
2017 年度 地域プロジェクト成果報告書 

子どもの未来を紡ぐプロジェクト in ネイパル 

 

 

「メンバー一覧」 

担当教員 

鴈澤好博、紀藤典夫、三上修   

学生 

岩崎直哉、川上桐佳、斎藤峻太朗、佐藤千紘、高橋凌、畠章悟、藤岡健人、松井うみ、 

八木沼朱理、依田あかね 

 

 

「背景・目的・概要」 

 当プロジェクトの目的は、青少年体験活動支援施設ネイパル森の事業に参加し、事業に参

加する子どもたちの体験活動を支援することで、将来の地域の活性化を促すような人材を

育成することである。 

 前期は、ボランティアとして参加し、子どもとの関わり方や運営の補佐を行い、後期では

これに加え、1 年間の成果としてネイパル森の職員の方に協力を仰ぎながら、ネイパル森主

催「クリスマス事業」の運営協力者として企画運営を行った。 

  

 

「年間スケジュール」  

 

地域プロジェクト年間スケジュール表 

前期 5/13-14 ボランティアコミュニケーション 

 6/10-11 ミッション in 森 

 7/8-9 ファミリーキャンプ 

 8/26-27 森の仲間たち 

 9/9-10 サマーキャンプ 

後期 10/13~ クリスマス事業の企画開始 

 12/9-10 クリスマス事業 1 回目 

 12/16-17 クリスマス事業 2 回目 

 

 

 



「プロセスと成果」  

プロジェクトの最後に、事業の企画運営を行うための準備として、前期はネイパル森のボ

ランティアに参加し、「ボランティアのあり方（支援者であること）」、「企画運営について（企

画力、安全管理能力）」を実践を通して学んだ。 

上記を踏まえ、後期では、週 1 回会議を開き、ネイパルの森主催の「クリスマス事業」の

プログラム企画を行った。なお、当プロジェクトでは、「クリスマス事業」の中の「仲間づ

くり」と「工作」を担当した。企画を考える際には、始めにメンバー全員で、これは参加者

のどのような姿を目指すのか、参加後にどうなって欲しいのかという思いを共有し、それぞ

れの活動内容を決定した。この際、将来の地域の活性化を促すような人材を育成するため、

子どもたちの社会性や協調性を伸ばすようなプログラムになるよう心掛けた。その後、「仲

間づくり」班と、「工作」班に分かれ、決まった活動についてルール、時間配分の設定、道

具の準備と、当日のプログラム進行を行った。「仲間づくり」では、子どもたちの緊張をほ

ぐすような様々なゲームを行った。「工作」では、クリスマスリースを 1 人 1 つずつ作成し、

作成したリースを大きなクリスマスツリーに飾ることで、想像力を高めるとともに、達成感

を持たせる工夫をした。 

成果としては、終了後に行ったアンケートより、「はじめて会った人とも友達になれた」

「友達とアイディアを出し合ってリースが作れて楽しかった」などの意見が多数寄せられ、

子どもたちの社会性や協調性を伸ばすことができたと考えられる。 

 

 

「総括と反省・今後の課題」 

 5~9 月の活動に関しては、ボランティアとしてのサポートの仕方や参加者とのかかわ

り方を学ぶ期間であった。このことから、子どもが良くないことをしたら注意すること

や、子どもの性格の把握などサポートで不十分であったこと、私たちメンバー内での意

思疎通が不十分であったことも反省として多く挙げられた。また、運営をサポートして

いくうちに、安全管理能力を高めること、時間を意識しながら臨機応変に動くことの大

切さを感じ、後期の活動への課題とした。 

 10~12 月では、12 月のクリスマス事業の企画に向けての活動であったが、上記にある

5~9 月での課題を意識して取り組めた。しかし、予測が不十分であったために行動に移

す際に苦労したり、情報共有が足りていなかったりする場面もあったことが反省として

挙げられた。だが、企画は 2 回のチャンスがあったため、1 回目で挙げられた反省は 2

回目で解決するなど、反省点を直すこともできた。 

 今後の課題としては、参加者とのかかわり方を自分なりに考えるなど、自分の中で目

標をもって参加し学ぶことが挙げられたので、今後このプロジェクトを引き継ぐ後輩へ

伝えていきたい。 

 



 

「地域からの評価」 ネイパル森職員 桝井健一様よりいただいた評価。 

＜前期の活動について＞ 

 最初は動きの硬さや参加者との距離感などが見受けられることもあったが、メンバー

には単なる事業の手伝いではなく、そこから学び取ろうという姿勢が感じられ、参加者

との接し方や、気配り、トラブルに対する対処能力などのスキルが回を重ねるごとに高

まっていく様子が見て取れた。 

 

＜後期の活動とクリスマス企画について＞ 

 進行のもたつきや時間配分に苦労する様子が見られたが、1週間後の 2回めではプロ

グラム内容に修正を加え、改善させることが出来ていた。問題点をとらえ、解決策を検

討して実行に移すという作業を短時間で行えたことは評価に値する。 

 

＜全体を通して＞ 

 事業のプログラム企画、運営という初めてのことに取り組んでもらい、悩んだり、想

定外の展開に戸惑ったりすることも多かったと思われるが、見えてきた課題点を認識

し、次に向けての改善を進めて行こうという姿勢は活動後のアンケートからも読み取れ

た。  

 今回のプロジェクトを通して身に付けた人（子ども）との接し方や、企画運営のノウ

ハウ、課題点に対するアプローチの方法などを、今後の活動に役立ててもらいたい。 

 

  





津波避難誘導の情報提示

5302 菊池将太, 5348 久保奈々, 5317 三浦久純, 5352 今星哉
5325 福田隼也, 5357 猪股世織, 5338 佐々木純平, 金光秀雄

平成 30 年 3 月 1 日

1.背景・目的・概要
　 2011年の東日本大震災によって発生した津波により多くの人命が失われたことを受け，前年の地域プロジェ

クトでは，津波からの迅速な非難を手助けすることを目的としていた．本プロジェクトでは前年の最短経路探索

システムを踏まえ，避難情報を利用者にわかりやすく，かつスムーズに伝えられるように，電子情報とそれ以外

の情報の二つの観点からシステムを開発することを目的としている．目的実現のために本プロジェクトでは現在

地から最短の避難所が記された地図を作製，その情報を基に利用者が経路探索を行った際に，地図上で避難所ま

での方向を図で示すシステムを作製する．

2.年間スケジュール表
4月： 教育大学函館校の避難看板の調査

5月： 函館校の地図と看板を照らし合わせ

6月： 各看板に番号を付け，入った一口からの最短のルートを考えた．

7月： 上をもとに地図を作製し，中間発表を行った．

10月： 函館市の津波・避難に関する現行調査

11月～12月： プログラミングを使用したプロジェクトの開発（GMap APIと javascript）

1月上旬： プログラムの最終調整，最終発表に向けた準備を行った．

1月下旬： 最終発表

3.プロセスと成果
3.1. 避難看板の現状と問題点
3.1.1 避難看板の現状

大学などの敷地内が広大となる場合に敷地内での適切な案内

が必要になる．本キャンパスでは建物の外では避難経路の看

板が設置されている．そこで，キャンパス講内の避難場所ま

での誘導看板を調査，地図に表した．5号館を中心として大

学内の津波避難場所を示す看板の調査を行った．

図 1 各場所の避難看板

　

