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 東北公益文科大学では文部科学省「地（知）の拠点整備事業」（COC）の採択を受け，地元企

業などから提出された課題に対して複数の学生チームが解決策を競い合う PBL 科目「競争型課題

解決演習」を新たに設置した．一方，国土交通省では全国規模で，「道の駅」と大学が連携して企

画事業などに取り組む活動を活発化している．本論は筆者が担当した上記演習において，地元道

の駅と連携した取り組みを報告するものである． 

 演習では座学やフィールドワーク，ヒアリング調査，グループワークなどの教育手法を取り入

れながら履修学生の教育効果を図った．解決策の提案については一定の評価を得たものの，演習

全般の進め方などについて課題も多く残った． 

 キーワード：PBL，道の駅，「地（知）の拠点整備事業」（COC），課題解決，連携 

 

1. は じ め に 

今日，大学教育におけるアクティブ・ラーニングの

隆盛に伴い，その一手法である PBL（Project based 

learning）をカリキュラムに導入する大学が増えている

（山口 2017）．とりわけ，地域志向型の教育，研究を

充実させ，地域（行政，住民など）との連携を深めて

地域貢献活動にも力を注ぐ大学づくりを目指す，文部

科学省の「地（知）の拠点整備事業」（COC）の採択

を受けた大学1)では，それを機に PBL 科目を設置する

ケースが少なくない（井ノ上ほか 2015，田坂 2016な

ど）．2013年度に採択を受けた東北公益文科大学でも，

カリキュラム改革の一環として，企業などから大学に

寄せられた地域課題について複数の学生グループが解

決策を競い合う PBL 科目「競争型課題解決演習」を新

たに設置した． 

一方，2015年度より国土交通省が中心となり，全国

規模で「道の駅」と大学との連携・交流に関する取り

組みが始まった．プログラムは就労体験型実習と連携

企画型実習の2つで2)，国土交通省では，大学側のメリ

ットとして，地域の資源が集中し，地方が直面する課

題が明確である「道の駅」をフィールドとして，机上

では得ることが難しい学習が可能であることなどを，

また「道の駅」側のメリットとして，若者の視点を活

かした地域づくり，若者の元気による実行力のある企

画の実施などを挙げている． 

このうち，連携企画型実習での取り組みをまとめた

研究報告としては，帝塚山大学が道の駅「吉野路大塔」

（奈良県五條市）と連携して，水害で休止していたレ

ストランを再生した小菅・矢部（2016）や，佐野短期

大学（現・佐野日本大学短期大学）が道の駅「どまん

なか たぬま」（栃木県佐野市）と連携して，デザート

レシピを開発した野中ほか（2017）などがある． 

本論はそれらの流れをくむものであり，筆者が2017

年度，東北公益文科大学在籍時に PBL 科目として実践

した，道の駅「鳥海ふらっと」（山形県遊佐町）との連

携企画型実習の報告を目的とする． 

2. PBL科目実践の経緯 

1993年に誕生した「道の駅」には，道路利用者のた

めに24時間無料で利用できる駐車場やトイレなどを備

えた「休憩機能」，道路利用者に道路情報や観光情報，

緊急医療情報などを提供する「情報提供機能」，「道の

駅」に建てられた文化教養施設や観光レクリエーショ

ン施設などの地域振興施設を活用して地域との交流を
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図る「地域連携機能」の，大きく3つの機能がある（国

土交通省ホームページより）． 

このうち，情報提供機能について齋藤（2013）は，

自動車利用，日帰り訪問の多いエリアでは，まず「道

の駅」に誘客し，周辺観光地の情報を重点的に発信す

ることを政策的示唆としている．また小川（2016）は，

観光の拠点（情報発信拠点）となっている「道の駅」

は集客力があることをアンケート調査から明らかにし，

観光情報発信拠点としての「道の駅」の重要性を指摘

している．さらに藤澤（2018）は，地域の観光振興の

ためには「道の駅」のゲートウェイ機能を強化するべ

きだと述べている．このように，「道の駅」が来訪者に

地域の観光情報を提供して地域観光を活性化させるこ

とも，「道の駅」が果たす役割の1つと考えられる． 

翻って，道の駅「鳥海ふらっと」は，2016年度の年

間入込客数が約233万人（山形県観光立県推進課調べ）

で，同県が定める「観光施設」で最大の集客数となっ

ている．そのため，道の駅「鳥海ふらっと」では多数

の来訪者に有効な観光情報を提供することで，地域観

光の活性化を図りたいという思惑があった． 

そこで，同駅を管轄する国土交通省酒田河川国道事

務所と相談し，大学との連携企画型実習を活用する形

で，同じ山形県庄内地域に存立する東北公益文科大学

に，同駅の観光情報発信機能を強化し（点の課題），そ

こにお客様を呼び込むための方策（線の課題）を学生

から提案してほしいと打診した． 

これを受けて同学では，2017年度後期の PBL 科目

「競争型課題解決演習」として「道の駅・公益活性化

プロジェクト」を開講し，筆者が担当することとなっ

た．これは，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（溝上・成田 2016）であり3)，具体的には，先

