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校長から 

 

人口の少子化や高齢化が国内の社会情勢の変化として顕在化して久しい。また IT の急速な進歩も社

会構造を大きく変化させる要因として顕著であり、技術分野における IT 技術の影響は著しいものがあ

る。コンピューターや情報機器の高速化と大容量化により情報の流通だけでなく、製造業などの産業

の構造と活動範囲を変化させてきた。高専の取り巻く環境としてこの様な産業構造の変換は学生の就

職先やその後の仕事内容に大きな変化を及ぼしている。少子高齢化社会からも求められる技術分野の

人材像はこれまで日本の経済を支えてきた製造業だけでなく生活を身近で支える技術や育児や介護な

ども支援するものが必要とされている。 

 

第二次世界大戦後 70 年余を経過し、世界では広範囲で人的、物的交流が起こるとともに、IT 技術

の発展により情報はものより高速にかつ広範囲に広がる傾向にある。これは経済活動の国境を越えた

広がりを促し企業活動の形態を大きく変化させた。日本は戦後、製造業を中心に経済の復興を果たし

た。技術力に加えて人件費の安さを武器に輸出を増加させていったが、経済発展と共に人件費だけに

頼る業種ではさらにコストが安い海外に製造現場の移動が始まった。繊維業がもっとも早く海外に移

転した業種であるが技術力を身につけた業種では競争力を強化していく。 

 

1980 年代に入り、日本は電子立国を称するように、電子機器の開発に大きな成果をあげて、経済大

国の仲間入りに大きく貢献した。IT 産業の基礎となる電子素子の製造において圧倒的な強さを発揮し

たが、肝心のコンピューターの使い方に関しては従前のようにアメリカが支配的であった。バブル経

済崩壊後にはその影響を受け、新興勢力の追撃にさらされて次第に勢力を失っていくことは周知の通

りである。しかしながら競争力を蓄積した日本企業は、分野の変遷はあるものの国際的に広がりを見

せ活躍している。しかしながら製造業においては主たる生産現場を海外移転する企業は多く、止まる

ことを知らない状態である。 

 

高等専門学校は日本が経済成長を始めた頃に、製造現場を任せられる実践的技術者の養成を目的に

設立され、その卒業生の活躍は高く評価されている。開設から 50 年を経て社会構造の変化と共に企業

の求める人材の質と量は大きく変化してきている。製造現場の海外転出と人口減が及ぼす若年人口の

急速な減少は高度技術者への需要と供給の増加を引き起こし、また人口減は企業活動において海外に

その市場を求め、加えて製造現場の海外移転から技術者の海外対応が強く求められるようになった。 

 

この様な背景のもと、高専や大学において国際的な視点に立つグローバル教育が重視され始めた。

国際的な視野を備えた技術者の育成では、高校生レベルから 5 年一貫教育を行う高専教育が、一般的

な教育に比べて優位に進められると確信している。他国の文化を理解した上でその解決方法を技術的

観点から提案できる技術者養成がこれからの技術者教育の目的となる。Think Globally, Act Locally 

を実践できる学生の育成をめざし、茨城工業高等専門学校ではグローバル高専事業を開始した。高等

教育を受ける学生側から見ると卒業後の 10 年 20 年を技術者として生きていく基盤を教育期間に形成

する。この事業により急速に変化する社会情勢を、国際感覚を持って理解し、工学の理念である「人間

社会を技術的手法により豊かにする」ことを実践できる学生が多く育成できることを期待している。 
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1. はじめに 

 

1.1 事業の背景 

 

1990 年代以降の経済活動のグローバル化の急速な進展は、われわれが直面する最も大きな環境変化

の 1 つである。「高専」と関連の深い製造業についてみると、例えば 2015 年度の自動車メーカー大手

8 社の乗用車海外生産比率は全体の 3 分の 2 を占めるまでになり、海外売上高比率(台数ベース)にい

たっては実に 8 割に及んでいる。また、本校の位置する茨城県を拠点とする日立製作所は、『2015 中

期経営計画』の中で 2013 年度に 41％であった海外売上高比率を 2015 年度末までの短期間に 50％に

引き上げるという目標を掲げ、実際 48％にまで拡大させた。少子高齢化に伴い国内市場の縮小が避け

られない中、こうした動きは今後ますます加速していくと考えられる。 

 

グローバル化という大きな変化を受けて、産業界が求める人材像も変化している。日本経団連は 2011

年 6 月に『グローバル人材の育成に向けた提言』をとりまとめ、産業界がこれからの人材に求める素

質、能力を整理した。そこでのアンケート調査によれば、これからの人材に必要とされる最も重要な要

素は「既成概念に捉われず、チャレンジ精神を持ち続ける」姿勢であり、その後に「外国語によるコ

ミュニケーション能力」と「海外との文化、価値観の差に興味・関心を持ち、柔軟に対応する」素養が

続く。これらはいずれもこれまで重視されてきた協調性や単なるコミュニケーション能力とはかなり

異なる資質・能力である。問題はこうした社会が求める人材と教育機関が輩出する卒業生・修了生との

間にギャップが生じていることであり、実際、企業にとっては「海外ビジネスを担う人材」が、事業を

海外展開する上で最も大きな課題となっている。 

 

 高等教育機関が直面しているいま 1 つの大きな環境変化は、インターネットを通じて誰もが利用で

きる多様で質の高い教育資源(以下、「ウェブ教材」)の急増である。いわゆる MOOCs (Massive Open 

Online Courses) により、いまや世界中でハーバード、スタンフォード、MIT といった一流大学の講

義を無料で受講することができる状況となった。また Khan Academy では、学習者が数学や物理、化

学、プログラミング等に関する体系化された 3,500 以上の講義動画を無料で視聴できるだけでなく、

動画視聴中のヒントの提示や次に学習すべき内容を示すマップなどの学習サポート機能を利用し効率

的に学習を進めることができる仕組みとなっている。こうした「ウェブ教材」の急増は、高等教育機関

における教育のあり方に大きな見直しをせまっている。教員は学生との対話をはじめとした「現場で

しかできないこと」に授業の重点をシフトさせるとともに、ウェブ教材を自ら活用し学び続ける力を

身に着けさせることが求められている。 
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1.2 3 つのキー・コンピテンシー 

 

 以上のような環境変化を踏まえ、OECD・文部科学省では、2030 年に向けて、学生・生徒がグロー

バル環境で生き抜くために身に着けるべき資質(コンピテンス)を設定し、それに沿ったカリキュラムの

提言を行うべく作業をしている。本校においても、OECD・文部科学省の成果を参考にしつつ、(図 1-

1)独自に学生に修得させることを目標とする次の 3 つの能力を設定した。なお、ここではあくまでも

グローバル化への対応の観点から新たに求められる能力のみをサブ項目として列挙している。3 つの

キー・コンピテンシーには本校がこれまで卒業生に修得させてきた(そして今後も修得させる)能力、す

なわち専門分野に関する知識や技術、自然や社会に関わる一般的教養やコミュニケーション力等が当

然含まれるが、ここでは明示していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1 は、「グローバル化時代に求められる教養力」である。これは工学に関する高度な専門知識と技

術を身に着けグローバルに活躍する上でのいわば土台となるべき知識・素養である。英語を中心とし

た語学力がそこに含まれることは言うまでもないが、語学力の修得はグローバルに活躍する上での十

分条件では決してない。上述の通り製造業の海外展開が加速する中で、高専の卒業生もまた、自らの専

門に関する知識だけでなく、自国や他国の文化や社会を理解する力や、国境の枠組みを超えた対策を

迫る地球規模の課題についての洞察力を求められるようになっている。 

 

 第 2 は、「グローバルに提供される教育資源の活用力」である。上述のとおり、今日ではインターネッ

トを通じていわゆる MOOCs や Khan Academy などの優れた教育資源がグローバルに提供されてい

る。こうした動きはわれわれ教育機関における講義のあり方の根本的な変革を迫るとともに、学生や

社会人をはじめとした一人ひとりの自己研さんに関しても大きな変化を及ぼすものである。グローバ

ル化に伴う競争激化等を背景に、高専の卒業生が多く活躍する企業においても、これまでのように自

社が手厚く社員を教育するような余裕はなくなっている。教育資源を自ら探し出し自ら学び続けてい

く姿勢や能力が、グローバル化した社会で活躍し続けていく上でこれまで以上に重要になっている。 

 

 第 3 は、「グローバル化時代に求められる発信力」である。グローバル化の進展やそれに伴う競争激

化、あるいは「製造業のサービス化」といった新たな流れの中で、多様な人々との関わりの中で自らも

のを考え、それを的確にアウトプットする能力の重要性がこれまで以上に高まっている。もちろんルー

チン化された業務において正確さ、勤勉さ、効率性といった価値が今後も重視されていくことに変わ

りはない。しかしながら、高専の卒業生が多く活躍する産業でイノベーションや課題解決型事業の構

図 1-1 グローバル高専のコンピテンスと OECD global コンピテンスの比較※ 
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築等が課題となっている中、論理的かつ柔軟な思考や、それを効果的に表現する力、そして様々なバッ

クグラウンドをもつ人々との積極的な関わりの中でそれらを発揮していく力といった、広い意味での

「発信力」がエンジニアに求められている。 

 

 

※図 1-1 に示した OECD のグローバル・コンピテンスはあくまでも「大項目」であるので、こ

こで現時点での最新の議論の 1 つ、OECD [2016] Global Competency for an Inclusive World

に基づき補足をしておきたい。 

 OECD が提示するグローバル・コンピテンスは 3 つの次元から成る。第 1 の次元は「知識と

理解」knowledge and understanding であり、グローバル化と文化間の遭遇が投げかける課題

や機会を取り扱う上で必要となるものである。具体的には、異文化への知識や理解、そして地

球規模課題の知識や理解が挙げられる。 

 第 2 の次元は、特定の目的を達成するため複雑だがよく組織化された型に基づく思考や振舞

いを行う能力、すなわち「技能」skills である。具体的には、2 言語以上で他の文化や国からの

人々と適切かつ有効にコミュニケーションできること、他者の考えや信念、感情を理解し、そ

の他者の観点から世界を見ることができること、自身の考えや感情や振舞いを新たな文脈や状

況に適合すべく調整できること、そして情報と意味を精査し評価するために批判的に分析や思

考ができることを指している。 

 第 3 の次元は、有能な振舞いを生み出すように知識、理解そして技能を活用しようとする

「姿勢」attitudes である。グローバルに能力を発揮するためには、他の文化や国からの人々に

対する開かれた姿勢や、地球環境と様々な文化や国の人々とに対して関わりと義務とをもった

世界市民の一人であるという姿勢(global mindedness)、そして自身の行動に責任をもつ姿勢が

必要とされる。 

 グローバル・コンピテンスはこれら 3 つの、相互に結びつけられた次元の総体であるわけで

あるが、重要なのはこれらが「価値」value によって影響されるとしている点である。「価値」

とは様々な状況において何がなされ考えられるべきかに関わる規範的性質を有するもので、

人々の姿勢、判断、そして行動に指針を与えるものである。グローバル・コンピテンスとの関

係では特に人間の尊厳と、文化的な多様性に価値を置くことが重要視される。(以上、OECD 

[2016] pp.5-6。) 
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1.3 事業の構成 

 

 以上 3 つのキー・コンピテンシーを学生に修得させることを目的に、本事業では大きく 3 つの取組

みを推進する。 

 

