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京都産業大学 キ 成支援プ グ 「～京都産業大学 キャリア形成支援プログラム「O/OCF‐PBL」～ 
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京都産業大学・キャリア形成支援プログラム「O/OCF‐PBL」  

◆趣旨・目的 O/OCF‐PBLカリキュラムの概要

◆概要

社会人として必要な能力を養うことや、インターンシップ経験を自らの専門教
育にフィードバックさせ、学びの「気づき」や「深層化」に寄与することを目的と
する。 

O/OCF PBLカリキュラムの概要 
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キャンパス内での学び（On Campus）と社会の学び（Off Campus）とを融合
（Fusion）し、企業が抱える課題を数名（5～7名）のプロジェクトチームで解決
する学習PBL（Project-Based -Learning）を実施。週1回程度の授業以外に、

現場視察、ヒアリング、企業での研修なども行われる。プロジェクト単位で担当
教員を1名配置し 適宜学生をフォロ する また 担当教員と企業側の担当
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教員を1名配置し、適宜学生をフォローする。また、担当教員と企業側の担当
者が随時連絡できる体制を整え、企業との連携も実現した。 

◆受講者数 
1～3年次生の全学部を対象に生約160名が受講。将来的には受講者数を

名程度ま 拡大する意向あり

企業の課題に取り組む前に、まずは、
社会人インタビューを通じて社会人
に求められる素養を学ぶ。 

2、3年生合同で、企業提供課
題による実践型学習（PBL）の
実施。 

（詳細なプログラムについて
は次頁参照） 

900名程度まで拡大する意向あり。 

◆特徴 
全学共通で、1年次から3年次までのプログラムを提供している。単位数は2単
位。 

企業の主な協力事項と協力の流れ 

1.プログラム全体の理解と推進事項へのアドバイ

◆課題 
企業にとっての直接的なメリットが見えづらく、協力を得ることが難しい。現在
では、こうしたプロジェクトに少しでも関心を持ってくれた企業や個別のネット
ワークを活用し、協力を依頼している。今後は受講者数拡大も予定しているこ

ス 
2.課題提案・テーマ設定時のすり合わせ。 
3.学生への課題解説（クラス内に入り学生への育

成指導） 
4.課題解決への中間報告時のアドバイス（クラス

内に入り学生への育成指導と中間評価）ワ クを活用し、協力を依頼している。今後は受講者数拡大も予定しているこ
とから、企業から継続的に協力を得られるようにしていきたい。 

◆効果 
課題提供先の企業への就職人数は少ないが、履修生の就職率は高く、学生
のプログラムへの満足度も高い

内に入り学生への育成指導と中間評価）
5.社内での業務体験とイベントへの参画等 
6.学内最終報告会時のアドバイス（クラス内に入

り学生への育成指導と事後評価） 
7.学外成果報告会時のアドバイスとプログラムの

全体評価
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のプログラムへの満足度も高い。 
企業からの課題が必ずしも専攻分野とリンクしていない場合でも、本プログラ
ムでの経験から自らの学問分野に「気づき」をもたらしている。 

