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Abstract 

Project-based learning (PBL) began in the field of engineering, and gradually spread among the humanities and social sciences. 

Consequently, PBL studies have increased recently. Case studies at universities constitute many of the recent PBL studies in 

humanities and social sciences; they are unique and interesting. Moreover, theoretical studies, such as those on the methodology to 

practice PBL efficiently and the policy for heightening the education effect of PBL, have been progressing. In addition, PBL studies 

related to the Center of Community (COC) are increasing and are expected to develop in the future. However, few studies have 

addressed the influence of PBL on students’ employment and evaluation of clients in relation to PBL, which should be discussed in 

future studies.  
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１．はじめに 

近年、多くの大学で、与えられた課題の解決に対

して学生が主体的に取り組む PBL（Project based 

learning）科目が開設されている。文部科学省が 2014

年 12 月から 2015 年 2 月にかけて実施した調査「平

成 25 年度の大学における教育内容等の改革状況に

ついて」によると、回答した 762 大学（回答率 99%）

のうち、200 大学（27%）が PBL 科目を開設してい

る１）。前年度調査が 177 大学（24%）であったこと

から、今後も開設大学数および割合は増大していく

ものと推測される。 

この背景には、中央教育審議会が 2012 年に答申し

た「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に

向けて」の中で、大学が学生に対して、知識や教養

だけでなく、それらを応用した協調性や創造性も修

得させる必要があると述べた２）ことや、経済産業省

が 2006 年から提唱している「社会人基礎力」（職場

や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必

要な基礎的な力）が大学教育にも浸透してきたこと

などが考えられるが、一方で、こうした時代の流れ

を踏まえた「大学の生き残り策」（小林、2015）とみ

る向きもある。 

ともあれ、大学教育における PBL の伸長によって、

PBL に関する研究も飛躍的に増えてきた。例えば、

論文検索サイト「CiNii Articles」（http://ci.nii.ac.jp/ja）

で「PBL」をタイトルに含む論文を検索すると、2000

年刊行のヒット数は 11 件に過ぎなかったのが、2005

年には 73 件、2010 年には 79 件、2015 年には 136

件、2016 年には 112 件と急増している３）。しかしな

がら、PBL の環境・制度や、それに携わる学生・教

員の問題点などを総体的に論じた研究（佐藤、2011

など）は存在するものの、PBL の研究動向を全体的

に俯瞰した文献研究は、管見の限り見当たらない。 

そこで、本論では大学・短期大学における PBL 研

究の動向を整理し、その特徴と、現段階での到達点

および課題を抽出することを試みる４）。 
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２．PBLという略称 

