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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、函館の小学校においても日本語学習支援を必要と

している児童が存在する。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への日本語学習指導、小学校側

の日本語支援環境、体制作りへの参画、やさしい日本語と児童の母語を使った、国語

の説明文のリライト教材の作成の三つである。日本語支援の対象者は、韓国出身の小

学校 5年生の男子児童と、韓国出身の小学校 6年生の女子児童である。 

 

3． 年間スケジュール 

 表１ 年間スケジュール 

１０月
連携先の学校との調整

３月

１１月
東山小学校 指導

４月
東山小学校・湯の川小学校指導

１２月
東山小学校 指導

５月
東山小学校・湯の川小学校指導

１月
東山小学校 指導

６月
東山小学校・湯の川小学校指導

２月
東山小学校 指導

７月
東山小学校・湯の川小学校指導

東山小学校・湯の川小学校指導終了、
評価アンケート作成・回収



4． プロセスと成果 

本プロジェクトでは、東山小学校と湯川小学校の二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。対象者は、韓国籍 5年生男

子児童で、幼稚園時に来日し、日常会話に問題はない。活動内容は、2017年後期に、

教科書の音読と授業中の日本語支援、助詞の穴埋めを行った。さらに、2018年後期に

は、漢字の読み書きと作文の書き方を指導した。活動の成果は、漢字の読み書きのミ

スが減ったことと自分で考えて長文が書けるようになったこと、児童の学習への意欲

向上が見られたことの三点である。 

次に、湯川小学校の対象者と活動内容について述べる。対象者は、韓国語が母語の

6年生女子児童で、昨年 11月に韓国より来日し、日常会話もまだ不完全な状態であ

る。日本語の読み書きも授業のペースに追い付けなかったり、韓国語で書いて理解し

たりしていた。活動内容は、授業中のサポート、休み時間を利用し日本語での会話、

取り出し授業（漢字、作文の指導）、リライト教材の作成を行った。対象者は、日本語

での会話もなかなかうまくできず、漢字の読み書きや作文は韓国語で書いていたこと

から、この二つに重点を置き、支援した。リライト教材については、国語の教科書

（説明文）を、やさしい日本語かどうかをチェックし、理解するのが難しそうな語句

や文を、かみ砕いたり、ハングルでルビを振ったりして作成した。対象者が普段の学

校生活、授業において、日本語の文章を日本語で理解する（読み書き話す）ことに躓

きが見られるため、リライト教材を作成し、スムーズに日本語が理解できるようにリ

ライト教材を作成した。また、教科書の文章に出てくる日本語文法の問題を作成し解

いてもらった。実際に、リライト教材を使用してみて、対象者は文法問題もすらすら

解けて、読解もできていた。しかし、思っていたよりも漢字が読めていなかった。全

体的な活動の成果は、だんだん会話をしてくれるようになったこと、日本語での学習

に意欲的になったこと、日本語で文を書くようになったことが挙げられる。 

 

5． 総括と反省・今後の課題 

〈東山小学校〉 

東山小学校の活動では、小学校高学年に上がる上で必要になる、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、誤用の原因が論理的思考力の不足なの

か、日本語の文構造の理解の不足なのか見極めが難しいことが反省点である。 

〈湯川小学校〉 

 反省点は多く、初めは、児童と会話をする時間が少なくコミュニケーションをうま

くとれなかったことや児童の日本語レベルの把握に時間がかかったこと、取り出し指

導をする時間を支援スタート時から確保できていれば良かったことが挙げられた。ま

た、課題として挙げられたのは、中学校へあがることを見通し、学習内容のレベルを

上げる（主に作文、自分のことを日本語で話す）ことが挙げられた。リライト教材を



使用した指導が今後も必要である。 

   

6． 地域からの評価 

〈東山小学校〉 

 対象となった児童は、支援する学生がいると安心して学習しているように見える。

普段と極端に様子が違うということはないが、継続して支援を受けていることで、安

心感のようなものを持っているように感じている。 

対象児童は、現時点では日本語での交流に戸惑っている様子はほとんど見られな

い。ただし、言いたいことを日本語で的確に伝えようとすることは、他の児童と比較

して困難な時があるように感じる時もある。そのような時に、うまく支援の学生に介

入していただき、伝えたいことをわかりやすく言えるような支援が今後も必要かもし

れない(ただし、このような課題に対しては心情的に関わる部分が大きように感じてい

ます。児童自身で取り組むことかもしれません)。 

 

〈湯川小学校〉 

当該児童のために、お忙しい中にもかかわらず、専用の教科書を作成していただい

たり、課題プリントを作成してくださったり、本当にありがとうございました。 

当該児童についてですが、おかげさまで、１学期間における指導の成果と課題が明

確になってまいりました。今では、日直としての号令「起立」「これから○○を始めま

す。」「いただきます・ごちそうさま」を言えるようになったこと、授業での振り返り

カードへの感想を書く活動など、頑張って日本語を使った文で書くなど、一番は『意

欲的に取り組むこと』ができるようになってまいりました。一方課題としては、これ

からも、文を書くことができるようになること、言語において、まだまだ難しい言葉

を獲得しているものの、逆に２年生ぐらいの低学年段階で身に付けるべき言葉を知ら

ない（穴がある状態）などが見受けられます。 

ですが、前にも記述した通り、『意欲的に学ぶ力』と、『友達とともに学ぶ力』を身

に付けることができたのは、大きな財産です。 

 

〈JTS（函館日本語教育研究会） 武村英剛先生〉 

学生が、地域が抱えている課題を見つけ、さらには地域の機関や人々と協力し合い

ながら解決していくという試みはすばらしいと思います。今回は小学 6年の女子児童

の支援ということもあり、年齢の離れた男性である私の支援だけでは不十分であると

感じていたところ、大学生の支援を受けられた児童も安心したことでしょう。支援を

受ける側が支援者を選べない環境ではなく、支援を受けたいと思える人をいろいろな

人選から選べるような地域をつくっていくという観点からも良い試みだと思います。

支援にあたっては、児童と親しく接するだけでなく、日本語の習得段階を見極めなが



ら補助教材の制作をしていたようで、日本語教育を専門に学ぶ学生だからこそできる

支援だなと感心いたしました。 

ただ心残りなのは、私も含めてですがお互いに児童の様子について、情報交換がで

きなかったことです。 週に一度とまではいかなくても、月に 1度くらいはメールなど

でのやりとりができればよかったかもしれません。 

 

リライト教材 
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地域プロジェクト成果報告書 

道南企業応援プロジェクト斑（飯山雅史先生） 
1． 背景・目的・概要 

現在大学生活を送っている函館を中心とした道南地域では、全国でもトップレベ

ルで人口減少が進んでいると言われている。北海道教育大学函館校の学生も大都市

や地元への就職が多く、道南地域に残る学生は少ない。身近な地域である函館が抱

える「人口減少」の問題を解決するべく、「道南地域企業就職応援プロジェクト」

が創設された。昨年先輩方が作成した「道南どうでしょうー地域を元気にする、学

生のためのリクルートブック」を参考にしながら、今年度は学生主体でカメラ撮影

から編集技術を行い、リクルートビデオを作成した。リクルートビデオを通じて普

段は気づくことのない道南企業の魅力を伝え、就職先を考える上で道南地域を選択

肢の一つに入るような印象を受けるような映像づくりを心がけた。 
 

2． 年間スケジュール 
9 月   活動開始 
10 月   チーム分け・撮影する企業の選択 
11 月   ・プロからビデオ取材と編集技術を学ぶ 
     ・企業へのアポイントメント 
12～1 月 ・取材撮影 
     ・動画編集 
     ・完成したビデオを Youtebe へアップロード 
2～6 月  ・企業へのアポイントメント（2 つ目の取材先） 
     ・取材撮影 
     ・動画編集 
     ・完成したビデオを Youtebe へアップロード 
     ・地域プロジェクト発表会で成果発表 
     ・取材協力企業先を対象とした発表の場を開催 

 
3． プロセスと成果 
 本プロジェクトは、若い人材が道南地域に残り、就職するきっかけを作る目的で発

足した。1 チーム 3 人でグループ分けをし、前身である道南企業リクルートブックを

元に、取材先企業を選定した。それと同時進行で、テレビ業界で働くプロの方に依頼

をして、撮影方法や技術、編集の仕方を教えて頂いた。 
 本格的な活動としては、まず、選定した企業へ取材の依頼や日程調整を行った。本

プロジェクトの説明と挨拶を目的とした初回訪問を踏まえ、企業のニーズや撮影時の



留意事項などの詳細をもとに、撮影スケジュールや編集のプロットを見立てた。その

後、撮影を終え、編集作業に移行した。編集作業では、編集した動画をプロの方の添

削してもらい、そのクオリティを高めていった。動画の完成後、取材した企業に動画

の内容を確認してもらい、許可を得て、動画サイト Youtube にアップロードした。 
 また、本プロジェクトを周知するため、SNS やポスターによるプロモーション活動

