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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 （2019 前期～2019 後期） 

市民向け公開講座実施プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 洞内 真琴/蓮尾 稜/渡部 理香 

[担当教員] 飯山 雅史 

【背景】 

従来の市民講座はビジネスマンや高齢者を対象にしたものが多く、子供や学生など若い世代の参加が少

ないことに問題意識を感じた。そこで、若い世代を対象に、子供やその親など普段講座に参加する機会が少

ない人にも来てもらえるような講座を開きたいと考えた。 

【目的】 

本プロジェクトの目的は、小中高生などの若い世代が興味を持つ内容の講演会を開催し、地域を活性化さ

せることである。 

【概要】 

函館市の小中学生を対象とした公開講座を実施するにあたり、テーマに沿った講演者を選出するための話

し合いを行った。選出した講師に講演を依頼し、場所や日程、講演の内容について入念な打ち合わせをした。

詳細決定後、効果的な集客方法を考案するため協議を重ね、それをもとに作成したポスターやチラシを市内

数か所にて配布するとともに、講演会の準備を行った。講師として、道南を中心にご活躍中のマジシャンＤＡＩ

ＧＯさんをお招きし、子供も親も楽しめる講演会を目指して活動した。 

【プロセスと成果】 

前期はまず、講師を選出するための話し合いを行った。ブレインストーミング法を用いた話し合いにより、多

くの意見が出て有意義な話し合いとなった。そして、選出した講師への依頼と日程調整を行った。講師との打

ち合わせでは、スムーズに詳細を決定することができた。その結果、チラシやポスターの作成を早期から始め

られたため、広報活動に力を入れることができた。 

 後期は、講演会に向けて広報活動を行った。市内の小学校数か所にチラシの配布とポスターの掲示を依頼

し、６００枚近くのチラシを配ることができた。講演会当日は、会場がいっぱいになるほどたくさんの市民の皆様

にご来場いただいた。前半にマジックショーを、後半はマジックと教育の関連性について講演をしていただき、

大人も子供も楽しめる内容の講演会となった。 

【講演会の様子】 【配布したポスター】 

講師 

高野 太吾さん    

11月 9日(土)13時～ 

市民講座＆マジックショー 
マジックを用いた子供の教育について 
実際にマジックショーを体験してもらい、マジックが教育にどのような影響
を与えるかを解説。 
またマジックを例にして子供の興味を引く方法やアピールの仕方、理科・
算数との結びつきについて講演。 

 

参加費無料   どなたでも参加できます  

会場：北海道教育大学函館校 第15講義室 

申し込み：メール(○○○○○○○○○○○○○○○)、または 

ハガキ(〒040-8567函館市八幡町1-2北海道教育大学飯山研究室)

氏名、電話番号(またはメールアドレス)をご記入ください 

当日参加も可能です 

吾

ｗ 

プロフィール   
年間出演数 100件以上、累計
観客数 1万人以上の道南 NО
１マジシャン。マジックショーのスタイ
ルは観客参加型マジックをメインと
し、小さな子供達でも楽しく参加で
きる「笑いあり感動ありのエンターテ
インメント」現在はマジックショーの
出演の他、イベントの企画運営、
ドラマのマジック監修やマジック解説
本の副監修等、様々な活動をし

ている。 

お 

主な出演歴     
函館国際ホテル GW ディナーバイ
キングショー連日公演
函館国際ホテル GW ランチビュッフ
ェショー 
花びしホテルクリスマスマジックショー
連日公演 
2019年はこだてみらい館マジック
ショー毎月開催
他空港、道の駅、各種お祭りや企
業イベントに多数出演 

ホーム企画こう 

取得ライセンス 
・函館大門横丁公認パフォーマー 
・㈱ホーム企画公認マジシャン 
・函館イベント情報局認定プラチナ
パフォーマー 

主催：北海道教育大学函館校 地域プロジェクト 



北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】 

前期の反省としては、講演会を開催するにあたって、ターゲットを決定することに時間がかかったことが挙

げられる。ブレインストーミング法を用いた話し合いにより、活発な話し合いができた一方で、最終的な意見を

一つにまとめることが遅くなってしまった。それにともない、講師への依頼・挨拶も予定より遅れてしまったた

め、時間に余裕をもって計画を進められるようにするべきだったと感じた。 

後期は、前期の反省を生かして、早くから広報活動に着手することができた。チラシも当初の予定より多い

枚数を配布することができ、より多くの人に来てもらうための他の集客方法を話し合うなど余裕が生まれた。ま

た、余った時間を講演会の準備にあてることができた。しかし、講演会当日、会場がほかのイベントと重なって

いたため、駐車場が空いていない等のトラブルが発生し、対応に苦労した部分があった。 

一年間の活動を通して、目的であった若い世代を対象にした講演会の開催を達成することができた。また、

メンバー間での情報共有が円滑に行えたことにより、本プロジェクトは人数が少ない中、メンバー全員で協力

し、講演会ではたくさんの方々に来ていただくことができた。

今後の課題として、より多くの人に講演会について知ってもらうために、広報活動の工夫が必要であると考

えている。市内で広告を掲示できる場所を把握することやＳＮＳを用いて多くの人に情報を届けることなど、タ

ーゲットや講演内容によって柔軟に対応した集客方法を模索していきたい。今回はプロジェクトの人数が少な

く、講演会は一回のみの開催となったが、今後機会があれば幅広い世代の関心を得られる市民講座を行いた

いと思う。 

【地域からの評価】 

講演後、ご来場いただいた方々にご協力いただい

たアンケートの回答から、「すばらしかった」、「楽しい

時間をありがとうございました」と好意的な感想をい

ただいた。 

一方で、講演当日に会場としていた本校でほかの

イベントがあったため、「入口に分かりやすい案内が

あればよかった」、「車がとめられなかった」などの意

見もいただいた。会場としていた講義室がわかりにく

いところに位置していたため、案内板を多めに設置

し、他のイベントの概要を把握するなど、会場設営に

工夫するべきだったという反省が挙げられる。

また、今後このような講演会を開催する際、どのよ

うな内容のものに参加したいかという質問には、「子

供と一緒に聞けるもの」「子供と楽しめるもの」という

回答をいただいた。また、「科学に関連した内容のも

の」という意見もあった。 

【その他】 
〔年間スケジュール〕 

前

期 

４月 オリエンテーション

５月 ブレインストーミング法による

講師の決定 

６月 講師への連絡・打ち合わせ 

７月 地域プロジェクト中間報告会 

８月 ポスター・チラシの作成 

後

期 

１０月 広報活動 

１１月８日 講演会 

１２月 反省、振り返り 

１月 報告書作成 

２月２日 地域プロジェクト最終報告会 

【謝辞】 
本プロジェクトの実施において、講師を引き受けて

くださった高野太吾様、講演会にご参加いただいた皆

様、ならびに広報活動にご協力いただいた地域の皆

様に心より御礼申し上げます。誠にありがとうござ

いました。 



北海道教育大学函館校

Project 

② 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

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]  堀井 菜七/大室 果瑚/眞鍋 昂弥/金谷 光/佐藤 佳大 

［協力者］  佐藤 葵さん(北海道教育大学函館校4年) 

相川健太さん(公立はこだて未来大学大学院生) 

奥野 拓准教授/伊藤 恵准教授(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板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。ま

た案内文には、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。また、外国人の中には、英語が母語でない人や、英語よりも「やさしい日本語」の方が理解しやすい

人もいると思われる。「やさしい日本語」にはいくつかの定義があるが、佐藤（2009）では、「やさしい日本語」は、

災害時の外国人被災者のための日本語を指し、日本語学習者が初級段階で学ぶ約2,000の語彙と単文を主とし

た単純な構文で構成されている。構文については、「難しいことばを避け、簡単な語彙を使う」「一文を短くして分

かち書きにし、文の構造を簡単にする」などの11の規則が設けられている。 

【目的】 

函館を訪れた外国人観光客や、「南北海道の文化財」(http://donan-museums.jp/)を訪れた幅広い世代の人

に、「やさしい日本語」を使って南北海道の文化財を知ってもらう。将来的には、小学校などの歴史教育に貢献で

きるようにする。 

【概要】 

「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、この地域プロジェクトでは、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奥野 拓先生、伊藤 恵先生、相川 健太さんと「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た。1 年を通して計 15 個の書き換えを完了した。 

【プロセスと成果】 

「南北海道の文化財」(http://donan-museums.jp/)に掲載されている観光地の中から担当を決め、「やさしい日

本語」への書き換えを進めた。このプロジェクトでははじめに庵(2016)や野田（2014）を読み、「やさしい日本語」に

対する理解を深めた。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」の今年度

版を作成した。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、昨年度の同プロジェクトのリライト基準をもとに、今回の書き換えにおいて必要な項目を

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。プロジェクト中に連携先の奥野 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ついての認識を共有した。実際に「やさしい

