複数の大学と企業を遠隔システムで結び実施した
産学連携によるプロジェクトマネジメント講義の評価
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概要：2012 年の後期に，広島市立大学と広島修道大学では遠隔システムで結んだプロジェクトマネジメン
トに関する講義を実施した．本講義では，首都圏に勤務する企業人による講師を迎えた産学連携講義とし
て実施し，さらに東京の会議室と広島の教室を遠隔システムで結んだ遠隔講義を一部で行った．本論文で
は，まず遠隔システムを用いた産学連携講義の概要を示したうえで，遠隔講義を円滑に進めるために用い
た手法を紹介する．さらに，学生に対するアンケートで得られた受講生からの評価結果に基づいて，産学
連携講義および遠隔講義がもたらす効果について分析する．

1. はじめに
情報技術（Information Technology, IT）に関してその進

PMI），株式会社三菱総合研究所*1 （Mitsubishi Research
Institute, Inc.，以下 MRI）が連携し，産学一体となった
教育プログラムの提供を開始した [5]．

化はめまぐるしく，技術革新が日々，続けられている．そ

同プログラムは，プロジェクトマネジメントを題材にし

のような環境においては，古くから基本的な内容を連綿と

て講義を行うが，単なる IT 技術者育成の講義ではなくキャ

教え続けるという大学旧来の講義スタイルには適合しにく

リア教育の一環として位置付けられており，受講する学生

いという考え方から，産業界の講師によって最前線の実学

も，市立大は情報工学系の 2 年生，修道大は経済科学系の

を提供すべきだとの意見もある．そのような考え方を背景

3 年生とそれぞれ立場が異なっている．また，対象とする

として，現在，産学が一体となって高度 IT 技術者養成を

大学が地方に存在する一方で，現場の最前線で働いている

進める試み（[1], [2] など）が数多く行われている．

企業人を講師として迎えたいとの希望から，派遣する講師
は首都圏の企業に勤務する講師が望ましいというギャップ

1.1 産学連携プログラムの概要

を考慮する必要があった [6]．別途，集中講義形式ではなく

我々もその活動の一環として，独立行政法人情報処理推進

毎週の講義が望ましいという大学側の要望もあり，かつ，

機構（Information-technology Promotion Agency, Japan．

毎週，東京から広島に講師を派遣することは予算的な面か

以下，IPA）の産学連携 IT 人材育成プログラム [3], [4] の

らも，かつ，講師の時間的側面からも難しいという制約が

1 つとして広島市立大学（以下，市立大学），広島修道大

存在した．

学（以下，修道大学）という 2 大学および，PMI 日本支

以上の条件を踏まえて，その半数近くを東京からの遠隔

部（Project Management Institute, Japan chapter，以下

講義で賄うことで，2012 年度後期に 15 回の講義を実施し
た．2 大学における学年暦の差異から一部を別々に実施す
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ることになったが，講師が広島を訪問するケースでも，基
本的には大学間を遠隔システムで結び，受信側の大学にお
いては遠隔講義となる形式で実施した．
なお，本プログラムの教育目標として，
「学生が将来携わ
る仕事で直面する様々な問題を，どう考え，対応してゆく
べきかの態度を学ぶこと．その方法として，プロジェクト
マネジメントの現場で起こる問題を理解し，それらの問題
をどう考えて解決に導いたかの実務家の体験を聴き，学生
*1

第 1 著者は，本論文で報告する事例を実施した昨年度まで，株式
会社三菱総合研究所に在籍していた．

表 1 当該科目の内容

自らが問題解決の道筋を考えることで，学習する」という
目標を設定した．すなわち，プロジェクトマネジメントと
いう 1 つの例題を通じて，現実の問題に直面したときに実

回

内容
オリエンテーション

1

企業活動とプロジェクトマネジメント (1)

務家たちは何を考慮し，何を考慮の対象外にして，問題に

2

企業活動とプロジェクトマネジメント (2)

