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システム開発系 PBL 教育での
組織的メンタリングのための情報共有
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概要：本稿では約２０のチームによる Problem Based Learning (PBL)教育を２週間の合宿形式で実施した際，組織的な
メンタリング を７名程度の指導者（メンター）で実施するために行った情報共有について報告する．この試みは「分
野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク」において実施した．指導において受講生の抱える問題をメンタ
ーが把握するための試みや，メンター間の情報共有方法について述べる．
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Information Sharing for Organized Mentoring
on Problem Based Learning in Computer Science
CHIEMI WATANABE†1	
  SATOSHI SAGA†1 MIHO NAGASE†1
TOHRU KAWABE†1 JIRO TANAKA†1
Abstract: This paper reports approaches of information sharing for organized mentoring on Problem Based Learning (PBL).
Since 2012, we have had a two weeks summer camp for developing business applications, which is in an educational project
“Project for Establishing a Nationwide Practical Education Network for IT Human Resources Development”. In this year (2015),
more than 90 students participate the camp and forms about 20 teams on the camp at University of Tsukuba. For mentoring these
teams, we form a mentor team by two professors and 7 alumni of the camp. In this paper, we report different approaches by
which mentors can capture the status of the teams and their potential problems, and report approaches for sharing the information
among all mentors.
Keywords: Group work, Information Sharing, Education, PBL, Mentoring

1. は じ め に

後 10 月から 12 月初旬にかけて継続的なチーム開発を進
め,12 月初旬に成果発表会を行う．チーム及び開発テーマ

	
  IT 人材白書によると,今や IT はすべての分野の基盤と

は合宿の初日に決定し，その後成果報告会までの４ヶ月を

なっており,情報系の知識を駆使してあらゆる分野のニー

かけて PBL 形式でチーム開発を進める．開発テーマは合宿

ズを汲み取り,新たな社会を支える人材の重要度は高まっ

の初日にチームメンバー構成を含めて決定する．開発テー

ている.特に若い世代の IT 人材には,過去にとらわれない

マ及び開発環境についての制限は設けず，学生の発想を生

独創的なアイデアを発想し,最先端の IT 技術を駆使して

かした自由な開発を実施する．

イノベーションを創出することが期待される.そのために

	
  そのような形式で PBL を実施する際，学生への適切なメ

は,社会人になる前の IT 教育としての人材育成が重要で

ンタリングが重要となる．特に本カリキュラムでは，開発

ある[1].

環境や開発の進め方に関して制限を設けていないため，チ

	
  このような背景のもと,筑波大学では 2012 年度より分

ームによって抱える問題や状況が大きく異なり，各チーム

野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク

の状況に合わせて適切な対応をしなければならない．その

( enPiT )[2]のビジネスアプリケーション分野の連携大学の

ため本カリキュラムでは専任教員２名に加え，前年度の

代表校として,先端情報技術を有機的に活用した実践的問

enPiT 修了生８名および参加校の教員でメンタリングのた

題解決を目指した教育を実施している.

めのチームを結成し，産業技術大学院大学の永瀬氏をアド

	
  本年度（2015 年度）は 19 校の参加校から 90 名以上の

バイザに PBL における組織的なメンタリングを実施した．

参 加 者 を 得 , 主 に 課 題 解 決 を 目 的 と し ,Problem Based

メンタリングとはメンターと呼ばれる指導者が受講生と対

Learning (PBL) を中心としたグループワークを実施した.

話することによって問題点や解決法に関する気づきを促し

本カリキュラムでは, 8 月に２週間の PBL 合宿を行い, その

たり，適切な助言を行うことによって受講生の自発的及び
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自律的な学習を促していく指導法である．
	
  本稿では筑波大での enPiT 夏季合宿における組織的メン
タリングのための受講生の状況把握およびメンター間での

1

Vol.2015-DC-100 No.5
2015/12/1

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
情報共有手法についての試みを報告する．

たは 6 名でチームを結成し開発テーマを決定する．第１週

	
  前年までの経験から PBL でのメンタリングにおいて

は開発テーマにおけるビジネスモデル設計及び要件定義と

我々が抱えていた問題点は以下の２点である．

その検証及び改良をテーマとし，第２週はプロトタイプシ

1.