図 2 避難看板の配置図3.1.2 避難看板の問題点

本プロジェクトでは，今現在，北海道教育大学函館校に設置されている，避難看板について問題点を考えた．実

際に自分たちで，避難看板の誘導通りに避難場所まで進んでみると，いくつか気づいたことが出てきた．一つは，

日が暮れてしまうと，避難看板の表示が見にくくなってしまうことである．日が昇っている間は，光が当たり問題
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はないが，夜間に避難する際，看板自体にライトがついていないので，表示されている誘導が見にくくなってし

まう．対策としては，看板自体に何か光るものを取り付けるか，看板付近に街灯を設置するなどという案が出た

もう一つは，表示の内容がわかりにくいということである．避難看板に避難場所までの距離と矢印が表記され

ているが，例えば小学生の子などが見たときに，この内容を見ただけでは，明確にどこへ避難をしていいのかが

わからないだろう．また，文字の大きさや，矢印の大きさも含めて改善すべき点があるという結論に至った．

3.2 JavaScript による看板の矢印表示・回転
JavaScript : JavaScript（ジャバスクリプト）とは，プログラミング言語のひとつであり，ウェブブラウザ上で

動作し動的なウェブサイト構築やリッチインターネットアプリケーションの開発に用いられる．

今回の地域プロジェクトでは JavaScriptを用いて看板の矢印の表示とその画像を回転させて表示させた．この

機能を GoogleMapAPIと併用することにより避難場所へのルートを視覚的に情報を得られることを目的とした．

以下は JavaScript上で使用したプログラムの一部である．

これは画像を回転させなかった場合のプログラムである．

var ctx = document.getElementById("cv1").getContext("2d");

ctx.rotate( 0 * Math.PI / 180); //回転

それに対しこちらは画像を 270度回転させたものである．

var ctx = document.getElementById("cv1").getContext("2d");

ctx.rotate( 270 * Math.PI / 180); //回転

これにより右向きに向いていた矢印が上向きとなった．

3.3 Google Maps API による敷地内避難経路の情報提示

Google Maps APIは自分のサイトに地図を掲載でき

る仕組で，使いやすく，多彩な表現ができ，世界中の

地図を自らのページに組み込むことができる．今回は

これを用いて函館校の避難看板の位置と避難場所まで

の最短経路の表示を試みた．図 3は函館校の避難看板

の位置を Google Maps API で表示したものである．

図 3 Google Maps API による避難看板の位置

図 4は正面玄関から避難看板をたどって 5号館の避難場

所までの最短経路である．この図以外にも様々な場所か

らの避難を想定して何パターンかの避難経路を作った．

図 4 Google Maps API による避難経路
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3.3 Google Maps API による敷地内避難経路の情報提示

Google Maps APIは自分のサイトに地図を掲載でき

る仕組み．無料でどんなサイトにも，使いやすく，多

彩な表現のできる，世界中の地図を自らのページに組

み込むことができる．今回はこれを用いて函館校の避

難看板の位置と避難場所までの最短経路の表示を試

みた．

図 2が函館校の避難看板の位置を Google Maps API

を用いて地図上に表示したものである．

　

3.4 ボロノイ図の適用の可能性

　津波発生時の避難誘導を効率的に行うために必要な情報，特に電子情報を除いた情報について，函館市では

現在，避難所の位置と種類が記された地図が掲載された情報誌が配布されている．その地図情報に他に必要な情

報がないかを本プロジェクトで検討した．　避難の際には津波が到達する前に避難所に到達しなければならない．

その為どこに逃げればよいか，どのルートで逃げればよいかの即座に決めるべきである．現在使用されているも

のでは，地図上に避難所の種類，名前，位置が複数一つの地図に記されており，最短の避難所がどこかは判断しづ

らい．そこでボロノイ図を用いて現在地から最短の避難所を示すことを試みた．　ボロノイ図とは平面上の任意

の位置に配置された母点が存在する時，どの母点に最も近いかによって分割した勢力図である．母点を避難所の

位置と重ね，各母点の垂直二等分線をひくことでボロノイ図を作図した．母点に設定した避難所は規模の大きな

津波を想定し，避難生活が可能な指定避難所としている．

4.総括と反省

本プロジェクトの総括と反省は，Google Maps APIでは，自分のいる位置から避難場所までの経路を出すこと

ができるか試みた．結果は，地図上の避難看板の部分にマーカーを記し，看板から次の看板までの矢印を出すこ

とには成功したが，それ以降のプログラミングがうまく出来ず，途中までとなってしまった．

Java Scriptを使用したプログラミングでは，インターネット上に画像（今回は矢印）を表示させ，回転させる

とは出来たが，それを避難経路の表示と結び付けることが出来ず，こちらも途中までとなった．

問題点を含めた看板の作成に関しても，本プロジェクトのプログラムでは非常に難しいということがわかった．

5.今後の課題

• Google Maps API を用いて現在の地点から複数のある避難所の中で最短かつその経路が移動中に津波に浸水

しない経路を見出すように改善する必要性

• Javascript のプログラムを改善し，Google Maps API からの経路探索データをもとに避難方向や避難場所へ

の距離等を自動で生成・表示した津波避難誘導の看板の作成

• ボロノイ図の使用などの工夫で避難する人にわかりやすい避難地図の作成
• 気象庁からの津波到達時間データ活用し，夜間でも有効な避難経路の情報提示の検討

6.地域からの評価

今回は，プログラムの作成やその環境整備にかなりの時間を費やし，地域からの評価を得ることができなかっ

た．今後は一定のプロジェクト成果がまとまった段階で，函館市役所や函館地方気象台などの地域の組織から評

価を得たいと考えている．
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放射線教育のための教材開発とその実践 

 

(1)背景・目的・概要 

＜背景＞ 

 本プロジェクトの背景として、以下の 3点が挙げられる。 

① 学習指導要領(平成 29年 3月公示)で「放射線教育」に関する記述が増えている。 

② 原子力関連施設が近くにあることから、放射線・放射能、原子力発電に関する正しい知識の必要性を感じた。 

③ 学生の放射線、放射能、原子力発電に関する知識・経験の不足が判明したため、勉強会や見学の必要性を感

じた。 

 

