
平成 30年度 地域プロジェクト成果報告書 

緑環境計測プロジェクト 

 

１．背景・目的・概要 

 都市の緑の豊かさの指標の一つとして「緑被率」が使われている。しかし、この値は実際

に目に見える緑の量とは差がある。視覚的に捉えられる緑の量は「緑視率」と呼ばれており、

近年、緑化指標の１つに加える都市が増えている。これは大都市近郊では土地の制約があり、

緑地面積を増やすことが難しいことが背景にあるが、緑視率が高い場所ほど、「安らぎのあ

る」「さわやかな」「潤いのある」と感じる人の割合が高いことが指摘されている（国土交通

省，2005）。 

函館の市街地は有名な観光地ともなっており、特に八幡坂をはじめとした坂の景観は重

要な観光資源である。これらのことから、本プロジェクトでは、元町エリアの坂の景観画像

について画像解析を行い、緑視率算出などを通して、函館市の街路空間の魅力について考え

ることを目的とした活動を行った。 

 

２．年間スケジュール 

 年間スケジュールは表１の通りである。 

 

３．プロセスと成果 
３－１．前期の活動内容 

 5 月に学習、緑視率算出の練習、話し合い等を行った結果、函館市の重要な観光資源であ

る元町エリアの坂について緑視率の計測を行い、アンケートを行うことに決定した。景観撮

影のためのフィールドワークは 6 月に実施し、元町エリアの主要な坂 18 箇所を巡って坂の

上（山側）から下（海側）に向けてスマートフォンで撮影した。その後、LINE のアプリケ

ーションを利用して 97 名（メンバーの知り合いの学生が中心）に対し景観写真の人気投票

を行った。緑視率が高い坂ほど票が集まる、観光地として有名な八幡坂などの写真が人気に

なるという予測を立てた。 

期間 月 実施内容

前期 5月 プロジェクトスタート、大学周辺で緑視率の計測法の練習

6月 フィールドワーク（元町エリア）と緑視率解析、画像の印象アンケート

7月 中間発表

後期 10月 後期の活動に関しての話し合いと計画

11～1月 落葉前、落葉後にそれぞれフィールドワーク（元町エリア）、緑視率解

析、画像の印象アンケート実施、アンケート集計と解析

2月 期末発表、市役所訪問

表１ 年間スケジュール 



解析の結果、緑視率の高い坂が人気に

なった一方で、石畳が敷設されているこ

とが大きく投票数を高めることがわか

った。反省点として緑視率以外の要素も

多く含まれていたことやアンケートに

ついての学習不足が挙げられた。 

３－２．後期の活動内容 

 前期の反省を踏まえ、後期は解析対象の坂を（石畳 or アスファルト）×（緑視率の高い

もの or 低いもの）の４パターンに絞り込み、夏、秋、冬の計 12 枚を選定して解析を進め

た。また SD 法を用いて、より詳細なアンケートを行った。景観撮影のためのフィールドワ

ークは落葉前の 11 月及び落葉後の 12 月に行った（写真１）。アンケートは 12 月半ばに「地

域環境科学概論２」の受講生（有効回答数 43）に対して講義室前のスクリーンに投影し、

各画像について 40 秒ずつ表示したうえで、その場で画像の印象についてアンケートに記入

してもらうという方式で行った。 

解析の結果、「親しみやすい」、「好ましい」（図１）、「安らぐ」、「自然的」、「緑が多い」の

5 項目 について、緑視率が高いほど印象が良くなることが明らかになった。また、前期の

課題であった石畳の効果に関しては、「好ましい」、「安らぐ」の 2 項目で緑視率が低い画像

でも高い得点になる傾向があり、石畳はこれらの印象を良くすることが明らかになった。ま

た、「緑が多い」という項目における得点の平均値が 3 点（どちらとも言えない）以上だっ

たのが緑視率 25％前後の写真であり、人は緑視率 25％前後で緑が多いと感じると考えられ

た。この値は、国土交通省の社会実験の値（国土交通省，2005）と一致していた。 

 

４．地域からの評価 

 2 月 8 日に期末発表で用いた発表資料を用いて函館市役所の緑化、都市計画、観光等に携

わる職員 7 名の前でプレゼンテーションを行い、活動内容に対する評価をいただいた（写

真２）。市職員の皆さんからいただいた評価、意見、質問は以下の通りであった。 

写真１ フィールドワークの様子 
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図１．横軸に緑視率（％）、縦軸に得点（高

得点であるほど「強く思う」と感じて

いる）をプロットした散布図；「好ま

しい」という印象評価に関する例（図

中の●は石畳のある坂の景観写真、○

は石畳なしを示す） 



・市で整備した街路の印象評価をしていただいたこと

は大変ありがたい。今後の管理に向けて、研究をまと

めて情報を提供してほしい。 

・坂の整備の際に眺望を考えることはあったものの、

緑視率をそれほど意識したことはなかった。視線の方

向によっても緑視率、印象は変わると思うが、そのよ

うな議論はあったか。 

・今回は学生へのアンケートであったが、観光客や住

民との違いがあるのではないか。特に観光客に対して

アンケートをとれるような手法も考えてほしい。 

・石畳の影響について検討していたが、石畳の素材、色彩等が景観写真の印象に影響してい

た可能性はなかったか。 

・緑被率よりも緑視率を用いる背景としては、大都市で緑被率を上げることが難しいところ

で壁面緑化等を活用して緑視率を高めるという要素が強く、北海道の都市にはなじまない

ところがあるのではないか。緑被率と緑視率との関係なども調べてもらい、これらを併用し

ていくような方向性も検討してもらえるとありがたい。 

 

５．総括と反省 

 基礎知識を学びながら活動を進めたが、それでも都市緑地や緑視率に関する最新の研究

動向を十分に踏まえた内容にはなっていなかった。また、事前に地域における課題を吸い上

げることなく活動内容を決めてしまったことで、市民と交流を行うようなケースがほとん

どなかった。他方、実際に緑化や都市計画に関する業務に携わる市役所職員の方々との交流

は有益であり、今後の方向性を考えるためのよい機会となったと思う。 
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津波避難経路の情報提示作成プロジェクト 

