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（１）目的と概要 

 本プロジェクトは、外国人観光客と県内の外国人居住者、そして地域住民を対象に、畳

縁（たたみべり）を用いた和文化体験イヴェントを英語で企画、実施するものである。活

動目的は以下の 3点であった：（1）地元の畳産業で廃材として出てきた畳縁の端材を用

いて和小物をデザインし、新商品を提案する；（2）外国人観光客や県内の外国人居住者

に実施したアンケートやインタビュー調査の結果をもとに、昨年度作成した英語による

『お役立ちガイドブック』をバージョンアップさせる；（3）外国人参加者と協働で、端

材を利用した新商品を生み出せるような、参加体験型で双方向型のイヴェントの在り方を

試行する。 

 これらの目的を達成するために、今年度のプロジェクト活動では、地元企業と連携を図

りながら、和小物製作のワークショップや和文化体験イヴェントを開催した。イヴェント

時に使用した畳縁の端材は、2019年 5月 16日に、高松市内にある山下畳商店から譲り受

けたものである。畳縁の端材を用いることで、「旧（ふる）いけれど新しい（cutting 

edge）」和小物をデザインし、地域と外国人参加者との「縁」（えん）をつなげる活動を

行った。 

 

 

（２）実施期間 

 平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで 

 

 

（３）成果の内容 

 

１）本プロジェクトの具体的な成果 

 今年度は、前年度から実施してきた「つまみ細工ワークショップ」だけではなく、畳縁

の端材を使用した和小物製作のワークショップを、香川大学内のグローバルカフェ、昭和

町近くの古民家「楽爺庵」、そして高松市内のホテルWeBase高松で実施した。さらに、

畳縁を用いた和小物製作を含む正月をテーマとした和文化体験イヴェントを、高松市国際

交流協会支援事業の一環として行った。また、昨今の政治・社会状況に対応して、災害時

の緊急対応や増税に伴う軽減税率のような情報を追加して、『お役立ちガイドブック 

Ver.2（Guidebook Version 2）』を作成した。このような活動で得られた成果は、以下の通

りである。 

 

