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本書は PBL Summit 2016 の企画書でございます。 
 
PBL Summit とは、PBL (Project Based Learning)を用いて学習をしている全国の学生が一堂に
会する場で、グループワーキングや、実施した PBLの発表会などを行います。PBL Summit は今
回で第 5回目の開催でございます。 
 
PBL Summit では、PBL教育を導入している大学の学生・教員や、PBLを支援している社会人の
方にご参加頂きます。毎年合計で 100名以上の方にご参加頂いております。 
 
PBL Summit を通じて、学生に新たな気づきを与え、さらに、実践する場を提供することで、学
生の自主性を促したいと考えております。最終的には、PBL の新たな産学連携の形や、PBL 教育
改善の場となればと思っております。 
 
PBL Summit が PBL の発展に貢献できるように、PBL Summit 実行委員会一同取り組んで参り
ます。 
 
皆様のご支援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 
 

2015 年 11月 30日 
PBL Summit 実行委員会 一同  

PBL Summit 2016 
企画書 
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1. 開催概要 
 

サイト http://pblsummit.jp/ 
日程 2016 年 3月 21日、22日 
会場 筑波大学 東京キャンパス文京校舎 

共催 
・	 PBL Summit 実行委員会 
・	 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 
・	 特定非営利活動法人 CeFIL 

後援 募集中 

開始主旨 

グループワークや PBL発表を通して、他大学の学生・教員や社会人の方
と意見交換などを行います。PBLの改善ヒントや他大学との交流の場を学
生に提供し、学生の自主性を促したいと考えております。また、多くの社
会人にご参加頂くことで、PBLの認知拡大に貢献したいと考えておりま
す。 

来場者数 
(見込み) 

21 日：60名 (学生 50 名、社会人 10名) 
22 日：100名 (学生 50 名、社会人 50名) 

参加費 無料 (22 日の情報交換会に参加される方は、3,000 円) 
 
2. 全体スケジュール 
 
３月 21日 (月) ※ 祝日 

 
 学生によるグループワーク「他大学の PBLの裏側を知る ～成功の裏に潜む苦労～」が
主でございます。基本的に来場頂くのはグループワークに参加する学生のみです。各大学
の学生がワールドカフェ形式のグループワークを通して、交流を深め合うことを目標とし
ます。 
 
12:30 ~ 13:30 受付 
13:30 ~ 14:00 開催主旨説明 
14:00 ~ 15:30 グループワーク ① 
15:30 ~ 15:50 休憩 
15:50 ~ 17:20 グループワーク ② 
17:20 ~ 18:30 まとめ 
18:30 ~ 18:50 翌日に向けて 
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３月 22日 (火) 

 
 PBL の発表が主でございます。PBL 発表のフィードバックを通して、学生が更なる知
見を得ることを目標とします。様々な企業様、行政の皆様にご参加頂き、学生にフィード
バックをして頂けると幸いです。 
 
09:30 ~ 10:20 受付 
10:20 ~ 10:30 開催の挨拶・開催主旨説明 
10:30 ~ 11:00 PBL についての講演  
11:00 ~ 11:45 パネルディスカッション 
11:45 ~ 12:30  PBL ステージ発表 
12:30 ~ 13:30 昼食 
13:30 ~ 13:50  ポスター発表の趣旨説明  
13:50 ~ 15:40  PBL ポスター発表 ① 
15:40 ~ 16:00 休憩 
16:00 ~ 17:50  PBL ポスター発表 ② 
17:50 ~ 18:10 休憩・集計 
18:10 ~ 18:50 結果発表・閉式 
18:50 ~ 19:30 会場移動 
19:30 ~ 21:30 情報交換会 ( @ ラ・クローチェ ※ 打診中) 
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3. 参加者属性 
 
PBL Summit 2015 の実績をもって、参加者属性を共有させて頂きます。 
 
学生 

大学 B1 B2 B3 B4 M1 M2 
九州大学     5 1 
長崎大学    1   
福岡大学    3 7  
福岡工業大学   2 1 1 1 
愛媛大学     2 1 
山口大学     1  

神奈川工業大学   1    
文教大学    2   
筑波大学     6  
会津大学   2 1 3 3 
公立はこだて 
未来大学 

1 3 4 2  1 

合計: 11 大学、55名  
社会人 
・	 教員を含む大学関係者様：15名 
・	 社会人の皆様：51名 
※ 企業からは、経営企画、人事、技術担当の方が多く参加頂いております。 

 
4. PBL Summit 実行委員会 
 
PBL Summit を運営するために、PBL を実施している学生、及び実施した OB・OG から結
成された組織になります。PBL Summit 2016 は下記メンバーで実行させて頂きます。 
 
代表：株式会社オプト 岩本智裕 (2012 年 九州大学 大学院 卒業) 
学生代表：公立はこだて未来大学：工藤卓也(修士 1年) 
メンバー： 
[学生] 
筑波大学：高杉秀有平(修士 2年) 
公立はこだて未来大学：伊藤泰人(学部 2年)  
 



