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1. はじめに 

私たちが行った地域プロジェクトは、「外国にルーツを持つ児童・生徒への日本語学習支

援プロジェクト」である。主にこの報告書では、一年間を通して行ったプロジェクトの内容

と成果について述べる。 

 

2. 背景・目的・概要 

現在、外国にルーツを持つ児童・生徒への日本語教育は日本語教育の領域における大きな

課題の一つとなっている。そして、函館の小学校・高校においても日本語学習支援を必要と

している児童・生徒が存在する。そのため本プロジェクトでは、以下の三点を目的として活

動を行った。 

（１）児童・生徒の日本語能力の向上 

（２）実施者の日本語教育実践 

（３）地域の教育機関との連携 

プロジェクトの概要は、支援を必要としている児童・生徒への日本語学習指導と、外国人

児童・生徒の受け入れに関する、函館市の教育機関向けのガイドブック作成である。日本語

支援の対象者は、韓国出身の４年生の男子児童と、カナダ出身の定時制４年（当時）の男子

生徒である。 

 

3. 年間スケジュール 

表１ 年間スケジュール 

 



表１は、１年を通しての活動内容について、記載している。昨年後期は、東山小学校と中

部高校に週１回訪問し、日本語支援を行った。２月に中部高校での支援が終了したため、評

価アンケートをメンバーで作成し、対象者からの回答を得た。今年度前期は、引き続き東山

小学校の日本語支援を主として行った。それに加えて函館市における教育機関向けのガイ

ドブック作成を行った。ガイドブック作成にあたり、６月には子供の日本語教育に関するイ

ンタビューも行った。 

 

4. プロセスと成果 

本プロジェクトでは、東山小学校と中部高校の 2校で日本語支援を行った。 

まず、東山小学校の対象者と活動内容について述べる。対象者の日本語レベルは、生活言

語においては問題なく使うことができるが、学習言語の面では多少の困難を感じていた。そ

こで、東山小学校では授業中の日本語支援に加え、教科書の音読や、誤用が見られた文法を

メンバーが作成した教材を使用して学習した。例えば、テ形の動詞の活用や目的を表す「た

めに/ように」の使い分けを学習した。最後に、今までの活動の包括的な成果物として新聞

を支援対象者が中心となって作成した。それらの対象者の成果として、まだ学習していない

文章を音読することで予習ができた。また、接続詞を使った長い文章を書けるようになった。

さらに、対象者の学習理解や、苦手分野を判別し、適した教材を提供することができた。 

 次に、中部高校の対象者と活動内容について述べる。対象者が受けていた高校の授業はす

べて日本語で行われているが、対象者の日本語能力は上達していなかったため、授業につい

ていくのが難しいのではないかと感じた。その状況を少しでも改善するための支援を行っ

た。対象者の日本語は入門レベルで、簡単な日本語での会話はできるが、「書く」「読む」能

力は、ひらがなでも厳しいところがあった。具体的に実際に行った内容は、対象者の日本語

レベルに合わせた言葉を使った会話練習やリスニング練習である。日本語指導というより

は、対象者に日本語に触れる機会を増やそうという考えで、対象者が興味を持つような教材

を提供した。そして、簡単に解くことができるものから始めることでモチベーションを保つ

ことができた。 

 以上の外国人児童生徒への日本語支援の経験を通して、教育現場における日本語指導の

参考になるよう、日本語習熟度別の授業展開に関するガイドブックを作成した。すでに一部

の市町村では、学校教育において外国人児童生徒への対応がマニュアル化されており、函館

市においても外国人への日本語学習の機会がある程度確保されている。ガイドブック作成

にあたり、既に行われている日本語支援の周知や情報の共有を目的とし、事前知識や経験が

なくても、日本語指導の全体像がつかみやすくなるよう工夫した。 

 

5. 総括と反省・今後の課題 

 一年間の東山小学校の対象者への支援を通しての総括としては、小学校高学年に上がる

うえで必要になる、日本語の長い文章を書く力の向上を図ることができた。しかし、対象者



への授業外の支援の時間が短いため、その中でどのように効率よく支援できるかというこ

とが課題である。 

 中部高校への支援は半年間であったが、日本語を使用してのコミュニケーションに困難

を感じながらも、継続して日本語を使用する場面を与えられた。支援終了時に答えてもらっ

たアンケートから、本人に満足してもらえる支援ができた。 

 ガイドブック作成を通じて、改めて認識したことは中高生に対する日本語指導の難しさ

である。外国人生徒の扱いには、日本語指導以外にも複雑な問題が多数存在する。臨界期を

過ぎ、自然と日本語が上達する可能性が低いため、コミュニケーションが上手くいかず、教

室内での孤立を招きやすい。精神的にも不安定な時期にあるため、対人関係を構築できない

まま青年期を過ごす場合が珍しくない。日本語教育が単なる言語教育の一環ではなく、社会

的な意義を有していることを学習できた点が、ガイドブック作成の成果であるといえる。 

 

6. 地域からの評価 

 

JTS函館日本語教育研究会 

外国にきて不安な日々を送っている子供たちにとって日本語を一緒に勉強してくれる人

がいることは何より心強いと思います。皆さんの活動に対する思いが、函館で生活する外国

の方々の心の支えになっていくといいですね。我々も頑張っていこうと思います。 

 

函館中部高校定時制 

対象生徒が特殊な事情を抱えていることは理解していましたが、教員に通常業務以上の

負担をかけることができませんでした。そのような中、毎週日本語支援に学生が赴いてくれ

たことは対象生徒の指導上、大変ありがたかったです。回数が限られていたため、劇的な変

化というわけにはいきませんでしたが、様々な人と交流を持てたことは、本人にとっても貴

重な経験であったと思います。 

 

函館市立東山小学校 

対象児童に日本語学習の機会が保障され、充実した学習内容となりました。学級担任だけ

では、個別の支援が難しいため、非常に助かりました。担当頂いた学生さん達は明るく親身

になって接してくれたので、対象児童も毎週の訪問をとても楽しみにしていました。一年間

を通して前向きに学習でき、効果が上がっていると思います。 

今後の課題は、対象児童の日常会話力がある程度向上する一方、その慣れが語彙の習得等

の弊害になることが考えられます。外国人児童は、日本の生活習慣と日本語の両方を学ばな

ければいけません。加えて、来年度は高学年になることもあり、各教科に対応した難しい語

句もでてきます。しかし、教員にとって、日常会話だけでなく、学習内容も日本語で理解し

ているかを見極めることは難しいことです。 



ぜひ今後も、日本語支援の知識と経験をもつ学生の皆様にプロジェクトの継続とご協力

を願えたらありがたいです。 
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1． 概要・目的・背景 

1.1概要 

本プロジェクトは函館市及び函館近郊の方言に対する意識と言語景観について調査する

というプロジェクトである。函館近郊方言についての観光客向けアンケートと地元(函館近

郊)の人向けアンケートを制作・実施した。アンケートの結果を踏まえて地元の人と観光客

の好きな方言のランキング付けも行った。また言語景観の調査としては青森駅周辺の言語

景観の調査、函館駅周辺の言語景観の調査を行った。 

1.2目的 

本プロジェクトの目的は、函館近郊の地域の人と観光客の方言に対する意識の違いを明

らかにすることである。また青森駅周辺と函館駅周辺の言語景観を比較する。そして地元の

人と観光客の好きな方言を明らかにし言語景観への応用を提案することで今より方言を活

かすことによって、函館の観光産業を活性化させることを目的としている。 

1.3背景 

函館が位置する道南の方言は、青森県、岩手県、秋田県の影響が大きく、特に、青森県の

方言の影響が強い。しかし、函館に強い影響を与えている青森県では、看板や店に並ぶ商品

のラベルなどの言語景観に方言が多く用いられているのに対し、函館ではあまり見られな

いように感じる。その原因として、函館の人々の方言に対する意識が薄いことが考えられる。 

 

2． 実施日程 

  2016年度後期 2017年度前期 

日程 10月：オリエンテーション、

勉強会 

4月：観光客向けアンケート制作 

  11月：方言リスト作成 5月：アンケート実施(五稜郭タワー)、言語景観調

査(青森駅周辺) 

  12 月：アンケート作成、言

語景観調査 

6月：言語景観調査(函館駅周辺) 

  1月：アンケート実施(継続)、

中間発表 

7月：アンケート集計、最終発表 
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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、前期に言語景観についての基礎知識を学習し、地元の人向けアンケ

ートの作成・実施を行った。 

 地元の人向けアンケートの作成では①年齢・性別②函館近郊方言へのイメージ（かわいい、

おもしろい等）③函館近郊方言への意識（とても好き、好き、嫌い、考えたことがない）④

函館近郊方言を使用した言語景観をみたことがあるか⑤好きな方言語彙の選定という項目

を作成した。その後アンケートを行った結果、地元の人は函館方言に対しておおよその人が

プラスのイメージを持っていることが明らかになった。しかし「乱暴だ」と答えた人も多く

いた。方言への認識の項目では、地元民の約３割が「考えたことがない」と回答した。 

 また、好きな函館近郊方言をランキングした。その結果以下のグラフ 1のように、代表的

な北海道方言が上位を占める結果が得られた。 

 このアンケートより地元の人の函館近郊方言に対する意識・イメージ像が明らかになっ

たのが主な成果として挙げられる。 

 

 3.2後期のプロセスと成果 

 後期には地元の人向けアンケートに続き観光客向けアンケートを行い、函館近郊方言に

対する認識、好きな方言語彙を調査するというプロセスでプロジェクトを実施した。また、

函館近郊に位置する青森県の青森駅周辺と函館駅周辺（朝市含む）の言語景観調査を行い比

較した。 

 地元の人と観光客へのアンケート内容は③以外同じ項目で調査した。その結果、観光客の

函館近郊方言に対するイメージは地元の人同様プラスのイメージを持っていることが明ら

かになった。 

 また函館と青森の言語景観調査では、函館は青森より多言語表示は多かったが、方言言語

景観においては少ないという結果が得られた。 

 前期・後期の調査を通して見た結果、地元の人も観光客も函館近郊方言に対してプラスの

イメージを持っていること、好きな方言語彙ランキングの上位は以下グラフ 2 のように地

元の人も観光客も似たような語彙を選んでいたこと、観光客の「もともと知っていた方言」

と「好きな方言」には深い関連性があることなどが成果として挙げられる。 
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グラフ 1                 グラフ 2 

 

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近郊方言についてのアンケートを制作・実施した。また言語景観

については、実際に函館駅や青森駅などで言語景観の調査を行った。反省としては、プロジ

ェクトを進めるうえで調査の連携先の開拓が遅れてしまったこと、アンケートやポスター

制作の際の作業分担が曖昧な箇所があったこと、作業の取りかかりが遅くなってしまった

ことが挙げられる。メンバー間の連携をより密にする必要があった。 

4.2今後の課題 

本プロジェクトでは函館近郊方言のアンケート調査や函館・青森の言語景観調査を行っ

たが、今後は本プロジェクトで行った調査を活かして具体的な地域貢献に向けた方向性を

決めて、調査結果からさらに形に残る成果をあげるべきではないかと考える。今回方言の具

体的な活かし方として、商品化という案が挙がったので、今後はそのような視点から地域の

活性化に携わっていきたい。 

 