立ち向かったのかを聴くことで，自分ならどうすべきかを

3

プロジェクトマネジメントの必要性と歴史

考える力を養うことが学生に対する教育の目標である．

4

プロジェクトライフサイクルと組織

5

※

IT プロジェクトの特徴と課題

6

※

スケジュールと作業の単位

7

※

コストの管理，リスクの管理

8

大きなトラブルもなく初年度としては成功裏に終了するこ

※

プロジェクト実績の評価

9

※

プロジェクトの成果物と品質の管理

とができた．本講義を受講した学生は，市立大学 45 名，修

10

道大学 47 名であり，合計で 92 名の学生が受講した．

11

1.2 遠隔講義の評価と課題
2011 年度から実施した準備を入念に行ったため，講義は

IT プロジェクトの事例研究
IT プロジェクトのためのマネジメントスキル (1)
※

IT プロジェクトのためのマネジメントスキル (2)

このような経験を踏まえて，今後，遠隔システムの更な

12

る活用と遠隔講義の実施を進めていきたいと関係者一同，

13

仕事を遂行する能力（コンピテンシ）について (1)

14

仕事を遂行する能力（コンピテンシ）について (2)

15

期末演習課題と討議

計画を定めている．そのうえで，今回の実施結果を評価し，
以下に挙げる課題を考えたい．

• 複数拠点に跨がる遠隔講義を円滑に実施するために鍵
となるポイントは何だったか．

• 同じく，遠隔システムによる講義に関する問題点は何
か．講師およびサポートする支援者の役割はどのよう
に明確化すべきか．

• 学生の習熟度や理解度など，実際として産学連携講義
の効果は十分に発揮できたのか．
本論文では，2012 年度に実施した遠隔講義を振り返り，
遠隔講義実施に関して有効と考えられるポイントを検討す
る．さらに，講義に際して実施したアンケート結果も引用
し，講義の効果について論ずる．

2. 遠隔講義の実施状況
本節で，実際の実施状況についてまず報告する．

2.1 講義内容と遠隔講義の実施体制
表 1 に示した内容が，今回実施したプロジェクトマネジ
メントに関する講義の内容である．

図 1 遠隔講義の実施パターン

表において，※印が付いている回は，東京から広島に向
けた遠隔講義形式で実施した．その他の際は，広島の 2 拠

に慣れていないという問題も存在した．そこで，各教室や

点間での遠隔講義で講義を行った（図 1 参照）．なお，学

配信元の会議室には講義を補佐する補助者を配置し，手厚

年暦が合わない一部の回については個別に各大学で実施し

いサポートを行って講義を進めるようにした．

ている．表 1 に挙げた例は修道大学での実施状況である．

具体的には，各講義室に講義室担当の教員，講義室で講
義室担当教員を補助する TA 等の補助員，カメラ等の機器

2.2 事前の検討項目

を操作する TA 等の補助員，さらに回線の状況や他の講義

前述したとおり，本講義の準備は 2011 年から入念に進

室からの画像や音声を監視し必要に応じた対応を取る技

められた．準備段階において検討が必要とされた項目を以

術者，さらに講義全体の流れや学生の集中度を客観的に評

下に挙げる．

価して，講義の仕方を助言する責任者 (テレビ番組のプロ

2.2.1 手厚いサポートの必要性

デューサに相当) などを配置し，各員が有機的に連携して

遠隔講義はともすると一方的な講義になるリスクを孕ん
でいる．また遠隔地に居る学生の反応を講師が把握しにく
いという課題もある．さらに，講師は遠隔システムの操作

講義を進行した．後述するように遠隔の連携には SNS の
コミュニケーションツールを最大限に活用した．
なお，遠隔で実施するメリットとして講師の時間的負担

図 2 遠隔システムの利用状況

を削減するということを想定していたが，周囲のサポート
が必要であることから全体としてのコスト削減には必ずし
も寄与しない点を補足しておきたい．

2.2.2 講義内容についての検討
プロジェクトマネジメントの方法論を習得するために
は，講義だけではなくグループによる演習を実際に体験す
ることが望ましい．しかし今回は遠隔講義との制約から，