＜目的＞ 

本プロジェクトの目的として、以下の 3点が挙げられる。 

① 教材開発のためにどのような教材が必要か検討する。また、既存教材の実践と検討をする。 

② 教える立場である我々自身が放射線や放射能に関する正しい知識を得るための学習活動を行う 

③ 活動の記録、引継ぎ等により、活動の継続を可能にする 

 

＜概要＞ 

 本プロジェクトの活動は主に 4つの項目に分けられる。 

① 知識の獲得 

勉強会、施設見学を通して放射線教育にかかわる知識を蓄えた。 

② 教材開発のための情報収集 

勉強会や見学の参加者の反応から、どのような教材が必要なのか検討した。 

③ 既存教材の実践と検討 

“エネルギー大臣になろう！”の実践と教材化への検討をした。 

④ 今後につながる活動 

理科免許取得希望の 2年生などの参加者を募り、企画を運営することで、来年度へつなげられる体制を整

えた。 

 

(2)年間スケジュール 

4月 

・ 情報収集 (日本原子力文化財団、J-POWER等) 

5月 

・ 「草の根NPO等活動支援」申し込み・企画書作成 

6月 

・ J-POWERの協力のもと、理科教材である「エネルギー大臣になろう！」(J-POWER との連携)を体験 

(参加人数：「環境と放射線」受講生約 100人) 

・ 「地層処分事業推進のための学習の機会提供事業」申し込み・企画書作成 

7月 

・ 「環境と放射線」の講義で受講生を対象に「エネルギー大臣になろう！」を実践 

・ 大間原子力発電所(J-POWER との連携)を見学(参加人数：  地プロメンバー3人、他学生 2人、教員 1人) 

9月 

・ 「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理 センター」を見学、「大学生と一般市民の集い！エネルギー事情を



次世代と学ぶ」(エネルギーを考える未来塾との連携)に参加 

・ (参加人数：地域プロジェクトメンバー3人、教員 2人) 

10月 

・ 「幌延深地層研究センター」の事前勉強会、「幌延深地層研究センター」を見学 

(参加人数：地域プロジェクトメンバー3人、2年生 3人、教員 1人) 

11月 

・ 「泊発電所(原子力発電所)」の事前勉強会、「泊発電所(原子力発電所)」を見学 

(参加人数：地域プロジェクトメンバー3人、他学生 15人、教員 1人) 

・ フロンティアテクノセンターとの交流 

12月 

・ 化学系のゼミ生、地域の方々を対象に「エネルギー大臣になろう！」を実践 

(参加人数：地域プロジェクトメンバー3人、2年生 2人、教員 1人、地域の方々15人)

 

(3)プロセスと成果 

 概要に記した 4項目について、それぞれの関連する活動と成果を記載する。 

① 知識の獲得 

＜関連する活動＞ 

大間原発の見学、六ケ所村でのシンポジウム、幌延深地層研究センターの見学、泊発電所(原子力)の見学、 

森発電所(地熱)の見学 

＜成果＞ 

・ 原子力発電に対する国の基準が厳しくなっていることを知った。 

・ 放射線に対しての安心・安全を含め、相互理解のためには「対話」が重要だと理解した。 

・ 地下深くに潜り、自分の目で実態を見ることで安全性や将来性を確認できた。 

・ 原発には安全対策が何重にもなされていることを理解できた。 

 

② 教材開発のための情報収集 

＜関連する活動＞ 

大間原発の見学、六ケ所村での見学、シンポジウム幌延深地層研究センターの見学、泊発電所(原子力)の見学、

森発電所(地熱)の見学、フロンティアテクノセンターとの交流 

＜成果＞ 

・ 基礎知識が不足していることを実感した。 

・ 放射性廃棄物の問題についても言及する必要があることを実感した。 

・ 専門分野でない学生を参加させることができ、一部ではあるが放射線の理解にどのような知識が必要かを 

知れた。 

・ 原発以外の発電方法を学ぶ大切さを知ることができた。 

 

③ 既存教材の実践と検討 

＜関連する活動＞ 

エネルギー大臣になろう！の実践 

＜成果＞ 

・ コミュニケーションをとりながら様々な発電 方法のメリット・デメリットを考えられるという利点を見出

した。 



・ 教材化するとなると、用意するもの(タブレット、アプリ、カード等)や、予備知識が必要となるという課題を

見出した。 

④ 今後につながる活動 

＜関連する活動＞ 

エネルギー大臣になろう！の実践、大間原発の見学、六ケ所村でのシンポジウム、幌延深地層研究センターの見

学、泊発電所(原子力)の見学、森発電所(地熱)の見学、フロンティアテクノセンターとの交流 

＜成果＞ 

・ 理科教員を目指す 2年生を参加させることで、下級生に経験を積ませることができた。 

・ 参加した 2年生にも積極性がみられるようになった。 

・ 様々な活動を通して、J-POWER、日本原子力文化財団、エネルギーを考える未来塾、北海道電力などの方々

とのつながりができた。 

・  

(4)総括と反省・今後の課題 

＜総括＞ 

本プロジェクトの総括として、以下の 3点が挙げられる。 

・ 教材開発には至らなかったが、実際に講演を聞いたり、見学に行ったりして、教材開発をするうえで必要な

知識や情報を得られた。 

・ プロジェクトメンバー以外の参加により、多くの意見が聞けた。 

・ 多方面の方々とのつながりができた。 

＜反省＞ 

本プロジェクトの反省として、以下の 2点が挙げられる。 

・ 自分たちが知識を得ることと周りの反応を観察することのバランスをとることが困難だった。 

・ 成果をより多く得るために、各活動において目的をより具体的にする必要があった。 

 

＜今後の課題＞ 

本プロジェクトの今後の課題として、以下の 3点が挙げられる。 

・ 企画に参加した後輩に本プロジェクトを引き継いでもらい、今回培った知識をもとに教材開発に臨んでもら

う。 

・ 原子力発電のみならず、他の発電についても学ぶ。 

・ さらに地域に目を向けた活動を行う。 

 

(5)地域からの評価 

・ 教材開発する際は、現職の教師の声を取り入れることが重要であると指摘された。 

・ 活動としては興味深かったが、発信方法を工夫したほうがよかった。 

・ 若い世代にもエネルギー問題について考えるようになってもらいたい。 

・ 教材の具体的な案は考えてもよかったのではないかと指摘された。 

 

(6)メンバー 

c25307hr 比佐遼太、c25328mk 三浦捷人、c25359ir 井上竜 





地域プロジェクト成果報告書 

（函館市中学校数学教育研究会と交流するプロジェクト） 

 

