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Project 

⑭ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

 函館をより魅力のある街へ～函館の環境を考える～ 

【メンバー】 [学  生] 森山 夕生/杣澤 優/嵯峨 龍迅/高橋 萌/水戸 圭祐/諸田 大和 

                        千葉 亘晴/国塚 光亮 

[担当教員] 浅木 洋祐 

 

【背景】 

地域環境の課題として外来生物増加による在来種の減少が著しい。私たちのキャンパスの中も沢山の外

来植物が生い茂っている。今回は函館の地域における外来植物問題について解決することを目的に、NPO と

連携を取り駆除活動を通して改善しようと考えた。 

 

【目的】 

活動を通して環境保全の促進と地域の人たちと連携し、地域に貢献しながら地域を見つめる力を身に付け

ることを目的とする。 

 

【概要】 

前期では、函館に生息している外来植物に焦点を絞り、NGO 函館自然観察会と連携をして駆除活動のボラ

ンティアを函館山で行った。後期では、外来植物駆除活動とそれにかかわる団体や組織の規模、関連する法

制度や市民活動の実態について理解を深めるために文献輪読を行った。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

 

・プロセス 

   前期に参加した駆除活動において事前調査をしていても外来種と在来種の区別をつけることに苦労した

こと、雪が積もる季節になると屋外での駆除活動の実施が難しいということから外来種に関する文献を輪読

することで、外来種への理解をより深いものとした。また、NGO についての文献の輪読も行い現在の日本に

おける NGO の在り方やその課題への知識を得る事に努めた。 

 

 
実際に駆除した植物・キランソウ       実際に駆除を行っているシーン（嵯峨） 

 
・成果 

文献輪読では外来種の防除に最も効果的な対策は侵入を未然に防ぐということであり、侵入を許した場

合では初期段階での根絶が求められることを学んだ。また、外来種は必ずしも駆除する対象ではなく、生態

系崩壊を危惧して保全することが必要とされるケースがあるということ、日本の NGO は海外の NGO よりも

規模が小さく、高齢化問題や金銭面での問題により継続的な活動ができていないことも理解することができ

た。 
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【総括と反省・今後の課題】 

  

前期は、NGO 函館自然観察会との連携を通して、多くの外来植物の駆除に成功した。私たち自身も活動を

通してかなり多くの知識を身に付けることができただけではなく、会員の方々と交流をすることができたことも

非常に良い経験となった。後期は、外来種そのものやそれに求められる対応、関係する団体についての理解

を深めることができた。この過程を経ることにより前期のボランティア活動は駆除団体が直面する高齢化、規

模の縮小化という課題に対して貢献することができていたと評価することができ、地域の環境保護という視点

に加え、地域の団体へ直接貢献できたということが地域の人たちとの協働による地域貢献という今回のプロジ

ェクト一番の成果であると考えられる。 

 全体を通しての反省点は、函館山の植物駆除ということで函館市からの許可が必要だったため活動が一度

しか行えなかったこと、当日の天気に恵まれず当初の予定よりも活動ができなかったこと、等である。今年の

活動では多く生えてなかった種があったとしても、来年は繁殖している恐れも外来植物にはあり継続的に観察

をしていく必要性は外来種駆除において一つの課題であると考察できる。また、前期に行った駆除活動につ

いて自分たちは元々函館自然観察会が企画していた駆除活動に参加しただけであり、駆除活動に参加する

他の学生を募る、自分たちが主体の駆除活動を行うなどといったことをプロジェクトの活動として行うことで、よ

り地域への貢献を深いものにできていたのではないかという反省点も挙げられる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

函館自然観察会では会員の方々に占める高齢者

の割合が多く、私たち若い世代が多く動くことで近年

よりも多くの外来種を採集することができたため、感

謝の言葉と高い評価をいただくことができた。だが、

ポスターセッションでは自分たちが想定できていなか

った視点からの鋭い指摘を複数受け、もっと改善でき

た点があったと評価いただいた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 

5月：事前調査 

 

6月:函館自然観察会訪問・日程調整 

 

7月：駆除活動 

 

10月～1月:文献輪読 
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Project 

⑮ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

子どもを対象にした法教育プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 木又 弘貴/吉田 愛美/小山 瑞葵/佐々木 優太/澤田 杏実 

                        山上 優樹/中原 麻衣/佐々木 楓真/藤川 尚弥/大沼 璃梨佳 

[担当教員] 伊藤 泰/金 鉉善 

 

【背景】 

都市化や核家族化の影響によって保護者などは忙しく決まりについて教えられないことから、子どもたちが

自分で判断し、考える機会を設ける。 

 

【目的】 

 活動を通して、やってよいこと、悪いことを判断する力、価値判断を養う。 

 

【概要】 

前期については、さるとわにのカレーとぶたさんのつみきの二作を函館蔦谷書店で月に一回人形劇を行っ

た。この二作は製作には関わってないが小物作りや、法についての理解などを含め、経験を積むということを

重点的に意識し、活動を行っていた。後期は、前期の経験を活かし、自分たちで物語作成を行った。函館蔦屋

書店での経験を活かし、小学校での人形劇をイメージし、対象年齢を小学校低学年向けに物語を一つ製作す

ると同時に、ぶたさんのつみきを継続的に函館蔦屋書店で人形劇を行ってきた。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

前期では、「使用貸借」「交換契約」をテーマとした物語をどうすればよく伝えることができるか、ということを

考え人形劇の小道具作りをし、それと同時に法についてのレクチャーを受けて、自分たちが教える前に法とは

何かということを学んだ。人形劇の中で問いかけをつくり、きまりなどを伝えた。想定よりも多くの子どもが集ま

ってくれた。また、問いかけに応答してくれる子もいたため、発表がスムーズにできた。 

後期では、物語を自分たちで作成し、子供たちに法を正しく教えることの難しさを知った。実際に民法を基に

子どもたちが実際に起こるかもしれない出来事をわかりやすく、法務省の動画をもとに製作をした。それと同

時に函館蔦谷書店で劇を行い、よりわかりやすい人形劇を心がけて演じていた。最終的にどうすれば良く伝え

られるか、子供たちは興味を示してくれるのかを意識して活動をすることができた。 

  

活動の様子 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期では、3 年生・2 年生のメンバーが合同で活動を行い、計 4 回、函館蔦屋書店キッズパークでの人形劇

