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取 組 の 概 要 

プロジェクトをベースに展開する参加型・実践型の学習形態 PBL

（Project-Based Learning）による教養教育の実践である「プロジ

ェクト科目」及び PBL の理論と実践を推進する拠点である「PBL 推

進支援センター」での活動を通して、新たな教養教育論を学内外に

発信し、「プロジェクト・リテラシー」を備えた 21 世紀型市民を育

成することを目指した。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組は、平成 21 年 11 月 1 日付で教育支援機構の下に設置された「PBL 推進支援

センター」が中心となり事業を行った。センターには、センター長以下、学生支援セ

ンター所長、キャリアセンター所長を含む 8 名の教職員で構成される「PBL 推進支援

センター委員会」を設置し、センターの事業、運営について審議、決定を行った。ま

た、学外の有識者から成る「外部評価委員会」を設置し、本取組事業に対する客観的

な評価と、本学の教育研究等の向上に資する提言を得た。また、センター委員会では、

下記の「プロジェクト科目検討部会」の事業に対する評価も行い、プロジェクト科目

運営の自己改善を支援した。本取組の実践面をなす「プロジェクト科目」は、平成

18 年度より全学共通教養教育科目として開講しており、「プロジェクト科目検討部

会」で科目運営等の審議を行う。テーマ募集やテーマ採択、科目を担当する嘱託講師

採用の人件等の重要案件については、教育支援機構長他、各学部教務主任等で構成さ

れる「教務主任連絡会議」に上程し決定されている。 

また、事務局体制として本取組による「PBL 推進支援センター事務局」と既存の「プ

ロジェクト科目検討部会事務局」を教育支援機構内に兼任して設置をした。このこと

により研究・理論の考察と教育現場の実践が相互に反映されながら効率的かつ効果的

な授業運営を行うと同時に、学内外問わず円滑な連携をとることが可能となった。 

(２)取組の実施内容について 

各年度に共通した事業として、「PBL 推進支援センター」では、委員会開催の他、

広報誌「PBL 推進支援センター通信」の発行やプロジェクト・リテラシーの養成と
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FD/SD の推進を目的とする「市民公開型教職員協同講習会」（年 2-4 回）、PBL に関す