日本語」への書き換えに対する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。 

【地域プロジェクト中の様子】 【実際に訪問した時の現地の対象物】 

前期は「やさしい日本語」の概念を理解し計5個の案内文を書き換えた。後期は計10個の書き換えを行った。案

内文を書き換えるにあたって

本文の記載が不明瞭で、書き

換えが困難なところが数ヵ所あ

り事実関係の確認のため案内

板が設置されている観光地訪

問も行った。訪問活動を通し

て、本文中の俳句の現代語訳

の照らし合わせを行い、不明

瞭な記載の事実確認と訂正を

行うことができた。 



北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】 

前期は、「やさしい日本語」に関する文献を読み、「やさしい日本語」への理解を深めることが出来た。そこか

ら学んだ知識や、先輩方が作成した書き換えや書き換え 13 箇条をもとに、各自で案内文の書き換えを作成し

た。その後、メンバーで話し合いながら書き換え語彙基準を統一させて案内文の書き換えを完成させることが

出来た。 

後期は、各自前期よりも多くの案内文を「やさしい日本語」に書き換えた。書き換えをしていく中で、新たに書

き換え語彙リストの作成と、書き換え基準の更新を行った。その際、新たに書き換えの基準作成について話し

合ったことで、案内文の書き換えの精度が前期に比べて上がったと思われる。また、話し合いだけでなく、書き

換えをしている文化財がある場所に実際に行ってみてくることで、より詳しく対象物への理解が深まった上で書

き換える事ができたのも良かった。また、「南北海道の文化財」のウェブサイト上の原文に間違った記述が何か

所か見られたため、原文間違えリストの作成を行い、サイト構築をされている奥野先生に報告をした。これによ

って「南北海道の文化財」のウェブサイトの更なる改善に繋がれば良いと思う。 

さらに、公立はこだて未来大学の奥野先生と公立はこだて未来大学院生の相川さんには、「南北海道の文

化財」と同等の機能を持つサイトに「やさしい日本語」を追加できるようにした「プレビューページ」を準備してい

ただいた。自分たちが書き換えた「やさしい日本語」の文をこのプレビューページに掲載することで、目に見える

形でこのプロジェクトの成果を確認することができた。 

今後の課題として、北海道教育大学函館校の留学生や外国人観光客、地域の小学校の児童を対象に、書

き換えたやさしい日本語版が実際にわかりやすくなったのか調査する必要があると感じる。 

（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 

佐藤和之（2009）「生活者としての外国人へ災害情報を伝えるとき－多言語か「やさしい日本語」か」『日本語 

学』28 巻 6 号 明治書院 pp.173-185 

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」

http://human.cc.hirosakiu.ac.jp/kokugo/ejgaidorain.html, 2019 年 12 月 20 日アクセス（2020 年 1 月 17 に

HP 閉鎖）。 

野田尚史（2014）「「やさしい日本語」から「ユニバーサルな日本語コミュニケーション」へ―母語話者が日本語を

使うときの問題点として」『日本語教育』158 号 pp.4-18 

【地域からの評価】 

連携先の公立はこだて未来大学の奥野 拓先

生から以下のコメントをいただいた。 

 「南北海道の文化財」に掲載されている観光

案内板の文化財情報を「やさしい日本語」に

書き換える取り組みは、函館の魅力をより広く

知ってもらうために重要である。特に、今回の

ように書き換え文を再利用が容易なテキスト

データとして作成することにより、IT による応

用性が高まる。例えば、既存の観光案内板に

ビーコンを設置することにより、近づくとスマー

トフォンに「やさしい日本語」の説明文を表示

させるようなアプリの実現も可能となる。その

ような応用の実現のためにも、高品質な書き

換え文の作成を期待したい。

 ポスター発表でも、多くの人に「やさしい日

本語」について知ってもらうことができた。今

後も、函館の魅力について、外国人を含めたよ

り多くの人に知ってもらうためにも、「やさし

い日本語」の質の向上を目指したい。

【その他】 

年間スケジュール 

前

期 

5 月 「やさしい日本語」への理解を深める。 

6 月 書き換え 13 箇条の確認。 

案内文を、「やさしい日本語」に書き換える。 

奥野先生と公立はこだて未来大学院生が来

校し、プロジェクトの打ち合わせ等を行う。 

7 月 中間発表 

後

期 

10 月 各自で案内文を「やさしい日本語」へ書き換

える。 

11 月 新書き換え語彙表の作成。 

12 月 計 10 カ所の案内文を、「やさしい日本語」へ

書き換えたものが完成。 

新書き換え基準の作成。 

原文間違えリストの作成。 

1 月 公立はこだて未来大学院生と協力し、プレビ

ューページを作成。 

2 月 成果発表 

付記 

プレビューページは、「南北海道の文化財」（http://donan-

museums.jp/）のコンテンツを改変して作成された。 



北海道教育大学函館校

Project 

③ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

HAKODADI カルチャーマラソン 
～よく学び、よく遊べ～Ⅰ改 

【メンバー】 [学  生]    小野 藍/葛本 優斗/楠本 龍之介/今 夢菜/髙橋 生/髙山 結衣菜 

竹俣 光聖/道閑 陽菜/橋本 凪/畑山 夏輝/山田 響矢 

[担当教員]   今在 慶一朗 

【背景】 

私たちが地域プロジェクトを行うにあたって、道南地域でどのような文化が根付いており、その文化が発展 

してきた歴史がどのようなものであるか、そこに住む人々（私たちも含め）はどのような人々なのか、それらを

知らなければ地域活性化をすることはできないと考え、知るための手段として、どうするかを机上の空論を並

べるよりも、実際に地域の活動に参加して感じたものから考察していくのが良いのではないかと考えたことが

このプロジェクトの背景である。 

【目的】 

本プロジェクトでは、道南地域の歴史や自然に理解を深めるため、様々な文化施設や地域のイベントに参

加する。施設見学では道南地域の産業や豊かな自然を学び、イベント参加では地域住民と協力し交流を深め

るとともにこれらの情報を SNS で発信していく。 

【概要】 

地域の文化施設を利用し、文化遺産に触れることや地域のイベントに参加・協力することを通じて、地域を

活性化する。また、そこで知り得た情報を、SNS を使って、多くの人々に発信し、地域の良さを知ってもらう。 

【プロセスと成果】 

プロジェクトの一部を紹介する。 

函館奉行所では、五稜郭と箱館戦争の歴史について学んだ。函館奉行所は江戸幕府の役所として 1864 年

に建設されたが、その後、五稜郭は箱館戦争の舞台となり、旧幕府脱走軍が降伏した 2 年後、建設されてか

らわずか 7 年でこの建物は解体、現在五稜郭公園にある函館奉行所は 2010 年に復元されたもので、外見は

当時の建築用式に基づいた和風な見た目であるが、内部には床暖房や消火設備など、現代的な設備も備わ

っている。市内の博物館や資料館は 現存
げんそん

する歴史的建築物を活用しているものが多いが、この函館奉行所

は一度解体された過去があるという点、当時の建材や工法を用いて復元されているという点に価値があると

感じた。 

クリスマスファンタジーは、昨年で 22回目を迎えた函館の冬の風物詩とも言える一大イベントである。イベン

ト開催中の約 1 ヶ月、高さ 20 メートルをこえる巨大なクリスマスツリーが海上に浮かび、イベントのシンボルと

なっていて、ここで使用されるもみの木は函館市の姉妹都市であり、もみの木の産地であるカナダのハリファッ

クス市から毎年贈られている。

このイベントは元々冬季の集客を目的として始められたと言われています。イベント開催中、週末を中心に

様々なステージイベントが催され、観光客に道南を PR する場になっている。 

また、クリスマスファンタジーでは、イルミネーションの他にスープバーが大変人気で、地元のお店が各店の特

色あるスープを提供し、賑わいを見せていた。 
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【総括と反省・今後の課題】 

このプロジェクトを通じて、道南地域の歴史を学び、様々な催しに参加することにより、地域の人々だけでは 

なく、この地域を訪れる人々ともふれあうことで、知見を広げることができた。 

一年間の活動を通して挙げられた具体的な課題は以下の通りである。 

・メンバー間でのやり取りが少なく、情報交換や意見交換がスムーズに行えなかった

・上述の課題により、やるべきことを把握できていないメンバーが少数存在した

・イベントスタッフなどのボランティア活動への参加率が低かった

このプロジェクトを糧に、これから、実際に道南地域をどのように発展・貢献していけるかを各々が考え、実 

行に移せる人材となっていくことが望まれる。 

【地域からの評価】 

今回、様々な地域のイベントに私たちが参加した

り、ボランティアとして参加したりすることで、地域の

人たちと、これからの地域の担い手となる私たち大

学生との交流のきっかけを生みだすことができたと

考えられる。そのなかで、地域の人たちに「参加して

くれてありがとう」、「手伝ってくれてありがとう」など

の優しい言葉をかけられることも多々あった。 

また、イベントだけでなく地域の文化的、歴史的施

設の見学にも行き、施設の人のお話を聞く機会もあ

った。若い人たちがこのような施設に訪れることは

少ないため、もっと多くの若者に来てほしいと、地域

の人は望んでいるようだった。私たちがこうして地域

プロジェクトとして、このような施設を訪れ紹介したこ

とは、私たちのこれからの糧にもなり、地域を活性化

しようとする方たちの助けにもなったと考えられる。 

【その他】 

年間スケジュール 
前

期 

4 月 プロジェクト開始 

今後のスケジュール確認 

5 月 19 日 五稜郭祭 

7 月 7 日 青年センター七夕まつり 

9 月 8 日 青年センターフェス 

後

期 
10 月 13 日 大沼マラソン（中止） 

12 月 7 日 函館港イルミナシオン映画祭 

2 月 6 日 食品衛生講習会 

以降 
博物館、縄文文化センターなど 

文化施設見学 
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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 （2019 前期～2019 後期） 