の発表を行い、函館校オープンキャンパスにおいても地域政策グループの説明会で人形劇の発表を行った。

劇の内容としては、民法第 586 条にある「交換契約」について、「さるとわにのカレー」、民法第 593 条にある

「使用貸借」について、「ぶたさんのつみき」という二つの人形劇を通じて子どもを対象とした法教育のプロジェ

クトを進めていくと同時に、私たち 2 年生も法教育とは何か、子どもにうまく伝えるにはどうすればよいかを学

んだ。人形劇を行う中で、毎回反省点を出し合い、劇の役を演じる際の反省点を、回を重ねながら改善してい

き、また、2 年生が単独で活動を行う後期にどのような活動を行っていけばよいかを考えた際に、私たちが発

表相手として想定している対象年齢と、実際に劇を見てくれている子どもたちの年齢層に違いがあったという

反省を生かし、後期の活動の方針を決めた。そこで、後期では、前期同様に「ぶたさんのつみき」の台本を利

用した函館蔦屋書店キッズパークでの活動を行うと同時に、法教育プロジェクトの対象年齢を小学校低学年

～中学年とした新たな人形劇の台本作りに取り組むこととなった。函館蔦屋書店での発表は、計 3 回行い、い

ずれも 20 人前後の子どもたちに人形劇を見てもらうことができた。また、同時に進めていた新たな台本作りで

は、法務省による小学生向けの法教育の教材を参考にしながら、新しい台本を作り上げることができた。本来

の予定では、私たちが、この台本を発表する機会を設けたいと考えていたが、成果発表会までの期間に、機

会を確保できなかったという部分が後期最大の反省点である。今後、私たち 2 年生は、1 年間の地域プロジェ

クトの活動を終了し、来年度の 2 年生に引き継ぐことになるが、私たちが作った新たな台本や、前期に活動を

共にした 3年生の台本を来年度に引き継ぎ、活用してほしいと考える。また、私たちが 3年生になっても、来年

度以降の地域プロジェクトメンバーへの引き継ぎ、サポートを行うことで、より良い、そして継続性のある地域

プロジェクトを作り上げていければ良いと考えています。 

【地域からの評価】 

まず、この活動を行うにあたって、場所の提供や宣

伝広告をしていただいた函館蔦屋書店様のおかげ

で、地域の子どもたちや親御さんにたくさん来ていた

だくことができた。また、函館地区の子育て世代向け

イベント情報のウェブサイト「ままっち！」様にもご掲

載いただくなど、地域の方々の協力をいただくことが

できた。今後も、地域から良い評価を得られるプロジ

ェクトとして発展してほしいと感じる。 

【その他】 

年間スケジュール 
前

期 

   4 月   地域プロジェクト配属 

三年生との顔合わせ 

  5 月   劇に使う小道具つくり 

劇練習 

   6 月   函館蔦屋書店での発表 

   7 月   函館蔦屋書店での発表 

オープンキャンパス 

中間報告会 

   8 月   今後の方針決め 

後

期 

  10 月   劇練習 

法教育についてのレクチャー 

  11 月   函館蔦屋書店での発表 

新しい台本作り 

  12 月   函館蔦屋書店での発表 

新しい台本作り 

   1 月   函館蔦屋書店での発表 

成果報告会準備 

総括・反省 

   2 月   成果報告会 
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Project 

⑯ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

森町テレワークから地域活性化を考える 

【メンバー】 [学  生]   高橋 なつみ/細越 隆空/大島 優汰/伊藤 愛海/熊谷 和佳 

                     松浦 千拓/倉持 満衣 

[担当教員]  加藤 晃 

 

【背景】 

  近年、残業に伴う会社員の肉体的、精神的ストレスが社会全体で問題視されてきている。残業を減らすに

はワークスタイルの変革が必要なのではないか、残業の減少によって地域に寄与できる時間が増えるのでは

ないかと考えた。 

 

【目的】 

テレワークを使うことによる地域社会や地域住民への効果について調べる。 

 

【概要】 

テレワークの導入によって社員の残業体質が改善された例のある森町役場を訪問して、これからの時代に

おいて必要になってくる視点、及び地域活性化の可能性について考える。 

 

【プロセスと成果】 

前期は行政が行う地域活性化に着目し、函館市で何が行われているかを「地域おこし協力隊」の方へのヒ

アリングによる調査をした。 

結果として、函館市の物産を関東圏（主に東京）のコンビニ等のブースを間借り、陳列することによるＰＲによっ

て函館を知ってもらうことであった。 

そこで、後期は視野を広げ、ほかの自治体における地域活性化に関わる取り組みを探したところ、「森町テ

レワーク」を見つけ、ヒアリングによる調査をすることとした。 

結果として、我々は「森町テレワーク」によって現代社会の問題の一つである「働き方」をどのようにして変え

ていくのか、行政という柔軟性の低いところでも、試験的ではあるが数年前から実装されているという実例から

よりリアリティをもって考えることが出来た。 

勤務時間における無駄を減らし（移動中でも勤務可能になるモバイルワーク等）、労働の密度を高めること

により、残業を減らすことでコスト面も削減が可能になる。 

このような例からも IoT 技術を利用することで効率化が図られ、理系の職業だけに限ったことではなく、時代

の流れにより様々な職業でスタンダードになることが感じさせられる。 

またクラウドサービスは一般的になっており、われわれが実際に利用した google drive のように無料で使え

ることからも、学生生活でも大いに活用できると考えた。 

 

【クラウド活用例（プロジェクト発表会）】 

 

【クラウドとは】 

サークル等での利用だけでなく、プロジェクト学習にも活用できる。年度ごとのデータや資料をクラウドに保

存し共有することで、より円滑な引継ぎが可能になることも考えられる。 
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【クラウドと、プロジェクト発表での利用】 

 
【総括と反省・今後の課題】 

クラウドの技術とテレワークのワークスタイルにより、住民が役場に来るのではなく職員が住民のもとへ行

く、という住民に寄り添ったサービスを実現した。テレワークもクラウドも実現への一歩であり、住民サービスの

これからの新たなカタチとなるだろう。 

また、コスト削減や残業時間削減により、作業の効率化やライフワークバランス等、地域住民だけでなく職

員にとってもテレワークは有効だと考えられる。 

知名度や観光面においてあまり発展していない森町では、住民の人口も減少傾向にあり、今後の地域全体

の継続が厳しい状況といえる。これからの地域の活性化を考える上で、森町の課題を解決、緩和させることが

必要である。 

  森町で行われているテレワークについて、事前の学習量と取材や調査などが十分に行えていなかったこと

が挙げられる。そして、地域の住民の視点をもっと意識すべきであると考える。また、地域の活性化というもの

について、更に焦点を絞った中で今後の大学生活に活かしたい。 

実際に自分たちもテレワークを実践してプロジェクトに取り組むことができて良かった。 

  今後の活動については、テレワークを外に広げるような活動などの模索や、他地域との比較などを随時行

いながら地域の活性化についての考えを深めていきたい。また、更なる問題点の明確化が必要になるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