図 3

グループを組んでの演習は難しいのではないかと判断さ

SNS の利用

れた．
また，方法論の習得という側面だけでなくキャリア教育

配慮した．

としての位置付けもあることを鑑みたときに，人間力を鍛
えるような内容に近いものはできるだけ講師から直接話を
聞くほうが望ましいと考えた．

3.1 副チャネルによるコミュニケーション
遠隔講義を円滑に進めるために各拠点に配置した補助者

そこで，東京から配信する遠隔講義はプロジェクトマネ

同士でコミュニケーションを取ることができるように，遠

ジメントの方法論を講義形式で行う回を中心とすることと

隔システムとは別のコミュニケーションチャネル（副チャ

し，キャリア形成に近い内容の場合は両大学を訪れて，少

ネル）を用意した．

なくとも一方の会場では直接，講師の話を聞くことができ

3.1.1 SNS の活用

る形式で実施することにした．

2.2.3 遠隔システムに関する検討
遠隔講義を実施するシステムには，NTT アイティの提供
するサービスである MeetingPlaza を利用した．本システ

情報共有のプラットフォームとして SNS サービス（Face-

book）を利用し，SNS のグループ機能を用いた関連情報
の共有や，リアルタイムメッセージング機能を活用したコ
ミュニケーションを行った（図 3）．

ムの利用権を広島修道大学が保持しており，広島 2 拠点と

遠隔講義を行っている際に受講側の状況が画面でフィー

東京の計 3 拠点で手軽に利用できる ASP サービスであっ

ドバックされているとはいえ，講義に集中している講師に

たことから，本システムの利用を選択した．

は受講者の状況を確認しにくいという問題が存在する．例

システムの利用状況を図 2 に示す．本システムは端末と

えば，受講者が講義に集中できているかといった「空気」

してウェブブラウザを利用する．各拠点間の動画配信を行

は，対面の講義ではすぐにつかむことができるが遠隔講義

えるだけでなく，教材としての資料を各拠点で共有するこ

では感じにくい．また，受講者の側でも遠隔だと講師に対

とができる．

して気軽に質問しにくい雰囲気を感じてしまう．

3. 遠隔講義実施上の工夫と評価

そこで，各拠点に配置されている補助者が副チャネルで
のコミュニケーションを講義と並行して行うことにより，

本節では，冒頭で掲げた課題への対応として，遠隔講義

学生の状況，理解度や講義への参画度合いなどを講師側に

を実施するにあたり工夫した事項と，それらの評価につい

伝え，適切な対応を促す，あるいは，補助者が各会場で補

て報告する．講義実施時には，毎回，学生へのアンケート

助的に板書するといった手法で受講者の理解を促すなどの

を行うことで，参加者からのフィードバックも得るように

工夫を加えた．

設問

表 2
内容

Q1

この講義を受講する目的は何か（事前）

事前・事後アンケートの内容

目的は何だったか，達成できたか（事後）

Q2

この講義でとくに学びたい項目は何か（事前）
とくに学べた項目は何だったか（事後）

Q3

社会人講師による講義についてどう思うか（事前）
社会人講師による講義はどうだったか（事後）

Q4

遠隔システムによる講義についてどう思うか（事前）
遠隔システムによる講義はどうだったか（事後）

Q5

現時点でプロジェクトの定義をどう考えるか（事前）
プロジェクトの定義はどうだと理解したか（事後）

Q6

社会人として「仕事」をするためにどのような知識・
能力・姿勢が必要だと思うか（事前）
講義を受けて，どのような知識・能力・姿勢が必要だ
