
はじめに

　産学連携事業を活用した実践型教育の導入は、
大学の教育現場にて今日に至るまで様々な試みが行
われている。本学においても、これまで地域連携セ
ンター所管の事業として、主に商品等の開発支援を
軸とした様々な連携プロジェクトを学生協働型にて
実施してきた。
　本報告における実践事例は、これまで主として
行ってきたモノや商品を対象とした開発支援とは異
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なり、足立区の地場産業である菓子業界を調査対象
として学生が取材を行い、成果物として同業界の魅
力を国内外に発信するツールを作成するといった点
に大きな特徴がある。また、今回の事業成果は学生
の参加努力に因るところが大きく、実践型学習を通
して、学生たちが自分たちの成長を感じる事が出来
た点において大きな収穫があったと言える。学生た
ちの活躍は足立区の区報にも大きく取り上げられ、
地域からも一定の評価を受けたことから、PBLの成
功事例として記録の必要があると感じ、本稿の執筆
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に至った。

１．本研究の目的

　近年の大学教育において、机上における理論の学
習以上に、アクティブラーニングが重視されている。
そ の 方 法 の 一 つ と し て、PBL（Project-Based 
Learning）という実践型教育の手法が注目をされて
いる。本研究は、大学の専門演習における産学連携
事業を活用したPBLの効果的な実践事例としてここ
に記したい。

1.1　先行事業におけるPBLの利点と課題
　産学連携事業を活用したPBLの実践報告事例は
まだ数が少ないが、学生の企業経営に関する関心や
キャリア意識の向上といった効果をもたらし（町田，
2014）、また学生のキャリア開発への積極的な意思
の醸成につながった（森下，2019）との報告がなさ
れている。
　例えば、東京工科大学にて実施された「大学横
断的な産学協同FDプログラムの開発・実証」PBL
プログラムでは、授業内で学生が企業開発の商品（ソ
フトウェア）を活用して教育訓練プログラミングを
行い、企業がそのデータを活用して学習プログラム
の開発に活かしている（亀田・中村他，2007）。大
学にとってはIT人材育成、企業にとっては実証に基
づいた商品開発できるといった、双方にメリットの
ある点においてPBLの効果的な事例として挙げられ
る。また、東京未来大学にて実施された産学公金連
携事業の「雷おこしプロジェクト」では、大学が立
地する足立区の老舗メーカーの新商品開発に学生の
アイデアを出し合うことで支援を行い、今までにな
い新たな「雷おこし」の商品化を試みた（森下，
2019）。学生たちがプロジェクトチームを作り、定期
的な活動を通して、企業との議論や試作品のマーケ
ティング調査を行い、商品化に漕ぎつけたことは
PBLの成功事例として評価すべきであると考える。
　一方で、これらの先行研究を総じてみると、産学
連携事業（産官学連携、または産学公金連携を含む）

は、モノや商品（サービスを含む）を対象とした開
発支援が多く、事業の調査や計画の段階から学生に
携わらせるケースが少ない点が課題であると感じる。
また、学生が携わったプロジェクトの成果を自ら国
内外に発信するといった事例も少ない。

1.2　本研究の目的と意義
　本研究は、これまで主として行ってきたモノや商
品（サービス含む）を対象とした開発支援とは異なり、
足立区の地場産業である菓子業界を調査対象として
学生が取材を行い、成果物として同業界の魅力を国
内外に発信するツールを作成するという点において
特質性があり、意義があると考える。
　学生が実際に調査に参加することによって、能力
の伸長につながることは、先行のPBL事例によって
既に報告がなされている。例えば、高崎経済大学に
て実施された産学連携マーケティング調査「自分た
ちの街の元気を考える」調査プロジェクト（坪井，
2015）と、岡崎女子短期大学にて実施された産官学
連携でのポータルサイト制作「岡崎コレクション」
プロジェクトが挙げられる。両事例とも、学生がイ
ンタビュー調査を実施し、その成果を報告会といっ
た形で企業側にフィードバックを行い、高い評価を
得ている。
　本研究では、先述の先行事例よりさらに一歩進め
て、地域で行われている事業に、調査・計画などの
企画段階から学生に携わらせ、社会調査の手法をは
じめとする机上の学びを実践で活用させ、その習熟
の程度を確かめることを目的とした。
　また、プロジェクトの集大成として報告会はもち
ろんのこと、取材の成果をツール化して国内外に発
信することを目指した。