テレワークについての調査・学習を通して、テレワ

ークの利便性を地域に伝えることが出来た。現在注

目されている働き方改革にも繋がり、テレワークの重

要性を広める機会となったとの声を頂いた。また、私

たちが実際にテレワークを利用して発表を行ったこと

で地域の人たちにテレワークが身近であり、誰でも活

用出来るものだということを知ってもらえた。新しいワ

ークスタイルに向けての改革を知ってもらう機会とな

った。 

また、テレワークに関する調査が不十分だったこと

もあったため、分かりにくかったという意見もあった。

テレワークをただ実践するだけではなく目的を持って

実践することが求められていると実感した。 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

前

期 

4 月   第 1 回「テーマ決め」 

5 月   第 2 回「事前学習」 

6月  13日 第 3 回「函館市役所訪問」 

7 月   第 4 回「まとめ」 

7月  20日 第 5 回 

「地域プロジェクト中間発表会」 

後

期 

10 月   第 1 回「テーマ決め」 

11 月   第 2 回「事前学習」 

12月  13日 第 3 回「森町役場訪問」 

1 月   第 4 回「まとめ」 

2 月  2 日 第 5 回 

「地域プロジェクト成果発表会」 
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Project 

⑰ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

サードプレイスにおける社会貢献活動促進支援 

【メンバー】  [学   生]  大谷 陽和/鎌田 富貴子/菊川 祐希/菊田 雄人/北村 彩莉/佐藤 大智 

杉之原 萌衣/高橋 ほのか 

[担当教員]  齋藤 征人 

【背景】 

サードプレイスとは、家庭(第1の場)でも職場(第2の場)でもない第3の居心地の良い場所を意味する。サー

ドプレイスでサービスを利用するだけでなく、自分たちから主体的に活動をすることで誰かに頼られたり感謝さ

れたりし、サードプレイスがとびきり居心地の良い場所になると考えた。 

【目的】 

私たちの地域プロジェクトでは、サードプレイスに集う人たちがより自主的になれる仕掛けとして八幡町会館

での「地域食堂」を構想した。八幡町会さんとケアステーションこうじゅさん、そして私たち北海道教育大学函館

校 齋藤ゼミ(2年)・地域プロジェクト(2年)が協働して『地域食堂』の開催を目指し、試行を行うこと。 

【概要】 

地域食堂の開催を通じて、世代を越えたサードプレイス(憩いの場)づくりだけでなく、住民同士のコミュニケ

ーションを通じた地域の活性化、町内会館の利用促進も期待できる。 

【プロセスと成果】 

●意向調査 

（1）対象： 放課後児童クラブ（風の子クラブ）利用者 73名 

       八幡町在住の地域住民 37名（推計） 

       合計110名 

 

（2）回答 

1）放課後児童クラブ（風の子クラブ）：  

参加希望が多かった。時間帯は、17～19時が全体の40％ 

と一番多く、18～20時が35％とあまり大きな差異はなかった。 

値段は、200～300円の希望が多かった。 

 

2）八幡町在住の地域住民： 

参加希望が多かった。時間帯は、放課後児童クラブ（風の子 

クラブ）と同様に、17～19時が多かった。しかし、冬期間は 

厳しいという声があった。値段は、400円以上が妥当だという 

人が多かった。 

 

●第1回試行 

意向調査を通して地域食堂を開設することで、地域住民に主体的な活動機会をつくる可能性を検討した。

第1回試行を通して、参加を想定していた地域の放課後児童クラブ（風の子クラブ）からは参加がなかったが、

学生と八幡町会の住民との交流が多世代交流の場になることがわかった。 

 
●第2回試行 

第1回試行を踏まえて、より幅広い地域住民の参加を検討した。参加対象を八幡町会の子どもたちに広げ

たものの、子どもたちの参加はなかった。ただ、前回試行と同様に学生を交えて会話することによって、住民

同士の交流も促進することが出来た。 

 

●試行についての自己評価 

世代の異なる人との交流は、会話の糸口をつかむことが難しかった。レクや共同作業を行うことによって、

場の雰囲気が和むことを実感した。 

▲実際のアンケート用紙 
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地域食堂「あったか」 
1）試行日時・場所・対象等 

（1）日時： 2019年10月30日（水） 

17：00～19：00 

       2020年1月15日（水） 

17：00～19：00 

（2）場所： 八幡町会館 

（3）対象： 八幡町に在住する地域住民 

（両日計約60名） 

2）試行内容 

両日それぞれ30名程度の八幡町民の方とゼミ・地

域プロジェクトの学生が一緒にレクを行い、食事を共

にすることを通じて、多世代交流を行った。 

 

【総括と反省・今後の課題】 

2回の試行は、世代を越えたサードプレイス(憩いの

場)づくりの基盤になった。子どもからお年寄りまでの世

代間交流は出来なかったが、学生が加わることで、住

民同士の交流を促進することが出来た。試行前の意向

調査では、地域住民に加え子どもたちのニーズもあっ

たが、子どもたちの参加には結びつかず、更なる工夫

の必要性が顕在化した。 

今後は、八幡町会を中心に学生ボランティア・サーク

ルなどへの協力を求めつつ、地域食堂の継続を検討し

ている。住民同士のコミュニケーションを通じた地域の

活性化、町内会館の利用促進に期待したい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域からの評価】 

（1）関係者による評価 

 ●八幡町会会長：思った以上の効果があった。一人

暮らしでなくても、家族で参加してくれて良かった。

4月からも継続したい。 

 ●ケアステーションこうじゅ：今後は徐々に共同作業

を増やしていき、最終的には全員で一緒に作り、

全員で一緒に食べる形にしたい。 

 

（2）参加者に対するアンケート結果 

 ●今回の地域食堂はいかがでしたか？ 

15 9 

 

 

 

 

(３)感想 

とてもおいしく楽しかったです。学生さんの明るさが

良かった。会場の雰囲気がとても良かった。レクもあ

り、おにぎりをみんなで握って、仲良く楽しくなる仕掛け

が素晴らしかった。日ごろから近隣の方と仲良くしてい

きたいと思います。etc… 

【その他】 

年間スケジュール 

2019 年度 

4 月上旬 

 

地域食堂企画案作成 

八幡町会・ケアステーションこうじゅとの打合せ 

4 月下旬 開催に向けた意向調査準備 

5～6 月 意向調査の実施、分析 

7 月 中間報告準備、報告 

8～9 月 地域食堂試行準備、打合せ等 

10 月 第 1 回 地域食堂「あったか」試行 

11～12 月 第 1 回試行振り返り・反省、第 2 回試行準備 

1 月 第 2 回 地域食堂「あったか」試行 

2 月 成果報告会準備 

成果報告会 

 

 

とても良かった 良かった 

普通だった 良くなかった 

▲第 2 回試行時の集合写真 

▲食事の風景 
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Project 

⑱ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

後期近代の時代精神と地域内の公共的人員交通における路面電車の役割 

－その延伸の可能性と不可能性に関する実証的考察 

【メンバー】 [学  生]   中山 拓海/倉本 諒/山田 将也 

[担当教員]  田村 伊知朗 

 

【背景】 

札幌市発展に向けて路面電車の延伸が計画されている。そこで、2019年前期には函館の路面電車につい

て実際に利用するなどして延伸案などを考察し、2019年後期には実際に札幌市を訪問し延伸などの様々な可

能性について研究・考察しようと考えた。 

 

【目的】 

函館の路面電車の延伸について実際に利用しながら考察及び延伸案を提案、それをもとに札幌市の路面

電車延伸の動きに着目・研究しながら札幌市の路面電車における様々な可能性を考察・提案する。 

 

【概要】 

現在札幌市は、駅方面、桑園地域、創世川以東の3つの地域に路面電車を延伸することを目標に、基礎調

査等を行っている。この札幌市の路面電車における延伸の可能性について考えるため、前期は函館で延伸を

検討した場合の可能性を自分たちなりに考え、主に空港・美原への延伸案を提案した。後期は実際に延伸が

検討されている札幌市の各地区を訪れその可能性について考えた。また、今後の札幌市の発展を担う手段と

して路面電車の無料化に着目し、実際の世界で取り入れられている結果から札幌市で取り入れる事の可能

性を検討した。 

とりわけ、電停の場所として、札幌駅東部の広大な駐車場を活用できる可能性を再検討した。 

【プロセスと成果】 

         写真は山田氏撮影 

 