 （a）英語による和文化体験イヴェントの実施  

 2019年 5月 15日、香川大学グローバルカフェにおいて、20名の参加者（うち留学生 8

名；日本人学生 12名）を対象に、つまみ細工のワークショップを英語で行った（図 1）。 



前方でスライドを用いて、つま

み細工の製作方法を説明しなが

ら、参加者が作業を行いやすい

ように進行した。さらに、メン

バーが、テーブルを巡回しなが

ら日常会話も交えて製作方法を

説明した。このように、メンバ

ーが媒介者となることで、普段

あまり会話をする機会が無かっ

た香川大学生と留学生間の交流

を促すことができた。 

 同月 29日には、高松市の古民家「楽爺庵」において、つまみ細工体験、着物体験、茶

道体験を組み合わせた和文化体験イヴェントを実施した。参加者は 10代から 20代の、フ

ランス及びタイの出身者 6名であった。着物体験では、一方向的にメンバーが着せ付けを

行うのではなく、参加者自身に着物を着て

もらった。また、茶道体験では、メンバー

と参加者が一緒に抹茶を点てるなど、より

双方向的なイヴェントにすることができた

（図 2）。 

 7 月 6、7、13 日には、WeBase 高松と香川

大 学が共催 したイヴ ェント「 SHIP'S 

CAT+kame3 2019 祝祭 ――おいでまい、高松

丸亀町商店街―― ツクル（作・造・創）by香

川大学」において、つまみ細工体験のワーク

ショップを日本語と英語の両言語で実施し

た。参加者には、一越ちりめん布を用いてス

トラップ、バレッタ、髪ゴムのいずれかを製作してもらった。その際、WeBase高松の担当

者より依頼を受け、以下の夜型イヴェント「夜にふらっとワークショップ」を行うことにな

った。 

12月 20日には、WeBase高松のラウン

ジで畳縁の端材を使用したレジン細工の

ワークショップを行い、25名（うち外国

人参加者 8名）の参加が得られた（図

3）。同イヴェントでは、参加者に、ブロ

ーチ、マグネット、ヘアピンのいずれか

を製作してもらった。様々な宗教的背景

を持つ外国人参加者の存在を考慮し、ク

リスマスに限定しない、ホリデーシーズ

ンを意識したデザイン案を事前に作成し

ておいた。これを参考に、参加者自身に

デザインを考案してもらった。イヴェント後に実施したアンケートでは、回答者 18名の

全員から、満足との回答を得ることができた。 

図 3：「夜にふらっとワークショップ」の様子 

 

図 1：つまみ細工ワークショップの様子 

 

図 2：和文化体験イヴェントの様子 
 



 2020年 1月 22日には、香川大学グローバルカフェにおいても、畳縁を用いたレジン細

工のワークショップを開催した。16名（うち留学生 3名；日本人学生 7名；教職員 6名）

の参加があった。メンバーが参加者とアイデアを共有したり、参加者に質問を投げかけた

りすることで、参加者間の会話を促した。 

 同月 26日には、高松市国際

交流支援事業後期の一環とし

て、お正月をテーマとした

「福よこいこい！作って遊ぶ

お正月！～New Year Event

～」を開催した。参加者は合

計 18名（うち外国人参加者 7

名）であった。様々な年代の

参加者が楽しめるような、畳

縁を用いたレジン細工（マグ

ネット）の製作をした。ま

た、過去に実施したイヴェン

ト時のアンケートに書かれていた「日本の伝統的な遊びを体験したい」という意見を反映

させ、福笑いや、とんとん相撲という 2種類の日本のお正月遊びも行った（図 4）。国

籍、性別、世代の異なる参加者をグループに均等に割り振り、メンバー1人が仲介役とな

ってイヴェントを進めた。イヴェント進行時には、日本語と英語の両言語を使用した。両

言語とも分からない外国人参加者に対しては、ボディーランゲージを活用して意思疎通を

図った。このイヴェントを通して、地域住民と外国人との双方向的な交流の場を生み出す

ことができた。また、アンケートでは回答者 15名すべてから満足という回答を得ること

ができた。 

 

 （b）『お役立ちガイドブック Ver.2（Guidebook Version 2）』の作成 

前年度には外国人観光客や外国人居住者が日本でより快適に生活できるように、交通機

関の利用方法や、クレジットカードや ATMの使い方など、生活上必要な情報を掲載した

『お役立ちガイドブック』を作成した。今年度は、政治・社会状況に対応した以下の 4つ

の情報を新たに取り入れ、『お役立ちガイドブック Ver.2（Guidebook Version 2）』を作成

した（図 5）。それは、災害時の対応、軽減税率とキャッシュレス決済、食事規定に対応

したレストラン、そして感染症発生時の対応である。このような現在進行形の情報を含む

ものとしたため、本年度の『ガイドブック』は、メンバー間で印刷をすることとした。 

1点目の災害時（地震、津波、台風、大雨など）の対応については、非常時に外国人居

住者や観光客が適切に対応できるよう、緊急時に取るべき行動、高松市内の避難マップ、

そして情報発信元となるウェブサイトの情報を記載した。 

2点目の軽減税率やキャッシュレス決済に関する情報では、軽減税率の対象品目、キャ

ッシュレス決済時に使用できるカード一覧、キャッシュレス決済のロゴについて説明し

た。 

 

図 4：お正月イヴェントの様子 

 



3点目の食事規定に対応したレストランについて

は、ハラルフード、グルテンフリー食品を提供する

香川県内のレストランに関する情報を記載した。こ

の項目を執筆するにあたり、プロジェクトメンバー

は実際にお店に訪れて料理を食すだけではなく、店

主にもインタビューを実施し、掲載情報に誤りがな

いか確認してもらった。 

 4点目の感染症発生時の対応は、香川県内で新型の

ウィルスに感染した際に、外国人が対応に困らない

ようにするためのものである。2020年 1月頃より、

新型ウィルスについて様々なニュースが流れている

が、このような感染症発生時の外国人観光客への対

応は、十分になされているとは言い難い。上記の感

染症以外の有事にも、外国人観光客や居住者が困ら

ないような情報を含むことで、更なる感染拡大の予

防にもつながるのではないかと考えている。 

 