5． 地域からの評価 

本プロジェクトの地域からの評価は、「方言を観光に生かすことで得られる効果が果たし

てあるのか」という意見が挙げられることが多かった。これに対しては、方言を商品ラベル

や交通看板に利用した際の影響・効果を測り、方言を利用した商品の開発・看板や掲示物の

作成などの実現へ向けた取り組みを今後行っていく必要があると考えられる。 

また、函館駅・金森倉庫周辺と新青森駅・青森駅周辺での調査において、方言を利用した

商品や看板・ポスターがどれくらいあるのか比較した結果からは、「『なまら』とか代表的な

もの以外は確かに商品とか宣伝にも使いにくいだろうし、やはり青森と比べると函館はそ

ういうのが少ないのが歴然と分かる」という意見もあった。 

面白いプロジェクトとの声や、方言の面白さを改めて実感するとの声をいただき、関心を

持ってもらうことができたと感じる。函館新聞にも取り上げられ、ある程度認知されたプロ

ジェクトであったように感じられる。 





ブックトークの様子 教育大学特設コーナー 

読もうぜ、本！―市立函館高校読書活性化プロジェクト― 
 

背景・目的 

 全国学校図書館協議会の調査(2015)によると、全国的に小学校(月平均 11.4 冊)、中学校

(4.2 冊)、高校(1.4 冊)と次第に月平均読書冊数が減っていく傾向があることが分かっていま

す。この現状を踏まえて私たちのプロジェクトでは、依頼があった市立函館高校の生徒の

読書冊数を増やし、読書活性化を目指す活動を行いました。 

 

概要 

 2016 年 12 月に読書をしない原因を特定するためのアンケートを実施しました。その結

果をもとに活動内容を考え、図書館とクラスで活動を行い読書の活性化を目指しました。 
 

スケジュール 

2016 年 10 月 小中高生の読書離れの現状を全国学校図書館協議会の調査(2015)を

用いて調べる。 
 12 月 読書をしない原因を特定するためアンケートを作成・市立函館高校

にて実施 

2017 年  1 月 アンケートの集計及び考察 

  5 月 リクエスト収集用のアンケートを市立函館高校にて実施・集計 
  6 月 活動実施、その後活動結果確認用のアンケートを市立函館高校にて

実施・集計及び考察 

※ 以下１２月に実施したアンケートを１２月アンケート、５月に実施したアンケートを 

５月アンケート、６月に実施したアンケートを６月アンケートと称する。 
 

プロセスと成果  

Ａ.図書館での活動 

１２月アンケートの結果、市立函館高校の 189 人（全校生徒の 21％）の生徒が「図書館

に読みたい本がない」という不満を持っていることがわかりました。それを解消するため

に、生徒からリクエストされた本を購入し、特設コーナーに設置しました。今まで高校が

リクエストを聞く手段は、図書館にリクエストボックスを置くという方法をとっていまし

た。しかしそのリクエストボックスを利用する生徒は少なく、毎月 3 冊程度しか購入しま

せんでした。一方、私たちのプロジェクトでは全校生徒にアンケートを行うことで多くの

生徒からリクエストを聞き、生徒からリクエストされた本を合計 32 冊、1 人しかリクエス

トしなかった本を含め購入し、設置することにしました(元々図書館に設置している本、図

書館に不適切だとされる本を除いて)。 

ただ本を設置するだけではなくその本をより読んでもらうために、ＰＯＰ(本の内容を紹

介するカード)を作り、ブックトーク(口頭で本の魅力を紹介する活動)を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     特設コーナー            ブックトーク 



館内マップ 図書館便り 

また、合計 50 人（全校生徒 6％）の生徒が「本が探しにくい」という不満を持っている

こともわかったので、館内マップを製作・設置しました。 

そして、これらの活動を生徒に知ってもらうため、図書館便り号外版、ポスター、校内

放送による広報活動を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     館内マップ               図書館だより 

 

図書館で行った活動全体の結果として、活動実施期間中の図書館利用者数は全学年 34

人(全校生徒の 4％)、設置した本の貸し出し冊数は 7 冊と、あまり良い結果は得られません

でした。しかし、６月アンケートでは、654 人（全校生徒の 75％）の生徒が「今後もリク

エスト本を設置してほしい」と回答し、また、活動内容を見てくれた人たちから多くの高

評価を得ることができました。 
 

図書館での活動内容に高評価だった生徒の割合 

特設コーナー    89％ 館内マップ 77％ 

図書館便り号外版 86％ ポスター   84％ 

 

B.クラスでの活動 

 １２月アンケートの結果、91 人

（全校生徒の 10％）の生徒が「図書

館への移動が面倒」という不満を持

っていること、189 人（全校生徒の

21％）の生徒が「読みたい本がな

い」という不満をもっていることが

わかりました。この両方の課題を解

消するために、図書館への移動が面

倒な人に本を読んでもらうことを目

的として、学級文庫(各クラスにある、クラスの生徒が自由に本を読んでよい本棚)へリク

エスト本を購入し設置しました。また、設置した本をより読んでもらうためにブックトー

クを行いました。これらの活動は５月アンケートで集計した月合計読書冊数がもっとも低

い３クラスで行い、実施していないクラスと比較を行いました。 

 クラスでの活動の結果、右の図の通り実施３クラスの 1 ヶ月に換算した合計読書冊数

が、未実施クラス平均と比べ特に増加しました。さらに、活動自体も好評価でした。 
 

クラスの活動内容に高評価だった生徒の割合 

リクエスト本の設置          92％(99 人) 

ブックトーク             91％(98 人) 

 
 
 



総括と反省・今後の課題、提案 

今回活動の成果から以下の反省とそれに対する今後の課題、提案が考えられました。 

1 図書館で行った活動は、貸出冊数と図書館利用者数増加にはつながらなかったが、活

動自体に関する生徒の満足度は高いという結果になった。今後の課題として図書館で

の満足度が高かった活動をより効果的な形で行うことが必要だと言える。 

2 クラスで行った学級文庫の充実は、読書冊数向上に効果的だった。生徒にとって身近

な学級文庫にもリクエスト本を取り入れることは今後も継続していくと良い。 

3 リクエスト本の設置を図書館とクラスの両方で行ったことは生徒に好評だった。図書

館に来ない生徒のリクエストを知るために全生徒を対象にアンケートを行い、リクエ

ストが被らなかった本も多く追加することで、幅広い層の読書冊数向上に繋がると言

える。 
  

地域からの評価 

活動を行った市立函館高校の図書館担当教員の方から、以下のような評価を頂きまし

た。 

≪良かった点≫ 

・行った活動は図書館の改善や生徒の読書活動を促すもので、その後の学校での図書活

動や関わる生徒、教職員に影響を与えることができるものだった。 

・活動によって図書局の生徒及び図書館の担当者の意識が変わり、ちょっとした工夫で

生徒の読書活性化も可能であることにも気づかされた。 

 ≪改善点≫ 

 ・本の設置や広報活動について、期間が短いように感じた。高校側の行事などを事前に

確認しもう少しスケジュールを調整すべきだったのではないか。 
 

メンバー一覧 

 学生 阿曽巧実  春日京佳  川口諒  山田有紗 

 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 

哲学カフェとは、1990年代にパリを発祥の地として職業や地位など肩書き関係なく、自由に

議論や対話をする場のことである。現在では、日本全国の地域や大学で哲学カフェが開催されて

おり、知名度も徐々に高くなっている。しかし、函館ではほとんど行われておらず、知名度も非

常に低いというのが現状である。そこで本プロジェクトでは、哲学カフェを通して地域との交流

を深めることを目的とし、普段は深く考えることや、話すことのないような事をテーマに設定

し、議論する場を作り出すことにした。第一回目のコンセプトは、大学内イベント（ウィンター

フェス）での開催ということもあり、子供から老人まで多くの集客を見込むことができたため、

老若男女誰もが参加し楽しむことのできる場というものだった。一方、第二回目のコンセプトは

単独開催で開催日時も夜に設定したということもあり、20～30代の若者を対象に絞りテーマに

ついても第一回目より専門的な内容を多く取り入れた。全体を通してのコンセプトとしては、人

の話は最後まで聞き、相手の意見を否定せずに、一人一人異なる多様な意見や考え方を知ること

である。 

2. 年間スケジュール表 

【後期】 

10月 6日～10月 20日 哲学カフェについて基本的知識を学ぶ 

10月 27日 コンセプト決定 

11月 10日～17日 広報活動準備(ポスター・チラシ作成) 

11月 24日 お菓子の依頼先決定 

12月 1日～12月 8日 テーマ厳選、確定 

12月 13日 広報活動(ＦＭイルカ出演) 

12月 15日 リハーサル、リハーサルの反省 

12月 17日 哲学カフェ実施 

12月 22日～ 反省、中間成果発表会に向けての準備 

1月 21日 中間成果発表会 

【前期】 

4月 7日 哲学実施日決定 

4月 14日～4月 28日 コンセプト・テーマ決定 

5月 12日～5月 26日 広報活動準備(ポスター・チラシ作成) 

会場決定 

6月 2日～6月 9日 ファシリテーションについて学ぶ 

6月 16日～6月 23日 リハーサル、リハーサルの反省 

6月 26日 哲学カフェ実施 

6月 30日～ 反省、成果発表会に向けての準備 

7月 15日 成果発表会実施 

7月 21日～7月 28日 成果報告書作成 



 

3. プロセスと成果 

（１） プロセス 

 ２０１６年度後期については、私達自身も初めて哲学カフェを開催するということで、函館市

にあるもう一つの哲学カフェである「哲学ジャム」に参加し哲学カフェについて学び、どのよう

に運営していくかを話し合った。次に各開催時のコンセプトに合わせて、テーマを設定してから

SNSアカウント、フライヤー、ポスター、を作成して広報活動に取り組んだ。以上が哲学カフ

ェ開催までのプロセスである。 

（２） 成果 

 哲学カフェ当日は、各回とも目標として設定した集客人数を超える方に集まっていただき、哲

学を楽しんでもらうことができた。本プロジェクトが目標とする、地域に住民が気軽に楽しんで

交流する場を作るということを達成することができた。年齢層や性別、境遇も異なる人たちがそ

れぞれの考えを話し合うことで、それぞれに新たな気づきや、人生の指針となる言葉を聞くこと

ができたという感想までいただく結果となった。 

 

4. 総括と反省・今後の課題 

 総括としては、二期にわたった本プロジェクトはこの函館という地域に対して、住民が気軽に

交流できる場を提供することに成功したといえる。根拠としては、集客があったことと、哲学カ

フェ開催時に参加者に協力していただいたアンケートの中で、本プロジェクトに対する前向きな

意見を数多くいただけたことである。また来たいという声も上がったことから、今後も哲学カフ

ェを開催することで、地域に貢献し続けるという可能性を感じることができた。 

 

5. 地域からの評価 

質問項目 第一回目(32人中) 第二回目(16人中) 