①背景・目的・概要 

背景 

現在日本は、知識基盤社会の到来やグローバル化、情報化といった変化の激しい社会である。教員は平

成 29 年度 3 月に告示された新学習指導要領に示されている、知識及び技能の習得、思考力・判断力・表

現力等の育成、学びに向かう力・人間性等を涵養する、という「資質・能力の育成」を実現しなければな

らない。また、教員に対しても「資質・能力の向上」が求められている。中学校数学科教育においては数

学的活動を通じて資質・能力の育成を目指している。 

 

目的 

函館市内の中学校数学科教員の多くが所属している、函館市中学校数学教育研究会（以後、中数研と

略す）が行っている授業研究活動の１つである研究授業づくりの構想・指導案検討・研究授業参観・事後

検討会に参加した。そこで上記の課題について議論し、本プロジェクトの参加学生が数学教員としての

授業実践力を高め、教員としての資質・能力を育成することを目的とした。 

 

概要 

研究授業づくりに関わる準備として、市内中学校で授業観察を行い、観察した授業をマッピングして

分析し、本時案の再構成を行った。また、中数研という組織と意義について中数研幹事長から講演をいた

だいた。その後、実際に中数研で研究授業をつくるために分かれている 3 つのブロックに学生も分かれ、

研究授業づくりの検討会、プレ授業に参加した。研究授業参観後、事後検討会に参加して、ここでの内容

を整理し、関係教員へ報告した。まとめとして、中数研に参加して学んだことや教育実習での成果をふま

え、大学で模擬授業づくりを行い、関係した先生方へ公表することで 1 年間の成果として発表した。 

 

②年間スケジュール 

5 月    【中数研総会】 

5 月～6 月 【授業観察準備・授業観察】 

・市内中学校での授業観察（6 回） 

6 月～   【研究授業づくりでの取り組み】 

・各ブロックでの検討会参加 

・大学でのプレプレ授業の実施（2 回） 

・各ブロックプレ授業への参加 

8 月    【中数研夏季研修会】 

 

 

10 月～12 月【研究授業】 

・A ブロック 10 月 24 日 

・B ブロック 11 月 22 日 

・C ブロック 12 月 15 日 

10 月～  【模擬授業づくり】 

11 月～1 月【模擬授業発表】 

・1 回目 11 月 21 日 

・2 回目 1 月 11 日 

1 月   【中数研冬季研修会】 

 



③プロセスと成果 

研究授業での授業を視る力を身に付けるため、附属中学校や函館市内の中学校での授業観察を行った。

その際、「発問」・「板書」・「生徒の活動」の 3 つの観点に即して授業観察をし、マッピングを行うことで

3 つの観点の相互関係に着目でき、授業を体系的に捉えることができた。 

そして、研究授業に向けた各ブロックの検討会や研究授業

を行う先生による大学での模擬授業、実際の生徒に対するプ

レ授業に参加し、授業をつくるときの考え方や方法を学んだ。

大学での模擬授業では本プロジェクト参加学生を含む大学生

が生徒役として行われた。模擬授業、プレ授業ともに授業後の

各ブロックの先生方による事後検討会に参加し、よりよい授

業になるように議論が行われた。研究授業当日も研究授業を

観察し、事後検討会に参加して、内容を整理したものを関係教員に報告をした。 

最後にプロジェクトの成果として、中数研の活動に参加して学んだ授業づくりの経験を活かし、2 回

大学で模擬授業を発表した。発表には中数研への参加で関わった現職の先生方に来ていただき、講評を

いただいた。1 回目は中学校第 3 学年で学ぶ「多項式」を、2 回目は中学校第 2 学年で学ぶ「1 次関数」

の範囲の 1 時間分の授業を行った。模擬授業を作成する際に、4 年生と先生から講評を受け、何度も練り

直し、生徒が意欲的・主体的に知識を獲得、表現できるような

授業をつくるよう取り組んだ。また、生徒役を演じる大学生

に生徒としての設定を設け、実際の中学校の授業に近づける

取り組みも行った。特に 2 回目の模擬授業では現職の先生お

一人に生徒役として参加していただき、より現実の授業に近

い想定をして行うことができた。 

 

④総括と反省・今後の課題 

総括・反省 

中数研での研究授業づくりは、1 つの授業の目標に到達するまでのよりよい教師の働きかけや手立て、

教材へのアプローチの仕方などに着目しながら参加することができた。また、授業観察で学んだ「体系的

に授業を捉えること」を意識しながら検討会に参加することができた。研究授業当日は、授業後の事後検

討会に参加し、「数学的活動に意欲的に取り組み、数学のよさを実感する学習を目指して」という研究主

題から、授業で生徒が主体的に取り組めるような教師の働きかけ等を考え、学ぶことができた。 

そして、この活動を通して学んだことを模擬授業発表という形で成果とした。中数研への参加で関わ

った現職の先生方にお越しいただき、模擬授業に対する講評をいただいた後、それを本プロジェクト参

加学生でフィードバックを行うことで本プロジェクトでの学びを整理し、終了とした。 



反省として、各ブロック間での内容の共有や研究授業を観察した成果の共有を学生の間で完全にでき

なかったことが挙げられる。そのため、模擬授業づくりの時、中数研での学びを十分に活用できなかっ

た。また、模擬授業をつくる際、中数研での学びをどのような形で活かすか、設定をしなかったため、成

果発表という意味では不十分だった。 

 

今後の課題 

次年度に向けての課題として、模擬授業づくりの前に今までの成果をまとめ、模擬授業の主題を設定

することがあげられる。成果発表の場としてよりよいものになり、プロジェクトの質の向上に繋がると

考える。 

 

⑤地域からの評価 

模擬授業発表に来ていただいた現職の先生方からの講評と

して、「授業者の雰囲気がよかった。」、「教材研究はじめ様々な

ことを学び続けていくことが大事なため、今後も一層努力して

ほしい。」、「自分も初心に帰って教材研究をしていこうという

気持ちの再確認になった。」、「発問はもっと明確でわかりやす

い言葉を選ぶ。」、「授業で提示する目標とまとめの文は慎重に

考える。」、「本時の目標に対しての授業の流れや方法をもっと

洗練する必要がある。」、「現場で一緒に仕事できる日を楽しみにしている。」などが挙げられた。 

 

⑥メンバー一覧 

担当教員 池田正 

5301 髙倉優花 

5304 小幡友紀 

5308 服部仁亮 

5318 中村尚 

5339 遠藤李紗 

 

本プロジェクトの活動に対し快く協力して頂いた、函館市中学校数学教育研究会の先生の皆様に心より

感謝申し上げます。本当にありがこうございました。 

また、模擬授業を作成する際、講評していただいた 4 年生はじめ、模擬授業で生徒役を引き受けてくれ

た大学生の方々には刺激的な意見を頂き、精神的にも支えていただきました。ありがとうございました。 

手元に 

模擬 

ないよー！ 

メンバー 





地域プロジェクト成果報告書 

 

「地域とともに原子力発電を環境学的に考える」 

 