 第 1 の取組みは「教育活動のグローバル化」である。日本は専門科目や一般科目をかなりの程度ま

で自国語のみで学ぶことのできる数少ない国である。しかしながら、国際標準的なテキストや様々な

ウェブ教材等を通じて英語でも
．．

学ぶ機会を提供することは、英語力の向上だけでなく、その科目への

理解を深める上でも重要である。また、日本の高等教育機関では教員が板書等をベースに一方的に話

をする授業スタイルが支配的であるが、国際標準となりつつあるのは学生の発言や対話を促し授業に

積極的に参加させ能動的な学びを実現する「アクティブ・ラーニング」のスタイルである。一方的な講

義のスタイルを否定するわけではないが、授業の中で「アクティブ・ラーニング」の要素を取り入れて

いくことは、上述の「発信力」強化の観点からも重要となる。もちろん、こうした教育の方法や形式に

関わるグローバル化と同時に、異文化理解や地球規模課題への洞察など、グローバル化時代に固有の

テーマに関する教育の充実も図る必要がある。 

 

 第 2 の取組みは、「キャンパスのグローバル化」である。ここでいう「キャンパス」は、単に施設な

どのハード面だけでなく、学生及び教員というソフト面も含む概念である。具体的には、海外からのゲ

ストのための宿泊施設の整備や案内板の英語化などに加え、海外に留学する学生や海外からの留学生

あるいは外国籍学生の増加、さらには国際的な背景を持つ教員の雇用拡大などが挙げられる。これら

の取組みを通じ、様々なバックグランドをもつ学生や教員が行き交うキャンパスの構築を目指す。 

 

 第 3 の取組みは、「連携によるグローバル化」である。教育のグローバル化は広範にわたる非常に大

きな事業である。本校の資源のみで成しうることには当然限界があることから、国内外の教育機関や

地域社会と連携しつつ取組みを進めていく必要がある。具体的には、海外の学術交流協定校を増やす

とともに、近隣大学院の留学生による授業サポートや、グローバル化教育で先行する大学院と連携し

た授業企画、さらには地域の方々による特別授業の開講等を進める。 

 以上は、図 1-2 の通り、本事業申請時の事業分類を再検討し、事業のコンセプトがより明確に伝わ

る形へと再編したものである。これら各事業が 1.2 で述べた 3 つのキー・コンピテンシーとどのよう

に関連するかについては図 1-3 を参照されたい。 

  
図 1-2 事業分類の再編 
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2. グローバル化事業の内容 

 

2.1 教育活動のグローバル化 

 

「教育活動のグローバル化」事業は、上述の 3 つのコンピテンシーを学生に修得させる上で必要と

なる科目の新設や講義手法の改善に関わる取組みである。具体的には、語学力の向上等を目的とした

英語を交えた授業の展開や、異文化・地球課題理解を促進する科目の開発、広義の発信力を強化するこ

とを主眼とした PBL 型科目の開発、そして学生の主体的学びや Information and Communication 

Technology (以下、「ICT」) の活用力強化に資するアクティブ・ラーニング手法の確立などが含まれる。 

 

2.1.1 英語を交えた授業 

 

(1) 「英語を交えた授業」とは 

 「英語を交えた授業」は本校独自の考え方であり、一般科目及び専門科目を英語でも学ぶ機会を

提供するものである。これは授業を全て英語で行うことだけを意味するのではなく、テキスト等

の面で日本語の制約を取り払い、授業の中に以下のような要素を取り入れていくというものであ

る。 

1) 英文図書の活用 

2) MOOCs 等の「ウェブ教材」の視聴 

3) 「日英キーワード集」の活用 

4) 英語による授業内容の復習 

5) 試験問題の一部英語化 

 

(2) 「英語を交えた授業」のねらい 

 「英語を交えた授業」の取組みには 2 つの狙いがある。 

 1 つは、その科目の「国際標準」に触れる機会を与える。あるいは、そのための準備を行うこと

である。多少の例外や程度の差こそあれ、自然科学や工学系の標準的な科目には世界的に定評の

あるスタンダードな英文テキストというべきものが存在する。それらの活用を通じて「国際標準」

的な説明に触れること、あるいは、そのための準備として科目のキーワードを“英語で何という

か”を知っておくことは、学生がその科目の内容をより深く理解する上でも重要である。 

 2 つめは、英語力の向上である。周知の通り、英語の修得には少なくとも 3,000 時間程度の学習

時間が必要であると考えられている。しかしながら、中学校での授業時間は、せいぜい 350 時間

程度、高専での 5 年間の授業時間は、500 時間にも満たない。つまり英語の授業時間以外での学

習時間が少なくとも 2,000 時間は必要とされるわけである。工学を専門とする高等教育機関にお

いては、英語の授業時間を増やす余地が極めて少ない以上、学生に実践的な英語力を修得させる

ためには、自学自習を促すと同時に英語以外の授業時間を活用していくことが重要になる。 

 

(3) 体制整備の取組み 

 「英語を交えた授業」のための体制整備として、2017、2018 年度には以下の取組みを行った。 

 

① 英語を交えた授業のための教員研修の実施 

 英語を交えた授業の展開に必要な知識や技術の修得のため、本事業では毎年度研修を企画、実

施してきた。 

 2017 年 12 月 7 日～8 日の 2 日間、マカオ大学理工学部数学科講師の Peggy Ping ZHAO 氏を

講師に招き、「公開授業」と「講演会」及び「講師と研修受講者の意見交換会」を行った。 
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 公開授業では、学生の英語力や理解度に応

じスライドと講師の手元の映像との使い分け

がなされた。また、学生に対し、スマートフォ

ンでのインターネット検索や、互いに理解を

補い合うための話し合いを促すなどの手法が

用いられ、研修受講者らは熱心にメモを取っ

ていた。同研修には、福島、小山、東京、沼

津、長野の各高専から計６人の教員が参加し、

本校のグローバル事業の水平展開をはかる機

会にもなった。 

 

 2018 年度末には外部の専門講師による

研修を実施した。これは 2016 年度末に実

施したものと同一内容のものであり、企業

での英語研修はもとより他大学での英語に

よる授業研修も数多く経験している講師が

担当した。研修内容は、大きく(1)クラスデザ

インの方法(2)動機付けの方法(3)授業への参

加を促す方法(4)多様な学生に教える際の留

意点の 4 つから構成された。研修のスタイル

としては、ただ一方的に講師の話を聞くので

はなく、受講者が様々なアクティビティに参

加し、英語でやりとりをしながら体験的に知識

や技術を身につけていく形態をとった。 

 いわゆる「クラスルーム・イングリッシュ」だけでなく、ノン・ネイティブを対象とする際の英

語の留意点、あるいは「オニオン・モデル」や「ハイ／ロー コンテクスト論」等の異文化理解の

基礎知識等も学んだ。 

 

② オンライン英会話レッスンの提供 

 「英語を交えた授業」の土台となる英語力の向上を支援するため、希望者を対象としたオンライ

ン英会話レッスンの提供を 2017、2018 年度も行った。ネイティブ講師による 25 分間のレッスン

を 20 回にわたり受講できるサービスとしており、開講時間に制約がほとんどないことから、忙し

い中での空き時間を利用して自己研さんに勤しむことができる。レッスン内容についても、決まっ

た教材を利用する形やフリートークなど、レベル等に応じた選択が可能な仕組みで、受講者から

の評判も上々であった。 

 

(4) 実施状況と今後の展望 

 2017、2018 年度も、各教員の創意工夫により、講

義のまとめ部分を自作英語プリントや自作英語講義

動画で行う、試験問題の一部を英語化する、英語キー

ワードを試験問題に組み込む、英語によるウェブ教

材を活用する、プレゼンテーション作成のグループ

ワーク資料に英語のものを組み込む等、様々な取り

組みが行われている。 

 なかでも特に積極的な取り組みが行われている科

目として以下の 3 つが挙げられる。  

外部専門講師による研修の様子 

ペギー氏による講義の様子 

英語スライドの例 
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① Global Life Science 

 Global Life Science は１年次開講の理科系科目であり、

「バイオサイエンス」「アストロノミー」「アースサイエン

ス」「エンバイロメンタルサイエンス」の 4 分野を学修する。

この科目は、生物・地学の基礎を英語で学ぶことで、学生を

理数系英語に慣れさせることを目的の 1 つとしている。授

業は国際的なバックグラウンドをもつ 2 名の理科教員が中

心となって行い、日本人理科教員 1 名がサポートする体制

をとっている。基本的に授業や教材(授業スライド、ハンド

アウト、演習問題、クロスワーズパズルなど)は英語で提供

され、必要に応じて日本語での説明が行われる。 

 上記 4 つの分野の学修の最後には、英語によるショート

スピーチやポスター発表を英語で行うこととしている。特

に優れた発表については、グローバル化オフィス周辺に掲

示することとしており、学生のモチベーション向上等につ

ながっている。 

 

② Global Science 

 Global Science は、2 年次開講のグローバル副専攻

科目である。少人数制のグループ学修を行えるように、

グローバル副専攻の定員は 24 名としており、5 名の教

員(日本人教員 3 名と国際的バックグラウンドをもつ

教員 2 名)がそれぞれ 4〜6 名の学生を担当し、グルー

プ学習を行なっている。この科目は、学生が MOOCs

などの英語教材を理解できる英語力をつけることを 1

つの目的としており、理数系英語の基礎を学修した後、

インターネット上に溢れている秀逸な STEM 教材の

視聴および内容についてのディスカッションを英語で

行っている。前期の総まとめとして、自分が興味を持っ

た理数系のトピックスについて 5 分程度の発表および

2 分程度の英語による質疑応答を行った。(ちょうど来校していたタイのチュラポーン王女科学学

校の生徒に向けてプレゼンする予定であったが、あいにく台風により授業が休講となってしまい、

実際には、夏休み明けに実施した。) 

 また、2018 年 5 月にはイギリスのオックスフォード大学の研究者の講演会も実施した。ただ講

演を聞くだけではなく、講演の後には講演者とチャッティングする時間を設け、日頃の訓練の成

果を試す良い機会となった。 

 

③ Global Awareness 

 Global Awareness は 1 年次開講の社会系科目であり、ここでは大きく「地球環境課題」、「国際

経済」、「国際政治」の 3 分野を学修する。低学年の人文系科目において英語の要素を含めるのは

必ずしも容易なことではないが、本科目ではいくつかの工夫により、英語を交えた授業をスムー

ズに展開することができた。 

 まず、地球環境課題に関するグループ・ワークの取組みにおいて、英文資料を検討対象とした。

ここでは同じ英文をグループ内の全メンバーに読ませ、その結果を議論させるというプロセスを

とることで、教員が手を差し伸べることなく、互いに助け合いながら原資料を自力で読み解かせ

ることができた。 

掲示されているグループ発表 

講師とのチャッティングの様子 
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 第 2 に、本科目では「国際経済」分野で 1 回、