る「シンポジウム」（年 1-2 回）を開催した。研究会と位置付けた「PBL 推進協議会」

では各回、様々な PBL の取組について事例報告が行われ、年度末には報告者の寄稿を

取りまとめたブックレットを発行した。 

「プロジェクト科目」では、次年度開講に向けたテーマの公募を 9 月に行い、10

月上旬にテーマを締切、11 月中旬にプロジェクト科目検討部会および教務主任連絡

会議の審議・面接を経て採択を決定し、採択された科目担当者を対象に 12 月に説明

会を開催した。学生対象の事業としては、3 月に先行登録説明会を開催して受講生の

選考と登録を行い、開講科目を決定した。各学期中には「プロジェクト・リテラシー

講習会」を開催して受講生のリテラシー向上に努めた。また、事務局は年間を通じて

授業運営費出納管理、機材・教室貸出、SNS 型 WEB 学修支援システムの CNS（Community 

Networking Service）管理などのプロジェクト科目の授業運営サポートを行った。各

学期末には受講生、SA・TA、科目担当者を対象に授業アンケートおよび懇談会を実施

した。受講生懇談会、SA・TA 懇談会ではアンケートからは汲みきれない要望や悩み

を話し合う事で、振り返りや意見交換の場とするほか、科目担当者・代表者懇談会で

はアンケートで抽出したデータ・資料をもとに、PBL 型授業の運営に関わる教養教育

の方策について情報を共有した。 

また、科目担当者は学期毎に「担当者成果報告書」、受講生は年度末に自分達のプ

ロジェクト活動を振り返った「学生成果報告書」を作成している。そのうち「学生成

果報告書」は一つのアウトプットとして学内のみならず学外の教育機関等へも配布す

るとともに、プロジェクト科目ホームページより公開した。 

各年度に新規に実施した事業は以下のとおりである。平成 21 年度は取組への実施

体制を整えるため PBL 推進支援センターの設置やセンター運営のために事務補助員

を雇用した。平成 22 年度は 6 月に他大学合同成果報告会を開催した。本成果報告会

では、同志社大学、東京電機大学、専修大学、法政大学から PBL に取組む学生が集ま

り成果報告（各校２テーマ）が行われた。平成 23 年度には PBL 導入の手引きとして

の「PBL ガイドブック」を作成、PBL 推進支援センター委員やプロジェクト科目検討

部会委員、PBL 推進協議会会員が寄稿し 2,000 部を発行した。また、本取組終了時に

は、3 年間を纏めた取組報告書を作成し、各教育機関に配布した。 

 (３)社会への情報提供活動について 

既存のプロジェクト科目ホームページおよびブログに加え、新たに PBL 推進支援セ

ンターホームページを開設し、本取組内容や実施状況、シンポジウム・講習会の開催

の告知や結果報告、学生成果報告書等の情報発信を行った。 

PBL 推進支援センター主催イベントやプロジェクト科目テーマ公募については、新

聞広告やプレスリリースを実施、また、教育関係機関へパンフレットを送付するなど

広く周知に努めた。プロジェクト科目受講生の活動についても適宜プレスリリースを

行い、新聞にも度々取り上げられた。また、広報誌「PBL 推進支援センター通信」を

年 2 回（初年度は 1 回）3,000 部発行し、学内外における PBL の取組やセンターの活

動、卒業生からのメッセージ等を紹介した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組の目的は、本学が数年にわたり取組んできた PBL 型学習の実績、成果から考