〇メンバー 

5312 木戸博哉  5327 進藤丸佳  5309 工藤留菜  5326 黒川俊輔 

5358 西田悠介  5344 宇賀神綾花 5336 藤澤健太   

担当教員 竹中康之  

 

〇背景・目的・概要 

背景：函館市は、青森県下北に建設中の大間原子力発電所の無期限凍結を求めている。 

目的：是非の判断には適切な知識を有することが必要である。 

   原子力を環境学的に考え、その成果を地域に還元する。 

概要：大間原子力発電の無期限凍結の是非を判断するためには、原子力発電について 

   適切な知識を有することが必要である。本プロジェクトは函館市など地域と連携

し、原子力発電の問題について環境学的に考え、その成果を地域に還元する。 

 

〇年間スケジュール表 

前期 

・原子力発電所についての勉強会 

・さらなる理解を深めるための学習 

「廃棄物」「再処理」「プルサーマル 

MOX」「放射線 人体への影響」「再生

可能エネルギー」 

・裁判の日程や反対運動の情報を共有 

・5/21 斎藤武一氏による紙芝居講演会へ

の参加 

・6/30 裁判傍聴 

後期 

・勉強会「火力発電と原子力発電を比較」

など 

・1/10 大間原発の見学 

・大間原発見学の報告会 

・1/16 函館市役所との意見交換 

・まとめ 

 

 

〇プロセスと成果 

前期は原子力についての勉強会や、講演会等の参加によって反対派の声を聞く中で原子力

発電の理解を深めた。 

後期は大間原発について学習したのち実際に大間原発を見学したり、函館市役所の方から

大間原発についてお話を聞いたりすることによって、それぞれの主張の違いを知ることが

できた。 

 



〇総括と反省・今後の課題 

函館市の大間原子力発電に対する取り組みについて、正しい知識をもって様々な観点から

考えることができた。さらに実際に大間原子力発電所に見学に行ったことで大間原子力発

電所の現状について理解することができた。函館市と大間原子力発電のそれぞれの主張か

ら地域プロジェクトのメンバーで意見交換し、自分たちの意見をまとめた。また、今後は

原子力発電の是非の判断の基準を環境学的観点を含め明らかにすることが必要であり、今

回のプロジェクトをどう地域へ還元するかを探っていくべきである。 

 

〇地域からの評価 

意見 

 ・このプロジェクトを通して何がしたいのか分かりづらい。 

 ・原子力に代わるエネルギーは何か。 

 ・原子力についてよく知らない地域の人々が反対するのは違う気がする。 

 

感想 

・発電についてよく勉強されていると思った。来年度以降は知識をアウトプット出来れ

ばさらに良い。 

・原発はとても身近なようで遠い存在として感じており、プロジェクト内容は面白いが

どのようにしてこれを地域に還元するか、難しいと思うが頑張っていただきたい。 

・原発は残るべきエネルギーだと考えている。3.11のように大きなリスクは抱えている

が、コストを低く抑えられるから必要であると思う。 

・将来的に火力発電の燃料が尽きる可能性があるため、原子力発電の稼働が必要となっ

てくるため、反対と言うよりは賛成派である。（ただし正しい知識が必要だろう） 

・エネルギーミックスを考えるように視点を移すことが大切だと思う。 

・大間原発と函館市の意見を取り入れていることで、極端に違っているところをはっき

り知れて良かった。 

・賛成、反対を決める前に、まずは正しい知識を得ることが必要だと思う。 

・原発問題は難しい。ただ単に賛成、反対のみを主張し正しい知識について無知である

ことはいけないと思う。函館の安全面としては心配事では済まない課題であると思う。 

 

〇謝辞 

この地域プロジェクトを進めるにあたって、ご協力いただいた J-POWER、函館市役所

防災担当様に心より感謝申し上げます。 

 

  



  

大間原発見学の様子 

 

  

大間原発見学の様子 

 

  

斎藤武一氏 紙芝居講演会 





地域における音環境の調査と提案 

 

メンバー：井澤咲希 奥崎夏帆 川浪香怜 工藤茉奈 熊谷里沙  

鈴木裕也 早崎亮太 武佐晃瑛 

担当教員：今野英明 

 

1. 背景・目的・概要 

現在日本では総人口の減少が問題となっているが、函館市においても人口減少が避けら

れない状況となっている。それにはもちろん出生率の低下が大きな理由であることは疑い

ようがないが、函館の場合はそれに加えて若者の地元離れという問題も絡んでいる。特にや

りたいことも決まっていないがとりあえず函館を出て都会へ移住するというケースは少な

くない。一方で函館には函館ならではの魅力が溢れている。その本来の魅力が住民に伝わり

切っていない現状があるように考えられる。そこで、もともとプロジェクトのテーマであっ

た音に焦点を合わせ、函館の魅力を音で発信することを目的にした。そして函館の音をマッ

プに載せた「おとマップ」を作成し、どのような音がどこで聴けるのかを手軽に調べられる

ようにすることで魅力を発信することにした。 

 

2. 年間スケジュール 

4月 
顔合わせ 

方針を決める話し合い 

10月 アンケート作成 

Webサイト作成（1） 

音収録（2） 

5月 
録音機器の操作確認 

地域課題の調査（1） 

11月 Webサイト作成（2） 

音収録（3） 

おとマップ作成（1） 

6月 

音収録（1） 

地域課題の調査（2） 

これまでの活動のまとめ 

12月 Webサイト作成（3） 

音収録（4） 

おとマップ作成（2） 

パンフレット作成 

7月 

中間発表会準備 

中間発表会 

前期の総括と反省 

1月 Webサイト作成（5） 

最終発表会準備 

最終発表会 

総括と反省 

報告書作成 



 

 