を行った。Facebook や Twitter などで本プロジェクトのアカウントを作成し、プロジ

ェクトの進捗状況や成果発表会の日程などを投稿した。 
 本プロジェクトの成果として、約 1 年間の活動で合計 8 本のリクルートビデオを作

成することが出来た。さらに、地域プロジェクト成果発表会と同日で開催したビデオ

上映会では、多くの方々に来ていただくことができた。 
 
4． 総括と反省・今後の課題 

プロジェクトに参加した学生は、有効的な撮影方法や編集方法、カメラ機材の使

い方など普段体験することのないことを多く学ぶことが出来た。取材撮影を通し

て、参加学生自身が道南企業の魅力に気づき、今後のキャリア形成を考える機会と

なったという意見もみられた。一方で、取材協力先の企業の方から「地元の学生と

産学連携する良い機会ができてよかった」という声が多数頂いたことから、学生と

企業双方にメリットを感じられる一定の効果があった。 
今後の課題として挙げられたことは、Youtube にアップロードされた道南地域企

業に関する動画を視聴している年代は、40～50 年代層が多いことが分かった。私

たちが対象としていた、就活生を含めた 10～20 代の学生に対して有効的なプロモ

ーション活動を行う必要がある。 
 

5． 地域からの評価 
本学の授業科目である「函館スタディズ」で作成した動画を上映したところ、受講生

から多くの感想をいただいた。「従業員のインタビューなど、自分では調べられない企

業の部分を知れた。」「自分の目的や希望に沿った会社を探すための役に立つと思う。」

「公務員・教員志望であったが、民間企業についても考えるきっかけとなった。」など、

本プロジェクトを評価しているコメントが多くみられた。 
 
6． メンバー一覧 

国際協働グループ 3 年 
小笠原亜美 
中川渚 
花井亜由美 
野村千尋 



小野澤夢樹乃 
川田晴菜 



地域プロジェクト最終報告レポート 

プロジェクトの背景・目的・概要 

 哲学カフェとは、一般の人たちが集い、あるテーマについて年齢・性別・国籍・職業な

どに関係なく自由に対話・議論するために開かれた場のことであり、1990 年代のパリから

世界各地に広がった。 

 函館で哲学カフェを企画・運営することで、「地域で求められる生きた学びを実現す

る」「学生主体のチームワークを原動力とする」といった地域プロジェクトの目標を達成

できると考え、今年度も引き続き哲学カフェを実施した。 

スケジュール 

各項目の詳細はプロセスと成果に記載 

29 年度後期 

10 月 プロジェクト開始・スケジュール確認 

11 月 企画構想・広報活動 

12 月 17 日 シエスタ函館 4F G スクエアにて今回のプロジェクトにおける第一回哲学カ

フェを開催 

以降 当日の反省・中間発表に向けての準備 

30 年度前期 

4・5 月 企画構想 

6 月 広報活動・準備 

7 月 6 日 蔦屋書店二階にて今回のプロジェクトにおける二回目の哲学カフェを開催 

以降 総反省 

プロセスと成果 

 29 年度後期 

11 月に企画構想としてテーマや開催場所の選定広告活動の実施、当日に関する諸事項の確

認など当日までに必要な準備作業を進める。準備を整える事と並行して各テーマの議論を

プロジェクトメンバーで重ねて行う事でテーマに対する視点や知識を増やす。 



宣伝の一環としてポスター作りと掲載を行っ

た。教育大学周辺の施設に許可の下、掲載をし

た。各高校にも掲載を依頼したが、受験期のた

め断られる。宣伝には右の二種類のポスター

(アイキャッチ用と詳細掲示用)を用意し、使用

した。 

 

11 月 21 日には企画構想の参考に「哲学ジャム＠函館」さんにメンバーの一部が参加。当

日の雰囲気や進行の具体的なイメージを得る。この場で哲学カフェ開催の宣伝も行った。 

また、12 月 11 日に宣伝のため FM イルカに出演。 

イベント当日 

 12 日 17 日(哲学カフェ当日)は以下のようなタイムスケジュールで進行した。 

第一部 16:00~17:30(40 分議論×2) 

17:30~18:30 (休憩・第二部準備) 

第二部 18:30~20:00(同上) 

当日の進行は大きなアクシデントもなく、つつがなく進んだ。しかし、一部と二部の間の

休憩および準備の時間が長く、時間を持て余す事となった。 

他にもテーマに関する準備不足や新規の参加者が少ないなど、課題を多く残すこととなっ

た。次回に生かせるように参加者には事前に用意したアンケートに記入をしてもらった。 

 イベント開催後は、イベントの全体の反省を話し合うとともに、中間発表に向けた準備

を進めた。主に以下のような課題が挙げられた。 

・外観の雰囲気に気軽さがない 

・一般の参加者(知人以外の地域からの参加者)が少ない 

・タイムスケジュールに無駄が多い。 

 30 年度前期 

4 月前年度後期の反省や課題を意識し、企画構想を行う。開催場所を蔦屋書店に決定。 

5 月に蔦屋書店との交渉を開始。並行して広報活動や議論を通してテーマへの理解度を高

める。 

広報活動は前年度後期の反省を生かし、SNS や施設の HP を利用した宣伝をメインに行っ

た。 

6 月も同様に蔦屋書店との交渉を行いながら、広報やテーマの議論を行う。 

イベント当日 



 7 月 6 日(イベント当日)は以下のようなタイムスケジュールで進行した。 

18:30~20:00(25 分議論 5 分休憩×3) 

今回は議論の時間を短くし、回数を増やした。 

広報・開催場所・タイムスケジュールなどを前回の課題を生かしたイベントを行った。結

果として前回よりもアンケートの満足度が高く、帰り際に良いコメントを頂くこともあっ

た。当日は買い物中に関心を持ち参加してくれる人もいた。 

 

 イベント後は全体的な反省と最終報告に向けての準備を行った。 

総括と反省・今後の課題 

29 年度後期に課題として挙げられた項目は最終的に改善する事ができた。 

しかし、全体的な結果として以下のようないくつかの課題も残った。 

・知名度が低く、外部からの参加者もまだまだ少ない。 

・開催回数を増やして欲しいという参加者の声が一定数ある。 

・参加者にテーマの持ち込みをできるようなシステムが必要。 

  →この意見に関しては、テーマに関する予備知識を得るような前準備ができなくなっ

てしまうためより工夫が必要であると考えられる。 

 また、冊子など、参加者が持ち帰れるようなものを用意できると、より高い満足度が得

られるとともに、より有益なイベントになるのではないかという意見もあった。 

地域からの評価 

・イベントの開催は前プロジェクトに倣って半期に一度だったが、参加者から「もう少数

を増やしていいと思う」という声があった。 

・大学生と話す機会の少ない年齢の高い参加者層からは「大学生と交流できる良い機会で

とても楽しかった」というような声が多くあった。 



・テーマに関しても、地域の方から「こういったテーマがやってほしい」という多くの提

案があった。 

例)人類はいつまで続くか、人間と AI の共存について、など 

・30 年度前期の開催場所である蔦屋書店さんからは、「今後もこのような活動をこの場所

(蔦屋書店)で継続して行ってもらいたい」という前向きな声をもらえる結果となった。 

メンバー一覧 

内田政継・大谷光・岡山拓斗・金木菫子・金沢由梨・金美波・笹栗幹太・勢上由妃・千葉

大輝・三浦楓(五十音) 

菅沼聡・村田敦郎 地域プロジェクト P・R 
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孔地域プロジェクト最終報告書 

外国人技能実習生に対する地域としての支援 

 

受 講 生：岩崎 豪 佐々木 健太 高島 啓輔 虻川 夏海 安倍 郁実 齋藤 千央 

大欠 侑奈 武田 菜々恵 武田 理緒 

担当教員：孔 麗 

 

【地域プロジェクト背景と目的】 

日本は、人口減少に加えて少子高齢化により労働力不足が顕著となっており、とくに地

方都市においては、労働力の確保が地域産業を維持する上で重要な課題となっている。  

その打開策として、単純労働への外国人労働者は受け入れないとする方針の下で、「技能

実習制度」が採られてきている。技能実習生の数は全国的に増加傾向にあるが、函館市を

中心とする道南地域でも同様である。  

本制度は、日本で培われた技能や知識を移転し、開発途上国の経済発展を担う「人づく

り」に寄与することを目的としたものある。しかし、現状では、「安価な労働力」として単

純労働分野で利用されており、制度の目的と実態が大きく乖離している。  

問題が多い本制度ではあるが、唯一の合法的手段として受け入れる以上は、その目的に

沿うべく努力する必要がある。そこで本プロジェクトでは、次のような目的を掲げた。 

(1) 外国人労働者の受け入れが、日本社会にとって避けて通れない現実であることを認

識する。 

(2) 技能実習制度の適切な運用と、技能実習生のより充実した日本での生活のために、

地域として何ができるのかを考え、実行する。 

 