と思ったか（事後）

Q7

レポートによる評価の方法について（事前・事後共通）

Q8

これまで課外活動や授業等でのプロジェクト経験はあ
るか（事前のみ）

図 4

その他

メッセージの流量

教員への要望（事前）および，感想，コメントなど（事
後）

さらに，これらのコミュニケーションは画像や音声の質，
大きさ，資料提示の同期に関する調整など，遠隔講義を途

3.2 アンケートによる評価
講義に関する質の向上，および，今回の取り組みに対す

切れることなく進めるための対応にも役立った．

3.1.2 コミュニケーションの量的評価
図 4 は，メッセージが送られたタイムスタンプを 5 分刻
みで集計したものである．遠隔講義は 10 時 45 分から 12

る様々な観点からの評価を目的として，ほぼ毎回，講義の
終了後において受講者にアンケートの記入を求めた．

3.2.1 アンケートの概要

分*2 までであり，その間に集中的にメッセージが交換

アンケートは，15 回の講義全体を通じた事前・事後，2

されたことが分かる．さらに準備と終了後にも多少のメッ

回のアンケートに加え，遠隔講義を実施した 11 回の講義

セージがやりとりされている．その他の時間は，準備やテ

について，各回のアンケートを実施した．各回のアンケー

ストでコミュニケーションを行った部分である．

トでは，得られた意見を参考にして，都度，講義の進め方

3.1.3 緊張感の維持

を修正していくよう配慮した．

時 10

ところで，補助者が SNS を用いてコミュニケーション

事前アンケートおよび事後アンケートの設問を，表 2 に

しつつ講義を進める目的の 1 つには，受講する学生の緊張

示す．Q1 から Q4 までと Q7，Q8 は選択式，その他は自

感を維持することが挙げられる．学生の集中力が途切れて

由記述である．なお，選択式の設問に関しては，Q1，Q2

しまえば，遠隔講義はそれ自体が成立しない．そこで，適

のみ複数選択可とし，それ以外は単一選択である．また，

宜，講師からの問いかけをいれたり，学生に発言を促すと

各設問で内容を揃え，事前，事後アンケートの結果を比較

いう工夫も加えた．

することにより講義の効果を測定できるようにした．

ただし，単純に「質問はありませんか」と尋ねるだけでは

3.2.2 アンケートの結果
本論文では，事前アンケートと事後アンケートで得られ

学生は何も発言しない．しかし，質問用紙を配布して「何
かあったら記入しなさい」と告げておくと，学生は，随時，

た結果からいくつかを抜粋して報告する．なお，事前アン

その用紙に分からなかったことなどを記入する．それを補

ケートは 103 件*3 ，事後アンケートは 73 件の回答を回収

助者が講義中に集めて回り，適当な区切りで講師に投げか

することができた．

けることによって緊張感の維持に努めた．

3.2.2.1 講義の目的と達成度
まず最初の設問は，何を目的として本講義に参加したか，

SNS のシステムを利用するといったハード的な工夫も必
要ではあるが，さらにそれをうまく利用したうえで，ソフ

およびそれらの達成度はどうだったかという点を問うもの

ト的な工夫を加えなければ遠隔講義は成り立たないことを

である．事前，事後の各アンケートにおけるそれぞれの回

確認した．

答数を表 3 に，グラフにしたものを図 5 に示す．

*2

*3

両大学の間で，授業時間の設定に 5 分のずれが存在した．そのた
め，共通する 85 分を遠隔講義実施時間とし，前後はそれぞれの
大学で連絡事項や補足を伝えるという方法でその差を調整した．