地域密着型 

お笑いプロジェクト～みなやん～ 

【メンバー】 [学  生]   吉田 伊吹/田村 琴音/渡邊 啓太 

[担当教員]  小林 真二 

【背景・目的・概要】 
プロジェクト名である「みなやん」はアイヌ語の「ミナ（動詞）‐‘笑う’」＋「ヤン（終動詞）‐‘してください’」を組

み合わせた造語であり、「素人である私たちを笑ってください」というメッセージをアイヌ語由来にすることで、プ

ロジェクトの地域密着性を表現した。プロジェクトの背景として、テレビなどで見ることができるお笑いは、言葉

のうまさや常識からのずれ、テンポの速い掛け合いによって笑いを取るのが一般的であり、小さい子供やお年

寄りは楽しみづらいことが挙げられる。そのため、このプロジェクトでは小さい子供（５～９歳）を若葉世代、お

年寄り（７５歳以上）を紅葉世代と定義し、それらの世代の方々にお笑いを楽しんで頂くことを目的とし、各世代

に向けたネタを作成し披露する。

【プロセス】 
○若葉世代（函館サンタラン）

若葉世代へお笑いを届けるために、以下の日時・場所の下、客層や規模に合わせたネタを披露した。

日時：令和元年１２月１日（日） 場所：金森ホール（函館サンタランのイベント前ステージ）

客層と規模：若葉世代とその親御さん及びスタッフ等、計約１００人

＜ネタ作成のプロセス＞ 
関係者から昨年の客層や規模を聞き取った上で、若葉世代が好きなこと（ドラえもん、「パプリカ」※楽曲、おなら

等）を取り入れた理解しやすいネタを作成し、事前に関係者による台本のチェックも仰いだ。 

○紅葉世代（デイサービスよしずみ 染川）
紅葉世代へお笑いを届けるために、以下の日時・場所の下、客層や規模に合わせたネタを披露した。

日時：関係者との打ち合わせ １２月７日（土）

１回目のネタ披露    １２月２１日（土）、  ２回目 のネタ披露  １月１８日（土） 

 場所：デイサービスよしずみ 梁川    客層と規模：紅葉世代の施設利用者、計約２０人 

＜ネタ作成のプロセス＞ 
１回目のネタ披露に向けて、事前に関係者との打ち合わせを行うことで紅葉世代の好みを調査し、それを 

基にネタを作成した。２回目のネタ披露に向けて、１回目のネタ披露後に利用者の方々から直接紅葉世代が 

好きなことを調査した。そこで得た情報や関係者からのアドバイスを活かし、１回目のネタよりも紅葉世代 

に寄り添ったネタを作成した。 

【成果】 
○若葉世代（函館サンタラン）
観客や主催者の方々からネタに関して、沢山のお褒めの言葉を頂いた。若葉世代の好みに合わせたネタを作成

し、ネタ披露中には「簡単な言い回しや表現、少し大袈裟な動き」を意識することで、若葉世代にとって理解しやすい

お笑いを届けることが出来た。 

○紅葉世代（デイサービスよしずみ 梁川）
１回目のネタ披露では、ウケたネタの整理や聞き取り調査を行うことで、推測であった紅葉世代の好みを根拠の

あるデータにすることが出来た。２回目のネタ披露では、１回目のネタ披露で得たことを活かし、より紅葉世代の好

みに合ったネタを披露することで、１回目よりもさらに楽しんで頂けた。１・２回目のネタ披露に共通して、「大きく動く

こと、大きな声でハキハキゆっくり話すこと」を意識することで、紅葉世代にも伝わりやすいお笑いを届けることが出

来た。 

後期 若葉世代向けのネタ 後期 紅葉世代向けのネタ 
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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、函館に焦点を当てたネタの作成と披露を通して、お笑いの基礎スキルを培うこと

が出来た。具体的なネタの作成は、想像以上に難しく、観客と我々みなやんの共通点をベースとして、常識か

ら外れた発言と行動をボケが担当し、それに対する的確な指摘をツッコミが担当した。ネタの披露は、声のス

ピードと大きさ、テンポと間の取り方、立ち居振る舞いが重要であることが分かった。 

Ⅱでは、Ⅰで培ったお笑いの基礎スキルを基に、大学生が作成したいネタではなく、テレビでターゲットとさ

れにくい若葉世代と紅葉世代に寄り添ったネタの作成と披露を通して、それぞれの世代や価値観を理解しよう

とする姿勢を、メンバー全員が身につけることが出来た。しかし、当初予定していた大学祭でのネタ披露は、

準備不足により辞退してしまった。また、遅刻や期限を過ぎてから書類を提出することもしばしばあったため、

計画性と責任を持った行動をとる必要がある。 

１年間ネタの作成と披露を続けてきたが、最後までメンバー全員が熱意をもって活動をし、若葉世代向け・

紅葉世代向けのネタ披露を成功させることが出来た。以上の点から、地域をお笑いで盛り上げていくことが出

来た大変有意義なプロジェクトであったと考える。 

＜ネタ披露の様子＞ 

【地域からの評価】 

若葉世代に向けたネタ披露（函館サンタラン）で

は、ネタ披露後にイベント参加者から「面白かった」

「子どもが喜んでいました」などのお褒めの言葉を頂

き、アンケート調査でもほぼ全ての人に「面白い」と回

答して頂いた。 

紅葉世代に向けたネタ披露（デイサービスよしずみ 

梁川）では、ネタ披露後の交流の際、１回目の訪問時

には「面白かった」「また来てほしい」、２回目の訪問

時には「前回よりも笑った」「全体的にパワーアップし

ていた」などのお褒めの言葉を、施設の利用者と関

係者から頂いた。 

後日、施設の関係者から、３月に開催される演芸

会への出演依頼を受けるほど好評であった。

【その他】 
年間スケジュール 

前期 ４月 ・アイスブレイク

・プロジェクト方針と計画の決定

５月 ・好きなお笑いの共有

・ネタ作成の練習

６～７月 ・ミニライブ準備、実演

８～９月 ・大学祭に向けたネタ作成、練習

後期 １０月 ・大学祭でのネタ披露 断念

・具体的な出張先の検討、決定

１１月 ・若葉世代：関係者との打ち合わせ、

ネタ作成、練習

・紅葉世代：関係者との打ち合わせ

１２月 ・若葉世代：ネタ披露

・紅葉世代：１回目のネタ作成、

練習、披露 

１月 ・紅葉世代：２回目のネタ作成、

練習、披露 

後期 若葉世代向けのネタ 後期 紅葉世代向けのネタ 

前期 函館に焦点を当てたネタ 
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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 （2019 前期～2019 後期） 

地域としての外国人労働者の受入れ 

【メンバー】 [学 生] 盛田 美羽/安食 美樹/佐藤  碧/岡崎 日南子/大森 柚香 

 佐藤 瑠嘉/吉田 果永/折戸 さゆり 

[担当教員]  孔  麗 

【背景と目的】 

現在、日本は少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、それを外国人労働者で補っている。函館市

の農水産業も例外ではない。 

1年間の地域プロジェクトで技能実習生との交流を深め、また、技能実習生が働く現場への訪問や学識者の講

義を通して現在の日本の受入れ政策の知識を深めることを目的とする。そのうえで、外国人労働者と地域社

会の共生方案を模索する。 

【活動概要】 

①森町での交流会 ③市による受入れ体制

についての講演
④監理団体による講演

⑤産官学連携初の異文化交流会 ⑥新規技能実習生との交流会

⑦ＪＡ技能実習生訪問 ⑧水産加工企業訪問

②学識者による韓国の

外国人労働者の実態
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【活動成果】 

・書道や歌を通して、日本の文化を体験してもらった。また、フリートークの時間では森町で働く技能実習生たち
の生の声を聞くことができた。（写真①）

・外国人労働者についての映画を鑑賞した後、日本と比較しながら韓国の外国人労働者の実態について講演して 
いただいた。（写真②）・行政の立場から技能実習生の受入れ態勢や、在住外国人へのサポートについて講
演していただいた。（写真③）

・管理団体の方から、函館の技能実習生の労働状況や制度、課題を学んだ。（写真④）

・函館市役所との共催で、管理団体や受入れ企業、技能実習生、地域の方を招き異文化交流を行った。生け
花、中華餃子づくりを通して、技能実習生との交流を図った。（写真⑤）

・日本で生活していく中で知っておくべきことの発表や若者の間で流行している日本の文化紹介を行った。ま
た、切り絵やダンスなどの活動を通じて新規技能実習生との交流を行った。（写真⑥）

・農業に携わる技能実習生の仕事内容や生活状況を学んだ。また、技能実習生とベトナムの文化について交
流を深めた。（写真⑦）

・函館市内の水産加工企業の技能実習生受入れの経緯や実態について学んだ。また、工場で実際に技能実
習生が働いているところを見た。（写真⑧）

【総括と反省・今後の課題】 

① 技能実習生たちは、みな友好的で日本に対して好印象を抱いてきているが、新規技能実習生は日本語

能力が乏しい。

② 韓国及びアジア諸国の外国人労働者の制度から、日本の政策も再構築する必要があることを知った。

③ 道南地域の技能実習生の生活環境は、我々の持つ悪いイメージとは異なったものであった。

④ 技能実習生の問題は、他人事ではなく、身近に迫っている外国人との共生の問題である。

これからは、技能実習生が日本語能力を向上させるための支援策を考え、また双方向の異文化交流を行っ 
ていく必要がある。また、諸外国から働き手を持続的に確保するには、健全な受入れのための対策を急がな
ければならない。 