述の「点の課題」「線の課題」に対して，科目履修者を

複数のチームに分け，さまざまな学習を通じてより優

れた解決策の提案を競うものである． 

なお，本論では演習の流れを論じることを目的とす

るため，道の駅「鳥海ふらっと」の観光情報発信機能

の現状や，学生の提案の具体的内容については議論の

対象としない． 

3. PBL科目の実践 

3.1. ガイダンス（第1回） 

本演習の流れを示したものが表1である。筆者は，

2017年度前期にも別のプロジェクトで同演習を担当し

ており（山口 2018），基本的には前期の流れに準拠し

ている． 

まず，履修学生に対して，本演習で取り組む課題，

すなわち道の駅「鳥海ふらっと」の観光情報発信機能

を強化すること（点の課題），及びそこにお客を呼び込

むための方策（線の課題）を示し，なぜその課題に取

り組む必要があるのかを，資料やデータに基づき説明

した．具体的には，「道の駅」には地域観光を活性化す

る情報発信拠点となる役割があることと，道の駅「鳥

海ふらっと」は山形県内で最も集客力のある観光施設

であり，来訪者に適切な観光情報を発信することは，

地域観光の活性化に大きく寄与するポテンシャルを持

つことである．前期の演習では課題の提示のみにとど

まったため，期末レポートで「課題に取り組む目的が

よく分からなかった」とコメントした学生が散見され

た．その反省を踏まえての理由説明である． 

次に，表1に示した演習全体の流れを説明し，本演習

では29名の履修学生を複数のチームに分けて解決策を

競うこと，具体的にはさまざまな学習を経て，最終回

に，演習関係者の前で各チームがプレゼンテーション

を行い，関係者の採点で優勝，準優勝チームを決める

と説明した．そして，本演習の成績は，学習態度と期

末レポートに加え，優勝，準優勝チームには加点して

算出すると伝えた．つまり，演習に積極的に参加し，

期末レポートを提出すれば最高で85点，かつプレゼン

テーションで優勝すれば，チーム全員にプラス15点，

準優勝すれば，同じくプラス5点とした。 

本学の成績は，「59点以下：不可」「60点～69点：可」

「70点～79点：良」「80点～89点：優」「90点～100点：

秀」の5段階評価である。したがって，「秀」（90点以上）

の成績を取るには，優勝もしくは準優勝が必須条件と

なる。これは，好成績を目指して学生の学習モティベ

ーションを上げることと，将来社会に出ても役立つチ

ームワーク力を養うことを目的としている． 

以上の説明を経て，29名の履修学生を筆者が5～6人

のチームに機械的に振り分けた．なお，前期の履修者

も複数名いたため，彼ら/彼女らが偏らないように分散

させた．前期の演習では，この後に学生の親和性を考

慮して1分間のシャッフルタイムを設けたが，結果的に

「仲良しチーム」とそうでないチームに分かれ，それ

がプレゼンテーションの審査結果に反映されてしまっ

たため，それに対する不満を期末レポートにコメント

した学生もいた．その反省から，本演習ではシャッフ

ルタイムは設けず，最初の機械的振り分けでチームを
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確定させた． 