1. 背景・目的・概要 

2011 年の東日本大震災によって津波が注目され

ている中，本プロジェクトは教育大函館校キャン

パスにおける，津波発生時に校内の避難所（屋上）

への速やかな避難経路探索を支援するためのシ

ステムを開発することを目的とした．目的実現の

ためにパーソナルマップの原案作成やキャンパ

ス内の各点における緯度経度高度情報のデータ

づくりをもとにダイクストラ法によって得たノ

ード番号から地図上に線を描画するシステム作

成する． 

2. 年間スケジュール表 

4月：当プロジェクトの活動に必要なプログラミ

ング環境のセッティング 

5月：函館市におけるハザードマップの確認や津

波避難についての基礎学習 

6月：気象台訪問の検討や，北大水産での津波避

難に関する講習への参加検討 

7月：中間発表に向けた準備 

10 月：前期でのアンケート確認，後期での方針

決定，分担の確認 

11 月：スマートフォンで地図の節点の緯度経度

高度のフィールド調査 

12月上・中旬：Google Maps や国土地理院地図

から緯度経度高度の再調査 

12月下旬：パーソナルマップの作成 

1月：発表に向けた準備 

3. プロセスと成果 

3.1 避難階段の実地調査と撮影・調査 

我々は大学構内に二箇所存在する避難階段につ

いて実地調査を行った．この避難階段は大学屋上

につながっているもので，通常時では施錠されて

いて一般に立ち入ることができない．大学屋上に

おいては概ねの津波災害から逃れることのでき

る高さを有しているため有用性についての問題

点は無いと言える． 

［避難階段における問題点］ 

上記に述べたように入口（地階部分）が施錠され

ており，取手部分の解錠防止用のカバーを壊せば

あけることができるが，差し迫った状況になった

場合，周りに壊すためのものが無い，どれくらい

の衝撃で壊れるのかがわからないなどの要因で

解錠が間に合わないケースが考えられる．これに

ついては屋上部につながる部分にだけ鍵をつけ

る，そもそも鍵をかけない，壊しやすいように布

と棒などをそばに置いておく，などの対策が考え

られる． 

3.2 パーソナルマップ作成のための調査 

 当地域プロジェクトでは大学構内で使用でき

るパーソナルマップ（自分の現在位置から避難場

所までの最短経路を示してくれる地図）を作成す

ることを目的として活動していた． 

そこでパーソナルマップ作成に必要な大学構内

における概ねのノード（各節点）の緯度経度高度

を，現在位置の緯度経度高度を表示する i-phone

に基礎実装されているコンパスアプリを用いて

調査した．その上で国土地理院地図と Google 

Maps を用いることで各地点のノード情報をよ

り正確なものにした． 

3.3 避難経路を表示するシステム 

 今回，津波が来た際に避難経路を表示するシス

テムを Web ブラウザ上で動作させるために開発

言語として Javascriptを用いた． 

 前期の活動では最短経路を表示するために

Googlemaps API を使用し，特定の 2地点間の最

短経路を Google Map のような形で表示するこ

とに成功した．しかし，Google Map はキャンパ

ス内の経路は扱うことができなかったため，この



方法は諦めざるを得なかった． 

 後期の活動では開発言語は変更せず，ダイクス

トラ法を用いた最短経路の探索と Javascript の

canvas API を用いた経路の表示を試みた． 

 ダイクストラ法とはある複数の点をノードと

し，ノード同士を結ぶエッジとそのエッジのコス

トを定めることで，あるノードからほかのあるノ

ードまでの 2 地点間の最短経路を求めることが

できる方法である． 

 キャンパス内に 27か所のノードを設定し，そ

れぞれの緯度，経度，高度(海抜)を調べた．緯度

経度を調べることでヒュベニの公式という 2 点

間の距離を緯度経度から計算できる公式を用い

ることができ，これをエッジのコスト策定に用い

る予定だったが，作成は間に合わなかった． 

 canvas API では元となるキャンパスの画像を

表示することと，設定したノードに対応した画像

上の座標をノード群として配列にした． 

 システムが起動するとプロンプトが表示され，

つなぎたいノード番号を","で区切って打ち込む

ことでキャンパスの画像上にノードを直線で結

んだものが表示される． 

 ダイクストラ法のシステムが完成していれば，

プロンプトに自分に最も近いノード番号を打ち

込むだけで，自動的に避難所までのノード番号が

順番に入力されたのだが，それには至らなかった． 

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，津波発生時に自分のいる

位置から避難所までの最短経路を表示するシス

テムを Web ブラウザ上で動作させるため，

JavaScriptを用いて作成を試みた． 

  Google Maps API での検討では，特定の２点

間の距離を Google Map のように表示すること

には成功したが，函館キャンパス敷地内の経路

(廊下等)においては Google Map を適用すること

ができないため断念した． 

  ダイクストラ法と canvas API での検討では，

キャンパス敷地内に設定したノード番号を複数

入力することでノード間を直線で結んだものを

経路として表示することには成功したが，ダイク

ストラ法のシステムの完成が間に合わず，理想と

していた 1 箇所のノード入力から自動的に避難

所までの経路を表示するようなシステムの完成

までには至らなかった． 

  また，ノード設定に関しては，国土地理院地図

と Google Maps を用いることでより正確な緯度

経度高度のデータを集めることが出来た．しかし，

集めたノード情報を実際のシステムに反映させ

ることはできなかった． 

4.2今後の課題 

・集めた緯度経度の情報からノード間の距離を

求めるシステム(ヒュペニの公式)の作成． 

・高度情報，及び階層情報のシステムへの反映を

検討． 

・システムを使用可能なレベルにするために，廊

下の曲がり角や分岐点，階段の各登り口などノー

ドの設定箇所を増加する必要性がある． 

5. 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． 

6. メンバー一覧 

6302  清水 彩加 6303  崎川 賢佑 6317  佐々木 才祐 6319  三橋 英治 

6320  野呂 圭吾 6322  福地 瞳 6345  土田 葉月 金光 秀雄 

 



平成 30 年度 地域プロジェクト成果報告書 

キャンパス内外の環境整備：学内景観向上と街路樹の害虫駆除 

 

1. 背景・目的・概要 

[学内景観向上] 

学内には荒れた圃場や温室、池があり景観を損ねていた。また、圃場や池では蚊などの害虫の発生や藻による悪

臭の発生が問題となっていた。これらは学生のみならず外部から訪れる人たちにも良い印象を与えない。そこで、

貴重な緑地として機能を維持しつつ、圃場と温室、池の景観向上を目的とした。具体的な対策として、圃場と温室

では作物を植えてそこを有効活用しながら景観を管理できる体制をとった。池では悪臭のもととなる藻の回収やハ

スの葉を植えるなどを行い、景観の改善を目指した。 

[街路樹の害虫駆除] 