全体評価 



プログラム構成  ＜A社の課題「将来の日本の農業のあるべき姿と、メーカーが果たせる役割は何か？」を例として＞ 

日程 活動内容 日程 活動内容 

4月16日  適性検査1回目 CRATTI、PC‐TAOK 

4月18日  合宿 
•ファーストミーティング 
•オリエンテーション、事前（自己）評価 等 

7月2日  チーム別学習⑨ 
•今後の進め方について話し合う 

7月3日  企業の試験農場を見学のため訪問 

7月8日 関連企業訪問

4月19日  合宿 
•チームビルディング研修 

4月23日  企業からの課題説明 【企業担当者来学】 

4月30日  チーム別授業① 

7月8日  関連企業訪問 
•家庭菜園ビジネスについてヒアリング 
•日本の農業のこれからについてヒアリング 

7月9日  チーム別学習⑩ 
•試験農場で得たことのまとめ 

月 ム別学習⑪•企業担当者との質疑応答を振り返り、中間報告に向けて、
今後の方針を話し合う 

5月7日  チーム別学習② 

•日本の農業の現状分析について各自調べてきたことを発表
する（3名） 

7月16日 チーム別学習⑪
•夏休みのスケジュールについて 

7月24日  工学部・山岸教授にヒアリング 
•日本の農業のこれからについてヒアリング 

7月28日 経済学部・並松教授にヒアリング

5月14日  チーム別学習③ 

•日本の農業の現状分析について各自調べてきたことを発表
する（3名） 

5月21日  チーム別学習④ 
•中間報告での方向性を導きだす

7月28日 経済学部 並松教授にヒアリング 
•日本の農業のこれからについてヒアリング 

8月11日  本社訪問 
•現状の報告と質疑応答 
•本社及び研究所内見学 

•中間報告での方向性を導きだす 

5月28日  チーム別学習⑤ 
•農業に関わるさまざまな立場の意見を列挙 
•中間報告の内容をまとめる 

6月4日 チーム別学習⑥

8月19日 関連企業訪問 
•安心安全の食材宅配事業についてヒアリング 
•日本の農業のこれからについてヒアリング 

9月14日  京都農業会議を訪問 
•日本の農業のこれからについてヒアリング 6月4日  チ ム別学習⑥ 

•中間報告のプレゼンリハーサル 

6月11日  中間報告  【企業担当者来学】 

6月18日  チーム別学習⑦ 
•中間報告で得た内容の共有と今後の進め方について 

9月23日  貸農園体験（滋賀） 
•苗の生長確認、草引き、収穫体験等 

9月26日  チーム別学習⑫ 【企業担当者来学】 
最終報告会 
事後（他者）評価
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6月25日  チーム別学習⑧ 
•テレビ局のディレクターが来訪 

事後（他者）評価 
適性検査2回目 CRATTI、PC‐TAOK 
事後（自己）評価 

業種

O/OCF‐PBL教育課題解決力実践 課題提供企業とテーマ  

業種  テーマ 

レジャー・ 
レクリエーション 

20代の会員も楽しく継続できるスポーツクラブの提案 

教育  インターネット学習塾における塾講師の適性検証方法 

印刷  対話能力を身につける 

情報処理 
5年後の大学生活はどのように変わっているべきで、それに対してどのようなご提案・サービスを提供すべきか？ 

就職人気ランキングNo.1になるためには 

マスコミ  学生が次世代に伝える音声コンテンツとデジタルメディアとの連携への提案 

工芸  新商品をブランドにもっていくための戦略と実践 

医療機器  「人にやさしい診療空間」今までにない新型歯科診療台の構想 

バイオテクノロジー  将来の日本の農業のあるべき姿と、メーカーが果たせる役割は何か

食品  大学生対象の日本茶の魅力体感型イベントの企画提案 

シンクタンク  京都産業の構造変化とベンチャービジネス輩出にかかる研究 

医薬品 今なぜ体育会アスリ トが企業に求められるのか医薬品  今なぜ体育会アスリートが企業に求められるのか

大学  社会人基礎力が付く、学生による、学生のためのカリキュラム・マップの作成 

アパレル  新スーツブランドの宣伝販促活動について 

印刷 ITを活用した外国人向け観光情報サービスの検討印刷  ITを活用した外国人向け観光情報サ ビスの検討

行政  ボランティア活動推進戦略プラン作成と情報発信 

社寺  再成は活力となるか 

旅行 「京都が世界に発信すべきECO事業」を盛り込んだツアー企画旅行  京都が世界に発信す きECO事業」を盛り込んだツア 企画 
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今年度までの実績 
1企業につき複数の課題を提供する場合もある。 



今後の活用の可能性 

インターンシップ実施に際してインターンシップ実施に際して
O/OCF PBLにおける対応O/OCF PBLにおける対応

学生受入に際して企業側の負荷が大きい 
学生が企業へ「通う」インターンシップではなく、企業が抱える課題をプロジェ
クトチームで解決する学習PBL（Project-Based -Learning）を実施し、企業の

インタ ンシップ実施に際して 
想定される懸念事項 

インタ ンシップ実施に際して 
想定される懸念事項 

O/OCF‐PBLにおける対応 O/OCF‐PBLにおける対応 

協力を得ながら、大学が主体的に取り組むインターンシップを実現。 

産学が一体となった充実したプログラムの提
供 

企業側には、プロジェクトの担当職員が適宜、学生へのアドバイスを行う他、
ミーティング、現場視察、ヒアリング等への出席など、必要に応じて協力を得
られる体制となっている

学事（講義、試験、行事等）スケジュールとの

学生生活一般との両立 

本プログラムは履修科目として位置づけられており、履修者には2単位が付

られる体制となっている。 

調整  与される。 

学生のモチベーション維持 
学生間の連絡、交流の促進、教員同士の協力体制、企業担当者と教員の協
力体制、企業担当者と学生の意見交換などがスムーズに行われる環境づく
りを行った

採用活動への活用 

就職後のミスマッチの軽
減

（参加企業の声） 
PBL教育の実践方法や受講者の成長を直接見て感じる

ことにより、今後の社内教育や採用活動に活かせるの
ではないかと思った。 

りを行った。

企業側のメリットが見えづらい 

（参加企業の声） 

早期から就業意識を高めるための大学主導プログラム
の必要性を感じていた際、このプログラムに可能性を感
じた。 

な 思 。

社内教育への活用 
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産業界全体としての人材
育成への寄与 

（参加企業の声）

企業と大学が連携を図り、学生が長期間に渡って１つの
課題解決に取り組むという内容に共感した。 