2.1 2つのPBL 

 PBLという略称には、Project based learningの他に、

Problem based learning という言葉も存在し、Project / 

Problem based learning と併記されるケースも少なく

ないが、定義や特徴などが異なるので最初に整理し

たい。 

（１）Problem based learning 

Problem based learning は 1969 年、カナダの

McMaster 大学医学部が創設と同時に開始し、医学教

育を中心に広がった（任、1999）。日本では、1990

年に東京女子医大のカリキュラムに導入されたのが

最初である（吉岡、2007）。その後、看護学（任、1999、

既出）、薬学（加藤ほか、2010）、理学療法学（篠崎

ほか、2016）に展開している。そこには、人体に関

わる学問に、知識偏重型の学生が増えてきた（任、

1999、既出）ことへの危機感があったと考えられる。 

また、近年では教員養成学部（山田ほか、2013）

や音声学（趙、2014）など、人文・社会科学でも

Problem based learning が取り入れられている。韓国

の大学で日本語を学ぶのに、学生自身で発音の問題

を見つけ出し、それを学生同士が協力して解決する

プロジェクトを紹介した趙の研究は興味深い。 

（２）Project based learning 

Problem based learning が医学教育に端を発してい

るのに対し、Project based learning は工学教育に端を

発している。 

初期の事例としては、企業から出された「紙製自

動車を開発する」という課題に、学生チームが 1998

年から取り組んでいる東京都立科学技術大学（現・

首都大学東京）が挙げられる（福田ほか、2002）。ま

た、大阪大学基礎工学部ではいち早く、2001 年から

10 コースすべてに PBL 科目を設置している（佐藤

ほか、2006）。その他、2000 年代前半の比較的早い

時期に PBL 科目を実践した例として、金沢工業大学

大学院（西田、2004）や宇都宮大学工学部（長谷川

ほか、2010）の研究報告がある。さらに、サークル

活動に PBL を取り入れるケースもあり、金田ほか

（2009）は、大学公認サークル「ロボット研究会」

のメンバーが 2 チームに分かれ、企業から課された

複雑な工程のロボット作りに取り組む様子を紹介し

ている。 

2.2 両者の違いと本論の方向性 

溝上・成田（2016）は、Problem based learning を

「実世界で直面する問題やシナリオの解決を通して、

基礎と実世界とを繋ぐ知識の習得、問題解決に関す

る能力や態度等を身につける学習」と定義し、Project 

based learning を「実世界に関する解決すべき複雑な

問題や問い、仮説を、プロジェクトとして解決・検

証していく学習」と定義している。そして、両者は

類似点が多いとしながらも、Problem based learning

が「今現場で起こっている問題を与えられての解決

学習であることが多い」のに対し、Project based 

learning は「未来に向かっての社会的な課題解決の学

習であることが多い」などの違いを挙げている。 

このように、自然科学系の学問に端を発する両者

であるが、今日では Project based learning の方が、よ

り人文・社会科学系の学域に浸透していると考えら

れる。その証左として、近年 PBL 研究が急増してい

る背景に、人文・社会科学における「Project based 

learning」としての PBL を取り上げた研究の増加５）

が大きく寄与していることが挙げられる。すなわち、

「未来に向かっての社会的な課題解決」という特徴

が、人文・社会科学に適合しているとの推察が可能

である。したがって、次章以降においては、PBL は

「Project based learning」を指すものとする。 

 

３．人文・社会科学でのPBL 

 本章では、近年増加している、人文・社会科学で

の PBL 研究の動向を整理する。 

3.1 履修科目としての実践 

（１）必修科目 

 必修科目に PBL を取り入れる場合、大学、もしく

は担当教員が PBL に一定の有用性を認めていると

考えられるが、同時に、その背後に何らかの外的要

因が影響していることも少なくない。 
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 その一つの例が、小山による一連の研究である。