函館市の街路樹を食害する昆虫の 1 種としてアメリカシロヒトリ（以下アメシロとする）が挙げられる。アメシ

ロの駆除には薬剤散布や剪定が有効であるがどちらもコストがかかる。前者は人間への害が未知数、後者は外観が

悪くなるという欠点がある。そこでアメシロの幼虫の習性を利用した安価で安全なこも巻きという方法で害虫を駆

除することにより景観の向上を図った。 

 

2. 年間スケジュール 

4 月  プロジェクト発足、活動計画立案 

 

5 月     草むしり、開墾作業、水やり（以下 日常管理とする）《圃場・温室》 

草むしり、藻・枯葉の除去（以下 日常管理とする）《池》 

作物を植える《圃場・温室》 

 

6 月     日常管理《圃場・温室・池》 

簡易柵の作成・設置《圃場》 

ハスの移植準備、LED の設置《池》 

 

7 月     中間発表会 

日常管理《圃場・温室・池》 

柵の補強《圃場》 

作物の収穫《圃場・温室》 

こも巻き（巻いてから一週間後にこも外し）《アメシロ》 

 

8 月     日常管理《圃場・温室・池》 

ハスの移植、メダカ放流《池》 

作物の収穫《圃場・温室》 

こも外し《アメシロ》 

 

9 月     日常管理《圃場・温室・池》 

作物の収穫《圃場・温室》 

こも巻き《アメシロ》 

 



 

10 月    日常管理《池》 

こも巻き《アメシロ》 

 

11 月   メダカ捕獲・飼育、冬に向けた片づけ《池》 

    こも外し《アメシロ》 

 

12 月    片づけ・整理《温室・池》 

   アメシロ個体数カウント《アメシロ》 

 

1 月     アメシロ個体数カウント終了、データ整理《アメシロ》 

 

2 月     最終発表会 

 

 

 

3. プロセスと成果 

《圃場・温室》        

荒れていたためそれぞれ整備を行った後に作物を植え、緑を増やすことで景観の向上と土地の有効利用を図った。

以下に圃場と温室で植えた作物の最終収穫量を示す。 

 

ジャガイモ   105 個           トマト      141 個 

ピーマン    70 個           ナス       26 個 

カボチャ     3 個           エダマメ     60 個程度 

キュウリ    131 本           バジル      100 枚以上  

ラズベリー   21 個 

 

以上の結果より土地を有効活用できたといえる。また、作物が花を咲かせることで景観の向上につながったと考え

られる。また、圃場ではキツネが現れ作物が荒らされるという事態が発生した。そこで対策として簡易的な柵や超

音波センサーライトの設置、巣穴を埋めるなどの対策をした。その結果、キツネによる被害を抑えられた。 

《池》 

 悪臭の原因である藻の除去後、ハスの移植を行うことで藻の再発生を抑制しつつ景観の向上を図った。また、ボ

ウフラを捕食し藻を食べるメダカを放流することで蚊の発生を防ぎ、藻の発生も抑制することができた。5 匹のメ

ダカを放流すると最終的に 100 匹ほどに増え、池が生物の生息可能な場所となった。 

《アメシロ》 

 アメシロの幼虫には暗く湿った場所で蛹になるという習性があるため、藁で編んだシート（こも）を木に巻くと

幼虫は木とこもの隙間で蛹になる。蛹になったところでこもを外し焼却処分すると木を傷つけることなく、かつ効

率よくアメシロの個体数を減らすことができる。こも巻きを学内周辺の木合計 54 本で行った結果、958 個体を捕獲

することができた。 

 

 

 



4. 総括と反省・今後の課題 

《圃場・温室の反省と課題》 

 ジャガイモの植える深さが浅すぎたため葉が変色してしまい見た目が悪かった。作物の特性を理解し最適な対応

をすることが景観の向上のために求められる。これは収穫量にも影響を与えると考えられる。また、キツネなどの

害獣対策として外観の良い壁を作るなど景観を損なわないための工夫が必要。温室は台風の影響で一部天井のガラ

スが割れているので修復する。また、地域からの評価で後述するが圃場の認知度が池と比較して特に低いので存在

のアピールが必要。 

《池の反省と課題》 

 池のデザインに時間をかけてしまったことや景観がなじむには時間がかかることなどが原因となり景観の向上が

見られたのは 10 月頃であった。目的達成のためには計画的な活動と長い目でみた計画を立てることが求められる。

学生たちが立ち止まってくれるような環境を構築したかったが通り過ぎてしまう人が多く、池の情報発信により認

知度を向上させることが必要。 

《アメシロの反省と課題》 

学内周辺の木合計 54 本にこも巻きを行い 958 個体の捕獲をした。台風の影響があったことを加味するとこの結

果はまずまずの成果であり、景観向上に一役買ったといえる。 

 

5. 地域からの評価 

 圃場や池が学生や地域住民からどの程度認知されているか不明だったためアンケートをとった。アンケートの結

果『どちらとも知っている』と『池のみ知っている』がそれぞれ約 43.2％、『圃場のみ知っている』が約 2.7％、『ど

ちらとも知らない』が約 10.8％となった。前期の中間発表の時に知ってくれた人が多かったのに対し、両方存在を

知らなかった人もいた。景観を整えるとともにより多くの人に認知してもらう方法を考える必要が示唆される結果

となった。 

 こも巻きの作業中に何をしているのか聞かれて答えると『なるほど、良い取り組みですね。たくさん集まると良

いですね。頑張ってね』（50 代夫婦）や『毎年、虫（アメシロ）がひどいが今年の秋はあまりいないね。とはいえ気

持ち悪いからね。いない方が良いね。大変だろうけどご苦労さま』（60 代男性）などの地域住民の方から様々な声を

いただいた。地域住民は名前を知らずともアメシロの存在は認知しているようであった。また、見た目が不快だと

いう声もありアメシロの駆除に好感を持ってもらえた。 

 

6. メンバー一覧 

担当教員 紀藤典夫 三上修 

c26306km 喜多誠   c26315ia  岩本麻子   c26316mk 茂木啓太  

c26324yy  横山侑汰  c26327tt  手塚智大   c26329sm 斉藤真衣  

c26330kk 清原和輝    c26332mt 三科敬大     c26334oh 大山ひかり  

c26339kk 金丸和矢    c26348hh 廣部博之 
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 本プロジェクトを行うにあたり、函館市土木部道路管理課様をはじめ、ご協力いただきました皆様に心よ