【活動内容】 

① 座学研修と全道技能実習生受入協議会研修会の参加 

 初めに座学研修を行った。教材を

用いた講義とディスカッションを

行った。 

また、本地域プロジェクト第 1 期

生、第 2 期生との交流会を通して技

能実習制度の知識を身に付け、理解

を深めた。 

 

 続いて、札幌で行われた「全道技能

実習生受入協議会研修会」に参加した。

この研修会において、新たな技能実習

制度の内容を理解することができ、受

入れ企業の担当者との交流により、技

能実習制度の現状を把握することがで
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きた。 

 

② 函館市役所による講義と意見交換会 

函館市国際・地域交流課の担当者から、

実際に函館で行われている多文化共生へ

の取組みや、函館で活動している団体に

ついて学び、技能実習生への支援活動の

参考とした。 

 

③ 水産加工企業への訪問と技能実習生との懇談会 

技能実習生を受け入れている水産加

工企業を訪問し、技能実習生に対する

企業の要望等について理解を深めた。 

 また、技能実習生との懇談を通じ、

実際にどのような考えをもって日本で

働き、どのような生活を送っているの

か、どのような希望があるのかなどを具体的に聞き取り、今後の支援活動の参考とした。 

 

④ 監理団体の訪問と技能実習生入国後法定講習への参加 

森町の監理団体を訪問し、技能実習生の実態につい

て説明を受けた。 

さらに、技能実習生入国後法定講習において、入国

したばかりの技能実習生に対し、監理団体による文化

指導の一環として、日本の生活マナーや挨拶、文化に

ついてのプレゼンテーションを行った。また、折り紙

体験なども行った。 

 その後、技能実

習生との交流会を

行い、日本での生

活や不便な点につ

いての聞取り調査

を行った。 

 

⑤ ベトナム人技能実習生との食文化交流会 

 6 月には、函館市と本プロジェクトの共催による「食文化交流会」を行った。これは、

函館市初の取組みであり、市役所や監理団体、受入れ企業のほか、財団法人北海道国際交

流センターの参加を得た。 

交流会では、母国ベトナム料理の紹介があり、ベトナムについて理解を深めることがで

きた。その後、参加者全員で作った春巻きなどのベトナム料理を食べながら交流をした。
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技能実習生からベトナム

で流行している踊りを披

露していただく場面もあ

った。加えて、今後の交流

会の要望等についての調

査も実施した。 

 

【活動の意義と今後の課題】 

今期の地域プロジェクトにおいては、行政や監理団体と連携して技能実習生に対するプ

ログラムを実施するという、大きな一歩を踏み出した。一つは函館市との共催による「食

文化交流会」であり、二つ目は監理団体による「技能実習生入国後法定講習」での日本文

化紹介プログラムの実施である。  

この 2 点は、これまでの 2 年間の取組みにより築き上げてきた実績があってこそ成し遂

げられたものである。両事業とも、市、監理団体にとっても初の取組みであり、全国的に

みても珍しい事例である。この成功により、今後の継続にも前向きな回答を得ることがで

きたことも成果の一つである。 

さらに、行政や監理団体、技能実習生との交流や聞取り調査を通じて、技能実習制度の

現状を把握することができ、今後の活動にとって非常に有意義な成果となった。 

 技能実習の在留期間が 3 年から最長 5 年 (優良受入れ企業のみ) に改正されたこともあ

り、仕事のためだけではなく、生活者としての技能実習生を地域と連携し、技能実習生が

道南地域にとけこめるように支援していくことが今後の課題である。                                
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【年間スケジュール】 

 

【地域からの評価】 

 

10月 4月

オリエンテーション オリエンテーション

講義：外国人技能実習制度の仕組み① 技能実習生入国後法定講習会参加の事前研修会と教材作成

講義：外国人技能実習制度の仕組み② 技能実習生入国後法定講習会参加

講義：外国人技能実習生の受入れの実態と問題点 事後報告会

11月 5月～6月

全道技能実習生受入協議会への参加（札幌） 函館市との共催による技能実習生との食文化交流会の事前研修会

函館市役所による講義と意見交換会 食文化交流会協力企業への訪問と技能実習生との懇談会

水産加工企業の訪問と技能実習生との交流 事後報告会

12月 函館市との共催による技能実習生との食文化交流会の開催

教材の輪読と発表① 事後報告会

教材の輪読と発表② 最終発表会に向けてこれまでの活動の総括

教材の輪読と発表③ アンケート調査票の収集と発表資料の作成

資料の収集と課題の提出 7月

1月 最終発表会の準備①

外国人技能実習生度の評価 最終発表会の準備②

今後の活動についていの議論 最終発表会

中間発表会の準備 反省会

中間発表会

地域プロジェクトⅠのスケジュール 地域プロジェクトⅡのスケジュール
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地域プロジェクトⅡ 成果報告 

「北海道立函館美術館との連携による女性雑誌『スタイル』特集展示」 

 

メンバー一覧 

高橋加奈（国際協働グループ 3年） 熊谷有美香（国際協働グループ 3年） 

本田栞（国際協働グループ 3年） 菅原はな（国際協働グループ 3年） 

赤坂理歩（国際協働グループ 3年） 坂越璃奈（国際協働グループ 3年） 

坂越瑠奈（国際協働グループ 3年） 北野未森（国際協働グループ 3年） 

小栗祐美（国際協働専攻・国際協働グループ教授） 

 

このプロジェクトの目的・概要 

このプロジェクトは、第一に、郷土の文化的資料

を発掘して調査を行い、その成果を地域に公開・発

信すること、第二に、地域の図書館や美術館などの

文化施設について、地域の人に興味を持ってもらう

ことを目的とした。 

 

［地域プロジェクトⅠ（2年後期）］ 

 函館市中央図書館に郷土の貴重資料として保管さ

れている女性雑誌『スタイル』を調査。昭和前期の

ファッションや生活を調査して、現代との違いや共

通性を発見していった。そして、地域の図書館が収

蔵していることから、地域の人たちにも興味を持っ

てもらえるような発表を企画。（『スタイル』には、

函館市と関連した記事も掲載されていた） 

 

［地域プロジェクトⅡ（3年前期）］ 

 2年後期で調査した女性雑誌『スタイル』の成果を、展覧会として企画。北海道立函館美術館で一般公

開を行った。その際に、女性雑誌『スタイル』の復刻版と、学生が制作した雑誌中に掲載されている記

事の紹介パネルを共に展示。函館市中央図書館が収蔵する女性雑誌『スタイル』を知ってもらい、郷土

の貴重資料に興味を持ってもらうことや、北海道立函館美術館で展覧会を行うことで地域の美術館の活

動にも、関心を持ってもらうことを目的として活動した。 

 

プロセスと成果 

［2年後期］ 

 函館市中央図書館へ行き、郷土の貴重資料である『スタイル』についての調査をした。貴重資料とい

うこともあり、図書館の中でしか閲覧できなかったが、一人一人がテーマを持って、雑誌『スタイル』

についての研究を進めていった。現代の女性雑誌や現在の生活習慣などと、『スタイル』に記載されてい

宇野千代編集 

『スタイル』 

特集展示 

北海道立函館美術館と連携 
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た当時行われていた生活とを比較していった。それにより現在との共通点や相違点を理解し、雑誌が刊

行されていた時代の特徴をつかむことができ、自分たちでまとめることができた。 

 

［3年前期］ 

 北海道立函館美術館で展覧会をさせてもらうこ

とになった。自分たちで展示作業、撤去作業を行

い、美術館の仕事に関わることができた。さらに、

展示スペースに学生の研究した記事をパネルにし

て設置。当時のスタイルの記事はどのようなもの

だったかを知ってもらうことにした。函館美術館

で展示を行うことで、多くの市民にスタイルにつ

いて知ってもらうことができた。さらに、地域の

美術館という文化施設に足を運んでもらうという

目的を達成することができた。（実際のパネル→） 

 

（展示風景） 

（展示作業・撤去作業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

（新聞取材） 

展覧会オープンの前日に函館新聞、北海道新聞の 2社が取材に来てくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間スケジュール表 

地域プロジェクトⅠ（2年後期） 地域プロジェクトⅡ（3年前期） 

2017年 

10月 

2017年 

11月 

2017年 12

月 

2018年 

1月 

2018年 

4月 

2018年 

5月 

2018年 

6月 

2018年 

7月 

○調査・整理 

○活動内容

の話し合い 

○調査・整理 

○発表準備 

○調査・整理 

○発表準備 

○発表 ○活動内容

の話し合い 

○調査・準備 

○展覧会準

備（パネル原

稿作成） 

○展覧会 

準備 

○展覧会 

（展示） 

○展覧会 

（撤去） 

○発表 

 