また来たいと思ったか 32人 15人 

楽しかったか 32人 15人 

進行の度合いは良かったか 30人 13人 

時間配分は適切だったか 26人 11人 

哲学カフェの趣旨を理解できたか 27人 14人 

テーマの量は適切だったか 30人 14人 

哲学カフェをどのように知ったか 

SNS 2人 

ポスター 6人 

ビラ 4人 

ラジオ 1人 

知人から聞いた 13人 

その他 6人 

 

SNS 5人 

ポスター 9人 

知人から聞いた 9人 

その他 1人 

 

面白かったテーマ 

・生まれ変わったら何になり

たいか 

・トロッコ問題について 



・優しさって何？ ・盲目の人に空の色を教

えるためにはどうする？ 

哲学カフェの印象 
・楽しい 

・面白い 

・出会いがある 

・色々話せて楽しい 

今後やってみたいテーマ 
・愛とは 

・幸せって？ 

・生と死 

・戦争は善か悪か 

感想 

・もう少しいたかった 

・お菓子と飲み物が良かった 

・楽しい会話ができた 

・また来たい 

・人の意見が聞けていい 

・楽しく過ごせた 

 

６．メンバー一覧 

本間照造 森なるみ 神内瑚伯  齋藤治 大塚麻由  

小笠原李那 今野流星 木村有希 小林夏海 

 

 





地域プロジェクト成果報告書 

函館・道南地域のエネルギー政策を考える 

 

① ＜背景・目的・概要＞ 

前期：私たちの地域プロジェクトでは、エネルギーをテーマとした「夜景列車」の取り組

みを紹介する。イベント運営について勉強するため、いさりび鉄道を利用した際、道南い

さりび鉄道株式会社と共同でイベントを実施することになった。「夜景列車」とは列車内の

電気を消して走行し、夜景を楽しむ企画で、乗客に省エネルギーの大切さを感じて頂くこ

とも目的としている。私たちは、ライトダウンをテーマとした手作りカードを乗客に配布

し、省エネルギーの重要性を伝えた。 

 

後期：今回私たちは地域プロジェクトに基づき、青森県にある大間原発に焦点を当てた。

もし、事故が起きた場合、函館にも影響が及ぶことから函館市が国と J-POWER に対し、

訴訟を起こし反対集会もたびたび開かれており、エネルギー政策に関心を向ける機会にな

ると考えたからだ。もし自分の街に原子力発電所が出来たらと考えることで原発だけでは

なく様々なエネルギー政策について多くの人が興味関心を持ってもらうことを目的とする。 

 

② ＜年間スケジュール＞ 

２０１６年１０月１３日 地域プロジェクト始動 

     １０月１７日 函館市市長会連合会 大間原発建設凍結市民集会 

     １０月２７日 北斗市かなでーる ゴスペルライブ 

     １１月１０日 １０月１７日、２７日の反省 

     １１月１５日 函館市市役所訪問 

     １１月１７日 東京防災・市民生活のしおりまとめ 

            夜景列車について話し合い 

     １１月２４日 道南いさりび鉄道株式会社の方来校 

     １２月１日  道南いさりび鉄道株式会社訪問 

     １２月８日  クリスマスカード作成、リハーサル 

     １２月９日  夜景列車 イベント当日 

     １２月１５日 道南いさりび鉄道株式会社の方と反省会 

     １２月２１日 大間原発訪問 

     １２月２２日 中間発表の話し合い 

２０１７年 １月２１日 中間発表 

      ４月１４日 映画鑑賞 『六ケ所村ラプソディー』 



      ５月８日  竹中先生講義 

      ６月５日  大間訪問 町民へアンケート調査 大間町長と会談 

      ６月９日  函館市民へアンケート調査 

      ７月１５日 成果発表 

 

③ ＜プロセスと成果＞ 

前期；いさりび鉄道について学び、イベントに向け意見交換をした。また、ライトダウン

をテーマとしたカードを準備した。「夜景列車」を通してエネルギーについて考えるきっか

けを作ったとともに、また地元住民も知らなかった道南地域の魅力を発見した。地域外の

方にもいさりび鉄道をはじめとした道南地域を知る機会となった。 

 

後期：まず、原発について勉強し、その後実際に大間町に行き、住民に大間原発について

のアンケート調査を実施した。また、大間町長にも大間原発についてお話を伺った。函館

でも同様のアンケートを実施し、2つの結果をまとめた。これらの活動を通して、賛成・反

対に捉われない考えをみんなに発信していく必要があると感じた。エネルギー政策と地域

の問題が深く結びついていると考えた。 

 

④ ＜総括と反省・今後の課題＞ 

前期：反省としては、地域の人々とかかわった結果、イベントの大変さを学ぶことができ

た。そして「夜景列車」を知ってもらうための宣伝不足や、メンバー内での連携不足を痛

感した。課題は、地域と私たちが共にエネルギーについて考えていくために、地域住民を

巻き込む活動をしていきたい。 

 

後期：私たちが調べ、考えたことを地域の皆様に充分に還元できなかった。より多くの地

域の皆様を巻き込んで、時間をかけて話し合える場や環境を作れるように、地域プロジェ

クトに限らず学校生活においても努力していきたい。 

 

総括：ポスターセッションの中で、私たちの発表が中立的とは言えない、という意見が

聞かれた。わたしたちは前期・後期を通して、一方の考え方に偏らないように意識して活

動してきたが、中立的とは言えないという感想を持たれてしまったことに少し悔いが残っ

た。そこでポスターセッションの後、メンバー同士で中立性について話し合った。国際政

治学を学ぶ学生の立場では、中立とは政治決定をしてそれを施行し、結果がでるまでには

必ず期間を要すものであることから、常に手探りの状態であるが経済面や安全面を考慮し

て、それぞれの地域の概念や意向を超えて俯瞰的にとらえることが必要不可欠であると述

べた。文化人類学を学ぶ学生は、一方の人類が生活していく過程で生まれたどの文化に対

しても、絶対的な指標を設けて比較しないという姿勢が、「中立性」を保っているといえる、



とした。国際協力を学ぶ学生は、支援される側と支援する側の考え方は異なり、その中立

を取ることは難しいと考え、国際法を学ぶ学生は完全に中立な立場をとるためには、両者

の意見をより多く知ることが必要だと考えた。結論として私たちは、調査の過程では賛成・

反対の両者の意見を聞けたという点で中立性が保てていたと評価したが、発表の段階では

印象操作と受け取られかねない、ポスターの構成、意見の紹介があったと考えた。私たち

の地域プロジェクトは、地域の方々に情報を提供することで「考えてもらう」ことを常に

意識して活動してきた。この上でいかに中立的な情報を提供するかということは大きな課

題である。私たちの発表が最終的に中立的ではなかったと評価されてしまったことは大変

悔やまれるが、この学びを生かしこれからの将来につなげていきたい。 

 

⑤ 地域からの評価 

 私たちの発表を見に来てくださった方から、火力や風力など発電方法は、原子力以外に

あるのに、インタビューでは原子力のみに言及している点について、世界的な環境問題を

考えれば、風力や太陽光などの再生可能エネルギーのほうがよく、原子力発電については、

地域レベルではなく世界レベルの問題として考えるべきだと思う、という意見をいただい

た。また、賛成・反対に偏るのではなく、双方の意見を聞いている点がよいという意見を

いただき、私たちが意識した点が評価された。 

 

⑥＜メンバー一覧＞ 

担当教員名 ： 宮崎悠 

メンバー  ： 5019 宮崎沙耶 

        5022 熊谷朝日 

        5026 花本采加 

        5034 安部ちさと 

        5052 坂井玲衣 

        5070 櫻田竜二 

        5081 依田俊介 

        5088 伊藤舞香 

 





 

「外国人技能実習生受入れ特区」での意見交換会

産官学民の連携による水産加工企業の外国人技能実習生に対する
地域としての支援

担当教員： 孔 麗
受 講 生 ： 伊藤凌 久保将直 佐藤優也 福元大二郎 阿部友香 鈴木巴菜 高橋朝香 成田唯乃

外国人技能実習制度（以下「技能実習制度」とする）は、本来、発展途上国の人材育成への協力を目的としたもので
ある。しかし、労働力不足が深刻化していることから、労働力を補うために技能実習生が利用されているのが現状であ
る。同時に、技能実習生との関わりや生活環境の面で様々な問題が出てきている。
北海道においても水産加工業を中心に、この制度を利用し、中国・ベトナム人女性を主とした技能実習生が受け入れ
られている。今や技能実習生は、地域の基幹産業にとって必要不可欠な存在となっている。
本地域プロジェクトは、制度自体を変えることを目的とはせず、技能実習生の日本での生活をより充実したものにする
ための支援に重点をおき、産官学民の連携により技能実習生を支援する方法を考え、実践している。

・ 寿都町役場の方から、町内の労働状況と技能実習生
受入れの実態について講義していただいた。過疎地域
では技能実習生は不可欠な労働力であることに加え、
地域活性化の役割を担っていることも確認できた。
・ 技能実習実施機関の経営者からは、技能実習制度や
技能実習生の実態をうかがった。また、技能実習生と
の懇談会も行った。
・ 地域と企業との交流は活発であり、良好な関係を築い
ていた。企業による酷使や人権侵害などは、一部の事
例であるということが分かった。

座学研修

技能実習制度の変遷、実
態、問題点について学んだ。

札幌研修会

札幌で行われた全道外国人技能実習生受入れ団体研修
会に参加し、技能実習生の受入れ体制や実態などを知った。

・ 近年、中国からの実習生は減少傾向にあり、
ベトナムからの技能実習生が多くなっている。
・ 技能実習生の受入れ目的は、水産加工の技術
を習得して母国へ広めてもらうことであるが、実際
のところ労働力の補完という面もないとは言い難
い。
・ 監理団体の方は、技能を身につけるだけでは
なく、日本のファッションや食べ物など、日本につ
いても知ってもらいたいと仰っていた。
・ 技能実習生の存在に感謝している一方で、失
踪や途中帰国といった不正行為には不満もある。

中国・ベトナムの技能実習生との文化交流と意見交換

異文化理解研修会

森町の技能実習生受入れ監理団体訪問



 