最後に，チームを組織的に機能させるため，チーム

内で，演習を通じてチームを統括する「リーダー」，リ

ーダーをサポートする「サブリーダー」，グループワー

クの内容メモなどを担当する「記録係」，プレゼンテー

ション資料作成の中心などを担当する「発表係」，課題

に対する事前，事後の調査などを担当する「調査係」

を決めさせた．なお，6人のチームでは「記録係」「発

表係」「調査係」のいずれかを2人とした．これらの係

は筆者が前期の演習で考案したものであるが，比較的

うまく機能したため本演習でも取り入れた． 

このように，ガイダンスの内容はその後の演習にも

影響を与えることが前期の演習から分かったため，本

演習では前期以上に注意を払った． 

3.2. 座学と現地調査（第2回から第4回） 

第2回と第3回では，演習関係者に来学いただき，演

習の目的や知識を学生により深く理解させるべく講義

を行ってもらった． 

第2回では，道の駅「鳥海ふらっと」の運営責任者か

ら，同駅の現状や施設配置，本演習の課題である観光

情報発信機能の現状などについて説明をいただいた． 

第3回では，同駅を管轄する国土交通省酒田河川国道

事務所の担当者から，「道の駅」に関する基本的な知識

について説明をいただいた． 

ガイダンスでは，「道の駅」に行ったことがない，あ

るいは「道の駅」そのものを良く知らない学生が少な

からず存在した．座学は，課題に対する一定の知識と

問題意識を醸成することで，最終的に学生の提案が単

なる思い付きにならない布石であるが，座学を経て，

出席レポートに「『道の駅』（道の駅「鳥海ふらっと」）

のことがよく分かった．しっかり現地調査に臨みたい」

とコメントする学生が増え，同時に「本演習の課題は

難しい」と率直なコメントを書く学生もいたことから，

効果はあったと考えられる．  

第4回ではマイクロバスで道の駅「鳥海ふらっと」に

移動して現地調査を行った．道の駅「鳥海ふらっと」

のスタッフより説明を受けながら，学生チームは施設

の造りや観光情報発信スポットのチェックを行った．

そして，課題解決に向けた問題点はどこにあるのかを

観察した．なお，スタッフからは，スポットの拡張や

移動はできないと言われたため，現地調査は学生が目

で学びながら，現状の限られた空間でどのような改善

が必要かをチームで考える下準備となった． 

3.3. 「道の駅」来客者への聞き取り調査（第5回か

ら第10回） 

次の作業として，道の駅「鳥海ふらっと」の来訪者

への聞き取り調査を行った．これまで学生は自らの頭

と目で学んだものの，はやり現場の問題は，実際に道

の駅を利用する来客者に聞かなければ分からないこと

も多い．すなわち「耳」で学ぶ必要がある． 

そこで，第5回では各チームにノートパソコンを用意

させ（チームの誰も持っていない場合は大学のパソコ

ンを貸与），聞き取り調査で用いる調査票の作成を行っ

た．これまでの座学で配布した「観光地点パラメータ

ー調査」（道の駅「鳥海ふらっと」提供）や「情報提供

機能に関する調査」（酒田河川国道事務所提供）などの

内容 場所 教育手法

第1回 ガイダンス 大学教室 座学

第2回 講義「道の駅について①」（講師：道の駅） 大学教室 座学

第3回 講義「道の駅について②」（講師：国交省） 大学教室 座学

第4回 現地調査 道の駅「鳥海ふらっと」 フィールドワーク

第5回 調査票作成 大学教室 グループワーク

第6,7回

第8,9回

第10回 調査票の入力・集計・分析 大学教室 グループワーク

第11回 意見交換会（関係者来学） 大学教室 ディスカッション

第12回 課題の検討（グループ間で質疑） 大学教室 ディスカッション

第13回 プレゼン資料作成① 大学教室 グループワーク

第14回 プレゼン資料作成② 大学教室 グループワーク

第15回 成果報告会 遊佐町役場議場 プレゼンテーション

表1　競争型課題解決演習「道の駅・公益活性化プロジェクト」内容構成（15回分）

「道の駅」来客者への聞き取り調査 道の駅「鳥海ふらっと」 ヒアリング調査
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調査票も参考にしながら，課題を解決するために来訪

