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概要
■ PBL Summit とは
~ The Summit Of the Students, By the Students, For the Students ~
全国でProject Based Learning ( PBL ) に参加する学生や関係者を一堂に会し、
PBLの発展について、学生主体で考えるきっかけと実践する場を提供する。

■ 開催概要
日時：2016年3月21日 12:30 - 19:00
2016年3月22日 09:30 - 21:30
場所：筑波大学 東京キャンパス文京校舎
共催：PBL Summit 実行委員会
特定非営利活動法人 CeFIL
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
後援：株式会社Fusic
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア
株式会社IDCフロンティア
株式会社ジースタイラス
株式会社オプト
Code for Japan
日本ソフトウェア科学会 実践的IT教育研究会 rePiT
情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会

■ 過去の開催
第１回：PBL
第２回：PBL
第３回：PBL
第４回：PBL

Summit
Summit
Summit
Summit

2016年3月22日

2012
2013
2014
2015

@機械振興会館
@東京大学 文京キャンパス
@筑波大学 東京キャンパス
@機械振興会館

PBL Summit 2016

|
|
|
|

学生60名・社会人55名
学生62名・社会人72名
学生48名・社会人62名
学生55名・社会人66名
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スケジュール
09:30 - 10:20

受付

10:20 - 10:30

開催の挨拶・開催主旨説明
PBL Summit 実行委員会 代表 岩本智裕

10:30 - 11:00

基調講演
「コンピテンシーを獲得するPBL型教育
―なぜ社会人が産業技術大学院大学で学ぶのか？―」
産業技術大学院大学 教授 川田 誠一 先生

11:00 - 11:20

@134会議室

学生代表の挨拶
公立はこだて未来大学 修士1年 工藤 卓也

11:20 - 11:50

PBLステージ発表
「2年間のPBLでの学び」
筑波大学 修士2年 横山 賢吾

11:50 - 13:00

昼食

13:00 - 14:00

学生によるパネルディスカッション
「PBL -学生のぶっちゃげ-」
コーディネーター
PBL Summit 実行委員会代表 岩本 智裕
パネリスト
福岡工業大学 博士1年 槇 俊孝
筑波大学 修士2年 高杉 秀有平
公立はこだて未来大学 修士1年 兵藤 允彦
会津大学大学 学部3年 星 優里奈

14:00 - 14:20

ポスター発表の趣旨説明

14:20 - 14:50

ライトニングトーク

14:50 - 15:10

休憩

15:10 - 17:50

PBLポスター発表

17:50 - 18:10

休憩

18:10 - 18:50

結果発表・閉会

19:00 - 21:00

情報交換会

2016年3月22日

@134会議室

＠多目的ホール

＠134会議室
@多目的ホール
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プロジェクト概要

ポスター発表 （ @B1 多目的講義室１ ）

	

①

公立はこだて未来大学

フィールドから創る地域・社会のための
スウィフトなアプリ開発 観光系

②

公立はこだて未来大学

HakoEve 〜イベントをもっと身近に〜

③

東京工業大学

おすすめ推薦機能付き掲示板

④

筑波大学大学院

⑤

情報科学専門学校

⑥

情報科学専門学校

⑦

会津大学

⑧

会津大学

⑨

会津大学

⑩

愛媛

地域密着PBL

⑪

九州大学

ブレストに特化した小規模向け付箋アプリ

⑫

九州大学

SmartFace
〜笑顔に着目した接客力向上サービス〜

⑬

福岡大学

甘木鉄道活性化プロジェクト

⑭

福岡工業大学

新宮発見隊

⑮

文教大学

茅ヶ崎市避難訓練
アプリ製作プロジェクト

展示会向けwebアプリ作成
支援ツール「PosTom」
たまには歩こう
〜横浜市西区の粋なまち歩き〜
特別支援学校連携プロジェクト
ベンチャー体験工房6 :
ソフトウェア開発のプロセスを学ぶ
ソフトウェアスタジオ(チームB)：
Spuit
ソフトウェアスタジオ(チームA)：
H2Linkシステム

	

