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インタビューデータを映像作品にして配信する
大学の公開講座での実践から

瀬尾 匡輝 *
（茨城大学）

概要

本稿では，茨城県内で在留外国人への支援や交流活動をする団体の代表者および参加

者に対して行ったインタビューを90分の動画にまとめ，その動画を公開講座として配

信した実践を報告する。本実践を読者と共有するにあたり，108分の動画を作成した。

本稿で読者に見ていただく動画では，まず公開講座でインタビューを動画にして配信

するに至った経緯や動画作成のプロセスについて述べる。その後，読者には公開講座

で使用した実際の動画の一部を視聴してもらう。そして，公開講座の参加者へのアン

ケート，公開講座を所管する社会連携課の担当者，公開講座の動画に登場した人々へ

のインタビューをもとに本実践をふりかえり，情報収集のために行ったインタビュー

を動画にまとめて公開講座で配信することの可能性と難しさ，そしてその難しさをど

う克服するかを議論する。

キーワード：動画配信，観察のための撮影，記録のための撮影，質的データの公開方法
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1．本稿の目的

本稿では，茨城県内で在留外国人への支援や交流

活動をする団体の代表者および参加者に対して行っ

たインタビューを90分の動画にまとめ，その動画を

公開講座として配信した実践を報告する。公開講座

で配信した動画のコンテンツは，各団体の活動に参

加したり，各団体の代表者や参加者にインタビュー

を行うなど，フィールドワークの手法を用いて収集

した。フィールドワークでのビデオの活用法には，

データ収集や分析を目的にビデオ録画を行う「観察
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のための撮影」と撮影したビデオを映像作品に編集

し，公開する「記録のための撮影」があるという（南

出，秋谷，2013）。言語教育分野では，これまで前

者の「観察のための撮影」が行われ，データ収集や

分析のために使用されたデータが映像作品に編集さ

れ，公開されることはあまりなかった。だが，人々

が容易に動画を録画，編集，公開できるようになり，

さらに動画を用いることで場の雰囲気や臨場感がよ

り詳細に伝えられることを考えると，「記録のため

の撮影」を基にした質的研究データの公開の可能性

を追求していくことは必要だろう。

新型コロナウィルスの感染拡大が広がった2020

年は，教育分野でのオンライン化が一気に進んだ。* Eメール：masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp
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本稿で紹介する茨城大学の公開講座も，これまでは

対面による講義形式の講座が提供されていたが，オ

ンラインのオンデマンド型の配信による講座が実

施されるようになった。オンデマンド型の講座で

は，参加者が自分の好きな時にインターネットにア

クセスして動画を視聴することができるというメ

リットがある。だが，オンデマンド型の講座で講

師が PowerPointなどのプレゼンテーションを用い

て従来型の講義形式の動画を配信すると，受講生は

退屈し疲れてしまうこともあるという（岩崎ほか，

2021）。このような問題は，編集ソフトを駆使してテ

レビ番組やYouTubeの動画コンテンツのような映像

作品を作成し，それを配信することで解決できるの

ではないだろうか。本稿ではこのような問題意識の

もと，インタビューを動画にまとめて公開講座で配

信することの可能性と難しさ，そしてその難しさを

どう克服するかを議論する。

本稿では，コンテンツ作成のために行ったインタ

ビューを動画にまとめて公開講座として配信した実

践を紹介するが，その実践を単に文書による論文と

して報告するのではなく，108分の動画にまとめて

読者と共有することを試みる1。これにより，動画と

してデータを公開する質的研究の新たな可能性を拓

くことを目指したい。

2．本稿のために作成した動画について

本稿の読者には，https://youtu.be/xfnjtCobL4M か

ら動画（瀬尾，2021）を視聴いただきたい。以下に動

画の流れを記載する。各再生位置を秒指定したURL

は，該当する箇所から動画が始まるようになってい

る。

1　協力者には編集した動画を確認してもらい，動画公
開の許可を得ている。

1. オープニング

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=10

2. 公開講座で動画を作成し，それを配信すること

になった経緯

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=97

3. 作成した動画の流れ

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=602

4. 作成した動画の一部の視聴

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=679

① オープニング

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=723

② ひたちなか市国際交流協会

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=967

③ 多文化共生グループおみたまじん

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=2106

④ クロージング

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=3324

5. 公開講座の周知方法と視聴者数

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=3539

6. 視聴者の声（アンケート結果）

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=3663

7. ふりかえりセッションについて

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=4003

8. 茨城大学社会連携課矢内結香課長へのインタ

ビュー

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=4212

9. 公開講座の動画に登場した団体代表者へのイン

タビュー

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=4672

① ひたちなか市国際交流協会　仙波美哉子さん

へのインタビュー

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=4703

② 多文化共生グループおみたまじん　羽鳥愛さ

んへのインタビュー

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=5441
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10. インタビューを映像作品にして，配信していく

ことの可能性と難しさ

 https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=5952

3．実践のふりかえり

公開講座の参加者は，活動に参加する当事者たち

の声色などを感じること，そして実際の活動の様子

を見ることによって，興味を持って動画を視聴する

ことができていたようである。また，インタビュー

に協力をしてくれた人たちも自分の言葉を音声に

よって伝えることは視聴者からの共感が得られや

すいのではないかと考えていた。そして，インタ

ビューが映像化されることで自分たちの活動をふり

かえり，それを仲間と共有することができ，団体内

で協働的な省察が行われるというインタビューを受

けた側のメリットも確認された。だが，その一方

で，本実践からは収録時に語られなかったことを編

集時に反映させることが難しいという課題が示唆さ

れた。この課題を解決するには，インタビューを複

数回実施したり，インタビューをする人・される人

の共同構築となるように動画作成の過程で入念なや

りとりをする必要があると言えるだろう。これらの

詳細については，動画の「10．インタビューを映像

作品にして，配信していくことの可能性と難しさ」

（https://youtu.be/xfnjtCobL4M?t=5952）を参照いた

だきたい。
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Streaming interview date as a video product:

Practice at the extension program of the university

SEO, Masaki*
Ibaraki University, Japan

Abstract

This paper reports the practice of streaming the 90-minute video that includes interviews 

with leaders and participants of the organizations that support foreign residents and pro-

vide intercultural exchange activities in Ibaraki prefecture at the extension program of 

the university. In order to reflect on this practice, a 108-minute video was produced. The 

video covers the process of creating and streaming the video, the clips of the video used at 

the extension course, and data of the questionnaire with participants and interviews with 

people who appeared in the video and person who is in charge at the Social Collaboration 

Center of the university. With the information, I reflect on this practice and discuss the 

possibilities and difficulties of streaming the interview data gathered in order to collect 

information at extension program and how we can overcome the difficulties. 

Keywords: streaming, shooting a video for observation, shooting a video for recording, 

publication of qualitative data
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