地域からの評価 

○函館美術館から見た『スタイル』展の意義（北海道立函館美術館 井内佳津恵学芸課長） 

 企画内容としては、現代の学生の目で、昭和戦前のファッション誌の内容を検討するという点に新鮮

味があり、宇野千代という戦前の進歩的な女性の一人が編集した雑誌を取り上げた点も、観覧者の関心

を喚起する上で、効果的であった。 

 地域連携という点では、地元の図書館が所蔵する貴重図書に焦点を当てた点で、地域の文化資産を活

用する企画として評価できる。また、当館のホールでの展示を実施したことにより、会期中の来館者す

べての目（展示期間 14日間 3,042名）にふれたことで、成果発表としては効果的であったと考える。実

際に来館者も、足を止めて、じっくりと資料を読み込む姿が目立った。当館としては、今後も、このよ

うな企画の提案があれば積極的に協力したいと考えており、大学教育の成果をひろく地域に還元する一

助となれば幸いだと考える。 

 

総括と反省 

 今回、函館市中央図書館や、北海道立函館美術館と協力をして行った地域プロジェクトだったが、ま
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だ地域の人々に私たちの活動が広まっていないと感じた。また、地域施設の利用を増やそうと展覧会を

行ったが、情報をさらに広げるために、チラシだけではなく SNSなどでも呼びかけを行った方が良かっ

たと感じた。しかし、郷土の貴重資料である雑誌『スタイル』を函館の市民の方に少しでも紹介できた

ことはとても良い成果になったのではないかと考える。 

 

［今後の課題］ 

 今後の課題としては、図書館や美術館などの施設をもっと地域住民に利用してもらうための企画作り

をする必要があるのではないかと考えている。なので、この『スタイル』を美術館に展示するだけでな

く、そのほかの施設に伺い、展示させてもらうことにより、施設利用を増やし地域に貢献できる活動を

行っていきたい。 



地域プロジェクト成果報告書 

国際政治の観点から持続可能な社会を提案するプロジェクト 

 
① ＜背景・目的・概要＞ 

前半:北海道新聞の記者の方による講演会や、函館市役所の出前講座をはじめとする様々な

視点から、函館や他の地域の原子力発電所の現状について知識を深めた。また、それら講演

会をプロジェクトで主催することで、私たち以外の学生や一般の方も持続可能な暮らしに

ついて考える機会をつくるということも目的とした。同時に世界各国のエネルギー政策を

調査し、函館という土地を活かし応用できるものはないか、解決策を模索した。 

 

後半:前半での活動から、プロジェクトの方向として、函館への影響が大きい青森県にある

大間原発に焦点を当てた。現地での見聞で、大間町民の生活は原子力発電所に支えられてお

り、簡単には切り離せないことを痛感した。そこで、私たちは経済的な原子力発電所からの

自立が課題と考え、次世代を担う子どもたちが大間に行くきっかけをつくること、またその

際大間でお金を使ってもらうことを目的とした｢函館の小学生対象大間ツアー｣を函館市役

所に提案した。 

②＜年間スケジュール＞ 

2016年 

10月 プロジェクト始動  

        映画トゥルーコスト鑑賞 

    11月 北海道新聞社 関口さんによる講演を開く「負の遺産～福島の今と廃炉、

核ゴミの行方～」 

        杉浦先生講演会 

    12月  函館市役所の講演会を開く「大間原発に対する函館市の取り組み」 

            世界各国のエネルギー政策を調べ発表 

    1月   中間発表 

    5月  こども平和絵画展 まちづくりセンターにてチェルノブイリの子どもたち

の絵画を展示  

    6月   大間訪問 市民へのアンケート調査 大間町役場訪問 あさこはうす見学 

         映画「原発と再生」鑑賞 

    7月  最終発表 

       函館市役所へ考えた提案を報告 

③ <プロセスと成果> 

前期；私たちは「持続可能」というものをエネルギー政策に焦点を置いて、前期では、各国

ではどのようなエネルギー政策が行われているのかを調査した。また、北海道新聞の記者の



方や函館市役所の方の出前講座を開き、原子力発電について学んだ。我が国の電力を賄うた

めに重要な役割を果たしているが、それに伴い福島第一原発事故のような大きな事故を起

こす可能性があるということを学ぶきっかけにもなった。 

 

後期；後期では、函館市地域交流まちづくりセンターで行われた子供平和絵画展に参加した。

チェルノブイリ原発事故を題材に実際に子供が描いた絵が展示されていて、原発事故があ

った国として非常に感慨深いものがあった。さらに、私たちは実際に大間町へ訪問した。市

役所やあさこハウスに行き、実際に原発のある地域の人に話を聞いた。また、大間町民に対

し原発に対するアンケート調査を行い、地域住民の実際の声を聞くことができた。これらの

活動を通して、私たちは原発に頼ることのないまちづくりをするための第一歩として、函館

の小学生対象の大間ツアーというものを考え、函館市役所に提案した。 

 

④＜反省と総括 今後の課題（後日の市役所訪問を含む）＞ 

2年後期 

2年後期は主に講演会を中心に活動を行い、自分たち自身での調べが多かったため、実質的

な行動はあまり行わなかったところが少しもったいなかったと思う。世界各国の原発に対

する知識を、3年前期に何かしら地域に向けて実行出来るように意見を言い合えた部分は良

かったのではないかと思う。 

 

3年前期 

 3年前期はチェルノブイリ絵画展、大間での現地調査とその準備を中心にした活動をした

ため、充実した活動が出来たと思う。持続可能な暮らしを考えるにあたって、今までの準備

と実際に原発近くに住む方々の話を聞くなどのフィールドワークがとても活きた半年にな

ったと感じる。 

 

市役所訪問の報告 

 今回、今まで 1年間の活動を通して、持続可能な暮らしの提案を函館市役所の方と話し合

った。私達は、「函館の小学生の大間ツアー」を提案した。この提案を中心に、今後大間と

函館の交流についていくつか案が出た。人の交流は半永久的に出来る持続可能なことであ

るため、そのことに目をつけた私達は、いくつかのツアーの案が出た。「家族で大間の自然

を楽しむツアー」や「大間の歴史を見るツアー」などである。私達の提案では小学生をツア

ーの対象にしていたが、老若男女が楽しめる方が良いという助言を頂き、どの年齢層の方で

も楽しめるツアーを考えた。今後の課題として、このアドバイスと私達の提案をもとに、よ

り深く具体的なツアーを作り上げ、次のプロジェクトで実行して欲しいと考える。 

 

⑤＜総括＞ 



 中間発表では、私達の調査した世界各国の原発に対する政策を中心に発表したが、ほとん

どが反対意見、またはあまり原発に対して良い印象を抱いていないよう国々の政策が多か

った。そのため、原発に対して肯定的な意見が出にくく、中立的な立場が少し難しかった。

しかし、大間に訪れる際に、雇用が生まれて、生活を営むという点で原発を肯定する意見に

ついて話し合えたことは良かったと思う。また、地域住民の意見を取り入れる活動として、

絵の中に自分自身の意見を書いてもらい、地域の方々にも原発のことについて考えて頂い

た。そしてそれを、私達も知識の 1つとして活動にも取り入れることが出来た部分は良かっ

たと感じる。どちらかの意見に偏らず、講演会、映画、実際の地域住民の声を通して、賛成・

反対どちらの意見も受け入れることが出来た活動になったと思う。1年を通して、原発に対

して学んだことをこれからの生活に繋げられれば良いと感じる。また、市役所の訪問で提案

し、考えたことを含めてこれからも持続可能な暮らしについてより深く考えていきたい。 

 

⑥＜メンバー一覧＞ 

担当教員： 宮崎悠 平野恵子 

メンバー：     花野優花 菊池紫苑 和田綾香 小川凌 山道一慧 東田舞香 田

中愛理 梅木優理子 大澤竜生 下沢杏奈 

 
 