２．連携事業の構想と背景

2.1　プロジェクトの構想
　本プロジェクトは、東京未来大学（以下、「本学」
という）モチベーション行動科学部の教員である杉
本雅彦と郭潔蓉の両名による、学生参加を主体とす
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る実践型教育の研究構想に端を発するものである。
　具体的には、足立区における地場産業である菓子
業界の伝統文化と魅力を学生の取材によって情報収
集し、集めた情報をツール化して多言語化すること
によって、国内外に広く知らせるという構想に基づ
いている。収集した情報はデータベース化し、協力
事業者の店舗情報を地図上に表示して、拠点ごとに
VR化したリアリティのある画像を訪問者が遠隔地
から自由に利用できるシステムを開発することが当
初の目的であった。i

　本研究構想に共感をされた東京商工会議所足立
支部が東京都の補助金を獲得し、事業の取りまとめ
役となり、足立区の菓子業界団体と本学との三者協
働によるプロジェクトとして発進することとなった。

2.2　プロジェクト構想の変更
　連携パートナーの東京商工会議所足立支部とは
2017年11月よりプロジェクトの内容について複数回
に亘り協議を重ねたが、その過程において、止むを
得ず以下の点において構想内容の修正を行った。
①開発ツールを紙媒体へ変更
　開発ツールの変更については、次の二つの課題に
著面したためである。
　一つ目は、当初予定していたＶＲツールの開発を
行った場合、開発したシステムを設置するための
サーバーを確保することが困難だという点である。
東京商工会議所足立支部と本学において、それぞれ
の組織のサーバーを活用すること試みたが、難しい
との判断に至った。
　二つ目は、システムを継続的に維持することが難
しいという点である。システムの有効性を担保する
ためには、メンテナンスを定期的に実施することが
望ましいが、今回の事業で獲得した補助金は単発的
な支援であったため、システムの維持という部分ま
では担うことができないことは大きな課題となった。
この二つの課題により、開発ツールは紙媒体に変更
し、取材した菓子製造業の工場と販売店舗を紹介す
るマップと小冊子を作成することとなった。

②多言語化は「英語」のみに限定
　研究構想の当初の案では、インバウンド誘致を視
野に入れ、英語の他、訪日客の多い中国と韓国も本
事業では重視すべきとの見解により、中国語・韓国
語も多言語化の対象とした。しかし、限られた予算
の中では、多言語化できる言語が一つに限定される
ことになり、英語のみの翻訳となった。

３．プロジェクトの目的と狙い

3.1　本連携事業の総合的な目的
　本連携事業が目指すところは、足立区の地場産業
ともいえる菓子業界を取り上げ、国内外に足立ブラ
ンドの菓子を広く発信することにより、足立区にお
ける菓子製造・販売業の活性化を図るとともに、次
世代を担う人材の発掘と啓蒙につなげることにある。
　足立区は昭和20年代から30年代にかけて、多く
の菓子製造業がより安価で広い土地を求めて移転、
或いは新規開業するといった動きが活発化し、多く
の菓子製造販売業者が集まる地域となった。現代に
おいても、区内で製造・販売を続けている事業者が
数多く残っており、東京都菓子工業組合に所属する
菓子製造業者の30％近くを足立区の事業者が占め
ている。
　しかし、多くの企業が経営者の老齢化問題を抱え
ており、地場産業として足立区における菓子製造販
売業者の集積を維持するためには、菓子製造業を志
す次世代の人材発掘が急務となっている。
　一方で、本連携事業は「足立の菓子」を一つの
ブランドとして、その魅力と菓子文化を国内外に広
めることによって、地域振興に寄与したいとの目的
もある。
　これまで述べてきたように、足立区には多くの菓
子製造・販売業者が集積しているにもかかわらず、
国内は疎か都内においてもその事実を知っている人
は少ない。そこで本連携事業の取り組みを通して、
一人でも多くの人に「足立の菓子」の価値を知って
もらうことを目指して、プロジェクト名を「足立区菓
子業界の魅力発信事業」とした。
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3.2　実践型教育としての目標
　本連携事業の要ともいえる足立区内の菓子業者へ
の取材と冊子の原稿作成は、地元の大学を代表して
本学の学生が担うこととなった。地元企業の事業現
場を訪れ、インタビューを行うという実践的な試み
は、学生にとってまたとない貴重な機会であり、実
践型教育の観点からみても有意義な挑戦である。こ
の試みを学生たちにとって実りある経験に発展させ
るため、実践課程において以下の学習目標を定めた。
①事前学習
・足立区における菓子業界の歴史と概況の理解
・インタビューの手法と訪問調査のマナーの理解
②訪問調査
・インタビュー項目の設定
・ 取材のアポイントメント、インタビュー調査、取材