① 公立はこだて未来大学 フィールドから創る地域・社会のためのスウィフトなアプリ開発 観光系
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B3(5人)

平成27年4月〜平成28年1月

6時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

なし

大学教員、TA
成果物
なし
プロジェクト概要

スウィフトプロジェクトはフィールドを実際に調査してそこから問題点を見つけ、それを解決するためにiOSアプリケー
ションを開発して地域・社会に貢献することを目標として活動をしています。本プロジェクトには教育系、医療系、観光
系の3チームがあります。観光系では、北海道新幹線の開業に伴って観光産業に力を入れている木古内町をフィールドとし
て設定しました。木古内町での観光の思い出をオリジナルのリーフレットとして残せるiOSアプリケーション「キーコ紀
行」を開発しました。ブース発表では開発したアプリケーションのデモとリーフレットの作成過程をお見せします。
アピールポイント
■技術力成長アピール：実装力はもちろんのこと、新しい言語であるSwiftを使用したためドキュメントが少なく、リサー
チ力も身につけることができました。他にも、アプリケーション内にデータベースの構築したことで講義で学んだ内容を
実践することができました。
■人間力成長アピール：プロジェクトを進めていく中で、考え方の違いにより何度か意見の食い違いがありました。喧嘩
腰にならずに相手を尊重しながら活発な議論を行うことができました。
■価値創造力成長アピール：常に自分たちが作成しているモノは楽しいか、自分たちがユーザだったら欲しくなるかを考
えてプロジェクトへ取り組んでいました。
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プロジェクト概要
② 公立はこだて未来大学 HakoEve 〜イベントをもっと身近に〜
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(3人)、B3(3人)、
B1(1人)、高校1年生(1人)

平成27年4月〜平成28年3月

4,5時間/週

なし

顧客

サポートメンバー

函館市地域交流まちづくりセンター

大学教員
成果物

成果発表スライド、ポスター、活動報告書
プロジェクト概要
私たちは、函館市近郊のイベント情報を検索できるサービス「HakoEve (ハコイブ) 」を開発しています。HakoEveは、
函館市地域交流まちづくりセンター(以下、まちセン)様と協力して開発が進められており、2015年度で3年目の活動と
なっています。本年度は、Webアプリとして開発が進められていたHakoEveをもとにした、iPhone版を開発しています。
ブース発表では、開発途中のiPhone版HakoEveのデモの他にも、本年度の苦労した点や開発がストップしてしまった失敗
談とそこから得た学びをご説明します。少しでも気になる方はぜひHakoEveブースまでお越しください！
アピールポイント
■技術力成長アピール：新しい技術を学びたいというチームメンバーの意見から、比較的新しい言語であるSwiftを開発言
語として選び、全員で1から学びました。
■人間力成長アピール：私達チームのミスで、まちづくりセンター様にご迷惑をかけてしまう事態が発生しました。しか
し、問題が生じた原因や、再発防止策をチームで話し合い、まちづくりセンター様に説明をすることで、関係修復ができ
ました。
■価値想像力成長アピール：エンドユーザに求められている価値が何かを知るため、Webアプリ版のHakoEveをアクセス
解析しました。その結果、iPhone版のHakoEveを開発することに価値があると知ることができました。

③ 東京工業大学 活板 : おすすめ推薦機能付き掲示板
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(4人)、M2(1人)