評価いただいた方々

渡島国際交流事業 ・　大学のカリキュラムの一環として地域プロジェクトの 授業を設けていることは

協同組合 　大変よい。

・　特に外国人技能実習生への支援方策を取り上げて活動している ところは大

　変素晴らしい。

・　今後とも、技能実習生との異文化交流、 意見交換をぜひとも実施したいので、

　計画をたててほしい。参加した技能実習生も希望している。

寿都町産業振興課 ・　地域が抱えている問題を自ら調査し、活動することは素晴らしいことである。

・　学生が技能実習生との意見交換など、積極的に活動していることに感動した。

函館市役所国際課 ・　現行の技能実習制度の下で支援活動をしていることを評価する。

地域からの評価

評　　　　　価　　　　　等　　　　　の　　　　　内　　　　　容

・　今後、国際交流の視点で協力したい。

函館商工会議所 ・　大学生たちが地域のことを学ぶことは意義がある。

女性会監査 ・　外国人技能実習生を支援することによって、自国との繋がりを知ることも大事

(株式会社 かんだ) 　である。

・　道南地域経済の活性化のために、今後とも技能実習生との異文化交流を実

　施して、お互いの知識を高める活動を計画してほしい。

参加した技能実習生 ・　交流会では日本文化を知ることができた。これからも交流会を続けてほしい。

・　日本語での発表についていくのが大変であった。

・　交流会の中に、レクリエーションも入れてほしい。

本学留学生 ・　技能実習生が苦労して頑張っていることを知った。

・　技能実習生も、日本文化を学べたことはよい経験となったと思う。

・　楽しかったし、また参加したい。

 【活動の総括】 

1 道南地域の基幹産業の労働市場に地殻変動が起きていることを再確認できた。 

2 座学研修や現地活動を通じて、技能実習制度が抱える問題点を見つけることができた。 

3 札幌で開催された「全道外国人技能実習生受入団体協議会」の研修会でポスター発表をし、研修会を通じ 

  て道内各地域の現状を知ることができた。 

 4 技能実習生受入れ特区に認定されている寿都町訪問では、技能実習生が地域経済を労働力の面から支 

  えていることに加え、地域の活性化に大きな役割を果たしていることを認識することができた。 

5 森町では技能実習生の来日後 1 ヵ月間の座学研修プログラムの一環として本地域プロジェクトの活動が 

  組み入れられ、日本文化の紹介といった形で貢献することができた。また、監理団体や技能実習生との意 

  見交換によって、新たな課題を発見することができた。 

  

【今後の課題】 

 1 地域社会や住民にとっては技能実習生との交流の機会が少なく、彼女たちが地域の産業を支えている 

  という認識が薄いという現状がある。 

   したがって、技能実習生受入れの実態を地域社会に発信できるよう努めていく必要がある。 

 2 技能実習生がより充実した生活を日本で送ることができるよう、産官学民で連携して支援する具体的活動 

  のあり方について、検討と実践を重ねていかなければならない。 

総括と今後の課題 



 

 

 

     【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】 

   

 

 

年間スケジュール表 

   本地域プロジェクトの実施に当たっては、渡島国際交流事業協同組合、全道外国人技能実習協議会、協力

企業、外国人技能実習生の皆様、函館市役所、寿都町役場、寿都商工会議所、函館商工会議所、地域住民の

皆様の多大なご協力をいただきました。ここに改めて感謝申し上げます。 

 

 

 

  

回 内 容

1 オリエンテーション

2 渡島国際交流事業協同組合訪問・交流の事前検討会

3 渡島国際交流事業協同組合の訪問と技能実習生との
文化交流・意見交換会

4 事後報告会

5 異文化理解研修会

6 事後反省会

7 テキストの輪読・発表①

8 テキストの輪読・発表②

9 テキストの輪読・発表③

10 資料の収集と課題の発表①

11 資料の収集と課題の発表②

12 技能実習生の地域としての受入れ方策の発表会

13 アンケート調査票の収集と最終発表報告書の作成

14 最終発表会の準備

15 最終発表会と反省会

年間スケジュール表 

回 内 容
1 オリエンテーション

2 外国人技能実習制度の仕組み①

3 外国人技能実習制度の仕組み②

4 外国人技能実習生の受入れの実態と問題点

5 全道外国人技能実習生協議会でのポスター発表

6 テキストの輪読・発表①

7 テキストの輪読・発表②

8 テキストの輪読・発表③

9 「外国人技能実習生受入れ特区」訪問調査の事前検討会

10 「外国人技能実習生受入れ特区」の訪問調査

11 訪問調査事後報告会

12 資料の収集と課題の提出

13 外国人技能実習制度の評価

14 中間発表会の準備

15 中間発表会

謝   辞 
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平成 28－29 年度地域プロジェクト 

函館における男女共同参画／ジェンダー平等 
 
 
プロジェクトの背景・目的・概要  

本地域プロジェクトは男女共同参画の視点から函館を見つめ、実際に函館市に住んでいる生活者に寄

り添うことで、自分たちにできることを探るものである。プロジェクト発足時にメンバーで何をしたい

かを考えた際、全員が「ジェンダー」に興味、関心を持っており、函館とジェンダーを結びつけてみる

と「男女共同参画社会の推進を図りたい」という共通認識を全員が持っていたことが上記のような目的

設定の背景である。プロジェクト進行の概要としては男女共同参画に関するデータ調査、市役所訪問、

出前講座受講、ディスカッションといった活動を行い、目的達成に向け皆一丸となって取り組みにあた

ってきた。 
 

年間スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

プロセスと成果 

私たちは 2016 年度後期の時点で、女性の労働支援の観点から特に、待機児童数と育児休業の実態につ

いて注目した。待機児童数に関しては函館市役所への訪問や出前講座の受講を通して、潜在的待機児童

数含め函館市の待機児童数は 0 人であること、また認定こども園の数も増加傾向にあることから、女性

の労働環境を考察する上で待機児童の分野から見れば函館市は良い街で PR 可能なことが明らかとなっ

た。しかし育児休業に関して民間企業における育児休業取得割合のデータを得ることができず、長期間

での調査が必要と判断し、引き続き生活者目線で函館市の男女共同参画を考察する目的には変更ないも

のの、新しい切り口で函館市を見つめることにした。 
 そして注目したのが、地域ブランド調査 2016 魅力度上位 100 市区町村ランキングにおいて函館市が 1
位である一方で、民間調査会社が公表している「中核都市幸福度ランキング 2016 年度版」においては函

10 月 ガイダンス／函館市女性センター訪問 
11 月 講義受講（市民部市民・男女共同参画課) 
12 月 方針決定（男女共同参画から見た函館市の労働環境と育児に関する状況把握) 
1 月 市役所訪問、ディスカッション（子ども未来部子どもサービス課) 
4 月 回答をうけて方向性を確認、適宜修正 
5 月 女性センター訪問、継続して現状把握、函館市及び近隣在住の中高生と、男女共

同参画の観点からディスカッションを開催することを決定 
6 月 ディスカッションの準備、実施。かかるポスター制作や函館市内の高校へのポス

ター掲示等広報活動。 
ディスカッションの考察、分析 

7 月 成果発表会 
 



2 
 

館市が 42 都市中最下位であるという点である。生活者目

線で男女共同参画を考える本プロジェクトにおいて、函

館市に関するこれら 2 つの相反するランキングに注目す

ることで、函館市の良い点・悪い点を知り、より良い街

にしていくためのきっかけを掴むことができるのではな

いかと考え、重点的に調査をおこなった。 
調査を進める中で、データだけでなく函館市に住む

人々が実際にどう思っているのかという生の意見を聞く

ことで、より函館という街を理解できると考え、我々自

身と年齢の近い中高生と一緒にディスカッションをする

「さんかくカフェ」を開催した。中高生を対象とした目的としては、これからの函館市を支えていくか

もしれない世代の意見が今の函館を見つめる際に大事になってくると考えたためである。 
本「さんかくカフェ」開催にあたり、函館市内の中学校・高校に広報用のポスターを掲載していただ

き、また函館新聞、北海道新聞、FM いるか各メディアさんご協力のもと、宣伝をさせていただいた。  
ディスカッション当日は、広報期間が短かったにも関わらず、計 11 名の高校生の参加をいただいた。

彼らの積極的な発言により、想定以上の成果を得ることができた。 
ディスカッション内容はセクシュアル・マイノリティについて、男女共同参画について等である。あ

まりに専門的な話だとディスカッションの深化を妨げると考え、トイレのマーク等、自分の近くに存在

する問題や習慣を事例に、それを踏まえた上で函館市について意見が飛び交うような内容にすることを

心掛けた。ディスカッションでは「男は仕事、女は家庭」といったステレオタイプ化された性別役割分

業についてどう思うかを聞いたところ、参加者自身の家庭に置き換えた回答や、セクシュアル・マイノ

リティや LGBTQ など、多様な人たちの目線になって、函館市の暮らしを考える意見が多くみられた。 
プロジェクトの成果としては、第一に、函館市を PR する大きなポイントとして、2016 年度後期に重

点的に調査した「待機児童数 0 人」を挙げることができる。第二に、高校生とのディスカッションを通

して、生活者の目線、特にわれわれ自身や高校生といった若い函館市民の目線で、函館市の課題や PR ポ

イントを、特に男女共同参画の観点から議論できたことが挙げられる。

今回の取り組みを通して、函館の住みやすさ／住みにくさについて、

今函館に住む高校生と大学生という若い世代間で、男女共同参画を含

む函館の今後の課題について話し合ったことで、生活者目線で函館を

PR できる点と今後改善すべき点をつかむきっかけとなった。 
 

総括と反省・今後の課題 

本プロジェクトでは函館市を生活者目線で男女共同参画の視点か

ら見つめることを目的としてきた。プロジェクト前半部で、待機児童

問題・育児休業に注目し、実態の把握に取り組んだ。しかし育児休業

のデータが不足していたため、方針を再訂し、今後の函館市を考える

うえで重要な中高生という特に若い世代に注目した。後半部で方針の

転換があり、準備に追われることが多かったが、女性センターの協力

 

函館新聞(6月27日付)

北海道新聞 みなみ風（6 月 21 日付） 
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もあり前半部の内容を生かしつつディスカッションとい

う形でプロジェクトを終えることができた。 
 今後の課題として、ディスカッションに参加してくれた

高校生から「大学生との意見交換の場が少ない」という意

見が上がっていたので、そういった機会を設けることが必

要だと考える。 
 
高校生からの声まとめ 

函館市をより良い街にするためにはどうすればいいか

という問いに対する参加高校生からの提案には、3 つの傾

向がみられた。 
１点目は働ける職場を増やしたり福祉を今よりもっと充実させたりすることで、今住んでいる人の満

足度を上げるというもの。2 点目は、は若者が函館以外の街や道外に進学または研修しに行き、そこで学

んだことを函館に持ってきて活かすというもの。3 点目は、函館について、特に若者同士がディスカッシ

ョンや意見を発信する機会を増やし、良い街の定義を市民全体で共有しつつ改善につなげようとするも

の。 
 男女共同参画や、ジェンダーという考えについてどう思うかという問いに対してはどこからジェンダ

ーなのかそのライン引きは難しいが、性別にしばられることなく一人一人が自分の好きなことやりたい

ことをやっていけば良い、またそれを実行できる環境が大切であるという意見が多かった。多様な人々

の目線に立った、当たり前にとらわれない生き方を肯定する意見が多くあり、心強く感じた。 
ディスカッション全体を通しての感想には、普段あまり考えないことを考える良い機会になった、楽

しく学べた、大学生と話すこと自体が自身の進路やこれからの函館を考える上で刺激となった、とあり、

手ごたえを感じると共に今後の活動につながる評価を得られたと考える。 
 

謝辞 

 カフェにご参加いただいた陵北高校の皆さん、カフェ開催にあたり助言をくださった函館市女性セン

ターの皆さん、そしてインタビューに応じてくださった函館市子ども未来部子どもサービス課の皆さま

に感謝申し上げます。 
 

 
平成 29 年 8 月 3 日 

北海道教育大学函館校 
「函館における男女共同参画／ジェンダー平等」プロジェクトメンバー 

及川公大 角田萌恵 佐藤維吹 田中継美 真光楓  
平野恵子（担当教員） 

 