メンバーは市外の出身であり、路面電車を身近に感じることはなかったため、函館市の路面電車に乗ること

からスタートした。乗車するだけでなく沿線を散策し、路面電車の良さや課題などを議論することで、研究の足

がかりになった。 

その後、路面電車延伸に関する論文の研究を重ねていき、函館市の路面電車の延伸計画を考察し、中間

発表会で成果を発表した。主に空港、美原への延伸案を提案したが、市民の方や教授の方々からたくさんの

指摘をいただいた。 

中間発表が終わり、本格的に札幌市の路面電車延伸の研究にとりかかった。12月に実際に札幌市を訪問

し、延伸候補地を散策した。それぞれの延伸するメリットや課題について、函館の際の経験や反省を活かしつ

つ議論していった。 
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【総括と反省・今後の課題】 

中間発表で「函館市の路面電車延伸の可能性」について発表した際、実際にポスターセッションで地域の

方々とお話をした時に、データや情報の調べ不足が私たちの共通の課題に挙がり、万全の準備とはいかなか

ったことを全体で共有した。 

 

2019年後期では、前期で学んだことを基に実際に札幌を訪れ、延伸候補地になっている3地区をプロジェク

トメンバーで分担して、その地区の特徴や道路の状況、周りの関連施設などとのつながりなど、プロジェクト前

期にはあまり十分にできなかったところを補うことができた。とりわけ、札幌駅東部にある広大な駐車場が、路

面電車の電停として活用できると結論付けた。 

【地域からの評価】 

   

考察・研究した結果をそれぞれの役所などに報告

等する機会はないのかと指摘された。それについて

は、我々の今後の課題である。 

 

札幌市路面電車延伸は検討しているが、函館市の

場合、やはり現実的に考えると様々な問題があり難

しいのではないかという意見もあった。 

 

また、函館市の昔の路面電車の軌道を復活するこ

とは、困難であるという意見もあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 年間スケジュール 

 

前期 4 月 17 日 スケジュール確認 

4 月 25 日 函館市電乗車にむけて 

連休期間中 函館市電乗車を乗車した。 

5 月 8 日 感想・意見交流 

5 月 15 日 函館市電延伸検討 

5 月 22 日 函館市電延伸検討 

5 月 29 日～ 

7 月 24 日 

「札幌市及び札幌路面電車に 

関する文献調査」 

7 月 31 日 「中間発表用ポスター・ 

スライド等作成」 

 中間発表 

後期 10 月 2 日～ 

11 月 20 日 
札幌市電の文献考察、 

10 月 27 日 札幌出張の事務的準備 

12 月 1 日 札幌出張 

12 月 4 日～ 

12 月 25 日 
札幌出張の成果発表 

1 月 11 日～ 

1 月 29 日 
発表会準備 

2 月 2 日 発表会 



北海道教育大学函館校     
  

Project 

⑲ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

QOL 向上支援のための健活 LIVE プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 吹谷 渓/郡川 楓花/黒島 拓朗/平賀 拓斗/鈴木 郁夏 

若佐 奎冴/村井 歩乃/西條 凌平 

[担当教員] 外崎 紅馬 

 

【背景】 

人は、日常において様々な課題に囲まれて生活をしている。そのような中で、少しでも満足度の高い暮らし

の実現に努めている。しかし、インターネットなど各種のメディアを通じて様々な情報が氾濫しており、本当に

正しい情報が何か判断が難しい状況である。 

 

【目的】 

私たちの生活の基盤である「健康」についても、情報に振り回されたり、健康づくりに取り組んでも長続きし

なかったりということも多い。そこで、健康に関する正しい知識について動画と音楽を活用し、健康についての

理解促進と健康増進のために行える生活行動の創出・支援を行うことを本プロジェクトの目的とする。 

 

【概要】 

① 健康づくりに有益なテーマを選定し、選定したテーマの内容を整理・分析する。 

② テーマの理解に役立つ情報素材を収集する。 

③ 情報素材を整理・分析・加工し、視覚情報として動画の形にまとめる。 

④ 作成した動画に楽器の生演奏による音楽を加えて、フィールドワークを実施する。 

 
【プロセスと成果】 

（１）設定課題 

 「チョコレートの健康効果」 

 

（２）設定テーマ 

  設定課題に基づき以下の 6 つのテーマを設定し、それぞれの理解を図る動画を製作した。 

 

① チョコレートは健康にいい？ 

② チョコレートの健康効果 1 

③ チョコレートの健康効果 2 

④ 女性に嬉しい効果 

⑤ 効果的な食べ方 

⑥ おすすめのチョコレート 
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【総括と反省・今後の課題】 

 

● 活動結果 

  本プロジェクトの目的に基づき、以下の内容について概ね達成することができた。 

 ① 設定課題に対する理解促進。 

 ② 生活課題に対する取り組みへの行動意識の啓発。 

 

 

● 総括 

 今回実施したプロジェクトにより、動画を活用した視覚情報とあわせて人の感性に働きかける音楽を活用す

ることは、課題についての理解促進と課題解決のために行える生活行動の変容に効果があることが実証され

た。 

 

 

● 今後の課題 

 今後、改善された生活行動を維持・継続していくための支援方法について検討することが課題である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

 

・健康に対する意識が高まった。（20 代 男性） 

 

・コーヒーを飲みながらライブ感覚で様々な生活問題

について考えられるこの取り組みをいつも楽しみに

している。（40 代 女性） 

 

・健康を考え、生活習慣を改善しようと思う。 

（30 代 女性） 

 

・音楽と一緒に学べたので楽しかった。 

 今後実践していきたい。（20 代 男性） 

 

・セッションの演奏すごかったです。チョコの健康に 

ついて知識がとても深まりました。（20 代 女性） 

 

 

 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 

１．地域プロジェクトⅠ 

① 4 月 

  健康づくりに有益なテーマを選定する。 

② 5 月～6 月 

  選定したテーマの内容を整理・分析する。 

③ 7 月 

  情報素材を収集・整理・分析し、視覚情報として動

画の形にまとめる。 

 

２．地域プロジェクトⅡ 

① 10 月～12 月 

  連携先の検討・決定とフィールドワークの実施。 

② 1 月 

  活動内容の振り返りと今後の課題の検討。 
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Project 

⑳ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

子どものことを考えた地域をつくる！ 

〜チャイルドファーストな地域づくり〜 

【メンバー】 [学  生] 貴俵 さやか/斎藤 廉/鈴木 千逸/鈴木 悠大/高村 紀衣 

永澤 佳奈/西浦 かなえ/細川 鈴奈/安田 剛史 

[担当教員] 中村 直樹 

【背景】 

子供たちが生活の中で過ごす場所は家、フリースクール、学校が大半である。フリースクール内では自由に

過ごせるため、ゲームや公園での外遊びなど自分の好きなことが好きなだけできる。しかし、そのフリースクー

ルの課題として、同じような日々が多く続いてしまうという問題点が示された。このことより、普段のフリースク

ールや学校、そして家では得られない経験をすることによりこの問題を改善しようと考えた。 

 

【目的】 

子供たちがやりたいと思うことを学生と一緒に実現することで「やりたい」を形にする。 

 