平成27年4月〜平成27年12月

6時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

東工大生

学生(M1)、 大学教員
成果物

Webサービス、 Androidアプリケーション、 インタビュー結果分析、 ビジョン文書、 外部仕様書
プロジェクト概要
私たちの参加したPBLの授業は現実の課題について自ら考えチームで解決するというものでした。「東工大のイメージ
アップ」というテーマに対し我々は「無為に過ごしている時間を変える」ことを目指しました。そのために東工大生の興
味を広げ、余暇をより活動的に過ごす手助けとなるアプリを開発しました。「熱中できることがない」「最近楽しいこと
がない」活板はそんな東工大生のための掲示板式SNSです。利用するごとに興味のありそうな話題が推薦され、まだあな
た自身も知らないあなたの趣味を発見できます。活板は趣味を通して、東工大生がより活発に活動することを支援します。
余暇を有意義に過ごす、私たち「非公会」からの提案です。
アピールポイント
■技術力成長アピール：gitによるバージョン管理によりチーム内での並列作業の円滑化ました。Redmineによるタスク管
理とチケット駆動開発により必要なタスクや他のメンバーの進捗状況を共有できました。Jenkinsによる継続的インテグ
レーション(CI)により面倒なサーバへのデプロイさ上を自動化しました。AWS上にWebサービスとして実装し、その後
Androidアプリ化しました。
■人間力成長アピール：一年間のチーム開発を経験して、他者との共同作業の大切さを学びました。チーム内でのコミュ
ニケーションを密にすることでメンバーの作業状況を把握することでプロジェクトを円滑に進めることができました。

2016年3月22日

PBL Summit 2016

5

プロジェクト概要
④ 筑波大学 展示会向けwebアプリ作成支援ツール「PosTom」
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(4人)

平成27年4月〜平成28年2月

14時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

学会主催者、 イベント主催者

株式会社エーピーコミュニケーションズ、 大学教員
成果物

Webアプリケーション、 その他ドキュメント
プロジェクト概要
ポスター展示会向け案内支援Webアプリ「PosMApp」はDEIM2015をはじめとする様々な学会で利用されたきました。
実際の利用を経て、多くの方々から「他の学会で利用したい」との要望があったが、現在のPosMAppを他の学会で利用し
ようとする際には、コード変更などの作業が必須でした。そこで、我々はPosMAppを各イベントごとに簡単に作成できる
ようなWebアプリ「PosTom」を開発しました。PosTomを利用することにより、学会向けWebアプリ作成の労力を大幅
に削減が可能となりました。
アピールポイント
■技術力：
ソース管理にはGitHubを、タスク管理にはRedmineを用いて開発をすすめました。また、CI環境を構築することによって、
不具合の早期発見、長い目で見た時に高品質のプロダクトを提供できるよう努めてきました。
■人間力：
「いかにメンバーが全員が同じイメージを共有し開発を進めるか」というところにつきます。
我々のチームでは、顧客を含めて全員が面と向かって話し合いができる場・雰囲気づくりを大切としてきました。
■価値創造力：
顧客の要望を満たすというだけに留まらず積極的にコミュニケーションをとり主体的な提案できたこと。

⑤ 情報科学専門学校 たまには歩こう（横浜市西区の粋なまち歩き)
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B1(3人)

平成27年6月〜平成28年3月

12時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

横浜市西区役所

西区役所職員、大学教員
成果物
Androidアプリケーション
プロジェクト概要

H27年6月に横浜市西区役所から、同区に訪れる多くの観光客がみなとみらい地区のみに集中してしまっているため、みな
とみらい地区のみを歩く“王道な”まち歩きではなく、「既成市街地や横浜駅の“粋な”エリアに足を運びたくなる」アプリ作
成の依頼があった。私たちはアイデアソンを2回行い、その後モックおよびPR動画を作成した。そして同区職員によるPR
動画の投票結果から本プロジェクトを稼働することになった。なお、作成したアプリは同区協力のもと、一般参加者によ
るアプリ体験会などを開催し、頂いたフィードバックを反映し繰り返し改善を行っている。アプリ完成後、同区からリ
リース予定である。
アピールポイント
■技術力成長アピール：全員1年生で開発知識がなく、ハンズオンへの参加や開発環境に関する書籍購入を行い技術力の強
化を行った。更にインターネットの活用や教員への質問を通じ、情報収集力やプログラミング能力が向上できた。
■人間力成長アピール：メンバーが少人数の為、一人当たりの作業が多かった。その問題を解決するため、役割の分担を
複数回変更することで、お互いの作業をチーム内でカバーした。その結果、主体性や柔軟性の大切さを知ることができた。
■価値創造力成長アピール：一般参加者によるアプリ体験会等を定期的に開催し、フィードバックを貰っている。繰り返
し改善を行い品質向上に努めるなどPDCAを体感できている。
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プロジェクト概要
⑥ 情報科学専門学校 特別支援学校連携プロジェクト
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B2(2人)

