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Project 

① 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

函館市民による函館市民のための市民講座 

【メンバー】 [学  生]    花山 嶺/五十嵐 彩音/桑村 玲華/佐藤 千草/高田 香菫/若佐 紗希 

[担当教員]  飯山 雅史 

 

【背景】 

学生の調査から、函館は「魅力度で一位になったことがあるが同時に幸福度は最下位になったことがある」

という特徴ある背景がある街であると分かりました。この特徴から私たちの函館に対する課題意識は「幸福度

が低いと感じたまま生活している人がいるのではないか」というものになりました。 

 

【目的】 

課題に対してどのようなアプローチをしていくのかを考えた時、私たちは幸福度という言葉を身近な生活の

中の満足、すなわち一人一人の生活の質であると解釈し、幸福度という名の生活の質の向上を目的に据えま

した。 

 

【概要】 

函館市民の生活の質の向上のため、函館に関連する人物の市民講座により、函館ならではの幸福の形を

市民の方に再発見していただくことを目指しました。 

実際に行ったことは講演者の選出と依頼、講演会の集客方法の考察、チラシ配布などの広報活動、そして

講演会後のアンケートの実施です。 

 

 

 

 

 

 

【プロセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【成果】 
講座ごとにアンケートを取ってきました。 

満足度は非常に高い数値を取っており、函館市

民（参加者）が「生活の質」について考えるきっかけ

作りは十分にできたと考えられます。 

前半                              

① 市民講座のテーマ決め 

② テーマを話せる人物探し 

③ 中間報告会 

           

後半 

① 市民講座の実施 

② 広報活動 

③ アンケート実施 

④ 最終報告会 

  
第一回市民講座 講演者 大泉 潤さん 

 幸せの形は人それぞれ。函館には多様な自然や

文化があり、探そうとすると函館ならではの幸せが

見つかるかもしれない。 

 

第二回市民講座  

講演者 庄司 寛さん、田山 光幸さん 

 食べ物が作られるまでの生産者のストーリーを知

ることで食べ物一つ一つに幸せを感じるようになる

かもしれない。 

 

第三回市民講座 講演者 原崎 千鶴子さん 

 日常生活で少しでも正しい姿勢を気にすると健康

と美容につながる。意識し実感につながる体に気付

けることは幸せかもしれない。 

48%
43%

7%

1%
1%

市民講座
参加者の満足度

5（大変満足）

4（満足）

3（どちらかともいえない）

2（不満足）

1（大変不満足）
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【総括と反省】 

  

前半 

市民講座を行うにあたって「なぜ行うのか、どうして行うのか」をしっかりと話し合えた点は非常に良かったと

感じています。しかし、市民講座実施後に感じたこととして「幸福度ランキングの指標には食の分野がなかっ

た」ことに対して『生活の質を学生の討論の末に食を含む 3 分野にしたので大丈夫、そもそも幸福度は個人の

指標であるべき』という意見と『幸福度ランキングの最下位を話題の切り口にするのであれば、要素は合わせ

るべき』という意見で若干分かれた時がありました。「なぜ行うのか、どうして行うのか」というテーマと目標設

定の際にはより深く学習が必要だったと感じました。ここが足りないことが自ら設定したテーマと目標への不信

感へ繫がってしまいました。 

  

後半 

市民講座の実施にあたり 3 回の講座ごとに担当者を決め、当日の準備を円滑に進められた点が非常に良

かったです。学生の一人が「この地プロは作業分担が上手にできているから、一人が疲れちゃうことがない」と

言っていたが正にその通りであったと感じました。 

 

 

【今後の課題】 

私たちの作った市民講座は私たちの設定した「生活の質に気づくきっかけ」という点で成功したといえると思

います。市民講座では回ごとにアンケートを実施してきました。その項目の中に「気になる話題や分野がある

方は教えてください」という質問がありました。この自由記入の項目への回答が非常に多かったことに「函館市

民が本当に気になっているものに地域プロジェクトではどれだけ応えられているのだろうか」と疑問を抱きまし

た。このことから、私たちのグループでの今後の課題は「大学という研究機関は函館市民のニーズをしっかり

と分析し、それにこたえていく必要がある」というものを提示したいと考えています。 

※今後の課題の担い手は誰になるのかは議論が必要であると感じます。 

 

【地域からの評価】 

〇「来年もぜひ行ってほしい」と好評の声をいただく機

会が多々ありました。 

〇「学生と話をすることや大学に来ることはあまりな

いから楽しかった」 

〇市民講座のリピーターが複数人いました。 
以上の点から地域（参加者）からの評価はよか

ったのではないかと考えます。 
 
【函館市民の気になる話題】※一部抜粋 

函館の産業振興はどうすべきか 
地産地消 
やさしい日本語 
姉妹都市との活動と進展 
函館の歴史・歴史的建物について 
旧市街に市民が住む事の推進 
函館のおもてなし 
オリンピックと函館 
市民がお互いに話せるイベント 
函館の市民による自慢大会 
函館の文化・地域色・産業 
今後の函館の食生活と食産業 
道南の中核都市としての函館 
函館だからできること 

 
 
 
 
 
 

【その他】

年間スケジュール

前半

10 月 市民講座で行いたいことのブレスト

11 月 市民講座のテーマ決定

12 月 市民講座の講演者選定

1 月 第一回市民講座広報準備

中間発表会準備

後半

市民講座の実施と広報活動、アンケート実施

〇第一回市民講座 5 月 10 日

講演者 大泉 潤さん

「素晴らしき哉、旅と出逢い」

〇第二回市民講座 6 月 19 日

講演者 庄司 寛さん、田山 光幸さん

「道南、どうなん？」

〇第三回市民講座 7 月 14 日

講演者 原崎 千鶴子さん

「日常生活の中にスパイスを」

7 月 13 日 最終報告会

7 月 27 日 地プロを考える会へ資料提出
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Project 