短期大学でブライダル科目を担当する小山は、ブラ

イダル業界が大競争時代にある中で、求められる人

材のハードルが高まっていることを痛感していた。

そのため、小山（2012）は、ブライダル科目に PBL

を適用した場合の学習ステップを提案した。続く小

山（2013）は、科目履修者（6 名）に対して、「実在

の結婚予定カップルのために模擬挙式を開催する」

というテーマを与え、6 人の学生を 1 グループとし

て課題に取り組ませた。さらに小山（2014）は、老

舗ホテルと連携して、学生に「理想のウェディング

ケーキの商品化」という課題を与えた。そして、レ

ポートのテキスト分析から学生の創造的思考力やチ

ームワークなどの高まりを明らかにし、PBL の効果

を検証した。最後に小山・松村（2016）は、PBL の

実践により、授業前と授業後とで学生の“成長実感得

点”が高まったことを明らかにし、ブライダル科目に

おける PBL 導入の効果を再確認した６）。 

 また、佐々木（2016）は、学科の入学者が減少す

る中、改革の一環として、学科全体で必修科目にPBL

を取り入れた結果、入学者が激増したことに触れ、

PBL の実践で学生の探求力などが高まったことを、

高校生向け広報誌に盛り込んだことも一因とした。 

 一方、藤崎（2016）は、全学必修で PBL 教育を行

う地域学ゼミナールを 2016 年度から本格実施する

にあたり、2015 年度の試行で課題が噴出したことを

指摘している。それに関して池本ほか（2015）は、

トライアルアンドエラーを繰り返した結果、コース

の必修科目への PBL 導入に成功したと述べている。  

（２）選択科目 

 中尾ほか（2014）は、学部横断 PBL 科目（選択）

を履修した学生に課題を提出した 2 社と連携して、

授業で取り組んだ内容と成果を紹介している。なお、

同研究の京都産業大学が PBL を始めたのは 2007 年

で、人文・社会系分野では比較的早いといえる。ま

た山岡（2014）は、所属学部が 2014 年のカリキュラ

ム改訂で PBL 科目「地域プロジェクト実習」を開講

するにあたり、企業 3 社の協力を得て試験的に行っ

た PBL 科目の実施結果を分析し、開講への課題をま

とめている。さらに、西田ほか（2016）は、久留米

市や久留米商工会議所などの協力を得て、課題を発

見しながら中心市街地で学生ショップ「メルシィ」

を運営する PBL 科目の実践を紹介している。 

 視覚や聴覚に障害を持つ学生が入学する筑波技術

大学でも，鈴木（2016）が 13 人の聴覚障害学生を対

象に PBL を実施している。具体的には製菓店と連携

して，市場調査を行いながら大学のオリジナルギフ

ト用菓子のパッケージをデザインするプロジェクト

である。鈴木は，PBL を通じて普段接点を持つこと

が少ない健常者（製菓店など）とのコミュニケーシ

ョンを深められたことに，意義を見出している。 

（３）ゼミ科目 

研究論文の数から，現在実施されている人文・社

会科学での PBL は、ゼミ単位が最も多いと推測され

る。ゼミでの PBL は、担当教員自らが実施を決める

ことが多いので、教員の裁量が大いに発揮される一

方、教員の力量が問われるところでもある。 

いくつか特徴的な研究を挙げると、大田（2017）

はゼミ学生を 3 チームに分けて、未利用特許の活用

策を競う「知財活用アイデア全国大会」への参加を

PBL と位置付けた。結果的に全国大会に進んだのは

1 チームだけだったが、落選チームの学生も一定の

満足度を感じていたと報告している。また、木原

（2015）は、2 カ所で PBL を行うのに、一方はラン

ダムなチーム分け、もう一方は仲間同士のチーム分

けにしたところ、提案の質に大きな差はなかったが、

意思決定のスピードに差があることを指摘した。さ

らに、坪井（2015）は、PBL の実践におけるゼミ生

のチーム内での役割について、適材適所よりも、苦

手なことや経験がないことを分担させた方が、伸び

代が大きいことを明らかにした。若林（2016）は、

PBL に対するゼミ生の評価で、自分個人に対する評

価よりもチームに対する評価の方が、点数が高いこ

とに注目している。このように、ゼミ生を「チーム」

の観点から考察した研究を１つのグループに括るこ

とができる。 
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もう１つのグループは「対外連携」の観点から考

察した研究で、小林（2015、既出）のゼミでは、学

内外を含めて全授業時間の約 6 割がクライアントの

接触に充てられており、一般の PBL と比べて連携密

度が濃いことが示された。また、坂井（2016）のゼ

ミでは、課題提出企業の募集に、大学と包括連携協

定を結んでいる自治体が協力している。さらに、笹

川（2015）は、全般的に地方自治体が課題提出者と

なる PBL が少ないことに注目し、自治体から財政面

での喫緊の課題を提出してもらい、ゼミ学生に取り

組ませている。他にも、手嶋（2013、2014）のゼミ

では、地域と連携して「地域 Map 作成プロジェクト」

を作成する取り組みを行っており、鞆（2013、2014）

のゼミも、手嶋と同様に、地域と密着して PBL 型の

企画を実践している。 

（４）キャリア・インターンシップ科目 

 PBLをキャリア教育やインターンシップといった

職業訓練に利用する研究もみられる。大阪成蹊大学

芸術学部では、2 年生の必修科目「キャリアデザイ

ン 2」に PBL を取り入れている（福本・門脇、2016）。

また、高松（2016）は、キャリア研究（3 年生春期）

の授業に PBL を導入する目的を、就職活動の応募書

類に記載する自己 PR のエピソードを充実させるた

めと明記している。 

一方、PBL 型インターンシップとは、インターン

シップ先で学生（個人もしくはグループ）に解決す

べき課題（仕事）が与えられ、原則として、課題が

解決するまで仕事から解放されない手法である。例

えば、酒井（2015）は、グルメマップの作成を 10

日以内に完了する仕事（インターンシップ先：情報

発信 NPO 法人）など、宇賀田ほか（2015）は、不

揃いの枝豆を使った新商品の開発（インターンシッ

プ先：農業生産法人）など、山下ほか（2015）は、

UV ケア化粧品の処方検討（インターンシップ先：

化粧品メーカー）などを実践例として紹介している。 

3.2 インターカレッジとしての実践 

 PBL は個々の大学だけでなく、複数の大学から集

まった学生集団を対象に実施されることもある。研

究例として、本田ほか（2005）の、5 大学、1 高専で

構成された合同チームにおける、フォーミュラーカ

ー製作の PBL、岡村ほか（2012）の、3 大学（首都

大学東京、横浜国立大学、東京大学）の教員・学生

および大田観光協会で構成される「モノづくり観光

研究会」での PBL、田中・平尾（2015）の、山口大

学を座長校とする、山口・愛媛 5 大学の「東京 PBL

合宿おもてなしプログラム」、 藤居（2016）の、山

陰 4 大学の学生チームに JR 西日本米子支社から課

せられた、地域活性化のための新規事業 PBL などが

挙げられる。 

 なお、これらの PBL では、大学間で科目を調整し

て、合同で取り組む課題と各校で分担する課題とに

分けることが多い。 

 