受講生が PBL 中に抱えている問題を引き出せない

ステムの開発を目標としている．合宿終了後も引き続き開

2.

受講生の状況をメンター間で共有できない

発を進める．10 月から 12 月にかけて PBL を続け，12 月初

	
  我々は最初の問題点に対し，受講生との状況共有の手段
として定期的な手段と，不定期な手段を組み合わせて実施
した．定期的な共有手段としては，デイリースクラムを用
いたチーム内の情報共有に合わせてメンターを含めたスク
ラムオブスクラムズ[3]を取り入れた．
また不定期な状況共有として，受講生からの積極的な相談
及び質問を促すためメンター呼び出しシステムを取り入れ
た．２点目の問題点に対しては，対面による情報共有とド
キュメントによる情報共有の双方を試みた．対面による情
報共有はスクラムオブスクラムズにて実施した．ドキュメ
ントによる情報共有では情報の速報性とメンター全員への
周知を重視し，レポジトリ共有サービスである GitHub [4]
とチャットシステムである Slack[5]を利用した．
	
  本稿の構成は以下の通りである．まず第２節にて筑波大
での enPiT における PBL 教育について説明したのち第３節
にて前年度までの実施において我々が PBL のメンタリン
グにおいて抱えていた問題を挙げる．第４節で受講生とメ
ンターとの状況の共有に対して行った試み，メンター間の
情報共有のための試みについて述べる．

旬に成果報告会を実施する．
	
  本稿ではこのカリキュラムのうち夏季に実施する合宿に
おける本年度の取り組みを対象としている．短期集中合宿
から開始する PBL とは，問題に対してどのように解決する
かを論理的に考え，解決に必要な知識や手段を自主的に学
習して獲得したのちに問題に適用し解決に至る学習法であ
る．本年度に実施した短期集中合宿では，最初に提示する
問題を「受講生自身やその周辺で困っていることまたは解
決したい問題」というテーマで各自合宿初日に持ち寄り，
解決したい課題を共有する，または課題に共感するメンバ
ーで自己組織的にチームを結成したのち PBL を開始した．
	
  合宿の第１週は，各チームで設定した課題に対して，そ
の課題と解決法についてリーンキャンバスを用いて掘り下
げ，同じ課題を持つ顧客の存在やその解決法に対する価値
を検証するためのインタビューなどを実施した[6]. また解
決案をより具体的な解決策に掘り下げ，問題を解決するビ
ジネスアプリケーションの骨格をなす機能をリストアップ
する．第２週は第１週で設計したアプリケーションのプロ
トタイプシステムの実装を行う．必要な開発環境を自ら検
討し，必要な知識について学習し，開発時間とチームメン
バーのスキルを考慮して，期間内に実現できる適切なプロ

2. 筑 波 大 で の enPiT に お け る PBL 教 育
	
 

enPiT(Education

Network

for

Practical

Information

トタイプシステムを完成させる．
	
  また，合宿期間中はチームビルディングも大きな学習目

Technologies)は 2012 年度より始められた教育事業であり，

標の一つである．合宿初日にチームを結成するため，お互

情報技術を高度に活用して社会の具体的な課題を解決でき

いのスキルや特性も知らない状態から開始する．合宿中の

る人材を育成することを目的とする．本事業の大きな特徴

PBL のなかで自己組織的に互いのスキルや特性を把握しつ

は複数の大学及び産業界と全国的なネットワークを形成し

つ，チームとして最適な働きができるよう２週間の合宿期

課題解決型学習（Problem Based Learning: PBL）をベースと

間のなかでチームワークを築くにはどうしたら良いかを受

した実践的な教育を進めることにある．本事業は，クラウ

講生自身が考え行動することを学んでいく．

ドコンピューティング，セキュリティ，組み込みシステム，
ビジネスアプリケーションの４分野で構成されており，著
者の所属する筑波大学はビジネスアプリケーション分野の
拠点校である．ビジネスアプリケーション分野では，潜在
的なビジネスニーズや社会ニーズの問題に対して，情報先
端技術を有効に活用して解決することのできる人材育成を
目的としている．
	