② 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

観光用やさしい日本語展示物作成プロジェクト 

【メンバー】 [学    生]   上沢 仁恵/竹内 隆之介/成田 沙彩/新谷彩夏（2018 年後期のみ） 

[協 力 者]   佐藤 葵さん（函館校 4 年） 相川 健太さん（公立はこだて未来大院生） 

奥野 拓先生/伊藤 恵先生（公立はこだて未来大学） 

[担当教員]   伊藤 美紀/高橋 圭介 

【背景】 

函館の各観光地には案内文が設置されているが、日本語と英語で表記されている場合がほとんどである。

案内文には、専門用語や比較的難易度が高い語彙が使用されている。そのため、全ての人に分かりやすいと

は言えない。 

【目的】 

やさしい日本語とは、庵（2016）によると、「簡易な表現を用いる、文の構造を簡単にする、漢字にふりがなを

振るなどして、日本語に不慣れな外国人にもわかりやすくした日本語」のことである。本プロジェクトでは、新た

に案内文にやさしい日本語の表記も加えることで、より幅広い年齢層の人々や外国人に函館の観光地を知っ

てもらう。将来的には、小学校などでの歴史教育に貢献できるようにする。 

【概要】 

本プロジェクトは、やさしい日本語の特徴を活かして、観光や教育の分野で函館という地域に貢献すること

を目的とする。そのために、案内文をやさしい日本語に書き換える作業を行う。書き換えていくうえで、公立は

こだて未来大学の相川 健太さん、奥野 拓先生、 伊藤 恵先生とやさしい日本語についての情報を共有し

ながらプロジェクトを進める。成果として、「道南博物館マップ－南北海道の文化財」（http://donan-

museums.jp/）に掲載するやさしい日本語版の案内文を作成する。 

 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

「道南博物館マップ－南北海道の文化財」（http://donan-museums.jp/）に掲載されている観光地のなかか

らリストアップした 20 か所のうちメンバー内で分担を決め、やさしい日本語への書き換えを進めた。同時進行

で、書き換える際の基準となる「やさしい日本語書き換え基準 13 か条」を「書き換えレベル」、「基本的な書き

換えルール」、「文の書き方」、「テクニック」の項目に分け作成した。この基準は、弘前大学人文学部社会言語

学研究室「増補版「やさしい日本語」作成のためのガイドライン 2013」、および、2015 年度同プロジェクトの書

き換え基準リライトをもとに、本プロジェクトにおける書き換えに必要な項目を抜粋しまとめた。また、頻出語彙

は、書き換えを統一するために「語彙リスト」を作成し本プロジェクトメンバーと担当教員間において google 

drive で共有した。 

2018 年 11 月には連携先の奥野 拓先生と相川 健太さんが来校し、やさしい日本語が函館の観光地の案

内文に活用される必要性に対する認識を共有し、やさしい日本語への書き換えに際してアドバイスや指摘を

受け、やさしい日本語の基準や難易度を再確認した。 

同名のプロジェクトを実施している 2 年生との活動では、やさしい日本語書き換え 13 か条や語彙リストの説

明をした。次に、書き換えた案内文の難易度をチェックするためのウェブツールを紹介した。共有フォルダの活

用方法や書き換えるうえでのアドバイスを行ったことで、プロジェクトを 2 年生に引き継ぐための情報共有が出

来た。 

                 
観光地の案内文の一例（世界最古のコンクリート電柱）      「道南博物館マップ－南北海道の文化財」のサイト 

（https://www.ehako.com/maps/archives/1224）              （http://donan-museums.jp/）   
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【総括と反省・今後の課題】 
リストアップした案内文書き換えリストのなかから、各自 3 か所の案内文を書き換え、「世界最古のコンクリ

ート電柱」や「ハリストス正教会」、「高田屋嘉兵衛銅像」、「南部陣屋跡」など全部で 10 か所の書き換えを完了
した。書き換えを通して、カタカナ・ローマ字・外来語はなるべく使わないことや擬態語や擬音語は使わないよ
うにすること、できるだけ名詞は動詞に変えることなどやさしい日本語に書き換える際には、細かな注意
点を見落とさず書き換えることが重要になることを学び、やさしい日本語に対する知識を深めることが
できた。もともと災害時のために考案されたやさしい日本語が観光や教育の分野でも活かすことができること
を学び、今後様々な分野でやさしい日本語を活用することが可能になるのではないか、というやさしい日本語
の新たな可能性を感じた。 

プロジェクトを進めていくなかで、反省点や課題もいくつか発生した。例えば、やさしい日本語へ書き換える

際の注意点の見落としが度々見られた。また、実際に書き換えた案内文を第三者に分かりやすくなったか評

価する段階まで至らず、本プロジェクトの目的である「より多くの人に函館の文化財の情報を発信する」ことを

十分には達成できなかった。このことから、リストアップした案内文書き換えリストの残り全てを書き換えるうえ

で、更なるやさしい日本語への書き換え能力の向上を図るとともに、書き換えた案内文を読んでもらう機会を

つくりデータ収集を行う必要があると感じた。 

「やさしい日本語書き換え 13 か条」、「語彙リスト」に関しては、プロジェクト後半に公立はこだて未来大学、

本プロジェクトメンバーの 2 年生とプロジェクトの共同作業を行うなかで、書き換え段階で新たな疑問点や曖昧

な点が発生した。そのため、今後基準を補足・修正する必要が生じた。 

特に、「語彙リスト」に関しては、引き続き各自書き換えるごとに語彙を補足していき、メンバー間で google 

drive にて共有することで頻出語彙の書き換えを統一し、書き換えを効率良く進められるようにする必要があ

る。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

 公立はこだて未来大学の奥野先生よ

り、以下の評価をいただいた。 

「教育大学の留学生や地域の小学校

の児童を対象に実際に分かりやすくなっ

たか調査することも必要だったと思う

が、何も知識のない状態から始め、書き

換えの概念や基本を固めることに時間

を費やしたのは良かった。この点におい

ては、来期からのプロジェクトに期待し

たい。また、『道南博物館マップ－南北

海道の文化財』において、自分たちの書

き換えがどのように活用されるかという

最終目標を頭に入れて作業を行えてい

たことが良かった」 

 これに加えて、ポスター発表において

は、ポスターのレイアウトが見やすかっ

た、やさしい日本語を観光や教育の分

野に活かすという発想が画期的で良

い、といった評価を聞きに来てくださった

方からいただいた。 

    
ポスターセッションでの様子 

 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 
 

後

期 

10 月 庵功雄（2016）『やさしい日本語-多文化共生社会へ』（岩波

新書）を要約し、やさしい日本語に対する理解を深める。 

11 月 奥野先生らが来校し、「道南博物館マップ-南北海道の文化

財」（http://donan-museums.jp/）に掲載されている観光地

からやさしい日本語に書き換える案内文（20か所）を決定す

る。また、それを案内文書き換えリストとしてリストアップす

る。 

12 月 各自やさしい日本語への書き換えを開始するとともに「やさ

しい日本語書き換え 13 か条」を作成する。 

 

 

 

1 月 各自 1 つ目の書き換え版案内文を書き換え、文の修正を経

て完成させる。 

2 月 中間発表 

 

前

期 

4 月 今期プロジェクトのスケジュールを決定、2 つ目のやさしい

日本語へ書き換える案内文を決定する。 

5 月 書き換えを開始、修正を重ね、各自 2 つ目の書き換え版案

内文を完成させる。 

6 月 各自 3 つ目の書き換える案内文を決定、書き換えと修正を

行い、すべての書き換えを完了する。 

7 月 成果発表 

参考文献

庵功雄（2016）『やさしい日本語－多文化共生社会へ』,岩波新書

勘田裕花、木村凛日、児玉香織、根本桃子（2015）「リライトにあたっての私た

ちの基準」,2015 年度地域プロジェクト IS 

弘前大学人文学部社会言語学研究室（2013）「増補版「やさしい日本語」作

のためのガイドライン 2013」

（http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/ejgaidorain.html）, 

 最終閲覧日：2019 年 8 月 15 日

道南ブロック博物館施設等連絡協議会「道南博物館マップ－南北海道の文化

財」（http://donan-museums.jp/）, 最終閲覧日 2019 年 8 月 27 日
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Project 

