分析結果全体は、平野研究室に

て閲覧可能である。 
 
謝辞 

本プロジェクトを進めるにあたりご指導を頂きました、函館市女性センター館長の原田さん他スタッ

フの方々、函館市役所市民部市民・男女共同参画課の高橋さん、札幌市男女共同参画センターの菅原さ

ん、千葉さん、アンケートやワークショップにご協力頂いた学生の皆さんに心より感謝申し上げます。 
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2016 年 8 月 2 日  

 地域プロジェクト「函館の国際交流活動の現状と課題」成果報告書 

Homestay PR Project: HPP 

① 背景・目的・概要国司交流が盛んな函館では、留学生のホームステイ受け入れも早くか

ら行っている。ホームステイは国内にいながら異文化を身近に感じられる方法である

が、受け入れを行っている家庭は少ないのではないか。本プロジェクトでは、動画を通

してホームステイ受け入れの魅力や実態を多くの人に知ってもらい、函館におけるホー

ムステイ受け入れの促進、国際交流の更なる活性化を目的とする。  

  

② 年間スケジュール表  

2015 年度後期 HIF 訪問、資料収集、ホストファミリー取材  

2016 年度前期 動画編集、動画を HIF の HP に載せる（予定）  

  

③ プロセスと成果  

１．取材を受け入れて下さったホストファミリーの感想異国の話等は普段なかなか聞

くことが出来ないため学生と話している時間が楽しい。  

何度も受け入れをしていると、観光する場所が重なってしまうのが困る。  

ホームステイを希望してきている学生のため、明るく接してくれる学生が多い。

短期間のステイ受け入れはお互い気遣って接することが可能なため、嫌な事やト

ラブルもない。  

他人が生活に加わることで多少のストレスはあるが、それを上回る楽しさがあ

る。  

  

２．2013年∼2015 年(過去 3年)ホストファミリーアンケート集計 22家庭(20代～ 

30代のみ)                                        受入れ期間：国際交流のつ

どい(9泊 10日)・国際交流冬のつどい(2泊 3日)  

 留学生受け入れ満足度は？ 4.80% 61.90% 

 
来年も留学生を受け入れたいか？ 

28.60 % 

4.80 % 0 % 
とても満足 

満足 

普通 

少し不満 

不満 



 14.30% 0%是非受入れたい 

入れたい 38.10%予定が合 えば受

来年は １年休みたい 

47.60%まだ分

からない 

  

  

３．動画取材を受け入れて下さったお宅で、留学生が 2 泊 3 日ホームステイをする

様子を撮影して頂いた。その様子を編集し、ダイジェスト版と本編の 2 つの動画

を作成した。肖像権の問題等のため、まだ動画を HIF さんのホームページに載

せてもらうには至っていないが、今後準備が整い次第動画を掲載して頂く予定で

ある。  

  

④ 総括と反省・今後の課題情報量が少なかったため、より様々な所から情報収集すべきだ

った。  

協力してくださったホストファミリーの方や HIF と情報伝達が上手くいってなかったた

め、もっと正確・的確に伝えるべきだった。  

1家庭しか取材できなかったが、数家庭取材できたら動画の材料も増やせた。  

スケジュール管理が甘かったため、無理のないスケジュール作成をすべきだった。  

  

⑤ 地域からの評価地域プロジェクトの成果発表会では多くの人が動画に興味を示している

様子だった。取材を受け入れて下さったご家庭と HIF さんから動画に対する評価も高

かった。今後、動画を HIF さんのホームページに載せることで、より広範な人からの

評価を得られると思う。  

  

⑥ メンバー一覧担当教員 河錬洙  

4004 山本紗佑里、4037 伊藤美佳子、4067 石川雄大、4069 川田優一朗、4083 青木

拓哉  

  

Let’s Join and Share Hakodate!!  
  