事前アンケートは初回参加の学生を対象として配布，回収したた
め，実際に受講した学生数である 92 名を上回っている点に留意
されたい．

表 3
選択肢

Q1「受講の目的，達成度」の回答
事前

表 5 Q2「学びたい項目」の回答
事後

選択肢

事前

事後

46

卒業単位修得のため

51

40

プロジェクトマネジメントとは何か

47

就職活動の準備のため

45

31

社会人としての働き方

42

9

将来の企業における仕事を考えるため

38

36

IT 業界における仕事の内容

38

16

プロジェクトマネジメントの知識を得たいため

32

38

IT 技術者に求められる知識とスキル

36

17

就職後の仕事に役立てるため

19

35

仕事とは何か

30

15

（指導）教員の勧め

18

20

プロジェクト形式の仕事のやり方

26

27

3

0

講師の経験や仕事の哲学

15

8

1

0

その他（無効・無回答含む）

その他（無効・無回答含む）

図 5

表 4

Q1「受講の目的，達成度」の回答

Q1「受講の目的，達成度」の回答（選択肢別達成度比率）
達成 [%]
未達 [%]

図 6 Q2「学びたい項目」の回答

選択肢

卒業単位修得のため

77.5

22.5

就職活動の準備のため

74.2

25.8

将来の企業における仕事を考えるため

83.3

16.7

次に，講義で何を学びたいと考えたか（事前）および理

PM の知識を得たいため

97.4

2.6

解できた項目は何だったか（事後）についての質問への回

就職後の仕事に役立てるため

80.0

20.0

（指導）教員の勧め

55.0

45.0

全項目合計

80.0

20.0

3.2.2.2 講義で学びたい，学んだ項目

答の状況を表 5 および図 6 に示す．

Q1 の回答で知識に関する理解度が高かったことを裏付
けるように，「プロジェクトマネジメントとは何か」およ
び「プロジェクト形式の仕事のやり方」については，当初

これらは複数選択式で回答を求めており，合計が受講者

の期待を裏切らない形で事後の理解も順当に高い．

数を大きく上回っていることから，複数の項目を選んだ受
講生が多いことがわかる．事前アンケートでは単位取得や
就職活動の準備という直截的な目的意識を持つ学生が比較
的多かったが，事後のアンケートでは知識を得て就職後の
仕事に役立つというように長い目で見る効果を感じていた

一方で，仕事とは何か，働き方，実際の仕事内容や求めら
れるスキルといった，産学連携で企業人が講師を務めるか
らこそ期待されていた項目に関して，事後アンケートでの
回答数は事前アンケートでの回答数と比べて少なくなった．

3.2.2.3 産学連携の意義

学生が増えた点が，興味深い．
また，事後のアンケートでは，それぞれの項目について
の達成度についても回答を求めた．項目ごとに集計した達
成度*4 を表

講義提供の意義に関する質問である．回答状況を表 6 およ
び図 7

4 に示す．

達成度については，教員の勧めで受講したという消極的
な参加理由を示した学生の達成度が低いことと，知識を得
ることについては高い達成度を示している点が目立つ．全
項目を合計して達成度の割合を求めたところ，80.0%とい
う達成度が得られた．
*4

Q3 は，産学連携による講義の実施，社会人講師による

未達成は，無回答も含む．

*5 に示す．

実務的・実践的な話を聞くことができるという点に産学
連携講義の意義を見いだしているという学生が多いという
比率は，事前と事後であまり変わらずどちらも 3 分の 2 程
度を占める．一方で，事前アンケートで指摘されていた「講
師が変わると同じ問題の見方が変わる」という不安要素は，
*5

