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Abstract
Projectbased learning is among the pedagogies that facilitate stu
dents’ acquisition of practical skills. However, there is a scarcity of
studies that examine how graduates apply their learning outcomes
through projectbased learning in their workplace. This study,
through a questionnaire survey of graduates, addresses this gap.
Results indicate that graduates recognize that learning soft skills
is more useful in their postgraduation jobs than disciplinary knowl
edge such as economics and business administration. Based on
these findings, theoretical contributions and practical implications
are provided.
Keywords : projectbased learning, learnercentered pedagogy, col
laboration with practitioners, skills, attitude

１．はじめに
近年の情報化社会において，人は，従来と異なるスキルを持つことが要求
されている（Lee, Huh, & Reigeluth, ２０１５）。このため大学も，より実践的
な教育を行うよう社会から求められてきた（Helle et al., ２００６; Parsons &
LepkowskaWhite,２００９）。
そのような社会の要請に答える教育法に，プロジェクト学習（PBL: project
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based learning）がある。社会情勢の変化の中で近年，PBL は徐々に一般
化してきている（Chen & Yang, ２０１９）。特に，企業や行政機関等，学外組
織との共修の形を取る PBL は，教科知識の実務への適用能力を向上させ，
前向きな学習姿勢を育むとされる（GarridoLopez et al.,２０１８; Kloppenborg
& Baucus, ２００４; Lee et al., ２０１５）。それゆえ，大学教育における PBL の採
用が進められている（山口,２０１７）。
しかしながら，PBL の学習成果の社会における活用について追跡調査を
行った例は限定的である（Seow et al., ２０１９）。中西（２０２０）は，PBL で学
んだ卒業生２０名に対して面接調査を行い，彼らが PBL の学習成果を活用し，
さらなる成長機会獲得につなげていると報告しているが，より広範な調査の
実施が望まれる。
そこで本研究は，PBL の学習成果とその卒業後の仕事における活用を，
長崎大学経済学部における教育実践を題材に，卒業生に対する質問紙調査を
通じて検討する。結論を先取りすれば，学生は，学外クライアントとの共同
プロジェクトにおいて，教員や学生同士とのやりとりを通じて，
「コミュニ
ケーション力」をはじめとする「ソフトスキル」を獲得していた。これらの
「ソフトスキル」に関する学びは，経済学や経営学といった教科知識以上に
卒業後の仕事において有用であると認識されていた。以下，次節において，
先行研究レビューに基づき課題を抽出した上で本研究の目的を示す。次に研
究の方法とその結果について述べる。その上で結果に基づく考察を行い，最
後に結論を述べる。