【概要】 

私たちは「やりたいをカタチに」というテーマで、フリースクールの子供たちが学校以外の場所で社会に出る

機会を設け、直接見る、聞く、感じるといった体験を通し社会に対する好奇心をもってもらい、彼らの「やりた

い」という気持ちを経験という形に変えるお手伝いをした。 

 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

前期では、子供たちが大学生と一緒に何かをするということにおいて少しでも抵抗をなくすために、子供たち

と一緒に公園やゲームで遊んだり、子供たちの勉強を教えるなどをして子供たちとの距離感を縮めようと試み

た。また、子供たちと会うときは一度会いに行ったら数時間一緒にいるという風ではなく、メンバー内で週に一

度は 2 時間程度会いに行くと決め、回数を重ね信頼関係を築き上げた。これらの試みにより、初めはフリース

クールのスタッフを通して遊んだりしていたが、会う回数を重ねるごとに子供たち側から寄ってきてくれたり、子

供たちが私たちの名前を憶えてくれるようになった。 

後期では、実際にフリースクールや学校では得られない経験として、順に「本学の見学」「キャラメル工場見

学」「調理実習」の三つを行った。最初に本学の見学を選んだ理由として私たちが 2 年間通い見知った領域で

ある大学を子供たちに案内することで、安全性やキャラメル工場見学に向けてのシミュレーションとして行っ

た。次にキャラメル工場見学では、身近なお菓子であるキャラメルを通じて働くとはどういうものかを目にする

機会を作った。また、調理実習は 1 年間を通してできた子供たちとの信頼関係を「カタチ」にしようとして行っ

た。 

成果としては、大学見学は普段得られない体験という部分を達成しつつ、キャラメル工場見学に向けてのシ

ミュレーションとして学生側の改善すべき点などを発見することができた。キャラメル工場見学では、楽しんで

もらうことができたが働くとはどういうことかなどをしっかり体験してもらうことができなかった。調理実習ではお

互いの信頼関係をカタチにすることができた。 

     
調理実習 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期は、不登校の子どもたちに対する偏見が実際にフリースクールに行き、子どもたちにかかわることで変

化していきました。その中で、彼らの社会的視野が狭いことに気づき学生ができる範囲内で少しでも今持つ世

界を広げてもらえるよう、子どもたちとの信頼関係向上に努めた。また、子どもたちとの距離感が掴めないこと

や自分から話に行くことができない場面もあったため、後期では普段話さない子とも話すなど、フリースクール

自体に行く回数を重ね、更なる信頼関係を築いていきたいと考えた。 

後期は、前期の活動と比較してフリースクールという場所だけでなく本校やキャラメル工場といった、子ども

たちにとっていつもと違う場所に実際に足を運び、見学・体験することで新しい考えや価値観に触れることがで

き、子どもたちの持つ視野を広げる機会となった。一方で、フリースクールに行く回数が増えたとは言えなかっ

た。活動を通して、フリースクールの子どもたちはとても素直であり、子どもらしさは普段フリースクールに行く

子も、学校に行く子も変わらないという事が分かった。 

 

自分たちの企画を実行し、喜んでもらえたが、「やりたいをカタチに」というテーマに沿えなかったため、今後

の課題として、フリースクールに行く回数を継続的に増やすことや、見学先を増やすことで子どもの「やりたい」

を具体的に見つけ、実現させることが挙げられる。 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

  

後期に行ったキャラメル工場見学・調理実習では、

子どもから「貴重な体験ができた。大学生と一緒にご

飯が食べられて楽しかった」という言葉をもらえた。一

方で、プロジェクト全体を通して、小さな子どもに対し

ての安全面の配慮や、子どもたちそれぞれのペース

があることなど、子どもたちの視点で考えることが大

切であるという意見を連携先の方からもらえた。 

 

 

 

【その他】 

年間スケジュール 

 
前

期 

  4月 22日 第 1〜2 回「チャイルドファーストな 

地域づくりについての 

概要とリーダー決め」 

  5月  7日 第 3〜4 回「函館の子供にとっての 

問題点を共有・訪問先 

の決定」 

  5月 27日 第 5 回「フリースクール・DV シェル 

ター・子ども食堂訪問報告 

会と課題の共有」 

  6月 10日 第 6 回「対象者をフリースクールの 

子供に決定・テーマ決定」 

  6月 22日〜

7月 20日 

第7〜11回「フリースクールの子供 

と親睦を深めるため 

に何度も訪問・中間 

発表会準備」 

後

期 

  10月 1日 第 1〜3 回「大学見学準備」 

  10月 30日 第 4 回「大学見学」 

  11月 7日 第 5 回「反省・次の企画決定」 

  11月 14日 第 6〜11 回「調理実習・キャラメル 

工場見学準備」 

1月 24日〜 

30日 

第 12〜14 回「キャラメル工場見学 

・成果発表会準備」 
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Project 

㉑ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

美術館ボランティア実践からの高大連携プロジェクト 

【メンバー】  [学  生]  上田 絃人/山本 恭也/小瀧 仁大郎/坪内 達也/館合 利伽子/大橋 奈央

[担当教員] 根本 直樹 

【背景・目的・概要】 

 今日において子どもたちや学生が美術館・博物館を初めとした“公的施設”に足を運ぶ機会は少ない。しか

し、本来公的施設は市民のためのものであり、市民と公的施設の相互的な結びつきが強いことが望ましいのでは

ないかと思ったことを発端としプロジェクトを立てた。そのために改めて美術館および美術館主催ワークショップ

が地域の中でどのような役割、貢献ができるかを考え、“美術”という側面から地域に対して有益なイベントは

何か考えることが主な目的と概要である。また、函館で生まれ育った“高校生”と連携することでより地域に密着

した視点からのアプローチができることを期待し高大連携を行った。 

【プロセスと成果】 

まず、美術館ワークショップのボランティアの参加からワークショップの役割を以下のように考えた。 

① 「市民と美術との距離を縮める場」としての役割

普段できない体験ができ、なおかつ企画展との関連性のあるワークショップであることから、市民にとって美術

というものをより身近に感じることができる場となっている。
② 「自由な想像力を働かせることができる場」としての役割

日常生活から離れ自分の制作に没頭できる時間というのは貴重である。その非日常感が好きな参加者もい

ると感じた。

我々はさらに良い企画にするために以上の役割を踏まえ改善・提案として以下の点を考えた。 

① ワークショップの目的に合わせてターゲットを絞る

例として小学生の参加者が多いときにカッターを使う内容であると、子どもたちはカッターの使い方が未熟

なため、自分の想像した通りに作れないという事案などが発生していた。そのため、ターゲットを絞ることで

難易度と参加者層の一致を図ることで自由な創作につながると考えた。  

② 「教えて作る」という形式から「自由に創る」という形式に

美術館ワークショップは講師から参加者が学び各自で作るという教室形式。そうではなく、コミュニケーショ

ンと自由な創作を重視することでよりよいワークショップ形式となると考えた。

これらを実際に取り入れ試案として実施したのが「宇宙でいろおに！！！」である。コンセプトは

「子どもたちが年齢や学区を問わず想像力に鍵をかけず自由に  

“遊ぶ”感覚で美術と触れ合い楽しめるプロジェクトに」 

ターゲットは小学生。創作テーマは抽象性があり想像がしやすい「宇宙」とした。また、非日常的な体験として体育館に

て大きな白い紙を広げ描画・粘土・切り絵などができるよう用意し、あらゆる創作を可能にした。また、最後に制作した

絵を壁に貼り、その絵を用いて色おにをし“遊ぶ”ことで、楽しい記憶を作り美術に対して親しみを持つことを期待した。

また、サポートする我々と高校生は「子どものアイデアを否定しない」ということを共通認識として持って取り組ん

だ。

↑子どもたちと創作している様子 ↑素手で描く子も多かった ↑後半は作った絵で色おに 
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【総括と反省・今後の課題】 