【地域からの評価】 
・技能実習生と地域住民のお互いにとって有意義

な活動であった。（函館市）

・日本の労働者不足が問題視されており、受け入

れについての整備が大変な時期である中、早く

からこの問題についてのテーマを掲げており、熱

心な活動を拝見した。（企業）

・外国人の皆さんに就労現場・学校以外で日本・函

館について知ってもらう機会は大変有意義であっ

た。（市民）
・大変良いテーマ・活動であった。（監理団体）（市

民）

などの声が寄せられた。 

また、今後は「技能実習生との交流活動を継続

してほしい」（函館市）（管理団体）などの要望の声

があった。 

私たちの活動は『北海道新聞』に 4 回、『函館新 

聞』に 2 回掲載された。 

【年間スケジュール】 

＜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 （2019 前期～2019 後期） 

クルーズ船で函館を訪れる外国人観光客に対する

函館の魅力の発信と日本語支援 

【メンバー】 [学  生] 秋田 淳希/阿部 彩乃/伊沢 はるか/梅木 萌花/大下 愛里咲 

大屋 しずか/近藤 紫乃/近藤 菜々美/佐々木 愛佳/佐藤 樹 

福田 竜翔/吉田 萌々音 

[担当教員] 佐藤 香織 

【背景・目的】 

クルーズ船で函館を訪れる外国人観光客にもっと函館の魅力を発信したいという函館市からの要望 +「観

光コンシェルジュ」実習で行った取り組みをさらに発展。 

【概要】 

クルーズ客船で来航する外国人観光客に函館の魅力を楽しんでもらうために、お土産のニーズ調査、フィ

ールドワーク、クルーズ船の乗客用の観光マップ作製等の企画に取り組む。 

【プロセスと成果】 

7 月にダイヤモンドプリンセスで第一回の折り紙講座を実施し、8 月から 10 月にかけて反省と次回の構想を

行った。11 月には、第二回折り紙講座とアンケートを朝市広場で実施し、12 月に反省とアンケート結果の集計

を行い、そして 1 月にはそのアンケート結果を踏まえ、クルーズ船の乗客に向けたマップを作成した。 

アンケートを行った目的は、クルーズ船観光客が函館に何を求めているかを調査すること(お土産等)。

7 月 29 日にダイヤモンドプリンセス船内で実施した第一回折り紙講座では、前期に行ったニーズ調査から、

体験型アクティビティとして折り紙を体験してみたいという観光客の声に応えることと、日本の文化に触れなが

ら函館の魅力や観光客のニーズを聞き出すことができた。講座内容として、最初に日本の折り紙文化の概要

と歴史を紹介し、次にハートや紙飛行機を折る折り紙のアクティビティを行い、最後にアンケートと事前に折り

紙で作成したお土産の配布を行った。後日、函館新聞にも活動の様子が掲載された。 

アンケート結果から、参加者の満足度は非常に高く、折り紙を使ったお土産はとても喜んでもらうことがで

き、また、日本文化を体験してみたいというニーズを改めて感じることができた。 

11 月 19 日に実施した第二回折り紙講座では、第一回折り紙講座の反省点を踏まえて、観光客とより多くの

コミュニケーションをとる活動を行うことと、函館の文化紹介も織り込んだ、より内容の濃い活動を行うことを目

指した。人数制限を設けた少人数での折り紙を通した交流と、五稜郭の歴史の紹介、そして、参加者が折った

折り紙を使った一枚のアートの作成を行い、人数制限を設けることによって観光客一人一人と充分にコミュニ

ケーションをとることができた。また、どんなお土産にニーズがあるのかを活動中のコミュニケーションやアンケ

ートを通じて詳しく調査することができた。

第二回折り紙講座を通じて、クルーズ船内には生鮮食品やアルコールの持ち込みに制限があるため、Ｔシ

ャツやマグネットなどの船内に持ち込めるお土産を買う観光客が多かったということがわかった。また、函館独

自のグッズなどというよりは、漢字のＴシャツやお寿司のマグネットなどの日本を感じられる単純なものを買い

たいと考えているということも分かり、他にはウォーキングツアーのような主要な観光地をいくつか回れるツア

ーがあったら参加したいという要望や、移動手段が複雑であり、船外に出られる時間が短いということが原因

で、函館駅周辺で観光が完結してしまっているということを確認することができた。 

1 月に行ったマップ作成では、11 月の調査でわかったことである「クルーズ船観光客にとって函館の移動手

段は複雑であるため、函館駅周辺で観光が完結してしまうということ」、「船に戻らなければいけない時間が決

められているため、あまり遠くにいけないということ」、また、「ウォーキングツアーがあれば参加したい」という

要望があったことから、函館を元町エリアと五稜郭エリアに分け、主要な観光地を回るモデルコースの作成を

行った。 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期の反省として、お土産についての知識不足が挙げられたため、函館でどのようなお土産が観光客に人

気なのかを調査することと、観光客が函館で訪れた場所などを聞きだし、函館をよりアピールするためにはど

うしたらよいかを考えた。 

7 月にダイヤモンドプリンセス船内で実施した

第一回折り紙講座の振り返りをしたところ、想定

をはるかに超える 60 名以上の参加者が集まっ

たことで、一人一人とコミュニケーションをとるこ

とが難しかったという反省点が挙がった。 

11 月に朝市ひろばで実施した第二回折り紙

講座では、第一回折り紙講座の反省点を踏ま

えて、人数制限を設けた少人数での折り紙を通

した交流と、五稜郭の歴史の紹介、そして、参加者が折った折り紙を使った一枚のアートの作成を行い、観光

客一人一人と充分にコミュニケーションをとることができ、どんなお土産にニーズがあるのかを活動中のコミュ

ニケーションやアンケートを通じて詳しく調査することができた。しかし、クルーズ船の外で開催したため、観光

客への宣伝と集客が難しかった。

元町エリアと、五稜郭エリアに分

け、函館の主要な観光地を回るモ

デルコースのマップ作成では、今

後の課題として、モデルコースを書

いた函館観光マップを作成したも

のの、実際に使ってもらうことがで

きなかったため、内容の妥当性を

検証することまでは出来なかった

ことが挙げられる。 

今後の反省として、クルーズ船との関わりをどのように継続させていくかということと、外国人観光客に対す

る日本語支援をどのように行っていくかということが挙げられた。 

【地域からの評価】 

「クルーズ客船」は、近年注目を集めだした分野で

あり、更には船旅という特殊性、乗船客が寄港地に

求めるモノなど、まだまだ分からないことが多い。 

そのような中、本プロジェクトにおいては、手探りな

がら学生の皆さまには積極的な姿勢で取り組んでい

ただき、また、新たな発見があり、感謝申し上げた

い。 

今後の皆さまの更なるご活躍に期待いたします。 

（函館市港湾観光部 鶴岡 崇男 様） 

【その他】 

年間スケジュール 

4∼5月  函館を訪れるクルーズ船についての知 

識入れ、昨年度の活動をもとに年間の 

活動計画を作成 

7月29日 ダイヤモンドプリンセスで第一回折り紙 

講座を実施 

8月∼10月 第一回折り紙口座の反省と次回の構想 

・準備

11月19日  朝市ひろばで第二回折り紙講座を実施 

12月  反省とアンケート結果の集計 

1月 アンケート結果を踏まえ、クルーズ船の

乗客に向けた市内主要観光地を巡るマ

ップ作成

[第一回折り紙講座の様子] 

[第二回折り紙講座の様子] 
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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 （2019 前期～2019 後期） 

哲学カフェ 

【メンバー】 [学  生] 高沢 南/富原 日佳里/豊原 健吾/福井 麗来/浪波 友泰 

[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】 

前期では、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、ポスターや新聞、青いぽすと、函館蔦屋書店イベント情報、市内学校施設へのポスター設置、

SNS を利用した広報活動を行った。さらに、後期はケーブルテレビ NCV の協力のもと、45 秒程度の CM を放

送した。また、当日扱ってほしいテーマを事前に調査するため、学校祭でのテーマアンケートを行った。 

前期 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。会場は「函

館蔦屋書店」でさらに日曜日ということもあり、過去最高に近い人数の参加者が見られた。しかし、年代には偏

りがあり自分たちより若い参加者は見られなかったため、今後の課題となった。 

後期 12 月 7 日（イベント当日）は前回と同じプログラム、時間帯、会場でイベントを行った。前期は開催が日

曜日で後期は土曜日だったためか、前期より参加者は少なかった。しかし、後期は高校生の参加者が見られ

たり、以前の参加者が再来したりなど、新たな成果が感じられた。

↑前期ポスター ↑後期ポスター ↑NCV での CM 撮影
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【総括と反省・今後の課題】 

前期の反省点は、小・中学校、高校への広報活動への成果が見られなかったこと。また、後期も NCV で放

送された CM からの参加者が見られなかった。全体を通して、広報活動への改善点、工夫が課題となった。 

広報活動においては、様々なジャンルに挑戦することができた。前期には、新聞社や青いぽすとなど、後期

では NCV での CM 放送などが新たな広報活動として挙げられる。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。 