り感謝申し上げます。 

 

 

 

 



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 

 次期学習指導要領では、「生徒が主体的に目的意識を持って学習するために教師が日々の授業改

善に努める」ことが強く求められている。このことは教員を目指す大学生にとっても大きな課題

といえる。この課題に対し、函館市内の中学校数学教員が毎年実践している「授業研究」に学生

が深く関わることは有意義なことである。 

 

目的 

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

略す）が行なっている授業研究活動の柱である研究授業づくりの授業構想・プレ授業づくり・指

導案検討・研究授業参観・事後検討会に参加し、学んだことを模擬授業として体現することに務

め、地域の中学校数学教員と連携をする中で、本プロジェクトの学生の数学教員としての資質の

向上を図ることを目的とした。 

 

概要 

 前期は、前半は研究授業づくりに関与するための準備として、附属函館中学校と函館市立巴中

学校において計５日間の授業観察を行ない、観察した授業をマッピングして分析し、「本時案」を

再構築した。また、中数研という組織についての中数研幹事長による講義を受講した。後半では、

3 つに分かれているブロックから 1 つのブロックを選択し、研究授業に向けての検討会に参加し

た。後期は、前半は前期に引き続き各ブロックにおける研究授業に向けての検討会や、大学で実

施したプレプレ授業に参加し、後半はこれらの活動から学んだことや教育実習の成果を踏まえ、

大学で模擬授業を作り、現職教員に公表することで 1年間の成果として発表した。 

 

②年間スケジュール 

（前期） 

5月 31日 【中数研総会】 

5月～6月 【授業観察準備・授業観察】 

      ・附属函館中学校での授業観察（4回） 

      ・函館市立巴中学校での授業観察（1回） 

      ・附属函館小学校での授業観察（1回） 

7月～   【研究授業へ向けた取り組み】 

      ・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（1回） 

7月 26日 【中数研幹事長による講演】 

8月 16日 【中数研夏期研修会】 

(後期) 

10月～    【研究授業へ向けた取り組み】 

        ・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） 



10月～12月  【研究授業】 

        ・Aブロック 10月 5日 

10月～    【模擬授業づくり】 

11月 22日  【模擬授業発表 1回目】 

1月 11日   【中数研冬季研修会】 

2月 21日   【模擬授業発表 2回目】 

 

③プロセスと成果 

 研究授業での授業を見る力を身につけるため、附属中

学校や函館市内の中学校で授業観察を行なった。その

際、「発問」・「生徒の活動」・「板書」の 3つの観点に即し

て授業観察を行ないその取りまとめを行なうことで、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。また、中学校の授業観察に関連し、附属

小学校での授業観察も行ない、小中間での授業の違いな

どにも目を向けることができた。 

 そして、研究授業に向けた各ブロックでの検討会や大

学でのプレプレ授業に参加し、授業をつくる手法を学ん

だ。大学でのプレプレ授業は、各ブロックの先生方に来

ていただき、授業の生徒役は本プロジェクトのメンバー

を含む大学生で行なわれ、なるべく中学生としての反応

で授業が進むように意識をした。プレプレ授業後には、

よりよい授業となるように各学生やブロックの先生方

による検討会を実施した。研究授業当日は研究授業を観

察し、事後検討会にも参加した。研究授業の参観は、実

施中学校の諸事情などから、1回だけの実施となった。 

 最後にプロジェクトの成果として、中数研での活動で学んだことを活かし、2 回大学で模擬授

業を発表した。1 回目は中学校第 3 学年の「三平方の定理」、2 回目は中学校第 3 学年の「相似」

の単元の範囲から 1 時間分の授業を行なった。1 回目の発表では、中数研の活動への参加で関わ

った現職の先生方にお越しいただき、講評をいただいた。また、生徒の性格や学力を設定した「生

徒役」を授業に取り入れ、より実際の中学校の授業の雰囲気に近づけるような授業づくりを行な

うことができた。模擬授業を作成する際には、4年生と先生から講評を受け、練り直しを何度も行

ない、生徒が主体的・意欲的に活動できるような授業づくりができるように取り組んだ。 

 

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では、授業づくりに対しての教師の考え方や姿勢、1 つの目標に到

達するための生徒に対するよりよい教師による働きかけや手立て、教材へのアプローチの仕方な

どを現職の先生方から学ぶことができた。また、研究授業後の検討会や研修会に参加し「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」という研究主題に近づくため

の議論から、授業中に生徒が主体的に取り組めるような主体的な働きかけなどを考えることがで

きた。 



そして、このような学んだことを体現できるように、活動の成果としての模擬授業を作成し発

表した。中数研での活動で関わった現職の先生の方々や上級生から作成した授業の講評を受け、

それをフィードバックすることで、1年間の学びを整理し、プロジェクトの終了とした。 

反省としては、中数研の研究授業に向けての各ブロックで取り扱う単元についての教材研究が

不十分であったこと、上記のような活動を通して学んだことを模擬授業で生かし切ることができ

なかったこと、模擬授業づくりを計画的に行なうことができず、2 回目の発表を当初予定されて

いた 1月 24日に実施できなかったことなどが挙げられる。 

 

今後の課題 

 今後のプロジェクトのメンバー個人の課題としては、中数研の研究授業に向けての活動に参加

して学んだことを今後の授業づくりに活かすこと、各学年の単元や内容に関する教材研究を継続

的に実施していくことである。次年度以降の模擬授業づくりのための課題としては、現職の先生

方の授業を参考にして計画的に行なうために、模擬授業づくりの前に目的や主題を設ける機会を

つくれば、成果の発表として質が向上するのではないだろうか。また、現職の先生方や上級生を

交えた各単元に対する学習会や検討会を実施することが挙げられる。 

 

⑤地域からの評価 

 模擬授業の発表に来ていただいた現職の先生方からの講評として、「授業者が生徒の声を拾って

いて良かった。」、「授業者の教具が良かった。」、「中学 3 年生の生徒にしては、演じた生徒役は元

気すぎるので、もう少し生徒役を静かに設定した方がよい。」、「公開授業のような場をやりきると

いうことが大事。」などが挙げられた。 

  

⑥メンバー一覧 

担当教員 池田正 

6308 加藤凌 

6310 中居太郎 

6313 小笠原太一郎 

6318 新谷匡史 

6326 新保まりの 

6347 岩﨑洋渡 

 