  筑波大学では全国各地から約 20 の参加校を対象とし，
PBL に基づいた学習を行っている．本年度（2015 年度）は
13 校から 93 名の受講生が参加した．筑波大学での enPiT
の１年間のカリキュラムの構成を図 1 に示す．4 月から 7
月までは各大学で基礎知識学習を行ったのち，８月第３週
より２週間の合宿を行う．事前または合宿開始時に 5 名ま

図 1	
  enPiT における年間のカリキュラムの流れ
Figure 1	
  The Flow of enPiT Caliculum.
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3. メ ン タ リ ン グ に お け る 課 題
	
  本カリキュラムでは，合宿中の PBL を主に 2 名の教員が
担当する．本年度はそれに加えて参加校の教員と前年度の
enPiT 修了生から 8 名の学生がアシスタントとして PBL の
メンタリングに協力した．本カリキュラムの PBL では教員
による講義や指導という形ではなく，メンタリングによる
指導を中心としている．メンタリングとはメンターと呼ば
れる指導者が受講生と対話することによって受講生に問題
点や解決法に関する気づきを促したり，適切な助言を行う
ことによって受講生の自発的及び自律的な学習を動機づけ
る指導法である．合宿中は主担当教員 2 名が合宿期間中は

２名の専任教員は登壇して講義をしているため教員が
メンターであることは受講者にとって明らかであるが，
参加校の教員や学生メンターは受講生にとって相談を
して良いメンターであるかどうかが分からず，受講生
が誰かに相談したいと思った場合に誰に相談して良い
のかわからないという状況が見られた．特に学生メン
ターは受講生にとって教員よりは相談しやすい存在と
して貴重であるが，enPiT では複数の大学から受講生が
参加しているため，受講生と学生メンターの区別がつ
かないのと互いに初対面であるため却って話しかけづ
らいとう状況もあった．

常駐し，参加校の教員及び学生アシスタントはメンターと
して PBL 時間中に常時５名以上で対応した．
	
  本カリキュラムは 2013 年度から 2015 年度にかけて合計
3 回実施（本稿執筆中は 3 回目を実施中）しているが，2014
年度までの２回の実施において PBL のメンタリングに際
して抱えていた問題について以下に述べる．
3.1 受 講 生 の 状 況 や 問 題 の 共 有
	
  PBL 実施中，各チームの状況や抱えている問題を十分に
把握できない場合があった．
1. 作業中の様子の観察のみでは状況が把握できない
合宿中の PBL 実施は図２に示すように一つの大きな部
屋で全チームが作業をする形をとっている．メンター

図 ２	
  enPiT 短期集中合州における PBL の様子
Figure 2	
  A Snapshot of PBL in enPiT Summer Camp

は会場において受講生が議論や実装をしている様子を
見回って観察をしていた．しかし同時にチーム数が約
20 チームと多く，一方でメンターは最大で７名（常時
在室しているのは専任教員２名）であるため，見回っ
ているだけではチームの様子を把握することは難しい．
またメンターが状況を引き出すために会話をすること
によって受講生が作業が中断されると感じたり，監視
されていると感じて状況を隠してしまう状況も見られ
た．

3.2 メ ン タ ー 間 の 情 報 共 有
	
  メンターは基本的に専任教員が２名常駐し，それに加え
て参加校教員，後援企業社員，学生メンターが各自の出席
可能な日に合わせて常時５名以上は在室する．しかしなが
ら，日によって参加するメンターが変わるためメンタリン
グ状況の共有などが十分ではなかった．そのため，同じチ
ームに対し複数のメンターが同じような問いかけを行った
り，メンター同士で矛盾するアドバイスをして混乱を招い

2. 受講生がメンターへの相談を躊躇する
受講生はチームの進捗が思ったように進まないほどメ
ンターへの相談を躊躇する傾向にある．チーム間のコ

たりする場合も見受けられた．また期間途中から参加した
メンターは状況が把握できず，メンタリングが十分に行え
ないという状況も見られた．

ミュニケーションが取れない，実装スキルが足りずど
うして良いか分からない，取り組んでいる内容に疑問
を感じているなど，問題がある状況が起きている場合
に，その状況が教員やメンター，または他のチームの
メンバーに知られることがためらわれるのか，それが
伝わらずに開発が進み，最終発表の時点で初めて明ら
かになることも度々見られた．
3. 受講生が誰に聞いて良いかわからない
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4. PBL メ ン タ リ ン グ の た め の 情 報 共 有
	