2018 年度 河錬洙地域プロジェクト成果報告書 

担当教員名 河錬洙 

メンバー  

・地球祭り班 中村夏代 池田瑞穂 藤原愛莉紗 佐久間朝夏 工藤克也 

・芸術祭班 津田優希 川口芽奈 栗田和佳 佐藤侑也  水落智大 

本プロジェクトは、函館市で開催されている国際交流イベントである「地球祭り」と「はこだて国際民俗

芸術祭」に焦点をあて、SNS などを活用し、多くの人に発信すると同時に函館市の国際交流を推進させ

ることを目的としたものである。活動は地球まつり班と芸術祭班の 2 手に分かれて行ったため、以下説明

はそれぞれのプロジェクトに沿ったものとする。 

背景 

◆地球まつり 

地球まつりとは函館を拠点として、国際交流・国際協力活動をしている NGO/NPO が一同に回するイベント

である。プロジェクトが始動し、まずは実際に地球まつりに参加。来場者にアンケートを実施し、分析を行

った結果、食べ物を目的にしている人が多いこと、若者の来場が少ない事が分かった。私たちは次年度

の開催に向けた会議に積極的に参加をし、この 2 点を改善すべく活動を行った。 

◇芸術祭 

芸術祭責任者、ふくだたくまさんと本プロジェクトの方向性を話し合った際に、毎年芸術祭のボランティ

アスタッフが足りていないという問題を共有した。また、函館の国際交流を活性化させる、という目的を達

成するため、学生間への芸術祭の認知度を高めることが挙げられた。 

フェスティバルのスタッフは接客でコミュニケーション能力を学べるだけでなく、会計などお金に関すること、

会場設置などの力仕事、広報、グッズ販売など人生に必要なことが学べるということで“イベントスタッフ

には人生のすべてが詰まっている”というふくださんの言葉を受け、大学生に向けた宣伝文句を考案した。 

また、スタッフを経験することで各国のアーティストと接する機会が客として参加するよりも増え、より世界

の価値観や文化に触れることができるだろうとして、本プロジェクトを校内での芸術祭スタッフ募集に絞る

ことにした。 

目的 

◆地球まつり 

ローカル国際交流イベントである地球まつりの知名度を上げ、来場者を増やし、外国に目を向けるきっか

けにしてもらいたい。 

◇芸術祭 

はこだて国際民族芸術祭のスタッフを通して、函館市における国際交流活動を学生からも発信できるよう

促す。 

プロジェクト概要 

◆地球まつり 

地球まつり、大学内でのアンケート調査を実施。見えてきた課題を踏まえ、動画作りをし中間報告会



にて上映。また、積極的に次年度開催に向けた会議に参加をし、10 月に開催される本番にもステ

ージ係として参加をし、結果を見届ける。 

◇芸術祭 

大学校内でスタッフを募集し、プロジェクトメンバー自らもスタッフとして活動しながらその様子を記録し、次

年度スタッフ募集プロジェクトに向けての準備をおこなう。 

プロセス 

◆地球まつり 

地球まつりに参加し、アンケート調査を実施→若者の知名度を知るため大学でのアンケート調査実

施→動画を作成・発表→次年度開催に向けた会議に参加→本番にも参加 

◇芸術祭り 

昨年、校内で実施した芸術祭に関するアンケートを引き継ぎ、分析→芸術祭責任者・ふくだ氏との打ち

合わせ→校内での芸術祭スタッフ募集説明会の準備・開催→スタッフミーティングへの参加→地域プ

ロジェクトメンバーの芸術祭にスタッフとしての参加 

成果 

◆地球まつり 

地球まつりの本番はこれからのため、本当の意味での成果はまだ分からないが、アンケート調査の

結果が今年度開催の地球まつりに反映された。また、大学内で地球まつりを PR する動画を上映し

たため、以前よりも知名度が上がった。 

◇芸術祭 

昨年度より大学生スタッフの増加。校内での芸術祭の認知度向上。 

年間スケジュール 

 地球まつり 芸術祭 

10 月 

 

11 月 

12 月 

 

1 月 

 

2 月 

4 月 

5 月 

 

6 月 

7 月 

8 月 

地域プロジェクト始動 

地球まつりに参加 

地球まつり反省会に参加 

中間発表準備 

紹介動画作成 

紹介動画完成 

中間発表 

地球祭り会議に参加 

地球祭り会議に参加 

PR 動画完成 

 

地球祭り会議に参加 

成果発表会 

 

地域プロジェクト始動 

 

昨年のアンケート集計 

中間発表準備 

福田氏との打ち合わせ 

スタッフとの打ち合わせ 

中間発表 

福田氏との話し合い 

芸術祭スタッフ募集説明会(企画・準備) 

芸術齋スタッフ募集説明会(運営) 

芸術祭スタッフミーティングへの参加 

芸術祭スタッフミーティングへの参加 

成果発表 

芸術祭に参加 



9 月 

10 月 

 

地球祭りに参加 

総括と反省・今後の課題 

◆地球まつり 

 一年間とういう期間の中で中だるみをしてしまった時期もあったが、内部から関わるという点で、積

極的に会議に参加できたことは良かったと思う。今後は、より発展した活動にするために、内容を変

える必要があると思う。 

◇芸術祭 

活動方針の確定に時間を要してしまったが、プロジェクトの目的が明確となった上で活動を進めること

ができた。また、スタッフ募集説明会の対象を絞り、宣伝を行ったため、30 人以上の参加者を募ることが

できた。そのうち、スタッフとして参加してくれている方が数名いる。 

今後の課題として、このプロジェクトでの成果を数字として記録することが難しく、また、プロジェクト時期

が本祭の開催時期とずれているため、プロジェクトとして長期的に関わるのが難しかった点が挙げられる。

今後は一年スパンで活動計画を立てる必要がある 

地域からの評価 

◇地球まつり 実行委員会のメンバー様より 

函館市の振興、かつての元気ある街にするため皆さんの活動は大変意義深いものです。地元

の大学生のフレッシュな感性が時代の流れ、変化に対応した取り組み、イベントに導いてく

れます。地球まつりにおいても様々な提案ありがとうございます。実行委員の一人として感

謝しております。 

◇芸術祭 代表者様より 

①計画段階：当初は、芸術祭の内容を紹介する動画を作るといった計画でした。しかし、会合を重ねた

結果、今回は説明会を開催することに変更しました。このように、芸術祭のニーズを聞き取った上で計画

を変更するなど、地域プロジェクトのメンバーに具体的な成果を上げようとする姿勢を感じました。 

②評価段階：説明会の会場が急に変更されるというハプニングはありましたが、地域プロジェクトのメンバ

ーは柔軟に対応し、説明会を無事に終えることができました。参加者の表情は興味にあふれており、説明

会直後に芸術祭スタッフの登録者数が伸びるなど、具体的な効果があらわれました。写真等、当日の

記録を適切にとられていました。また、反省点や改善点を記した書面も、過不足なく的確にまとめておら

れました。説明会後、地域プロジェクトのメンバーの一部は芸術祭のスタッフミーティングに参加し、芸術

祭期間中もその一員として重要や役割を担いました。ともすれば、一過性・形式的に終わるところ、今回

のプロジェクトは継続的かつ有意義だったと評価できます。地域プロジェクトのメンバーは、芸術祭を通じ

て、地域の国際化に貢献されたと認識しています。 

③改善段階：説明会に参加者を集める方法、説明会当日の進行方法など、細かな改善点はすでに

地域プロジェクトのメンバーが把握されているようです。今回は説明会でしたが、今後は映像資料の作

成・公開など、いわゆる「手離れのいい」方法を開発されて、より地域に対してインパクトのあるプロジェクト

に取り組まれることを期待しています。 
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地域プロジェクト成果報告書