開催場所を一定にしたことから、イベントに定期的に参加していただける参加者が現れたことにやりがいが

強く感じられた。また、後期では高校生の参加者や他大学の生徒、また外国人の方の参加が見られた。それ

により、前期より深い議論を行うことができた。 

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、NCV での CM 放送の効果が見ら

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。

・SNS、スマホについて

・AI について

・文明と環境

・人はどうして単純に生きられないのか

・恋愛とは

【地域からの評価】 

前期の開催のアンケートからは、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。後期でも、「定期開催を希望します」という声

をいただいた。 

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。また、話し合いの

雰囲気の程度を聞く項目をアンケートに追加したとこ

ろ、雰囲気が悪いと感じている参加者は見られなかっ

た。 

当日は、「前回来てとても良かったので、広告を見

てまた来た」と話してくれる参加者がいた。初めて参

加する方からも、「このような機会はあまりないので楽

しかった」「来てみてよかった」という声をアンケートか

らではなく、実際に肉声で参加者から聞くことができ

た。 

【その他】 

年間スケジュール 
前

期 

4 月 プロジェクト開始 

今後のスケジュール確認 

5 月～ テーマ・開催場所決定、企画構想・

広報活動、イベント準備

6 月 23 日 函館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１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 

後

期 

10 月 企画構想、テーマ・開催場所決定 

11 月～ 広報活動・イベント準備 

12 月 7 日 函館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 2 回

哲学カフェを開催 

以降 総反省 



北海道教育大学函館校

Project 

⑧ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

地域でのチーム活動を通じたウェルビーイング： 

グループダイナミクスの視点から 

【メンバー】 [学  生]   吉田 壮汰/高橋 すみれ/久保 雄大/岩脇 眞之丞/藤田 祐哉/金ケ森 凜 

[担当教員]  菅原 健太 

【背景】 

本プロジェクトでは、地域でチームによる活動が起こる原理について一部、明らかにすることを目指した。そ

の背景として、なにか熱中できるチーム活動が、たとえ小さな町であっても心身ともに健全で、満足した生活が

送れる状態を指す「ウェルビーイング」（well-being）に貢献するのではないかと考えたためである。 

【目的】  

本プロジェクトの目的は、地域で人々が熱中できるチーム活動を調査し、その活動からウェルビーイングが

得られる条件を抽出することである。そのために、一部の地域で根付く「ゲートボール」(gate ball)を取り上げ

た。その競技にプロジェクトメンバーが実際に参加し、フィールドワークを通じてプレーヤーからの「語り」

(narrative)を得た。その参加記録を質的に分析し、「動機づけ」 (motivation)、「コミュニケーション」

(communication)、そして「グループダイナミクス」(group dynamics)等の知見をもとに解釈した。 

【概要】 

上述の目的に沿って、本プロジェクトでは、地域及び国内外で競技として行われているゲートボールについ

てレビューした。その中で、ウェルビーイングの視点から、ゲートボールのプレーヤーが、その競技に長期的に

熱中できる条件・要素について探った。それと同時に、地域での調査から、函館市戸井運動広場でゲートボー

ルを行う方々を調査対象者に選定した。選定理由には、本プロジェクトメンバーとの交流・共同活動において

好意を得られたことにある。

【プロセスと成果】 

前期に函館市戸井運動広場での初回のフィールドワーク（2019 年 7 月 15 日）を本プロジェクトでは実施し

た。プロジェクトメンバーは、初めてゲートボールに参加し、そのプレイ自体は上手くできなかった。その一方

で、対象者である地域のプレーヤーに教えてもらいながら、技術的な向上を体験する中で、積極的なコミュニ

ケーションが生まれていることに気がついた。さらに、対象者から、ゲートボールは道内ではあまり盛んに行わ

れていないため、もっと盛んになってほしいとの記録が得られた。

後期には、令和元年度第 2 回函老連東部方面地区連絡協議会ゲートボール大会（2019 年 10 月 15 日）を

見学した。前期にフィールドワークを行ったチームや他チームからも、好プレイが出ると「ナイス」などの声掛け

が盛んに起こり、プレーヤー同士による主体的なコミュニケーションが見られた。続いて、調査対象者との活動

を冬期間により室内ゲートボールで行った（2019 年 11 月 16 日）。プロジェクトメンバーは、試合をこなすごとに

チーム内で戦略等を話し合う機会も増え、積極的なコミュニケーションを図れるようになった。今回はゲームに

加え、昼食を一緒に取り、より深い語りが得られるように試みた。これらのフィールドワークを通じて対象者か

ら得られた記録は下記の通りである。 

(1) 大会では違う地域の方とも交流できるため、楽しみにしている。

(2) 他の地域同士の交流として、自宅に遊びに行くこともあり、他の地域について知ることができる。

(3) 小学生の孫の姿も見られ、ゲートボールを若者世代につなぐ架け橋になるのではと期待している。

(4) プレイヤーは 80 代が多く、最高齢は 91 歳であり、高齢化が激しく、チーム数も減少しているため、若者

にも広まってほしい。



北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】 

前期は、自分たちで新たなコミュニティに足を踏み入れ、ゲートボールを通して、普通に過ごしていては出会

えなかった地域の方々と交流することができた。また、前期中間発表を経て、ゲートボールの歴史やルールに

関する知識を共有し、プレーヤーの減少や高齢化などの課題にも目を向けた。

後期は、地域の方々との交流がより深いものとなった実感がプロジェクトメンバーそれぞれから生じた。地

域の方々とゲートボールをプレイする他、ゲートボールの大会の見学から、より広範囲な地域の繋がりを見る

こともできた。前期の活動と比較して、活動の回数を重ねるごとにプレイ中の声掛けが盛んになり、チームプレ

イも多く生まれた。スポーツを通した人と人との繋がりを感じられた。

調査の限界として、1 チーム（1 フィールド）の調査にとどまっているため、結果の一般化には限界がある。ま

た、フィールドワークを通じて質的データは得られたが、その回数は 3 回にとどまった。そのため、より詳細な

データが得られた可能性がある。

上述の限界はあるものの、本プロジェクトでは、チーム活動がもたらすウェルビーイングをプロジェクトメンバ

ーが直に感じることができた。地域の方々にとって、ゲートボールを通じてコミュニティに参加することは楽しみ

であり、これが日々の生活や人生の幸福に繋がっていることが明らかになった。

今後の課題として、ウェルビーイングを中心概念として、地域のコミュニティに継続して参加し、大学と地域

の繋がりを捉えることが浮上した。

【地域からの評価】 

前期では、地域の方からは元気な若者とゲートボ

ールができてよかったなどの評価であった。続いて、

後期には、大会の観戦や実戦の参加、そして昼食を

共にして関係を深め、私たちのように学生の参加か

ら、次世代にゲートボールが繋がるのではないかと

の評価を得た。さらに、全活動を通して、活気ある若

者と一緒にプレイする機会が初めてだったので満足

することが出来たとの評価も得られた。 

【函館市戸井運動広場にて】

【その他】 

年間スケジュール 

ウェルビーイングに関わるテーマ設定（4～5 月）

地域でのゲートボール活動に関する資料収集（6 月）

地域でのゲートボール活動に参加（7 月）

中間発表（7 月）

地域でのゲートボール活動に参加（10～11 月）

フィールドワークの振り返り（12 月）

成果発表の準備（12～1 月）

成果報告書の作成（2 月）

【函館市戸井運動広場にて】 

【謝辞】 

本プロジェクトにご協力頂いた函館市戸井のゲート

ボールプレイヤーの皆様に感謝申し上げます。 
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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 （2019 前期～2019 後期） 

口承文芸と現代の地域 

～道南の義経伝説について考える～ 

【メンバー】 [学  生] 庄司 早希/澤田 万由子/三橋 果歩/須田 萌々子/鑓水 真輝 

[担当教員] 高橋 修 

【背景・目的】 

個々の地域の持つ独特の伝承が、口承文芸として受け継がれていく時代は終わってしまったが、そうした

伝承が地域の人たちにとって持つ意味は、決して無くなってしまったわけではないと考えられる。このプロジェ

クトでは、義経伝説を題材として、口承文芸が現代の地域にとって持つ意味を、「観光」という視点を重視して

考えていく。

【概要】 

義経伝説とは、源義経が東北や北海道、大陸にまで生き延びたのではないかという伝説である。まずは、

プロジェクトメンバー全員がこの北行伝説について、文献調査を通して学んだ。また、役割分担をして道南諸

地域へ訪問調査を行い、それぞれの地域にとっての伝説の位置づけを、自分たちなりに確認した。その後は

それまでの調査内容をさらに掘り下げ、松浦武四郎やアイヌ民族と義経の関係、伝説の担い手として旅人論

などについても文献調査を行った。さらに、本学名誉教授の佐々木 馨先生と、乙部町公民館学芸員の藤田 

巧さんをお招きし、伝説の持つ力や、新たな見解についてお聞きし、自分たちの考えを深めた。プロジェクトの

最後には、道南の義経伝説を伝えていくために、これまでの学びをブックレットにまとめた。 

【プロセスと成果】 

<前期> 

・文献の調査・発表

・訪問調査のための下調べ

・訪問調査と訪問記の発表

・中間発表準備

<後期> 

・佐々木 馨先生をお招きし、お話を伺う

・藤田 巧さんをお招きし、お話を伺う

・函館市内の訪問調査

・祭論、旅人論、アイヌ民族などについて、文献調査

・ブックレット作成

・成果発表会準備

（ポスター発表の際、藤田さんと撮影した写真） （藤田さんのお話をお聞きする様子） 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期は、文献調査に力を入れ、メンバー全員が東北、北海道、大陸に渡る義経伝説の概要を把握し、さら