③  
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

HAKODADIⅡ ～よく学び、よく遊べ～ 

【メンバー】      [学  生]    浅見 朋哉/増田 柚花/山田 楓子/石川 実彦/坪 夏歩/阿部 巴栄 

山口 雪菜/土屋 創太郎/竹内 哲太/東出 康太  

[担当教員]   今在 慶一朗 

 

【背景】 

地元が函館という学生もいるが、私たちも含め多くの人が大学進学を機に函館に来た人が多い。せっかく

函館に来たのだから、函館のいろいろなことを知る。 

 

【目的】 

函館のいろいろな施設やイベントを体験し、楽しく函館のことについて知る。履修期間内に、先生おすすめ

の施設や協力できそうなイベントに参加した。 

 

 

【概要】 

履修期間内に、函館市内の施設をめぐる。そのほかにも函館のイベントに参加する。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

11 月には、青年センターで行われた栞づくりに参加した。クリスマスファンタジーで配られる栞を、青年セン

ターの方と作成した。カナダのハリファックスから送られてきたもみの木を、ラミネート紙にはさみラミネートし、

それにリボンを結び付けて完成という作業工程だった。また、12 月にはイルミナシオン映画祭に行き映画を 1

日見た。3 月には、青年センターで行われるミニ四駆・競技大会に参加する。 

 

青年センターでの活動の様子 
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【総括と反省・今後の課題】 

初めて訪れる施設を楽しむことができた。訪れた先で、地域の方がその施設、展示品について、それにまつ

わる歴史についてなど函館に関するさまざまなことを詳しく説明してくださった。私たちも初めて知ることばかり

で、地域の方々と会話が弾むことが何度かあった。イベント参加では、地域の方と一緒に作業したり、こんな

活動もしているのだと知ることができたり、函館市民の一員として楽しむことができた。一方で、自分たちがま

ず函館について知ることから始まったので、函館のさまざまな施設やイベントに訪問・参加しただけになってし

まった。自分たち以外に函館の施設やイベントについて発信するということができずにいた。地域の活性化に

はつながらない活動であったと思う。地域プロジェクトⅡでは、自分たちが体験したことを自分たち以外の人に

も知ってもらえるような活動も含めて活動していこうと思う。訪れた施設の説明やおもしろさを SNS で発信した

り、イベント情報を公告したりし、参加者を増やすなどの活動もしていきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

青年センターの方からは、呑み込みが早

く、良く作業をこなしてくれてとても助かりまし

た。細かい作業にもかかわらず、丁寧に慎

重に作業してくれました、という評価をいた

だいた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】

年間スケジュール

《後期》

 <各施設巡り>

・市立函館博物館 ・市立函館博物館郷土資料館

・道立函館美術館（常設展） ・箱館奉行所

・函館市北方民族資料館 ・函館市北洋資料館

・函館市縄文文化交流センター ・旧函館区公会堂

・摩周丸

<イベント>

10 月 20 日 地球まつり

11 月 14、15 日 クリスマスファンタジー栞づくり

12 月 イルミナシオン映画祭

クリスマスファンタジー

哲学カフェ

1 月 写真展

3 月 ミニ四駆大会の運営のお手伝い

《前期》

<各施設巡り>

・市民プール ・函館アリーナ

・函館公民館 ・函館競馬場

・函館競輪場 ・谷地頭温泉

・函館山三十三観音めぐり

<イベント>

5 月 五稜郭祭

6 月 哲学カフェ

7 月 函館マラソン 青年センター七夕まつり

8 月 函館野外劇 函館港まつり

9 月 バル街 青年センターフェス
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Project 

④ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

ファシリテーションスキルを身につけよう！広めよう！ 

プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 伊藤 有美/山口 彩夏/木村 太一/武田 真祈/永井 美咲 

                        西岡 有里沙/山崎 翔子/田沼 優佳/富樫 璃音/齋藤 海斗 

                        笹 玄樹/高木 千優 

[担当教員] 小林 真二 

 

【背景・目的・概要】   
 会議や話し合いの場において、その場を円滑に進めるためにファシリテーターが活躍している。本プロジェク

トでは、まず、当メンバー自身がファシリテーションスキルを身につける。次に、そのスキルを実践し、学生を含

め、地域の方々に伝えて、広めていくことを目的としている。ここでの「学生を含め」という表現はこれから社会

に出る学生がファシリテーションを学ぶことで、将来的に各地域で活躍できることを想定したものである。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

 

地域プロジェクトⅠでは、ファシリテーションスキルを項目ごとに分類し担当を決め、当地域プロジェクトのメ

ンバー内での模擬会議において、担当グループが実践と解説を行った。また、様々な場面でファシリテーター

としてご活躍されている弘前大学の土井 良浩准教授を特別講師としてお招きし、より実践的な視点でファシ

リテーションに関して学んだ。このようにⅠではファシリテーションスキルの知識を学ぶ活動が中心になり実践

が少なかった。 

 

そのためⅡでは学んだファシリテーションスキルを自分のものにするべく実践できる場を設けた。具体的に

は、北海道教育大学函館校の学生や地域プロジェクトにかかわる人々を対象に「地域プロジェクト」について

の意見交換などをするイベントを計画し、その中で自分たちが学んだファシリテーションスキルの実践を試み

た。さらにイベント開催に合わせて、学んだファシリテーションスキルについてわかりやすくまとめた冊子を作成

し、地域プロジェクト成果発表会やイベント時に無料配布した。 

 

成果としては、まずは自分たちがファシリテーションスキルを学ぶことにより、学校や所属する地域団体等に

おける会議の円滑な進行の一助につながったこと、成果発表会やイベントでファシリテーションスキルを広め

ることで、地域における話し合いがスムーズに行われる可能性が高まったことや、地域の人々の生涯学習の

一助につながったことなどが挙げられる。 

 

        

イベントの様子 土井先生による講習会の様子 
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【総括と反省・今後の課題】 
 
 地域プロジェクトⅠでは、私たち地域プロジェクトメンバー自身がファシリテーションスキルや知識を身につ

けた。また、土井先生を招き、書物だけではなく実践的なお話をお伺いし、一日を通して大変有意義な講習会

を行った。Ⅱでは、これまで得た学びを地域に広めるべく冊子を作成し、さらにイベントを開催した。 

 

私たちの一年を通しての課題として、実践する機会を多く設けることができなかったことが挙げられる。 

しかし、一人一人の関心度が高いため、積極的な姿勢で授業を作り上げ、毎時無駄にすることなく授業に

臨むことができた。 

 

冊子を約 300 部刷り、そのほとんどを配ることができた。 

 

以上の点から地域にファシリテーションを広めるということを達成することができ、大変大満足の地域プロジ

ェクトであった。 

 

   
                    冊子の一部 

【地域からの評価】 

 

イベントを通して、地域の方々にファシリテーション

スキルを理解してもらい、「とても勉強になった」「とて

も素晴らしいものだった、これからも活かしていきた

い」という意見をもらえた。 

また、成果発表会のコメントシートには「これは地

域プロジェクトとしてやることなのか、地域のためにな

っているのか分からない」という厳しい意見もあった。

しかし、その他に「とてもタメになった、細かいポイント

を自分でも意識してみようと思った」「もらった冊子を

日常生活に活かしていきたい、会議以外にも役立つ

と思った」などという好印象な意見が多くあった。 

 