「外国人の視点による観光情報の充実プロジェクト」

【背景・目的】

近年外国人観光客が増加し、個人旅行客も増加している中、最近の(国ごとの)傾向や嗜好な

ども踏まえた新たな視点で、インバウンド(日本人･外国人旅行者)の誘致を促進する対策が

求められている。鹿部町を含む道南地域への観光を検討する日本人や外国人に、町の魅力

を事前に十分してもらうために、SNS や HP、パンフレット情報を充実(改善)し、可能な限

り多言語化するとともに、町での半日ないし 1 日の体験型観光プログラムを考案し、これ

らを町の温泉観光協会を通して PR してもらう。 

【概要】

①町の既存の観光情報を精査した後、実際に観光スポット等の現地調査を行い、結果を整

理･分析する。

②調査･分析の結果を基に、町の協力を得ながら各プロジェクトを実施する。

③対象とする観光情報(HP/パンフレット)の外国語版(英語、中国語【簡体字】、韓国語)を作

成する。

④作成した観光プログラム(案)のうち、可能なものについて町の協力を仰ぎ実際に体験(検
証)する。

⑤各プロジェクトの完成品を町へ提出する。

【全体スケジュール】

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、渡島総合振興

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。

対象自治体を鹿部町に決定し、実施プロジェクトを具体的に検討。

11 月 

鹿部町について情報収集（鹿部町訪問）

既存情報の精査

プロジェクトの内容検討

12 月 プロジェクト計画書（案）の作成

1 月 
プロジェクト計画書の作成

20日 地域プロジェクト中間発表 

2 月 活動なし

3 月 活動なし
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4 月 
多言語化チーム

パンフレットの多言語化開始

体験プログラムチーム

体験プログラム案作成

5 月 

パンフレットの多言語化、作成

温泉ポスター、昆布パンフレット作成

SNSの更新開始 

鹿部町側とのプログラム案の改善

6 月 パンフレットの多言語化、作成
プログラム案の改善

新しいプログラムの提案

7 月 

パンフレットの多言語化、作成 留学生同行での体験プログラム案の実施

18日 鹿部町側へ成果品の提出 

21日 地域プロジェクトの最終成果発表 

【プロセスと成果】

〈多言語化チーム〉

・パンフレットの多言語化（英・中・韓）

・外国人向けの温泉ポスター作成（英語）、提出

・鹿部町特産「白口浜真昆布」パンフレット作成（日本語）、提出

・5 月 26日から毎週日曜日に鹿部町の SNS（Instagram）の更新による鹿部町の宣伝活動

〈体験プログラムチーム〉

・鹿部町に 5 回訪問し、体験プログラム案の実施とその改善点の把握。

・本学の留学生に同行してもらい、外国人の視点から意見を求めアンケート調査を実施。

・晴れ・雨の日の 1 日体験プランを鹿部町役場職員の方と決定。

・新しい体験プログラムの作成。

・鹿部稲荷神社例大祭に参加し、参加の継続決定。

【総括・反省】

 鹿部町の魅力を外国人観光客に知ってもらうために、パンフレットの多言語化や体験観

光プログラムの作成にあたって、話し合いを何度も重ね実行することができた。SNS を利

用して鹿部町をアピールするという新たな取り組みもすることができ、魅力発信に貢献す

ることができた。また、新たに体験観光プログラムの案を学生目線で提案することで、活

動の幅が広げることができた。鹿部町の祭り（えびつぶ祭り・稲荷神社例大祭）に留学生

と一緒に参加し、学生の視点から、また留学生の国際的な視点から鹿部町の魅力について

考えることができた。新しく作成したプログラムの実施まで行うことができたらより充実

したプロジェクトになったのではないかという反省点もあった。
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【地域からの評価】

 パンフレットの多言語化でインバウンド向けの情報が充実したというコメントを得た。

留学生による外国人の視点からのアンケートで祭りが高評価を得ていたことが結果に出て

おりそれを今後生かしていきたいというコメントを得た。今後稲荷神社例大祭で学生とつ

ながりを持っていきたいとの意向が示された。

【メンバー一覧】

教員：松田教男

学生：安部菜織、石川祐香、武田萌、村上永理花、後藤吉智、今玲香、酒井香菜子、

丹優夏、桔梗めぐみ、鈴木絵実理

【活動の写真】

（留学生と稲荷神社例大祭に参加する様子）

（鹿部町側と打ち合わせをする様子）
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英語学習教材製作プロジェクト 

－高校生を対象とした体験型英語学習 

 

1. 背景 

現在、日本の教育では主体的・対話的な学びが重視されている。そこで本プロジェクトでは、中等

英語科教育で実践できる英語学習教材を作成し、体験型学習アプローチから高校生の英語学習におけ

る主体性を向上することを目指す。また、その教材の題材に、年々函館で増加する外国人観光客に向

けた内容を含め、地域貢献の要素を英語学習に加える。特に、本プロジェクトでの教材制作を通じ

て、高校生の英語学習への意欲向上と函館の地域活性化に注目する。 

 

2. 目的 

上記の背景を踏まえ、本プロジェクトの目的を下記の通り設けた。 

(1) 本プロジェクトのメンバーと高校生が共同で英語学習教材を作成することにより、英語を楽しく学

ぶ機会を提供する。 

(2) 実践的な英語、つまり対人でコミュニケーションを行うための英語を使用する機会を提供する。 

(3) 函館の地域活性化を目指し、英語学習に地域貢献の要素を加える。 

 

3. 概要 

 本プロジェクトの概要は、連携先の遺愛女子高等学校の生徒 7名と協働で、函館の PR 動画を作成す

る体験型学習を行い、生徒たちの英語学習における意欲の変化を見ることで、体験型学習の有用性を

検証することである。また、PR動画は編集後、函館に来る外国人観光客を増やすために YouTubeなど

の SNSに投稿される。活動の概要については、表１の年間スケジュールの通りである。 

 

表１ 年間スケジュール 

2017年 10月 プロジェクトの企画    3月 PR するお店の決定（高校生にもお店

についてアンケートをした） 

       11月 北海道教育大学附属函館

中学校で函館中部高等学

校との協働授業を参観 

   4月 客船ボランティア見学・ 

遺愛女子高等学校と打ち合わせ 

       12月 遺愛女子高等学校訪問（本

プロジェクトの概要説明、

生徒募集のプリント配布 

   5月 事前指導に向けての準備・撮影予定の

お店への交渉 

2018年 1月 地域プロジェクト中間発

表準備 

   6月 遺愛女子高等学校での事前指導（合計

3回） 

2月          7月 撮影・成果発表会への準備 
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4. プロセスと成果 

4. 1 研究会への参加 

11 月に北海道教育大学附属函館中学校が北海道函館中部高等学校と連携して実施した授業を参観し

た。その授業では、高校生が英語の先生となり中学生に英語を教える体験型学習であった。その参観か

ら、体験型学習が生徒に主体性を養うことや、生徒に英語を学習できる環境や場を提供することも教材

になることを感じ取った。この参観を通じて体験型学習のアプローチによる教材の作成が決定した。 

 

4. 2 英語学習教材の内容決定 

 外国人観光客に向けて函館のPR動画を作成する教材を高校生に提供することにした理由は 3つある。

まず、北海道教育大学附属函館中学校で参観した授業と同じ形態のもの、つまり誰かが誰かに何かを伝

える構図での教材を作成したいと考えたからである。この教材の場合、高校生が外国人観光客に函館の

魅力的な情報を伝えることである。次に、高校生が関わったものが動画という一つの作品として残るこ

とは高校生に達成感を与えると考えたからである。さらに、外国人観光客に人気の観光地の一つである

函館を活性化させるためである。現代の情報化社会において、観光地の有名な飲食店などについては誰

もが知っている。今観光客が知りたい情報は、情報誌には載っていない地元の人がお勧めするお店であ

る。したがって、本プロジェクトでは、外国人観光客に紹介したい飲食店をテーマとしたアンケートを

高校生に行い、その中から特定の飲食店について紹介することに決めた。 

 

4. 3  遺愛女子高等学校での事前指導 

 本プロジェクトの連携先である遺愛女子高等学校で、プロジェクトの概要説明と参加生徒の募集をし

た。後日、本プロジェクトに 7名の生徒の参加が決まり、紹介するお店の選択と動画のスクリプトの作

成を 3回に渡る事前指導で行った。大学生は高校生に観光紹介で使えるフレーズをまとめ、それらを高

校生に配布してサポートし、本学函館校の留学生である英語ネイティブ話者の協力者には最後の事前指

導に来てもらい、完成したスクリプトの添削やスクリプトを読み録音して高校生へのモデルとなって頂

いた。 

 

4. 4 撮影当日 

 2チームに分かれ、3人のチームは湯の川地区にある「手打ちそば・うどん上野」で、4人のチームは

五稜郭地区にある「一膳屋」でそれぞれ撮影を行った。最寄りの市電の電停からスタートし、湯の川地

区では函館アリーナ前、五稜郭地区では五稜郭公園前から行った。 

 

4. 5 アンケート調査 

 動画撮影を実施後、本活動について、英語学習における意欲に関する設問を 3つ、本プロジェクトの

事前指導に関する設問を 3つ、最後に活動全体を通しての感想の欄を設けたアンケートを用いて、生徒

にフィードバックをしてもらった。対象者は、遺愛女子高等学校の参加生徒 7名である。下記はアンケ

ート結果をまとめたものである。 
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 英語学習における意欲や思いに関する変化では、下記の通りポジティブな意見が多く、中でもスピ

ーキングに関する意見が特に多かった。 

 もっと積極的に話そうと思いました。   

 今回の活動で、自然な会話での英語に触れることが出来たので、もっと留学生と話してみたいと

思いました。 

 英語の表現の幅をもっと増やしてたくさん外国人の方とコミュニケーションを取れるようにな

りたいと思いました。 

 

 活動全体を通しての感想では、下記の通り高校生自身が英語学習における意欲の向上を感じたこと

と、函館の地域活性化に貢献できたことへの達成感を感じられたといった意見が多かった。 

 今回、このプロジェクトに参加させていただきありがとうございました。実際に留学生との話し

合いを通して函館への地域貢献ができたことがとても嬉しいです。このような取り組みがどんど

ん増えていき、外国人も日本人も楽しく過ごせるようなまちづくりで函館がより活性化していけ

るといいなと思いました。（以下略） 

 最初はちゃんと英語で函館をアピールできるか不安でしたが、一緒に英語学習を遺愛生のみなさ

んや大学生のみなさんのおかげで最後まで終えることができましたまだまだ自分の英語は不十分

だと反省する部分もありましたが、もっと勉強して上手くなりたいという思いも強くなりました。

これからもこのような機会があったら挑戦してみたいなと感じました。お店の方々も優しく接し

てくださり、楽しい雰囲気の中で撮影をすることが出来ました。（以下略） 

 