3. プロセスと成果 

函館の魅力について再認識してもらうため、第一段階のおとマップを作成した。この時点

での「おとマップ」掲載音はメンバーの話し合いにより、有名かつ函館ならではであり、位

置的に比較的収録しやすい場所が選定された。 

「おとマップ」に今後掲載すべき音の調査と「おとマップ」の改善を図るため、第一段階

の「おとマップ」収録音を大学祭において聴いていただき、、函館の音についてアンケート

を行った。 

大学祭でのアンケートは全 55 名の回答を得られた。内約は、男性が 33 名、内 10 代

以下 1 名、10 代 4 名、20 代 24 名、40 代 3 名、不明 1 名。女性が 21 名、内 10 代 

6 名、20 代 14 名、30 代 1 名、不明 1 名である。アンケートでどの音が印象的だった

か、またその他に函館で印象的な音があるのかという質問に答えてもらった。聞かせた音は

「函館山」「ハリストス正教会」「市電」「イカ釣り漁船」の 4 つである。その結果は、函館

山が一番多くて 51 票、次に市電が 50 票、港まつりが 40 票、ハリストス正教会が 33 票

と続いて、最後にその他で 37 票という結果となった。その他の中には「金森倉庫」「ラッ

キーピエロ」「緑の島」などが挙げられた。 

アンケートの集計結果をもとに、作成中の「おとマップ」の改善点を話し合った。その結

果アンケート項目の「その他に函館で印象的な音」として挙げられた「ラッキーピエロ」「緑

の島」「金森倉庫」の音を新たに収録し、「おとマップ」に掲載した。どの場所も季節による

音の違いや、天候や風の様子による音の違いがある。特に「緑の島」はその日にしか録るこ

とのできない特別な音である。「金森倉庫」は、今回はクリスマスシーズンに音収録を行い、

季節感あふれる音となっている。またもう一つアンケートで挙げられた「白鳥町の鐘」につ

いては音源となる場所を特定できなかったために、今回は掲載することができなかった。 

アンケートでの改善点を考慮した第二段階の「おとマップ」をプロジェクトチームの web

サイトに掲載し、web サイト作成の情報を掲載したパンフレットを作成することで「おと

マップ」の広報に努めた。 

 

4. 総括と反省 

「おとマップ」というものを作成することで、具体的に活動を進めていった。それに加え、

音収録の場所を増やすため、また、地域の声を集めるという目的のためにアンケート調査を

実施し、地域住民の声を取り入れた。「おとマップ」を webサイトに掲載し、その情報を拡

散する手段としてパンフレットを作成することでより多くの人に閲覧してもらえるように

した。Webサイトでは、「おとマップ」から実際に収録した音を聞くことができ、アンケー

ト調査も実施しているため webサイト上から地域の評価を得ることができる。 

反省点として、季節によってその場所の音が変化するのかという検証ができなかった。ま



た、音を収録する際に記録される正確な日時や天気を整理し活用しなかったことも挙げら

れる。今回は、「おとマップ」としてイラストと音のみでのアプローチであったが、映像と

合わせる方法も提案していきたい。 

 

5. 地域からの評価 

地域住民からの声を「おとマップ」に反映させるためにWebサイト上にアンケートを掲

載した。その質問は 6問で、アンケートは今も回答を受け付け中だが、回答を集計した時点

では 6人の回答が得られた。 

1.おとマップの第一印象はどうか。 

  良い 100% 

2.おとマップを見て、聞いて、函館に魅力を感じたか。 

感じた 100% 

3.どこの場所に魅力を感じたか。 

函館山 50% ハリストス正教会 66.7%   市電 0%  イカ釣り漁船 16.7% 

4.魅力を感じられなかったのはどこか。 

  函館山 0% ハリストス正教会 25%  市電 25%  イカ釣り漁船 25% 

5.おとマップを見て、聞いて、函館に行きたくなったか。 

行きたくなった 83.3%    在住 16.7% 

6.おとマップを見て、聞いて、函館に住みたくなったか。 

住みたい 50% 住みたくない 33.3% 住みたいと思うほど音で魅力を感じない 16.7% 

という結果になった。 

「おとマップ」の印象についてのアンケート結果は 100%いい結果を得ることができたが、

函館に対して「おとマップ」が影響を与えることができたのは 100%ではなかった。特に、

おとマップを見て函館に住みたいと思った人の割合は全体の 60%であり、高い結果である

とは言えない。また、函館に住みたいと思わなかったと答えた人の中に、函館に住みたいと

思うほど、音に魅力を感じないという意見もあった。 

函館の課題である、若年層の人口が減少している、ということに関して、「おとマップ」

を見て、函館に来たくなったか、又は住みたくなったかという質問に対しては、住みたいと

思った人のほうがまた来たいと思った人よりも少ないという結果になった。この結果を受

け入れ、住みたいと思う人が増えるような「おとマップ」作りを工夫して行っていきたい。 





地域プロジェクト成果報告書「認知科学で学ぼう」 

メンバー 東口愛羅 太田良真 Williams信介 赤坂裕太 

 

背景・目的 

前期では、函館での心理学系の講演やワークショップが少ないことに着目し、地域の方々

に認知科学などの心理学に触れてもらうことを目的とした。 

後期では、前期の活動を踏まえ、地域貢献とは何か、その手段として心理学を取り入れるこ

とができるのかを検討した。 

 

概要 

前期では、3度のワークショップを経験し、1回目と 2回目ではアシスタントとして参加

しました。3回目では、先生に提案していただいたテーマに沿ってワークショップを企画し、

後期に学生主体で企画・立案・運営するための経験を積みました。 

後期では、実際にテーマ、場所、日時の設定やワークショップの内容などを一から企画・立

案・運営しました。 

 

スケジュール 

4月 17日 地域プロジェクト配属チーム決定 

4月 23日 第一回ワークショップ(テーマ：アクティブラーニング) 

4月 24日～5月 19日 第二回ワークショップ(テーマ：創造性)のテーマ考察  

5月 20日 第二回ワークショップ開催 (開催場所：はこだてみらい館) 

5月 21日～7月 1日 第三回ワークショップのテーマ考察・選定 (テーマ：錯視) 

7月 2日 第三回ワークショップ開催 (開催場所：はこだてみらい館) 

7月 3日～7月 14日 中間発表に向けての準備 

7月 15日 中間発表 

10月 3日 地域プロジェクト初回集まり 

10月 11日～11月 22日 ワークショップのテーマ考察・選定・準備 

           (テーマ：勉強に役立つ心理学) 

12月 26日 ワークショップ開催 

                   (開催場所：函館市青年センター) 

1月 11日～1月 19日 成果発表に向けての準備 

1月 20日 地域プロジェクト成果発表 

 

 

 
 