  前節に述べた状況を改善するため，本年度の enPiT 短期
集中合宿ではメンターがチームを組み組織的に活動するよ
う努めた．特に受講生とメンターとの状況や問題の共有，
そしてメンター間の情報共有を積極的に行った．
	
  短期集中合宿は，短期間かつ受講生及びメンターが常時
会場におり Face to face のコミュニケーションが行いやす
い環境であるため，情報の共有においては合宿期間中にお
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ける情報共有であることを考え速報性を重視した．ただし

4.1.2 スクラムオブスクラムズ

メンター間の入れ替わりがあること，また PBL を行うチー

	
  本 PBL ではスクラム開発に厳密に準拠しているわけで

ム数が多いことなどから，Face to face による情報共有と並

はないが，部分的にスクラム開発の要素を取り入れている．

行してドキュメントによる情報共有を積極的に行った．

その一つがデイリースクラム[3]である．デイリースクラム

	
  以下，前節に述べた(1)受講生との状況や問題の共有 (2)

とは朝会またはスタンドアップミーティングとも呼ばれ，

メンター間の情報共有の２点に関して我々が取り組んだ試

１日の作業開始時に行う 10 分程度のミーティングである．

みについて述べる．

メンバー間で現状と問題を簡潔に伝えあい，それを元に今
日 1 日の作業内容を決定する．チームのリーダー的存在に

4.1 受 講 生 の チ ー ム 状 況 と 問 題 の 共 有

メンバーが報告するという階層構造は取らずにメンバー間

受講生のチーム状況と問題は，メンターが気付きにくいだ

の関係をフラットにし，互いの情報を各々が把握すること

けでなく受講生自身も気づいていなかったり，チーム内で

で各メンバーがその状況の中でチームとして最適な働きを

も共有されていない場合がある．そこでチーム内での情報

するにはどうするかを模索する．

共有の機会と合わせて，我々は表 1 に示す複数のアプロー

	
  我々はデイリースクラムの様子をメンターが外から観察

チでチーム状況と問題の共有を図った．具体的には定期的

することで定期的に状況を把握する「スクラムオブスクラ

あるいは不定期的な確認，学生からの働きかけ，メンター

ムズ」を実施した．概念図を図３に示す．デイリースクラ

からの働きかけ，コードからの情報把握に分けてそれぞれ

ム実施時に各チームに一人ずつメンターを派遣し，メンタ

取り組みを行った．なお表１中の「メンタークリニック」

ーはデイリースクラムの様子を外から眺め現状を把握し，

については 4.1.3 項にて述べる．

メンバーの様子なども観察する．メンターはあくまで観察
者であり，デイリースクラムの内容をファシリテートした

表 1	
  受講生の状況を引き出すための複数のアプローチ

りアドバイスを行うことはしない．それによって「チーム

Table1 Different Approaches for Capturing the States of Teams.

メンバー間での情報共有」というデイリースクラムの目的
を維持する．デイリースクラムが終わった後各チームは作

学生から発信

メンターの観察

定期

不定期

デイリー
スクラム

メンター
クリニック

スクラムオブ
スクラムズ

巡回

-

レポジトリの
イベント観察

業に入り，それと並行してメンターが集合してデイリース
クラムの観察結果を報告する．ここでチーム内で問題が発
生していたり，技術的な内容でつまづいているなどのチー
ムの状況をメンター間で共有する．
	
  また，デイリースクラムで共有する内容は，チームごと
に配布したボードの上に書き込むか付箋を張って記録し，

ソースコード

ミーティングが終了した後に写真に撮って GitHub 上レポ
ジトリにある Issue にアップロードするように指示した．
口頭での情報共有では把握しきれない項目や，参加してい