４．PBLの理論研究 

 これまで取り上げた先行研究は実践事例が多かっ

たが、一方で、PBLの理論的な研究も行われている。

それらは大きく、PBL を効率的に実践するための方

法論に関する研究と、PBL の効果をより高めるため

の研究に二分される。 

4.1 方法論に関する研究 

 奥本・岩瀬（2012）は、チーム活動には少なから

ず“手抜き”が発生するという仮説のもと、手抜きは

個人の資質よりチーム活動から影響を受けやすいこ

とを明らかにした。その上で、手抜きをなくすには、

チームの構成員が自発的に行動することが重要であ

り、その発生過程モデルを構築している。また、松

尾・中沢（2014）は、PBL 担当者へのヒアリングデ

ータから得られたキーワード群から PBL の構成概

念を確立し、大学独自の PBL ルーブリックを開発し

ている。さらに、藤原ほか（2015）は、PBL 受講学

生の知識習得を効率化することを目的に、授業資料

と Web ページ、PBL で実施する工程やタスク、ドキ

ュメントの関係をマッピングする RDF（Resource 

Description Framework）を利用した推薦手法を提案し、

評価実験で学習の効率化を検証している。 

 一方、花田ほか（2015）は、PBL でグループワー
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クを行う机の天板の形状によっても心理作用が異な

ることを、実験の結果から明らかにしている。具体

的には、着座者の面が直線状より曲線状の方が、2

人並んで座った時の集中度が高いと指摘している。 

4.2 効果向上に関する研究 

辻（2012）は、PBL を行う学生は「実行力」「チ

ームワーク」「課題探求力」が必要であり、PBL に

よって「コミュニケーション力」「実行力」の成長を

自覚できることを調査結果から明らかにした上で、

事前・事後教育でそれらを伸長することが重要と指

摘している。また、小柳津（2015）は、学生レポー

トのテキスト分析から、2 年度にまたがる「段階的

PBL」が、社会で求められる力を身に付ける教育手

法として効果的であることを検証している。さらに、

五百井ほか（2016）は、「褒め」の有無による 2 つの

共分散構造分析モデルを作成し、PBL 実践中に学生

をうまく褒めることが、パフォーマンスの向上につ

ながると主張している。 

効果的なチーム機能の観点からは、奥本・岩瀬

（2016）が、PBL受講者への個別インタビューから、

活動初期に目的を共有したチームほど、多様な意見

を取り入れる協調的議論を展開し、活動の効率化に

つながっていることを明らかにしている。また、聞

間（2016）は、学年横断型 PBL がともすれば上意下

達で膠着しがちであったところ、上級生・下級生そ

れぞれへのコーチング研修を導入した結果、効果的

なコミュニケーションを図ることに成功したと報告

している。 

 