【その他】

年間スケジュール
Ⅰ 10 月 ・アイスブレイク

11 月 ・会議の雰囲気づくり

12 月 ・参加者の意見を引き出す

・意見から「論点」「主張」「根拠」を

引き出す

・意見を整理する

1 月 ・合意形成

・フレームワーク

3 月 5 日 ・土井先生による講習会

Ⅱ 4 月 ・今後の予定、最終目標の決定

・ファシリテーショングラフィックの

学習

5 月 ・冊子作成に向けたファシリテーシ

ョンスキルの内容まとめ

6 月 ・冊子の作成開始

・イベントの企画

7 月 13 日 ・成果発表会

7 月 27 日 ・イベント開催
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Project 

⑤ 
地域協働専攻

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期） 

 
地域としての外国人技能実習生の受け入れ 

【メンバー】 [学 生] 糸賀  知葉/川田  瑞穂/佐々木  結衣/須田  紗穂/仙波 樹 

成田  早希/ 堀智 尋/横沢  未来/和田  あかね 

[担当教員] 孔 麗 

 
【背景と目的】 

人口減少や少子・高齢化などによる人手不足を補うために、外国人技能実習生の受け入れが増加し、函館で

も年々増加している。しかし、「技能実習制度」は、本来、日本で培った技術や知識を自国へ還元するのが目

的であるが、その目的と実態が乖離しているのが実態である。また、今年４月には、新たな在留資格が創設さ

れ、技能実習修了者の多くがこれに移行すると見込まれる。 

このことから、技能実習制度についての学習や監理団体、受け入れ企業を訪問し、実情を把握するととも

に、実習生との交流会などで知識や理解を深め、地域として技能実習生を支えるために何ができるのかを目

的に活動を行った。 

 
【活動概要】 

①座学研修 ②広域監理団体による講義 ③監理団体への訪問 ④企業への訪問 

    
 

⑤農協・農家・技能実習生との意見交換会 ⑥全道受入れ協議会研修会 ⑦函館市からの講話 

    
 
⑧入国後の法定講習への参加  ⑨韓国の外国人労働者実態の紹介 ⑩産官学連携 初の異文化交流会 

    
 
【活動成果】 

・各々が技能実習制度のポイントをまとめ、制度の仕組みと問題や課題について理解を深めた。(写真①) 

・日本と送出し国の政府、受入れ・派遣機関、企業が連携していること、中には制度を悪用する機関等もある

ことを知った。また、実習生への母国語での支援を行っていることやコミュニケーションをとる際に注意してい

ることについて学んだ。(写真②) 
・技能実習生の暮らしぶりや受入れ企業との関わり方について理解を深めた。(写真③) 

・技能実習生の受入れコストの負担が大きいことが分かった。(写真④) 
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・農業協同組合から受入れの現状、農家から経験談を聞くとともに、技能実習生との懇談会を行った。(写真⑤) 

・札幌入国管理局をはじめ関係機関の方々から、送出し国の現状と今後の動向について研修を受け、修了証

を授与していただいた。(写真⑥) 

・函館市国際・地域交流課の方を招き、市としての外国人労働者へ向けた活動について学習した。(写真⑦) 

・法定講習の一環として、日本の文化・生活についてのプレゼンテーションや書道体験を行った。その中で、

地震や日本語習得への不安などがあることを知った。(写真⑧) 

・人手不足で実習生に頼るほかない企業の現状や、韓国での外国人労働者に対する政策、外国人労働者に

よるデモや労働者に対する偏見があることを知った。(写真⑨) 

・函館市との共催で、監理団体、受入れ企業、市民、外国人技能実習生を招き、生け花、中華餃子づくりを通

して、アジア諸国からの外国人技能実習生との交流を行った。(写真⑩) 

 
【総括と反省・今後の課題】 

これまでの活動を通して次のことが明らかになった。 

①  技能実習生の受け入れ理由は、従業員の高齢化や労働不足への対応であること。 

② 実習生が困難に感じている日本語の習得について、企業や監理団体、市では、学習会を開くなどのサポ

ートを行っている。 

③ 今後の外国人労働者の受け入れ拡大にあたり、地域住民の理解向上や、地域としての受け入れ態勢の

強化が必要であること。 
④  実習生との双方向的なコミュニケーションを心がけることが重要であること。 

 
このことから、これまでの活動から得た知識をもとに、新制度の下で実習生の労働環境や生活環境の改善

を実現するための支援のあり方について考えることを今後の課題とする。 

【地域からの評価】 

農業協同組合・農家・技能実習生との意見交換会

を行った際に、日本文化・食文化交流を通して、市役

所・企業・監理団体・実習生・市民の方々それぞれか

ら、楽しく交流することができたとの評価をいただい

た。このような機会を継続して行っていってほしいと

の意見もあった。 

技能実習生と同年代の視点から、日本での生活

に役立つことをアドバイスしてほしいという意見もあ

った。 

私たちの活動は『函館新聞』と『北海道新聞』にも

掲載された。 

【その他】 
<地プロⅠ> 

 
<地プロⅡ> 
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Project 

⑥ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

哲学カフェ 

【メンバー】 [学  生]    浅沼 友貴/伊藤 茜/川村 葉月/菊池 綾乃/佐々木 日向/佐藤 潤季 

鈴木 唯加/竹内 凛/長枝 日和/藤原 李菜/三谷 薫/向山 際子/村木 玲南 

渡部 卓統/谷地 芽唯 

[担当教員]   菅沼 聡/村田 敦郎 

【背景】 

哲学は一般に難しいと敬遠されがちであるが、「恋愛の定義とは」など身近なテーマも含まれる。また、普段

生活しているなかでは、自分と違う年代の人たちと意見を交わす機会は少ない。そこで、なかなか交流する機

会のない違う年代の人たちとの交流の場を提供し、さらに哲学的なテーマを気軽に話し合うことができる哲学

カフェを開催しようと考えた。 

【目的】 

活動を通して、地域で求められる生きた学びを実現させ、学生主体のチームワークを身につける。幅広い年

代の市民と交流する。哲学を身近に感じてもらう。 

【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 年代にパリから世界各地に広がった。自分の意見を伝え

るだけでなく、人の意見も聞くことで、より自分自身の思考を深めることができる。また、哲学カフェは、飲み物

やお菓子を食べながら気軽に身近なテーマについて考えることができる雰囲気になっている。 

【プロセスと成果】 

前半では、まずテーマや開催場所の選定を行った。各テーマについてメンバーで議論を重ねて知識を深め

るのと並行し、ポスターや SNS を利用した広報を行った。また、当日扱ってほしいテーマを事前に調査するた

め、シエスタ函館内にアンケートボックスを設置した。 

12 月 20 日（当日）は 17：00～18：45(15 分議論×4、15 分休憩×2、準備等 15 分)という予定で進行した。 

当日は集客が十分でなく、開始時刻に人が集まらなかったため開始時刻を少し遅らせた。役割分担ができ

ており、運営は効率的に行うことが出来た。 

後半では、前回の反省や課題を意識し、幅広い年代の集客を目指して、開催場所とテーマを設定した。小

中学校や高校での宣伝のほか、青いぽすとや函館新聞、北海道新聞への取材を依頼し、事前のイベント告知

に力を入れた。 

6 月 23 日(イベント当日)は 13：30～15：30(20 分議論 10 分休憩×4)という予定で進行した。 

前期の反省を踏まえ、広報、開催場所、タイムスケジュールなどを変更したことによりアンケートの満足度が

高く、買い物中に参加してくださる人もいて、幅広い年代の人たちに参加してもらえた。 

          
↑前半ポスター                ↑後半ポスター      
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【総括と反省・今後の課題】 