「国際政治」分野で 2 回、オール・イングリッシュ

の講義を展開した。理工学系とは異なる分野の講

義を英語で行うことは学生にとって抵抗が大きい

と考えられたが、比較的理解のしやすい単元の選

択、英文ハンドアウトの事前配布、数字や絵を多

用したスライドの準備、シンプルな英文をゆっく

りと話すというデリバリー、学生の理解度の単語

レベルでの確認等により、成功裏に終えることが

できた。 

 第 3 に、「国際政治」分野で、英語による動画を

題材にしたグループ・ワークを行った。ここでは大まかな内容を視覚的に理解することが可能な

動画を選択した上で、繰り返し再生を行い学生同士の助け合いの機会を複数回与える、あるいは

途中から英文字幕を付与する等により、学生たちが自力で内容を理解しディスカッションに移行

することが可能となった。 

 2017 年度の授業評価アンケートの自由記述欄には、「英語だけでの授業の時、なるべく私たち

が理解できるような英単語を使ってくださった点が良かった」「世界情勢等の講義に英語を混ぜる

ことで、その英語の意味を理解しようとするので、より理解が深まりました」「ところどころに英

語が取り入れられていたので、内容を理解したうえで英語も理解できた」といった声が挙げられ

ており、「英語を交えた授業」の 1 つのモデルとして一定程度成功しているものと思われる。 

 

  

Global Awareness 講義スライド 
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2.1.2 異文化理解・地球課題理解 

 

 異文化理解の前提となる国際経済・国政政治に関する基礎知識の修得や、地球課題理解の促進を目

的に、2017 年度からの新カリキュラムにおいて「Global Awareness」を開講した。「2.1.1 英語を交え

た授業」で述べた通り、Global Awareness は 1 年次開講の社会系科目であり、導入部の「グローバル

化とは何か」を除くと、大きく「地球環境課題」、「国際経済」、「国際政治」の 3 分野から構成される。 

 本科目における特徴的な取り組みとして大きく以下の 3 つを挙げることができるが、これらはいず

れも、2016 年度までに実施した広島大学大学院国際協力研究科との連携事業(写真下)において得られ

た知見に多かれ少なかれ基づくものである。 

 

① 導入教育における「グローバル教育」資源の活用 

グローバル化とはそもそもどのような現象であり、どのようなプラス面やマイナス面を持ちうる

ものであるのかという導入教育に関しては、オーストラリア政府が提供している先駆的なグロー

バル教育ウェブサイト Global Education (https://www.globaleducation.edu.au/)を活用した。周

知の通りオーストラリアはその成り立ちからしてグローバル化と密接に関わっており、またとり

わけ 1980 年代以降は国家戦略として「多文化社会化」(≒「アジア太平洋国家化」)を推進してき

た。こうした背景からオーストラリアはグローバル化や多文化社会化への対応の基礎となる教育

に力を入れており、このウェブサイトに

はその成果が集められている。本講義で

は、貿易、貧困、公衆衛生、海外投資、環

境、平和、技術、民主主義、文化的多様性

といったそれぞれのテーマについて、そ

のメリットとデメリットを簡潔に示した

英文資料を題材にグループワークを実施

し、ジグソー法形式で議論の共有化をは

かった。 

 

② 「持続可能な開発目標(SDGs)」の検討 

広島大学大学院国際協力研究科との連携

事業(先方での集中講義)においても重要

なテーマとなっていた「持続可能な開発目

標 (SDGs: Sustainable Development 

Goals)」について、グループ・ワークを実

施した。Global Awareness では「新興国

の経済成長が世界経済に与える影響」や

「貧困削減に向けた日本と国際社会の取

組みの概要」、「世界の資源・エネルギーの

現状」、「人口増が資源・エネルギー問題に

与える影響」について学修することとして
SDGs に関する学生のプレゼンテーションスライド 

Global Education 教材を用いたグループワークの様子 
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いるが、その題材として SDGs を取り上げた。導入講義の後、国連が作成している SDGs の資料

をそのまま用い、「訳出」、「ディスカッション」、「プレゼンテーション」の 3 ステップからなるグ

ループ・ワークを実施した。事前の資料準備や進捗管理は大変であったものの、グループによって

は非常に質の高い議論や発表が行われた。 

 

③ 「地球環境問題への取組み」における「共有林ゲーム」の実施 

 広島大学大学院国際協力研究科との連携事業(先方での集中講義)における目玉の 1 つは、地球環

境問題の本質を理解する上で不可欠な「社会的ジレンマ」の概念を体感できるゲームを活用した

授業であった。同科では「交通すごろく」と呼ばれるゲームを開発していたが、本校では他の既存

研究も検討した上で、より手軽に同様の効果が見込ま

れる「共有林ゲーム」を実施した。各個人にとっては

非協力行動をとる方が望ましい結果が得られるが、他

の個人も同様に非協力的行動をとると皆が協力行動

をとった場合に比べ望ましくない結果がもたらされ

るという状況を、トランプを用いて簡単に体感できる

ゲームとした。授業評価アンケートの自由記述欄に

は、「ゲーム形式の授業などもあり、楽しみながら学

ぶことができました」、「ゲームをしながら学べたとこ

ろがよかったです」といった声が複数挙げられてお

り、この取組みが学生の授業への参画意識の向上等の

点で効果的であったことがうかがえる。 

 

2.1.3 第二外国語習得 

 

 グローバル化時代に求められる教養力の根幹をなすものはやはり語学力である。母国語である日本

語と世界の共通語としての英語に加え、いわゆる「第二外国語」にも親しんでおくことは、日本語や英

語への理解を深める上でも重要である。 

 2017 年度における学科改組後の新カリキュラムにおいては、この第二外国語教育をより強化するこ

ととした。(3.2「改組の概要と今後の課題」参照)これまで本校では週 1 コマの第二外国語科目(フラン

ス語、ドイツ語、中国語、韓国語)を 5 年次に開講してきた。新しいカリキュラムでは 5 年次だけでな

く 4 年次にも開講することとし、学生が今よりも早い段階で第二外国語に触れ、またよりじっくりと

学習できる形とした。 

 講師は現在と同様、ネイティブスピーカーを原則とする。拡充された授業時間の一部で、言語習得の

前提ともいうべきその国の文化や社会について理解を深める機会を提供してもらう予定である。 

  

「共有林ゲーム」解説スライド 
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2.1.4 情報発信力強化 

 

 近年、企業の国際展開が日常となっている。今や多くの製造業は海外拠点を有しており、現場の技

術者には世界的な視野でものを見、現地の状況と自社の立場の両方を踏まえ、状況に応じた対応がで

きる能力が求められる。自ら国際的な舞台へ赴き、考え、意見を述べ、相手の意見を引き出し、議論

し、多国籍のメンバーとともに柔軟にプロジェクトを進めて行くというスキルは、一朝一夕で得られ

るものではない。こうした情報発信力の強化には、在学中の早い段階からの参加型のトレーニングを

積み重ねることが必要である。茨城県には、多くの国際的な企業や外国人留学生の多い筑波大学が立

地し、外国籍の研究者や学生が多く居住しているため、茨城高専は高専の忙しい授業スケジュールを

こなしながらこれらの組織との日常的な交流が行い易いという恵まれた環境にある。これらの人材の

助けを借りた、茨城高専ならではの恒久的な人材育成プランの作成が期待できる。 

 

(1) PBL 型科目「グローバル工学基礎」の開講 

 情報発信力強化授業の開発を目的として、2016年度以降、筑波大学大学院との連携により、

本科４・５年生を対象としたPBL型夏季集中科目「グローバル工学基礎(PBL演習)」を開講して

いる。(連携事業の内容等については、2.3.4(3)「筑波大学大学院システム情報工学研究科との連

携」で後述する。) 

同科目では、2016年度以降、筑波大学大学院システム情報工学研究科から、2017年度以降は

数理物質科学研究科からも留学生をTeaching Assistant (以下、「TA」)として迎え、水質汚染、

大気汚染、地球温暖化といった環境問題について、持続可能な開発目標(SDGs)の観点も取り入れ

つつ対策を考えるといったグループワークを行う。毎年、初日は「英語は全く喋れない」と言っ

ていた学生が、TAからの英語によるアドバイスを受け、いくつかの段階的なトレーニングを経

て、最終日には、各々約10分のポスタープレゼンテーションを見事に行えるまでになる。4日間

の集中講義で学生たちが楽しみながら大きな一歩を踏み出すことができるのは、年齢が近く、気

軽に話せる留学生がTAとして本講座に参加し、熱心に指導してくれる成果である。 

この集中講義は、2017年度の学科改組に伴う新カリキュラムにおいても4・5年生を対象とした

課題解決型の「Global PBL」として継続する。 

 

 

 

2.1.5 アクティブ・ラーニング 

 

2017 年度以降は、教務委員会および自己点検評価委員会の定常業務に移行し、科目担当者が

各自で進めている。2017 年度に教務委員会でアクティブラーニングの実施状況に関する調査を

行ったところ、204 件の回答があり、設定した 16 の要素に関して少なくとも一つの要素を授業

に取り入れている割合は 64.2%、5 つ以上の要素を取り入れている割合は 12.7%であった。実施

している要素上位 3 つは振り返り、ペア・グループワーク、双方向型問題実習等であった。 

  

グローバル工学基礎(ＰＢＬ演習)の授業の様子 
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2.2 キャンパスのグローバル化 

 

「キャンパスのグローバル化」事業は学生がコンピテンスを獲得するための、直接的な事業「教育の

グローバル化」を効率的・効果的に行えるように施設・環境的な側面から支えるために行う事業であ

る。これには教育を行うための教室の整備、キャンパスに外国籍の人材を受け入れるための各種整備

などが含まれる。 

 

2.2.1 アクティブ・ラーニング環境整備 

 

 2.1.5 のアクティブ・ラーニングの実践に必要な環境整備を、次のように行った。 

 

(1) アクティブ・ラーニングが行える教室 

2014 年度に、機械工学科別棟実験室を改修し既存のホワイトボードとテーブルをパソコン画面

として使えるインタラクティブ機能付きプロジェクタと大型ディスプレイの端末を設置しアク

ティブ・ラーニングが行える共同実験室として整えた。またクリッカーの導入の準備を開始した。 

上記の教室の整備に続いて 2016 年度入学生より、入学生は BYOD として個人端末を購入して

持ち込むことになったことから、マルチメディア教室を固定型のコンピュータ教室からアクティ

ブラーニングが行える教室として再整備を行い、2017 年と 2018 年に段階的に改修を行った。さ

らに 2018 年度には SCS 教室の什器を整備し、アクティブラーニング教室を 3 教室体制とした。 

これに加えて、2018 年度のネットワーク更新においては共通購入の WiFi に加え、教室はアン

テナを二つの体制にし、全ての教室で十分な帯域で ICT を利用したアクティブラーニングを行え

るようにした。2017 年度、2018 年度のこれらの教室の活用実績は以下表 2-1 のとおりである。 

 

表 2-1 2017 年度・2018 年度 アクティブラーニング教室の使用実績 

 マルチメディア教室 共同実験室 ＳＣＳ教室 

2017 年

度 

・Global Awareness(1 年) 

・国際創造工学基礎(1 年) 

・プログラミング基礎(2Ｍ) 

・電気基礎学(2Ｅ) 

・機械システム工学実験(4Ｍ) 

・コンピュータ概論(専 1) 

・サマープログラム 

      (タイ留学候補生) 

・Global Life Science(1 年) 

・グローバル工学基礎(4・5 年) 

 

2018 年

度 

・国際創造工学基礎(1 年) 

・Global Scicence(2 年) 

・工業力学(3Ｍ) 

・計測工学(3Ｍ) 

・機械システム工学実験(4Ｍ) 

・機械システム専門英語(5Ｍ) 

・e-創造性工学実習(4・5 年) 

・サマープログラム 

      (タイ留学候補生) 