 （c）和文化体験イヴェント以外の活動の実施 

多様な言語、文化背景を有する参加者に対して、全員にイヴェントを楽しんでもらうに

は、参加者目線の経験を得ることが重要であると考えた。そこで、2019年 10月 14日に、

高松市国際交流協会主催の「かがわ国際フェスタ」にて、参与観察を行った。また、2月

16 日には、同協会主催の「TALK SHOW WORKSHOP――在住外国人によるパネルディス

カッション やさしい日本語で伝えてみよう――」に参加した。イヴェントでは、在住外

国人による経験談に基づくディスカッションを聞いた後、その内容を踏まえながら、グル

ープに分かれて、やさしい日本語による表現方法を考えた。専門用語は言い換える、細か

な文節に区切ってゆっくり話すといった工夫の他、伝える内容自体を厳選することで、よ

り円滑に日本語での意思疎通を図ることができると学んだ。これらの多文化共生社会を考

えるイヴェントに参加することで、様々な言語、文化背景に配慮することの重要性につい

て理解した。その結果、英語、日本語、ボディーランゲージなどを織り交ぜて参加者とコ

ミュニケーションをとったり、宗教の異なる参加者を考慮したレジン細工のデザインを考

案したりするなど、得た学びをイヴェント時の工夫として活かすことができた。 

 

 （d）定期的・実践的な練習による英語力の強化 

 英語による和文化体験イヴェントを実施するために、毎週、水曜日の午後と金曜日の昼

休みに英語練習を行った。参加者役とメンバー役に分かれてグループ練習をした後、全体

で練習の成果を披露し、意見を出し合った。このような本番を想定した実践的な英語練習

を定期的に行うことで、臨機応変な対応が求められる場面でも、支障なく英語でイヴェン

トを進行することができた。 

 

 

 

図 5：『お役立ちガイドブック Ver.2

（Guidebook Version 2）』 



２）本プロジェクトが大学や地域活性化、学業の振興などに対してもたらした影響や

効果 

 本プロジェクトの活動が大学や地域活性化、学業の振興などにもたらした具体的な影

響・効果としては、以下の内容が挙げられる。 

 

（a）大学と学業の振興への影響・効果 

香川大学においては、留学生と日本人学生とが交流する機会は多く設けられている。し

かし、実際は特定の学生とのみ交流がなされていたり、授業以外で両者が共同で何かに取

り組む機会は多くなかったりする。本プロジェクトでは、学内における留学生と日本人学

生・教職員との交流を生み出すような活動も行ってきた。例えば、本プロジェクトが開催

してきた英語によるイヴェントには多くの留学生、日本人学生、教職員からの参加があ

り、一緒に和小物製作をした。メンバーは単に作業工程の説明をするのではなく、それぞ

れと会話をしながら、参加者間のコミュニケーションを促した。これにより、学内におい

て、留学生、日本人学生、教職員という三者間の交流の場を創出することができた。 

 本プロジェクトの活動はメンバーの学業に対する取り組みにも大きな影響を与えてい

る。山下畳商店へ商品アイデアを提案するために、原価計算をした上での商品金額や、タ

ーゲットとする顧客層を設定する必要があった。このように、経済学部の授業で学んだマ

ーケティングや会計学の知識を活かすことができたと考えている。また、英語圏の参加者

だけでなく、様々な国籍を持つ参加者と接する中で、英語、中国語、韓国語といった初修

外国語でネイティブスピーカーと話す機会が多々あった。その際、授業で学んだ表現や語

彙を用いて、意思疎通を図ることができた。これらの経験から、授業の知識がプロジェク

ト活動で生きていることを実感するとともに、授業とプロジェクト活動双方への意欲をさ

らに向上させることができた。実際、プロジェクトで得た国際交流の経験を活かし、海外

研修に参加したり、留学したりするメンバーもいる。また、英語練習の成果は授業面でも

数値的に見られる。複数のメンバーの TOEIC の獲得点数が、前期から後期にかけて 50～

200点上昇した。 

 