Q3 と Q4 は単一選択式で回答を求めたため，図 7 および後で示
す図 8 においては円グラフの比較で示す．

表 6
選択肢

Q3「社会人講師の意義」の回答
事前

事後

実務的・実践的な話を聞ける

64

講師が変わると同じ問題の見方が変わる

17

2

テーマに適合している

10

10

講義に緊張感が出て新鮮である

48

10

6

大学教員による講義の方が理解しやすい

2

3

その他（無効・無回答含む）

0

4

図 8 Q4「遠隔講義の利点・欠点」の回答

表 8
選択肢

図 7

Q7「レポートでの評価方法について」の回答
事前
事後

妥当な方法である

58

49

レポートの評価方法が明確であればよい

34

18

獲得した知識を問う（選択式）試験がよい

6

2

授業への受講・参画態度なども評価してほしい

4

1

その他（無効・無回答含む）

1

3

Q3「社会人講師の意義」の回答

での答えでは，有期性や独自の成果物を持つことといった

表 7 Q4「遠隔講義の利点・欠点」の回答
選択肢

事前

事後

PMBOK によるプロジェクトの定義で示されているポイ

首都圏在住の経験豊富な講師の話を聞ける

40

18

ントがきちんと示されているなど事前アンケートでの回答

他大学の学生との意見交換もできる

34

29

と比べて正確さが増しており，講義の効果があったことを

内容を理解するのが困難，少し難しくなる

13

9

確認できた．また Q6 の仕事を遂行するための能力や姿勢

演習や議論がしにくい

8

7

単独大学での対面講義のほうが講師との距離感

5

8

3

2

がない
その他（無効・無回答含む）

についても，
「stay hungry, stay foolish な精神を維持せよ」
という社会人講師からのメッセージをそのまま受け止めて
いた例や，各自が講義を受講して考えた思いが回答に表れ
ておりキャリア教育としても一定の効果を確認することが

事後アンケートでは極端に少なくなっており，実際に講義
を聞いてみたらそうでもなかったということが分かる．

3.2.2.4 遠隔講義の利点と欠点
遠隔システムを用いた講義の実施に関して，その利点と
欠点を指摘してもらうための質問が Q4 である．Q4 の回
答状況を表 7 および図 8 に示す．