・特別講義 

・経済政策(専 2) 

・Global Life Science(1 年) 

・Global Science(2 年) 

・機械設計製図基礎(2 年) 

・機械システム工学実験(4Ｍ) 

・創造基礎工学実習(4・5 年) 

・グローバル工学基礎(4・5 年) 

・計測工学Ⅱ(5Ｍ) 

・国際創造工学基礎(1 年) 

・電気回路(2Ｅ) 

・コンピュータ概論(専 1) 

・サマープログラム 

      (タイ留学候補生) 
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(2) e-learning の活用 

 2018 年度、本科 2 年生及び専攻科 1 年生の合計 223 名を対象に、オンライン英会話レッスンの

機会を提供した。具体的には、本科「英語Ⅱ」及び専攻科「現代英語」の春休み課題として、後期

授業終了後の 2 月 16 日から 3 月 15 日の 1 カ月間、1 回 25 分間のレッスンを 4 回受講すること

とした。レッスン内容については、フリーカンバセーションだけでなく、オンライン上にストック

されている多種多様な教材を用いる形式も選択可能とした。 

 総受講レッスン数は 567 回(受講率 64％)であった。春休み期間であったことに加え、そもそも

学校としても初めての取り組みであったこと、英会話のマンツーマンレッスンの受講経験がある

学生が皆無であったこと、情報通信端末の扱いに不慣れな学生や通信トラブルに見舞われる学生

も少なくなかったであろうことを考慮に入れると、妥当な数字であったと考えらえる。 

 

2.2.2 キャンパス環境の整備 

 

グローバル化を進めるため、引き続き以下の事業を行った。 

 

(1) 外国籍スタッフの活用 

 2016 年 3 月に理科系科目で英語による授業を共同で企画・実施するため、インドネシア国籍の

特命助教を採用し、2017 年度、2018 年度もこの教員の雇用を継続した。 

 2017 年度に本科 1 年生向けに開講した英語で生物と地学を学ぶ Global Life Science(週 1 時間)

では本教員も中心となって授業を担当。授業では、英語交じりの講義を学生が受けやすいように、

ゲーミフィケーションを取り入れ、クリッカーやクラスルームなどの ICT ツールで達成度の確認

をリアルタイムで行い、ディスカッションや発表などをさせるといった工夫を取り入れた。学生

の達成度はペーパーテストを通じて充分な学習成果がでていることを確認した。 

 これらの授業を通して学生は本事業教員と信頼関係を築き、放課後等も積極的にオフィスを訪

れるようになり、同教員のオフィス前には常に学生が訪問するグローバルな環境となった。 

 

(2) 外国籍学生の獲得 

 高専機構本部からの要請に基づき、2018 年度にタイ・チュラポーン王女サイエンスハイスクー

ルからの 1 年次留学生 3 人を受け入れた。(詳細は 2.3.3 を参照) 

 2017 年度、2018 年度も外国人特別入試を実施し、2018 年度(2019 年度 1 年次入学)は 1 人の受

検者があった。 

 

(3) 留学コーナー「グローバルラウンジ」の活用 

 2015 年度に管理棟玄関脇に、語学研修先や海外インターン先の国の書

籍及び、海外の人に日本文化を紹介する書籍を中心に配架し、閲覧スペー

ス、留学情報の掲示スペースを設けたコーナーを設置。2017 年度、2018

年度はこのスペースと隣接するオフィスとを利用し、放課後、外国人特命

教員による英会話レッスンや英語プレゼンテーション・ディスカッショ

ン指導、留学相談を実施した。 

  

英会話レッスン等の告知ポスター 
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(4) 学生寮の活用 

 2015 年度に学生寮を個人空間と共有空間が共存するシェアハウス型に改修。正規生である留学

生のほか、短期留学生の寮への受入を進め、寮内での活発な学生間の交流を促した。 

2017 年度、2018 年度の学生寮への留学生の受け入れ実績を以下表 2-2 に示す。 

表 2-2 2017 年度・2018 年度 学生寮留学生受け入れ 

受け入れ(国)滞在目的 期間 人数 

ルーアン応用科学大学学生(フランス) 
インターンシップ 

2017/6/16～8/11 2 人 

メキシコ・グアナファト大学 
世界展開力強化事業(中南米)での交流 

2017/7/2～7/8 11 人 

タイ・チュラポーン王女サイエンスハイス

クール サマーキャンプ 
2017/8/9～8/11 24 人 

朝鮮理工大学学生(韓国) 
インターンシップ 

2018/1/15～2/10 6 人 

ルーアン応用科学大学学生(フランス) 
インターンシップ 

2018/6/18～8/27 3 人 

台湾・台湾聯合大学学生 
交流協定に基づく受入 

2018/7/2～8/2 1 人 

インドネシア・ガジャマダ大学職業訓練

校 
交流協定に基づく受入 

2018/10/15～10/24 2 人 

バングラデシュ・ジョソール科学技術大学 
交流協定に基づく受入 

2018/10/15～10/24 5 人 

朝鮮理工大学学生(韓国) 
インターンシップ 

2019/1/15～2/11 11 人 

 

(5) 外国語書籍の購入 

 2018 年度にタイ・チュラポーン王女サイエンスハイスクールか

らの 1 年次留学生受入をきっかけに、図書館留学生コーナーにタイ

語書籍 136 冊、英語書籍 128 冊を購入・配架した。これらは、タイ

国内にて「高校生に勧める書籍」とされており、タイ教育省の担当

者から「タイの留学生が自国語および英語で橋梁を深めるのに役立

ててほしい」と提供があった書籍リストに基づくものである。ま

た、本校学生にとっても、タイの言語や文化に触れるきっかけとな

るだけでなく、書籍の中には日本人の著者によるものや日本で広く

親しまれている外国人著者によるものも多数含まれていることか

ら、それらを通じて自国を俯瞰し、多様な価値観に触れる機会へとつなげることも期待されてい

る。  

二人部屋 居室のコミュニティスペース部分 

図書館のタイ語書籍コーナー 
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2.3 連携によるグローバル化 

 

「連携によるグローバル化」事業は「教育のグローバル化」事業を支える人材、コンテンツ、枠組み

を内外の教育機関の協力を用いて強化するための事業である。この中には地域人材、海外の人材の活

用する取り組み、海外大学との連携による学生の受け入れ、派遣の取り組み、国内大学との連携による

留学生の活用、コンテンツの共同開発などが含まれる。 

 

2.3.1 地域・国際連携型教育 

 グローバル高専実現のために、他組織との連携を図り、情報交換、人材交流、ネットワーク構築を進

める。地域連携や海外大学との連携とそこから発展される国際人的ネットワークの活用等などへ広げ

ていくことを目指し、以下の事業を実施した。 

 

(1) 学外の交流協会などとの連携 

 2017 年度、2018 年度も、喜多英治校長がひたちなか市国際交流協会の副会長を務め、各種行事

等の実施を通じて地域と本校との国際分野での連携を深めた。 

 例年同様、ひたちなか市国際交流ボランティアバンクを通じて本校留学生のホストファミリー

を委嘱したほか、毎年７月の「国際交流文化祭」では本校が後援し、ゴーシュ シュワパンクメル

特命准教授(一般教養部)の司会の下、「茨城高専アワー」と題した企画にて本校の留学生が日本語

スピーチや歌を披露した。その他、2017 年度 1 月には、国際交流協会からの依頼を受け、グスマ

ン ルイス アメリコ教授(化学・生物・環境系)、ゴーシュ特命准教授 、ディア スリスティアニン

ティアス特命助教(一般教養部)を市毛小学校５年生の総合学習の講師として派遣し、好評を博した

ほか、2018 年度 12 月にはひたちなか市国際交流協会主催で実施されたイヤーエンドポットラッ

クパーティーで本校の食堂を実施場所として提供し、協会会員およびその関係者等、本校留学生

およびホストファミリーとチューター等が交流を図る機会となった。 

 

(2) 海外大学との連携・国際的人的ネットワークの活用 

 2018 年 3 月に、英語を用いた授業実践のための英語授

業と学寮教育の研修のため、喜多英治校長および教員 4 人

が中華人民共和国マカオ特別行政区の公立大学であるマカ

オ大学を訪問した。数学や物理の講義を見学するととも

に、講義計画や学生指導などについて現地教職員と情報交

換や議論を行った。この訪問がきっかけとなり、同大の教

員を講師に招いた 2018 年度の「英語による授業研修」(詳

細は 2.1.1(3)で記述)が実現した。 

  

マカオ大学にて 
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2.3.2 海外留学・インターン 

 

グローバル化にあたり、学生がグローバルな環境で学習をする、また学んだ事を実践する機会を提

供することを目的に、以下のとおり、派遣先の確保及びインターンの単位化や期間を延ばすことなど

を通じて海外派遣体制の充実をはかった。 

 

(1) 海外大学との協定締結 

2017 年度は、従来から締結していた以下大学との協定内容の見直しと更新に関する協議を開始

した。 

・ルーアン応用科学大学(フランス) 

・トイ・オホマイ工科大学(ニュージーランド) 

 ただし、トイ・オホマイ工科大学に関しては、旧・ワイアリキ工科大学の合併・名称変更にとも

なう協定の更新である。 

2018 年度は、ルーアン応用科学大学との交流協定の更新を完了するとともに、新規にジョソー

ル科学技術大学(バングラデシュ)と交流協定を締結した。ジョソール大学とは、JST さくらサイエ

ンスプランによる短期学生招へいプログラムを通した交流をきっかけとして、5 年間有効の交流

協定を締結するに至った。さらに新たな協定先開拓のため、クアントルン・ポリテクニク・ユニ

バーシティ(カナダ、以下 KPU)及びポリテクニク数校(シンガポール・マレーシア)と協議を開始し

た。KPU とは、同年開始したカナダ・海外語学研修での訪問をきっかけとして、2019 年度 JASSO

奨学制度を活用した交流プログラムを実施する運びとなった(協議中)。シンガポール・ポリテクニ

クとは、CDIO 加盟に向けた協議の中で相互交流の可能性を模索することとなり、現地担当者と

協議を開始したところである。 

 なお、現在覚書を提携している海外教育機関は、表 2-3 の 9 組織である。グローバル事業に指

定されてから新たに提携したのは、＊印を付した 5 機関である。 

表 2-3 本校と覚書を締結している海外教育機関 

大学名 国名 

ルーアン応用科学大学 INSA de Rouen フランス 

瑞江情報大学 Seokang College 韓国 

朝鮮理工大学 
Chosun College of Science and 
Technology 韓国 

ロモノーソフ記念モスクワ国立総合大学 
計算数学・サイバネティクス学部 

Faculty of Computational 
Mathematics and Cybernetics, 
Lomonosov Moscow State 
University 

ロシア 

＊グアナファト大学 Universidad de Guanajuato メキシコ 

＊ガジャ・マダ大学職業訓練学校 
Vocational College, Gadjah Mada 
University インドネシア 

＊国立中興大学 National Chung Hsing University 台湾 

＊チェレポヴェツ国立大学 Cherepovets State University ロシア 

＊ジョソール科学技術大学 
Jessore University of Science and 
Technology バングラデシュ 
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(2) 語学研修等への学生派遣とプログラムの見直し 