 

 

 最後に、本プロジェクトの活動に対し快く協力していただいた、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。本当にありがとうございました。 

 また、模擬授業を作成する際、講評していただいた 4 年生をはじめ、模擬授業で生徒役を引き

受けてくれた大学生の方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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地域とともに原子力発電を環境学的に考える 

担当教員：竹中康之 

学生：6301竹中幹 6331比嘉継 6337町田大樹 6335木村侑斗 6311斎藤孝成 

 

1, 背景・目的・概要 

 本地域プロジェクトの活動では、原子力発電と地域とのかかわり、ありかたについて環

境学的に考え、その成果を地域に還元することを目標として活動を行ってきた。  

 前期の活動内容は、原子力発電についての知識を身に付けたうえで活動を行っていくと

いう目的のもと、原発の仕組み、他の発電方法との違いやメリット・デメリットについて

基礎的な知識を身に付けた。  

 後期の活動内容は、地域の方々に対してアンケート調査を行ったほか、原発反対派の

方々の街頭での呼びかけを見学するなどした。また、前期・後期で原子力について知識を

高め、日本原子力文化財団の方との座談会も行なった。 

2, 年間スケジュール 

 前期：原子力発電の仕組みについで理解 

       メンバーでの原子力発電について理解を共有 

       メンバーでの原子力発電について賛成・反対の討論 

後期：前期の復習を兼ね、原子力発電について議論 

      地域に原子力発電について賛成・反対のアンケート 

      地域でのアンケートについて理解を深める 

      これまで原子力発電についで理解した上での賛成・反対 

      の討論 

      日本原子力文化財団の方との座談会 

3, プロセスと成果 

3-1 原子力発電所の立地条件 

・大量の冷却水を必要とするため、海岸線。 

・原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。 

・原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯である

こと。 
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・原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること。 

・地震による揺れの振幅が小さく、十分な支持性能があり、すべりや有害な沈下等を生ず

る恐れがない地盤。(過去の地震発生などを調査する。) 

・上空からの落下物がない場所。 

・器材搬入のための港湾施設が確保できること。 

3-2原子力発電所の立地条件を踏まえて、函館市に原子力発電所をつくることは可能であるか 

①函館空港近辺 

・大量の冷却水の確保は可能だが、空港が近く、テロや飛

行機の事故などの心配もあることからこの地域に建設す

ることは不可能だと考えられる。 

②函館市中心部 

・港湾施設の確保はできるが、人口が密集している場所で

もあるためこの地域に建設することは困難だと考えられ

る。 

③北斗市近辺  

・土地、冷却水の確保は可能である。しかし、海水温の上

昇による漁業被害が出る恐れがあり、地元住民との衝突

が起きる可能性が高い。 

3-3 原子力発電の仕組み 

・火力発電のボイラーを原子炉に置き換えたものである。 

・小さなペレット状にしたウラン、プルトニウム（主な燃料はウラン）を核分裂させるこ

とで得られる熱を用いて水を沸騰させ、その上記の力でタービンを回す。 

・熱効率は、火力発電が約 40％であるのに対し、33％とやや低い 

・沸騰水型軽水炉と加圧水型軽水炉の 2 種類があり、沸騰水型のほうがよく使われている。 

3-4ゴミ(汚染されたもの)の処理方法 

・ウランやプルトニウムは再利用、セシウムなどがゴミとなる。 

・日本国内では処理方法の確立はされていない。 

・使用済み核燃料を青森県むつ市の中間貯蔵施設や各発電所に保管 

・ガラス固化体にしてフランスやイギリスなどに処理を依頼（船で輸送） 

・高速増殖炉もんじゅなどを建設したが、現在は廃炉となっている。 

 
写真 1. 函館市航空写真 
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4, 地域からの評価 

【多かった賛成意見】  

・胆振東部地震の時のように、火力に頼りすぎている状況になると電 力が止まってしま

って大きな混乱が起きてしまうから  

・狭いところで効率よくエネルギーを確保できるため  

【多かった反対意見】  

・万が一の事故の時に心配であるため  

・事故が起きた時の対処方法が確定されていないため  

・原子力発電所に頼らず、他の発電所を増やせば電力は賄えるため  

・大間原発は函館の人も人ごとではないため  

 今回アンケート調査を行なった函館市民のおよそ 72%の方々は、原子 力発電について

理解を持っていたが、残りの 28%の方々は原子力発電 について理解が浅く詳しく知る機

会が欲しいと述べていた。  

5, 総括と反省・今後の課題 

この一年間の地域プロジェクトの活動で、原子力発電と地域との かかわりかた、地域住民

の方の考えることについてわずかながら理 解を深めることができた。また、原子力発電は

メリット・デメリッ トともに大きいものであり、原発に対しては、賛成・反対の人それ そ

れが考えることがあると思うが、これを簡単に判断することはで きず、判断するには非常

に多い知識が必要になってくるということ もわかった。  

今後も、原発と私たちの生活は切っても切れない関係が続いていくことが予想される。将

来、私たちがどのような選択をするか迫られるときに備えて、日ごろから知識をつけてい

くことが非常に重要 になってくるのではないだろうか。  

この地域プロジェクトの活動としても、2 月 7 日に日本原子力文 化財団の方との座談会を

予定しており、さらなる知識の向上を目指している。  



地域における音環境の調査と提案 

メンバー：河野純 板谷州啓 佐藤由芽 瀬川三冬 富塚汐音 長谷川柊斗 半澤直諭 

   担当教員：今野英明 

 

1．プロジェクトの背景・目的・概要 

函館市は、多くの観光地を持つ魅力的な観光都市です。しかし、進学や就職で函館を離れ

る若い人々が多いことも事実です。そこで、私たちは函館特有の「音」を新たな観光資源と

して捉え、観光客および函館を離れた、あるいは離れる予定の若者を対象に「音」を発信す

ることとしました。観光客には観光を「音」という新たな視点から楽しんでもらい、若者に

は日常の中で何気なく聞いていた「音」を懐かしみ将来的に函館に戻りたいと感じてもらう

ことが目的です。そして、その手段として函館の音を掲載するWebサイト「SoundMap」

を作成することが本プロジェクトの目標です。 

 

2．年間スケジュール表 

 

 