 
 

2017年 8月 30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目的・背景 

	 本プロジェクトは、学生が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

に関わることを通して、ユニバーサルデザインの考え方や地域の現状と課題を理解し、そ

れらの課題の解決かかわる取り組みである。また、企画・運営に関わって得た経験や学び

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ものである。 
北海道ユニバーサル上映映画祭は、2006年から北海道北斗市において始められた取り組

みであるが、上映作品に音声ガイド、日本語字幕、ミュージックサインを付けて上映する

映画祭である。それは、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
の試みである。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

車いすスペースを確保したり、託児所サービスを設けるなど、ユニバーサル環境を整備し、

障害の有無にかかわらず誰もがともに参加でき、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ようにしている。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を準備し、司会進行には必ず手話と文字通訳をつけ、

会場の移動にはガイドスタッフを配置したうえで実施している。 
 

Ⅱ 年間スケジュール表 

日	 程 内	 容 会	 場 
2017年 6月 17日・18日 映画祭 in七飯 七飯町文化センター 
2017年 9月 23日 映画祭 in北斗 北斗市総合文化センター 

かなで〜る 
2017年 11月 26日 映画祭 in函館 函館市総合福祉センター 

あいよる 21 
・毎月第 2木曜日…実行委員会（場所：教育大学内講義室） 
・毎月第 4月曜日…事務局会議（場所：カフェやまじょう） 
 

Ⅲ 活動状況と今後の予定 

・実行委員会（毎月第 2木曜日）と事務局会議（毎月第 4月曜日）への参加。 
・週 1回、学生での話し合いを実施。 
・1 期生が主体となって実施した第 11 回北海道ユニバーサル映画祭函館上映会（2016 年

11月）への参加。 
・地域プロジェクト中間発表会で発表した。 
・第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in七飯（2017年 6月）に参加した。 
・第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in七飯（2017年 6月）のシンポジウムに登壇し
た。 

・地域プロジェクト最終発表会（2017年 7月）で発表した。 
・第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in北斗（2017年 9月 18日(日曜日)、於：北斗市



 
 

総合文化センターかなで～る）に参加する予定。 
・本プロジェクトは現在も継続中であり、2017年 11月 26日に開催予定の第 12回北海道
ユニバーサル上映映画祭 in函館の反省までを含めると、年内いっぱいが 2期生の活動期
間となる。現在、実行委員会で得られる情報や映画祭への参加経験を活かし、第 12回ユ
ニバーサル上映映画祭 in函館（※）へ向けての企画・運営準備を進めている。 
 
※第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in函館 
日時：2017年 11月 26日（日曜日） 
会場：函館市総合福祉センター	 あいよる 21 
内容：荻上直子監督作品『彼らが本気で編むときは、』（2017年、スールキートス）を

上映し、その後来場者とともに「多様性を尊重する」大切さへの理解が深まるよ

うに、「普通ってなんだろう－多様性について考える－」と題した企画を予定して

いる。 
備考：今回の函館の映画祭では来場者数を増やすため、新しい作品を選定した。昨年

度と同様に、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、チケ

ット販売や後援・協賛依頼を積極的に行っていきたいと考えている。 
 

Ⅳ 総括と課題 

	 第 2 期では、昨年度（第 1 期）に課題として残った個人の活動量と経験の偏りと、函館
での映画祭の映画選定の遅れなどを踏まえて、取り組みを行った。活動量や経験に関して

は、七飯の映画祭において、役割をローテーションさせ、個人負担の分散といくつかの役

割を経験することができた。しかし、準備段階において、チラシ・ポスターの作製担当者

や音声ガイド、ミュージックサインの担当者の負担が大きかった。函館での映画祭では、

学生間での協力体制の構築が課題である。また、連絡・報告体制に課題が残った。これは

今後、特に学生が主体となり実施する第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in函館では、
学生、教員及び実行委員間でしっかりと情報を共有できるようにしていきたい。 
	 映画の選定にあたっては、昨年度の反省をもとに、ある程度早めに選考を開始した。観

たい見せたい映画をピックアップし、優先順位をつけて、実際に鑑賞できる映画を鑑賞し

た。また、全体が鑑賞できない映画については、予告編を利用し、部分を鑑賞した。その

後、多数決により、「彼らが本気で編むときは、」を選定するに至った。早めの選定を心掛

けたが、選定に時間を要したため、次年度以降では、丁寧な選定手続きを踏むためには、

もっと早い時期から始めたほうが良さそうである。 
今回選定した映画は、性的マイノリティとしての LGBT に焦点を当てた作品であること

から、映画上映と企画を関連付けて、「普通ってなんだろう－多様性について考える－」と

題して「普通」について考える機会を設け、「多様性」への理解を深めたいと考えている。 
 

Ⅴ 地域からの評価 

	 第 12 回北海道ユニバーサル上映映画祭 in 七飯の来場者からは、下記の意見が寄せられ
ている。 
・「もっとたくさんの方々が集合してほしい」「色んな配慮があることも知れる機会でし

た」「ミュージックサインなど、はじめて知ることも多かったです」「とても良い作品

でもっと多くの人に見てほしかったです。このような形だと（感情表現の説明があっ

たり）子供にもわかりやすくなるので、特に多くの子供にも見てほしかったです」「も



 
 

っと多くの人に観てもらいたいですね」（アンケート結果より抜粋） 
 

	 映画祭来場者のアンケートでは、肯定的な感想や意見が多い状況ではあるが、来場者数

の結果と上記の内容にみられるように、集客、とりわけ子どもの動員に課題があると思わ

れる。 
 

Ⅵ メンバー一覧 

担当教員：山岡邦彦、廣畑圭介 
国際協働グループ：近藤恵、齋藤伊織、渡辺真気、渡部哲真、高井愛、小笠原佳純 
地域政策グループ：岡田宗一郎、佐々木柚香、上坂航太、三浦俊樹、柴田翔太郎、 

油谷隆平、宮下恭輔、霜野和基、音喜多美悠 
 
 

 
第 12回北海道ユニバーサル上映映画祭 in七飯（2017年 6月）シンポジウムには学生もパ
ネリストとして登壇（写真上	 ）した。 
 
挿入曲や背景音など、映画の画面字幕では伝えることができない音や雰囲気を、身振り手

振りで表現するミュージックサイン（写真下	 ）は練習が結構、大変だ。 

 





地域プロジェクト成果報告書 

－函館の国際交流活動の現状と課題－ 

 

１．背景・目的・概要 

 本プロジェクトの大きなテーマは「函館市における国際交流活動活性化」である。そこ

で、毎年 8 月に元町公園で開催される「はこだて国際民俗芸術祭」に注目し、国際交流に

ついて考えることにした。このイベントは年々規模を拡大しており、今年度で 10 回目の

開催であった。 

一番の目的は、函館市における国際交流活性化促進につながるきっかけをつくることで

ある。芸術祭の認知度を高める為に行った具体的な活動として、芸術祭の PR 動画の制作

が挙げられる。10 代後半から 20 代までの若者を主なターゲットとし、SNS を通じてその

動画を含む、芸術祭の情報を発信した。 

 

２．年間スケジュール 

プロジェクト開始当初から WMDF 事務局長と連携を図り、計画を組み立てた。 

日付 活動内容 

2016/12 ・WMDF 事務局長へ概要プレゼン 

・プロジェクト内容見直し 

2017/01 ・中間発表 

2017/05 ・PR 動画製作開始 

・芸術祭スタッフミーティング取材 

2017/06 ・アンケート調査実施 

・芸術祭関係者へのインタビュー 

・芸術祭スタッフミーティング取材② 

2017/07 ・動画完成→YouTube へ投稿→SNS で情報をシェア 

・成果発表 

2017/08 ・芸術祭本番期間取材 

 

３．プロセスと成果 

 本プロジェクトは上記に示した通り、函館の国際交流発展のために「はこだて国際民俗芸

術祭」を主として取り扱い、これを広め知ってもらうことから国際化へつなげようというも

のである。 

まず初めに行ったアンケート調査では、認知度をはじめとする芸術祭の実態をつかむこ

とができた。これは、予め質問紙を用意し、学内外合わせて無作為に抽出した 400 名を対

象としたものである。 

函館市のどんなところに魅力を感じるかという点で「食べ物」が回答者の３/４以上を占



めたこと、加えて、芸術祭に期待することを尋ねたところ「世界の美味しい食べ物・飲み物

を味わうことができる」という回答が最も多かったことから、芸術祭を PR するためには、

「食」に焦点を当てるのが最も効果的ではないか、という仮説が浮上した。 

 そこで私達は、昨年度の芸術祭屋台「もぐフェス」の様子を芸術祭関係者へのインタビュ

ーと交互に織り交ぜる構成で PR 動画を作り始めた。YouTube にて公開した本動画は、結

果として日本国外ではラトビア、フランスからの視聴があった。 

 また、本プロジェクト専用の Twitter アカウントを作成し、芸術祭についてのインタビュ

ー動画を公開することにより、函館在住の市民にも芸術祭の PR を行った。 

 インタビューでは、WMDF 事務局長福田たくま様、今年もぐフェスに出店した「在日ウ

ガンダ人の会」様、また、過去に芸術祭に行ったことのあるという柏陵高等学校ALTのAlma

先生に取材することができた。運営の視点、お店として参加する視点、客として芸術祭に参

加する視点という、三方向から意見を得ることができ、それらメッセージを動画の中に組み

込むことができた。 

 以下は、活動の様子である。 

（左：アンケート集計の様子 右：「在日ウガンダ人の会」ブースへの取材の様子） 

 

 

４．総括と反省・今後の課題 

 〈〈総括〉〉 

 芸術祭という題材が若者向けであり、プロジェクトを通して芸術祭の魅力を多くの学生

に伝えることができた。 

今期はアンケート調査のほかに、芸術祭関係者へのインタビューを行うことで、芸術祭や

函館の魅力についての意見を伺うことができ、宣伝のアプローチの仕方を考えることがで

きた。 

動画作成において、英語と日本語の字幕を付けたことで、世界の中でも多くの地域に伝わ

りやすい動画を作成できた。この動画は YouTube に投稿した他に、芸術祭公式 Facebook

のアカウントにて紹介して頂くなど、このプロジェクトや動画について多くの人に広める

ことができた。 

アンケートに関しては、期間内に学内外計 400 名にアンケートを取り、まとめた集計結



果をデータ化したものを芸術祭事務局に提出した。 

〈〈反省〉〉 

 芸術祭が地域プロジェクトの期間外に行われるため、8 月の本祭に向けた準備としての活

動となった。2016 年度後期と 2017 年度前期の 1 年をかけて行う地域プロジェクトである

が、この講義期間外に行われる芸術祭に関してどのように関わるのかを活動初期に話し合

う必要があった。このことに関係して、プロジェクトの活動自体、後半に追い込む形となっ

てしまった。概要見直しの時点で日程調整を慎重に行うべきだった。 

 今回の活動内容のメインである動画作成に関して、役割分担に偏りができてしまってい

た。どのような観点で動画を作成するのか、作成時期や役割分担を明確に決めてから作成に

取り掛かるべきであった。 

 アンケート調査では、集計結果をポスターセッションやデータ提供だけに利用するので

はなく、動画や芸術祭の宣伝方法に活用するのがより良い活用方法であったと考える。 

〈〈今後の課題〉〉 

 今回のプロジェクトの成果をもとに、芸術祭を函館の国際交流活性化の手段としてさら

に有効に利用する方法を考える。また、既存のプロジェクト参画という域を出ていないとい

う意見があったので、今後、地域プロジェクトとしてどのように芸術祭に関わっていくのか

改めて考える必要がある。 

 この他にも、アンケート調査によって明らかになった「函館における国際交流の活性化に

関する問題点」を改善していくためのアプローチ方法を考えていく。 

 