者に何を聞けばよいかをチーム内で考えさせた．また，

質問のポイントを絞るため，分量は A4一枚，質問数は

多くて10問程度にまとめるように指示した．さらに，

調査結果をまとめた図表を最低1枚はプレゼンテーシ

ョンで用いることとし，それを意識した調査票を作成

することも指示した． 

調査票が完成したら，USB から筆者のパソコンにコ

ピーし，授業時間内に終わらなかった場合には，次の

授業の前日までに筆者の研究室に USB を持参するこ

ととした．各チームの調査票は筆者が印刷して次の授

業に備えた． 

第6，7回及び第8，9回は，マイクロバスで道の駅「鳥

海ふらっと」に赴き，各チーム二手（2～3人）に分か

れての，来訪者へのヒアリング調査を実施した．なお，

1度の調査を2回分としたのは，移動と調査時間が授業2

回分（90分×2）に相当したからである． 

移動中のバスの車内でクリップボードと調査票を各

チームに配布し，現地では，各チームがクリップボー

ドに調査票を挟んで，来訪者にヒアリング調査を行う

ことを説明した．特にノルマは設けなかったが，後の

分析で有益な結果を得られるように，時間内（概ね2

時間）でなるべく多くのサンプルを得るよう指示した．

また，食事中や会計中の方には声をかけないこと，断

った人には無理強いをしないことなど注意点も事前に

伝えた． 

ほとんどの学生は，こうしたヒアリング調査は初め

ての経験であり，最初は来訪者に声をかけるのもため

らっていたが，慣れてくると次第にコツをつかむよう

になり，各チームとも2度の調査で相当数の調査票を回

収していた． 

第10回は，各チームにノートパソコンを用意させ，

Excel を使って調査票を入力，集計する作業を行った． 

実際に入力，集計するのは1人だが，他のメンバーも

調査票の回答の読み上げや入力した調査票の整理など

積極的にサポートすること，また，プレゼンテーショ

ンで課題解決策を提案するためにどうしたら見やすい

図表ができるかを，発表係を中心にチーム全員で考え

ることを指示して，グループワークを成立させた． 

3.4. 意見交換会と課題の検討（第11回，第12回） 

第11回では，演習関係者との意見交換会として，学

生がこれまでの学習から得られた知識や情報，アイデ

アを質問や意見として関係者に投げかけ，さらなる有

益な情報や指摘を頂戴する場を設けた．関係者として

道の駅「鳥海ふらっと」から，座学を行っていただい

た2名が来学し，各チームには最低2つ以上の質問，意

見を準備させ，筆者の進行で意見交換会を進めた． 

第12回では，チーム内で課題の検討を行い，それを

発表して他のチームとの質疑応答を行う授業を実施し

た．これについては，「競争型」なのに手の内を明かし

ていいのかという学生の疑問が予想されたため，この

授業は他のチームから指摘を受けることで，チームの

提案内容を見直すと同時に，他のチームの提案内容を

知ることで，より良い提案を練り直す機会であること

を伝えた．すなわち，本演習は課題提出者である道の

駅「鳥海ふらっと」のために行うものであり，この授

業の目的は，全体的な提案の内容（競争のレベル）を

一段上げる狙いがあると，学生に理解させた． 

以上，第11回と第12回ではブレーンストーミングに

よって自らの考えを発言する，いわば「口」で学ぶこ

とを主眼に置いた． 

3.5. プレゼン資料の作成（第13回，第14回） 

第13回，第14回では，最終回の成果報告会に向けた

プレゼンテーション資料の作成を行った．各チームに

ノートパソコンを用意させ，資料は PowerPoint で作成

するよう指示した．資料の作成にあたっては，ヒアリ

ング調査で得られた結果を図表にして必ず盛り込むこ

と，また，これまでの学習内容を踏まえてどのような

課題が明らかになったのか，そして課題解決のために

どのような提案をするのかを論理的に説明できるよう

に注意喚起を行った．さらに，成果報告会での発表時

間は10分で，「審査員」となる演習関係者は「発表の分

かりやすさ」「提案の具体性」「提案の実現性」の3点で

評価することも事前に伝えた． 

各チームが作成したプレゼン資料は，事前に USB で

筆者のパソコンにコピーした．これは，成果報告会の

前に全チームの資料の動作確認を行うことで，当日の

進行をスムーズにするためである． 

3.6. 成果報告会（第15回） 

本演習の集大成である成果報告会は，マイクロバス

で遊佐町役場議場に移動して行われた．役場が会場と

なった理由は，道の駅「鳥海ふらっと」は遊佐町総合

交流促進施設株式会社が管理，運営を行っており，同

社の代表は遊佐町の副町長が務めているからである． 

「審査員」となった演習関係者は，道の駅「鳥海ふ

らっと」から2名，遊佐町総合交流促進施設（株）から

2名，遊佐町から2名，国土交通省酒田河川国道事務所

から2名，筆者を含む東北公益文科大学から2名の合計
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10名である．審査基準は前述した「発表の分かりやす