 本校では、4 年生を対象にしたイギリス語学研修、3 年生対象のニュージーランド語学研修、低

学年対象のオーストラリア語学研修の 3 つ語学研修のほか、専攻科生を対象とした朝鮮理工大学

派遣及びルーアン応用科学大学派遣、また、本科と専攻科生を対象としたメキシコ派遣及び ISTS

等を実施している。これまでの派遣人数は以下表 2-4 のとおりである。 

 

表 2-4 語学研修等海外派遣学生数 

年度 オーストラリア 

語学研修 

ニュージーランド 

語学研修 

イギリス 

語学研修 

朝鮮理工大学 

派遣 

ルーアン応用 

科学大学派遣 
メキシコ派遣 ISTS 合計 

2018 年 14 0 0 8 2 3 2 54 

2017 年 11 7 0 9 3 3 1 38 

2016 年 15 9 7 10 2 3 7 53 

2015 年 15 8 17 9 1 3 4 57 

2014 年 8 8 20 14 1  1 52 

2013 年 20 実施せず 19 13 3  1 56 

2012 年 15 4 9 11 3  3 45 

2011 年 19 3 実施せず 11 3  1 37 

2010 年 11 9 10  3   33 

 

 

年度 カナダ 

語学研修 

アメリカ 

研修 

フィリピン 

語学研修 

中国 

研修 

シンガポール 

英語キャンプ 

インドネシア 

研修 

マレーシア 

研修 

2018 年 15 2 1 1 2 4 0 

2017 年      1 3 

 

2017 年度は、学生の海外派遣人数がやや低調だった。2016 年までの数年間は 50 名台を維持し

ていたが、2017 年になって各方面とも人数が減少し 38 名まで落ち込んだ。原因として、学生へ

の周知・啓蒙不足の他、高額な参加費用への負担感があった面は否めない。また語学研修の主な渡

航先を 3方面としたため希望者が分散し割安な団体旅行(15名以上)扱いになり難い問題があった。 

そこで 2018 年度は、前年の結果を踏まえ渡航プログラムを整理するとともに海外留学説明会を

実施した。従来、3 年生以上にはニュージーランドと英国での研修プログラムが用意されていた

が、カナダ・バンクーバーに一本化した。バンクーバーは、移民訪問者に寛容で日系企業や大学も

多く米シアトルにも近い。また、成田空港から直行便で 8-9 時間とフライトも比較的短い。また渡

航先を集約すれば、引率教員の派遣負担減も期待できる。総じて、今後北米地域に展開する起点と

して最善と判断した。2019 年度には、1、2 年生の語学研修もカナダに統合して実施する予定であ

る(オーストラリア語学研修は暫定廃止)。 

同時に、他高専のプログラムに相乗り参加する形での渡航も増えた。これは海外研修・留学説明

会に参加した学生を Google Classroom に登録させ、頻繁に他校の募集情報をフォローした結果と

考えられる。プログラム毎の参加者数は 1~2 名と多くはないが、引率負荷を増やさず広く渡航を

促す有効な手法と考えられる。第 2 ブロック高専の連絡会議(平成 30 年度第２ブロックグローバ

ル化推進会議、於・小山高専)においても、こうした高専間連携が協議された。 

 2018 年度には、本校教員による海外語学研修・留学説明会を実施し啓蒙に努めた結果、2016

年度以前と同水準の海外渡航者数(54 名)になった。 
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(4) トビタテ！留学 JAPAN 説明・相談会の実施(2017・2018 年度) 

2017 年度から、文部科学省が募集する留学奨学制度「トビタテ！留学 JAPAN」に応募する学

生を支援する説明・相談会を開始した。本留学支援プログラムは、語学力不問で意欲と実行力を評

価して海外に送り出す特徴がある。しかし、知識も経験もない学生が渡航先を開拓して応募する

には敷居が高い。そこで、学生の興味関心を聞き出しながら、該当分野の教員が助言を与える目的

で本会を開催した。その結果、応募に関心を持つ学生を 20~30 名程度掘り起こすことに成功した。

残念ながら採択に至った件数はまだ多くはないが、2019 年 3 月現在までに採択 2 名(ともに専攻

科 1 年生、2017 年、2018 年各 1 名)、1 次審査通過数名と徐々に本取り組みの成果が表れ始めて

いる。 

 

表 2-5 トビタテ！留学 JAPAN 説明・相談会 学生アンケート結果(2017 年度) 

 

  

List of Interested Students in the「トビタテ！留学JAPAN」 or "Leap for Tomorrow" Programs

No. CLASS/NO. PLAN/EVENT SUBJECT DURATION PLACE/COUNTRY CONTENTS/PURPOSE

1 1年１組/3番 海外見学 Culture/English Language 14 days

2 1年１組/10番 海外研修 Culture/English Language 31 days Washington DC (USA) ディスニーランド、TED本社

3 1年１組/17番 海外研修 Culture/English Language 20 days Florida, Anaheim (USA)
Training about Chasting and Safety Courtesy Show
Efficiency (SCSE) @ Walt Disney in USA

4 1年１組/19番
海外研修 & 海外
Summer School

Space/Universe 30 days NASA (USA) Learning about space/universe @ NASA (USA)

5 1年１組/26番 海外見学 Culture/English Language 2 ~ 3 weeks
France or a country with
interesting culture

6 1年１組/28番 海外 Summer School Economics in Dubai 14 days Dubai, UK, Hawai, Guam 工業系やE系について観察したい

7 1年１組/36番
海外研修
海外見学

Space Engineering 30 days NASA (USA) Study tour about space/universe @ NASA (USA)

8 1年２組/１番
海外 Summer School

Science & Technology 30 days UK, Italy 先進技術、人工知能を学びたい

9 1年２組/４番 海外研修
Culture/English Language,
Movie Technology

2 ~ 3 weeks USA, Europe ハリヲッドでムビー作成技術を学びたい

10 1年２組/10番 海外研修 Culture/English Language 60 days Mexico, Brazil, Portugal Microsoft Systemを観察したい

11 1年２組/11番 海外研修
海外見学

Robot Development 2 ~ 3 weeks America

12 1年２組/1６番 海外見学 Computer Programming 14 days Rusia
Learning programming & understanding needs and
talents required for a programmer in Rusia

13 1年２組/21番
海外 Summer School
& Volunteer

Culture/English Language Student
Exchange Program

21 days USA, Africa
Doing experience as a volunteer in Africa or following
the summer school program in America

14 1年２組/22番 海外 Summer School Science & Technology 30 days USA, UK
Learning about school life and culture in developed
countries

15 1年２組/33番 海外 Summer School Culture/English Language 60 days USA, UK
Improving English communication and experiencing
activities

16 1年２組/38番
海外研修 & 海外

Summer School
Science & Technology 30 days UK, Germany

Studying science & technology and foreign culture in
developed countries

17 1年3組/5番 海外見学 Robot Development 100 days UK
Getting friends with foreigners, improving English
communication skills

18 1年3組/12番 海外研修 Culture/English Language 3 months ~ 1 year Canada, UK
Improving English communication and experiencing
activities in developed countries

19 1年3組/15番
海外見学、
海外研修

Robot Development, IT
Applications, Companies where

2 ~ 3 weeks USA, Europe, Asia

20 1年3組/16番
海外見学、海外研修、
海外Summer School

Culture/English Language 2 weeks ~ 1 month Denmark, Australia Improving English communication skills

21 1年3組/21番 海外見学
Computer Programming,         IT
Applications

2 weeks ~ 3 months UK, Iceland, Australia

22 1年3組/25番
海外研修、海外
Summer School

Robot Development, Science &
Technology, Economics

21 days
USA, UK, Australia, UAE,
Egypt

Going to get experiences in several countries

23 1年3組/42番
海外Internship、
海外見学、海外研修

Robot, AI, Game, 3D Animation 2 weeks ~ 1year USA, Europe Learning about materials, programming for robot
development

24 1年4組/7番
海外Internship、
海外Summer School

Culture/English Language 21 days USA, UK, Australia

25 1年4組/8番 海外Summer School Culture/English Language 3 months ~ 1 year Canada Learning English conversation, culture,
environment, custom, sense etc. in Canada

26 1年4組/16番 海外研修 Railways Technology 20 days Australia, New Zealand Learning the railways technology, study tour to
the railways company, improving English

27 1年4組/18番 海外Summer School English Proficiency 21 days
USA, Australia, New
Zealand

28 1年4組/39番 海外見学 Science & Technology 21 days Australia Learning foreign advanced technology, improving
English communication skills

29 1年5組/17番 海外見学、海外研修 Robot Development 21 days
USA, Australia, Singapore,
Malaysia

Learning robot developed for disasters

30 1年5組/25番 海外見学、海外研修 Road Bike Development 2 ~ 3 weeks USA, Taiwan
Learning "air resistance" technology of road bike
in USA, study tour to the road bike company
(GIANT) in Taiwan, improving English skills
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表 2-6 トビタテ！留学 JAPAN 説明・相談会 1.2 年生アンケート結果(2018 年度) 

 
 

表 2-7 トビタテ！留学 JAPAN 説明・相談会 3 年生以上アンケート結果(2018 年度) 
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(5) インターン等受入れ 

 2017 年度は、7 月にグアナファト大学(メキシコ)から来訪した学生 11 名を受け入れ、1 週間の

日程で高専の授業や実験を体験するとともに、周辺研究機関や文化施設等を視察した。 

 2018 年度には、さくらサイエンスプランによってガジャ・マダ大学(インドネシア)及びジョソー

ル科学技術大学(バングラデシュ)から学生及び教員を招へいし受け入れた。ガジャ・マダ大学の学

生 2 名は本校内でロボティクスに関する PBL を実施し、ジョソールからの学生 5 名は本校を起点

として周辺の研究機関や地元企業、先進農家等を視察した。またルーアンやガジャ・マダ大学との

連携プログラムの改善協議が進行中で、2019 年度派遣分から適用する予定である。ジョソール科

学技術大との交流も、単なる受け入れから相互交流に進化させるべく、バングラデシュ出身教員

を中心に交渉中である。 

 

(6) 危機管理体制などの整備 

2016 年度、学生の海外での緊急時の安否確認や事故や病気にあったときのサポート体制を強化

するため、日本エマージェンシーアシスタンス社(Emergency Assistance Japan : EAJ)の海外安

全危機管理サービス(Overseas Student Security Management Assistance : OSSMA)に加入した。

2018 年度には OSSMA サービスを活用した危機対応について再確認し、学内の意思統一をはかっ

た。 

本サービスの主な支援内容は以下の通りである(EAJ 社 HP より)。 

・学生や教職員の行動把握 ・学生のトータル的な危機管理 

・渡航先での怪我や病気のサポート・保護者・職員の現地渡航手配及び現地活動支援 

・対策本部立ち上げ  ・保護者対応 

・マスコミ対応 

図 2-3 に、OSSMA サービスと本校の「③茨城高専危機管理ガイドライン(H23.5.24 改正).pdf」

並びに「国際交流に伴う危機管理マニュアル(H28.9 改正).pdf」に準拠した対応図を示す。 

 

図 2-3 海外語学研修における危機対応の流れ図(OSSMA 導入後) 
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 緊急時に発生する膨大な連絡業務を EAJ 社が肩代わりすることによって、迅速な安全確保と

通常業務を両立して危機対応が可能となった。参考資料として、以下に OSSMA 導入以前の旧体

制と本校の緊急連絡体制(概念図)を示す。 

 

図 2-4 海外語学研修における危機対応の流れ図(OSSMA 導入以前) 

 

 