〇イベントについて  

参加人数は想定より少ないものの、一人一人の顔を見てコミュニケーションをとれる最適な人数であり大

学生、高校生、小学生といった異なる年齢間での交流ができた。また、子どもたちも裸足になり素手で描くな

ど自由に創作しており、実際に「楽しい」と言ってもらえた。そして、我々は子どもたちの想像力にはオリジナ

リティがあり、独自の世界観があることも感じた。この想像力を制限されることなく発揮する場がもっと増えて

ほしいと感じた。  

                                                 高校生との話し合いの様子↓ 

〇統括・課題   

ボランティアの参加からイベントの企画・実施までのすべての工程を

市立函館高校美術部の学生と共同で行った。ここから我々は年齢や環

境の違う人との意見交換の有益性を学んだ。また学生として、市民とし

て、我々は地域の「公的施設 」「企画」「学生」の関係性と在り方を考えることが

できた。以上のことから我々の地域プロジェクトにより、地域（美術館）と市

民(子ども・高校生)の距離を縮めることができたと考える。よって今後の課

題及び期待として、ワークショップを通じて子どもたちなど未来を担う世代に向け

た「美術」に対する壁の緩和、それによる美術館の市民への大衆化、そして学生

と美術館の継続的な連携を期待する。  

 
美術館・イベント・学生間の関係性→ 

【地域からの評価】 

イベント実施後、保

護者の方にアンケート

を取ったところ感想と

して「普段家ではさせ

られないことをさせて

あげることができた」 

「いきいきと自 由 に  

創 作 している姿 を  

見 ることができうれし 

かった」「今後 も実 施  

してほしい」「本人も     高校生が制作した 

楽しかったと言っていた」       イベントポスター 

との声をいただいた。  

また、美術館主催ワークショップについてはそもそ

もワークショップを行っていることを知らない方が多く

「美術館でもこのようなイベントがあれば参加させた

い」という声もあった。  

 

【その他】 

年間スケジュール

〇前期 

美術館ワークショップボランティアに参加し

“美術館”“ワークショップ”の在り方を考える 

5月 美術館ワークショップ事前準備

美術館ワークショップ（版画印刷） 
6月 高大連携企画等話し合い

7月 美術館ワークショップ事前準備

美術館ワークショップ（チェコ刺繍）

〇後期 

試案イベントの実施に向けて

具体的な企画・準備及び実施 
9月 高大連携企画等話し合い

10月  美術館ワークショップ 

（松前杉を用いた書道）

11月  美術館ワークショップ（つるし雛作り） 

12月  試案イベント

「宇宙でいろおに！！！」を実施 

1月 結果と反省
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Project 

㉒ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

道南地域くらし応援プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 今井 正彦/志摩 祐斗/古内 美圭/佐々木 結菜/沼田 聡史 

吉田 周平/荒木 すみれ/増渕 匠 

[担当教員] 畠山 大/藤井 麻由 

【背景】 

2019 年度前期の活動で挙げられた、雑誌の内容としてありがちな飲食店の紹介記事が多くなったという反

省から、函館のディープな部分を伝える内容の雑誌を作成しようとの課題が生まれ、後期の雑誌テーマとして

「ＯＫ！ＭＩＭＩＺ 函館について教えて？」を設定した。 

【目的】 

○我々が興味を持ったことを、学生目線で自由に調べ、伝える。

○人々の暮らしの選択の幅を広げ、豊かな生活を送る後押しをする。

○地域が抱える課題を、ＭＩＭＩＺ を通して知るのと同時に、こんな生き方もあるのか、真似したい、行ってみた

い、という ＬＩＦＥ＆ＷＯＲＫ を見つける雑誌を作成する。

【概要】 

学生が記者・編集者として地域を取材し、ミニコミ誌 『ＭＩＭＩＺ』を作成・発行した。本活動を通して、学生や 

若者の意識・感覚と地域の人々とのそれを橋渡しすることで、各々の交流を促し、協働を活性化させることを

目的とする。 

【プロセスと成果】 

2019 年度前期では電子書籍のみでの発行をしたが、雑誌を読む対象者が限定されるとの我々の考えか

ら、後期は電子書籍と紙書籍の両方での発行をした。 

2019 年度前期に作成した第 2 号からはアクセス数を計測できる機能を追加し、公開後 1 か月でアクセス数

600 を突破した。後期の第 3 号では 236 のアクセス数を確認している。 

また、第 2 号に引き続き、第 3 号の雑誌作成に関しても函館新聞さんに掲載していただいた。 

【第 3 号 表紙】 【第 3 号 目次】 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期は、電子書籍の特性を生かした一方で、雑誌の内容としてありがちな飲食店の紹介記事が多くなった

という反省を感じた。また、広報活動も十分とは言えず、雑誌を作成することで地域交流・協働を図るプロジェ

クトとしては物足りないものがあった。 

後期では、記事の内容をそれぞれ工夫し、函館のディープな世界を伝える雑誌を作成できた。前期の反省

から、SNS や QR コードの使用、マスメディア向けのプレスリリース作成など、広報活動にも力を入れて活動す

ることができ、本プロジェクトをより効果的なものにすることができた。 

今後の課題としては、より一層の広報活動の強化が挙げられる。SNS では写真をアップする形で広報を行

っていたが、より関心を集める方法として、広報動画の作成などが効果的でないかと考える。また、雑誌名で

ある MIMIZ のオリジナルロゴなどの作成ができれば、より親しみを持ってもらえる活動に進展するのではない

かとも考える。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

取材先の方からは、「自身の活動を多くの人に知っ

てもらえる機会になって嬉しい」とのお言葉を頂いた。 

 本雑誌に目を通してくださった方からは「函館

の知らなかった部分を見れた」とのお言葉を頂い

た。また、それぞれの記事に対して文章の構成や

写真の使い方など、細部にわたりご意見をくださ

った方もいたので、今後の記事作成の糧となるよ

う次年度に引き継ぎを行っていこうと考えてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】

年間スケジュール

2019 年度

4 月 テーマ決め

5 月 取材・デザイン

6 月 ↓

7 月 20 日 発行

10 月 テーマ決め

11 月 取材・デザイン

12 月 ↓

1 月 ↓

2 月 1 日 発行
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Project 

㉓ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

障害のある人の地域生活支援プロジェクト 

－NPO 法人自立の風かんばすとの連携－ 

【メンバー】 [学  生] 小林 駿/小林 総太朗/柳川 由人/神 隼人/村田 雄威 

[担当教員] 廣畑 圭介 

 