5	   PBL	  SUMMIT	  2016企画書 	  

 
[OB・OG] 
株式会社日立製作所 清水伸晋 (2012 年 公立はこだて未来大学 大学院 卒業) 
株式会社日立製作所 藤原哲 (2015 年公立はこだて未来大学 大学院 卒業) 
株式会社ズカンドットコム 直江憲一 (2013 年 九州大学 大学院 卒業) 
株式会社いい生活 和田祐介 (2012 年 九州大学 大学院 卒業) 
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 西本和幸 (2011 年 筑波大学 大学院 卒業) 

 
5. 過去実績 
 
PBL Summit 2012 
 テーマ：認知と発展、大学間交流 
 日程：2012/3/19,20 
 場所：機械振興会館 
 参加者 : [学生] 60 名 (6 大学)  [社会人] 55 名 
  備考 : PBL Mushup 2012 を同時開催  [ 参考リンク ] 
 
PBL Summit 2013 
 テーマ：学生が変えていく PBL 
 日程：2013/3/19 
 場所：東京大学 本郷キャンパス 伊藤謝恩ホール 
 参加者 : [学生] 62 名 (6 大学)  [社会人] 72 名 
  備考 : PBL Mushup 2013 を同時開催 [ 参考リンク ] 
 
PBL Summit 2014 
 テーマ：学生目線で考える PBLの発展 
 日程：2014/3/11,12 
 場所：筑波大学 東京キャンパス文京校舎 
 参加者：[学生] 48 名 (6 大学)  [社会人] 62 名 
  備考 : ワークショップ(ワールド・カフェ)を実施 
  
PBL Summit 2015 
 テーマ：Friendly Competition  
 日程：2015/3/14 
 場所：機械振興会館 
 参加者 : [学生] 55 名 (11 大学)  [社会人] 66 名 
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6. 学生・教員の方々へ 
 
エントリーに関しまして 
メールにて、参加を承ります。基本的に PBL を実施したチーム毎にエントリーをお願い致し
ます。エントリーされるチームの代表者は、下記のように参加申し込みを 2/1 までにお願い
申し上げます。教員の方は、後日HP( http://pblsummit.jp/ )にて、募集をさせて頂きます。 
================================== 
件名：PBL Summit 2016 参加申し込み 
宛先：iwamoto@pblsummit.jp 
本文： 
   チーム名： 
   大学名：(複数大学で実施の場合は全大学を記載下さい) 
   メンバー：(PBL Summit 2016 に参加頂く全員分記載下さい) 

①	 氏名： 
大学名： 
所属： 
学年： 
E-mail 
TEL： 
1 日目：参加 不参加 (対象となる方を残して下さい。) 
2 日目：参加 不参加 (対象となる方を残して下さい。) 
情報交換会の参加： 参加 不参加 (対象となる方を残して下さい。) 

②	 ・・・ 
  備考： 
================================== 
※	 基本的に 1チーム３名以上での参加を推奨致します。学生にも他の PBLのポスター発表
をご覧頂きたいという意図からです。2 名以下の場合は、PBL ポスター発表①のみ、ま
たはポスター発表②のみになる場合がございます。 

※	 学生個人でのエントリーは本企画書末尾より問い合わせ下さい。 
 

実施頂く事項に関しまして 
[事前] 
事前配布用資料の提出。 
事前に配布される(WEB ダウンロード)資料と当日配布されるパンフレットに利用されま
す。2 日目のポスター発表で、参加者が閲覧するプロジェクトを選択するために、本資料
を参考にして決定します。PBL Summit 2015 の資料を例として提示します。 
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http://2015.pblsummit.jp/resource/abstruct.pdf 
フォーマットや提出期限は後日ご連絡します。 
ポスター発表用の資料の提出。 
当日ポスター発表で使用するポスターになります。印刷は運営で行う予定です。フォーマ
ットや提出期限は後日にご連絡します。 

[当日(1 日目)] 
ワークショップへの参加 

[当日(2 日目)] 
ポスター発表、及びその他コンテンツへの参加 

   
学生の交通費・宿泊費につきまして 
基本的に各大学、または自己負担を頂いております。一部の学生には PBL Summit 実行委員
会より、交通費・宿泊費の補助をしております。補助を希望される場合は文末の問い合わせま
でご連絡下さい。 

 
7. 社会人の方々へ 
 
エントリーに関しまして 
HP( http://pblsummit.jp/ )にて、募集をさせて頂きます。 

 
実施頂く事項に関しまして 
[事前] 
事前配布資料の閲覧 

[2 日目] 
ポスター発表にて、学生にフィードバックの実施。その他コンテンツへの参加 

 
 
8. その他 
 
賞に関しまして 
２日目に開催致します、ポスター発表を一部の共催・後援団体の方々に評価頂き、賞を用意す
る予定です。賞の様子に関しましては PBL Summit 2015 をご参考下さい。 
PBL Summit 2015：http://pblsummit.jp/#award 

 
後援に関しまして 
HP( http://pblsummit.jp/ )にて、募集をさせて頂きます。 
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問い合わせにつきまして 
PBL Summit に関しまして、不明点やご意見がございましたら下記までご連絡下さい。 
PBL Summit 実行委員会 代表 岩本智裕 

  - Email：iwamoto@pblsummit.jp 
  - TEL：090-5931-9390 