に武蔵坊弁慶や梶原景時などの主要な登場人物の情報や、義経伝説について様々な考えを持つ学者の意

見についても、学ぶことができた。前期の締めくくりの活動としては、松前、知内、乙部、寿都、江差の 5 つの

地域に着目して、文献調査をした上で現地訪問を行い、各地域における義経伝説の位置づけを確認すること

ができた。前期は、伝説と観光を関連付けて、何らかの形で地域を盛況させられないかと考えていたが、プロ

ジェクトの具体的な最終目標が見いだせなかったことが反省点であった。 

後期はまず、義経伝説に関して、旅人論や祭など新たな視点から文献調査を行った。また、本学名誉教授

の佐々木 馨先生と、前期の現地訪問の際にお会いした、乙部町公民館学芸員の藤田 巧さんをお招きし、

義経伝説についてそれぞれの見解をお聞きすることができた。最終的には 1 年間の調査の内容を 1 冊のブッ

クレットにまとめ、藤田さんや、興味を持ってくださった福島町役場の平野 松寿さんから評価をいただくことが

できた。

1 年間を通して、文献調査を主とした学び中心の活動となったため、プロジェクトの方向性を決めるのが遅く

なってしまった点と、全体を通して、指導教員の高橋 修先生のお力に頼りすぎてしまい、学生主体でプロジェ

クトを進めていけなかった点の 2 点が反省点であった。今後の課題としては、作成したブックレットの活用方法

を考えていくことが挙げられる。

【地域からの評価】 

乙部町公民館学芸員の藤田 巧さんからは、ブック

レットの構成について、コンパクトにまとめられていて

読みやすく、内容の濃さについても、義経伝説を知ら

ない人から、ある程度の知識を持った人まで、幅広く

満足できるものになっているという評価をいただい

た。また、ブックレットに用いた書体や訪問地の地図

など細かい部分についても、読みやすさにつながると

良い評価をいただいた。改善点としては、一部の文字

色を変更することで、より見やすくなるのではないか

とアドバイスをいただくことができた。

さらに、福島町役場の平野 松寿さんからお声をい

ただき、福島町へ訪問し、ブックレットをお渡ししてお

話をお聞きすることができた。そこでは、ブックレット

の活用方法について、自治体の HP に掲載したり、

SNS や動画サイトなどを用いて地域内外に発信した

りすることもできるのではないかというお言葉をいた

だいた。また、福島町と深く関わっている矢越岬につ

いて、福島町史などに基づいてお話をしていただき、

ブックレットの内容についてもよくまとまっているという

評価をいただくことができた。 

【その他】 

■年間スケジュール
前

期 

 4 月 ・文献調査の役割分担

・平家物語における義経像を学ぶ

5 月 ・源義経の生涯（史実の確認）

調査、発表

・義経記の調査、発表

・東北、北海道、大陸の伝説の

調査、発表

・訪問調査の下調べ

 6 月 ・奥州藤原氏や伝説否定派に

ついての調査、発表

・武蔵坊弁慶や梶原景時につい

て調査、発表

・松前、知内の訪問記発表

 7 月 ・乙部、江差、寿都の訪問記発表

・中間発表

後

期 

10 月 ・祭論、旅人論の調査、発表

11 月 ・佐々木 馨先生の講和

・松浦武四郎とアイヌ民族、観光

と伝説について調査、発表

12 月 ・藤田 巧さんの講和

・ブックレットの原稿執筆

1 月 ・ブックレット作成

・成果発表会準備

2 月 ・プロジェクト最終成果発表

・福島町訪問
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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 （2019 前期～2019 後期） 

函館の国際交流の現状と課題 

【メンバー】   ［学   生］  中村 姫奈子/中山 穂乃花/山内 雪華/見田 昌介/楡井 里空/長谷川 桃香

阿部 紬/船橋 大和/野口 快人/下山 めぐみ/高橋 黎/池田 皓太郎 

［担当教員］  河 錬洙 

【背景】 

この活動の背景として、函館が日本有数の観光都市であり、古くから多くの外国人が訪れ国際交流が盛ん

におこなわれてきた、ということがある。これらから、函館の国際交流の現状を把握し課題をあぶりだしたうえ

でどのようなアプローチが可能かを学生目線で検討することにした。 

【目的】 

函館の国際交流の現状を種々の活動に参加、自らの足で探し、課題を見つけ検討する。 

【概要】 

函館民俗芸術祭（以下 WMDF）、HIF 地球まつり（以下 HIF）、動画を制作し函館を発信する（以下映画）、と

いう 3 つの活動に細分化し、それぞれの視点で函館の国際交流、函館の観光資源を調査、把握しどのように

発信するか、どのようなことが求められるかを検討し発信した。そうすることでより多角的に函館を見ることに

した。 

【プロセスと成果】 

［WMDF］外国人が多数参加する函館民俗芸術祭にスタッフとして参加した。そこで感じた函館の魅力を、

Instagram を利用して発信し、函館観光の可能性を広げようとした。前年度から使っている＃HAKODATE のア

カウントで WMDF のブースや函館市内の飲食店の写真をコメントや店舗情報を記して投稿した。平均的に 136

リーチをマークした。そのうち一つは韓国語で投稿した。その結果リーチ数は 100 近く増えた。

［HIF］前期は主に全体会議に出席した。後期は地球まつりに合わせてアンケートなどの作成を行った。成果と

しては地球まつりの実態を知ることができた。また、独自のアンケート調査を行ったことで地球まつりの課題や

改善点、ニーズを知ることができた。 

［映画］前期は映像作品として「飲んで、すすって、喧嘩して」1 本とそのメイキングをはじめとした作品を制作し

た。2020 年 2 月 10 日現在の視聴回数は本作とその関連動画含めて 823 回再生であった。しかし、これでは

効率が悪いとのことから、後期は映像作品 1 作とロケ番組の制作に取り組んだ。後期の映像作品「Fall in you」

は同様に 1,148 回再生だった。更にロケ番組「函探」は、学生目線での函館紹介番組として制作し、同様に

1,100 回再生であった。
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【総括と反省・今後の課題】 

［WMDF］ボランティアスタッフの募集告知が不十分で参加人数が少なかった。また、Instagram の投稿数を増

やすことができなかった。 

［HIF］授業などの兼ね合いで事前会議にすべて参加することができず、中途半端になってしまった。またアン

ケート調査の開始が遅くなり、数を集めることができなかった。また、例年行っていたブースの出店を辞退した

ため広報などでしか貢献できなかった。課題としては今後この地球まつりにどのように参画していくかを考えて

いく必要がある。

［映画］我々の作品を通して広く函館を発信するためのきっかけを作ることができたと思う。しかし、視聴者層

が固定されてきたりするなど、効果は一時的なように思われるし、この動画によりどのくらい函館の観光に寄

与したかは不透明である。また、これらは継続して行わないと意味をなさないように思われるため、これからも

継続的な動画の作成が求められる。 

（写真：左から撮影中の一コマと、Instagram の投稿の一部） 

【地域からの評価】 

［WMDF］WMDF の運営事務局からは、大変な中協力

をいただいたことに関する感謝をいただいた。また、

Instagram の投稿を見た人からは、ぜひ食べに行って

みたいなどの声をいただいた。 

［HIF］HIF の担当者から「人手がいない部分を補って

くれて助かった」と感謝の気持ちを聞くことができた。

またアンケートも今後のまつりに活かすとのことで、

行ってよかったと思う。 

［映画］視聴者からは、「より函館を知るきっかけにな

った」であるとか、「視点が面白い」「これを参考に函

館を歩いてみたい」など、大変興味を持ってくれたよう

な意見や評価を多数いただいた。また、これをモデル

に函館観光をしてみた、という方もいた。企画を大事

にやってきた我々にとってはとてもうれしい評価であ

った。

【その他】  活動スケジュール（一部略） 

WMDF HIF 映画 

5月 活動スタート 

6月 スタッフミ

ーティング 

第 1 回

会議 

1 本目 

撮影 

7月 説明会 中間 

発表 

中間 

発表 

8月 スタッフと

して参加 

第 2 回

会議 

2 本目 

制作開始 

9月 Instagram

活動 

第 3 回

会議 

10月 ↓ 参加 2 本目 

撮影 

11月 ↓ アンケー

ト集計

「函探」 

開始 

12月 ↓ 振り返り ↓ 

1月 ↓ ↓ 

2月 成果発表会 
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Project 

⑪ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

外国人の目線で函館の国際化を考える 

【メンバー】 [学  生]  岸本 純枝/山吉 麻衣/鵜沼 望月/青木 柊/工藤 彩/佐藤 理沙 

中村 啓志/三浦 叶太郎/佐藤 楓/吉田 辰哉 

[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、外

国人が水産加工など地場産業を支えている。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】 

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 5 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。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は函館の地場産業を支える

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は函館市教育委員会と連携し、2019年度前期に八幡小学校、後期に千代田小学校で開講。中島児童館