２．先行研究
２-１．プロジェクト学習とは何か
前述のとおり，大学に対して，より実践的な知識付与やスキル形成を求め
る声が高まってきている（Helle et al.,２００６; Kloppenborg & Baucus,２００４;
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Lee et al., ２０１５; Parsons & LepkowskaWhite, ２００９; Vogler et al.,
２０１８）。わが国においても経済産業省（２００６）が，「職場や地域社会の中で多
くの人々と接触しながら仕事をしていくために必要な能力」を「社会人基礎
力」と名付け（p. １），大学に対してその育成への取り組みを求めている。
ここでの社会人基礎力とは，① 前に踏み出す力（主体性，働きかけ力，実
行力），② 考え抜く力（課題発見力，計画力，創造力）及び，③ チームで
働く力（発信力，傾聴力，柔軟性，状況把握力，規律性，ストレスコントロー
ル力）をいう（経済産業省,２００６）。
このような声に応ようとする教育実践の１つが，プロジェクト学習（PBL:
projectbased learning）である。PBL とは，「一定期間継続され，何らかの
成果，プレゼンテーション，パフォーマンスを生み出す個人又はグループ活
動であって，典型的には，プロジェクト進捗に伴うタイムラインやマイルス
トーンその他の形成的評価を含むもの」
（Donnelly & Fitzmaurice, ２００５, p.
３, 筆者訳出）である。Lee et al.
（２０１４）はこの PBL を，過去２０年間の教育
分野の改革に対する対応の１つと評している。こうして近年 PBL は一層広
く普及する傾向にある（Chen & Yang,２０１９）。
はじめに，PBL の理論的基盤について明らかにする。PBL における学び
の特徴として以下の２点を挙げることができる。まず，学生はプロジェクト
に関連した自分自身の経験とその内省を通じて学ぶ。それゆえ，PBL は Kolb
（１９８４）の経験学習論を第１の理論的基盤としている（Wurdinger & Allison,
２０１７）。すなわち，PBL において学生は，具体的経験（concrete experience），
内省的観察（reflective observation），抽象的概念化（abstract conceptuali
zation），積極的実験（active experimentation）からなるサイクルの反復を
通じて学ぶことになる（Kolb, １９８４）。また，PBL における学びはプロジェ
クト活動の状況（文脈）に埋め込まれている。すなわち，PBL において学
生は状況に触れ，実務家やその実践に接することを通じて学ぶ（Sherwood,
２００４）。それゆえ，学習活動の内容やその成果は，各人が置かれた状況に依
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存する。よって，PBL は，「学習は取り巻く状況に埋め込まれている」とい
う状況学習論（Lave & Wenger, １９９１）の考え方を第２の理論的基盤とする
（Sherwood,２００４）
。
このような理論的背景を持つ PBL の特徴を，Helle et al.
（２００６）は認知心
理学の観点から以下の６点にまとめている。第１に，PBL の最大の特徴は，
「問題志向」（problem orientation）という点にある。すなわち，問題（problem）又は問い（question）が学習活動を駆動するのである。第２に，活動
を通じて学習者は具体的なアーティファクト（人工物）を作る。そして，こ
のアーティファクトは学習者間をつなぐバウンダリーオブジェクトにもな
る。すなわち，学習活動を通じて生み出されるプレゼンテーションなどの成
果物，さらには共通言語などが，学習者間の一層の協働を促すのである。第
３に，学習者自身が学習プロセスをコントロールする。すなわち，PBL は
学習者中心教授法（learner-centered pedagogy）となる。第４に，PBL に
おける学習は文脈に依存する，すなわち，状況に埋め込まれている。第５に，
抽象的又は具体的，図形又は口頭といった，複数の形態の表象（multiple
forms of representation）を使用あるいは創造する。そしてその表象が，科
目知識（disciplinary knowledge）と実践の統合を促す。第６に，PBL は学
習への動機づけを高める要素を持つ。
なお，社会科学系学部がこれらの PBL を採用する場合，自治体や民間企
業といった外部組織からプロジェクトの場や題材の提供を受けることがあ
る。これにより例えば，民間企業との協働を伴う PBL は，学生に概念的知
識とスキルをビジネスの実態に結び付ける実践的学習機会を提供するととも
に，地域中小企業が抱える課題の解決にも貢献する（Garrido-Lopez et al.,
２０１８）。それゆえ，地域社会からも要請される教育方法と位置づけられる（山
口,２０１７）。
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２-２．プロジェクト学習の教育効果
PBL の教育効果に関しては，これまで多くの実証研究が行われてきた。
Garnjost and Lawter（２０１９）は，PBL を含む学習者中心教授法と一般的な
講義を指す教師中心教授法を比較し，PBL は講義よりも知識獲得において
有効であることを示した。Chen and Yang（２０１９）も，メタ分析の結果に
基づき，伝統的教授法よりも PBL の方が教科知識獲得において有効であり，
その傾向は社会科学において特に顕著であると述べている。また PBL は，
協働，批判的思考，問題解決，プレゼンテーション，文書作成といった「ソ
フトスキル」の獲得にも有効であるとされる（Kloppenborg & Baucus,２００４;
Vogler et al., ２０１８）。他にも PBL は，学習の動機づけや自信を高め（Chen
& Yang,２０１９; Clausen & Andersson,２０１９），生涯学習の必要性への気付き
を促すことが示されている（Vogler et al.,２０１８）。以上より，PBL は，講義
と比較して，学生に，より高い満足度をもたらすとされる（Garnjost & Lawter,２０１９）。
特に，民間企業や行政機関等の外部者との協働を行う PBL は，より一層
の教育効果をもたらす。すなわち，外部者との協働は，教科知識の適用能力，
複雑かつ多面的環境への対処能力，批判的思考，問題解決，コミュニケーショ
ンの各能力の向上に寄与する（Seow et al., ２０１９）。なぜなら，学生は外部
者から本物の（authentic）フィードバックを得ることができるからである
（Lee et al., ２０１４）。このため，実社会に必要なスキル獲得を目指し，外部
者との協働を含む学習を行うことへの期待がより高まってきている（Marchioro et al.,２０１４）。
このような PBL の学習成果と卒業後におけるその活用の実態を明らかに
するため，中西（２０２０）は，PBL を履修した卒業生に対する追跡面接調査
を行った。その結果，履修生が，PBL 参加を通じて様々な学びを得ている
ことを明らかにした。具体的な学習成果としては，気付き（
「働く」という
ことの理解），姿勢（考え抜く，主体性，貫き通す，客観視，対人関係志向）
，