①背景・目的・概要毎年規模を少しずつ拡大している「はこだて民俗芸術祭」（以下

芸術祭）は、函館市の国際交流活動を今よりも活発にできるのではないか、という点に

目をつけた。そして我々が函館市在住の大学生であること、20 代前半の若者であること

0 % 



を生かした手段として SNS を用い、今までにない形で函館市の国際交流を促進させる

プロジェクトとなった。  

目的としては、「はこだて国際民俗芸術祭」を通して、函館市における国際交流活動を活

性化するところに置き。動画を作って、SNS 上で不特定多数の人々に閲覧、共有、拡散

してもらうこと。  

   

②年間スケジュール  

10.22 LJSH 発足 / 11.9 企画書完成 / 12.9 福田氏へのインタビュー、対談  

1.24 中間発表 / 6 月～ 事務局側の映像資料編集 / 7 月 発表準備  

8 月 撮影、編集、動画完成  

  

③プロセスと過程  

 芸術祭運営者である、福田様にインタビューに使用する企画書作成を行い、イン

タビューで得られた回答をもとに動画コンセプトを決定。そこからは地域とのつ

ながりを得るため芸術祭会場である元町公園周辺の動画を撮影し当日に備え、あ

らかじめ設立した SNS アカウントにて広報活動に加え芸術祭当日の動画撮影を

へて編集作業、その動画を SNS 上に投稿する。  

  

④総括と反省  

 プロジェクトの軸となる芸術祭自体が地域プロジェクトの期間内に開催されず、地

域プロジェクトの最終報告までに動画作成が終わらなかった。SNS を用いたのは、

反応が返ってきて、関心は把握できるが、どのような背景、思いを持ち、SNS にレ

スポンスを示しているのかまで把握できず、そこまで知るための策を打てなかっ

た。しかし、動画というコンテンツはサスティナビリティもあり良い点であった。  

   

⑤地域からの評価  

 芸術祭の運営者福田様から学生の間でこのような活動を行うことにより、学生視点

からの広報が増え、学生の参加につながるというお話を受け、プロジェクトを行う

ことへの意義を見出せた。  

  

⑥メンバー一覧  

 担当教員：河錬洙  

 平谷善郎（ひらやよしろう）、石川実和（いしかわみわ）、小林茉優（こばやしま

ゆ）、大和慎一郎（やまとしんいちろう）  
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地域プロジェクト成果報告書 

－外国人観光客を視野に入れた観光情報の充実－ 

 

＜背景＞ 

北海道新幹線開業に伴い、新函館北斗駅がある北斗市をはじめ近隣の市町村は外国人を

含む観光客により多く来訪してもらい、より長く滞在してもう方策が必要である。 

 

＜目的＞ 

北斗市での滞在を促すために、外国人の視点に立ったＰＲ動画を作成する。それをもとに、

北斗市の HP や SNS、北斗市観光交流センターなどで動画を流し、外国人を含む幅広い層

に北斗市の観光（魅力）を PRする。 

 

＜概要＞ 

１．北斗市役所と協議し、具体的なプロジェクトの計画の構想を練る。 

２．北斗市の観光について、実地調査をする。 

３．留学生とともに外国人が興味を持ちそうな観光スポットを訪れ、その様子を動画に収め

る。 

４．撮影した映像を編集し、北斗市の観光ＰＲ動画を作成する。 

５．作成した観光 PR 動画を外国人を含む多くの人に見てもらい、動画の効果を検証する。 

完成品を北斗市に提出、活用依頼をする。 

 

＜年間スケジュール＞ 

勉強 

 

 

 

企画立案 

 

 

 

実地調査 

 

 

 

 

 

2015 年

10月 

道南地方の観光動向調査 

JTB の方に来校していただき、道南における外国人観光客の動向

を調査 

渡島総合振興局主催「観光商品作り実践勉強会 in江差」に参加 

11月 渡島総合振興局商工労働観光課の方に来校していただき、道南の

観光情報を収集 

どの市町村に焦点を当ててプロジェクトを実施するのかを検討 

企画書の作成 

12月 北斗市役所の観光課に企画内容の説明 

北斗市の観光調査 

2016 年

1月 

北斗市の観光調査 

地域プロジェクト中間報告会 

2月 活動無し 

3月 春休み打ち合わせ 
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ロケ 

 

 

編集作業 

 

総括 

北斗市役所の観光課に現状報告および協議 

実地調査 

4月 ロケ（トラピスト修道院、法亀寺しだれ桜、大野川、松前藩戸切地

陣屋跡、八郎沼公園、きじひき高原、北斗フィッシャリー） 

5月 ロケ（北斗フィッシャリー、HUIS-ゆい-） 

6月 編集作業およびアンケート用紙の作成 

7月 地域プロジェクト最終報告会 

8月 アンケート調査 

成果品提出 

 

