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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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