【背景・目的・概要】 

2005 年から函館市内を中心に、障害者への理解についての普及啓発活動、障害者の地域生活（自立生

活）の支援活動を行っている「NPO 法人自立の風かんばす」の活動に参画して、活動の実態や社会福祉にお

ける地域課題を理解し、函館市の障害者福祉を推進するプロジェクトである。 

NPO 法人自立の風かんばすは、「障害者であっても地域社会で自分らしく生きることは、特別なことではな

い」ということを一人でも多くの人に理解してもらえるように活動を行っており、障害があっても地域社会で自分

らしく生きることができるように自立生活を支援している。さらに、障害者一人ひとりの持ち味を発揮できる機

会を提供する等の活動を行い、誰もが地域社会で自分らしく生きていくことが当たり前にできる豊かな社会を

目指している団体である。 

 本地域プロジェクトの目的は以下の 4 点である。 

①「NPO 法人自立の風かんばす」の活動に関わり、実践を通して目的や活動内容を理解する。 

②函館市における社会福祉の現状と課題を理解する。 

③障害のある人との交流を通して、障害のある人への理解を深める。 

④函館市の障害者福祉の推進への貢献を図る。 

 

【プロセスと成果】 

 1．プロセス 

  年間スケジュール表のとおり、以下の期間でそれぞれの活動に参加した。 

  

2019 年 6 月 27 日  

    地域プロジェクトメンバーとかんばすメンバーとの顔合わせ会 

2019 年 7 月～2020 年 3 月 

 障害者の生業づくり事業（看板づくり）  

2019 年 7 月～2020 年 3 月 

 障害者の自立生活支援事業（活動介助、外出、料理など） 

2019 年 10 月～12 月 

 他者理解事業（まっくりぼう、轍＜わだち＞の準備と参加） 

 

2．成果 

（1）かんばすの活動理解 

・会員がそれぞれできることを役割として担っていることが分かった。 

・自分から活動を積極的（主体的）に行っている状況が分かった。 

・かんばすの活動内容（まっくりぼう、轍＜わだち＞、かんばす食堂など）が理解できた。 

・楽しそうに（笑顔で）活動を行っているのが分かった。 

・悲観的な人（どうせ…という人はいなかった）は 0？であった。 

・多くの人たちが助け合っている姿を見ることができた。（当事者だけでなく、多くの人による助け合い） 
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（2）地域課題への理解 

・自分たちが今まで全く目を向けられていなかった「社会的障壁」に「当事者の立場」から視点を向けて考える 

ことができるようになった。 

＜具体的な例＞ 

①函館市内にある段差の改善（階段でなくスロープの設置等）が必要な場所が多いのでは？ 

②（障害のある人と一緒にいたときの奇異な目で見られているという気付きから）多数の人達の理解が 

不足？ 

 

（3）障害のある人への理解 

・人として障害の有無は関係ない（人としての平等観）→このことは「配慮が必要ないということを意味する 

ものではない」。 

・「障害者である○○さん」という理解でなく、「○○さんには○○の障害がある」という理解の順序が重要。 

→○○さんの権利として、「障害」に対して支援や配慮が必要という理解。 

 

（4）障害者福祉の推進への貢献 

 ・地域プロジェクトの発表会を通して、関わる前に持っていた自分たちのネガティブなイメージと関わった後の 

ポジティブなイメージを発信することで、障害のある人への理解を広げることと、自立の風かんばすの活動 

についての普及啓発を図ることができた。 

  

＜写真 1＞まっくりぼう 2019 の集合写真          ＜写真 2＞活動の振り返りの授業風景 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【総括と反省・今後の課題】

• まずは関わろうとする気持ちと行動が大事。接することでわかることはたくさんある！！

→だから、今後も継続して関わっていきたい。

• 「障害」は決して他人事ではなく、自分もいずれ経験することになるものである。また、私たちは一人で生き

ているわけではなく、人と人の繋がり、助け合いのもとで生きている。

→これらの視点を持って、地域、そして社会を見ていきたいと考えている 。

【地域からの評価】 【その他】

 2019 年 7 月～2020 年 3 月

  障害者の生業づくり事業（看板づくり）

 2019 年 7 月～2020 年 3 月

  障害者の自立生活支援事業（活動介助、外出、

 
 

料理など）

 2019 年 10 月～12 月

   他者理解事業（まっくりぼう、轍＜わだち＞）
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Project 

㉔ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

性暴力被害の予防教育・啓発活動および 

被害女性とその子どもへの遊び・学習支援活動 

【メンバー】 [学  生] 遠藤  遥奈/坂井  萌/佐々木  萌花/佐藤  梨香 

[担当教員] 藤井 廣美 

 

【背景】 

性暴力はなじみのないものと思われがちだが、実は何気ないことが性暴力である可能性がある。そこで、性

暴力が見逃されがちな教育現場にて予防教育を行い、改善しようと考えた。 

また、ＤＶは被害女性だけでなく子どもにも様々な影響をもたらす。ＤＶ家庭に育った子どもたちに私たちが

できる支援を考えていく。 

 

【目的】 

性暴力に関する予防教育を行い、子どもたちに性暴力やその対処法について知ってもらう。 

ＤＶ家庭に育った子どもへの支援を考え、活動に参加する。 

【概要】 

小学校にて授業形式で予防教育を実践する。また、各月でＤＶシェルター入居経験のある子どもへの遊び

支援を行う。 

 

【プロセスと成果】 

前期は個人の調べ学習についての報告会を行った。また、実際にＤＶシェルター入居経験のある子どもへ

の遊び支援（ふわっと）に参加することで、子どもたちの実態を知った。先輩方と教育実践に行き、見学・お手

伝いをした。 

前期の活動を受け、後期は先輩方から受け継いだ教育実践の内容にＳＮＳやネットでの性暴力被害につい

ての内容を追加することとした。前期の調べ学習を基に、教育実践で使用するパワーポイントの資料や台本、

リーフレットを改良し、小学校で実践をすることができた。 
 

    
 

外部講師による指導の様子 小学校での教育実践の様子 
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【総括と反省・今後の課題】 

前期は主に週一回、２年生・３年生が合同で集まり、個人の調べ学習についての報告会を行った。報告に

ついて意見を交流しあうことで、メンバーのＤＶ・性暴力への知識、見聞が拡がった。また、ふわっとに参加す

ることで、子どもたちの実態を知り、問題意識を高めることができた。先輩方の実践から自分たちはどのような

実践をするか考え、後期の活動につなげていく意識を持った。 

後期は、教育実践の内容にＳＮＳやネットでの性暴力被害についての内容を追加した。前期で個人が学習

した調べ学習を基に、教育実践で使用するパワーポイントの資料や台本、リーフレットを改良することができ

た。また、実践先の子どもたちの理解度に応じた実践をすることができた。 

前期の活動と比較して、後期は予防教育の実践を中心とした活動を行った。中島小学校と北海道教育大学

附属函館小学校の３クラスで実践することができた。一方で、小学校用の資料の作成に時間がかかり、中学

生用の資料を完成させることができなかった。 

教育実践後のアンケートでは、どのクラスでも「わかりやすかった」「理解できた」などおおむね良い結果が

得られた。活動を通して、目的である性暴力とその対処法を知ってもらうことは達成できているように感じた。

教育実践の資料等を見直すことで、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】 

４人の学生が、性暴力被害の予防教育・啓発活動

という難しいテーマの研究に取り組まれたことは素晴

らしいことだと思う。今回は、前のチームから引き継

いでのことで、ネットに関わっての修正を加え対応を

している。土台はあったにしろ、学校での実践にも入

っており、自分のものになっていないと対応が難しい

ものと思う。これからも研究を深めるとともに、後輩に

も引き継いでいってほしいと思う。（函館市子ども未来

部子育て支援課  尾形 智博様より） 

 