内容の原稿作成までの作業を一チームで貫徹
③事後学習
・取材内容の整理と原稿作成
・ 取材成果の発表（中間と最終の2回発表会を実施：

本連携事業関係者を聴衆とする）

４．プロジェクトの概要と過程

　先述の事業目標をもとに以下の具体的な取り組み
が策定された。

①ワーキンググループの設置

　本連携事業は、区内の菓子製造・販売業者とスムー
ズな連携を行うため、区役所や地域金融機関も委員
としてワーキンググループへの参加を呼び掛け、図
１のとおり足立区内の産学公金の各分野の代表者が
メンバーとなった。（個人情報の保護等の理由により
各委員の実名は掲載しない。）
②取材先候補の抽出及び選定
　東京商工会議所足立支部のＨＰによる公募を行う
傍ら、各所を通じて区内の菓子製造業者への声掛け
や紹介などを通じて取材先企業を募った。

③選定された企業への取材及び原稿作成
　上述の方法にて選出をされた企業に対し、「2.2 実
践型教育としての目標」にて記した通り、地元の大
学を代表して本学の学生が担うこととなった。
　プロジェクト内において密な連携が必要であること
と、取材に多くの時間を割かなければならないことを
鑑みて、三年次の専門演習において実施することが
妥当である判断し、複数のゼミで合同ゼミを形成して
実施することとした。また、合同ゼミには、本学モチ

表１　ワーキンググループ・メンバー
委員
区分

産学
公金 組織名 参加

人数

委員
産

神吉マネジメントコンサルティング １
（公社）足立法人会 １
（一社）西新井法人会 １
㈱ジェイコム足立 １
㈱トラヤ １
オリオンズ観光㈱ １

学 東京未来大学＊ ４
オブ
ザー
バー

公
足立区 ４

（一財）足立区観光交流協会 ２

委員 金 足立成和信用金庫 ３
（＊本学は、杉本雅彦・森下一成・金塚基・郭潔蓉の４名
の教員が委員として参加した。）

図１　東京商工会議所足立支部による公募資料
出典）東京商工会議所足立支部
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ベーション行動科学部の杉本ゼミ・森下ゼミ・金塚
ゼミ・郭ゼミの４ゼミが参加をすることが決定された。
　学生たちが作成した原稿や取材時に撮った写真
等は、ワーキンググループにて確認することとした。
④ツールの作成概要
　小冊子およびマップの作成する事業者の選定を行
い、編集全般を株式会社センジュ出版、印刷を弘和
印刷株式会社に依頼することを決定した。
　小冊子はＡ５サイズ、マップは小冊子の最終ペー
ジに掲載することとなった。
　また、ツールの詳細に関する決裁を行う「編集委
員会」が編成され、取材内容を英語に翻訳する事業
者の選定も行った。なお、編集委員会に本学教員・
学生は参加していない。
⑤小冊子の配布方法及び配布先
　関係団体を通じて配布を行うことを確認した。具
体案として、区役所、区内のホテル、千住街の駅、
取材先の菓子製造・販売企業、観光交流協会等が
挙がった。
⑥プロジェクトのスケジュール
　本連携事業は、以下のスケジュールにてプロジェ
クトを計画し、概ね計画通りに遂行された。