平成27年4月〜平成28年3月

3時間/週

なし

顧客

サポートメンバー

神奈川県立中原擁護学校

神奈川県立中原擁護学校教員
成果物

Windowsアプリケーション、操作マニュアル、金種計算デバイス
プロジェクト概要
本プロジェクトは、特別支援学校と連携し、社会生活を営む上で必要となる様々な事柄について、IT技術を用いて、障害者
の学習・訓練を支援することを目的としています。今回のテーマは、「お買い物」です。特別支援学校の小学生〜中学生
位の生徒が、実際の店舗で「お買い物してお金を払う」場面を想定し、金額の計算とお金の支払いをシミュレートするシ
ステムを構築しました。生徒は、実物のお金を模した「小銭」を財布に入れ、支払いに必要な金額を自分の財布から出し
て精算するというシミュレーションを行うシステムです。
アピールポイント
■技術力成長アピール：WPF（Windows Presentation Foundation）、NFCタグ、3Dプリンタ技術を利用しました。新
しい技術の経験に加え、初めての技術への接し方、調べ方が身に付きました。
■人間力成長アピール：特別支援学校には様々な障害を持った生徒がおり、色々な生徒に使えるという事が重要な要件で
した。健常者の目線で作ってしまうと、障害を持つ生徒にとっては使い辛い場合があり、本当の意味で相手の目線に立つ
ことを学びました。
■価値創造力成長アピール：障害を持つ生徒や指導する教員から、システムの動きや使い勝手のフィードバックを受け、
修正を繰り返し使いやすいシステムにしました

⑦ 会津大学 ベンチャー体験工房6 : ソフトウェア開発のプロセスを学ぶ
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B3(6人)

平成27年10月〜平成28年1月

8時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

日本ユニシス株式会社 星野様

会社員、大学教員、TA
成果物

Webアプリケーション「行き先表示システム」
プロジェクト概要
研究・開発活動の初学者がソフトウェア開発プロジェクトの計画立案から開発までの作業を体験し、確実にソフトウェア
を創り上げるためのプロセスとその管理を学ぶ授業の中で行う開発です。顧客役を企業講師が担当し、提案依頼書に基づ
いた開発を行います。開発するソフトウェアの内容は顧客のRFPをもとに策定していき、納期最優先で計画を組み進めま
した。期間は約４か月、開発メンバーは7人3チームです。必ず毎週１回はメンバーで会議を行い、その会議の議長と書記
の役割、内容もメンバー自ら企画し行いました。また各工程で成果物を作成しながら進め、各工程の目的、内容を深めて
いきました。
アピールポイント
メンバーのほとんどが初めてwebアプリケーション開発を経験し、開発の内容や流れ、各役割について理解を深めること
ができました。顧客が求めるシステムを確実に作るために顧客とのコミュニケーションの重要性を感じ、チーム内だけで
なく顧客との意思疎通を積極的に行いました。プロジェクトを進める中でいくつかの課題がありましたが、チームそれぞ
れが対応策を考え、実行することにより全てのチームが納期までにプロジェクトを完了させることができました。3チーム
とも作るアプリケーションは同じでしたが、各チームで工夫したところが違っているのでチーム独自のアプリケーション
を完成させることができました。
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プロジェクト概要
⑧ 会津大学 ソフトウェアスタジオ(チームB)：Spuit
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B4(7人)