ポスターセッションでは、外部の方と会議を重ねる

ことで現実的な活動ができているという意見をいただ

いた。また、性暴力についてのプロジェクトを問題・実

態から考えていることが伝わってきた、地域に密着し

て解決へとプロジェクトを実践していることが分かっ

た、という意見もあった。 
 
 

【その他】

年間スケジュール
前期  ４月 調べ学習・発表

 ５月 調べ学習・発表

 ６月 調べ学習・発表・実践準備

 ７月 実践準備

 ７月１７日 八幡小学校での実践

夏季休暇中 調べ学習・実践準備

後期 １０月 調べ学習・発表

１１月 調べ学習・発表

１２月 調べ学習・発表

１月２０日 外部講師による指導

 １月２９日 中島小学校での実践

 ２月１０日 附属函館小学校での実践

２月１２日 附属函館小学校での実践
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Project 

㉕ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期）  

＆U Project 

～道南中小企業での外国人雇用を促進するプロジェクト～ 

【メンバー】 [学  生] 國嶋 莉々/寺嶋 保乃花/信田 和奏/芳賀 奏哉 

            [学  生]      長谷川 哲也 

[担当教員] 森谷 康文 

[スーパーアドバイザー] 河村 悦朗さん（中小企業家同友会政策委員会 委員長） 

【背景】 

現在、函館・道南地域では労働人材の不足が問題となっている。外国人労働者の存在はこの問題を解決する一

手となり得る。そこで、私たちは外国人雇用について焦点を当て、人手不足の解決を図る。 

【目的】 

函館・道南の人手不足の解消を目的とする。そのために、関東以北にいる定住外国人を函館に集め、函館の中

小企業とマッチングさせ求職を促すため、定住外国人向け合同企業家説明会(Career Fair for Foreign 

Residents、略称 CFFR)の開催を目指す。 

【概要】 

① 外国人雇用について理解を深める。 

② 定住外国人と企業のニーズを把握する。 

③ SNS（ホームページ・Twitter・Instagram）の作成と情報発信。 

④ 定住外国人を支援・サポート。 

【プロセスと成果】 

〈日乃出食品株式会社への取材〉 

人手不足の対策や外国人雇用についてお聞きし、工場内を見学・撮影した。「外国人労働者も一緒に会社を作り

上げていく人材である」という、外国人雇用について前向きな意見をいただいた。 

〈中小企業家同友会例会〉 

例会では、学生が中心となって外国人雇用やCFFR、外国人を対象に行ったアンケートについて発表を行った。

その後学生が司会進行を務め、外国人雇用についてディスカッションを行い、意見を共有した。 

〈地球まつり〉 

SNSでの外国人からのアクセスが少なかったため、地球まつりに参加し直接アプローチした。地球まつりでは、開

会式でCFFRについて発表を行い、また外国人を支援する団体に私たちの活動についてお話しした。 

〈CSFR〉 

地球まつりを通して2名の定住外国人から就労について相談を受けた。そこで当初目的としていたCFFR開催より

も前 にこの2名 の方 を支 援 する必 要 がでてきたため、新 たにCSFR（ Career Support for Foreign 

Residents）を立ち上げた。CSFR は定住外国人を個別にサポートすることを目的とする。CSFR の具体的な

活動として、個別面談と交流会を行った。個別面談ではクライアントは仕事を探しているだけではなく、人と繋

がりたいと考えていることが分かった。交流会ではクライアントの郷土料理であるピロシキを作りながら、親睦

を深めた。求職者としてではなく、一人の人として向き合い信頼を構築することが重要であり、また年齢や立

場、国籍に関係なく一つのものを作り上げたという達成感を共有できたことは今後支援する上で大事なイベン

トとなった。  

     
 
 

【地球まつりで発表している様子】 【交流会でクライアントとともにピロシキを作っている様子】 
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【総括と反省・今後の課題】 

〈総括〉 

中小企業家同友会例会の発表や地球まつり・SNS等での広報活動を通して、CFFR開催への基盤を作るこ

とができた。また、新たに発足したCSFRを通じて実際に2名の定住外国人の支援を行った。さらにもう一人の

方からも相談を受けており、CSFRはとても意義のある活動であることが分かった。ただ、当初目的としていた

CFFRの開催は実現できなかった。2020 年に CFFRを開催できるように、以下の課題に取り組まなければならな

い。 

〈課題〉 

①道南地域以外へのアプローチ

道南地域だけではなく、札幌や仙台などの主要都市やその他外国人が多く集まる場所へアプローチをし

て、多くの外国人に函館での就職に関して興味を持ってもらう。

②SNSの充実

現在行っているTwitterとInstagramのアカウントをより多くの人に知ってもらうために言語やデザインを工 

夫 するとともに、違うプロモーションツールを使い、多くのニーズに対応する。 

③CSFRの充実と対応

3名の支援を継続し、それぞれに適した仕事を提供する。フォーマルとインフォーマルを混えた支援活動を通し

て、より多くの仕事を探している外国人を支援・サポートする。

④CFFRの開催

PR活動や遠征活動を通してより多くの外国人を集め、企業とマッチングさせる。

⑤次世代への引き継ぎ

＆U Projecｔは継続型地域プロジェクトのため、これまでの活動や調べたデータについて次世代に引き継

ぐ。

【地域からの評価】 

前期で外国人を対象に行ったアンケートでは、“外国

人の企業説明会があれば参加したいか”という質問に

対して87％の方が“はい”と答えた。中小企業家同友会

例会では、参加した多くの経営者の方が「参考になっ

た」と言ってくれた。また、「私たちが作成したスライドの

データがほしい」、「学生だけでここまで調べあげたの

はお見事」などの意見をいただいた。 

一方で、「外国人雇用についての企業側の知識が薄

いため、CFFR 開催の前に説明会・勉強会を開いてほ

しい」、「ただ外国人を雇って労働力を補うのではなく、

外国人が地域で暮らしていくための生活づくりや外国

人を雇ってからのサポートはどうするか」などのご指摘

をいただいた。 

また、地球まつりではHIFやJTSなど外国人を支援

する団体の方から私たちの活動について賛同しても

らった一方で、「函館で働く価値はあるのか」、「そもそ 

も函館に定住外国人はいるのか」 という意見をい

ただいた。実際には、2019年 12月の時点で、永住の

在留資格による外国籍住民は180人、永住者の配偶

者は6人、定住者は13人、日本人の配偶者等は57人で

ある。これらの人すべてが求職者ではないが、この群

は函館に在留する外国人の約25％にあたる。こうした

状況について、自分たちが説明できるようになる必

要があると感じた。 

【その他】 

年間スケジュール 

＜2 年前期＞ 

4月 CFFRについて理解を深める 

日乃出食品株式会社さんへの取材 

5月 中小企業家同友会例会発表の準備 

外国人を対象にしたアンケートの実施 

6月 中小企業家同友会例会開催と発表 

7月 中間報告、3年生からの引き継ぎ 

＜2年後期＞ 

10月 地球まつり参加 

11月 CSFR 発足 

12月 個別面談 

1月 ピロシキ交流会 

2月 最終発表、入学式での発表準備 

3月 CSFR としての活動：求職を希望する 

外国人の会社訪問の実施 
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