１．はじめに
本学において、PBL 教育の全学的展開の方針が示されたのが、2005 年度の年度計画から
である。2005 年 7 月には、「第 1 回三重大学教育開発ワークショップ」が開催され、全学
の教職員 26 名が参加した。教育学部からは 9 名が参加し、その後の学部の PBL 教育を推進
する原動力となっていった。
本学部においても、2005 年度の計画に PBL 教育の試行的な実施の方針が示された。また、
同年度の「大学・大学院における教員養成推進プログラム（教員養成 GP）」として、『教
員養成型ＰＢＬチュートリアル教育の展開』を文部科学省に申請し、教育組織やシステム
の整備も進められた。その一環として「カリキュラム改革・PBL 教育推進特別委員会」が設
置された。同特別委員会の答申を受けて、「PBL 教育実施委員会」が設けられ、2005・2006
年度にわたって PBL 教育の普及・推進を図ってきた。
しかしながら、医学教育で発展したシナリオ型の PBL 教育を、多様な学びの形態が存在
する教育学部のカリキュラムに直接導入することには困難さも予想された。そのため、
「PBL
教育実施委員会」では、教育学部独自の３つのガイドライン
①学習者の主体的な学習を促している
②ある問題を解決する、もしくは、あるプロジェクトを完成させるといった、
「問題解決事態」の中で学習を進めている
③集団での問題解決活動が含まれている
を示すなどの対応をとり、教員養成に適した PBL 教育のあり方を検討してきた。一方で、
教育学部として、PBL 教育の専門的な研究の必要性が認識され、本プロジェクト「三重大学
教育学部 PBL 教育研究プロジェクト」が、13 人のメンバー（松本金矢・上垣渉・森脇健夫・
廣岡秀一・根津知佳子・八木規夫・奥村晴彦・藤田達生・後藤太一郎・岡田博明・磯部由
香・中西良文・滝口圭子）によって立ち上げられた。
本報告書は、PBL 教育研究プロジェクトが申請し採択された科学研究費補助金基盤研究
（B)『教員養成型 PBL チュートリアル教育のためのシステムおよび評価法の開発』によっ
て得られた研究成果をとりまとめたものである。
三重大学教育学部 PBL 教育研究プロジェクト
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