3．プロセスと成果 

活動するにあたって観光資源となる音を収録するロケ班、Webサイトを作成するWeb班、

プロジェクトに必要なイラストなどを作成するイラスト班に分かれて活動しました。ロケ

班は、一眼レフカメラ（Nikon D5600）とレコーダー（TASCAM DR-701D）を使用し収録

を行いました。その際、撮る角度や音源との距離に注意し活動しました。また、収録したデ

ータを動画編集ソフトウェア VideoPadで編集し、視聴者が見やすいような動画を作成しま

した。収録した場所はハリストス正教会など計 13ヶ所です。また、後期には広報のための

パンフレットの作成も行いました。 



 

収録の様子 

Web 班は、函館の音を多くの人々に知ってもらうために函館特有の音の動画を掲載した

Webサイトを作成しました。サイトのデザインが多彩で、容量が大きく、他の SNSと連携

しやすいWebサイト作成プラットホームであるWixで作成を行いました。また、手軽に函

館の音や動画を視聴していただくため、Tumblrでも動画を掲載しました。 

 

Tumblr(左)     https://hakodatesound2018.tumblr.com/ 

SoundMap(右)  http://echoes.hak.hokkyodai.ac.jp/soundmap/ 

デザイン班は、イラストソフト CLIPSTUDIO を用い、SoundMap の絵と SoundMap の

ロゴを作成しました。ロケ班が音を収録した場所をイラスト化し、SoundMap 上のアイコ

ンにしています。ロゴは、見やすく親しみやすいフォントで、函館市らしさを感じられデザ

インにしました。 

 

摩周丸のイラストを作成している様子    作成した SoundMapのロゴ 



全体の活動としては、作成したパンフレットを市役所など計 14 ヶ所に 200 部配布し広報

に努めました。その結果、一般の方がパンフレットを持ち帰った部数が 38部（2019.01.31

時点）、Webサイト（SoundMap）のアクセス数は 149回（2019.02.14時点）でした。また

SoundMap 内で行った居住地アンケートは函館の方が 8 名、国内の方が 2 名という結果に

なりました。 

 

パンフレット（内）          パンフレット（外） 

4．総括と反省・今後の課題 

私たちの一年間の活動は、前年度の音の更新、収録地の拡大、SoundMapの作成、広報、

またアンケートの実施です。今後の課題としては三つあげられます。まず一つ目は、Webサ

イトのアクセス数の増加です。Twitterやパンフレットを用いて広報を行いましたが、結果

としてアクセス数は思った程に伸びませんでした。二つ目は、スマートフォンでのアンケー

ト表示不具合の改善です。当初の予定としては、パソコンでもスマートフォンでもアンケー

トが表示される仕様でしたが、不具合のためスマートフォンでは表示されませんでした。そ

のため、アクセス数に対してアンケートの回答数が非常に少ない結果となりました。スマー

トフォンからサイトを見る人のほうが多いと想定していたので、大きな影響がありました。

三つ目はアンケートの質問項目の増加です。Wixの仕様上、質問項目を１つしか設定できな

かったため、居住地についての質問のみとなりました。「函館の音の魅力が伝わったかどう

か」、という私たちの本来の目的の結果を確認できる質問を設置できれば、より私たちの活

動の成果が目に見えてわかったと思います。 

5．地域からの評価 

発表会に参加してくださった方からの反響としては、前向きなコメントが多く寄せられ

ました。その内容として、「函館の観光を「音」という観点から楽しむという発想は面白い

と思った。」や「パンフレットの作成、Webサイトの作成、どれに置いても創造性豊かで楽

しいものでした。」など良い反響が得られました。 

謝辞 

本プロジェクトのパンフレット設置などの広報活動を快く承諾してくださった函館市内

各施設の皆様、アンケート回答にご協力していただいた方々に感謝申し上げます。 



認知科学で遊ぼう 
【メンバー】 一戸涼史 坂東航多 一戸康希 【担当教員】林美都子 

 

【背景】近年、函館のみならず、主に学生たちはスマホやゲームなどの普及により、生活

習慣や学習態度が乱れてきてしまっていると感じ、認知心理学を通して、これら

の状況を改善することはできないのだろうかと考えた。 

 

【目的】第一回ワークショップでは習慣化の仕組みを知ってもらうことを目的とした。メ

ンバーが作成した資料を用いて、より習慣化が簡単に行えるような工夫をした。

第二回ワークショップでは本の紹介という形で心理学的視点から考える勉強法を

知ってもらい、さらにその勉強を習慣づける方法を身につけてもらうことを目的

とした。 

【概要】前期では担当教員主催のワークショップを行いメンバーはアシスタントという形

で参加した。進行方法などについて経験を積んだ。 

後期では、本校の学生や地域の方々に向けたプロジェクトメンバー主催のワーク

ショップを行い、講義の受講や体験をしてもらった。 

 

【年間スケジュール】 

 

 



【プロセスと結果】 

4月～6月はワークショップのテーマ選定、その準備を主に行った。例年ワークショッ

プでは錯視や錯覚などをテーマにしていたため、なにか新たな試みを行いたいと考えた。

そこで函館のみならずスマホの普及で生活習慣の乱れが生じていることに着眼点を置き、

長く続けたい行動を習慣化する方法をワークショップで扱うことになった。 

6月 22日は青年センターで行われた林主催の第１回ワークショップに参加した。参加者

数は 3人だった。レジュメを使いながら講義形式で記憶の方法について学んだ。ワークシ

ョップでは参加者同士でピックアップされた記憶法について話し合うなど、アクティブな

活動を意識して行われた。 

 

 

7月は中間発表と習慣化ワークショップの準備を並行して行った。毎週、メンバーが集

まり、少しずつ発表のスライドの質を上げていった。発表練習も行い互いにアドバイスし

あった。 

8月 24日は青年センターで習慣化ワークショップを行ったが、台風が来たことで参加者

は 0人であった。その会場で演習発表を行い、次の発表準備とした。 

９月 25日～27日には仙台で開催された日本心理学会に参加し、メンバー主催のワーク

ショップを行う際の運営方法などを学ぶことができた。 

11月 9日には 8月 24日に延期をした分のワークショップを行った。「習慣化」をテーマ

とし、習慣化の仕組みやそれの活かし方について説明した。この時に説明不足や、メンバ

ーの知識不足などがあり参加者の方達に誤解されてしまった。 

 



11月から 1月の間は第二回ワークショップの準備期間で、テーマの選別や資料作成など

を行った。習慣化ワークショップでの反省の「知識不足」という点をどう補っていくかを

考え、テーマ選別を行った。 

1月 10日は第二回ワークショップ行う予定だったが、参加者が来なかったため 1月 16

日に行った。テーマは「勉強法」で、メンバーの知識不足を補うことも考え、本の紹介と

いう形でワークショップを行った。 

 