平成27年4月〜平成27年8月

20時間/週

あり

顧客
会津医療センター

サポートメンバー

緩和ケアセンター様

大学教員、企業講師
成果物

Webアプリケーション、要件定義書、ユースケース図、画面イメージ、テスト計画・報告書
概要
実際の注文の通りに進むソフトウェア開発を通して、ソフトウェア工学の授業で学んだ知識や技術を実践し、理解を深め
るための授業内開発プロジェクトです。今年度の顧客からの依頼内容は、病院で行われるアロマトリートメントという施
術の効果の有無を記録し、そのデータを研究などで取り扱える形式で閲覧できるシステムの開発でした。データの入力と
閲覧で異なる使用環境を想定し、端末の取り扱いを苦手とする業務従事者でも抵抗なくデータの入力と閲覧ができるよう
なシステムを目指しました。
アピールポイント
■技術力成長アピール：Java EE を用いたWebアプリケーションの開発を学びました。ユーザーが使いやすいデザインを
実現するため、レスポンシブWebデザインを取り入れました。
■人間力成長アピール：チームメンバーと共同で作業をしていくうえで、メンバーのモチベーションを維持しつつチーム
全体でプロジェクトを進めていく意義を学ぶことが出来ました。
■価値想像力アピール：いかにユーザーにとって使いやすいアプリケーションにするかをメンバー全員で小さな意見から
尊重して取り上げていくことで、アプリケーションに対するメンバーの意識を高め、より具体的な意見が出せるようにな
りました。

⑨ 会津大学 ソフトウェアスタジオ(チームA)：H2Linkシステム
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B4(6人)

平成27年4月〜平成27年7月

23時間/週

あり

顧客
会津医療センター

サポートメンバー

緩和ケアセンター様

企業講師、大学教員、TA
成果物

Webアプリケーション、要件定義書、ユースケース図、画面イメージ、テスト計画、報告書
プロジェクト概要
授業内で実際に外部の方から依頼を受けて行うソフトウェア開発を通して、今までに学んだ知識や技術を実践し、理解を
より深めるための開発プロジェクトです。今回の顧客は会津医療センターの方で、依頼内容は、在宅療養中の患者さんと
病院の医師とを繋ぐビデオ通話システムの開発でした。このシステムを使う病棟はご年配の方が多いので、いかに誤操作
を起きにくくするか、使いやすくするかを重点的に考えました。

アピールポイント
ソフトウェア開発のプロセスを実際の顧客相手に体験し、各工程の理解をより一層深め、また、Web SocketやWebRTC
といったウェブ通信の手法を学びました。しかし、プロジェクトのマネジメントがあまく、思ったようにプロジェクトを
進めることができず、チームとしての開発の難しさや、計画や進行管理の重要性を身をもって体感しました。開発におい
ては、いかに手間や誤操作の心配をなくすかを念頭においてデザインしました。それにより、ユーザビリティの重要性、
そしてその難しさを痛感しました。
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プロジェクト概要
⑩ 愛媛大学 地域密着PBL
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

①M2(2人)、M1(12人)
②M2(2人)、M1(4人)

平成27年4月〜平成28年3月

20時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

①西予市役所様 ②宇和島市役所様

大学教員、学外講師
成果物

①Webアプリ、設計書類
②Webアプリ、Androidアプリ、設計書類、利用ドキュメント、インストールマニュアル

プロジェクト概要
①西予ジオパーク観光案内アプリ：
西予市は、日本ジオパークとして、日本ジオパーク委員会から認定を受けています。本プロジェクトでは、看板、案内板等自体の不足、また、
それに掲載できる情報の不足を補うために、スマートフォン向けのアプリを開発しました。(次年度へ継続)
②コミュニティバス運行管理システム：
宇和島市では、公共交通空白地域への対策として、コミュニティバスの運営・支援を行っています。愛媛大学では、コミュニティバスの位置情
報を、パソコンやスマートフォンなどから確認することができるシステムを開発しました。本プロジェクトでは、試験運用で発生した、不具合
や改善要望などの踏まえた改修を行いました。

アピールポイント
■技術力成長アピール
Webアプリケーション(PHP)、Androidアプリケーションの基本的なスキルが身につきました。
■人間力成長アピール
顧客とのコミュニケーションの大切さを理解することができました。
■価値想像力成長アピール
テストにプロジェクト期間の1/3程度をかけ、品質の向上に取り組みました。

⑪ 九州大学 ブレストに特化した小規模向け付箋アプリ
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(6人)