５．地域からの評価 

 以下は、動画のインタビューパートに出演して頂いた方々からの評価である。 

・今回は、企画から制作、成果物の公表までたどりつかれましたので、立派にプロジェクト

と呼べるかと思います。量の追求に終わりがあっても、質の追求に終わりはありませんので、

今後取り組まれるプロジェクトでも、さらに効果があるような方法を目指していただけれ

ばと思います。 

・今回制作された動画は、函館と芸術祭の要素をしっかりと表現していたと思います。芸術

祭のさまざまな見方や、異なった分野の人々の目線を動画の中に発見することができて感

謝しています。動画はとてもよくできており、楽しむことができました。 

 

６．メンバー一覧 

担当教員名 河 錬洙(ハ ヨンス)先生 

学生メンバー 石川 実和(いしかわ みわ)   今野 晨(こんの あき) 

伊勢貴優(いせ たかまさ)    永田 文乃(ながた あやの) 

小田長 杏璃(おだなが あんり) 畠山 楓(はたけやま かえで) 

櫛引 歩夢(くしびき あゆむ) 
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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～新商品の提案～」 

 

＜背景・目的＞ 

 外国人観光客が増加し、個人旅行客も増加傾向にある中、函館―札幌間にも魅力的な町がある

ということを知ってもらう必要があるところ、そのために大学生ができることは何かを考え、具

体的提案を行うことを目的としてプロジェクトを実施した。 

 

＜概要＞ 

①森町観光の魅力を外国人観光客に知ってもらうために、5月に毎年開催される桜まつりの運営

への参画及び外国人向けガイドを行う。また、以下を目的とした対面形式でのアンケート調査

を行う。 

＜アンケートの実施目的＞ 

・桜まつりに対する満足度やニーズの確認 

・外国人と日本人の満足度やニーズの差の明確化 

・森町観光全般に関する課題の発掘 

 

②森町の観光面からの活性化に向けた新商品（大学生が注目した森町の観光スポット）を提案す

る。 

＜新商品提示のメリット＞ 

・学生目線で作ることによって若年層からの観光客増加を見込める。 

・森町の新たな魅力の発見、発信への手段として活用できる。 

 

③上記①及び②の具体的プロセスは以下のとおり。 

1）森町の観光の現状を把握するために、現地調査を行う。 

2）森町役場と協議し、具体的なプロジェクトの構想を固める。 

3）桜まつりのパンフレットの英文化、ガイド及びアンケート調査の実施。 

4）アンケート調査の結果も踏まえ、大学生の視点から魅力的な森町の観光スポットについて

考え、具体案を作成する。 

5）完成品を森町に提出・活用依頼をする。 

 

＜全体スケジュール＞ 

勉強 10月 

道南地方の観光動向調査。 

JTB 北海道（函館支店）による、北海道及び道南地域におけるイ

ンバウンド観光客の動向や JTB の取り組みに関する講義。 

渡島総合振興局による、北海道及び道南地域の観光の現状と課

題、雄島総合振興局の取組に関する講義、及びプロジェクト対象

自治体候補の紹介。 

対象自治体を森町に決定し、実施プロジェクトを具体的に検討。 
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企画立案 

現地調査 

編集作業 

11月 
森町についての情報収集（現地調査を含む）。 

プロジェクトの内容を決定。 

12月 15日：森町側とのプロジェクト概要の説明・協議及び決定。 

1月 

21日：地域プロジェクトの中間発表。 

22日：「Youtuber養成講座」への参加。 

桜まつりパンフレットの英文化作業。 

2月 活動なし。 

3月 活動なし。 

4月 

桜まつりで使用するアンケート用紙（日本語版、英語版、中国語

版）の作成。 

新商品「学生が提案する観光プラン」構想の検討。 

5月 
桜まつりにボランティアガイドとして参加（留学生とともに）。 

インタビュー方式のアンケート調査の実施。 

6月 

アンケートの結果をとりまとめ、森町への報告書を作成。 

「学生が提案する観光プラン」の具体的内容の検討。 

観光プラン作成のための情報収集（現地調査を含む）。 

総括 7月 

6日：森町への最終成果品（案）の報告。 

15日：地域プロジェクト最終報告会。 

成果報告書の作成、提出。 

森町への最終成果品の提出 

 

＜プロセスと成果＞ 

・森町桜まつり多言語ガイドマップの作成。 

・日本語・英語・中国語の三か国語に対応した、桜祭りに関するアンケート用紙の作成。 

・森町桜祭りにボランティアガイドとして参加及び、インタビュー形式での桜祭り等に関するア

ンケート調査の実施。 

・新商品として「大学生が注目した森町観光スポット（観光プラン）」を森町へ提案。 

 

＜総括・反省＞ 

 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、森町の観光を

より活性化するために、イベントガイドや森町桜まつり多言語マップの作成等を行った。新商品

として提示するのは外国人観光客を対象とした「森町桜まつり多言語ガイドマップ」と「大学生

が注目！森町観光マップ」である。 

 桜まつりの際に行ったアンケート調査では、より多くの観光客から意見を求めるためにもイン

タビュー形式でアンケートを行い、桜まつり及び森町の観光面の改善点について考察することが

できた。多言語対応ということで、本校の留学生とも連携した。さらに、現地調査や Youtuber

養成講座への参加など、有益な情報を収集し発信する方法について学ぶことができた。最終的に

は、アンケート集計結果と観光マップを森町に提出し、役場の方からもフィードバックを得た。 

 森町役場や観光協会をはじめ、関係各所の多くの方にご協力を頂き、プロジェクトを遂行する

ことができた。不慣れなことも多くあったが、有意義な活動となったのではないかと考える。 
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＜地域からの評価＞ 

・桜祭りアンケート分析結果について、若干の修正点に関わるコメントも得たが、非常に有益だ

という評価と、今後の森町のインバウンド対策に生かしていきたいとのコメントを得た。 

・「森町観光スポットのパンフレット」について、作ったパンフレットは森町観光協会 HPに掲

載できるよう検討したいとのコメントを得た。また、もう少し大学生の正直な感想も載せてほ

しいとのコメントを得た。 

 

＜メンバー一覧＞ 

教員：松田教男 

学生：小林茉優、成田京香、岡本瑞季、成田瑞希、菅原梢、川岸聖、後藤ほのか 

留学生：洪逸辰、于心怡、姜裕眞、陣正東、瞿歓、JOHNSON LANA KATHLEEN 

        WELBOURNE CHRISTOPHER JOHN、PUTERI QISTINA BINTI MD SAID 

    CLARKE KAREN ROBYN、JOHANSEN BERIT ELINE、LANGAAS ALIDA 

ROEVIK、WALMSLEY JOANNESARAH 

 

＜活動の写真＞ 

 

（森町桜まつりでの外国人観光客に対するインタビューの様子） 

 

 

（森町桜まつりでの観光ボランティアガイド；留学生他） 





函館とハリファックスの交流 報告書 

 佐藤翼 小林奈帆 長部実咲 城間千紗  

里沼蓮 久保田美空 山﨑莞大 松本紗季  

担当教員：杉浦清志 

 

 私たちのプロジェクトの目的は函館と姉妹都市であるカナダ・ハリファックス市との交

流の改善である。現在函館とハリファックスではお互いの市長を含めた訪問団と、ハリファ

ックスから函館に対してのクリスマスファンタジーのためのモミの木の贈呈が、主な姉妹

都市交流の内容になっている。函館とハリファックスの姉妹都市提携は今年で 35周年を迎

え、両都市の姉妹都市交流の繋ぎ役となる函館・ハリファックス協会は 30 周年を迎える。

しかし、2都市の交流は他都市、例えば七飯町とアメリカのコンコード町の姉妹都市交流事

業と比べると、盛んとは言えないのではないかという思いが、初年度の地域プロジェクトの

発表を見た時点で、私たちの班にはあった。そして、活動を通して発見した幾つかの問題点

のうち、私たちが取り組んだものは人と人との交流の増加を図る事と、ハリファックスが姉

妹都市だということの認知度を上げることだった。姉妹都市交流の推進には、まずは市民が

姉妹都市に関して認知することが必要だと考えたからである。 

 私たちは 2016 年の 10 月から 2017 年の 7 月末まで活動を行った。大まかなスケジュー

ルは図 1の通りである。 

 

2016年   

10月 プロジェクト開始 

11月 Skype開始 

12月 クリスマスパーティー参加 

    

2017年    

1月 地域プロジェクト中間発表 

2月 インタビュー開始 

5月 懇親会参加 

7月 地域プロジェクト最終発表 

図 1 

 