表３　東京未来大学における実践学習の過程
年月日 時限場所 学習内容

2018年
５月９日

２限
A204

第１回合同ゼミ：
・ 東京商工会議所足立支部による事

業内容の説明会
・ 足立区における菓子業界の歴史に

関する事前学習

2018年
６月13日

２限
A204

第２回合同ゼミ：
・フィールドワークの理解
・インタビュー調査の手法
・学生による事例発表

2018年
７月25日

２限
A204

第３回合同ゼミ：
・取材対象企業の確認
・取材チームの編成
※ 夏期休暇中の課題として、web

調査による、担当取材先企業の
事前学習を課した。

2018年
９月26日

２限
A103

第４回合同ゼミ：
・ 東京商工会議所足立支部による取

材に関する説明及び諸注意の伝達
・ ㈱センジュ出版より取材原稿の様

式及び取材時の写真撮影に関する
諸事項の説明

2018年
９〜 11月 各所

取材調査の実施：
・ 各チームにおいて、取材先にアポ

イントメントを取り、取材活動を
遂行

2018年
10月18日

４限
A204

第５回合同ゼミ：
・ 各チームによる経過報告及び中間

発表

2018年
11月22日

４限
B323

第６回合同ゼミ：
・各チームによる最終報告
・ 反省会：各チームにおいて本プロ

ジェクトにおける反省点とどのよ
うな「学び」を得られたか、発表
を行った。

2019年
２月７日

10：00
A204

第７回合同ゼミ：
「足立区菓子業界の魅力発信事業」
最終発表会の開催

表２　足立区菓子業界の魅力発信事業の進行過程
実施年月 事業内容

2018年５月
連携メンバー顔合わせ、事業内容・スケ
ジュールの確認、取材先の推薦、公募内
容の確認

2018年７月 取材先の公募・推薦
2018年８月 取材先の決定
2018年９月 参加学生への説明会（9/26）
2018年９月
〜 11月中旬 学生による取材活動及び原稿作成

2018年12月 編集作業
2019年１月 成果物案に関する協議
2019年２月 納品

５．取材の計画と実践

　プロジェクトの進捗に合わせ、本学においても定
期的に合同ゼミを開催し、取材に向けて段階的に準

備を進め、作業を実践へと移行した。

　先述の推薦及び公募によって集まった取材先候補
は、合計48社に上った。取材先の絞り込みについて
は、二段階に分けて行われた。第一段階では、ワー
キンググループの定例会議によって33社が選定さ
れ、続いて第二段階では、編集委員会の精査によっ
て20社に絞られた。最終的にこの20社が学生たち
の取材対象となった。
　取材を実施するにあたり、学生達を５チームに編
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成し、それぞれの取材担当企業を４社とした。取材
対象企業は足立区内に点在していたため、地理的な
距離を考慮し、学生が取材し易いよう、区域に分け
て取材先企業の担当を決定した。また、チームによっ
て取材対象企業の扱う商品分類が偏らないように配
慮した。また、学生たちの取材活動中は、各ゼミの
教員はいつでも相談などに応じることが出来るよう、
サポート体制を整えた。
　取材を実施する前に複数回の合同ゼミを実施し、
足立区と同区の菓子業界に関する理解、フィールド
ワークとインタビュー調査の手法、取材先の各企業
に関する事前学習を実施した（写真１参照）。

写真１　学生による事前学習の発表の様子

写真２　「足立区菓子業界の魅力発信事業」
　　　　最終発表会の様子①

写真３　「足立区菓子業界の魅力発信事業」
　　　　最終発表会の様子②

　学生たちの取材における進捗状況は、第５回の合
同ゼミにおいて、各チームによる途中経過報告と中
間発表会を実施し、第６回の合同ゼミにおいて、各
チームによる最終発表と反省会を実施して、参加メ
ンバー全員で情報を共有した。11月中旬には、各チー
ム予定通りに取材原稿及び写真データをまとめ、編
集委員会へ提出した。
　学生たちの取材活動は、2019年２月７日の「足立
区菓子業界の魅力発信事業」最終発表会における
プレゼンテーションを最後に、全て計画を無事終え
ることが出来た（写真２、３参照）。最終発表会には、
東京商工会議所足立支部、取材に応じてくださった
足立区菓子事業各社、本連携事業のワーキンググ
ループ・メンバー各位が参列し、盛況のうちに幕を