180

経 営 と 経 済

及びスキル（コミュニケーション，分析法，プロジェクト管理，ビジネスマ
ナー）が挙げられる。同時に，
「何かを成し遂げた」という実体験感や成長
実感を得ていることも示された。また，PBL を通じた経験が進路決定に及
ぼしたり，身に付けたコミュニケーションスキル等を就職活動で活用する例
もみられた。さらに，卒業生が学習成果を仕事において活用し，さらなる成
長や学習機会の獲得につなげていることも明らかとなった。
しかし，先行研究は，成果の測定を主にプログラム終了直後に行っている
ため，卒業後の社会生活における学習成果の活用についての研究は非常に限
定的 で あ る。学 習 成 果 に 関 す る 研 究 と し て，Kloppenborg and Baucus
（２００４）は，地元非営利組織との協働を含む PBL を通じて学生が，プロジェ
クトマネジメント，協働，文書作成，プレゼンテーション等の能力向上を実
感し，これらを社会で使えそうだと感じているとしているが，卒業後におけ
るスキル活用の実態を確認したわけではない。中西（２０２０）の追跡調査の結
果も，より広範なサーベイにより実証されるべきである。

２-３．先行研究の課題と本研究の目的
以上のように，学生が PBL を通じて何を学び，それをどの程度仕事に活
用しているかについての検討は十分でない。このため，卒業生に対する PBL
の学習成果の追跡調査が必要である（Seow et al., ２０１９）。またその分析結
果は，PBL の質向上のためにも有益であろう。そこで本研究は，PBL の学
習成果の内容と，その社会での活用の実態を，定量的に把握することを目指
す。

３．リサーチサイト：長崎大学経済学部の取り組み
本研究が対象とするリサーチサイトは，長崎大学経済学部が実施している
プロジェクト学習ゼミである。同学部は，経済学だけでなく経営学，さらに
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は法学等も学ぶことのできるカリキュラムとなっている。その教育の一環と
して，プロジェクト学習ゼミでは，地域企業や地方自治体，その他の公共団
体等との協働を通じ，地域やこれらの組織が抱える問題解決を図りながら，
実践的スキルの獲得や，経営学，経済学等の学科知識の応用力向上を目指し
ている。
同学部のプロジェクト学習ゼミは２０１１年度に開始された。毎年度，３〜７
名程度の教員が本形式でのゼミを実施している。当初は，PBL による学び
を重視する教員による自発的な教育実践であった。２０１８年度には同学部にお
いて，大学で学ぶ専門知識を活かし社会が抱える課題を自ら解決できる人材
の育成を目的とした「ビジネス実践力育成プログラム」が立ち上げられた。
現在，プロジェクト学習ゼミ（同プログラムにおいては「実践型ゼミ」とよ
ばれる）の履修は同プログラム修了認定を受けるための必須条件となってい
る１）。２０１９年度まで，計約５５０名がプロジェクト学習ゼミを履修した。
ゼミは週１回３
０週の通年授業として開講され，学生は，必要に応じ正課時
間外にも自発的にフィールドワーク等を実施する。その中で学生は，担当企
業や自治体（クライアント）へのインタビューを通じて問題を発見し，必要
な調査その他の活動を通じて問題解決に取り組む。活動内容は担当するクラ
イアントや取り組むプロジェクトによってそれぞれ異なるが，企業の認知度
向上のためのイベント実施や新商品の開発，自治体の課題解決のための提言
取りまとめ等を手掛ける場合が多い。