 2016 年の 10 月に活動を開始した。最初に行ったのは、初年度の班からの引き継ぎとし



て、ハリファックスの Saint Mary’s Universityの教授にメールで連絡することだった。そ

の後彼に紹介していただいた Saint Mary’s University の学生 2 人と Skype でのビデオ通

話を行った。11月に始まった Skypeは計 6回行われ、1月に終了した。Skype通話を通し

て、ハリファックスの人々も函館についての認知度が低いということが分かった。12 月に

は函館・ハリファックス協会のクリスマスパーティーに参加し、活動の成果報告を行った。

次いで 1 月に行われた地域プロジェクトの中間発表を行った。その後、関係各所にインタ

ビューを行い、5月に函館・ハリファックス協会の懇親会に参加し、協会に対しては最後の

成果発表を行った。その後もインタビューを行いつつ、7月に地域プロジェクトの最終発表

を行った。 

1月の中間発表までは、もみの木を送ってもらっているお礼として桜の木を送ろうかとい

う案があったが、検疫の関係で断念する結果となった。中間発表を終えて、私たちはもう一

度計画の見直しを行った。関係各所に連絡してインタビューを行った結果、複数の関係者か

ら、「様々な部門での交流を増やす」という提案が挙げられた。そのインタビューを通して

学生同士の交流、地域同士の交流、産業での交流を活性化することが必要だと分かった。さ

らには『各機関の連携強化』ということも提案された。市内に複数あるハリファックスに関

わる機関同士の連携を深めれば、函館市とハリファックスの交流が更に深められるのでは、

ということだった。 

 インタビューを通して、これまでは私たちの手で姉妹都市交流の復活を推進しようとし

ていたが、根本的に姉妹都市関係が衰退するほどの関係が以前はあったのか、という疑問が

残った。道内の他都市の姉妹都市交流の状況、例えば七飯町と函館を比較してみると、確か

に大学同士の交換留学などの交流は行われていたが、都市レベルでの交流はもともとなか

ったのではないか。その結果、姉妹都市の意義を明確に市民が把握することができなかった

ため、現在のように留学生の交換も少なくなってしまっているのではないかと考えた。姉妹

都市関係は海外に目を向ける第一歩とすることができるので、子供達が学べる機会・環境を

作る必要があるのではないかと改めて感じた。 

 そこで認知度の向上と、函館とハリファックスの市民が交流できる機会の創出という課

題に取り組んだ。認知度の向上のために HIFの発行する『@h』（6月 20日発行)に私たちの

活動を掲載していただき、交流の場を作り出すために姉妹都市交流基金の提案を行った。ハ

リファックスにホームステイなどをさせていただき、文化を学ぶと同時に、ハリファックス

の人々と函館市民が親睦を深めるための制度をつくるよう提案した。提案した制度の内容

として、資金援助を行うことででより多くの人々に参加してもらえるようにしたい。 

 地域プロジェクト最終発表に寄せられた意見として（引用は原文のまま修正していない）、 

・ 函館では毎年クリスマスファンタジーが行われることによってハリファックスのこ



とを知っているのに、ハリファックス市民は函館のことを知らないは驚きでした。函

館とハリファックスの関係性を知ることができました。 

・ 今後ハリファックスへの留学の機会が増えたら素晴らしいと思った。交流基金が実現

して欲しいと思う。 

・ 課題がしっかり明示されていてよかった。姉妹都市について、初めて知る  

ことの方が多かったので、もっと知りたいと思いました。 

・ 活動の目的が分かりやすく、地域への具体的な提案を行っていて、それに対する先方

のコメントも紹介していたので、活動の成果がよく分かった。地域に貢献できている

と感じた。 

・ セントメリーズ大学との交流が縮小した中で市の行事として交流を行おうとするア

イデアに期待します。 

・ 自分達で課題を発見し、問題解決に向けて具体的な考えがまとまり、提案されていた。 

という好意的な意見もあったが、 

・ そもそも姉妹都市ってなんであるんですか？姉妹都市との交流が減ったのはその必

要がなくなったから。自然淘汰されるということではないだろうか。あえて今その枠

組みの中で交流していく必要性はどこにあるのだろうか 

・ ちょっと良く分からない 

・ 数値での結果提示は無いのか。具体的な成果がよくわからなかった。 

・ プロセスと成果が一見してわかりにくいものだった。いまいち成果としては弱いので

ないだろうか。 

・ 「交換留学生を増やす」ために双方の認知度向上をするための活動は分かったが、そ

の宣伝をしていかないと認知度が上がらないと思う。 

・ よくわからなかったです。 

といった批判的な意見もあった。今後の参考にしたい。 
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「外国人の目線で函館の国際化を考える」プロジェクト 

 

1. 背景・目的・概要 

2016年末の統計によると、函館市には 40ヵ国・地域から来た 911人もの多様な外国人

が住んでいる。1989年には「国際観光都市宣言」が制定された函館の観光都市としての

知名度は今や国内トップクラスであり、毎年多くの観光客が国内外から訪れる。そんな函

館市であるが、2015年 10月に発表した「人口ビジョン」で市の人口の推移を見ると、総

人口は 1980年にピークを迎えた後、今日まで減少が続いている。一方、「人口ビジョン」

が示す総人口のグラフの線が表す傾きとは反対に、函館に住む外国人の数は年々増加して

いる。人口構造の変化の中で、増えつつある外国人を市民としてどう迎え入れていけばよ

いのか、また外国人の生活ニーズに応えるためには何が必要なのか。 

外国人に直接インタビューして函館の国際化を考える我々のプロジェクトはこうした問

題意識から始まった。日本人の考える国際化ではなく、あくまで外国人の目線で函館を考

えるのが本プロジェクトの趣旨である。 

2. 年間スケジュール表 

 

3. プロセスと成果 

   今回の調査は 2016年 10月から 2017年 6月にかけて、函館市内及び近郊に住む外国 

  人 50人を対象に実施した。この調査が始まった前年度からの累計は 121人に達する。調

査は対面で行い、まず書面アンケートに答えてもらい、その後口頭でのインタビューを実

施した。インタビューに要した時間は概ね 1～2時間。使用言語は日本語、英語、中国

語、ベトナム語である。調査した外国人の出身国・地域は 24ヵ国・地域に及ぶ。 

   調査の結果、在住外国人が言葉、交通、手続きに問題を抱えていること、日本人との関

係が重要であること、住みやすいが生活習慣に戸惑いを持っていることなどの課題が明ら

かになった。また、函館市については食・自然・街並みなど観光面では魅力を感じている

ものの、在住外国人の半数近くが嫌な思いをしたことがあると回答し、函館市民が異文化

についてあまり理解をしていないなど、函館の「偏った国際化」を指摘された。 

   また、今回は市民から遠い存在である外国人技能実習生に対して初めてインタビューを

することができた。調査を断る企業も多い中、今回は中国、ベトナムから来日した実習生

年 2016年度
月 10月 11月 12月 1月
実施事項 プロジェクト始動

・外国人インタビュ―
・中間報告会

年 2017年度
月 4月 5月 6月 7月
実施事項

・外国人インタビュー ・最終報告会
・多文化共生シンポジウム開催（5/20） ・JICA研修員との交流会（6/6）・最終報告書作成
・市長とのタウントーキング参加（5/29）
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8名にインタビューを行った。インタビューを行ってみると、実習生が会社と寮の行き来

だけであることや、社員以外の日本人との関わりが無いことなど、日本社会に包摂されて

いない現実が明らかになった。 

        

写真 1．インタビュー風景              写真 2. はこだて多文化共生シンポジウムの様子 

 また、インタビューと並行して、日本人市民と外国人市民の交流を深める目的で、外国

人市民をパネリストに迎えた「はこだて多文化共生シンポジウム」を北海道国際交流セン

ター（HIF）との共催で 2017年 5月 20日に開催した。このシンポジウムには約 100名

が参加し、国際化に対する函館市民の関心の深さが伺われた。 

このシンポジウムでは、日本人と外国人の交流のあり方が大きなテーマになり、パネリ

ストから日本社会の閉鎖性や自治会レベルでの共生の必要性について指摘があった。また

参加者からは、実際に在住外国人の声を聴く貴重な機会になったとの意見が聞かれ、有意

義なシンポジウムになったと思われる。 

 その後、これらの結果を踏まえ 5月 29日には函館市主催の「タウントーキング」に参

加し、工藤市長に調査報告と提言を行った。市長も我々の話に関心を示し、今後の活動へ

の協力を前向きに検討していただけることとなった。 

 

写真 3．タウントーキングの様子 

   また活動を総括し、本プロジェクトでは調査結果と国際化へ向けた提言を「函館在住外

国人調査 最終報告書」としてまとめた。この報告書は市役所などに提出している。この

報告書ではプロジェクトチームとして函館国際化についての 3つの提言を行っている。 

提言の 1つ目は国籍、民族、文化が違う多様な外国人住民をメンバーに加えた多文化共

生円卓会議の創設である。今回のインタビューでは日本人と違う視点からのユニークな意

見に何度も驚かされた。多様な意見を函館のまちづくりに反映させたほうがいいとの考え

から、こうした会議が重要と考えた。 
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   2つ目は、初等教育の場で函館在住外国人がそれぞれの国の文化を教える異文化理解講

座を開くという提案である。インタビューを通じて、日本人が国際化や多文化共生を理解

するためには、子どものうちから実際に地域に住む多様な文化的背景を持った人々と触れ

合う経験が必要と考えたからである。 

   3つ目は、実習生も地域との交流を望んでいることも本調査からわかったことから、市

の主催で技能実習生と市民の交流会を開くことを提言した。 

4. 総括と反省・今後の課題 

   本プロジェクトは函館の国際化を外国人の視点から考え、そのために必要な施策を提言

するという試みであった。この活動を通して地域の国際化に多少貢献できたと考えている

が、我々学生の成長にもつながったと思われる。今回このプロジェクトに参加した学生の

意見は、このプロジェクトに参加した動機について「外国人と交流してみたい」「外国人

にインタビューがおもしろそうだった」などの意見が多かった。ところが、実際にインタ

ビューや様々な活動に関わるうちに「外国人の生の声を実際に聞いてみて思っていた以上

に、自分たちと違う視点を持っていることに気づいた。これからのまちづくりには外国人

の協力が必要だと思った」、「地域プロジェクトを通して、函館を見つめ直し技能実習生、

社会人に前より興味をもつようになった」など、社会や国際化への視野が広がり、自分の

意見を持つことができるようになった。このプロジェクトが社会的に意味のある活動であ

ると共に学生の体験的な学びとなったことは間違いない。 

課題としては、留学生へのインタビューが多く、社会人へのインタビューが全体の 50％

と思いのほか少なくなってしまったことである。しかし、今までに函館でこのような調査

が行われてこなかったことを鑑みると、十分に価値のあるものになったのではないかと思

う。忙しい中、インタビューに応じてくれた外国人市民の方々には本当に感謝したい。 

プロジェクトは後輩に引き継がれるが、今後の活動は、調査で明らかになった外国人住

民の生活実態や彼らの要望を踏まえ、函館の国際化や多文化共生に役立つ具体的な活動の

実践に移る。函館市との連携が一段と重要になると考えている。 

地域からの評価 

   本プロジェクトの狙いは外国人の意見を聞いた上で函館国際化の提言をすることだ

が、市長が関心を示し、市役所が我々の提言の実現を検討することになったことから、一

定の評価を受けたと考えている。また、「はこだて多文化共生シンポジウム」に多くの日

本人市民が来たことから、我々の活動に対する関心が高いことも分かった。北海道新聞や

函館新聞にも何度も我々のプロジェクトが取り上げられ、最後に読売新聞も調査の最終報

告書についての記事を大きく掲載するなど、反響は大きかった。 

5. メンバー一覧 

木村朱里、小嶋慧次郎、近由実、櫻井美緒、信太裕二朗、杉山優菜、田浦翔太、土門寛

治、山谷圭裕、若竹明莉（以上国際協働グループ 3年）、上参郷玖美（同 4年）    

（担当教員）藤巻秀樹 
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地域プロジェクト成果報告書 

―国際便と函館地域活性化― 

 

 

＜背景・目的・概要＞ 

 近年、台湾や中国大陸諸都市との直行便の就航により、函館空港の国際化が進み訪日外

国人観光客（インバウンド）が急増している。加えて函館空港の空港民営化（民間委託）

についても注目が集まっている。そこで本プロジェクトでは、函館空港の関係者にお話を

聞いたほか、外国人観光客を対象としたアンケート調査を実施して、現状を理解するとと

もに空港国際化による函館地域活性化に向けた課題や展望を探った。 

 