図 2-5 本校の緊急連絡体制(概念図) 

 
参考資料：「国際交流に伴う危機管理マニュアル(H28.9 改正).pdf」,p6 

 

  

本校の緊急連絡体制図（概念） 
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2.3.3 タイ PCSHS からの一年次留学生受け入れ 

 

 2016 年末の高専機構本部とタイ国チュラポーン王女サ

イエンスハイスクールとの協力協定の締結に伴い、2018

年次に PCSHS の中等部卒業生を 1 年生から受け入れて

教育することに対しての要請をうけ、2016 年度から準備

を行ってきた。具体的には 2016 年度末にはタイの現地視

察及び高専機構本部、先方との協議を行い、3 月には 24 名

の学生を受け入れ高専体験のキャンプを行った。また、そ

れに続き、2017 年度には 1 年次の日本語教育について

JASSO と協力し、カリキュラムの作成を行った。8 月に

は 24 名からのセレクションも含めた 1 週間のキャンプを

行い 12 名の候補生を決定した。本部との協議の結果 4 名

を本校で 1 年次から教育すること、8 名は JASSO で教育後他の高専に配置することが決定した。4 名

の学生は結果的に辞退が 1 名出たため 3 名となり、これらの学生の学用品等の費用の捻出のため高専

で初めてクラウドファンディングを行った。また 3 名の学生は 15 時間の日本語教育と 15 時間の日本

語での理数教育等を行った。これらを行うために日本語教師 1 名と理数系科目のための補助教員を 1

名雇用し、学生の教育にあてた。この結果、1 年で日常会話＋α程度までの日本語能力に加え、高専 1

年で習得すべき理数系の基礎力の要請に成功した。一方で、2019 年度入学生のキャンプを 8 月に高専

機構本部と共同で行い、入試等についての協力を行った。 

 

2.3.4 他高専等との連携 

 

本事業実施にあたり、学生の受入、育成、進路についてグローバル化を目指す他の教育機関との連携

は重要であると位置づけている。特にグローバル高専モデル校指定を受けた当初の目的として、本校

のグローバル化の取組みが他高専にとってのモデルとして水平展開され、高専全体のグローバル化が

実現すること、これが本事業実施後のいわば「完成形」として本校が果たすべき役割と設定した。そこ

で、これらの目的を達成するために、近隣高専(専攻科入学)やグローバル高専との連携、さらに学生の

出口となるスーパーグローバル大学(SGU、大学院進学)との関係構築をめざし、以下を実施した。 

 

(1) 他高専との連携 

 2017 年度の「第 2 ブロックグローバル化推進会議」は茨城高専が東京にて開催した。2018 年

度は小山高専が主催した。本校を含め第 2 ブロック内の 9 高専からグローバル化担当の教職員が

集まり、各高専で予定している学生の海外派遣計画の情報共有を行い、他高専との学生派遣の共

同実施についての道筋を探った。 

 

(2) Japan Seminar on Technology for Sustainability (JSTS) ・  International Symposium on 

Technology for Sustainability (ISTS)およびガジャマダ大学 Vocational College との継続交流 

 2017 年度以降は JSTS/ISTS への参加学生の派遣のほか、2.3.2(5)で述べたようにインドネシ

ア・ガジャマダ大学 Vocational College との継続的な交流を促進するプログラムを実施している。 

 2018 年 3 月には学生 1 人を、2019 年 3 月には学生 4 人を派遣した。派遣期間中、参加学生は

それぞれの専門に基づく研究室に所属し、技術英語や専門分野の講義および実習に参加した。現

地学生とも意見交換を行いながら相互理解を深めた。短期間で修了可能なミニプロジェクトにも

取り組み、最終日のプレゼンテーション内で成果を報告した。さらに、インドネシアの文化、現地

における技術やその社会的背景の現状、日本との共通点と相違点、技術移転の重要性と問題点な

どの理解を目的とした文化体験および現地の企業訪問も行い、具体的な事例を学んだ。 

クラウドファンディングの募集ページ 
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(3) 筑波大学大学院との連携 

 連携によるグローバル化の一環として、2015 年 3 月に筑波大学大学院システム情報工学研究

科と教育研究等の分野で包括的連携協定及び「大学院留学生による高専チューター制度の実施に

関する覚書」を締結した。さらに、2017 年 4 月には「筑波大学数理物質科学研究科及びシステ

ム情報工学研究科並びに茨城工業高等専門学校との包括的連携に関する協定」を締結した。これ

らの研究科とは年に数回、定期的に連携委員会を開催し、連携事業の内容等について協議を行っ

ている。 

その一環として、2017 年度、2018 年度も、夏季集中講義にて、これらの研究科の留学生に、

ティーチング・アシスタントを依頼した。(事業内容については、2.1.4 情報発信力強化を参照) 

また、専攻科 1 年生インターンシップ受入を依頼し、進学先としての連携に向けた足がかりも

作った。2017 年度・2018 年度で表 2-8 のとおり、12 人の専攻科生のインターンシップ受入が実

現した。 

 

表 2-8 2017 年度・2018 年度 筑波大大学院への専攻科生インターンシップ受入実績 

 本校専攻科生所属コース 筑波大大学院受入研究室 実習期間 

1 電気電子工学コース 
知能機能システム専攻 

人工知能研究室 
2018/9/3～2018/9/14 

2 電気電子工学コース 
知能機能システム専攻 

医用生体工学研究室 
2018/8/27～2018/9/7 

3 電気電子工学コース 
知能機能システム専攻 

医用生体工学研究室 
2018/8/27～2018/9/7 

4 電気電子工学コース 
知能機能システム専攻 

音響システム研究室 

2018/9/3～2018/9/7 

2019/3/18～2019/3/29 

5 情報工学コース 
知能機能システム専攻 

画像情報処理研究室 
2018/8/27～2018/9/14 

6 電気電子工学コース 
物理学専攻 

宇宙物理学観測研究室 
2017/9/4～2017/9/8 

7 電気電子工学コース 
物理学専攻 

原子核物理学理論研究室 
2017/9/4～2017/9/8 

8 電気電子工学コース 
知能機能工学専攻 

柔軟ロボット学研究室 
2017/8/21～2017/8/25 

9 情報工学コース 
知能工学専攻 

人工知能研究室 
2017/9/4～2017/9/8 

10 情報工学コース 
CS 専攻 

非数値処理アルゴリズム研究室 
2017/9/4～2017/9/8 

11 情報工学コース 

CS 専攻 

コンピュータネットワーク研究

室 

2017/8/27～2017/9/8 

12 情報工学コース 
CS 専攻 

非数値処理アルゴリズム研究室 
2017/9/4～2017/9/8 
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3. おわりに 

 

最後に、本事業のこれまでの主な成果を本報告書 1.2 で述べた 3 つのコンピテンシーとの関わりに

おいて簡潔に整理するとともに、大きな核である 2017 年度の改組について概説する。 

 

3.1 これまでの主要な成果 

 

1 つめのコンピテンシーは、「グローバル化時代に求められる教養力」であり、英語を中心とした語

学力と、多様な社会や文化のあり方や地球規模で生じている課題に対する理解力を養うことがその主

な目的であった。まず語学力に関しては、既存の英語授業に加え、「英語を交えた授業」を通じてその

強化を図った。オール・イングリッシュの講義だけでなく、講義のまとめ部分を自作英語プリントや自

作英語講義動画で行う、試験問題の一部を英語化する、英語キーワードを試験問題に組み込むといっ

た様々な取り組みが行われた。学生が英語で専門科目を学ぶことについての抵抗感が比較的早い段階

で薄れることや、英語を交えた授業により学生の英語の語彙力が向上することが既に一部で確認され

た。 

多様な社会や文化のあり方や地球規模課題への理解力については、２０１６年度までの広島大学大

学院との連携事業を基にした１年生対象の講義「Global Awareness」においてその涵養を図っている。 

 

2 つめのコンピテンシーは、「グローバルに提供される教育資源の活用力」であり、インターネット

等を通じて入手できる教育資源を自ら活用し学ぶ姿勢と能を涵養することがその目的であった。まず

「英語を交えた授業」の前提となる取り組みとして作成した英語版シラバスには、各科目に関連する

教育資源を記載し、学生の自学自習を促した。その上で、幾人かの教員が、Kahn Academy のプログ

ラミング教材に取り組む授業や BB をフル活用する授業、クリッカーを活用した授業、さらにはタブ

レット等を活用して学生が調べ学習をしプレゼンテーションを行う授業等を実際に展開した。これら

の取組みは学生の ICT 活用力の向上に資するだけでなく、学生が自ら積極的に学習に関わる姿勢を涵

養することにもつながるものである。実際、こうしたアクティブ・ラーニングのスタイルをとったある

科目のアンケートでは、今まで受講してきた同種科目におけるよりも積極的に授業や課題に取り組ん

だという回答が 9 割を超えるなど、その効果が一部では既に現れている。 

 

3 つめのコンピテンシーは、「グローバル化時代に求められる発信力」であり、多様なバックグラン

ウドをもつ人々との関わりの中で論理的な思考力と表現力を発揮する能力を育成することがその目的

であった。本課題は主に 2 つの事業を通じてその取り組みが図られた。1 つは筑波大学大学院との連

携事業である。2016 年以降継続して実施している 4、5 年次夏季集中講義のグローバル工学基礎の内

容を刷新し、筑波大学大学院の留学生が TA として参画するディスカッション中心の科目とした。 

 

2 つめは、先述の JSTS である。2016 年に本事業の担当校になった際、参加学生はグループワーク

形式で国内外の学生とともにインドネシアの抱える課題やその解決策について話し合い、プレゼン

テーションにまとめ発表した。また一部の学生はそうした各グループのディスカッションのファシリ

テーションも行った。こうした活動はまさしく多様な人々との関わりの中で批判的思考力を磨き、論

理的な表現力を修得する機会を提供するものであった。その後も、同じく担当校であったインドネシ

ア・ガジャマダ大学 Vocational College とは継続的な交流を促進するプログラムを実施し、同様の取

組みを展開している。 
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3.2 改組の概要および成果 

 

 2017 年 4 月の改組により現行の 5 学科制から 1 学科制に移行し、新たに主専攻・副専攻制度を導入

した。各学生は 4 つの主専攻と 5 つの副専攻の中からそれぞれ 1 つを選択し、自分の専門分野だけで

なく他の分野についても知見を深め、分野横断的な視点を修得する。この副専攻の 1 つをグローバル

に活躍できるエンジニアの育成に力点を置いた「グローバル副専攻」とした。 

 

2016 年度までの各取組みの成果の一部は、新カリキュラムとして結実した。特に英語による授業と

して 2017 年度より Global Life Science では全ての 1 年生の学生にアクティブラーニング手法を用い

て外国人教員が英語で生物地学に関わる内容の講義を行った。さらにこの授業では受け身な姿勢だけ

ではなく、全ての学生が英語で 4 回にわたり発表をするなど、発信力の強化にも大きくつながってい

る。また、国際理解に関する授業は Global Awareness として、全ての学生に対して行われ、これらの

授業でも地球課題に対するディスカッションを交えて学生のソフトスキルの向上に資している。さら

に、2018 年度よりタイの留学生を一年次より引き受けることにより学内の国際化が向上すると共に、

外国人と共に学ぶことによる日本人に対する刺激は大きく、留学生クラスでの学力の伸びが顕著であ

る。 

 