さ」「提案の具体性」「提案の実現性」の3点で，それぞ

れ5段階で評価することとした（15点満点）．審査表は

筆者が作成して発表前に各審査員に配布した． 

1つのチームが発表を終えた後，5分間の質疑応答を

行い，次のチームが発表準備をする間に審査員が採点

を行った．すべてのチームが発表を終えた後，審査員

から審査表を回収し，休憩時間の間に筆者が集計を行

った．そして，休憩時間終了後に筆者が優勝チーム，

準優勝チームを発表した． 

最後に，課題提出者である道の駅「鳥海ふらっと」

と，同駅を管轄する国土交通省酒田河川国道事務所か

ら講評をいただき，成果報告会は終了した． 

後日，履修学生には期末レポートを提出させ，本演

習は終了した． 

4. 演習の成果 

4.1. 課題提出者などの顧客満足度 

成果報告会終了後に，道の駅「鳥海ふらっと」と国

土交通省酒田河川国道事務所に「顧客満足度に関する

評価シート」を送付し，学生の提案において「評価で

きる点」と「物足りなかった点」をそれぞれ記入して

いただいた． 

まず，道の駅「鳥海ふらっと」から寄せられた回答

は以下の通りである（原文ママ）． 

「評価できる点」 

・各班ともに，自分たちが出来る着眼点を見出し当

駅スタッフが思いつかないような発想があり，と

ても参考になりました． 

・優勝班は，QR コードを利用し，近隣の飲食店を

含めた「ふらっと」から地域の情報発信を行う発

表は説得力がありました． 

「物足りなかった点」 

・情報発信機能の強化というテーマに於いて問題解

決に取り組んで頂きましたが，SNS を活用すると

いう結果に結びついた班が数班おりましたが，

SNS を活用するとどうなるのか？もう少しだけ具

体的な提案が欲しかったと思います． 

次に，国土交通省酒田河川国道事務所から寄せられ

た回答は以下の通りである（原文ママ）． 

「評価できる点」 

・若者の視点で，自身の感覚，日頃の認識から生ま

れる提案や指摘は，今後の改善に向けて参考にな

った． 

・庄内で過ごす時間が4年という短い期間でありなが

ら，すでに地域限定の刊行物など特色を認識し発

表につなげていたことが良かった． 

・利用者アンケートに基づく，問題・課題の深掘り

は説得力があった． 

・デーブルにビニールシートを敷いて，下にチラシ

等を入れて情報提供を行うという提案はすぐにで

もできることなので，是非道の駅鳥海さまに実施

して欲しいと思った． 

「物足りなかった点」 

・アンケート結果に基づいた論理展開や戦略に乏し

いと感じた． 

・特に，利用客の年齢層の偏りに気づいていながら

も，どうしたいのか，ターゲットをどの年齢層に

するのかの説明が少ないまま，対策としての SNS

が出てくるなど，ミスマッチ感も感じられた． 

・高齢層への具体的な対策案に物足りなさを感じた． 

・情報提供システムにこだわった評価が多かったの

は，当方の誘導の仕方が悪かったと反省（もう少

し，観光情報発信拠点として，ポスター，パンフ，

その他も含めた発信方法や，道の駅全体を通じた

評価が欲しかった）． 

・全体を通して，せっかくとったデータの活用の仕

方，表現の仕方，分析の仕方をもう少し工夫した

方が良いのではないかと感じた． 

山口（2018，既出）が指摘するように，課題提出者

などによる，PBL を通じた学生の提案内容への評価

を論じた研究は少ないため，これらの指摘は非常に重

要である．回答からは，提案内容に対して一定の評価

をしつつも，特に具体性の点において物足りなさを感

じた様子を伺うことができる． 

ただ，カリキュラムが終了していたことから，この

回答結果を履修学生にフィードバックできなかった

ことは今後への反省点である． 

4.2. 学生の期末レポート 

期末レポートの課題は，①自分自身について，（1）

「頑張れたこと（満足）」および（2）「もっと頑張れた

こと（不足）」 ，②本演習の内容について，（1）「役立

ったこと（十分）」および（2）「不足していたこと（不

十分）」をまとめるものである． 

全体的には好意的な内容が多かったものの，批判的

な記述も見られた，主なものは以下の通りである． 

・2回行った聞き取り調査はいずれも平日の午後で，

お客が少なく，ほとんどが高齢者だった，1回を週
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末に行ったら，若い人など多くの人に聞き取り調