平成27年10月〜平成27年3月

7.5時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

ブレストを行う学生

大学教員
成果物
Webアプリケーション
プロジェクト概要

我々は、少人数でのブレストをリアルタイムで行えるアプリを開発しました。ブレストは紙の付箋を使って行うため、意
見に対し複数の分析を行う際に張り替えを要する、わからない用語があるとすぐには検索できない、会議室などの共有ス
ペースでは作業を持ち越しにくい等の不自由な点が存在します。このアプリには、わからない言葉をすぐ検索できる、豊
富なアイデア分析のフレームワークがある、ブレストの保存・復元・複製ができるという大きなメリットがあります。こ
れにより従来のブレストの良さをいかしつつ時間的コストを削減できます。今期ではこのアプリの根幹機能の実装及び
ユーザビリティの洗練を行いました。
アピールポイント
■技術力成長：Webアプリ開発技術の習得はもちろん、開発手法の勉強会を行いアジャイル開発を採用しました。これに
より、我々の開発の特色を見つめなおし開発手法の選択プロセスを学ぶことができました。
人間力成長：開発者と管理者を明確に分けました。結果、コミュニケーション及び進捗の共有の大事さを知り、また反復
ごとに管理体制の見直しを行うことでアジャイルにおいてどのように管理を行うべきかを段階的に学ぶことができました。
■価値創造力成長：反復ごとにプロトタイプを作りました。結果、従来の良さを活かしつつ電子化するメリットやユー
ザー価値等の多様な要求に対応し、製品価値の作りこみができました。
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プロジェクト概要
⑫ 九州大学 SmartFace(笑顔に着目した接客力向上サービス)
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(4人)

平成27年10月〜平成27年3月

9時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

飲食店・洋服店を想定

大学教員
成果物

カメラを用いた表情取得・表示する総合的なプラットフォーム (SmartFace システム)、 ユースケース図
プロジェクト概要
私たちはSmartFaceというサービスを開発しています。本サービスは、皆さんの笑顔や困った顔のような表情に着目した
サービスです。ショッピングや食事などのシーンにおける、お客様と店員の円滑なコミュニケーションをITの力でサポート
します。従来は、アンケート等でしか得られなかったお客様の心の声をカメラの画像認識を用いて得ることが出来ます。
困っているお客様に対し、迅速な対応を促したり、膨大に集まったデータを解析し、今後の経営戦略に繋げたりと様々な
活用が可能です。聞き所は、今までにない革新的なアイデアと、そのアイデアを実現する挑戦的なビジョンです。カメラ
を使ったデモをするので楽しみにしてください。
アピールポイント
■人間力成長アピール
学生が主体となりテーマの決定から開発まで行っています。各個人が積極性や、主体性を持ち開発に取り組んできました。
更に今後の活動では実店舗での導入を目指しており、店舗の方とのコミュニケーションを通して更なる人間力の成長につ
ながると考えています。
■価値創造力成長アピール
私たちは従来手法の問題に対し、どのような新しい提案ができるか、マネタイズまで含め考えています。私たちの製品が
市場でどのような価値を持つのかも考えることで、新しい価値を創造する力を磨くことができました。今後の活動では、
店舗の方のフィードバックを通して更なる価値創造力の向上につなげられると考えています。

⑬ 福岡大学 甘木鉄道活性化プロジェクト
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

M1(5人)