前半の反省点は、一般からの参加者が少なかったこと、ターゲット層であった高校生の参加が少なかったこ

と、事前のテーマ聞き取りのためのアンケートが十分に集まらなかったこと、タイムスケジュールに見直しが必

要であることであった。 

平成 30 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ことができた。幅広い年代の集客を目

指し、小中学校、高校のほか、地域で行われている日本語サロンへの宣伝も行った。また、青いぽすとでの広

報や、函館新聞と北海道新聞への取材依頼を通し、事前のイベント告知に力を入れた。また、前もってそれぞ

れの役割を決めておくことで、当日の運営をよりスムーズに行うことができた。 

開催場所、時間、広報活動などの変更により、前回よりも幅広い年代の人たちに参加していただくことがで

きた。 

今後の課題として挙げられるのは、小中学校、高校訪問での広報活動の効果が見られなかったことであ

る。これについては、広報活動にさらなる工夫が必要であると考えられる。 

アンケートの結果、今後やってほしいと思ったテーマの希望は次のようになった。 

・今、一番大切にしたいもの、こと 

・AI 

・文明と環境 

・人はどうして単純に生きられないのか 

・恐怖とは 

 

【地域からの評価】 

他の参加者との交流の時間を持ってもらうことを目

的に、後期は休憩の時間をテーマごとに確保したが、

参加者からは「可能ならば、話し合いの時間をもう少

しのばしてほしい」という声があった。また、「三か月

に一回開催してほしい」「出張哲学カフェを開催してほ

しい」という声もいただいた。 

テーマについては、「難しかったが、楽しいテーマで

身の回りについて考えるきっかけとなった」「哲学って

面白い」という評価をいただいた。 

哲学カフェの雰囲気としては「前回の時に比べ、一

般のお客さんもいて盛り上がっていた」「初めて参加

したが、思いのほか面白かった」と評価していただい

た。 

当日は、年代の違う参加者同士がテーマを通して

積極的に交流している様子が見られ、「自分とは違う

年齢や職業の人たちと話す機会が得られて嬉しい。

考え方の違いも知ることができた」と言っていただけ

た。 

【その他】 

年間スケジュール 
後

期 

  10 月 プロジェクト開始 

今後のスケジュール確認 

  11 月 企画構想、広報活動 

  12 月 20 日 シエスタ函館多目的ホールにて今

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 

前

期 

 

  4 月・5 月 企画構想、テーマ・開催場所決定 

  6 月 広報活動、準備 

  6 月 23 日 蔦屋書店二階ステージにて今回

のプロジェクトにおける第二回哲

学カフェを開催 

  以降 総反省 
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Project 

⑦ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

＃HAKODATE 

【メンバー】 [学  生]        木澤 畑星/酒井 了太郎/上村 無敵/鈴木 雄大/中川 奈美 

木村 美夢/相馬 果央/金野 愛/小泉 紗耶/丹代 茉裕/高原 香菜 

[担当教員] 河 練銖 

 

【背景】 

メンバーの中に函館出身者がいないからこそ自分たちで函館の魅力を探し、函館の活性化につなげようと

考えた。 

 

【目的】 

活動を通して、自分たちが住む函館について知り、楽しむことで、それを世界の若者に share したい.。 

 

 

【概要】 

インスタグラムをツールに函館近辺のグルメや観光スポット、イベントなどを実際に体験して投稿する。 

 

 

 

 

 

 【プロセスと成果】 

ネタ会議・お店訪問・撮影・投稿  

最終フォロワー：202 人    最高いいね数：79 

 

 

 
 
 
函館金森赤レンガ倉庫群 ラッキーピエロのカツカレー 
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【総括と反省・今後の課題】 