プロセスと成果 

4 月 23 日は林先生主催の第 1 回ワークショップに参加した。参加者数は 5 人(大人 3 人 

子供 2人)で、メンバーのうち 3人は大人の参加者と一緒に、教育現場で主流になりつつあ

るアクティブラーニングを体験した。また、残りの 3人は参加者のお子さんを預かり、絵を

描いたり折り紙などで交流した。 

5 月 20 日には第 2 回ワークショップを開催した。参加者数は大人 4 人で、林先生が事前

に決めたテーマ・内容で準備・実施した。用意したブースは 3つあった。１つ目は創造性計

測テスト、2つ目は Brain Writing法の体験、3つ目は、洞察課題を用いた創造性を上げる

コツの紹介であった。参加者には初めに第 1ブースにて創造性を計測してもらい、第 2第 3

ブースを経た後、再度創造性を計測してもらうことで、創造性の向上を体感してもらった。 

 7 月 2 日は第 3 回ワークショップを開催した。参加者は 30 人程度だった。錯覚をテーマ

に、メンバーでブース内容を考案した。平面錯視をポスターや動画で展示するブース、立体

錯視の展示とそれらをキットとしてまとめ、実際に作ることが出来るブース、視覚情報によ

って味覚が変化する錯覚を、かき氷を用いて体験するブースの 3ブースに分かれ、地域の方

にそれぞれ体験してもらった。 

 後期は、テーマ決めや開催日時と場所などの企画・立案・運営を全てメンバー主体で行っ

た。10 月は、一人ひとりテーマ案を持ち寄ってプレゼンテーションを行い、ワークショッ

プのテーマを決定し、準備に取り組んだ。11 月には、場所や日時の交渉を始め、函館市青

年センターで行うことを決定した。 

 12月 26日に後期ワークショップを開催した。参加者は 11人(大人 7人 高校生 2人 小

学生 2 人)だった。ブースを 2 つ設け、1 つ目は、色と香りの心理学をテーマに色と香りの

組み合わせで得られる効果（リラックス・目覚まし・疲労回復・気分高揚）を紹介・体験。

勉強の合間でリラックスしたいとき、集中したいときに使える組み合わせを考えてもらっ

た。2つ目は、地域について考えるアクティブラーニングをテーマに、「地域貢献とは何か」

「どんな街に住みたいか」についてディスカッションし、地域について考えてもらった。 

 

 



地域からの声 

前期第 3回 

・すごく簡単に脳がだまされることに驚きました。(10代男性) 

・他も調べてみようと思います。(10代男性) 

・何かに集中していると、他が不注意になるということがよくわかりました。(20代男性) 

・久しぶりに勉強した気分でした。子どもが大きくなったらこういうワークショップにまた

参加させたいです。(年齢性別不明) 

後期 

・出身地が地域別に違ったから人それぞれの意見をきけて楽しかったです。(21歳女性) 

・においで人をだませる、中学高校大学につながっている。(11歳男性) 

・心理学のもっと深いところまで知りたいです。有難う御座いました。(17歳女性) 

 ワークショップ参加者に 5 段階評価でアンケートを行ったところ、概ね高評価をいただ

いた。 

 

反省・総括 

 前期では、報告・連絡・相談が不十分だったことや、ワークショップの対象年齢の配慮が

不足していたことが反省点として挙げられた。これらを踏まえ、後期では密に連絡を取り合

い、メンバー間での情報共有を徹底した。また、ワークショップの対象年齢を事前に設定し、

それに沿ったブース内容を意識した。対象に定めた高校生の参加は少なかったが、結果的に

はさまざまな年齢の参加者にも楽しんでもらうことができた。 

 後期の反省点として、1 つ目は必要なもののリストアップ化をすべきだったことである。

開催場所の決定の遅れたことや、ワークショップ直前に必要なものが足りないことに気付

くなどのアクシデントが起きてしまったことなどから、早期の事前準備が今後の課題とし

て挙げられるだろう。2つ目は、アンケートの内容が不十分だったことである。今回の感想

を尋ねる内容ばかりで、準備する上で何が効果的なのかわからなかったため、今後のワーク

ショップ開催につながるフィードバックのあるアンケートを作成すべきだった。 

 総括として、1 年間のプロジェクト活動を通しはっきりと形にできたものはなかったが、

ワークショップを通して大学と地域のコミュニケーションの場の一つとなり学校や公共施

設、他の団体とのつながりを作ることができた。形に残らずとも、私たち学生が大学で学ん

だことを地域へと発信することもまた一つの地域貢献の形であると言えよう。 

 

謝辞 

 ワークショップ開催にあたり、お忙しい中ご協力してくださった、函館みらい館の長岡様

をはじめ、みらい館のスタッフの皆様、そして、函館市青年センターの池田様を初め、青年

センターのスタッフの皆様に心より感謝申し上げます。 
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地域プロジェクト成果報告書 

地域プロジェクト BE （青木担当） 

数学を楽しむワークショッププロジェクト 

 

1. 背景・目的・概要 

1.1.  背景 

数学が好きではない中学生・高校生というのは非常に多い。数学を専攻する者として、そ

ういった子どもたちに何か数学を好きになるきっかけはあげられないか、といったことを

課題としてワークショップという形で解決に向かおうと本プロジェクトは設立した。 

 

1.2.  目的 

数学を題材としたワークショップを通してあまり数学を得意・好きとしていない中学生・

高校生（後期活動では対象を未就学児・小学生及びその保護者に拡大）に対して数学に興味

をもつ足がかりとしてもらう。 

 

1.3.  概要 

～前期（29年度 4月～9月）活動～ 

7月に『はこだて国際科学祭 2017「サイエンストーク」』に参加、ワークショップ（以下、

第 1 回ワークショップ）を開催させていただくことが決定していたので、その準備と班員

のワークショップ及び数学そのものに対する理解を増やす時間としていた。当日のワーク

ショップとしては「タングラムパズル」を題材とし、数学がそれほど得意ではない参加者も

抵抗なく参加できるような工夫を施した。また、8月には「南北海道創才セミナー」という

イベントにお手伝いとして参加させていただき、企画について学んだ。 

～後期（同 10月～3月）活動～ 

はこだてみらい館においてワークショップ（以下、第 2回ワークショップ）を開催するこ

とを企画。先方に連絡を取り、施設を見学、従業員の方からお話を聞き、計画を組み立てた。

1 月開催予定であったが、調整の結果、企画は 3 月以降に実施。主な来場者である未就学

児・小学生及びその保護者をメインターゲットとして、楽しみながら数字に親しむことを目

的としたオリジナルのカードゲーム「Nozawa Game」と、施設全体を巻き込んだ「宝探し」、

そして前期から引き続き採用された「タングラムパズル」をテーマとし、ワークショップの

開催を予定している。（更に開催が遅れる場合、次年度のプロジェクトに実施を託す可能性

もある） 
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2. 年間スケジュール表 

～前期活動～ 

4月 ・プロジェクト発足 

・前期活動のロードマップ作成 

5 月 ・個人で第 1 回ワークショップのた

めのテーマの調査・報告 

6 月 ・プロジェクト全体で第 1 回ワーク

ショップのテーマの決定 

・リハーサル及び準備 

7月 ・当日の準備 

・第 1回ワークショップ本番（17日） 

8月 ・第 1回ワークショップ当日の反省 

・南北海道創才セミナーへお手伝い

として参加 

 

～後期活動～ 

10月 ・後期活動のロードマップ作成 

・はこだてみらい館への訪問 

11月 ・第 2回ワークショップのためのテ

ーマの調査・報告 

12月 ・リハーサル及び準備 

1月  ・（当初の第 2回ワークショップ本

番予定） 

・リハーサル及び準備 

・「ワークショップ作成マニュア

ル」の作成 

2月 ・リハーサル及び準備 

3月 ・第 2 回ワークショップ本番（予   

定） 

 