平成27年7月〜平成27年3月

20時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

福岡県庁企画・地域振興部交通政策課様、
甘木鉄道を育てる会様、甘木鉄道株式会社様

大学教員、福岡県庁の担当者様、
甘木鉄道を育てる会の担当者様

成果物
Webサイト、スマートフォンアプリケーション（iOS、Android）、
ドキュメント（提案書、仕様書、設計書、議事録他）

プロジェクト概要
甘鉄活性化プロジェクトは福岡県朝倉市と佐賀県基山町を結ぶ地域鉄道である甘木鉄道の認知度の向上、利用者の増加を
目的としたプロジェクトです。福岡市などから人を呼びこむためにWebサイトを、更に現地の散策を楽しんでもらうため
にスマートフォンアプリを、という基本方針の元、甘木鉄道沿線にある歴史・史跡遺産や観光地、またそれらを利用した
観光ルートの紹介を行うWebサイトとスマートフォンアプリケーションを開発しました。コンテンツの管理機能、GPSを
利用した観光サポート機能、エンドユーザーによる写真、位置情報、感想などを発信する機能なども実現しています。
アピールポイント
■技術力成長
計画時に「新規技術への挑戦」という技術方針を立て、Webサイトは【Playframework】を導入、スマホアプリはハイブ
リットアプリ開発環境【monaca】を導入しました。「学習」と「（実開発できるかの）評価」そして「実践導入」という
ステップを踏みながら、新規の技術に挑戦したことで新たな知識や技術を獲得しました。
■人間力成長
チーム開発における、メンバー間での情報共有やメンバー各自が主体性を持って行動することの重要性を学びました。更
に、微妙に立場が異なる顧客の方々との「交渉」「調整」「説得」しながらプロジェクトを推進したことで、実践的なコ
ミュニケーションスキルを習得しました。
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プロジェクト概要
⑭ 福岡工業大学 新宮発見隊
メンバー構成
B3(3)、B4(8人)、
D1(1人)

期間

稼働頻度

単位

平成27年4月〜平成28年3月

5時間/週

なし

顧客

サポートメンバー

福岡県粕屋群新宮町

大学教員、大学職員、町役場所員
成果物
Webアプリケーション
プロジェクト概要

新宮発見隊は、新宮町おもてなし協会、新宮町役場、福岡工業大学が組織するプロジェクトです。私達は、新宮町の魅力
を発信し観光客を呼び込むことを目的とし、Linked Open Data（LOD）を簡単に作成できるSNS連携の新宮町情報ポー
タルサイトの開設を目指しており、2016年中に正式に公開する予定です。LODは、セマンティック・ウェブの実現に寄与
する技術として注目されており、新宮町のLODを作成することで地域の魅力を最大限に引き出せることが期待できます。
例えば、公園と新宮都市計画の2単語から沖田中央公園という施設名を得ることができ、普段は気が付かない関係性を提示
できるようになります。
アピールポイント
■技術力成長アピール ：実践的にシステム開発に取り組んだことで１つひとつ丁寧に考えて行動するようになり、これに
伴って積極的に新しい技術に挑戦できるようになりました。
■人間力成長アピール：町役場職員との会議や、フィールドワークを通して真剣に地域課題に向き合うようになり、当た
り前の現実が多くの方々によって支えられていることを実感しました。
■価値創造力成長アピール：地域社会は、住民をはじめ、伝統や歴史によって形作られています。私たちは、これらを
LODという手段によってリンク化し、地域の魅力を引き出す手法を確立しました。

⑮ 文教大学 茅ヶ崎市避難訓練アプリ製作プロジェクト
メンバー構成

期間

稼働頻度

単位

B3(2人)、B4(1人)

平成27年4月〜平成27年12月

8時間/週

あり

顧客

サポートメンバー

地方自治体（神奈川県茅ヶ崎市)