 

【総括・反省】 

前期では、テーマ設定に時間を割いてしまい中間発表前にプロジェクトメンバー主催の

ワークショップを行うことが出来なかった。また、プロジェクトメンバー間での連絡や集

まりが不十分であったため後期への改善が求められた。 

後期では、WSの日時設定や宣伝不足そして悪天候などが重なり 2度も延期してしまっ

た。受講者を考慮した日時設定や宣伝方法などの改善の余地があった。11月に開催した

WSではプロジェクトメンバーの知識不足や発表練習不足によって受講者に十分な理解をし

てもらうことが出来なかったが、1月に開催したものは前回の反省を生かし、発表の中で

の言葉選びも適切に行えるように準備をすることができた。また前期に挙げられた反省点

を生かしメンバー間の連絡を怠らず、集まりを十分に設けることができた。 

 

【地域からの評価】 

○担当教員主催のワークショップ 

・「記憶術」というテーマは自分が興味のあった内容だったのでワークショップを開い

てくださり感謝しています。（男性・学生） 

・会話形式やクイズなど内容も分かりやすかったです。（男性・学生） 

・楽しいワークショップで充実した時間でした。たくさんの人がいないのがもったいな

いです。（女性・社会人） 

○第一回ワークショップ 

・「根性」・「習慣」など言葉の定義づけをしっかりしたほうがいいと思います。 

（男性・塾講師） 



・その場で実験できてすぐに結果が出るものがあっても面白いかなと思います。 

（女性・主婦） 

○第二回ワークショップ 

・資料とスライドが繋がってて、混乱せずに理解することができた。（男性・学生） 

・準備や練習がしっかりされている感じがして聞きやすかったです。 

（女性・事務職員） 

・3つのセクションをまとめて統合化する話が欲しかったです。セクションごとで 3つ

の話がバラバラのイメージがします。（女性・事務職員） 



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 

背景  

数学に親しみを持ちにくいという課題をこのプロジェクトで改善するため幅広い

年齢層の方々に対して、ゲームを通して図形や数字に触れながら計算する力を楽し

く養うことが出来れば良いという趣旨のもとで行う。今回は、対象を子どもに絞り

活動を行った。 

 

目的 

数学を題材として、ワークショップを通して小学生・中学生・高校生、その他の

幅広い年齢層の方々に数学に興味を持ってもらう。 

 

概要 

8月 12日には、南北海道創才セミナーに参加し、ワークショップの運営の仕方

を学ぶ 8月 18日には、はこだて国際科学祭に参加し第１回ワークショップの実

施。12月 2日には、蔦屋書店で第２回ワークショップを実施し、数学に関連した

ゲームを行った。 

 

② 年間スケジュール表 

４月      プロジェクト発足 

４月～     ワークショップへの企画 

８月１２日   南北海道創才セミナーへの参加 

８月１８日   はこだて国際科学祭にて、第１回ワークショップの実施 

１０月～    蔦屋書店と企画の打ち合わせ 

１０月２日   科学祭実施報告会 

１２月２日   蔦屋書店にて、第２回ワークショップの実施 

 

③ プロセスと成果 

８月１２日に南北海道創才セミナーに参加し運営の仕方を学んだ。南北海道創才

セミナーとは、小学生を対象とし、算数・数学の楽しさを伝え、算数・数学のユニ

ークな授業を受けるセミナーのことである。８月１８日には、はこだて国際科学祭

に参加し、第１回ワ－クショップを実施し、「ナンバーリンク」というゲームを来

ていただいた方に行ってもらった。ナンバーリンクとは、図形に着目し、ゴールま



での図形を想像し、図形と触れ合うことで、その想像する力を少しでも楽しく養う

ことが出来れば良いという趣旨のもと行った。 

はこだて国際科学祭での第１回ワークショップで挙げられた成果は当初、時間

を計り個人で行うゲームの予定であったが、難易度によっては話し合いながらゲ

ームを行ってもらった。また、複数回ゲームを行う子どもには時間を計り競い合

いながらゲームを楽しく行ってもらうことが出来たという対応の面での成果があ

げられた。しかし、図形だけではなく数字にもふれ合えるようなゲームを行いた

いという課題も見えた。 

 

12月２日には、函館蔦屋書店さんの５周年記念イベントに参加した。第２回ワ

ークショップを実施し、「ナンバーリンク」と「トランプゲーム」を行った。ナン

バーリンクは以前と同様のルールで実施した。トランプゲームは数字の着目し、小

学生にも楽しく計算できる力を養えれば良いという趣旨のもと行った。 

第２回ワークショップで挙げられた成果として、手作りのゲームなので、家で作

りまた遊びたい。という声が多く聞こえた。その他にも成果として多く挙げられた

のが、子どもがメインだったが、大人にもゲームをしてもらい楽しんでもらうこと

ができた。ワークショップでの呼びかけが上手く出来た。図形が人気だった。幼稚

園児の子に対する対応が上手く出来たなどが挙げられた。ゲームは各家庭でも作れ

るので、作ってもらうことでこのゲームが継続して遊んでもらうことが出来る。な

ど第１回の課題を踏まえ、課題を改善できたが新たな課題も見つかった。また来て

いただいた方に好評であった。 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

多くの子どもたちに２つのゲーム、ナンバーリンクとトランプゲームを楽しんで

行ってもらうことができ、プロジェクトの目的であった数学に触れてもらい少しで

も興味を持ってもらうというのは果たせたと思った。 

反省と今後の課題としては、普段から算数・数学に触れている人とそうでない人の

差を考える。ゲームの意図などをもっと伝えることが出来れば良かった。自分たち

で遊んでみたいとの声をいただいたため、ゲームのルールや意図をまとめたり、ト

ランプゲームの作り方をまとめたのを来ていただいた保護者や子どもたちにわたす

ことができたらよかった。 

私たちがワークショップを通して学んだことや、改善点を後輩たちに伝えていき

たい。そして、もとより良いワークショップを作り上げていけるように今後も私た

ちは活動していく。 

 

 