・函館や周辺地域のイベントに参加し、インスタグラムの投稿を通して、地元ならではの魅力を伝える事が 

出来た。 

・2 年生後期の活動に比べ、投稿数を精力的に増やす事が出来た。 

・インスタグラムの活動以外に地域の方に密着した活動を行う事が出来なかった。 

・初の試みとして自分たちの代からインスタグラムを使った活動を行った。この活動を通じて感じた事は、世界

中の人たちがインスタグラムに注目しているわけではないという事だ。活動を行っていく中でフォロワーの数

がなかなか思ったように増えない、特定の年齢層の人たちしか投稿を見てくれない、という問題に直面した。

アジア圏、特に中国や韓国にフォーカスしてみると、中国ではウェーボ、韓国ではフェイスブックが国民の間

で主流である事もわかった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

・インスタグラムというツールを使うのは、さすが若い 

人達だなと思った。 

・インターネットが普及しているこの時代で、目のつけ 

どころが良い。 

・自分そこ好きです。（「なんでや麺」インスタグラムコ 

メント欄より） 

・素晴らしいですね。（「大門バル」インスタグラムコメ 

ント欄より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 
後

期 

10 月   「地域プロジェクト発足」 

11 月   「インスタグラム開設」 

   「インスタグラム投稿開始」 

12 月   「チーム合同企画の計画」 

4 月   「中間発表」 

2 月 「大沼ワカサギ釣り参加」 

前

期 

4 月 「五稜郭公園花見」

５月   「恵山つつじ祭り」

「五稜郭祭」

６月   「ひろめ祭り」

「大門バル」

７月   「成果発表」

「実際に訪問したお店」

・FINEDAY’S BURGER ・函館ラーメン鳳蘭

・Balthus ・らーめん初代 社・Transistor Café 

・北海道函館拉麺 麺屋 翔 ・麺屋いっ徳

・ノースマン ・滋養軒

・スープカレー奥芝商店函館本店〜道南で show〜

・函館大門横丁 ・居酒屋 HAKOYA 

・ティーショップ夕日・おそば江戸八 ・まつ本

・ハンバーグ専門店 大賀 ・らーめん焔

・Various café

・隠れ家カフェ茶蔵 ・ザ・ベリーベリービースト

・ぶたや

・Relotta café ・なんでや麺 ・四文屋函館 ・とん悦

・レストハウス樹林 ・亜細亜飯 松風グルカ

・ラーニキッチン

・焼きカレーとスムージーのお店 SEAK

・Masala Curris ・月の雨 キラリス函館店

・Top’s popcorn・グルマンカンタ ・café 駒ヶ岳牛乳

・豚丼ポルコ 函館本店

「実際に体験したイベント・訪問した名所」

・大沼ワカサギ釣り ・香雪園

・はこだてクリスマスファンタジー ・大門バル

・五稜郭公園

・恵山つつじ公園（第 51 回恵山つつじ祭）

・第 50 回函館五稜郭祭

（土方歳三コンテスト全国大会）

・南茅部ひろめ舟祭り
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Project 

⑧ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

外国人の目線で函館の国際化を考える 

【メンバー】 [学  生]  飯田 翔太/一戸 結菜/工藤 彩/佐藤 慧奈/仲尾 青華/吉田 麗央/四役 桃花 

    内田 春菜/小林 亜美/今 温香/鈴木 楽/中谷 竜宇/前野 一十美 

[担当教員]  藤巻 秀樹 

【背景】 
人口減少社会の到来で日本人の人口は減る一方、外国人の人口は増えている。函館も例外ではなく、

2019 年に函館の外国人人口は初めて 1000 人を突破した。こうした中、日本人と外国人が対等な立場で交流
する「多文化共生社会」の構築が求められている。 
【目的】 
本プロジェクトは日本人だけでなく、外国人の視点から函館の国際化を考え、多文化共生を推進する事業

を行うことが狙い。プロジェクトは 4 年目に入り、外国人住民への聞き取り調査→調査結果を函館市に提出→
函館市長と懇談し、多文化共生事業を提案、という手順を踏んだ後、①小学生に地域の外国人が自国の文
化を語る「異文化理解講座」の開講 ②技能実習生と市民の交流会の開催――の 2 つを実施している。①は
函館に住む外国人に自国の文化を発信する場を設け、外国人への偏見や差別をなくすこと、②は函館の産
業を支える技能実習生の存在を市民に知ってもらい、実習生を地域の一員として受け入れることを目的にして
いる。 
【概要】 
① は北海道教育大学附属函館小学校や児童館での開講を経て、2019 年 7 月、公立小学校で初めての 
講座を市の教育委員会との連携のもとに八幡小学校で開くことができた。②では 2019 年 1 月に技能実習生
との和菓子作り教室、同 6 月に縁日大会を開催し、大勢の実習生、日本人市民が参加した。 

【プロセスと成果】 

①異文化理解講座 

2018 年度後期は、函館に長く住む韓国出身の市民を講師とした講座を附属函館小学校で開いた。附属函

館小学校での講座は前年度も含めると 3 回目で、準備はスムーズに進んだ。2019 年度前期は公立小学校で

の開講を目指し、小学校での英語教育に力を入れる函館市教育委員会と協力しながら企画を進め、7 月に八

幡小学校での開講が実現した。従来の異文化理解講座では、講師が日本語を使ってまず座学をし、その後ア

クティビティなどを通じ、講師の出身国の文化を体験する形式だったが、八幡小学校での講座では英語での質

疑応答を取り入れた。また、小学校以外で児童と接する新たな試みとして、五稜児童館で講座を開いた。八幡

小学校、五稜児童館とも講師は本校のオーストラリア人留学生。児童へのアンケートでは、「講師の国の文化

について理解を深めることができた」、「日本との違いを感じた」などの感想があり、児童が異文化に関心を持

つきかっけ作りができた。 

②技能実習生と市民の交流会 

2018 年度後期は函館市内の老舗和菓子店に協力してもらい、和菓子教室を開いた。実習生はもちろん、日

本人でもあまり経験したことのない「和菓子作り」という日本文化の体験を通じ、和やかな交流ができ、市民が

実習生の国や文化に興味を持つ機会をつくれた。2019 年度前期は市役所との共催で、本校の体育館を使

い、縁日大会を行った。実習生は 34 人が参加し、全員が浴衣姿。日本人市民も大勢参加し、100 人近い参加

者で賑わった。チームを編成し、射的や羽子板、輪投げなど様々な種目を楽しんだ。終了後、参加した高校生

は「実際に話すことで外国人実習生をとても身近に感じた」、実習生も「普段の生活では、こんなに多くの日本

人と話をする機会がない。日本人が親切でとても楽しかった」とそれぞれ感想を述べていた。 

 

左：五稜児童館での様子(2019 年 6 月)           右：実習生と和菓子作り体験（2019 年 1 月） 
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【総括と反省・今後の課題】 

異文化理解講座では 2018 年度後期は附属函館小学校、2019 年度前期は公立小学校と児童館での開講

が実現した。一部メンバーの入れ替えもあったが、連絡事項を引き継ぎ、しっかり協力しながら活動することが

できた。2019 年 6 月には本プロジェクトで初めて児童館で開講したが、児童だけでなく、保護者や児童館員に

も喜んでもらい、活動の幅を広げることができた。また函館市教育委員会との連携で、これまで実現しなかっ

た公立小学校での開講にもこぎつけた。異文化理解と英語教育の融合を目指した授業だが、児童の中には

英語を話すことを躊躇し、質問に答えるのを拒む様子も見られた。これまで児童は総じて講師に親しみを感じ

ていたが、日本語を話す外国人だからこそ抵抗が少なかったのではないかとも感じた。今後も活動を通じ、

「幼いころから外国人と触れることで、差別や偏見をなくす」という当初の目的の実現を目指したい。なお、児

童館、八幡小学校とも同じ講師だったのは反省材料である。講座を開ける能力を持った魅力ある外国人住民

の発掘に努め、講師の多様化を図りたい。 

技能実習生と市民の交流会では 2018 年度後期に和菓子教室を開いたが、市内の店舗や高校にチラシを

配布し、広報活動に力を入れた結果、女子高校生をはじめとする多くの市民が来場した。ただ、内容が盛りだ

くさんだったため、和菓子作りに追われ、実習生と市民が懇談する十分な時間が取れなかったのが反省点で

ある。このため、2019 年度前期の「縁日大会」では、本校の体育館で縁日を楽しんだ後、場所を移し、学生食

堂で懇親会を開くなど、十分な時間をとり、実習生と市民の交流を深めることができた。ただ、縁日大会の細

かな内容の決定が遅れたことや、メンバー内の情報共有の不足のため、事前の用意が円滑に進まず、当日

の開催間際まで準備に追われるなど、段取りが悪かったことは反省しなくてはならない。準備が大変だったの

は参加者が 100 人近くに及ぶなど、イベントの規模が大きかったのも一因。大勢の実習生と市民が交流する

姿は感動的でさえあったが、今後は、児童館など地域の施設を活用した小規模でも地域に根差した地道なイ

ベントの開催も検討したい、と考えている。 

 