5. 総括と反省・今後の課題 

事前指導から撮影を行った結果、英語に対してポジティブな意見が多かった。しかし、この活動を学

校の授業の一環として継続的に行うには難しいと私たちは感じた。その一つとして、教員側の準備がか

なり求められる。例えば、連携先との連絡やスクリプト作成の指導、そして編集に膨大な時間がかかる。

したがって、今後は授業の一環としてこの活動をできるように改善したり、撮影をカットせずに取るこ

とによって編集の時間を大幅に短縮するといった改善も必要である。 

また、今回はプロジェクトの期間を考慮し、PR するお店を 2店舗としたが、今後はより多くの、まだ

外国人観光客にあまり知られていない函館のお店を紹介できるようにしたい。そして、作成したパンフ

レットはより多くの人の目につくように市内のホテルや空港、駅などに設置していきたい。 

 

6. 地域からの評価 

 本プロジェクトの連携先である遺愛女子高等学校で、作成した動画とパンフレットをもとに、評価

会を実施した。その際に、高校側から「高校生が大学生のプロジェクトに参加し、それが形に残った

ことは高校生にとってとても貴重な体験であったと思う。しかし、動画の合間にある高校生が何も発

話していない場面は、不自然に見えるため、何か他に良い方法があったのではないだろうか」という

感想や、「今回は初回のため、また回数を重ねていけば良いものになるだろう」と励ましも頂いた。 

 また、パンフレットは函館市内のホテルにも設置をお願いしたところ、外国人観光客の関心は高く、

紹介するお店をもっと増やしてほしいという意見を頂いた。 
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本プロジェクトの実施において連携先の遺愛女子高等学校教諭相川宏泰先生と参加生徒の皆様、ま

た、ご協力頂きました本学留学生の方々、手打ちそば・うどん上野の皆様と一膳屋の皆様に、心より

御礼申し上げます。誠に有難うございました。 
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外国人の目線で函館の国際化を考える 

－函館国際化プロジェクト－ 

 

１． 背景・目的・概要 

 

 日本は人口減少が進む一方で、外国人人口が増えている。函館も例外ではなく、技能実習生を中心に外国人

が増えている。本プロジェクトは日本人の視点だけではなく、外国人住民のニーズに対応した国際化について

考え、日本人と外国人が共に生きる「多文化共生社会」の構築を目指している。プロジェクトは 3年目に入

り、1年目は、函館に住む外国人を対象にしたインタビュー調査を行い、2年目はインタビューの調査結果をも

とに函館国際化のための最終報告書を作成した。また函館市長とのタウントーキングに参加し、①外国人技能

実習生と市民の交流会の開催②函館在住の外国人が小学校で自国の文化を語る「異文化理解講座」の開講――

を市長に提言した。①は実習生が地域社会から孤立していること、②は自国の文化を発信したい外国人がいる

こと、また子供のうちから外国人と接することが差別や偏見をなくすのに有効なことから、発案されたもので

ある。3年目は市長への提言を実行することが最大の目的になり、市との共催でシェスタハコダテにおいて技能

実習生と市民の交流会、北海道教育大学附属函館小学校で異文化理解講座を相次いで開催することができた。

また市長に提言した事業ではないが、外国人にもっと日本文化を知ってもらうため、日本人と外国人が交流す

る着物着付け教室を開いた。 

 

２．年間スケジュール 

  

 

３．プロセスと成果 

 

① 外国人技能実習生と市民の交流会 

2017年度後期はまず技能実習生に実際にインタビューした先輩の話や、実習生を取材した北海道新聞記者の

話を聞き、勉強した。その後、水産加工会社の実習生との関係づくりに力を入れ、一緒に函館市内を散策して

交流を深めた。2018年度前期は交流会開催に向け、市役所や HIFと会議を開くとともに、交流会の企画内容

を考えた。参加する水産加工会社も訪問し、打ち合わせをした。その一方で市民の参加を呼び掛けるためチラ

シやポスターを作成し、ラジオや新聞に記事を書いてもらうなど広報活動に力を入れた。 

その甲斐があって、6月 24日の交流会には、ベトナム人を中心とした技能実習生 16人が参加、一般市民も

高校生や大学生、主婦、学校教員、公務員、会社員など約 40人が参加、大きな盛り上がりをみせた。交流会は

2017年度後期（2017年 10月～2月） 2018年度前期（2018年 4月～7月） 

10月：旧メンバーの先輩からの引継ぎ、複数の在住

外国人を講師とした勉強会(12月まで) 

11月：函館市役所、HIF(北海道国際交流センター)

と技能実習生と市民の交流会に向けての会

議、着物着付け教室の考案・企画づくり 

12月：橋本着付け教室に協力の打診。附属小での異

文化理解講座についての打合せ 

1月 ：外国人技能実習生との関係づくり 

4月：異文化理解講座の講師の決定、授業内容の打ち

合わせ 

5月：市役所、HIFと交流会に向けた打ち合わせ、

異文化理解講座の講座内容の決定、着物着付

け教室のチラシ作成と広報活動 

6月：外国人技能実習生と市民の交流会、附属小での

異文化理解講座（2回）、日本人と外国人が交

流する着物着付け教室の開催 



カフェスタイルで行い、ベトナムコーヒーや緑茶を飲みながら、参加者が自由にトークを展開した。アクティ

ビティとしてベトナム語カルタ、日本の昔遊びや、うちわ作成などを取り入れ、幅広い年齢層が楽しめる内容

になった。参加者からの感想として、「技能実習生にもっと函館について知ってほしい」「毎月交流会を開いて

ほしい」（一般市民）、「函館の人とたくさんお話をしたり、遊んだりできて良かった。参加して本当に良かった

と思う」（実習生）などの声が上がった。①一般市民に実習生が函館の地場産業を支えていることを知ってもら

う②実習生に市民との交流を深めてもらう――という 2つの目標はおおむね達成されたと考えている。 

 

写真：交流会の様子 

 

②小学校での異文化理解講座 

2017年度後期はインタビューした外国人を中心に講師にふさわしい人を探し、実際に会って協力を打診した

ほか、附属小に赴き、校長先生に企画内容を話すとともに、小学校の授業を見学するなど準備を進めた。2018

年度前期に入ると、講座を担当する講師の選定を行い、ベトナム人留学生のホアン・ニャット・タンさんとフ

ランス出身の語学教師、古地パメラさんに要請することを決めた。この後、小学校の講座担当の先生、講師と

何度も打ち合わせを重ね、授業の内容を具体的に詰めていった。 

講座は 6月に 2回にわたって開かれた。22日はタンさん、26日はパメラさんが講師を務めた。タンさんの授

業では午前にベトナムの生活文化を紹介する座学をした後、昼食を挟んで午後からは体育館でアクティビティを

行った。どちらの講座も、児童たちが講座の内容に大変興味を示し、積極的に挙手をして発言した。講座後に児

童に書いてもらったアンケートには、「最初は外国人が怖いと思っていたけれども、印象が変わった」、「もっと

フランス語を学びたい」、「ベトナムに行きたいと思った」などの感想が出た。外国人に対する先入観が変わった

り、外国への興味がさらに強まったりしたことが分かった。講師からも「自国の文化を話す活動を通して市民の

一員になれた気持ちがした」、「自国について話せて良かった」というような意見が出て、好評だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンさんの異文化理解講座 パメラさんの講座 

 

③日本人と外国人が交流する着物着付け教室 

市長に提言したプロジェクト以外にも新規事業をやろうということになり、2017 年度後期に何をするか検討

した。インタビューした外国人の中に「日本の文化をもっと知りたい」との声があったため、着物の着付け教室



を開くことにした。橋本着付け教室の協力が得られることになり、橋本祐子先生との打ち合わせを開始した。2018

年度後期には、会場の下見、橋本先生との最終打ち合わせ、チラシ作成・配布など広報活動に取り組んだ。 

6 月 17 日に函館市青年センターで開催した教室では、橋本先生が衣服や家紋に関する歴史や、正しい着付け

の仕方を講義、日本人と外国人の参加者が一人で浴衣を着られるように何度も練習をした。また、着付け後の交

流会では、和菓子や抹茶をいただきながら、各国の伝統衣装や文化についての会話が弾んだ。参加者からは、「浴

衣の着方を知れて良かった」、「もっと日本文化を知りたくなった」などの声が上がった。 

 

４．総括と反省・今後の課題 

 