＜プロセスと成果＞ 

 北斗市内の観光地 7箇所（トラピスト修道院、法亀寺しだれ桜、大野川、松前藩戸切地陣

屋跡、八郎沼公園、きじひき高原、北斗フィッシャリー）と新しい食事処 2箇所（北斗フィ

ッシャリー、HUIS-ゆい-）にロケ地を設定した。その後、メンバーの日本人学生と、留学

生とともに北斗市内でロケを実施した。ロケで収録した映像を使用して北斗市の観光 PR動

画を作成した。 

 

＜総括と反省、今後の課題＞ 

本プロジェクトでは「外国人観光客を視野に入れた観光情報の充実」と題し、北斗市の観

光 PR動画を作成した。外国人に向けたＰＲ動画を作成する上で、まずは北斗市の魅力を自

分たちが感じることが大切であると考え、実地調査を重ねた。また、JTB や渡島総合振興

局、北斗市役所の観光課の方々と情報交換をし、プロジェクトに生かした。さらに、ロケ自

体が初心者だったので、ロケをする上で基本となることについて、北斗市役所（観光協会）

の方に教授していただいた。ロケ本番では、留学生にも協力をしていただきながら無事に終

えることができた。 

 プロジェクトを実施する課程で、北斗市役所をはじめ関係各所への連絡など、慣れない作

業が続いた。しかし、社会人になるための訓練という面では、非常に貴重な経験になった。 

 今後は作成した北斗市 PR動画を北斗市民、外国人など、多くの人に見てもらいと考えて

いる。北斗市に魅力を感じたか、行ってみたいと思ったか、アンケートを実施し、PR動画

の効果を検証していく予定である。そして、その後ＰＲ動画を成果品として北斗市に提出を

する。 

 

＜地域からの評価＞ 

 作成した動画を見た地域の方から、以下のような意見・感想等を頂いた。 

・動画の説明文をもう少し詳しくしたほうがいい 

・DVDにして動画を貰いたい 
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・画面右上に北斗市だとわかるようにテロップを入れるべきである 

・外国人に魅力が伝わりそうである 

・もう少し動画を短くまとめてもよい 

 

＜メンバー一覧＞ 

教員：松田教男、菅原健太 

学生：佐々木岳、藤田翔平、大石翔平、大槻拓矢、佐藤麻耶、峯田香純、成田京香、 

岡部夕梨夏、長山美咲 

 

＜活動の写真＞ 

 

（北斗フィッシャリーでのロケの様子、右端が店員） 

 

 

（HUIS-ゆい-でのロケの様子、左端が店長） 





「函館とハリファックスの姉妹都市交流―その推進・改善策を探る」 

 

① 背景、目的、概要 

私たちのプロジェクトはカナダのハリファックス市と函館市の姉妹都市交流を活発にし、そこから地域

の活性化を図ろうという目的で活動してきました。背景としては、現在、函館市とハリファックス市の交

流が、もみの木を送ってもらっているだけでこちらから何もお返ししていないこと、函館にもハリファッ

クスにもお互いの協会はあり活動しているため、協会の方達の協力をいただいて私たちで何かしたいと思

った背景がありました。まず、函館市民がどれくらいハリファックスについて知っているのか、また市民

レベルでの交流は何かあるのかを調査し、その結果から活動内容をしぼって行きました。 

 

② 年間スケジュール表 

後期（2015年 9月から） 

10月 履修者決定。プロジェクト始動。 

22日 函館・ハリファックス協会役員会議参加 

24日 地球まつりの協会ブースのサポートと見学 

11月 情報収集期間インタビュー等）、パーティ準備 

18日 函館ハリファックス協会役員会参加 

12月 クリスマスパーティーでの発表準備、反省会 

5日 函館・ハリファックス協会クリスマスパーティー 

1月 中間発表準備 

24日 地域プロジェクト中間成果発表会 

前期（2016年 4月から） 

4月 市役所・図書館訪問、情報収集と企画の立案 

5月 企画の情報集め等 

21日 ロワジールホテルにて函館・ハリファックス協会総会と懇親会参加 

6月 企画の情報集め等 

セント・メリーズ大学の教授と連絡を取り始める 

   オールド・タウン・クロック視察 

   ハリファクス市の森を視察 

7月 最終発表準備 

   16日最終発表 

 