４．方法
本研究の調査対象は，２０２０年度現在でプロジェクト学習ゼミの形式をとっ
ている７ゼミの卒業生である。なお，中西（２０２０）の面接調査においては，
主として経営学をベースとして民間企業及び関連団体をクライアントとした
ゼミ（５ゼミ）を調査対象とした。一方，本研究では，これら５ゼミに加え，
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財政学及び地域経済学をベースとし主として地方自治体をクライアントとし
た２ゼミも調査対象としている。
母集団すなわち２０１８年度までにプロジェクト学習ゼミを履修した卒業生全
体への全数調査を目指し，質問紙の配布を行った。母集団４８０人に対し，２８２
人（女性１６７人，男性１１５人）から回答を得た（対象となる全卒業生に対する
回答者の比率は５
９％）。なお，質問紙配布は，筆者を含む指導教員７名から
卒業生にメール等で直接行ったケースに加え，
キーパーソンとなる卒業生（ゼ
ミ長等）経由で配布を依頼したケースがある。このため，正確な回収率の算
出は困難となっている。
質問項目は，中西（２０２０）の結果を参照して作成した。主な内容は，性別，
卒業年，指導教員といったデモグラフィック情報に加え，プロジェクト学習
ゼミの志望理由，学習成果（知識，スキル，姿勢）並びにそれらの仕事にお
ける活用である。学習成果については，例えば「ゼミ活動を通じて，問題分
析スキルが身に付いた」という文章に対して，５（そう思う）から１（そう
思わない）までのリッカート５件法により実感を答えてもらった。学習成果
の仕事における活用に関する実感についても同様の質問法を取った。質問項
目に個人を特定できるような内容は含まれていない。
回答者には，インターネット上の質問紙調査ツールである「Google フォー
ム」を使用して回答するよう依頼し，その結果はゼミ指導教員を経由するこ
となく直接筆者が集計した

５．分析結果
本節では，本研究における分析結果を提示する。はじめにプロジェクト学
習ゼミへの志望理由について検討する。続いて，プロジェクト学習ゼミにお
ける学びについて検討する。これらを踏まえ，志望理由と学びの関係を明ら
かにする。その後，プロジェクト学習ゼミにおける学びの源泉について検討

プロジェクト学習ゼミの成果と社会における活用：
卒業生への質問紙調査を通じた定量分析

183

する。最後に，プロジェクト学習ゼミにおけるどのような学びが仕事におい
て有用であるかについて検討する。以上を通じ，PBL ゼミの学びのメカニ
ズムとその影響を明らかにする。

５-１．プロジェクト学習ゼミへの志望理由
第１に，プロジェクト学習ゼミへの志望理由について検討する。プロジェ
クト学習ゼミを志望する理由として最も顕著だったものは，
「活動内容に関
心があった，教員やゼミの雰囲気に惹かれた（以下，活動内容の関心や雰囲
気とする）」であった（図１参照）。その上で，志望理由の間に違いがあるか
を調べるために Friedman 検定を行った。その結果，志望理由の間に有意な
差があったため（χ２
（４）＝４６７.７, p<.００１），どの志望理由間に違いがあるかを
Wilcoxon 符号付順位検定による多重比較によって検討した。結果をまとめ
たものが表１である。特に，「活動内容の関心や雰囲気」という志望理由は，
他の志望理由と比べて有意な差があり，高い効果量があった。以上より，プ
ロジェクト学習ゼミに参加する学生は，活動内容や担当教員に対する強い興
味関心からゼミを志望することが示された。

５-２．プロジェクト学習ゼミにおける学び
第２に，プロジェクト学習ゼミにおける学びの内容について検討する。履
修生は，
「志望業界の明確化」を除き，学びの種類として質問紙に掲げた全
ての項目について高い学習成果を実感する傾向にあった。最も顕著だったも
のは，「コミュニケーション力」であった（図２参照）。その上で，プロジェ
クト学習ゼミの学びに違いがあるかを調べるために Friedman 検定を行っ
た。その結果，学びの間に有意な差があったため（χ２
（１２）＝４８２.３, p<.００１），
どの学びの間に違いがあるかを Wilcoxon 符号付順位検定による多重比較に
よって検討した。結果をまとめたものが表２２）である。特に，
「コミュニケー
ション力」に関する学びは，その効果量には違いがあるものの，
「就職活動
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に関するスキル」，「他者との関係の重視」，「積極性」を除く全ての学び（「論
理的思考」，「問題の分析に関するスキル」，「客観性」，「教科知識」，「ビジネ
スマナー」，「スケジュール管理」，「忍耐力」，「『働く』ということの理解」，
「志望業界の明確化」
）と比べて有意な差があった。よって，プロジェクト
学習ゼミにおいて学んだと学生が強く感じているものは，コミュニケーショ
ン力であることが示された。
ここでの「コミュニケーション力」とは，様々なスキルを含む能力である。
そこで本研究では，「コミュニケーション力」を構成するスキルを詳細に検
討することで，PBL における学びの詳細な理解を目指した。学生が獲得し
た「コミュニケーション力」を構成するスキルとして最も顕著だったものは，
「プレゼンテーション」であった（図３参照）
。その上で，獲得したスキル
に違いがあるかを調べるために Friedman 検定を行った。その結果，スキル
の間に有意な差があったため（χ２
（６）＝３４９.７, p<.００１），どのスキルの間に違
いがあるかを Wilcoxon 符号付順位検定による多重比較によって検討した。
結果をまとめたものが表３３）である。特に，
「プレゼンテーション」は，そ
の効果量には違いがあるものの，他の全てのスキル（「傾聴」，「ファシリテー
ション」，「アサーション」
，「文章作成」
，「板書」，「その他」）と比べて有意
な差があった。すなわち，コミュニケーション力のうち，特にプレゼンテー
ションに関するスキルが身に付いていると感じていることが示された。