５．COCと PBL 

文部科学省では、2013 年度より「地（知）の拠点

整備事業」（COC：Center of Community）を推進して

いる。これは、大学等が自治体と連携し、課題解決

に資するさまざまな人材や情報・技術が集まる「地

域コミュニティ」の中核的存在となることを目指す

事業で、全学的に地域を志向した教育・研究・社会

貢献を進める大学等に対して、5 年度にわたって財

政支援を行うものである。2013 年度は全国で 56 校

（単独 48 校、共同 8 校）、2014 年度は 26 校（単独

24 校、共同 2 校）が採択を受けた７）。 

COC 採択を契機に、カリキュラムに PBL を導入

した大学は多い。井ノ上ほか（2015）は、2013 年度

に採択を受けた長崎県立大学において、2015 年度よ

り「長崎のしまに学ぶ」「しまのフィールドワーク」

の 2 科目を 1 年次または 2 年次の全学必修科目とし

て設定するにあたり、2014 年度の試行科目で得られ

た課題と改善策を報告している。同じく、2013 年度

に採択された広島修道大学では、田坂（2016）が、

企業にヒアリングを断られたり、地域から大学生批

判を浴びたりと、地域課題解決を目的とした PBL 実

施には困難が伴うことを指摘している。また、2014

年度に採択された弘前大学では、西村（2016）が、

先行して実施したプロジェクトを紹介しつつ、PBL

を一つの流行としてではなく、学生の主体性と活動

の学術水準の両立を探求していくことが、大学教育

学上の重要な課題と述べている。 

COC 大学による PBL 研究は今後増えていくと推

測されるが、COC は 2017 年度（2013 年度採択校）

または 2018 年度（2014 年度採択校）で終了するこ

とから、COC の一環として PBL を実施している大

学にとっては、事業終了後の継続性が課題となろう。 

 

６．PBL研究の到達点と今後の課題 

本論では、わが国における大学での PBL 研究の動

向を俯瞰した。結果は以下のようにまとめられる。 

まず、PBL には Problem based learning と Project 

based learning の 2 種類があり、基本的概念は類似し

ているものの、それぞれ別の学問分野で進展してき

た。本論で主眼とした Project based learning は工学か

ら出発したが、時代の流れもあって、次第に人文・

社会科学に浸透していった。それに呼応する形で

PBL 研究も増加している。 

人文・社会科学を中心とした近年の PBL 研究は、

大学（主にゼミ）での実践報告が多いが、それぞれ

に特色がみられ、事例として興味深い。一方で、効

率的に PBL を実践するための方法論や、PBL の教育
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効果を高めるための方策といった理論研究も進んで

いる。また、COC と関連付けた PBL 研究も萌芽の

兆しを見せており、今後の発展が期待される。 

もとより課題もある。1 つは、PBL が学生の就職

にどう影響したかの分析が不十分なことである。長

谷川ほか（2010、既出）は、PBL 履修者で成績が上

位であるほど就職内定時期が早かったり、一部上場

企業が多かったりする結果を示しているが、例えば

PBL履修者と未履修者で就職パターンにどのような

違いがあるかを議論することは、PBL が大学のセー

ルスポイントとなりうるかどうかの 1 つの判断基準

になると考えられる。 

2 つ目は、PBL に対する課題提出側（企業など）

の評価が十分に議論されていないことである。稲永

（2011）や中尾ほか（2014、既出）では、課題を提

出した企業の意見やコメントが一部紹介されている

が、今後は「顧客満足度」の観点から、定量分析な

どによる客観的な評価を分析することで、PBL の有

用性を論じる必要があるだろう。 

最後に、PBL の学術的な位置付けである。田坂

（2016、既出）にみられた地域（企業）の冷たい態

度は、誤解を恐れず言えば、その地に生活の拠点を

構える当事者の立場から、学生の活動に「先々まで

責任が持てるのか」という気持ちが表出したとも推

察される。ゆえに、学術的論拠をもって PBL に取り

組まないと、西村（2016、既出）が指摘するように

「一つの流行」で終わってしまう危険性があろう。 

 

――― 注 ――― 

１）文部科学省ホームページの高等教育局ページ『平成 25 年

度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）』

（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/136

1916.htm）で公開。閲覧日は 2017 年 7 月 5 日。 

２）文部科学省ホームページの中央教育審議会ページ『新た

な未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学

び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）』

（ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushi

n/1325047.htm）で公開。閲覧日は 2017 年 7 月 5 日。 

３）英訳タイトルのみに「PBL」が含まれる論文も含む。ま

た、大学以外の教育機関で実施されている PBL の論文も含

む。さらに、次章で取り上げる「Problem based learning」の

略称として PBL を用いた論文も含む。閲覧日は 2017 年 5

月 3 日。 

４）PBL は、高等専門学校や職業能力開発大学校など、他の

高等教育機関でも実施されている他、高等学校でも導入事

例がある。しかしながら、紙面の制約もあることから本論

では割愛した。 

５）CiNii Articles の検索より（閲覧日は 2017 年 5 月 3 日）。 

６）小山（2013）、小山（2014）、小山・松村（2016）におけ

る履修学生はそれぞれ異なる。 

７）2015 年度には、地元就職率の向上を主眼とした「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」（5 年間）が

始まり、共同申請を条件に 42 件が採択された（申請 42 校、

参画総数 256 校）。なお、COC もCOC＋も、採択校に短大

および高専を含んでいる。 
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