③プロセスと成果  



 まず本プロジェクトでは、これまでに行われてきた、函館とハリファックス間の姉妹都市交流事業を様々

な観点から調査し、その結果と改善点を探り、私たちでも実行可能な事業の考案をすることにしました。 

 まずひとつに、図書館を通した交流です。以前にも函館市中央図書館とハリファックス中央図書館との

本の寄贈を相互に行ったこともあり、私たちが函館市中央図書館と連携し、もう一度この事業を実施して

みようと考えました。しかし、以前にこの事業を行った時の結果から、本と本の交換だけだと、交流とは

言えないのではないか、という結論に至り、私たちは人と人の心が通った「生きた交流」を実施していき

たいと考えました。 

 それから「生きた交流」をコンセプトに、ハリファックス市にある、函館校と姉妹校提携をしているセ

ント・メリーズ大学の学生と SNS 等を通して交流をするという案を出しました。まずハリファックスの

人々に函館のことを知ってもらい、私たちはハリファックスのことをもっと知る必要があると考え、学生

同士でお互いの街の魅力を伝えあってみたらよいのではないかと考えました。さっそく実施しようと、セ

ント・メリーズ大学の教授とメールでコンタクトを取り、その教授にも関心を抱いていただいたのですが、

ちょうどカナダの学生たちは長期の学期間休暇中で本プロジェクトの間に実施することはできませんでし

た。 

 

④総括と反省・今後の課題 

 国を越えた交流事業ということで、私たち学生の力ではどうにも手が及ばない部分が多く、なかなか行

動に移すまでが難しかったように感じました。その中で、私たち若い世代にもできることを模索し、現代

社会において急速に普及する SNS等に目をつけ、私たちの長所を活かせるアイデアを生み出すことができ

たことはよかったと思います。ただし、反省点としてはそのアイデアを生み出すのに時間がかかってしま

ったということです。メンバーで集まって話し合いを行い、アイデアを出し合ってきたのですが、他の講

義等でうまく全員が集まることができなかったりした時が何度かあり、行動が遅くなってしまったことが

反省点として挙げられます。 

 今後の課題としては、まず今期にできなかった学生同士の SNS等を使った交流を行い、お互いの街のこ

とを知って、そこから発展して、その学生たちと話し合いをする中で、「生きた交流」をより深く進めてい

けたら良いと私たちは思います。 

 

⑤地域からの評価 

 今回、私たちのプロジェクトは主にお世話になった函館・ハリファックス協会の方々から「若者の視点

から姉妹都市交流を考えてほしい、そして何か活性化につながるアイデアを」という言葉をいただき、2015

年度後期から 2016年度前期の期間活動しました。 

 この期間で 2 度、函館・ハリファックス協会の会員の方々に活動報告を発表する機会をいただき、昨年

12 月のクリスマスパーティーの発表の際は、「現実問題として、実行可能かは別としていいアイデアがた



くさんある」、「SNSを活用するというアイデアは若者らしい」「アイデアの中から１つでもいいから、実行

に移し成果をあげてほしい」などといった前向きな評価を多くいただきました。 

 今年の 5月に行われた函館ハリファックス協会の総会・懇親会での発表に対しては、「ここまでの段階で

1つはアクションを起こしてみてほしかった」という厳しいお言葉をいただきつつも、「学生同士が交流を

するのは、非常にいいアイデア」、「ぜひ実行してほしい」といった私たちの活動に期待し、応援してくだ

さる声もたくさんいただきました。 

 7月に行われた成果発表会を見に来てくださった会員の方からは、「君たちの代での活動実行はかなわな

かったが、ぜひ次につなげてほしい。難しい問題にも一生懸命よく取り組んでくれた」というねぎらいの

言葉をいただきました。 

 大きな成果をあげることはこの 2 学期を通してできませんでしたが、私たちの活動に期待し応援してく

ださっている方々のためにも、私たちが土台をつくった活動が来期に実行され、成果を出せたらと思いま

す。 

 

⑥メンバー 

担当教員 杉浦清志 

生徒 加藤久瑠実 飯塚大貴 今堀颯紀 上山莉子 飯澤桃子 堀内聖澪 佐々木峻 斉藤唯 

 

 

 





外国人の目線で函館の国際化を考えるプロジェクト 

成果報告書 

 