大学教員
成果物

Androidアプリケーション、PM書類、プレゼンテーション資料
プロジェクト概要
本プロジェクトのアプリでは、茅ヶ崎市を中心に災害に対する意識を高め、避難場所（学校、病院、公園など）の経路を
把握し、被害想定を考え安全な場所に避難することを目的とする。主な機能としてGPS情報を用い現在地から避難所まで
の経路を示し、被害想定される場所の情報を地図上で表示する。表示する避難所データは自治体の提供されたオープン
データとチームで調査したデータを使用する。災害時ネットワークが使用できない場合を想定し、オフライン機能を付け、
防災対策や救護マニュアル機能を取り入れる。このプロジェクトにより避難所など災害に対する防災知識を高めることを
狙いとする。
アピールポイント
■技術力成長アピール：本アプリでは、ARカメラやGoogle Mapにより避難所までの経路を記録し、避難誘導できる機能
を取り入れました。災害時、ネットワークが使用できないことを想定し、オフラインでも使用できるよう救護マニュアル
等の機能を作成しました。
■人間力成長アピール：プロジェクトを進める中で毎週、進捗管理を行い作業に遅延が起きた場合メンバーで随時対処す
るように調整してきました。各個人が目的意識を持ち行動できるようになりました。
■価値想像力アピール：開発したアプリにより、いつでも避難訓練ができる。避難時に他人の現在地を確認でき、避難経
路や危険な場所を記録し共有することができる。
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賞と審査軸
共催枠
■ CeFIL 賞
評価軸：
ユーザは明確か、ステークホルダは網羅しているか
課題の本質を掴んでいるか（手段が目的化していないか）
課題発見力・分析力 顧客、その先にいるユーザと十分にコミュニケーションを取ったか
課題の説得力（定量化して示す姿勢）
課題解決によるユーザ（顧客）メリット、社会的価値は明確か
顧客に提案をしたか(御用聞きからの脱却）、アイデア・発想の斬新性
以前に似たような課題を解決しようとしたものがあるか調査したか
課題解決力
開発したシステム、サービスの機能は明確に定義されているか
費用対効果は検討したか
開発成果物を定量的に把握しているか
プロジェクト推進力 計画と実績を管理したか、遅延に対して問題点を分析し、どう対策したか
何が隘路だったか、それをチームでどう解決したか
想定ユーザからの評価、フィードバックを受けたか
成長力
全般を通して、何に気付き、何を学び、どういう点が成長したと思うか
副賞：
・ 現金10万円

■ PBL Summit 賞
評価軸：
・主体的な行動力が身についたか。
・論理思考が身についたか。
・実践的なスキルが身についたか。
・PBLでの経験を深く振り返り、新たな気づきを発見できたか。
副賞：
・IDCFクラウドクーポン5万円 (1万円分 ✕ 5）
・Raspberry Pi 2 Model B Network Kit 32GB V2 [832-6274-KitF]
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賞と審査軸
後援枠
■ 株式会社Fusic 賞
評価軸：
・PBLを通じて技術的な成長ができているか。
・PBLの経験や自信を次に活かすことができているか。または、活かそうとしているか。
副賞：
( 結果発表時に発表 )

■株式会社ジースタイラス 賞
評価軸：
・PBLにおける学習目標を適切に設定して取り組めていたか。
・PBLを通して社会から見て魅力的な人材に成長できているか。
副賞：
( 結果発表時に発表 )

■ 株式会社オプト 賞
評価軸：
・プロジェクトに対して、PDCAを回すことができているか。
・顧客の立場に立って、問題解決ができているか。
副賞：
( 結果発表時に発表 )

■ Code For Japan 賞
評価軸：
・PBLを学習のみに留めずに、社会貢献活動につなげることができているか。
・PBLを通じて価値創造力の向上ができているか。
副賞：
( 結果発表時に発表 )

■ rePiT 賞
評価軸：
・学生が主体的に活動できているか
・テーマやプロジェクト体制が学生の成長を促すのに、良い影響をあたえているか
副賞：
( 結果発表時に発表 )

■情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会 賞
評価軸：
・プロジェクト内のコミュニケーションを円滑に設計できているか
・プロジェクトの内容やPBLを通して学習したことを効率良くプレゼンテーションできているか
副賞：
( 結果発表時に発表 )
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その他
■ Twitter ハッシュタグ
#PBLSummit
をご利用下さい。

■ Facebook グループ
今回のご縁を次に繋げることができるように、Facebookにて
PBL関係者が繋がるグループを作成しております。
お気軽にご参加下さい。
URL：https://www.facebook.com/groups/537556129591609/

■ ポスター発表支援ツール
筑波大学の展示会向けwebアプリ作成支援ツール「PosTom」がPBL Summit用に
ポスター発表支援ツールを作成してくれました。是非ご活用ください。
URL：http://tkb-tsss.sakura.ne.jp/enpit/PosMapps/phoneclear/vJXvT1SM
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メモ
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The Summit
Of the Students,
By the Students,
For the Students.

- 会場 筑波大学 東京キャンパス文京校舎
〒112-0012
東京都文京区大塚3-29-1
・1階 134会議室
・B1 多目的ホール
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