（b）地域への影響・効果 

本プロジェクトのイヴェントでは、外国人観光客、外国人居住者、地域住民、日本人観

光客の参加が得られた。このような多様な参加者とともに協働しながら、畳縁の端材とい

う地域資源を使用し、レジン細工のオリジナルデザインを考えた。これにより、外国人参

加者や日本人観光客には地域の魅力を、地域住民には外国人観光客からみた新たなアイデ

アを伝え、地域と外国人と観光客をつなぐことができた。 

 また、山下畳商店によると、本プロジェクトが考案したレジン細工という畳縁の新たな

活用法は、これまでに前例がないという。また、WeBase高松においても、本プロジェク

トで考案したレジン細工を、香川県のお土産品として、販売したいとの提案を受け、現在

相談中である。県や国を超えた人々が集まる宿泊施設で、畳縁の端材を用いたレジン細工

を販売することができれば、香川県の産業を地域外へと広く発信することができるのでは

ないかと考えている。 

 

 

 



（４）プロジェクトから学んだこと 

 今年度のプロジェクト活動を通じて、以下の 2点について学ぶことができた。それは、

地域住民や参加者に対する姿勢、そして集客・広報戦略の重要性である。 

 

地域住民や参加者に対する姿勢：イヴェントを行うにあたり、地域社会から大きな協力を

得られた。例えば、WeBase 高松では、12月のレジン細工ワークショップの企画書を提案

し、スタッフと直接の交渉をしたことで、同ホテルのラウンジをイヴェント開催場所とし

て使用させてもらうことができた。周囲からのサポートを得て始めて、イヴェントが行え

るということを痛切に感じた。 

また、今年度の活動では、参加者とメンバーによる双方向型のイヴェントの在り方を模

索した。参加者に任せすぎてしまうと、イヴェント全体の進行に支障が出ることもあっ

た。一方、メンバーが指示を出しすぎてしまうと、能動的な参加を促すことが難しいこと

が分かった。参加者と積極的にコミュニケーションを図ると同時に、メンバー間での不必

要な会話を減じることで、参加者に不快な思いをさせないよう丁寧な対応をこころがけ

た。 

 

集客・広報戦略の重要性：広報活動の中で、対話を通しての宣伝が最も有効な集客戦略で

あるということが分かった。1月に行ったお正月イヴェントでは、実施以前に、高松市国

際交流協会が定期的に行っている日本語教室に参加し、外国人や地域住民と交流した。親

交を深めながら、本プロジェクトの活動内容やイヴェントの紹介をすることで、参加者を

獲得することができた。これは、前年度まで模索してきたソーシャルメディアを利用した

集客方法よりも効果的であった。一方で、直接の呼びかけにより集客した参加者は、当日

になって欠席する傾向もあった。これを防ぐためには、事前にリマインダーを数度流すな

どの工夫が必要であると学んだ。 

 

 

（５）実施メンバー 

     赤崎 夏子   経済学部 4年 

     尾山 絢菜   経済学部 4年 

     田中 美樹   経済学部 4年 

     林  美玖   経済学部 3年 

     大森 皓太   経済学部 3年 

     廣畑日向子   経済学部 3年 

     那須 幸音   教育学部 3年 

  代表 安井 万葉   経済学部 2年 

     青野 桃子   経済学部 1年 

     斎藤 優心   経済学部 1年 

     塩崎 達也   経済学部 1年 

     高橋 由果   経済学部 1年 

     福圓 久留海  経済学部 1年 

     丸尾 莉永   経済学部 1年 

     山形 亜実莉  経済学部 1年 