１．プロジェクトの背景・目的・概要 

幕末から港町として栄えた函館は、今でも異国情緒あふれる街並みが残っていて、市内

に暮らしている外国人は 800 人以上に上ります。また函館市は 1989 年に「国際観光都市

宣言」を制定し、その中で「国際観光都市・函館」を宣言しています。確かに「観光都

市」としての函館の知名度は、国内でもトップクラスと言えます。しかし、「国際都市」

という尺度で見た場合、本当に国際的な街と言えるのでしょうか？日本人にとっても外国

人にとっても住みやすい街なのでしょうか？このような疑問から私たちはどうすれば外国

人にとって住みやすい街になるかを考えることが、函館の国際化には欠かせないことだと

考えました。そして、この問題の解決には、私たち日本人の意見ではなく、実際にこの街

で暮らしている外国人の意見が必要であると考え、外国人に直接インタビューをして、地

域の国際化を考えるという本プロジェクトを始めました。そして、直接外国人にインタビ

ューして出た意見をまとめ、報告書として函館市役所に提出することにしました。 

 

２．年間スケジュール 

 

Oct.2015 Nov. Dec. Jan.2016 Feb. Mar. 

・北海道国際交流セン

ター（HIF）訪問 

・市役所訪問 

     

      

Apr. May. Jun. July. 

  ・インタビュー集

計 

・まとめ作業 

・報告書の執筆・

作成 

・地域の外国人市

民と交流会開催 

・市役所に報告書 

提出 

・市役所との意見

交換会 

 

３．プロセスと成果 

インタビューの方法としては、留学生、外国語教師、一般社会人など函館市内および近

郊に住む外国人に直接アポイントメントを取り、書面アンケートと口頭でのインタビュー

インタビュー活動 

インタビュー活動 



を実施しました。書面アンケートでは、日常生活で不

便に感じること（言葉、交通、生活上の手続きなど）

の項目を挙げてもらうものから、「函館の人はフレンド

リーか」、「住みやすいか」などについて聞く項目を用

意しました。口頭インタビューでは「函館の魅力は何

か」、「街に活気があるか」、「国際的な街か」、「国際化

するためには何が必要か」などについて聞きました。

全部で 71 人、20 の国・地域の方にインタビューで

き、函館で暮らしている外国人の視点から函館の国際

化について考えることができました。調査の結果、

「函館は住みやすいか」という質問に対しては、約 9

割の外国人の方が「はい」と答えたのに対し、「国際

的な街かどうか」という質問に対しては、約 6 割の方

が「いいえ」と答えました。一見、矛盾しているよう

に見えますが、私たちは「函館の人はフレンドリーだ

が、オープンではない」と答える外国人が多いことに着目しました。函館の人は親切だ

が、外国人に慣れておらず、あまり開放的ではなく、それが国際化の妨げになっていると

いうのが私たちの分析です。多くの外国人からは「函館の人たちは伝統を守り、保守的で

チャレンジ精神に欠けている」という意見も出ました。こうした声がある一方で、日本人

市民との交流を望む外国人が多かったのも事実です。そこで私たちは外国人と日本人市民

の交流の場が必要と考え、「多文化共生・円卓会議」の創設を市役所に提案しました。函

館が国際化するには外国人の意見が重要であるという観点から、外国人市民、市職員、そ

して一般市民が一緒になって函館のこれからを語り合うというのがこの会議の狙いです。 

 