察した「プロジェクトの特性の理解と目的に応じた効果的・効率的な推進方法、プロ

ジェクト推進に必要な広範囲な知識や技能を総合的・創造的に運用する能力・モラル」

を「プロジェクト・リテラシー」と捉え、本学よりプロジェクト・リテラシー育成方

策を新たな教養教育方法論として発信することによって、課題探求能力を備え、専門

分野を横断して実社会の様々な領域で活躍できる 21 世紀型市民を育成することであ

った。また、PBL を実施する教育機関との研究・調査活動を通して、プロジェクト型

教育における多面的な評価指標の明確化とプロジェクト・リテラシー教育としての方

法論的な整備・充実を図ることを目指すものであった。 

本取組の実践の場であるプロジェクト科目では授業アンケートに加え、平成 23 年

度の春・秋学期末に「プロジェクト・リテラシーアンケート」を実施した。ここでは、

我々がプロジェクト・リテラシーとして掲げた課題探求力や問題解決力、表現力とい

った 20 要素の中から「プロジェクト活動に必要と思われる要素」「プロジェクト活動

を通して実際に身についたと思う要素」についてプロジェクト科目の受講生全員（平

成 23 年度：245 名）に回答を求めた。結果、必要と思われる要素として回答が多か

ったのは、「チームワーク」「実行力」「課題探究力」「リーダーシップ」といった比較

的想像しやすく抽象的な要素であった。しかし、実際に身についた要素は、「忍耐力」

「ストレスコントロール」「表現力」「サポーターシップ」といった現実的・具体的な

要素が伸びている。これらの結果は、受講生がプロジェクト開始前には漠然としたイ

メージを抱いていたが、講義や授業外学習を通して、より現実社会に近い経験をした

ことにより変動したものと考えられる。また、プロジェクト科目受講生が利用してい

る CNS の機能強化を図り、プロジェクトでの活動報告等の記録蓄積により効果的な学

習の振り返りの機会を確保し、IC リテラシーを含む表現力等のプロジェクト・リテ

ラシー向上も見受けられた。なにより CNS を使用しての振り返りは授業外学習時間を

可視化できるものである。時期によっては週にアクセス数が 1,000 件を越える科目も

あり、学生はかなりの学習時間を費やしているものといえるであろう。 

プロジェクト科目では、さらに学びの質を向上させるため、各科目に SA または TA

を１名配置している。特に SA は過年度プロジェクト科目受講経験者を必ず任用して

いる。彼らは担当者と受講生との懸け橋として存在感を示し、進行中のプロジェクト

に対し自身の経験則による助言や受講生のモチベーションの維持へつなげるサポー

トを行う。また、彼ら自身にとっても現行プロジェクトに関して客観的な視点から多

くのことを学んでいると考えられる。 

波及効果として、現在、京都市交通局より地下鉄今出川駅構内展示用ショーウィン

ドウを無償で貸与いただき、プロジェクト科目専用広報スペースとしての使用が挙げ

られる。これは平成 23 年度プロジェクト科目受講生が自ら活動広報スペースの提供

を京都市交通局に交渉し獲得したもので、受講生がプロジェクトで培った企画立案力

や実行力等が社会を動かした結果である。また一方では、本科目が実社会と連携がと

れ、地域からも評価されている一つの指標と言ってもよい。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の全事業についての自己点検・評価は、「PBL 推進支援センター委員会」で

