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Picture Quiz ～写真でふるさと紹介クイズ～



• ポスター
POSTER OF THE EVENT





• 企画の意図・工夫

～意図～

・異なる文化をオンラインでも楽しみながら知ること。

・学校に思うように行けていない今、新しい友達を作る。

～工夫～

・オンラインだからこそ、異なる文化を視覚的に知ってもらうために写真を使用したこと。

・宣伝方法をいろいろ考えたこと。

・ポスターも日本語・英語・中国語・タイ語それぞれのものを作った。

イベント企画の意図、工夫したところ
Purposes and ideas for the event



ゲームのルールやイベントの進め方
Rules of the game and how to proceed with the event

• 日時 Date and time

2021.06.26  04:00 PM [Japan] / 03:00 PM [China] / 

02.00 [Thailand]

• 参加者数 Number of the participants

2人 / 2 People

• ルール
1．The author prepared four photos of his hometown in 

advance．
2．The host showed the photos to participants.

3．Participants guess what they are.

4．The author announces the answer and introduces the 

things in the picture to everyone



徐：お年玉
バンド
パンダの赤ちゃん
ちまき

パン：National animal from Thailand: Elephant
Pad thai(Thai stir fry)
Songkran Festival
Wat Phra That Doi Suthep (Doi Suthep Temple)

ゲームのルールやイベントの進め方
Rules of the game and how to proceed with the event

• 流れ・具体的な内容

1．事前に毎人ごとに４枚の写真が用意しております。

犬飼：HEP FIVEの観覧車
りくろーおじさんのチーズケーキ
天神祭
柿の葉寿司

中嶋：カップヌードル
ダイハツの車
落語：Comic story

宝塚歌劇団



ゲームのルールやイベントの進め方
Rules of the game and how to proceed with the event

• 流れ・具体的な内容

2．司会者は写真について参加者に質問しました。

一部の写真の名前は参加者に当てられました。

3．出題者が順番に写真を紹介しました。

参加者は出題者と一緒に写真をめぐって話をしました。

4．皆さんで連絡先を交換しました。



イベントを通して発見したこと、気づいたこと
What did you discover or notice through the event?

発見

・思っていたよりも参加者の方の日本語が上手であった。

・言語の壁によってイベントへの参加者が少ないことを克服するために、
ハードルを低くしたつもりが参加者が少ないままであった。

・日本のマイナーな写真をクイズに使ったため、留学生の方にクイズを通して日本を紹介できた。

・日本人メンバーも他国のことについて知ることができた。

・主催メンバーも楽しめた。

・写真で自国のことを紹介するにあたって、各国同士の文化のつながりも知ることができた。
（ちまきは中国でも日本でもタイでも食べられていることなど）



改善点・反省点

・BGMが使いにくかった。（音量など）

・BGMに今日本で流行っている音楽や伝統的な音楽を使えばもっと楽しめた？

・参加者が少なかった→主催メンバー自身であまり宣伝を行わなかったことも原因？

・参加者へのイベント後のアンケートに「なぜ参加したのか？」
という質問も設定しておけばよかった。

改善点・反省点

Points for improvement/reflection



参加者の様子、反応、感想

Participant's reaction, impressions, and comments

参加者への質問と反応

・このイベントは楽しかったですか？
>はい/ はい

・イベントの時間の長さはどうでしたか？
>ちょうど良い / 短い

・イベントの参加中、言語に関して何かトラブルはありましたか？
>問題はなかった/ 問題はなかった

・このイベントの満足度を教えてください。
>ある程度満足している / とても満足している

・何か感想があれば教えてください。
>イベントで色んな国の文化を勉強して、とても楽しかったです



実施した自分たちの感想

Your own impressions or comments of the event

自分たちの感想

・犬飼

私は今まで、国際交流イベントもそうですが、何か参加者を集めて開催するイベントを催した経験
がなかったので、今回の経験はとてもいい経験になりました。今回は、写真を使ったふるさと紹介
クイズで、主催者はあらかじめ写真の詳細については知っていました。
しかし、実際にイベントを行ってみると主催者も知らなかったことを参加者の方々から知ることが
できました。今回、私たち主催者は意図せず楽しむことができましたが、イベントを企画するにあ
たって、主催者も参加者も楽しむことができるようなものを考えていくのも大切だと感じました。

・中嶋

国際交流グループワークに参加すると決めた時は、コミュニケーションがちゃんと取れるのか心配
していましたが、最終的にはとても楽しめて、イベントも成功したので良かったです。役割分担が
大変かもしれないと心配していましたが、メンバー各自が積極的に用意したのでスムーズにイベン
トの準備をすることができました。
異なる環境から集まったメンバーが協力して一つのイベントを作り上げたことはとても良い経験に
なりました。積極的に発言したり準備したりして、協力することの大切さを学びました。



・徐

私は国際交流イベントの企画に参加するのが初めてです。日本語が苦手な私にとっては大
変な挑戦です。しかし、犬飼さんと中嶋さんとパンさんの協力のもとで、私は順調に自分
のパートを完成しました。このイベントを通して、私は日本とタイの文化をよりよく理解
することができます。

・パン

This is my first time working in a group with foreign students from Japan and China. At first, I was 

very worried about communicating with other people because I could barely speak Japanese 

while others could easily understand each other.

But everyone in the group tried to communicate with me in simple Japanese and English. The 

activities we created together were very impressive because everyone was always helping each 

other, and the participants seemed to enjoy our activities. I'm so happy and happy to be able to 

participate in this class.



THANK YOU