４．総括と反省・今後の課題 

当初私たちのプロジェクトは、外国人 100 人にインタビューするという目標を立てまし

た。しかし、実際には 71 人と 100 人には及びませんでした。実際にやってみると、外国

人に直接アポを取るということは、想像していた以上に難しく、とても大変でした。た

だ、後半は積極的にアポを取ることによって短期間で多くの外国人にインタビューするこ

とができました。しかし、外国人ということで英語を使ってインタビューするということ

も多くありました。その時に上手に質問の意図を伝えられないということもあり、もっと

時間をかけ準備することが必要だと感じました。また、調査結果をまとめる作業は想像以

上に時間がかかり、まとめやすい項目をはじめに吟味すること、まとめ作業に入るために

インタビューを早めに終わらせる必要があるとも感じました。今後もこの活動は私たちの

後輩が引き継ぎ、100 人を目指して継続していくので、今回の活動で学んだことをしっか

りと伝え、サポートしていくつもりです。 



５、地域からの評価 

このプロジェクトを通じ、私たちは地域の外国人市民と交流を深めることができまし

た。7 月にはインタビューを通じ、知り合った函館にある日本語学校「日本国際語学アカ

デミー（JILA）函館校」の学生たちと交流会を行いました。フィリピンやインドネシアな

ど、東アジアの若者が多く、みんなでお好み焼きやたこ焼きをつくり、色々な話をしまし

た。また市役所を訪問、市の総合計画を担当する「総合計画策定庁内ワーキングチーム」

と意見交換会も開きました。このチームは計画策定に向け調査研究を行い、新規の政策を

検討していますが、こうした職員の前で外国人インタビューの結果を報告したことは大き

な励みになりました。この場で、私たちは函館に住む若者として、一人ひとりがしっかり

と意見を言うことができたと思っています。国際化のためには私たちのような若者の意見

が必要なのだと感じることができました。プロジェクトの報告書は、市役所の方からもよ

くできているとの感想をいただき、総合計画策定の参考にしたいとの言葉もいただきまし

た。 

本プロジェクトについては北海道新聞が大きく報道してくれたほか、地元ラジオ局の

「ＦＭいるか」やコミュニティ雑誌「@h」も取り上げてくれるなど、地域の話題になり、

一定の評価を受けたと考えています。この企画ができたのも、地域の外国人市民の協力が

あったからこそで、インタビューに応じてくれた方々に改めてお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 

市役所での総合計画チームとの意見交換会   JILA との交流会 

 

6.メンバー一覧 

・プロジェクトメンバー 

相澤真、江戸美莉亜、神田七洋、清野明佳、白幡碧、武田紗妃子、内藤育朗、三村真凜 

（北海道教育大学函館校・国際協働グループ３年） 

・担当教員 

藤巻 秀樹（北海道教育大学函館校教授） 

 

                     





2016年 8月 28日提出 

「道南地域のユニバーサル化プロジェクト」報告書 

 

Ⅰ 背景・目的・概要 

 2006 年より北海道北斗市において開催されている北海道ユニバーサル上映映画祭は、上

映作品に音声ガイド、日本語字幕、ミュージックサイン（以下、総称する場合はガイドと記

載する）を付けて上映する映画祭である。 

 本プロジェクトの目的は、学生がこの北海道ユニバーサル上映映画祭の運営スタッフと

して主体的に関わることでユニバーサルデザインの考え方、地域の現状・課題を理解し、課

題の解決を図っていこうとするものである。また、企画・運営に関わったことで得た経験や

学びを踏まえて、問題解決を目的とした組織運営の在り方を学ぶことである。 

 私たちが取り組んでいるプロジェクトは、「年齢の老若、障害の有無、言葉の違いに関わ

らず誰もが必要とする場所・施設や情報に容易にたどりつき利用できる」というユニバーサ

ル化に向けた 1 つの試みを実践している北海道ユニバーサル上映映画祭に関わるプロジェ

クトである。ユニバーサル上映映画祭では障害の有無にかかわらず誰もがともに参加でき

るよう、映画作品にガイドを付けることによって、誰もが様々な形で映画を楽しみ、感動を

分かち合うことができる環境を用意している。また、多目的トイレが完備された段差のない

会場を使用し、中央席部分に車いすスペースを設けるほか託児所サービスも行う。そのほか

にも、会場で配るパンフレットには点字表記のものや文字を拡大したものも準備し、司会進

行には必ず手話と文字通訳、ガイドスタッフを揃え、実施をしている。 

 

Ⅱ 年間スケジュール表 

 

日程 内容 会場 

2016年 6月 19日 七飯上映会 七飯町文化センター 

2016年 8月 5日〜7日 第 19回日本福祉の 

まちづくり学会全国大会 

函館アリーナ他 

2016年 8月 5日 市電シネマ 函館市電らっくる号 

2016年 9月 24日、25日 映画祭 北斗市総合文化センター 

かなで〜る 

2016年 11月 27日 函館上映会 函館市総合福祉センター 

あいよる 21 

・毎月第 2水曜日または木曜日…実行委員会（教育大学内講義室） 

・毎月第 4月曜日…事務局会議（カフェやまじょう） 

 



Ⅲ プロセスと成果 

・毎月第 2水曜日（木曜日に変更）に行なわれる実行委員会への参加 

・事務局会議への参加 

・週 1回、学生での話し合いを実施 

・第 10回北海道ユニバーサル映画祭函館上映会（2015年 11月）への参加 

・中間発表 準備・発表 

・第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会（2016年 6月）への参加 

・第 11 回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会（2016 年 6 月）で行われたトークセ