行った。各年度 2 回ずつ開催した委員会では、自己評価だけでなく、学外の委員によ

る「外部評価委員会」の意見を尊重し、客観的な評価システムを構築した。外部評価

委員には、行政から京都市長、経済界から京都経済同友会代表幹事、そして、教育機

関からは、学部単位で PBL に取組まれている東京電機大学情報環境学部教授に委員を

お願いし、毎年度末に委員会を開催した。具体的には、PBL の知名度の低さ等を指摘

される一方、本取組が示す課題解決力等のプロジェクト・リテラシーが社会から求め

られていることが確認されるなど、今後の PBL 型学習の在り様を考える機会となり、

本取組の全事業に亘って、多面的で適正な実施の検証を行うことができた。 

「プロジェクト科目」の自己点検・評価は、プロジェクト科目検討部会を通じて、

教務主任連絡会議によって行った。各学期末に実施されるプロジェクト科目成果報告

会では、教育支援機構長、同副機構長、教務主任連絡会議委員（学部・研究科・セン

ターより各 1 名）、全学共通教養教育センター所長、プロジェクト科目検討部会委員

（6 名）による審査・講評を行い、PBL 型学習の実践によりどのような成果が出てい

るのか評価を行った。成果報告会の総評および各科目への個別講評はプロジェクト科

目検討部会長が取り纏め、科目担当者へ送付した。平成 22 年度より成果報告会の発

表形式を春学期はポスターセッション、秋学期はプレゼンテーションで行うことで受

講生の発表スキルを伸ばす等改善を加えた。さらに、学期末には受講生懇談会、SA・

TA 懇談会、科目担当者・代表者懇談会を開催、加えて独自のアンケートを科目担当

者と受講生、SA・TA 全員に実施することで、双方より運営方法等の改善策を常に把

握し、以降の科目運営に反映するように努めた。 

受講生による自己評価の測定については、CNS の機能を活用、活動報告等の記録で

プロジェクトの実態を把握して自らの学習を振りかえることで自身の学びを再定義

する様子が確認できた。また、受講生懇談会や成果報告会では、普段あまり交流しな

い他のプロジェクト活動を知り、率直な意見を収集することで相互評価の場ともなっ

た。特に成果報告会において、以前は自身のプロジェクトの活動について振り返りシ

ートを記入させていたが、平成 23 年度からは複数のプロジェクト間で互いの報告を

記述で評価し、更にこの評価を CNS 上で公表することで相互に評価を参照、確認する

ことが可能となった。また、SA・TA が客観的な立場からプロジェクトに関わること

で、受講生がプロジェクト・リテラシーを意識し責任を持って活動する環境を整えた。

また、SA 経験者を中心とした卒業生をプロジェクト科目アドバイザーとし、PBL 推進

支援センター通信「卒業生からのメッセージ」欄に、プロジェクト科目で身についた

力が社会でどう活かされているか等の報告を寄稿してもらっている。これは現在の受

講生へ向けての啓発や社会に向けて PBL 型学習による人材育成の結果を示すことを

意図している。科目担当者は、プロジェクトの達成度を「科目担当者成果報告書」と

してまとめ、学内関係委員会委員に公表するとともに、授業アンケート及び成果報告

会や科目担当者・代表者懇談会によって相互評価を行い、授業改善に資するとともに、

教育方法や授業の工夫等の共有を行った。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組において PBL の理論と実践を推進する拠点として設置された「PBL 推進支援

センター」は、PBL の教育・研究についての全国的拠点として各種事業実績を収めて

おり、本学は PBL 型教育に関するパイロット校と自負している。学外向けの具体的実

績として、センター長による学外での講演依頼も多数に及び、学外から本センターへ

の調査訪問を相当数受け入れてきた。また、取組目的の達成のために実施した PBL

推進協議会や他大学合同成果報告会、シンポジウム、市民公開型教職員協同講習会、

PBL 推進支援センター通信の発行など PBL 推進支援センター主催事業については一定

の成果を挙げることが出来た。しかしながら、取組の目的として掲げた PBL 型学習に

おける教育方法・教育効果・評価方法についての検討は未だ議論が拡充している。関

係機関からは今後も積極的に PBL の理論や実践の推進について支援、発信することが

本学に対して期待されている。これらの事業実績を受けて、本学にて「PBL 推進支援

センター」の存続が決定し、学内予算措置において平成 24 年度も事業を継続するこ

ととなった。 

今年度は、財政支援期間中と比べて予算規模が縮小したため、多少、事業の絞り込

みを行った。具体的には、学生向けの「プロジェクト・リテラシー講習会」、教職員

に向けた「PBL 推進協議会」や社会に向けた「シンポジウム」、学内外に向けた「PBL

推進支援センター通信」等の継続実施を予定している。一方、新しい取り組みとして

「PBL 教育フォーラム」を実施していく。このフォーラムは CNS の共同開発をすすめ

ている株式会社 SIGEL に資金面のバックアップを受け、昨年度すでに実施した事業で

ある。昨年度は大学教職員のみならず学生や企業など全国より１４２名の参加者があ

り、アンケート結果も好評であった。内容は学生による PBL の取組発表及び学生によ

るパネルディスカッションであり、教員はほとんど表に出ず、学生中心のフォーラム

としている。今年度も昨年度を踏襲し、テーマに沿った多数の大学に参加の門戸を広

げ実施することを予定している。また、地下鉄今出川駅におけるプロジェクト科目専

用の成果報告用スペースを生かし、どのように本取組の後継事業を発信していくか検

討する必要がある。フォーラムや成果報告用スペースについては学生のアウトプット

の機会を増やすことにもつなげていきたい。 

一方、本取組の実践面を支える「プロジェクト科目」については、全学共通教養教

育センターの下、開講当初から文部科学省補助金と学内予算措置を並行して執行して

きたが、平成 24 年度については学内予算措置において、正課科目として引き続き開

講している。 

本取組の事業を一部継続するにあたり、これまでに築き上げてきた PBL の全国ネッ

トワークの充実と更なる PBL の普及・推進・システム作りを目指して活動をすすめて

いきたい。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

教養教育科目としての PBL（Project-Based Learning）を実践するプロジェクト科目

と、PBL の理論と実践を推進する拠点としての PBL 推進支援センターの活動を互いに

反映させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、PBL 推進支援センターは財政支援期間中と変わらぬ体制で継続し、PBL 推進

協議会における PBL 研究の促進、プロジェクト・リテラシー講習会やシンポジウムの

開催を通じて更なるリテラシーの向上を目指す。 

センター組織体制
プロジェクト・  

リテラシーとは  
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