５-３．プロジェクト学習ゼミの志望理由と学びの関係
第３に，プロジェクト学習ゼミの志望理由と学びの間に関係があるかを調
べるために相関分析を行った（表４参照）。具体的には，３点の志望理由
（「活
動内容の関心や雰囲気」，
「何かを成し遂げたい」，
「就職活動でのアピール」）
と学び（知識，スキル，姿勢，就職活動関連）の関係について検討する。な
お，学びにおける知識は「教科知識」と「『働く』ということの理解」を含
む。スキルは「コミュニケーション力」，「問題の分析に関するスキル」，「ス
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ケジュール管理」，「ビジネスマナー」を含む。姿勢は「論理的思考」，「客観
性」，
「積極性」，
「忍耐力」，
「他者との関係の重視」を含む。就職活動関連は，
「志望業界の明確化」と「就職活動に関するスキル」を含む。
はじめに，「何かを成し遂げたい」という志望理由との関係を検討する。
この志望理由は，知識に関する学びにおいて，
「教科知識」（r＝.１７０, p<.０１）
および「『働く』ということの理解」（r＝.１２８, p<.０５）と正の相関があった。
また，姿勢に関する学びにおいて，
「積極性」
（r＝.１３５, p<.０５）および「他
者との関係の重視」（r＝.１３２, p<.０５）と正の相関があった。
次に，「活動内容の関心や雰囲気」という志望理由との関係を検討する。
この志望理由は，スキルの学びにおいて，
「コミュニケーション力」（r＝.１１８,
p<.０５）と正の相関があった，姿勢に関する学びにおいては，「積極性」（r＝.
１７８, p<.０１）および「他者との関係の重視」
（r＝.１２９, p<.０５）と正の相関が
あった。また，就職活動に関する学びにおいて，
「就職活動に関するスキル」
（r＝.２４８, p<.０１）と正の相関があった。
最後に，
「就職活動でのアピール」という志望理由との関係を検討する。
知識の学びにおいて，「教科知識」（r＝−.２３９, p<.０１）と負の相関があった。
また，姿勢に関する学びにおいて，「論理的思考」（r＝−.１７６, p<.０１）と「積
極性」（r＝−.１３７, p<.０５）と負の相関があった。
以上を踏まえると，プロジェクト学習ゼミに「何かを成し遂げたい」とい
う志望理由のもと参加した学生は，知識と姿勢に関する学びを強く実感して
いた。また，「活動内容の関心や雰囲気」という志望理由のもと参加した学
生は，スキル，姿勢及び就職活動に関する学びを強く実感していた。一方で，
「就職活動でのアピール」という志望理由のもと参加した学生は，知識と姿
勢に関する学びに関する実感が弱かった。

５-４．プロジェクト学習ゼミにおける学びの源泉
第４に，プロジェクト学習ゼミにおける学びの源泉について検討する。履
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修生は，学びの源泉として質問紙に掲げられた「教員」，「仲間」，「クライア
ント」のいずれも，学びの源泉として認識する傾向にあった。最も顕著だっ
たものは，「教員」であった（図４参照）。その上で，学びの源泉に違いがあ
るかを調べるために，Friedman 検定を行った。その結果，学びの源泉の間
に有意な差があったため（χ２
（２）＝１５７.７, p<.００１），どの源泉の間に違いがあ
るかを Wilcoxon 符号付順位検定による多重比較によって検討した。結果を
まとめたものが表５４）である。学びの源泉として，
「クライアント」と「仲
間」の間（z＝−６.０
４２, p<.００１, r＝.３６０, 中程度の効果量），および，「クライ
アント」と「教員」の間（z＝−８.１６９, p<.００１, r＝.４８６, 中程度の効果量）に
有意な差があった。すなわち，学外のクライアントとの共同活動を含むプロ
ジェクト学習ゼミにおいても，クライアント以上に，教員と仲間を学びの源
泉として認識されていることが示された。