閉じることが出来た。

６．学生たちの「学び」に関する考察

　今回の産学連携事業を活用した専門演習における
実践型教育の導入は、参加学生にとって大きな経験
になったと感じられる点が多かった。
　先ず一つ目に挙げられるのは、事業の現場に触れ
ることが出来た点である。第６回目の合同ゼミにお
いて各チームの最終報告を実施した際に本プロジェ
クトにおける「反省会」も同時に実施したが、学生
からは「実際に働いている現場でインタビューを行
えたことがとても勉強になった」との声が各チーム
から得られた。インターンシップや企業訪問といっ
た企画をされたイベントではなく、実際に事業を営
んでいる現場を訪れ、そこで実際に働いている人の
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話を聞くことが出来るという事はまたとない貴重な
経験であったといえる。
　二つ目に挙げられるのは、取材のアポイントメン
トから取材そのもの、取材内容の整理とまとめ、原
稿おこし、写真データの整理、成果の発表といった
一連の作業を学生たち自ら考え、実践できた点であ
る。学生たちは、プロジェクトの開始段階においては、
アポイントメントの電話すら掛けることを躊躇してい
たが、中盤以降になると、一連の作業を見違えるほ
どに上手くこなせるようになっていった様子から学
生たち大きな成長がみられた。この点については、
学生たちも反省会の振り返りにおいて、作業をこな
していくうちに「自信が付いた」と表現していた。
　三つ目は、最終発表会において、自分たちの取材
の集大成を多くの関係者の前で披露が出来た点であ
る。前述の一連の作業は、社会とまだ接点が少ない
３年次の大学生にとっては、決してハードルが低い
作業では無かったと考えられる。試行錯誤をしなが
らも得られた成果を社会の大先輩の前で発表し、評
価を得られたことは、参加学生にとってかけがえの
ない経験となったといえる。
　最初の合同ゼミでプロジェクトの計画を説明した
際には、本当に自分たちに出来るだろうかと不安がっ
ていた学生たちも、１年間の活動が終える頃には大
きな気付き得て、堂々とプレゼンテーションに望め
たことが、この事業の最大の成果であったと言える
のではないだろうか。プロジェクト終了後に学生た
ちに感想を尋ねてみると「とても良い勉強になった」
または「やっている間は必死だったけれど、終わっ
てみるととても楽しかった」といった言葉を聞くこと
が出来た。
　以上の三つの観点において、専門演習における産
学連携事業を活用した実践型学習は大きな効果が得
られたと評価できる。

７．プロジェクトの成果と課題

7.1　冊子「お菓子なアダチ」の発行
　学生たちが取材した内容をもとに、編集委員会の
編集作業を経て、複数のデザインの素案が提示され、
本連携事業のワーキンググループ・メンバーにて協
議を重ね、最終版として「お菓子なアダチ」iiをタイ
トルとした全23頁の小冊子を完成させ、区内外に
6,000部を配布することとなった（図２参照）。
　同冊子は、老舗製菓企業の巻頭取材をはじめ、足
立区における菓子業界の歴史、西新井大師参道にお
ける和菓子老舗店８店舗の特集などが併載され、本
学の学生が取材を行った20社は同冊子の８〜 17頁
を占める大作となった。

図２　「お菓子なアダチ」冊子の表紙
出典）東京商工会議所足立支部ニュースリリース

7.2　区報「あだち広報」の取材
　今回の産学連携事業における学生たちの取り組み
が評価され、足立区の区報「あだち広報」の取材を
受ける機会を得ることが出来た。「学生とともに新た
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な挑戦」と題して、本学の地域連携活動の一つであ
る産官学公金連携「みらいおこし」プロジェクトと
ともに「あだち広報」の第1810号（2019年７月10日
発行号）iiiの紙面において特集記事として掲載され
た（図表９参照）。