や五稜児童館でも開講できた。②は前期に縁日大会を開催、後期にベトナム料理教室と書道体験の交流会

を開いた。 

【プロセスと成果】 

➀小学生に対する「異文化理解講座」の開講

2019 年度前期では、公立小学校での異文化理解講座の開講を目標に、函館市教育委員会の皆様と協力

しながら、準備を進めた。小学校での英語教育が変わることを考慮し、アクティビティや文化に関する説明の

ほか、英語によるやり取りを交えた講座を 7 月に八幡小学校で実施した。後期においては前期の反省で挙げ

られた講師の幅を増やすために、韓国、マレーシア、イギリスの留学生3人に講師を依頼し、講座を開講した。

児童館では韓国とマレーシアの文化の体験やアクティビティを行い、英語圏以外の文化に触れる機会をつくる

ことが出来た。小学校ではイギリスからの男子留学生に講師をしてもらったが、彼のルーツはソマリアというこ

とで、イギリスは、多様性がある国だということを知ってもらえた。アンケートでは「英語を話せて楽しかった」

「韓国に行ってみたいと思った」などの意見をいただき、外国への興味をもってもらうことができた。  

②技能実習生と市民の交流会

2019年度前期は市役所との共催、本校の体育館を使用し縁日大会を行った。実習生は 34 人が参加、全員

が浴衣を着用。日本人市民も大勢参加し、100 人近い参加者で賑わった。実習生、日本人市民混合チームを

編成し、射的やヨーヨーすくい、輪投げなど様々な催しを楽しんだ。同年度後期には市役所との共催で、ベトナ

ム料理教室と書道体験を実施した。実習生 16 名、日本人市民 32 名が参加。実習生 2 名を講師として、生春

巻きや揚げ春巻き、書道を通して交流を図った。参加者から「ベトナム料理を作ったので故郷を懐かしく思っ

た」（ベトナム人実習生）、「技能実習生と関わったことがなかったので良い機会だった」（日本人公務員）との感

想が出た。

左：中島児童館での様子（2019 年 11 月） 右：実習生との交流会（2019 年 12 月）



北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】 

➀前期では公立小学校、および児童館での講座の開講を実現することができた。小学校の講座後は児童

と一緒に給食を食べる時間もあり、講師の方とより長く触れ合い、コミュニケーションをとっていた。しかし、一

人の講師に児童館と小学校両方で講演してもらったため、同じ講座を二度受けた児童もいた。そのため講師

の幅を広げていくことが反省に挙げられた。後期は前期の反省をもとに出身の異なる 3 人の講師に依頼し、

場所を変えて講座を実施した。これによってさまざまな国の文化に関する講座を実施することができ、短い期

間で多くの講座を開講できた。講座の準備を講師の方と一緒に行うことで私たち自身が異文化について知る

とともに、どのようにしたら小学生が理解できるかなどのアドバイスをし、より分かりやすい内容にできたと感じ

ている。また、講座を行う留学生たちは日本語を母語としていないため当日の対応に戸惑う場面が見られた

ため、子供たちと留学生との間に入りコミュニケーションを助ける必要があるという反省が挙げられた。そして

このプロジェクトを続けていく場合、どのように発展させていくか、講座の開講のほかに異文化理解を深める方

法はないかということが今後の課題として挙げられる。今回講座を開講するという事前のアナウンスがあり外

国の方と接してもらったが、街中で突然異文化の方と接する機会が生じた際にどのように行動していけばよい

かを体験する機会も必要だと考える。 

②技能実習生と市民の交流会では、2019 年度前期「縁日大会」を開催した。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。しかし、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点であった。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。同年後期には