査が出来たと思う． 

・ヒアリング調査をまとめた後で，もう一度現地調

査を行いたかった． 

・プレゼンがうまくできなかった，リハーサルがあ

ると良かった． 

・前回授業の振り返りが長く，グループワークの時

間が十分に取れなかった． 

・ノートパソコンでプレゼン資料を作っていると，

他のメンバーはボケっとしていることが多かった． 

これらより，授業改善に対する学生からの提案とし

て，1つは，必要に応じて時間割以外での授業があって

も良いこと，もう1つは，教員が必要以上に長く説明を

する（特に，同じ話を繰り返す）のは時間の無駄で，

その分，作業に費やす時間を確保すべきであること，

さらにもう1つは，演習参加に消極的な学生に，もっと

目を配ることの，大きく3点が指摘しうる． 

こうした提案については，筆者が時間割に縛られ過

ぎていなかったか，また，学生の理解度を過小評価し

ていなかったか，さらに，学生の主体性に任せ過ぎて

いなかったか，言い換えれば，演習を進める上で学生

との対話が不十分だったのではないかとの反省が求め

られる． 

一方で，教員の評価という観点からとらえた場合，

これらの提案は学生の頼もしさを感じさせるものであ

る。特に，道の駅での来訪者へのヒアリング調査は，

粉雪が舞う寒さの中で行われ，来訪者に協力を断られ

ることも多かったことから，「心が折れそう」と嘆く学

生も少なくなかったが，それでもより多くのサンプル

を得ようと来訪者に声をかけ続ける姿には，確かな成

長が感じられた。また，期末レポートでは「貴重な体

験ができた」「チーム内で協力することができた」「こ

れからの社会生活に役立った」という記述も散見され，

本演習が学生の経験値や人間力の向上にも幾ばくかの

影響を与えたと考えられる。 

今後は，学生のニーズに応えるべく教育手法を見直

し，より高い学習成果を達成する演習内容を模索する

必要があるだろう． 

5. まとめ 

本論で得られた結論は，大きく以下の4点にまとめる

ことができる． 

① 演習の始めより，「課題に取り組む意義」を徹底

的に学ばせたこと，また，プレゼンテーションの

審査結果が成績評価に直結することをガイダン

スで伝えたことから，履修学生の学習態度は非常

に積極的で，毎回の平均出席率は9割を超えた．

さらに，演習を進める中でチームワークも次第に

高まり，将来的には卒業後の社会人基礎力にも繋

がると期待される． 

② 演習では，「頭」で学ぶ座学，「目」で学ぶフィー

ルドワーク，「耳」で学ぶヒアリング調査，「口」

で学ぶディスカッションなど，さまざまな教育手

法を取り入れたことで，最初は戸惑いがちだった

学生も次第にチャレンジングになり，経験値を向

上させることができた． 

③ 一方で，ヒアリング調査が荒天の中で行われるな

ど，シラバスどおりに演習を進める難しさも感じ

た．こうしたことが，結果的に課題提出者の「物

足りなさ」や履修学生の演習への不満につながっ

た可能性もあり，今後は状況に応じた柔軟な科目

運営が求められる． 

④ 本演習では，課題解決に向けた提案の内容が実際

に反映されたか検証（フォローアップ）を行うこ

とができなかった．ある意味では科目教育の限界

といえるかもしれないが，真に大学が地域貢献を

果たすためには，さまざまな課題に対する長期的

な取り組みが必要である． 
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注      

１） 短大，高専も含め，2013年度は56校，2014年度  

は26校が採択された． 

２）国土交通省では，毎年度の成果を「『道の駅』と

大学の連携・交流に関する取組のご紹介」とし

て報告書にまとめている（URL https://www.mi

chi-no-eki.jp/college/）．なお，2017年度は20大

学45名の学生が全国34の「道の駅」で就労体験

型実習を行い，33の「道の駅」が29大学と連携

企画型実習を行った． 

３）溝上・成田は，これを Project based learning と
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定義づけ，「もう一つ」の PBL である，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（Problem 

Based Learning）と区別している． 
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Summary 

Tohoku University of Community Service and Science 

has initiated a Center of Community (COC) project from 

the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology. Local companies submitted ideas for tasks, 

and a new project-based learning (PBL) course named 

"Competitive Learning Seminar" was established. In this 

PBL event, several student teams compete for solutions 

to the tasks.  

Meanwhile, the Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport, and Tourism is conducting activities to tackle 

projects in collaboration with "Roadside Stations" and 

Universities on a nationwide scale. 

In this paper, we report the efforts of the local roadside 

station and University in collaborating to produce the 

seminar described above. 

In the seminar, we adopted educational methods such 

as lectures, fieldwork, hearings, and group work to 

improve the educational impact on students. 

Although our solution proposal was presented and 

evaluated, several challenges remain in the continuation 

of the PBL seminars. 
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