できた．

Q5 の自由回答例（事前，事後）および Q6 の自由回答例
（事前，事後）から得られたコメントの一部を抜粋し，本論
文の付録として最後に添付する．

Q7 の評価方法については，事前，事後ともレポートに
よる評価に多くの学生が理解を示した（表 8）．

事前アンケートにおいては，遠隔講義によって聞くこと

講義実施以前におけるプロジェクト経験の有無に関して

ができるようになる首都圏在住の経験豊富な講師の話が最

は，16%の回答者が「経験あり」と答えており，詳細は，課

も期待の高い項目であった．一方で，事後のアンケートで

外活動で 7 名，授業で 3 名，仕事で 1 名，その他が 6 名と

は，他大学の学生との意見交換が大きな比重を占めるよう

いう内訳であった．

に変化した．
実際に，遠隔で 2 大学を結んで講義を行っていた際に
も，参加した受講者は，それぞれもう一方の大学から参加

4. おわりに
2012 年度後期に，広島修道大学，広島市立大学では，

している学生の様子に多大な興味，関心を示している様子

PMI，MRI と連携しプロジェクトマネジメントに関する産

であった．

学連携講義を実施した．本講義は，2 大学を遠隔システム

3.2.3 アンケート，その他の項目

で結んだだけでなく，一部は東京と 3 拠点を結んだ遠隔講

Q5 のプロジェクトに対する理解度は，事後アンケート

義として実施した．

4.1 結論

4.2 今後の予定

本論文の冒頭，「1.2 遠隔講義の評価と課題」において，

本講義は 2013 年度以降も継続して実施する予定である．

産学連携による遠隔講義実施に関する 3 つの課題，すなわ

なお，2013 年度は前期実施となり，本論文執筆時点で遂行

ち，1. 円滑な実施のポイントは何か，2. 講義の問題点と

中である．昨年度は後期に実施したが，本年度は下記の理

支援者の役割をどう明確化するか，3. 実際問題として産学

由によって前期開催に変更した．

連携講義の効果は発揮できたのか，という課題を挙げた．
以下，順にその考察結果を示す．

3 年生を主たる対象とした講義では，後期開講の場合，
講義の途中から就職活動が始まるため，講義以外の自主的

まず，複数拠点に跨がる遠隔講義を円滑に実施するには

な学習にかける時間が短くなる傾向にある．また，本講義

工夫が必要である．今回，細かなトラブルはありつつも無

終了後にインターンシップが予定されており，インター

事に講義を実施することができた．その鍵となる要点の 1

ンシップ*6 が実施される夏季休業期間に入る前に講義を終

つは，講師だけでなく各拠点で講義実施を支援する補助者

えることが望ましいという事情もある．したがって，イン

の存在にあった．さらに，補助者が SNS を用いて積極的に

ターンシッププログラム，そして就職活動へと円滑につな

コミュニケーションを取った点も重要なポイントである．

げてゆくために，3 年前期までに講義を終わらせることが

本講義では，関係者が SNS のコミュニケーション機能を

重要である．

活用し，講師を補佐すると共に各拠点の状況を共有し，必

もう一点，プロジェクトマネジメントに関する知識は，

要に応じて講義を円滑に進めるための補助作業を行うこと

専門知識というよりもジェネリックスキルである．すなわ

で，遅滞なく遠隔講義を進めることができた．

ち，専門分野を問わず，仕事に従事するために知っておく

次に，遠隔システムによる講義に関する問題点としては，

べき知識である．つまり，プロジェクトマネジメントを専

当初の予想どおり，キャリア教育に関する部分が遠隔では

門とする技術者・専門家を育成することがこのプログラム

伝えきれないという問題が浮き彫りになった．仕事に対す

の目的ではなく，他の国の学生と競争できる人材を育てよ

る姿勢や具体的な仕事のやり方など，産学連携講義として

うという点が本講義の主たる目的である．したがって，実

社会人講師が具体的な話を提供するよい機会であるにもか

際にはプロジェクトを体験すべきではあるが，諸処の制約

かわらず，具体的に伝えきれなかった点は課題として認識

から難しく，現状はプロジェクトマネジメントの基礎的な

し，今後，検討すべき項目であろう．

知識を早期に教育し，その後のインターンシップや就職活

さらに，学生の習熟度や理解度については，事前，事後

動に繋げさせたいという意図も大きい．

アンケートの比較からおおむね把握することができた．産

これらの観点も踏まえたうえで，今後は，今回の分析で

学連携講義の効果として具体的な話を聞くことができると

得られた知見を講義実施にフィードバックし，講義の効果

いう利点はアンケート結果からも確認することができた．

をさらに高めていく所存である．

また，2 大学で連携することで学生同士の刺激になるので
はないかという効果も確認できた．
「教育目標が達成されたか」については，もう少し分析
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付