＜年間スケジュール＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロセスと成果＞ 

・函館市役所を訪問し港湾空港部の横山さんから函館空港の概要および函館観光の現状と

2016年    

10月      

11月      

12月 

     

2017年 

1月 

3月        

4月     

    

5月 

 

6月     

7月     

 

 

基本的事項について勉強 

 

函館市港湾空港部・横山敬一課長講話(写真 1) 

観光客アンケート調査の文案を考え、翻訳（英中） 

エバー航空・山脇亘一課長補佐講話(写真 2) 

函館空港見学 空港ビル瀧政美課長講話 

中間成果発表会 

北海道 7空港民営化シンポジウム参加 

湯の川温泉旅館協同組合の川崎研司事務局長講話 

(写真 3) 

アンケート作成 

五稜郭アンケート調査（13日、20日）(写真 4) 

五稜郭アンケート調査（9日、17日） 

アンケート回答を集計・分析 

最終成果発表会 

 

 

(写真 1)函館市役所 

(写真 2)エバー航空講話 
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今後の問題点などについてお話しを伺った。 

・エバー航空札幌支店の山脇さんに来校していただき、飛行機を中心とした観光戦略、北海

道のアウトバウンド（海外旅行）マーケットの状況、台湾と北海道の交流のなどについて

お話を伺った。 

・函館空港を訪れ函館空港ビルデングの瀧さんから、国際観光都市の空の玄関口としての機

能や、外国人観光客増加による空港ビルの整備などについてお話を伺った。 

・函館で開催した空港民営化に関するシンポジウムに参加、民間委託の準備状況を学んだ。 

・湯の川温泉旅館協同組合の川崎さんに、函館および道南地域のホテル・旅館業界の現状と

課題、函館観光の実態などついてお話を伺った。 

・五稜郭で外国人観光客に向けて函館の観光形態に関するアンケートを実施した。（5,6 月

の週末 4日間、五稜郭公園および五稜郭タワー。外国人観光客 54人から回収） 

 

 

 

 

 

 

 

＜アンケート調査結果 一部抜粋＞ 

 ◎回答者属性 年齢               ◎交通・宿泊の手配について  

 

 

 

 

                      ◎どこから入国したか 

 

 

 

◎居住地 

                                             

◎どこから帰国する◎リピーターについて 

 

(写真 3) 湯の川温泉旅館協同組合講話 (写真 4) 五稜郭アンケート調査 

◎どこから帰国するか 
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○ほぼ半数が函館泊が「1泊」だった。これは定番の観光スポットが案外少ないことが原

因か。リピーターの個人客の中には「３泊以上」する人もおり、魅力ある観光資源の開

発が望まれる。 

〇函館空港を利用した人が入国時 28％、出国時 13％と思ったより少なかった。バス利用

の団体客が多かったのが原因とみられる。これもリピーターは７割が函館空港を使っ

ており、今後は新幹線やフェリーなど、陸海空の交通インフラが整備された函館の優位

性を活かした、利用しやすい交通ネットワークを整備する必要があろう。 

 

＜総括と反省、今後の課題＞ 

函館市や空港など関係の方々のご配慮をいただき、貴重なお話を伺うことができ感謝し

ます。具体的な知識を身につけた後で、外国人観光客が比較的時間に余裕のある五稜郭公園

でアンケート調査を行ったが、観光客から拒否されたケースは少なく、おおむね好意的に答

えていただいて大変うれしかった。ただ、天気や曜日をもっと考慮して行えば、より効率的

な調査ができると感じた。課題としては、アンケートの場所や対象を広げること、質問内容

を精選することなどが挙げられる。また、今回は天候不順などの理由因でアンケートが６月

までずれ込んだため、回答を分析する時間が少なくなり、今後の展望や処方箋についてあま

り掘り下げられなかった点が心残りだった。 

 

＜地域からの評価＞ 

 函館市の横山敬一港湾空港振興課長から、外国人観光客に対する対面方式でのアンケー

ト調査について「言葉の問題などがある中で、このプロジェクトに取り組む学生の真摯な姿

勢が感じられる」との感想をいただいた。また最終発表会では「多くの人の声を聞いている」

「有意義なアンケート」「（函館は）外国人観光客が多いのにまだまだ課題が多いことがわか

った」などの声が寄せられた。 

 

＜メンバー一覧＞ 

小山桃果、林崎志保、吉田莉緒、逢坂香穗子、宮本彩佳   指導教員：今井宏 

・函館空港の利用率は 

全体で 37% 

・リピーターの函館空港 

利用率は 70% 

・NOT リピーターの 

函館空港利用率は 30% 

◎函館に何泊する予定か ◎リピーターについて 
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地域プロジェクト成果報告書 

地域リソースを活用した英語科教育のための教材 

―英語技能向上のための人生ゲーム作成 

 

１．プロジェクトの背景・目的 

 現代の英語科教育においては、従来の英語科教育において軽視されていた４技能のうちのスピ

ーキング能力が重要視されるようになってきた。我々のプロジェクトでは、英語のピーキング能

力を生かすことができる教材を作成し、生徒に英語に対して親しみを持ってもらい、今後の英語

学習に主体的に取り組むための動機づけ及び第２言語使用者としてのライフストーリーをイメー

ジしてもらうことが最終目的である。 

 

２．プロジェクトの概要 

 学生の視点を盛り込んだオリジナルの人生ゲームを制作し、それを補助教材として実際の授業

で用い、生徒に英語を話させる機会を作り、英語に親しみを持ってもらう。その過程で、生徒た

ちのライフストーリーを想像させる工夫を行い、学習者である生徒に自分たちの将来像を自ら描

かせることができる内容の人生ゲームを作成した。 

 

３．年間スケジュール表 

２０１６年１０月 プロジェクト開始。英語科教材の考案。 

(人生ゲームを制作することに決定。） 

２０１６年１１月 

     １２月 

 

平成２８年度 函館地区高等学校英語教育研究会 

―北海道函館中部高等学校 公開授業に参加（11/4)                                      

人生ゲームの内容について構想 

２０１７年 １月 人生ゲームの原案が完成 

２０１７年 ４月 

      ５月 

人生ゲームの製作・編集作業 

 

２０１７年 ６月 人生ゲームの完成。試験運用。訪問先への打診。 

平成２９年度 北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会 公開授業

に参加（6/9) 

２０１７年 ７月 北海道教育大学附属函館中学校での教育実践 (7/7) 

活動の振り返りアンケートの実施及びデータの分析 

  

４．プロセスと成果 

４．１ 活動立案（２０１６年１０月～２０１７年１月頃） 

 米国 Hasbro社が販売する英語版の人生ゲーム(the Game of LIFE,○C 2013 Hasbro)を参考にし、制

作する教材の構想を練った。日本版の人生ゲームとは異なり、英語版の人生ゲームではボードに

イベントが書かれているのではなく、マス目の指示に沿ったカードを引くことでイベントが発生

するルールになっている。我々のプロジェクトではこの英語版のルールを採用し制作を進めてい

くことに決定し、アイデアなどを出し構想を練っていった。 
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４．２ 研究会への参加 

 平成２８年度函館地区高等学校英語教育研究会による北海道函館中部高等学校の公開授業に参

加し、実際の授業では英語での指示が主で、生徒の考えた内容を英語で表現されているというこ

とがわかった。また、平成２９年度北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会で公開授業に参

加し、授業がアクティブであり、自然と生徒たちが英語を使おうとしている傾向があることがわ

かった。 

 

４．３ 北海道教育大学附属函館中学校での教育実践 

 ２０１７年７月７日、北海道教育大学附属函館中学校において、制作した人生ゲームをもとに

授業を行った１学級、各４～６名の生徒のグループに本プロジェクトの学生１名がそれぞれ教師

役となって付き添い、計６チーム作り、授業を行った。１コマ５０分の授業のうち、４０分ほど

を費やし、中学１年生の学級のうち３クラスで教育実践を行った。 

 

５．総括と反省・今後の課題 

 実際に制作した教材をもとに授業を行った結果、全体的に楽しんでいる声が多かったものの、

ほとんどの生徒が人生ゲームのゴールまでたどり着くことができず、１時間で行う教材としては

使用が難しいことが明らかになった。そのため、カードの分量や難易度、ボードのマス目の数な

どについて改善が必要である。 

 また、授業を実践した学年が中学１年生であったことから、カードやルールの理解が難しい部

分があったことを踏まえ、カードやボードに使用する英単語を易化させたり、ルールなどをさら

にわかりやすい教材へ改善したりする必要がある。 

 今後は、中学生の全学年を対象にした、１時間の授業の中で活動でき、多くの生徒が楽しむこ

とができ、なお生徒たちの動機づけなどの意識に変化を与える教材になるよう改善が求められる。 

 

６．地域からの評価―活動後のアンケート調査の結果から 

 人生ゲームの活動を生徒にフィードバックしてもらい、今後の地域プロジェクトメンバーの英

語教育活動に活かせるように、設問を合計 6 つ設定し、実際に教材を体験した附属中学校の一年

生約１０２名のうち、後半に実施した２クラス分合計 68人の生徒にアンケートを行った。生徒た

ちの率直な意見を取り入れるために、自由記述を多めに取り入れた。下記はアンケート結果をま

とめたものである。 

 

 人生ゲームのなかで最も学習になったと感じた内容は、下記の通り新出単語に関わるもので

ある。 

➢ 全部聞きとれなくても、単語がわかればだいたいの意味がわかった。 

➢ カードをひいたら書いてあることを言わなければいけないのでそこで色々な単語を知れ

てよかった。 

また、先生の日本語の解説込みでリーディング、及びスピーキングをしたことで勉強になっ

たという声も多かった。一方で、「カードに書いている英語の意味が分からなかった」「英語

が読めなくて話せなかった」といった意見もあった。 

 

 「10年後（大人になったとき）に、英語を使用してどんな人生を送りたいか」という質問へ

の回答で上位３位は下記の通りである。 

➢ １位 他国の人と交流したい 
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➢ ２位 海外旅行をしたい 

➢ ３位 海外の企業で働きたい 

このように、国際的な態度に関する回答が多く得られた。 

 

 「英語で楽しく取り組むことができたか」について６件法（リッカート尺度）を用いて調査

した結果は、下記のグラフの通りである。 

    

さらに、楽しく取り組めた理由について、１位には「カード内容が面白い」、２位には「ゲーム

形式が飽きなく、楽しい」といった回答が得られた。具体的には下記の通りである。 

➢ 「色んなアクシデントカードがあって、楽しかった。でも、回転が遅かったり、カード

に書いてある文章が少し、難しかった」 

➢ 「ゲームをまぜながら英語を学べたので楽しかったです。そしてカードの内容もおもし

ろくて現実感があったので、とても良かったです」 

一方で、「回転が遅い」、「英文法が難しい」という回答も得られた。 

  

メンバー一覧 

５００１ 山田裕一      ５０３７ 西田理美      ５０４４ 杉田甲斐人 

５０６７ 飛山航輝      ５０９０ 菊池梨奈       ５０９６ 笹森大史 

担当教員：菅原健太 
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