また、4 年以上対象のグローバル工学基礎(PBL 演習)は継続して行われている。多様なバックグラ

ンドをもつ人々と協働して課題解決を行う体験型の科目で、ここには筑波大学大学院の留学生が TA と

して参加し、本校学生は彼女／彼らとコミュニケーションを重ねながらグループ単位で答えのない課

題に取り組む。本科目は 3 つのキー・コンピテンシーの「グローバル化時代に求められる発信力」の

修得に直接つながる内容となっている。 

 

「グローバル副専攻」は、上述の 3 つのキー・コンピテンシーをより高いレベルまで修得させるこ

とを目的としている。グローバル副専攻では表 3-1 に記載の通り英語を交えた授業が全面的に展開さ

れる。一つ目の狙いは、多様な人材の中で議論をし、プロジェクトを遂行する「広義の発信力」の強化

である。Global Science では、2.3.1「地域・国際連携教育」の成果を取り入れ、英語で科学を自ら学

んだ。Global Presentation, Global Writing ではケーススタディ・グループ学習を用いて、論理的・批

判的な思考を育てる。Project Management では、2.3.2「海外留学・インターン」で協定を結んだ学校

と協同し、2.3.4「他高専等との連携」で述べたように多様な人材と議論をしながらプロジェクトを進

める方法を学ぶ。もう一つは英語で現代科学の基礎となる講義を学習し、「英語コンテンツで学び続け

る基礎」「研究者・技術者として必要な科学の知識」を身につけさせることを狙いとしている。 
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表 3-1 新カリキュラムでのグローバル科目の概要 

科目名 学年 単位 概要 

全
学
生
対
象 

Global Awareness 1 1 
国際協力や地球環境問題など、グローバル化の進む

世界に共通する課題について理解を深める。 

Global Life Science 1 1 
アクティブラーニングを用いた英語での地学・生物

の講義 

Global PBL 4 1 
外国籍の TA を交え、グループで議論しながら他国

の問題を解決する方法を提案する。 

副
専
攻
対
象 

Global Science 2 2 
インターネットのリソースを通じて英語で STEM
を学ぶ。 

Global Presentation 3 1 
ケーススタディを通じて、英語で論理的なプレゼン

テーションを行う方法を学ぶ。 

Global Writing 3 1 
ケーススタディを通じて、英語で論理的、批判的な

文章を作成する方法を学ぶ。 

Project Management 4 2 
海外の学生とコミュニケーションをとりながら、プ

ロジェクトを推進する方法を学ぶ。 

Applied Science 4 2 応用的な科学について英語で学ぶ 

Physical Mathematics 5 2 物理数学について英語で学ぶ 

Quantum Chemistry 5 2 量子化学について英語で学ぶ 

 

以上のように、本校が 5 年近くにわたり展開してきたグローバル化事業の取組みの主要部分は、2017

年度以降の改組後、より強化されたかたちで継続されることになった。このことは、グローバル化に向

けた取組みが、多額の予算を継続的に注ぎこまなくとも、各教員の努力や発想の転換、国内外の機関と

の連携、ICT の活用等によって持続可能であることを意味しているといえる。 

 

3.3 今後の課題 

 

 先行して取組みをすすめる教員の成果を共有し、水平展開につなげる部分には改善の余地が多くあ

る。3 つのキー・コンピテンシーの修得の度合いをチェックし、取り組みの改善につなげる体制を本格

的につくりあげていくのもこれからである。こうした点も含めて学内での議論を積み重ね、各教員が

それぞれ現場で最善を尽くし、必要に応じて改善をはかる作業を継続していくことがわれわれには求

められている。 
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I. Background 
   One of the fundamental plans of a global ‘Kosen’ model project in National Institute of 
Technology Ibaraki College (NITIC) is the augmentation of global expression skills, which is required 
to express one’s self in a global situation based on appreciation of diversity and critical thinking. This 
includes the soft skills that consist of education of global talents, globalization of the educational 
environment and globalization by cooperation1. 

   Ibaraki College has established a comprehensive cooperation agreement for the field of education 
research with the Graduate School of System and Information Engineering from the University of 
Tsukuba since March 2015. Along with the agreement, the memorandum on the implementation of 
tutor system by international post-graduate students from the University of Tsukuba to be the English 
speaking teaching assistants for some courses held in Ibaraki College, such as the Project Based 
Learning (PBL) on Global Mechanical Engineering subject held in the AY 2015 and the Global 
Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course held since the AY 2016, have been also 
signed up and implemented. 
   Here, we would like to report the implementation of the AY 2017 Global PBL Summer Intensive 
Course conducted at Department of Mechanical and System Engineering Annex Building in National 
Institute of Technology Ibaraki College on 28~31 August 2017. 
 
II. Overview of the PBL Method 
   What is the PBL method? PBL is the acronym of “Problem Based Learning”, a type of education 
method that setting the problem solving as the backbone of the lecture or “Learning by Solving the 
Problems”. The PBL style education was originally applied as an educational pattern for the medical 
students in 1960 and has been adopted now by educational institutions around the world.  
   What is the importance of the PBL education method compared to the general education method? 
In general education method that sometimes known as the form of communicating knowledge, it 
consists of such following steps: teachers explain new concepts and knowledge to students, teachers 
confirm student's knowledge retention by giving some examples, and then teachers will prepare for the 
next stage. On the other hands, the PBL education method provides such the following steps: teachers 
present problems or tasks to students, students confirm and analyze the problems and acquire 
knowledge by learning the problems, students verify the problem solving, do review and feedback, 
and then teachers will prepare for the next stage. Basically, there is no explanation or presentation of 
new knowledge to be learned at the beginning of class, although it may be done at last or after the 
class, and starting by presenting the problem is a characteristic of the PBL method. 
   The following figure shows 4 stages model of PBL methods2 that applied as the active learning 
class in teamworks. It ranges in sequence from thinking the problems, brainstorming or analysis 
process, criticizing or opinion, and discussion or debate2. 
 

 
 
   What additional skills would be improved by the PBL method? One of the aims of the active 
learning class is to cultivate skills, particularly the problem solving and the teamwork skills, according 
to the 21st century style. In fact, however, the quality and skill of most graduates are not enough to 
meet the real social demands. To improve this situation, the PBL education method becomes a center 
of consideration, because the previous facts such as the professional ability that tends to the theoretical 
knowledge and lack of logical thinking skills would be improved to be the applied knowledge with 
highly logical thinking through the PBL methods. When the previous facts showed the conventional 
concept, conservative and local oriented the way of thinking, through the PBL method it would be 
improved to be the innovated and global oriented the way of thinking. If there were no self-confidence 
in the teamwork communication as shown by the previous facts, then it would be improved to be the 
excellent teamwork communication through the PBL method. The examination as the first thing to go 
through, a tendency to easily give up and be less flexible as the symptoms shown in the previous facts 
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would also be enhanced into lifelong learner, cheerfulness, adaptability and striking power through the 
PBL methods. 
   The detail concept of the PBL method, as shown by the following flowchart, flows from global 
issues as the learning purpose, factors and analysis, solutions and hypothesis, presentation, and 
feedback. The factors and analysis, included the students activities, flows also to brainstorming and 
classify process, working group (WG) discussion, flowing back to the analysis process and repeat as 
necessary. In the solution and hypothesis process, included the active learning through library studies 
or the information communication technology (ICT), flows also to the info searching and acquisition 
process, the verification process, and flowing back to the solution process and repeat as necessary2. 
 

 
 
III. Global PBL Summer Intensive Course 2017 
3.1. Vision, Mission and Target of Achievement 
   It is a common sense that the academic skills and expertise on science and technology, the ability 
to resolve global-scale and international issues by means of comprehensive collaboration in good 
attitude among multinational societies, as well as the capacity to transmit information and solutions, 
are basic requirements for engineers to play an active role in the age of globalization. Along with 
increasing the number of multinational corporations and companies that conducting international 
business or developing overseas branch factories, the number of qualified engineers who have insight 
and comprehension in global thinking would also required increasingly. As one of technical colleges 
in Japan, Ibaraki College is also concern with the requirements and has already started to set up such 
‘learning by training’ through the Global PBL Summer Intensive Course to produce qualified 
engineers who are ready to face challenges in the age of globalization.  
   In the global PBL training program, the 4th and 5th grade students of Ibaraki College are trained to 
sharpen their logical, critical and lateral thinking skills against some sensitive global issues, to explore 
their ideas in the realm of science and technology to find the solutions, and to learn how to express or 
share their findings through oral or poster presentation in English.  
   The target of achievement of the program can be summarized as follows: 
1. Students would have comprehension capability about the current trend of global science and 

technology. 
2. Students would have insight knowledge on science and technology through communication in 

English taught by foreign teaching assistants (TA) and teachers. 
3. Students would have skills for solving the problem through attitude of cooperation among 

multinational societies. 
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3.2. Theme 
   Based on the follow up of the recommendations given by the International Reviewer Panel as a 
review of the implementation of Global PBL Summer Intensive Course held in AY 2016, we adopted 
the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) as a possible source of ideas to identify 
the theme for Global PBL Summer Intensive Course 2017. And due to the 2030 Agenda for the 17 
Sustainable Development Goals pioneered by governments, businesses and civil societies in 
collaboration together with the United Nations (http://un.org/sustainabledevelopment), the Agenda 
calls for action from all countries to improve the lives of people everywhere. And here, we have also 
started to mobilize efforts to realize the Agenda by appointing one of 17 goals as the discussion theme 
through conducting Global PBL Summer Intensive Course in Ibaraki College. 
   In fact, without referring to the United Nations SDGs Agenda, we apparently have already adopted 
it in Global PBL Summer Intensive Course 2016. We chose the “Garbage Mountain Problems” as the 
discussion theme last year, as well as the ‘training exercise’ on the first day of the course with the 
sample case about the garbage mountain problems occurred in Indonesia, Malaysia, China, and 
Venezuela, that was related to the country where the teacher, teaching assistants from the University 
of Tsukuba, and some foreign students of Ibaraki College come from. The main discussion theme 
started from the second day of the course was about the “Clean Water and Sanitation”, which is 
evidently the 6th goal among the 17 UN Sustainable Development Goals, and “How to introduce tap 
water as the healthy drinking water in Indonesia” as our ‘theme goal’ in the 2016 course. 
   In the Global PBL Summer Intensive Course held in AY 2017, we chose the “Global Air Pollution” 
as the discussion theme, as well as the ‘training exercise’ on the first day of the course with the sample 
case about the PM 2.5 Pollution occurred in China and the spread of PM 2.5 Pollution to several 
neighboring countries, such in Taiwan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Syria, Japan, 
where teachers, teaching assistants from the University of Tsukuba, and Ibaraki College’s students 
come from. The main discussion theme on the second day of the course, which we planned still to 
keep in touch with discussion theme on the previous day, was about Global Air Pollution Problems 
especially with those produced by Power Plant Technology, that has been also the major sources for 
global electricity production, and finally with the ‘theme goal’ discussion about “How to provide 
affordable, reliable and sustainable energy for all”, which is evidently the 7th goal among the 17 
United Nations SDGs Agenda, that we meant if the kind of energy applies to particularly some 
developing countries including China, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mongolia and Syria. 
 