【地域からの評価】 

異文化理解講座は、小学校の児童のほか、教

師、保護者、児童館の関係者からも好評で、取

材に来た新聞記者からは「多文化共生社会に向

け、非常に有意義な取り組み」と前向きな評価を

もらった。八幡小学校での開講は函館市教育委

員会との共同作業だったが、担当した職員の

方々からも好意的な感想をいただき、今後の継

続に自信を深めた。 

また、実習生と市民の交流会についても、参加

した企業の担当者から「日本人と交流ができる機

会が増え、実習生に良い刺激となった」と好意的

な反応があった。一般市民からも「実習生は非常

に真面目で素直だった」との感想をもらい、実習

生への理解を深めてもらうきっかけになったと感

じている。 

北海道新聞、函館新聞などが 12 回にわたり、

本プロジェクトを報道したことでも地域の反響が

大きかったことが伺える。函館新聞からは「教育

大学の数ある地域プロジェクトの中でも、地域貢

献度がもっとも高いプロジェクトの一つ」と望外の

評価をいただいた。 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 ①異文化理解講座②実習生交流会 

2018 年後期 

10 月 ①②先輩との意見交換 

11 月 

①小学校訪問、講師の依頼 

②実習生と交流 

②北海道新聞記者と懇談 

12 月 

②和菓子作り講師の依頼 

②受け入れ先企業と懇談 

②実習生と交流 

1 月 
①講座開講（附属函館小学校） 

②和菓子教室開催 

2019 年前期 

3 月 
①函館市教育委員会と会議 

②実習生へのアンケート 

4 月 

①留学生へアンケート実施 

①児童館訪問 

②企画考案 

5 月 ①②チラシ作成 

6 月 

①講座開講（五稜児童館） 

②縁日大会開催 

①②新聞取材、FM いるか出演 

7 月 ①講座開講（八幡小学校） 
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Project 

⑨ 
地域協働専攻

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期） 

国際政治の観点から 
 

持続可能な暮らしを提案するプロジェクト 
【メンバー】 [学 生] 庄内  杏/高橋  樹/近野  真優/谷島  浩大/高橋  真惟子 

山下  桃果/滝川  千晶/福濱  早希子/鈴木  藏磨 

[担当教員] 宮崎  悠/有井  晴香 

 
【背景】 

2018 年 9 月の北海道胆振東部地震で発生したブラックアウトを受け、エネルギーの大切さを実感した。そ

のため、エネルギーに着目した。また、函館市が反対の立場をとっている大間原発建設についての問題は、

身近なものであるという考えから大間原発について取り上げた。 
 
【目的】 

エネルギーに焦点を当てて学び、持続可能な暮らしを提案する。 

 
【概要】 

前半の活動では、エネルギー問題について学習をしつつ、道南いさりび鉄道株式会社主催「夜景列車」

で、エネルギーの重要性やライトダウンを呼びかけるクリスマスカードを配布した。 

後半の活動では、原子力発電に焦点を当てエネルギー問題について学習を続け、大間原子力発電所に訪

問したのち、講演会を開催した。 

【プロセスと成果】 

《前半のプロセス》 

・2 年前の同プロジェクトの活動(道南いさりび鉄道株式会社主催の「夜景列車」での活動)を知る。 

・イベント参加の許可を頂く。 

・節電を呼びかけるクリスマスカードの作成。 

《前半の成果》  
・ライトダウンについて知ってもらい、地域内外の方々と「エネルギー」について考える機会になった。 

・カードという形として残る取り組みができた。 

・道南地域の新たな魅力に気づくことができた。 

《後半のプロセス》 

〇大間原子力発電所訪問のプロセス 

・電源開発株式会社函館駐在事務所の方々と打ち合わせ。 

・事務所の方々によるエネルギーや大間原子力発電についての勉強会。 

・6 月 24 日 大間原子力発電所訪問

〇講演会のプロセス 
・原子力発電について勉強していく中で、函館で反原発を掲げ活動している野村 保子さんを知る。 

・野村 保子さんに講演を依頼。 

・7 月 4 日  講演会開催 

《後半の成果》  
・原子力発電所訪問や講演会開催を経て多方向から原子力発電やエネルギーについて考える機会を作るこ
とができた。 

・エネルギーについて知り、考えてもらう講演会という機会を作ることができた。 

《年間の成果》 

「エネルギー」を多方向から考えることを自分たちのみならず、若い世代や地域の方々に還元することができた。 
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【総括と反省・今後の課題】 
前半は、道南いさりび鉄道株式会社との連携が円滑に進められなかった部分があったため、連絡をまめに

取ることで、企画を円滑に進められると考えた。また、企画の宣伝を地元メディアである函館新聞社に協力 し

て頂くことができた。しかし、新聞だけでなく大学内の掲示や SNS を使用し、より多くの人に情報を拡散する

べきだったという反省が挙げられた。 

後半は、講演会の反省点として、自分たちが主催者としての役割を理解しきれておらず、進行に影響が出てしま

ったという点が挙げられた。さらに、前半に続き、宣伝活動に力を入れることが出来ず、SNSの活用ができなかったという

点も挙げられた。また、プロジェクトを円滑に進行させるために、メンバー間の役割分担の確認と情報共有を

積極的・定期的に行うべきという反省も挙げられた。 

年間の総括としては、「エネルギー」について、メンバー全員でブラックアウトや原子力発電について学び、

理解を深め、道南いさりび鉄道株式会社とのイベントや大間原子力発電所訪問など実際に肌で感じること  

で、意見を持つことができた活動となった。また、これまでの学びを活かした講演会を開催するなど、地域内

外の方々と「エネルギー」について考えたことで、自分たちだけでなく、学生や地域の方々へ繋ぎ、広げること

ができたプロジェクトとなった。 

今後の課題としては、より「国際政治の観点」を意識し活動していくことを同プロジェクトの後輩たちに期待

する。 

 

【夜景列車でのクリスマスカード配布の様子】 【大間原子力発電所見学の様子】 

【地域からの評価】 【その他】 

《年間スケジュール》 

後

期 

10月 ・「ブラックアウト」について調査と発表 

11月 ・映画「トゥルーコスト」鑑賞 

・講演会「エコライフに通ず」参加 

12月 ・道南いさりび鉄道主催「夜景列車」で 

 節電を呼びかけるクリスマスカード配布 

1月 ・活動の振り返り、中間発表の準備 

前

期 

4月 ・後半活動計画作成 

・原子力発電について学習と発表 

5月 ・大間原子力発電所訪問計画作成と 

打ち合わせ 

6月 ・電源開発株式会社の方を招いて勉強会 

・野村 保子さんとの講演会企画と打ち 

合わせ 

・大間原子力発電所訪問 

7月 ・野村 保子さんを招き講演会開催 

・活動の振り返りと最終発表の準備 

 
 