⑤地域からの評価 

・科学祭参加者からのコメント 

子どもたちが上手くゲームを出来たときに一緒に喜んでいたのが良かった。 

・科学祭参加者からのコメント 

問題が段階的に作られていること、説明の仕方など完成度が高かった。 

あの問題はどうやって作ったのか。 

・科学祭参加者からのコメント 

今まで見たことのない出展で大変面白かった。 

学生さんが自分で考えたのか。 

・函館蔦屋書店 イベント・コミュニティ担当者のコメント 

たくさんのお子様が参加している風景、とても素敵でした。 

また機会があればぜひ参加してください。 

 

⑤ メンバー一覧 

鈴木大斗      福井芳樹 

京谷祐輝      麻柄周平 

若佐優大      福嶋惠大 

川上祐季      越田周平 

近藤鈴那 

 

担当教員  青木昌雄 

 

 

・ナンバーリンク           ・トランプゲーム 



2018年度 地域プロジェクト成果報告書 

科学を街に出そう！プロジェクト 

 

○メンバー一覧 

6338 石山雄太郎 6356 岸本花奈 6357 駒谷奈緒子 6358 松浦宏晃 6363 中村果愛 

担当教員：松浦俊彦 

 

○背景・目的・概要 

背景・目的 

 科学館がない函館では、子どもや市民が気軽に科学に触れ・親しむ機会がほとんどない。

そこで、本プロジェクトでは、子供や市民向けの科学イベントをつくり、科学と触れ合う機

会をつくることで科学に親しみをもってもらうことを目的とした。 

概要 

 5 月にふるる函館で行われた『わくわくキャンプ 科学ものづくり（傘袋ロケット作り）』

にスタッフとして参加、子供たちが傘袋ロケットを作る際の作業の手伝いや、進行の補助を

行った。6 月は『はこだて花と緑のフェスティバル 2018』という野外イベントに参加、ド

ラム缶潰し（大気圧の力でドラム缶が突然つぶれる実験）の手伝いを行った。また、8月に

五稜郭タワーアトリウムで行われた『はこだて国際科学祭 2018』で科学屋台を出展するこ

とが決定していたため、科学屋台出展に向けて準備を行い、当日は果物電池をテーマに科学

屋台を出展した。9 月は『青年センターフェスティバル 2018』で科学楽しみ隊の方々とプ

ラコップコースター作りのワークショップ屋台を出展、プラコップをオーブンレンジで加熱

しコースターを作る作業の手伝いを行った。12 月には青年センターで行われた『冬休み自

由研究講座』に参加、子供たちや親御さんが光ファイバーを用いて星空フレームを作成する

作業の手伝いを行った。また、毎月第 2火曜日にサイエンス・サポート函館 科学楽しみ隊

の活動に参加した。 

  

○年間スケジュール

5月 27日（日）  ふるる函館 わくわくキャンプ 科学ものづくり「傘袋ロケット作り」 

開催場所：函館市青少年研修センター ふるる函館 

開催時間：13：00～16：00  参加者数：61名 

6月 9日（土）  はこだて花と緑のフェスティバル 2018「科学実験ショー」 

開催場所：はこだて（大門）グリーンプラザ 

       開催時間：11：30～12：30 

8月 18日（土）  はこだて国際科学祭 2018 科学屋台出展 

          開催場所：五稜郭タワーアトリウム 



           開催時間：10：00～15：30  参加者数：50名 

9月 2日（日）  青年センターフェスティバル 2018「プラコップコースター作り」 

          開催場所：函館市青年センター 

           開催時間：10：00～15：00  参加者数：50名（完売） 

12月 23日（日） 青年センター冬休み自由研究講座 2018「光ファイバーで光る星空フ

レームを作ろう」 

           開催場所：青年センター 

           開催時間：10：00～13：00  参加者数：親子 16組（満員） 

 

○プロセスと成果 

 前期・後期を通して、函館で開催されている様々な科学イベントにスタッフとして参加し、

イベントの企画運営（企画力、イベントの進行、安全管理）について学んだ。また、科学楽

しみ隊の活動に参加することで、イベントの内容を参加者に理解していただくための工夫な

どを学んだ。実際のイベントでは、参加者の子供たちや親御さんが真剣に手を動かしてイベ

ントに参加する様子を見ることができた。 

 前期の後半では、主に『はこだて国際科学祭』で科学屋台を出展するための企画を行った。

企画の際は、函館の人に身近なテーマは何か、興味をもっていただくためにはどのような工

夫が必要か、メンバー全員で話し合い、活動内容を決定した。イベント当日は、果物電池を

テーマに科学屋台を出展した。果物 6 種・飲み物 4 種を用意し、オルゴールに繋いで音が

鳴ることを確認してもらい、身近なものからでも電気が作れることを実感してもらった。参

加者は小学生以下の子供たちが多く、オルゴールの音が鳴ったときの驚いた反応や笑顔が印

象的だった。また、「楽しかった」という声も多くいただいた。 

  

○総括・反省・今後の課題 

総括 

実際に様々なイベントにスタッフとして参加することで、イベントの企画運営方法を学ぶ

ことができた。前記を踏まえ、イベントの一環として自分たちで企画した科学屋台を出展す

ることができた。また、実際にイベントに参加した方々の反応を見て、科学に触れ合う機会

を多くつくる必要性を感じた。 

反省点 

はこだて国際科学祭の科学屋台では、「果物電池の原理についての説明がなかった」との

指摘を受けた。イベントを楽しんでもらうための工夫と、内容を理解してもらうことをうま

く繋げることができず、原理についての説明ができなかったことが反省点として挙げられる。 

今後の課題 

 これまでの活動で学んだことや反省点をまとめ、改善する方法を考える。次年度以降は、

今年度学んだことを引き継ぎ、学生主体でイベントを企画運営し、開催してもらいたい。 



 

○地域からの評価 

 サイエンス・サポート函館 科学楽しみ隊の方々から評価をいただいた。「積極的にイベン

トに参加していた」、「地域の方々との関わり方は適切であった」かについてアンケートを行

った結果、とてもあてはまるが 60％、あてはまるが 40％という結果になった。その他、「言

われたことをこなすだけではなく、自分で判断して動けていた。」「積極的にコミュニケーシ

ョンをとって頑張れていた」などの評価をいただいた。また、次年度以降にやってほしいこ

ととして、「もっと多くのイベントに参加してほしい」、「学生主体でイベントを開催してほ

しい」との声をいただいた。 
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ふるる函館わくわくキャンプの様子 

 

 

はこだて国際科学祭の様子 

 

花と緑のフェスティバルにて 

潰れたドラム缶と記念撮影 

 

冬休み自由研究講座の様子 