５-５．プロジェクト学習ゼミにおける学びの有用性
第５に，プロジェクト学習ゼミにおけるどのような学びが，卒業後の仕事
において有用であるか検討する。履修生は，質問紙に掲げた学びの種類いず
れについても，仕事において有用だと認識する傾向にあった。中でも最も顕
著だったものは，「他者との関係の重視」であった（図５参照）。その上で，
仕事において有用な学びに違いがあるかを調べるために，Friedman 検定を
行った。その結果，学びの間に有意な差があったため（χ２
（１０）＝７７.６, p<
.００１），どの学びが仕事において有用であるかを Wilcoxon 符号付順位検定に
よる多重比較によって検討した。結果をまとめたものが表６５）である。「他
者との関係の重視」，
「忍耐力」，
「コミュニケーション力」，
「ビジネスマナー」
および「積極性」に関する学びの有用さは，「教科知識」の有用さと比べて，
中程度の効果量で有意な差があった。以上より，プロジェクト学習ゼミにお
いて学んだ「他者との関係の重視」，
「忍耐力」，
「コミュニケーション力」，
「ビ
ジネスマナー」および「積極性」は，同様にプロジェクト学習ゼミにおいて
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学んだ「教科知識」よりも，仕事において有用であると感じていることが示
された。

６．考察
本研究を通じ，プロジェクト学習ゼミに参加する学生が，PBL を通じて
何を学んでいるか，またその学習成果が仕事においてどの程度有用であると
認知しているかについて検討した。まず，学生は特定のスキルや知識を獲得
することを目指すというよりも，PBL や PBL を行うゼミの雰囲気に関心を
持って，プロジェクト学習ゼミに参加していた。それゆえ，明確な目的意識
があるわけではない。しかしながら，PBL において学生は，クライアント，
教員，他の学生を含む様々な関係者との間で，アイディア抽出，意思決定の
ための討議，提案活動等，様々なコミュニケーションを行う。また場合によっ
ては，意見の対立による葛藤も経験する。このような経験を通じて学生は，
「コミュニケーション力」をはじめとする「ソフトスキル」を身に付けてい
た。これらの「ソフトスキル」に関する学びは，経済学や経営学といった教
科知識以上に卒業後の仕事において有用であると理解されていた。以上を踏
まえ，それぞれについてより詳細に考察していく。

６-１．漠然とした志望動機に基づく深い学び
まず，プロジェクト学習ゼミを志望する動機として「活動内容の関心や雰
囲気」という志望理由が，他の志望理由に比べて強いことが示された。先行
研究では，伝統的教授法よりも PBL の方が教科知識獲得において有効であ
ることが示されているが（Chen & Yang, ２０１９），学生はそれらの知識をよ
り効率的に獲得するために志望しているわけではない。これは，PBL にお
ける学習は文脈に依存するため，プロジェクトに参加していない学生が何ら
かの目的（何かを成し遂げたい，就職活動でのアピール，スキルの習得）を
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もって志望することは困難であるからだ。よって，多くの学生は，PBL に
対する漠然とした関心やイメージを持ってプロジェクト学習ゼミを選択する
ことになる。
しかしながら，そういった曖昧な動機が学びを阻害するわけではない。プ
ロジェクト学習ゼミを志望した学生は，PBL を通じ「コミュニケーション
力」を獲得していることが示された。特に「コミュニケーション力」のなか
でも「プレゼンテーション」に関するスキルを習得している。これは，PBL
がプレゼンテーションや文章作成などの「ソフトスキル」の獲得に有効であ
るとされる先行研究（Kloppenborg & Baucus, ２００４; Vogler et al., ２０１８）
と一致するものであった。プロジェクト学習ゼミでは少なくとも年に２回，
クライアントやプロジェクト学習ゼミを運営する教員に対するプレゼンテー
ションの機会が用意されている。また，クライアントとの日常的なミーティ
ングでは，パワーポイントなどのソフトウェアを使用せずとも，学生が考え
た提案を伝えることになる。これらのクライアントとの協働を通じて「コミュ
ニケーション力」を涵養していたことが推測される。
以上を踏まえ，プロジェクト学習ゼミと志望動機の相関関係について検討
した。その結果，プロジェクト学習ゼミに自身の成長を求める学生や，プロ
ジェクト学習ゼミ自体に興味を惹かれる学生は，知識やスキル，姿勢，さら
には就職活動に関する学びを強く実感していた。一方で，就職活動のためと
いう目的の場合，知識やスキルの学びに関する実感が弱かった。ただし，こ
れらはあくまでも相関関係を示したものに過ぎず，志望動機と学びの間の因
果関係を明らかにしたものではない。よって，今後の課題として，PBL に
対する動機や期待が学びに与える影響について検討する必要がある。