録

A.1 事前アンケート Q5「プロジェクトの定義
とは」の回答（抜粋）

A.3 事前アンケート Q6「社会人として仕事を
するために必要な知識・姿勢・能力とは」
の回答（抜粋）

ある目的を達成するための行程／日本の現状と世界との

自分に何が求められているか判断して行動できる力が必

市場の差／企画の進行法についての論議／仕事をスムーズ

要だと思う／協調性，コミュニケーション能力，語学力（多

に進めていくための計画／新しい取り組みに対する計画・

数）／仕事を完遂するために必要な物／その仕事に関係す

実行・結果までのプロセス／過去，現在ではなく将来（未

る分野の知識だけでなく，それを応用していこうという姿

来）をどのように「よく」するのかを計画，実施すること

勢などが大事だと思います／情報収集・整理する能力，積

／ある目的を果たすために，計画し，実行すること／プロ

極性，コミュニケーション能力，必要な場で必要な能力を

ジェクト＝企画．企てて計画する．何か目的を達成させる

発揮できる能力／業務，企業戦略を理解すること／どの仕

ためのプロセス／目標を達成するために，未来に向かって

事に適した専門知識，自分自身で判断し行動する能力，新

計画していくこと／数人のメンバーで１つの仕事をこなし

しいことを考えていく姿勢／知識・・・同期や上司と話せ

ていくこと／大きな目標を集団で実行すること／何か１つ

る程度の知識．能力・・・コミュニケーション．姿勢・・・

の目標を立てて，実現するために行動すること／目的のた

謙虚に！／自分の専門ではない分野の知識もある程度持っ

めに計画をたて，大人数で手掛けてゆくもの／目的がしっ

ていることが必要だと思う／責任を持って行動する／上司

かりとしたもの／ある目的に対して作られた集団／何かを

から受け持った「仕事」を責任を持って，１２０％でこなせ

なし遂げるための企画／何か目的を決めて，達成するため

るような力が必要だと思う／自分で考え，行動する姿勢／

の道筋を決めること／新しく何かをやる計画／企画するこ

対応力がある／人を使える．状況の分析ができる／常に行

と／計画，戦略／多人数が１つの事業に対して，それぞれ

動の目的を考えて行動する／その仕事に関する専門的な知

の方向から詰めていくこと／サービスなどを創造するため

識と，それを生かせる能力，積極的に動く姿勢／最低限の

に実施される業務／プロジェクトとは，企業などの組織に

常識力や社会の流れの知識と計算能力，コミュニケーショ

おいて大きな目標達成のため，集団で実行していくもの

ン能力，働こうという姿勢

A.2 事後アンケート Q5「プロジェクトの定義
とは」の回答（抜粋）

A.4 事後アンケート Q6「社会人として仕事を
するために必要な知識・姿勢・能力とは」
の回答（抜粋）

独自性があり期限があるもの／ある目標を達成するため
の道程や計画．限られた期間，費用により執行される／一

職人になるのではないのなら，一番は気づこうとする姿

つの目的にたどりつく為の歩き方／有期的なもので何かを

勢と，その気づきを活かすよう自分から行動すること／そ

生み出す．日常的ではないもの．→ルーティンワーク×繰

の仕事を成し遂げるための知識，ひとつひとつのプロジェ

り返しでないこと／有期的，非繰り返し，目的がある計画

クトを遂行させるための能力，仕事を終わらせるための諦

のこと／自分の行ったことや，これからについてを深く考

めない姿勢／先を見通す力が必要だと思う／コミュニケー

察するものだと思った／プロジェクトとは，有期的で，一

ション能力／ stay hungry, stay foolish な精神／先を見る

度きりのことで，かつ，目的などがある出来事だと理解し

ことだと思った／その仕事を何のためにするのかなどを考

ました／有期性の目標をもった業務／計画を立てて，どん

えながら，自分なりの理解をした上で仕事する必要がある

な課題があるか等考える／個人が行ってきた過去の経験／

と思います．また，スケジュール管理やリスク管理の能力

さまざまな視点から捉え，理解し，成功へつなげる鍵／未

や知識が必要だと思います／コミュニケーション能力・自

来に向けて目標をもって取り組んでいくもの／目標を定め

己分析・先を見据える能力，計画性が必要だと思う／きち

て，期限を決め，ステークホルダーと，成果物を生み出す

んと段取りをとれて，目的や目標を明確に伝えることので

もの／何か行動する上で，道のり，手順を考えるもの／プ

きるスキル／社会の動きや状況を知る必要があると思う／

ロジェクトの中身というよりもその過程が大きな定義と思

語学力，計画力が必要で現在のポジションで満足しないこ

う／計画，遂行，管理されること／目標を企て行うもの／

とが大事／計画を立てること／社会人基礎力／計画性，誠

目的・目標を達成する可能性を高めるために様々な手法を

実性／締め切りには間に合わす／特にプロジェクトを上手

用いること／ある目的を持って，その目的を達成するため

に進行させるための計画を立てること．またその過程にお

に行う活動／明確な目的や成果があり，一定の期間をもっ

けるリスクも考える必要がある／常に目標を立て，達成の

て目的完遂のために動くこと／ある目標・目的を決めてか

ために計画立てて行動すること／仕事内容を的確に把握し，

ら達成するまでの様々な方法を計画すること

それに基づいて必要なモノや期間を冷静に判断すること