ッションへの参加 

・北海道教育大学函館校地域プロジェクト最終発表会（2016年 7月）準備・発表 

以上を踏まえ、実行委員会で得られる情報や映画祭の参加経験を活かし、第 11回ユニバ

ーサル上映映画祭函館上映会（2016年 11月）へ向けての企画・運営準備を進めていく。今

後目指す成果としては、この函館上映会の開催にあたっては、「障害」について知る機会を

設け、「障害者」への理解を深めたい。 

 

Ⅳ 総括と反省・今後の課題 

 はじめに総括と反省である。1 つ目は、今回は SNS での宣伝を積極的に行ったが、ポス

ターやチラシなどの紙媒体の宣伝がうまくいかなかったという点である。これは今後、特に

学生が主体となり実施する第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会では、学生間

で担当するエリアを決め、ノルマを設けてポスター貼りやチラシ配りを行うことで解決し

ていきたい。2つ目は、当日の役割によってプロジェクトメンバーの仕事量に差が生じてし

まったことである。たとえば、第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会では字幕

係が忙しく、逆に人数の多い会場設営係は仕事がすぐに終わってしまった。この解決方法に

ついては、各係が仕事内容を把握し、時間に余裕が出来たら担当外の仕事でも積極的に手伝

いに回ることが挙げられる。 

 次に、今後の課題である。本プロジェクトは現在も継続中であり、11月 27日に開催され

る予定である第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会の反省までを含めると、年

内いっぱいが本プロジェクト 1 期生の活動期間となることが見込まれる。よって、以下で

は今後のスケジュールに沿って課題や目標について記す。 

＜第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭＞ 

日時：2016年 9月 24日（土）、25日（日） 

会場：北斗市総合文化センター かなで～る 

内容：中島良監督作品『なつやすみの巨匠』（2015 年、オフィスアッシュ）、諏訪淳監督作

品『南部杜氏』（1988年）、早瀬憲太郎監督作品『生命のことづけ～死亡率 2倍 障

害のある人たちの 3.11～』（2013年、イメージ・サテライト）、本広克行監督作品『幕

が上がる』（2015 年、ティ・ジョイ）を上映し、中高生ワークショップを実施する。 



＜第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会＞ 

日時：2016年 11月 27日（日） 

会場：函館市総合福祉センター あいよる 21 

内容：河瀨直美監督作品『あん』（2015年、エレファントハウス）を上映し、その後来場客

の障害理解が深まるような企画を予定している。企画内容についてであるが、現段階

では、それぞれ専門の異なるコメンテーターを数名呼び、来場者から映画やユニバー

サルに対する感想・意見を集め、それに対してコメンテーターが発言していく参加型

の企画を考えている。 

備考：今回の函館上映会では若者（特に学生層）の来場者数を増やすため、立地や上映作品

をプロジェクトメンバーで吟味した。その結果『あん』を上映する運びとなったが、

現状では上映権料を賄うことが大きな課題となっているので、それをどのように解

決するかを最優先に話し合う。 

 

Ⅴ 地域からの評価 

 第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会の来場者からは、下記の意見が寄せら

れている。 

・「今後も続けてください」 

・「もっと多くの人に知ってほしい取り組みです。海外作品を見たいです」 

 ・「とても良いものを見せていただき、勉強になりました」 

 ・「みなさまのご活躍に拍手をおくります」    など。（アンケート結果より抜粋） 

 以上より、上映会来場客からの感想や意見は肯定的なものが多いと言える。しかしながら、

アンケートはすべての来場者から集計しているものではないので、今後はより多くの来場

者から感想や意見を得てその次の企画につなげていく必要がある。来場客が増えることで

それまでとは違う視点からの意見が出るようになり、本プロジェクトの発展につながるの

ではないかと考える。 

 

Ⅵ メンバー一覧 

担当教員：廣畑圭介、山岡邦彦 

国際協働グループ：4044 伊藤有香、4059 五十嵐祐子、4065 広瀬るな、4066 佐藤匡史郎、 

4071小原晴夏、4074鎌田大夢、4080山田莉紗子 

地域政策グループ：4207西山菜花、4212舘農麻友、4221小山田俊、4232佐々木悠、 

4237蛯澤優一、4242鈴木満梨奈、4248宮川雅世、4280大山莉奈 
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