６-２．クライアントとの実践を学びへと昇華させる教員と仲間との関わり
本研究では，学生が PBL を通じて「コミュニケーション力」をはじめと
する「ソフトスキル」を学んでいることを明らかにしている。これらの学び
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図１ プロジェクト学習ゼミへの志望理由（複数回答可）

図２ プロジェクト学習ゼミにおける学び

図３ 「コミュニケーション力」を構成するスキルに関する学び（最大２点回答可）
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図４ プロジェクト学習ゼミにおける学びの源泉

図５ プロジェクト学習ゼミにおける仕事に有用な学び
表１ プロジェクト学習ゼミへの志望理由の差の比較
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表２ プロジェクト学習ゼミにおける学びの差の比較
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表３ 「コミュニケーション力」を構成するスキルの差の比較

は，一見するとクライアントとのやりとりから生じると考えられている。な
ぜなら，PBL の特徴として，クライアントとの協働を通じた経験学習
（Kolb,
１９８４）の機会や，クライアントからの本物のフィードバックを得ることがで
きるからである（Lee et al., ２０１４）。だが本研究において，より学びの源泉
となっていたのは教員と仲間であった。これは，教員や仲間がクライアント
とのやりとりを解釈するための媒介となったからだと考えられる。以下，
PBL における教員や仲間のもつ影響について検討する。
プロジェクト学習ゼミにおける PBL では，学生はクライアントの抱える
課題解決を目指すプロジェクトに従事することになる。それゆえ，クライア
ントからの要求に応えなければならない場面が生じる。それらの要求はまさ
に本物のフィードバックであるものの，学生自身がそのフィードバックを受
容しない，ないしは受容できない場合がある。そのような状況において，教

表４ プロジェクト学習ゼミの志望動機と学びの相関関係
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員がクライアントのフィードバックを翻訳することにより，学生はそれらを
受容できるものとして再解釈していくことが可能になる。また，学生は学生
同士とのやりとりを通じ，当初は受容できないフィードバックだったとして
も，それらを受容できるものとして再解釈していくことが可能になる。この
ように，教員や仲間は，プロジェクトにおいて直面した大きな問題や要求を，
学生が取り扱える問題となるよう媒介することができる。以上が，学びの源
泉として，クライアント以上に教員や仲間が認識されている理由であると考
えられる。
表５ プロジェクト学習ゼミにおける学びの源泉の差の比較