「ベトナム料理教室と書道体験」を実施したが、実習生の募集が捗らなかったこと、会場の規模の事前把握が

甘かったことが反省として挙げられる。また、雰囲気に馴染めない参加者へのフォローを徹底することができ

なかった。今後の課題としては、参加者の事後のフォローアップの強化、実習生と日本人市民が継続的に交

流できる場所を作り出したい、と考えている。 

【地域からの評価】 

 異文化理解講座では、開講した小学校の担任の

先生よりこのような機会はなかなかないので今後も

続けてほしい、というコメントをいただいた。また、児

童館で講座をした際に、一般の方や保護者の方にア

ンケートを実施した結果「子供にとって貴重な機会な

のでまた参加したい」という意見のほか「大人や上級

生向けにもぜひやってほしい」といったお言葉をいた

だくこともできた。幼いころから偏見や差別をなくすた

めの活動も大事であるとともに、大人になってからも

っている偏見を、「理解」という形で無くしていくための

活動も重要であると考えるきっかけになったのではと

考える。

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あってよ

かった、また開催するなら参加させたい」と好意的な

反応があった。一般市民からも「実習生は明るく、頑

張っているイメージになった」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のではな

いだろうか。 

北海道新聞、函館新聞などが 10 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。

【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 

前

期 

 4 月  ➀留学生に講師の依頼

➀児童館訪問

➁企画考案

 5 月  ➀➁チラシ作成

 6 月  ➀➁新聞取材、FM いるか出演

➀五稜児童館で講座を開講

➁縁日大会開催

 7 月  ➀八幡小学校で講座を開講

後

期 

10 月  ➀➁プロジェクトの方針決定

➀講師及び小学校に連絡

11 月  ➀中島児童館にて講座を開講

➁企画書、チラシ作成

➁函館新聞による取材

12 月  ➀講座を開講する小学校の決定

➀教育委員会、児童館との

打ち合わせ

➁北海道新聞による取材

➁技能実習生との交流会開催

 1 月  ➀五稜児童館にて講座を開講

➀千代田小学校で講座を開講
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Project 

⑫ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

函館と演劇文化 

【メンバー】 [学  生] 袴田 幸枝/斉藤 麻衣/佐藤 晴佳/小川 涼子/西内 陽菜 

白石 隼也/山口 百香/櫻庭 水玖/岡 篤志 

[担当教員] 星野 立子 

【背景】 

様々な人・団体が地域を構成し、多様な角度から地域の課題解決、活性化に向けてアプローチしている。

中でも私たちは函館の演劇文化に焦点を当て、函館という地域と演劇文化との関わりについて調べた。その

中で、有機的な結びつきがあるかを探り、両者にとっての良い結びつきについて考えた。 

【目的】 

演劇の視点から地域貢献をとらえることで、自らの地域との関わり方を模索し、函館と演劇文化の良い結び

つきについて捉えることを目的とした。 

【概要】 

目的を達成するため、調査方法として函館市内を中心に劇団や演劇鑑賞会の方など演劇に携わっている

方々へ各々インタビューを行い、最終的にシンポジウムを行った。また、メンバー全員が演劇と近い関係には

なかったため、まずは演劇に触れることから始めようと、函館演劇鑑賞会 事務局長の鈴木氏に招待していた

だき自らも演劇を鑑賞し、かつ搬入・搬出作業にも関わらせていただいた。 

【プロセスと成果】 

前期は、演劇関係者へのインタビューや演劇鑑賞などを中心に行った。初めに、平田オリザ著の『芸術立国

論』を読み、演劇とは一体どのようなものなのか、演劇は地域にどのような影響を与えるものなのかということ

について理解していった。その上で、演劇関係者の方々へのインタビューを始めた。函館演劇鑑賞会事務局

長の鈴木 順子氏へのインタビューでは、演劇とはどのようなものなのかについて、改めて知ることができた。

また、演劇の性質や人々の演劇に対する受け取り方などについても学んだ。次に、私たちは、劇団 G4、劇団

41×46、劇団 bab、劇団 PaP、劇団はこだて、芝居組「虎」、函館野外劇の会へのインタビューを行った。各劇

団へのインタビューを行い、函館には予想以上に多くの劇団が存在していることが分かった。また、函館という

地域における劇団同士の強い繋がりや、函館における演劇の新規の鑑賞者獲得、演劇を行う場所の少なさと

いう新たな課題を発見できた。そして、テアトル・エコー「もやしの唄」を観劇し、 

演劇そのものを実際に感じることで、演劇の魅力を再確認した。また、公演前と 

後には、舞台搬入搬出作業にも参加させていただき、演劇がどのように作られ 

ていくのかを自分たちの目を通して学ぶ貴重な体験となった。このように、前期 

では主に函館での活動を行ってきたが、演劇の実態をより理解するためにも、 

他地域における演劇調査が必要だと感じた。 

そこで、後期は、青森演劇鑑賞協会事務局長の鎌田 秀勝氏のお話を聞きに行った。 

また、俳優・脚本家・演出家の小島 達子氏のお話を聞きに、札幌にも行った。様々な 

地域における演劇の実態を聞くことで、函館の演劇との共通点や異なる点を見つけることができた。そして、

改めて劇団 41×46 の館 宗武氏のお話を聞き、演劇を新たな視点から捉えることができた。演劇は、多様で

あり、一人ひとりが考える演劇はそれぞれ異なるものであるということを学んだ。また、私たちは、シンポジウ

ム「演劇を創る、演劇を観る」の開催も行った。パネリストとして、函館演劇鑑賞会の鈴木 順子氏、劇団 41×

46 の館 宗武氏、ひろさき演人の鎌田 龍氏の三人の方に協力していただいた。演劇を創る側の三人の方々

と、演劇を観る側である市民の方々の演劇に対する意見交換という貴重な場を設けることができた。地域だか

らこそつくることのできる演劇、地域における演劇の課題など、今後の演劇における課題と可能性について新

たな発見を生み出す機会となった。

シンポジウムの様子
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【総括と反省・今後の課題】 

前期は、主に函館で活動している劇団や、演劇に関わる方へのインタビューを行い、函館における演劇の

活動内容、函館で演劇をする良さ、難しさなどをお聞きすることで、劇団が置かれている状況を把握すること

ができた。また、「もやしの唄」をプロジェクトメンバー全員が観劇し、観る側として演劇に実際に触れてみるこ

とで、演劇のメッセージ性の強さや人の心を安らげるという演劇の良さに気づくことが出来た。さらに、観劇前

と観劇後は舞台装置の搬入・搬出に携わらせていただき、創る側として演劇に触れることで、演劇は一人では

成り立たず、観客席からは見えない多くの人たちの協力があって成立するということを、身をもって知ることが

出来た。 

後期は、函館だけでなく青森や札幌で演劇に関わる方々へのインタビューを行い、地方で演劇を行う意義

や課題の共通点などを認識することができた。また、演劇とは何かというお話を改めて伺うことが出来、演劇

の高い価値を再認識することができた。 

そして、後期の新しい試みとして、演劇を創る側と観る側が話し合う場を設けるシンポジウム「演劇を創る 

演劇を観る」を開催した。このシンポジウムでは、創る側として 41×46 主宰の館 宗武氏、ひろさき演人主宰

の鎌田 龍氏、観る側として函館演劇鑑賞会事務局長の鈴木 順子氏をお迎えし、広告をみて集まっていただ

いた一般の方々約 30 名と有意義な話し合いをすることが出来た。このシンポジウムの具体的な成果として

は、地方演劇に共通する課題として、演劇の価値が認められていない、演劇に関わる若者が少ない、地方の

演劇が衰退傾向にある、という 3 つが挙げられた。また、これらの課題への対策として、演劇に触れる機会の

増加、国の協力、演劇の価値を広める活動が必要なのではないかという結論に至った。加えて、現在は創る

側からワークショップ、観る側から学生無料招待講演が行われているということも明らかになった。 

前期の活動と比較して、函館で演劇を行う上での課題の把握のみならず、それに対する解決策を話し合

い、提案することができた。一方で、演劇の価値を伝える活動の必要性が後期での活動によって新しく浮かび

あがり、その活動については今後考える余地がある。 

1年間の活動を通して、目的である演劇と地域の有機的な結びつきを捉えることができているように感じた。

また、演劇へプロジェクトメンバーが直接関わったり、演劇関係者への直接的なインタビューを重ねたりするこ

とによってプロジェクトをさらに効果的なものにすることができた。 

【地域からの評価】 

  函館演劇鑑賞会より、テアトル・エコーの『もやしの

唄』公演の手伝いについて評価を得、また公演に寄

せた感想文に高い評価をいただいた。 

シンポジウム「演劇を創る 演劇を観る」のアンケー

ト（回答 24 件）では、次のような評価やコメントがあっ

た。「演劇を創る側・観る側両方の視点を聴くことが出

来、たいへん有意義でした（20 代）」「若い観劇者、演

者というのが地方でやっていく中で課題になっている

というのが良く分かりました（20 代）」「演劇のプロとア

マチュアとの違いや地方劇団ならではのおもしろさな

どの話がおもしろかった（60 代）」「地域で演劇にたず

さわる人に、今後も善戦していただきたい（60 代）」

「地域に根付いたものを作ろうという情熱がものすごく

伝わってきたし、素晴らしいことだと思います（30 代）」

「このような機会は函館にもっと必要だと思った（30

代）」「41×46 にぜひ出演させてほしいです。私は演

劇が好きなので、この日本から素晴らしい演劇をなく

したくないです（10 代）」

成果発表会については、「分かりやすかった」「資

料が見やすかった」という評価があった。 

【その他】 

年間スケジュール 

《前期》 

4/19   プロジェクト始動 

5/10   鈴木 順子氏（函館演劇鑑賞会 

事務局長）へのインタビュー 

5/18～ 函館市内の各劇団へのインタビュー 

6/3    平田オリザ『芸術立国論』を読む 

6/21  「もやしの唄」観劇、搬入・搬出作業 

の手伝い 

7/12   函館野外劇観劇 

《後期》 

10/24  館 宗武氏（41×46）のお話を伺う 

11/4   青森にて、鎌田 秀勝氏(青森演劇鑑賞協会

事務局長）のお話を伺う 

12/7   札幌にて、小島 達子氏（俳優・脚本家・演出

家）のお話を伺う 

1/25 シンポジウム「演劇を創る 演劇を観る」開催
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Project 

⑬ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

国際政治の観点から持続可能な暮らしを提案する 

【メンバー】  [学  生]  澤口 心/中谷 玲緒奈/広瀬 穂乃佳/立花 桃菜/宇野 遥/大井 咲乃 

大友 沙有理/千葉 彬人/四十物 怜奈/樋口 健太郎/吉田 胡海/高橋 大和 

[担当教員] 宮崎 悠/有井 晴香 

【背景】 

函館市は地方自治体として初めて、大間原発の建設差し止めを求める訴訟の当事者となり、エネルギーと

防災、市民生活の今後を考えるために重要な問題提起を行っています。他方において、北海道は広大な土地

と豊かな自然環境を有しており、持続可能な暮らしの可能性を占ううえで重要なモデル地域となりえます。 

【目的】 

電力の消費量は、長期的な生活設計をしていく上でどのくらい適切なのでしょうか。また、私たちが普段大

量に消費している衣類や食料品は、誰がどのように生産し提供しているのでしょうか。エネルギー、経済格差

の問題や、社会における資源利用の在り方、新しいエネルギー供給方法の提案など、様々な側面からのアプ

ローチにより、現在の私たちの暮らしを見直し、等身大の改善策を提案していきます。

【概要】 

現在の国際社会においては、地球温暖化やエネルギー問題、むだのない資源利用など、持続可能な暮ら

しにかかわる様々な問題が提起されています。そこで、これらの国際政治の現状を調べ、海外の事例と比較

しつつ、これからの地域の暮らしにどのような提案ができるか考えてみました。 

【プロセスと成果】 

4 月に活動方針を決定し、5 月は映画「ミツバチの羽音と地球の回転」を鑑賞しました。また、自分たちが講

演会を行う際の参考にするため函館アリーナで行われた講演会に参加しました。6月はミランダ・A・シュラーズ

さんの「北海道を原発ゼロの大地に」の講演会に参加しました。ミランダさんはドイツの脱原発政策に携わるミ

ュンヘン工科大学バイエルン公共政策研究科環境気候政策教授で、2011 年東日本大震災後、メルケル首相

の諮問機関「安全なエネルギー供給のための倫理委員会」の委員を務めました。これらの調査を通し、国ごと

の多種多様な電力問題とその解決策について調べ、比較することで日本にも応用できるものがあるのではな

いかと各国の電力源調査を行い、その内容をブックレットとしてまとめました（写真左）。 

後期は道南いさりび鉄道株式会社の「夜景列車」に携わるグループと、大沼のバイオガスプラント見学を通

してこれからのエネルギー開発の在り方を考えるグループの 2班に分かれて活動することで、様々な視点から

エネルギー問題をとらえ、意見を出し合うことができました。



北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】 

前期は、原発に関わる講演会に積極的に参加し、多方面から意見を取り入れることができました。後期は、

人数の多さを活かし 2 班に分かれて活動することで多様な視点と考えを得られました。また原発というものが

身近であるにもかかわらず今までの自分たちがエネルギー問題に関して無知であり、関心も薄かったことにも

気が付き、地域プロジェクトの活動を振り返ることで、「関心を持つ」ということが為す力の大きさを実感しまし

た。 

反省点としては、前期は地域プロジェクトの最終的なゴールが定まらないまま活動する期間が長く、話し合

いや活動に対して消極的な部分が多かったことが挙げられます。1 年間の地域プロジェクトを踏まえての課題

は各活動への時間配分や、メンバーや班の間のコミュニケーション不足により活動自体がスムーズに進まな

かったという点です。  

【各国のエネルギー事情・政策を比較、紹介するブックレットを作製】 

【地域からの評価】 

道南いさりび鉄道株式会社 春井様 

 「車内の減灯が、エコにと云う点は繋がり難いので

はと感じながらも、鉄道などの公共交通の利用や、街

明かり(夜景)鑑賞をエコの視点から考える点は学生

ならではの視点ではないかと感じました。」 

エネコープ バイオガスプラント 一戸様

「これからの将来を担う生徒には 10 年後 50 年後

100 年後の日本、世界がどうあるべきか、若い世代が

これからの日本のエネルギーを通じて考え、議論して

行動して頂ければ幸いです。」 

＊2020 年 2 月、新エネルギー財団主催の 

新エネ大賞において「新エネルギー財団会長賞」

を、エネコープが七飯町で実践する地域循環型 

バイオガスプラントの取り組みが受賞しました。 

【年間スケジュール】 

前期 

4 月 活動方針決定 

5 月 「ミツバチの羽音と地球の回転」鑑賞 

6 月 ミランダさん講演会 

「北海道を原発ゼロの大地に」参加  

7 月 各国のエネルギー事情をブックレット 

にまとめる 

後期 

10 月・11 月 活動方針決定 

11 月 夜景列車に向けての準備 

12 月 大沼のバイオガスプラント見学 

夜景列車の企画を通して 

エネルギーの重要性を考える

1 月 発表準備 

2 月 成果発表会 
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