4.1.1 レポジトリ共有による状況把握
本 PBL では全チームのソースコードを GitHub[4]レポジト

なかった日の状況については Issue を閲覧することにより
状況の一端を把握できる．

リで管理・共有するように指示している．本年度の本 PBL
の全レポジトリは http://github.com/enpitut で閲覧できる．
PBL 実施期間中，GitHub のコミット状況を見ることで各チ
ームの開発状況を観察することができる．なお，受講者と
教員及びメンターのコミュニケーションを図るツールとし
て Slack[5]というチャットシステムを活用している．この
チャットシステムと GitHub レポジトリを連動させ，本 PBL
のレポジトリでコミットや Pull request 等のイベントが発
生した際に，Slack へメッセージが送られるようになってい
る．このメッセージは受講者及びメンター全員が閲覧でき
るため，メンターが活動状況を知れるほか，受講生同士も
ほかのチームがどのように活動しているかを把握するきっ
かけとなる．
図 ３	
  スクラムオブスクラムズの概念図
Figure 3	
  A Concept of Hierarchical Daily Scrum
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わることなどから，Face to face だけでなくドキュメントに
よる情報共有も並行して行った．
4.1.3 メンタークリニックと呼び出しシステムの設置
	
  定期的な情報共有のほか，不定期的な受講生からメンタ
ーへの質問や相談に対しても取り組んだ．受講生からメン
ターに積極的な質問や相談が来るようになるには，受講生
にとって声をかけるための障壁を取り除くことと，質問や
相談をすることのメリットを感じることが重要となる．
そのために我々は以下の工夫を試みた．
l

メンターとわかるユニフォームを着用（図 4）
	
  メンターの存在を明確にし「誰に相談していいか
わからない」という問題を解消する．

l

会場に「メンタークリニック」を設置する
メンターの存在と相談する場を明確し，相談するこ
とに対する受講生のハードルを下げる．

l

メンター呼出システム[7]の導入

図 4	
  メンターT シャツを着用したメンター
Figure 4	
  Mentors Wearing Mentor’s T-shirt

受講生が気軽にメンターを呼び出せるようにするほ
か，ほかのチームの様子を観察的に知り互いに刺激

	
  具体的には，メンター間の掲示板を用意しチームごとに

を与えられるようにする．

スレッドを作り，各メンターはチームの状況や対処などを

これらは，すべて学生メンターによる発案から生まれたも

各自掲示板に記録した．掲示板には GitHub のプライベート

のであり，期間中も大きな効果を発揮した．上記の工夫の

レポジトリにおける Issue 機能を流用した．図 6 に Issue 機

うち，３点目の「メンター呼び出しシステム」について述

能を用いたメンタリング報告の画面を示す（内容に関して

べる．メンター呼出システムのシステム概要を図 5 に示す．

は一部ぼかしを入れている）．GitHub の Issue 機能は本来レ

本システムは学生メンターが短期集中合宿のために共同で

ポジトリのバグ報告や改善要求などを利用者や開発者間で

開発した．ソースコードは GitHub にて公開されており，自

共有するものであるがこれを掲示板代わりに利用している．

由に利用することができる[7]．

その理由は，情報の共有手段によって保管場所が分散しな

	
  受講者はメンター呼出用の Web フォームに，相談メッセ

いように「各チームの状況を表すものは全て GitHub のレポ

ージとチーム名を入力して送信する（図５(1)）．Web フォ

ジトリおよび Issue 機能を使って共有し，リアルタイムな

ームでは他の受講生が過去に送った相談メッセージリスト

伝達手段としてチャットシステム（Slack）を利用する」と

から選択して同内容の相談メッセージを送ることができる

いう 4.1.1 節に述べた共有方法をメンター間の情報共有手

ため，他のチームの相談に便乗することができる．そのメ

段にも適用した結果である．

ッセージはメンターが共有しているチャットシステムへの
投稿メッセージとして流れる．それと同時にメンタークリ
ニックエリアに設置されているパトランプとスピーカーで
メンターコールが流れる（図５(2)）．各メンターは手元の
スマートフォンや PC 等でメッセージを確認することがで
きる（図５(3)）．
	
  メンターの呼出をエンターテイメント化することによっ
て気楽に呼び出せる環境を作り出すとともに，他のチーム
が質問している様子を抽象的に見せることで，呼び出すこ
との心理的な壁を低減している．
4.2 メ ン タ ー 間 の 情 報 共 有
メンター間の情報共有の手段として我々は第 4.1 節にも述
べたスクラムオブスクラムズを導入した．これは各メンタ
ーが持つ受講生の状況を Face to face で伝える手段である．
しかしながらチーム数が多いことと各チームへの対応が多