表６ プロジェクト学習ゼミにおける仕事に有用な学びの差の比較

６-３．学習成果の社会における有用性の実感
最後に，本研究では，PBL におけるどのような学びが仕事において有用
であると認識されているかについて検討した。その結果，
「他者との関係の
重視」，「忍耐力」，「コミュニケーション力」，「ビジネスマナー」および「積
極性」が，同様にプロジェクト学習ゼミにおいて学んだ「教科知識」よりも，
仕事において有用であると実感されていることが示された。これは以下の３
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点の理由が考えられる。
第１に，繰り返し学んだ「ソフトスキル」を，卒業後も仕事において積極
的に活用することで，
「ソフトスキル」を有用な学びとして評価した可能性
がある。PBL は「教科知識」および「ソフトスキル」の獲得に有効な教育
方法であるものの，両者を比較すると「ソフトスキル」をより強く学ぶこと
になる。というのも，プロジェクト学習ゼミにおける PBL は，クライアン
トとの協働を通じて学びを実現するものであった。すなわち，学生は教科知
識を学ためにも，「コミュニケーション力」をはじめとする「ソフトスキル」
を用いることが求められる。それゆえ，より強固に「ソフトスキル」を学習
することになる。その結果，卒業後も活用される知識として「ソフトスキル」
が挙げられたと考えらえるのである。
第２に，PBL を通じて学んだ「教科知識」が，仕事において活用してい
ると認識できるレベルではなかった可能性がある。PBL の特徴として，学
習内容がプロジェクトの文脈に依存してしまうという点が挙げられる。言い
換えれば，教科知識の獲得が要求されるプロジェクトもあれば，既存の常識
のみでも十分に従事できてしまうプロジェクトもある。それゆえ，仕事にお
いて有用と評価できるほど教科知識を学んでいない可能性がある。
第３に，今回の調査対象は，職場において PBL を通じて学んだ「教科知
識」を活用できるポジションにいない可能性がある。例えば，製品開発に関
する教科知識を学んだとしても，製品開発に関われなければ仕事に役立てる
ことは難しい。また，今回の調査対象者は最大でも卒業後７年しか経過して
おらず，専門的な教科知識を活用する前の段階にある可能性もある。それゆ
え，より汎用性の高い「ソフトスキル」が，教科知識に比べて仕事に有用で
あったと評価された可能性がある。
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７．結論
本研究では，学生が PBL を通じて何を学び，それをいかに仕事に活用し
ているかについて，長崎大学経済学部における教育実践を対象に質問紙調査
を実施した。その結果，学生がクライアントとのプロジェクトにおいて，教
員や学生同士とのやりとりを通じて，
「コミュニケーション力」をはじめと
する「ソフトスキル」について学んでいることが明らかになった。また，学
生は，これらの「ソフトスキル」に関する学びが経済学や経営学といった「教
科知識」以上に卒業後の仕事において有用であると認識していた。以上を踏
まえ，本研究の理論的貢献と実践的含意について論じ，最後に本研究の限界
について示す。
本研究の理論的貢献は以下の２点である。第１に，PBL の学習成果が社
会において有用であることを，定量的な追跡調査により明らかにした。PBL
による高い教育効果については，これまで多くの先行研究により明らかにさ
れてきた（Garnjost & Lawter, ２０１９）。しかしながら，先行研究の多くは学
習成果の測定をプログラム終了直後に行っており，社会における有用度につ
いての検討は非常に限定的であった（Seow et al., ２０１９）。本研究は，この
ような PBL 研究の課題に対応し，PBL の学習成果に関する理解を深めるも
のである。
第２に，PBL の学習成果の仕事における有用性の検討は，長期的な調査
が必要となることを明らかにした。なぜなら，汎用性の高い「ソフトスキル」
に関しては卒業後すぐにでも仕事に活用することができるが，経済学や経営
学といった教科知識はポジションによっては活用が難しい場合がある。それ
ゆえ，学習効果の有用性の検討は，卒業後の継続的な調査が必要となる。
大学教育における PBL 実施に対する本研究の実践的含意は以下の２点で
ある。第１に，クライアントからのフィードバックを学生が受容する形に翻
訳する必要がある。クライアントからのフィードバックは，それが本物
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（authentic）であるがゆえに，高い学習効果を産む（Lee et al., ２０１４）。し
かしながら，その学習効果は学生がフィードバックを受容した時に限る。そ
れゆえ，教員がクライアントからのフィードバックを学生が受容可能な形に
翻訳することが重要となる。
第２に，教科知識の獲得を促す文脈のマネジメントが必要となる。教科知
識および「ソフトスキル」の獲得において，学習者中心教授法である PBL
は伝統的教授法である講義よりも効果的であることが示されている。しかし
ながら，それは PBL における文脈が教科知識を要求する場合に限る。よっ
て，教科知識の獲得を促す文脈を設計する必要がある。
最後に本研究の限界を述べる。本研究の限界は，PBL の学習成果に影響
を与える要因について，因果関係の検討ができていない点にある。また，学
習成果の有用性の判断が学生自身による自己評価となっている点にある。そ
れゆえ，PBL の学習成果が何によってもたらされ，それがいかにして仕事
で活用されているかについて，職場の上司や同僚からの他者評価を用いなが
ら検討する必要がある。
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注
１）ただし，本研究の調査対象者は全てビジネス実践育成力プログラム開始前の世代であ
る。
２）〜５）ただし，統計的に有意な差のあるペアのみを記載している。
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