・道南いさりび鉄道クリスマス列車企画について、 

「夜景列車で電気の大切さを知る、・・・など、小さな 

ことに目を向けるのが大切だと思いました」、「共同 

イベントはおもしろいと思った」との感想を頂いた。 

 
・講演会に参加した方からは、「日本の原子力につい 

ての様々な意見を学ぶことができました。原発の危 

険性をもっと広く発信できれば地域だけではなく、世 

界に理解が深まるのではないかと思います」といっ 

た意見があり、また、「北海道を離れた（青森での） 

活動、エネルギー問題の観点、持続可能な暮らし、 

ブラ ックアウト等、私たちに身近な観点に取り組ん 

でいて良い」という評価を頂いた。 

・その他、活動全般について、「大間原発のエネルギ 

ー問題を考えるには、たくさんの事象が錯綜してい 

ることがポスター発表でよくわかった」、「函館からの 

視点だけではなく、大間町からの視点についても示 

していて、函館側だけで解決できる問題ではないこ 

とが分かった」、「原発を実際に見てみたいと思った 《謝辞》 

本プロジェクトにおいてご協力頂きました道南いさりび

鉄道株式会社様、電源開発株式会社様、野村 保子

様、ならびに以前担当教員としてご指導頂いた平野  

恵子先生に深く感謝申し上げます。 

ので、地プロの学生以外も対象とした体験型の企画 

があると良いと思った」、「原子力発電所の危険性は 

とても重要で皆に知ってもらう必要があると思いま 

す。未来のエネルギーに関して意識を共有しあう 

ことの大切さに気付かされました」といったコ 

メント、評価を頂いた。 
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Project 

⑩ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

外国にルーツを持つ児童への日本語支援プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 大串 桃子/須田 美緒/水野 可奈美/金丸 彩乃/佐藤 千賀 

                           長津 裕香/福井 梨紗/板井 唯茄/植木 文太/井上 恵美 

[担当教員] 佐藤 香織 

 

【背景】 

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であり、函館の

小学校(中学校）には日本語学習支援を必要としている児童（生徒）がいる。 

 

【目的】 

児童・生徒の日本語能力の向上、実施者の日本語教育実践、地域の教育機関・日本語ボランティアとの連

携を図る。 

 

 

【概要】 

前半は児童・生徒、教員、他の日本語支援者との連携により、より良い支援プランを検討し、支援を必要と

している児童生徒への日本語学習指導を実施する。 

後半は児童・生徒の学習内容の理解向上を図り、教材を作成する。（国語・理科・社会） 

 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

東山小学校では作文を書いてもらい、助詞の間違いや漢字の間違いの訂正をした。 

湯川小学校では授業補助として、教科書に読み仮名を振り、取り出しによる個別指導として、漢字の部首の

指導、他教材の補佐、文章の書き方の指導と誤用の発見をした。 

戸倉中学校では他教科の補佐、文章の書き方の指導と誤用の発見、教科書の読み仮名振りを行った。 

 

東山小学校の児童は「つ」を「く」と書いたりその逆に「く」を「つ」と書いたりしていたが、自分自身で間違いに

気づいたり、指摘されると直すことができていたが、句読点の使い方が分からないようだった。また、歴史が好

きで「謀反」や「憎兵」など難しい漢字を書けていたが、「徳川家やす」と書くなど理解度がまちまちであった。 

湯川小学校の児童は初めは自分の意思を言葉にすることが苦手なようだったが、意思表示をするようにな

った。しかし自分で考えて日本語の文章の組み立てをするのが苦手なようだった。また、漢字の習得度が小学

校 3 年生程度であることが把握できた。 

戸倉中学校の生徒は日常会話は不自由なくできるが、漢字の読みが苦手な様子で、自主勉強の習慣が身

についていない、方法が分からない様子だった。 

湯川小学校は、指導前は、コミュニケーションが苦手であまり自

分から話すことがなく、私たちからの質問に対して、○か×かでしか

答えなかった。しかし、指導後は少し打ち解けて、コミュニケーション

が取れるようになり、質問に対して、自分の経験などを加えて話す

ことができるようになった。 

東山小学校は、指導前は、文字を同じサイズでまっすぐ書くこと

ができず、質問に対して低学年レベルの文しか書けなかったが、指

導後は方眼紙を利用したことで文字を均一に書けるようになり、理

由なども述べることができて文の構成が上手くなった。 

 

[教材を児童に渡した様子] 
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【総括と反省・今後の課題】 

函館市の日本語学習支援は、基本的に教育委員会が JTS（函館日本語教育研究会）に要請し、本プロジェ

クトも JTS に協力して支援している（本プロジェクトで独自に支援している学校もあった）。 

学校側では、日本語支援に必要な児童・生徒に、特別な支援をすることが難しく、日本人児童と同じように

授業をしていることが多い。いわゆるボランティア頼みの構造である。 

課題としては、日本語教育推進法が可決され、国や自治体が日本語教育に責任を持たなければならなくな

った。すなわち、支援が必要な児童に継続的に支援が続けられるシステム作りが必要である。また、児童・生

徒自身の意見や気持ちを日本語で発信することに自信が持てるような「やさしい日本語」などの指導が必要で

ある。 

反省点は、児童・生徒の要望をあまり把握できておらず、ニーズに応えた支援ができなかったのではないか

ということである。また、児童・生徒の学習レベルにあった教材を作成できたかどうか、事前に学習調査等が必

要であったのではないかと考えられる。 

今期は学校側からの支援の要請がなかったため、東山小学校 6 年生男子児童の日本語支援教材の作成

を中心に行った。支援要請はなかったものの、JTS の方々と協力し、進級・進学した児童・生徒の最近の様子 

について保護者や本人から話を聞くことができた。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

「Y さんに対しての支援については、1 年間、大変お

世話になりました。ありがとうございました。計画的

に、そして、内容の濃い支援であったように思います。

おかげをもちまして、Y さんの表情も明るくなり、問い

かけへの反応や言動に自信が垣間見える場面も多々

見られるようになり、様々な面で成長しているんだなと

感じました。継続の効果がはっきりと表れておりまし

た。1 年間、本当にありがとうございました」（湯川小学

校教頭 佐々木 善貴先生より） 

 

「P 君の日本語に関しては、不十分なところはまだ

あるものの、今までのご指導、ご支援により一定の成

果が表れたと考えます。今までのご指導ご支援に感

謝いたします」（東山小学校教頭 三谷 龍司先生よ

り） 

 

「急遽日本に来ることになった小学生の A さん、中

学生の T くんへの支援体制がすぐに整えられたこと

は、皆さんが函館地域で活動してくれているおかげだ

と思います。このような活動が地域で行われている

と、定住に不安をいだく外国ルーツの方々も、安心で

きるのではないでしょうか。今回は特に、高校進学と

いう課題を抱えた T くんへの支援に入ってくださったこ

とは、私を含め支援に携わる関係者にとって大変あり

がたいことでした。入試に関し、一時期Tくんの不安感

が増した時期もありましたが、皆さんが支援回数を増

やしてくれたおかげで、試験に対する不安が和らいだ

ようです。小学生の A さんも、地域で活動するお兄さ

んお姉さん達と接することで、勉強以外に学べたこと

が多かったのではないでしょうか。同じ地域に住む

人々の助け合いの輪として、今後もこのような日本語

学習支援の地プロの存続を望みます」(JTS 武村 英

剛先生より) 

 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール   

＜後期＞        

日程：2018.11.5～2019.1.28（計 7 回）（東山） 

    2018.10.22～2019.1.29（計 10 回）（湯川） 

    2018.12.5～2019.1.30（計 5 回）（戸倉） 

内容：授業見学、個別指導（作文指導、 

漢字プリント）、入り込み授業 

 

＜前期＞ 

日程：4 月～5 月（作成） 

6 月（受け渡し） 

内容：東山小学校児童への教材作成（国語、理科、 

社会） 

            

 