 外国人技能実習生と市民の交流会は予想を大きく上回る実習生と市民が参加、大きな盛り上がりをみせた。特

にアクティビティとして用意したベトナム語カルタでは、実習生と市民がペアとなり、言語を媒介に相互理解を

深める良い機会となり、大きな意味があったと感じている。反省点としては、当初実習生と日程の都合が合わず、

一時交流会の参加人数が極端に少なくなるという恐れもあったので、今後、実習生とのパイプ作りに力を入れて

いく必要を感じた。課題としては、参加する実習生の受け入れ企業を増やし、もっと幅広く実習生に参加しても

らえるようにプロジェクトを進めていく必要があると感じた。 

 異文化理解講座も小学校の児童、外国人講師の双方が喜んでくれたので、やりがいを感じた。今回は附属小で

の開催で、いわば試験実施。幅広い児童に直に外国の文化を知ってもらい、外国人と触れ合ってもらうためには、

今後函館市内の公立小学校への普及が重要である。このため 2018 年 7 月 12 日に函館市の小学校校長会でプレ

ゼンを行い、異文化理解講座の開講を呼び掛けたが、どのくらいの参加申し込みがあるかは不明。申し込みがな

い場合、公立小への個別の働きかけが必要になると思っている。 

外国人と日本人が交流する着物着付け教室は参加した外国人は本校の留学生のみ。一般市民もほとんど参加せ

ず、本校の学生が中心で、内輪のイベントになった感は否めない。広報活動が不十分だったと反省している。 

 

５．地域からの評価 

 

 技能実習生と市民の交流会は市役所など関係機関から、「普段あまり接する機会のない人々をつなげる良い場

となった」、「実習生に函館のことを、市民に実習生のことを知ってもらえた」と好意的な感想をいただいた。一

般市民と実習生の交流会は全国的にも珍しく、函館では初めての試み。これまで本校の学生と実習生の交流はあ

ったが、一般市民との交流会はなかった。それだけに当初、我々も共催する市も不安だったが、実際に開いてみ

ると、大盛況。実習生だけでなく、参加した受け入れ企業の幹部にも好評で、実りの多い事業になったといえる。

初の試みだけに北海道新聞、函館新聞、読売新聞と 3社も新聞社が取材に来て、大きく報道してくれた。北海道

新聞の記者からは「外国人住民が増える中、社会的に意味のある試み」と望外の評価をいただいた。 

一方、異文化理解講座では、連携先の附属小の先生方から、「講座内容が児童たちに興味のある内容で、自発的

学習になっていた」との評価をいただいた。「テーマごとに分けて何度も授業を行うことができる」と今後の継続 

にも意欲的な意見をもらった。こちらも北海道新聞、函館新聞が取材に来て、取り上げてくれた。 

 今回の 3つのプロジェクトは事前と当日の報道を合わせ、全部で 9回も新聞に記事として掲載された。それだ

け、ニュース価値があり、社会的な意義のあると取り組みであると感じている。無時に 3つの事業を終えること

ができたのは函館市役所、HIF、附属小、橋本着付け教室をはじめとした関係者の皆様のご協力・ご支援による

ところが大きく、この場を借りて感謝の意を示したい。 

【メンバー一覧】 

（学生）高橋 佑 佐藤将太 近 由実 高橋苑香 佐々木美槻 村井佑美 澤田桃香 平木咲衣 若松 萌 

金澤美寿紀 船見尚輝 佐々木俊介 四戸悠生奈  （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 

函館港と地域振興 

 

1. 概要・目的・背景 

1.1概要 

 本プロジェクトは、北海道有数の港湾を持つ函館に住む私たちが、外国人観光客のニー

ズについて、学生ならではの目線から考え、函館港の国際化に貢献できることはないか調

査するプロジェクトである。函館港に寄港したクルーズ乗船客にアンケート調査を実施し、

津軽海峡フェリーや函館市港湾空港部の担当者のお話を伺ったほか、クルーズ・セミナー

にも参加し、函館港の現状について考察した。 

1.2目的 

 本プロジェクトの目的は、近年ますます訪日外国人観光客が増え、観光産業の発展を目

指している日本の中でも、寒冷な土地と気候と新鮮な海産物を武器に国際都市を目指す函

館に住む私たちが、学生ならではの目線から函館に貢献できることはないかを模索し、今

後の函館の観光産業活性化へのヒントを考えることを目的としている。 

1.3背景 

 函館港にはクルーズ客船が接岸できる埠頭が２つあり、各国からのクルーズ船寄港も

年々増えている。しかし、２埠頭とも中心部から離れているため、函館市民のクルーズ船

おもてなしは熱心な一部の市民に限られ、多くの市民の意識はまだ低いようだ。 

 

2. 実施日程 

2017年 10月 勉強会 

2017年 11月 函館市港湾空港部のレクチャー受講 

2017年 12月 津軽海峡フェリーのレクチャー受講 

2018年 1月 中間発表会 

2018年 3月 クルーズ・セミナー参加 

2018年 4月 函館港にクルーズ船今年初入港、歓迎行事参加 

2018年 5月 函館港に入港したクルーズ船見学 
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2018年 6月 函館港に入港したラグジュアリー／プレミアム／カジュアル 

3クラス 3隻のクルーズ船外国人観光客のニーズなどを聞き取り調

査 

函館市観光部のレクチャー受講 

2018年 7月 最終発表会 

 

3. プロセスと成果 

 まず、前期では 2017年 10月から 12月まで勉強会を踏まえた函館港の現状について、函

館市港湾空港部の担当の方から説明を受け、津軽海峡フェリーを訪問して担当の方からレ

クチャーをしていただいて学んだ。前期の段階ではクルーズ船が函館に来ていなかったた

め函館港の歴史や現状などを人づてに調査することしかできなかったのだが、貴重な情報

が得られた。また、クルーズ船には、高級な方からラグジュアリー、プレミアム、カジュ

アルの 3 クラスがあり、値段やおもてなし、船の大きさなども変わってくることが分かっ

た。 

 後期からは、クルーズ船の今年初入港もあったため、クルーズ客船に焦点を絞って調査

を進めた。まず、2018年 3月に参加したクルーズ・セミナーでは、クルーズ船に対する一

般のイメージと実際が違うということを学び、それぞれのクルーズ船で乗客へのおもてな

しも様々なものが行われていることが分かった。また、2018年 4月には港町ふ頭にクルー

ズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が初入港し、その歓迎行事にも参加した。5月には函館

港に入港した日本のクルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」の船内見学をし、船内の豪華な

様子などを肌で感じることができた。（写真 1） 

 

（写真 1.船内見学の様子）         （写真 2.乗船客インタビューの様子） 

 

 また、2018 年 6 月には函館港に入港した、「シルバー・シャドー」、「セレブレティ・ミ

レニアム」、「コスタ・セレーナ」のそれぞれのクルーズ船外国人観光客から函館に関する
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アンケート調査を行い、3 隻を合計して男性 28 人、女性 19 人から聞き取った（写真 2）。

その結果、外国人観光客ならではの函館の問題点などを聞き出すことができた。 

 今回の聞き取り調査などから私たちが函館の取り組みについて知る必要があると感じた

ものは 3 点、「Wi-Fi の普及について」と「免税店の設置について」と「クレジットカード

支払いの普及について」である。いずれも外国人観光客から疑問や不満点として指摘され

ていた部分であった。函館市観光部などで説明を受けたところ、「Wi-Fi の普及について」

は五稜郭公園やベイエリアなど観光地はほぼカバーしているということが分かった。SNS

認証やメールで確認する手間がかかってしまうが、これは個人情報漏洩などのリスクを避

けるためである。次に「免税店の設置」については、函館市内でも年々増えてきており、

2016年 10月で 117店舗（『ほくよう調査レポート 17年 7月』）あるという。最後に「クレ

ジットカード支払いの普及について」使用できる店舗が徐々に広がっているが、飲食店で

は使えないところもあるのが現状。また今後は「スマートフォン決済」への対応が課題で

ある。 

 

4. 総括と反省・今後の課題 

1年間を通しての活動の総括としては、前期は港の歴史やフェリー等についてのレクチャ

ー。後期はクルーズ船に絞った函館港の国際化に向けた動きや問題点などを見つけること

ができ、前期と後期でテーマを変えることで様々な視点から函館港の国際化について調べ

ることができた。忙しい中アンケートに協力していただいた外国人観光客の皆様に感謝申

し上げます。しかし、4月～10月に函館を訪れるクルーズ船の最盛期はこれからであり、7

月 2１日の最終発表という、時期的にはやや早くまとめざるを得なかったのは残念だった。 

また、数年後に若松埠頭が完成すると、JR函館駅裏という市中心部近くに大きなクルー

ズ船が接岸できるようになり、観光客の流動が大きく変わる。今のところクルーズ船の歓

迎、おもてなし、見送りは一部の市民と学生が主体である。若松埠頭完成は、より広い市

民によるおもてなしに変える画期となるはずであり、市民もまた貴重な“資源”である港

をより身近に感じることができるようになる。そうすれば、港町としての函館の価値も一

層高まるのではないだろうか。 

 

5.地域からの評価 

 

6.メンバー一覧 

 6010 勝木陽太 6024 鎌田茉侑 6031 千葉有羽太 

 6035 柿崎穣  6037 沼沢里香 6042 村上凌雅 

 6056 齋藤秋香 6077 千葉佑介 6100 鈴木誠人 

担当教員:今井宏 