図 5	
  メンター呼び出しシステム
Figure 5	
 

Mentor Call System

岐にわたること，さらに日によって対応するメンターが変

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan

5

Vol.2015-DC-100 No.5
2015/12/1

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

ターへの相談に消極的なチームに焦点を当てて観察をし，
場合によっては担当者をつけてメンタリングを進めた．相
談のほとんどないチームの一部には，ほぼ初期の段階で提
案内容のアイデアと開発計画が固まりチーム内で順調に開
発を進めていたため相談を必要としないチームもあった．
その場合は迅速なプロトタイプ開発とそのレビューを推進
し，メンターは観察に徹した．
しかしながらその一方で相談のないチームの中には，チー
ム内で混乱し考えがまとまらないため相談のための説明が
できなかったり，チーム内での目的意識の統一ができてい
ないまま時間がないと焦って各自で実装（または実装のた
めの勉強）を進めているため結果的に相談の機会を逸して
いるというケースも見られた．これらの状況はデイリーミ
ーティングによるメンター間の情報共有の場がなければ見
図 6	
  Github 上のメンタリング記録
Figure 6 A Mentoring Report on a GitHub Issue Page

過ごしてしまったケースであると考えられ，今回の体制が
十分に活用できたと認識している．
その一方で，Face to face の情報共有がメインとなること

5. 実 施 を 踏 ま え た 考 察

でチームの様子のドキュメント化は徹底されていなかった．
原因として，合宿期間中においては Face to face によるコミ

	
  合宿中の情報共有に関しては定量的な評価を行っていな

ュニケーションとメモ程度（ボードに書かれた内容のキャ

いが，感覚的には前年度と比較してメンターへの相談量が

プチャ）の情報共有で十分だったこと，毎日在室するメン

飛躍的に増え，それに伴い各チームの状況の把握や，問題

ターにとって状況をドキュメント化することによる直接の

点の洗い出しとその解決という活動がチームの中でも増え

メリットを合宿期間中に感じることができなかったこと

ていると考えられる．

があげられる．実際，協力企業のメンターは途中参加であ

	
  特にチーム状況の把握を複数の手段で行ったことにより，

ったため状況の把握に苦心し，十分な技術メンタリングを

チームの特徴に合わせた適切な状況把握を行うことができ

実施することができなかった．効率的なドキュメント化に

た．図７はメンター呼び出しシステムのチーム毎の呼び出

よって途中参加のメンターであっても状況が共有できるか

し回数を示している．全 17 チームのうちメンター呼び出し

どうかについては今後の検討事項となる．

システムを用いたのは 10 チームであった．５件以上の相談
を行ったチームはそのうち４チームであり偏っていること
がわかる．これらのチームに関してはチームメンバーとメ

6. ま と め と 今 後 の 課 題

ンターとの対話の機会が増え自然と状況に合わせた適切な

大人数による短期間での PBL 教育において少人数のメン

メンタリングを行うことができた．

ターで組織的にメンタリングを行う際の情報共有手段につ
いて，enPiT 筑波大拠点での短期集中合宿をケースに実施
した試みを紹介した．今回は合宿期間内の活動であり，全
員が一つの教室内にいて集中的に実施するという場合では
あったが，複数の手段での情報共有を試みることによりこ
れまで見過ごしがちであった PBL 実施中の受講生つまづ
きを早期に発見することができた．
	
  今後はこれらの試みに対する評価の実施と，長期間の
PBL 活動における効果的な情報共有手段についても検討し
ていきたいと考えている．

図 7	
  チーム別のメンターコール回数

	
  謝 辞 	
  enPiT 筑波大学の短期集中合宿においてメンター

Figure 7 Counts of Mentor Calls by team

を担当してくださった筑波大学大学院システム情報工学研
究科コンピュータサイエンス専攻高度 IT コース２年の今

メンター呼び出しシステムを用いていないチームに関し

川裕士君，門脇裕君，河越嵩介君，高杉秀有平君，鄭万嘉

ては，会場で直接の相談を受けるチームと，ほとんど相談

君，寺田貴俊君，古谷翔太君，横山賢吾君に感謝いたしま

のないチームが見られた．デイリースクラムでは特にメン

す．
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