3. プロセスと成果 

3.1.  第 1回ワークショップについて 

 3か月の期間を利用して、準備・リハーサルを進め

た。準備期間としては適当であった。当日の成果とし

て、参加者から「楽しかった」という声をいただき、

また、実際に手を熱心に動かしていたことから楽しめ

る企画作りは

できていたと

考えられる。また、既存の「タングラムパズル」をテ

ーマとしつつも、そこからオリジナルの要素を加える

ことができたのも成果であるといえる。 

（右上：企画を進行する阿部 

左：参加者の輪に入り補助等を行う藤谷） 

 

3.2.  第 2回ワークショップについて（プロセスのみ） 

調整の結果、本番を 1 月に行う予定が 3 月開催まで延期となった。準備に時間があるの

で、よりよい内容になるように準備を進めた。 
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4. 統括と反省・今後の課題 

4.1.  第 1回ワークショップについて 

3.1.でも述べたように楽しめる企画作りはできたものの、それは「ただ楽しかっただけで

はないのか」という指摘が反省にて得られた。楽しませようとすることを考えるあまり、数

学的な要素が極限まで薄められており、結果的に数学に興味をもつきっかけとすることに

ついて正面から向き合えていないということになってしまった。第 2 回ワークショップで

解決する必要がある。 

4.2.  第 2回ワークショップについて 

メインとする対象が変わったことにより、数学（算数）に対して興味を持ってもらう活動

ということになるが、上記反省を踏まえ、数そのものを扱うオリジナルのゲームを考案した。

ワークショップ本番でその効果や反応を確かめたい。それとは別に実施が 2か月遅れたが、

この間何かできなかったのかということも反省としてあがった。できたことは多々あるは

ずなのでトラブルへの対応も課題といえるだろう。 

 

5. 地域からの評価 

5.1.  『はこだて国際科学祭 2017「サイエンストーク」』参加の皆様から 

全体的に「楽しかった」との評価が多かった。中学生・高校生の皆様からはもちろん、引

率の先生方も強く興味を持っていただけた。運営側からはぜひ次年度もという声もいただ

けた。 

5.2.  はこだてみらい館様から 

第2回ワークショップは未実施ではあるものの、「タングラムパズル」と「Nozawa Game」

に関して、評価をいただいた。ぜひ協力して進めたいというお話をいただき、また、現状み

らい館様の課題となっている「中学生・高校生の来場の少なさ」の解消にもアイデアが欲し

いというお話をいただいた。 

 

6. メンバー一覧 

担当教員：青木昌雄 

班員：c25310iw 池田亘通 c25329my 松島由治 c25330as 阿部奏磨  

c25333ok 小田健太郎 c25347sk 佐伯かな子 c25355nt 野澤智樹 c25362fd 藤谷大輔 

 

7. 謝辞 

第 1回ワークショップを開催する場を設けていただきました、はこだて国際科学祭 2017

「サイエンストーク」運営及び参加者の皆様、第 2 回ワークショップの企画にご協力いた

だきました、はこだてみらい館様をはじめとし、本プロジェクトにご協力いただきました皆

様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 





Movie for Future Days

5319 伊藤翔生　5346高野祥太　

①「背景・目的・概要」

　背景としては、私たちが住んでいる地域に対して、どんな活動をすれば地域によい影響

を及ぼすことができるか映画製作を通して考える。また、地域の魅力を映画で表現してい

くとともに、身近にある幸せについて考えていく。

　目的としては、生活していく中で普段気づけないような、身近な幸せを映像にする。写

真を撮る、住む、働く、３つの行為を取り上げる。

　概要

　プロジェクト 1

　函館の魅力として、例えば、新鮮な魚介を取り上げ、その料理の写真を共有する幸せを

描いたストーリーを考えた。

　ストーリーに沿ったシナリオを作成した。

　話し合いや考察をしてシナリオを完成させた。（プロジェクト 2で修正した）

　シナリオの魅力を地域の関係者に取材。（先方の都合により実施できず）

　プロジェクト 2　

　絵コンテを作成し、撮影、編集、音響を加えて動画にする。（未完成）

　完成後、試写会（未実施）を地域の関係者に見てもらい、反応を分析して、地域に必要

な活動を見つける。

②「年間スケジュール表」

　

4月 5月 6月 7月

地域プロジェクトの考

え方に対する議論

ストーリー考察

シナリオ作成

シナリオ作成 ポスター・プレゼンテー

ションの作成

シナリオの分析

10月 11月 12月 1月

絵コンテの作成 動画撮影 動画撮影 総括と反省

ポスター・プレゼンテー

ションの作成



③「プロセスと成果」

　あらすじ　Mamiは、函館の銀行に就職したMasakiと離れて、誘われている Halleの楽

団に就職するか迷っている。そんな時、乗っている車が事故に巻き込まれ、全く音が聞こ

えなくなる。Masakiは Mamiを励ましながら、聴覚後遺症治療薬を開発するベンチャー企

業に融資しようと奔走するが、融資開始の鍵を握る重要書類を紛失し、責任を取って退職

し、Mamiの前から姿を消す。

　

　・上磯での撮影

　

　

　・四季の杜公園での活動



・学内の撮影

④「総括と反省・今後の課題」

　1．料理の写真を撮るシーン、引っ越しのシーンなどの優先順位を下げた。シナリオか
ら絵コンテ作成への進行管理の重要性とともに、地域の良さを取り上げる事と、地域が抱

える問題点を指摘する両側面のバランスを取る難しさを学んだ。

　2．地域貢献と映画製作は共に答えのない問題に取り組む活動である。答えを探しなが
らプロジェクトにおいて、進行管理とともに情報共有（絵コンテ及びスケジュール、衣装

等）が重要である事を学んだ。

　3．期限内に映画を完成させられなかったことから、地域に対してよい影響を及ぼすプ
ロジェクトを達成するには、企画と同時に、管理の手法を身に着けることが必要であるこ

とが分かった。映画製作の経験を今後の成長の糧としていきたい。

⑤「地域からの評価」

　映画製作が間に合わなかったため、地域に向けての試写会を行うことはできなかったの

で、地域に対しての声を集めることはできなかった。

　

　地域プロジェクト当日の地域の方々からの評価

　「シナリオ構成が面白くて、完成した映画を見たかった。」

　「撮影した動画だけでなく、撮影風景など活動内容も見てみたかった。」

　「映画を作成しようと考えたのがすごい。」



　「斬新な活動ですね。」

　以上の意見が得られた。

⑥「メンバー一覧」

　学生：5319　伊藤翔生　5346　高野祥太　

　指導教員：高橋伸幸　

　映画キャスト：梅津昌樹　八重樫まみ

　謝辞

　撮影に至り、ご協力くださいました四季の杜公園の関係者の方々、お忙しい中撮影許可

をくださりありがとうございました。
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