図３　「あだち広報」による取材
出典）足立区「あだち広報一覧」

　取材に応じてくれた５名の学生たちは、今回の産
学連携事業の感想について「知らなかった足立区の
地場産業の魅力を発見出来た」と述べており、その
コメントが記事として取り上げられている。

7.3　残された課題
　これまで述べてきたように、実践型学習の事例と
して学生にとって大きな収穫となった今回の産学連
携プロジェクトであるが、次の二点が課題として残っ
たといえる。
　一つ目は、今回の産学連携事業は、東京都の助成

を受けて行った事業であったため、限られた資源と
制約の中で実施をしなければならないという側面に
おいて、事業を発展的に展開する自由度が低かった
点が少し悔やまれる部分である。そのため、当初の
構想であったVRメディアを活用したリアリティのあ
るツールから紙媒体へ修正を余儀なくされた点にお
いては、一つの研究としては不完全燃焼であったと
言わざるを得ない。実質的に本プロジェクトを推進
する主要な機関となった編集委員会に本学から構成
員が選出されず、プロジェクト進行の意思決定に関
与できなかったことも付言しておく必要があろう。
　また、二つ目として、今回のプロジェクトは区全
体を巻き込んでの事業規模となったため、プロジェ
クトの企画や最終成果物である小冊子の編集のプロ
セスにおいて、学生を参加させることが叶わなかっ
た点も課題として挙げておきたい。取材部分だけで
なく、代表者だけでも事業プロセスの全体像に触れ
ることが出来たのであれば、学生にとっての「学び」
はより価値のあるものになったのではないかと考え
られる。また、ただ単に取材を担うのと、プロジェ
クトの全体像を知って取材を担うのとでは、取り組
み方も変わったのではないかと推測される部分もあ
るためである。
　以上の二つの課題を今後の反省材料として、新た
な事業に取り組む際の教訓としたい。

まとめ

　プロジェクト発足当初の研究構想から大きな変更
を余儀なくされたが、本連携事業はPBLの観点から
は、一定の成果が得られたと評価できる。
　特に専門演習において、経営そして事業の現場に
触れることの出来る実践型学習は、学生の成長を促
す事例を示すことができたことは、本プロジェクト
の一番の収穫であるといえる。
　また、大学という高等教育機関が机上の研究だけ
でなく、産業界と共創し、足立区が推進する協働社
会を形成する礎の一翼を担う出来る機会を得られる
ことは、今後の大学教育においても重要であると考
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える。
　今後も地元の産業界との共創を模索しながら、よ
り価値のある実践型学習の機会を学生に提供できる
ように努力をしていきたい所存である。
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注
i　小樽市では実際の風景を360度画像で見ることができ

る、観光情報アプリ『めぐるっと』により観光資源を紹
介し地域活性化につなげている。
小樽市へようこそhttps://www.city.otaru.lg.jp/kankou/ 
torikumi/locatourism/
2020年９月11日閲覧

ii  東京商工会議所 ニュースリリース http://www.tokyo- 
cci.or.jp/page.jsp?id=1015668

（2019年３月26日更新）　2020年９月９日閲覧
現在「お菓子なアダチ」は配布を終了しており、次の
URLにてPDF版を閲覧可能：
https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1015671
2020年９月11日閲覧

iii あだち広報一覧「2019年発行分」（足立区）https://
www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/ku/koho/ichiran/ 
20190710.html

（2019年７月10日更新）　2020年９月９日閲覧

東京未来大学　ニュース
https://www.tokyomirai.ac.jp/news/news/20190808-
01.html
2020年９月11日閲覧

現在「あだち広報」2019年７月10日発行の当該ページの
記事は、つぎのURLよりPDF版を閲覧可能：
http://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/ku/koho/
ichiran/documents/20190710_0607.pdf
2020年９月11日閲覧
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