3.3. Participants 
   The number of the 4th and 5th grade students of Ibaraki College who enrolled as participants in the 
Global PBL Summer Intensive Course 2017 was 32 students, but the number of participants who 
could participate until the end of the program was significantly only 25 students. They originally 
consisted of 15 participants from the 4th grade students, but one student resigned on the 3rd day of the 
program, and 11 participants from the 5th grade students. Two participants of the 4th grade students are 
foreign students from Malaysia. 
   There were five foreign post-graduate students from the Graduate School of System and 
Information Engineering and one foreign post-graduate student from the Graduate School of Pure and 
Applied Sciences of the University of Tsukuba who participated as the teaching assistants (TA) on the 
program this year. They are Allam Alkazei from Syria (a D1 student from Department of Policy and 
Planning Sciences), Lin Yangfei from China (a D1 student from Department of Computer Science), 
Tzu-Yang Wang from Taiwan (a M1 student from Department of Intelligent Interaction Technologies), 
Xiao Ma from China (a D3 student from Engineering Mechanics and Energy), and Liu Yang from 
China (a D2 student from Department of Applied Physics). 
 
3.4. Working Group and Facilities 
   The concept of active learning (AL) class and working group (WG) discussion was applied in the 
course. A total of 25 students as participants were grouped into 6 WG with one teaching assistant (TA) 
who also acted as a facilitator for the discussion. The determination of a TA as a group responsible 
person was done randomly by the shuffled cards in the first meeting at the University of Tsukuba on 1 
August 2017. As the result, Allam Alkazei was a TA for group A, Lin Yangfei for group B, Xiao Ma 
for group C, Liu Yang for group D, Tzu-Yang Wang for group E, and Liu Shuyang for group F. The 
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base and expertise group with students as the members were also formed randomly using the shuffled 
cards on the first and second day of the program. 
   Facilities provided for developing discussion, searching information via Internet, and presenting 
the summary in the course consisted of 2 units of Surface tablet for each group, a clicker for every 
student, 8 sheets of poster papers, 4 packs of tag papers and 2 packs of official stationeries. Materials 
prepared to support the program consisted of slideshows or power point presentation by teachers about 
the subject problems, outlines of the program and the concept of PBL method would be applied for 
TA’s guidelines, installment of photos or news clippings in the Surface tablets that showing the facts 
of the problems and some driving questions to initiate the WG discussion, and a working sheet that 
distributed for every student to help them following the steps of the program in the course easily. The 
scoring for each student is determined by activity assessment (see Appendix A) provided by TA and 
effort activity as outlined in his/her working sheet provided by teachers.  
 
3.5. Schedule 
   The following tables are a detailed schedule of Global PBL Summer Intensive Course 2017 and a 
schedule for the final poster tour on the last day of the program, respectively.  
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IV. Main Programs 
4.1. Clicker Time 
   The clicker time or a session of answering questionnaires using clickers was inserted almost every 
day in the schedule, with material questions that are sometimes unrelated to the topic being discussed, 
which was intended like a warming up exercise to encourage students for giving their votes, choosing 
one of available choices, expressing an opinion on a given question or just to attract students’ interests. 
The followings are some material questions given as the clicker’s test and the same question that were 
given everyday about the self-estimation on English proficiency (see the right bottom figure). 

 

  

  
 

   The following charts showed the students responses for the questionnaire about the self-estimation 
on English proficiency as given on the first and second day of the program. There was a tendency that 
some students raised their self-estimation on their English proficiency after following the second day 
of the program. 
 

  

	�

���

Clicker’s Test�

Which one do you like among these animated characters? 

2. Conan Detective� 4. One Piece�

1. Pikachu� 5. Totoro�3.Doraemon�

Monday, 28 August 2017�

	�

��

Clicker’s Test�
Which one is your favorite athlete

among the following Japanese athletes?

2. Mao ASADA� 4. Sara TAKANASHI�

1. Yuruzu HANYU�
5. Kei 
NISHIKORI�

Tuesday, 29 August 2017 �

3. Shohei OHTANI�

	�
��

Clicker’s Test�
Which sketch do you think resembles the original image?

2. Taro HAKASE� 4. Ken HIRAI�

1. Albert Einstein� 5. Frederic
Francois Chopin�

3. Ludwig van
     Beethoven�

Wednesday, 30 August 2017�

	�

���

Questionnaire 1�

According to your estimation,  
!�������� 
�����            how is your English language skill? 
��������������%��#$���� ����(�

1. Perfectly� 
2. Good Enough� 
3. Good� 
4. Not So Bad� 
5. Bad��

&��
�'�
&��"�'�
&"�'�
&	�������'�
&��'�
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4.2. Ice Breaker Program 
   Since the members of WG vary in the first 3 days due to the shuffled cards, then the ice breaker 
program was held everyday until the 3rd day, which was intended to melt any frozen atmosphere or to 
diffuse tensile situation among students as participants or between students and TAs or teachers. In the 
ice breaker program on the first day, such as shown by images below, every student in each GW had 
the first 20 minutes to interview his/her pair friends, and to report the interviewing result to a TA in 
each GW. The same way was repeated for the 2nd and 3rd of 20 minutes by interviewing other pair 
friends. The content of questions to be interviewed ranges from name or nickname, hobby, favorite 
animal or color or animation, the funniest or craziest thing he/she had ever done, and so on. After the 
pair introduction for total one hour, all students in each GW had around 15 minutes to interview a TA 
in each GW, and then they did ‘jangkeng’ to decide a last looser who would report the information 
about the TA in front of the class in the last 15 minutes. 
   In the ice breaker program on the 2nd day, that we named also as ‘strawberry’ or ‘Ichi-Go!’ ice  
breaker program, one student who stand up was interviewed by four/five students around him/her in 
each GW for around 2 minutes per one rotation. The material questions should be different among 
interviewers and with those questioned in a previous day. When every student in each group had a turn 
to be interviewed, then the TA asked students to do ‘jangkeng’ to decide a winner who would report 
the last looser’s information in front of the class. The same ‘ichi-Go!’ ice break program has been 
repeated also on the 3rd day in the expertise group, but in this way the second winner of ‘jangkeng’ 
who would report information about the last looser in front of class. Although students had to think 
hard enough to asking other questions that have not been mentioned by other interviewers in the WG, 
they seemed very excited to join the ice breaker programs. 
 

  
 
4.3. Discussion Session 
   The problem theme on the first day of the program, which is intended as the training exercise, was 
about Global Air Pollution Problems with the “PM 2.5” as a sample case. In order to make the subject 
matter much easier for students to understand as well as to start GW discussing immediately, we 
interpreted the problems into some small modules. The modules contained the facts of the problem 
reflected on photos or news clippings that were displayed on Surface tablets available in each group.  
   The following figures, for example, show some photos and news clippings about the facts of air 
pollution and PM 2.5 pollution problems occurred in China, Malaysia, Taiwan, Indonesia and 
Bangladesh, that were displayed in the module with some driving questions to let students thinking at 
first, starting GW discussion and formulating the problem solving together. In addition to the driving 
questions written in the module, additional driving questions spontaneously by TAs or teachers, such 
as what PM 2.5 is, what the source cause is, where it occurred, how the pollution level in China, 
Malaysia, Taiwan, Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, what kind of Japanese science & technology 
to reduce pollution level in the countries mentioned above, etc., would help develop the discussion. 
Furthermore, the fact that two foreign students, TAs and teachers come from the countries mentioned 
above, so it should be an additional asset or an interactive reference in activating the GW discussion. 
 

	�

��

Ice Breaker Program �

1

2

3

4

5

6

TA�

1

4

2

5

3

6

TA�

1

6

2

4

3

5

TA�

Pair Introduction (11:00 – 12:00)� TA Interview  
(12:00 – 12:15)�

1� 2� 3� 4� 5� 6�

TA�

Monday, 28 August 2017 �

A looser of  
“jang-keng-pong”�

Report to all groups 
(12:15 – 12:30)�

Contents of the pair interview: 
l  Name/Nickname 
l  Hobby 
l  Favorite color/animal/animation 
l  Funniest/craziest thing, etc. 

	�

��

“Strawberry” Ice Breaker Program�

Tuesday, 29 August 2017 �

“Ichi-Go!” Q-A: one student stand-up, 
 other students interviewed her/him (11:15 -11:25)�

1

2

3

4
5

6

2

1

3
4

5

6

3

1

2
4

5

6

4

1

2
3

5

6

5

1

2
3

4

6 “Jang-Keng-Pong”�
The first winner reports 
information of the last 
looser to all groups 
(11:25 – 11:40)�



 

  8 

  

  
 
   By taking into account the experience of training exercise that discussed about global air pollution 
problem on the first day, the problem theme on the second day was chosen relating with the theme on 
the first day, it was about the air pollution problems produced by the power plants in some Asia 
countries. The following figures showed some of photos displayed in the module on the second day of 
the program. In order to further broaden the insight on the problem investigation, several power plant 
technologies suchlike solar, windmill, coal or fossil fuel based, nuclear, water fall or hydropower, sea 
wave, hydrogen power plants were also introduced on the second day. 
   Besides the driving questions written in the module to triger the GW discussion, some additional 
driving questions spontaneously by TAs or teachers, such as why the air pollution caused by the power 
plant occurred in Asia countries, how the impact of the problem on human and environment in the 
country, how to propose Japanese technology to reduce and to solve the problem in the country, etc., 
were also carried out in order to develop the GW discussion.  
   In addition to the driving questions that written in the module or orally spoken related to the power 
plants technology, the electrical energy produced by the power plant, the air pollution problems 
produced by the power plant that occurred in Asian countries and how to solve the problems, some 
‘driving’ instructions to lead the discussion to remain on the Problem Based Learning (PBL) were also 
written in the module as shown by the image below. The ‘driving’ instruction consisted of two main 
points as follows: 
• Select one or two countries among China, Taiwan, Mongolia Malaysia, Indonesia, Bangladesh, 

Syria, and Japan to which your WG research is targeted. 
• Check if the power plant technology is reliable enough to be applied in the country and propose it 
   The names of Asian countries to be targeted by the GW in the global PBL course is based on the 
consideration that these countries have various issues including those relating to air pollution problems, 
energy problems or obstacles in science and technology, such that the adoption of science and 
technology from some developed countries such as Japan, USA or Germany is required to provide 
affordable, reliable and sustainable energy, which is accordance with the main theme of this course. 
 

	�

��

Module 1: Global Air Pollution in Asian Countries (1)�

l  What do you think when 
looking at these pictures? �

Ø Why did the problem 
occur?�

	�

��

Module 1: Global Air Pollution in Asian Countries (2)�

l  What do you imagine in 
your mind when looking at 
these pictures? �

Ø How many factors that 
may cause the problem?�

	�

��

Module 1: PM2.5 Pollution (1)�

	�

��

Module 1: PM2.5 Pollution (2)�

Ø How to reduce PM2.5 pollution in 
in some Asia countries?�

How to manage PM2.5 
pollution in some developed 
countries? �
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   The theme of the problem discussion on the third day is a continuation of the problem discussion 
on the second day, but with a focus on how to propose the affordable, reliable and sustainable energy 
produced by a type of power plant that has been learned on a developing country to be targeted. If the 
problem discussion on the second day was done by each GW whose the members have special 
interests that are different from each other, then the problem discussion on the third day was done by 
one expert from each GW who gathers to in an expertise group for more intensive problem solving.  
   The following figures show a module consisted of one example of modern power plant developed 
in Japan and some driving questions and instructions to lead discussion would be held by each of 
expertise group. There were five expertise groups that learning intensively on solar, windmill, fossil 
fuel based, nuclear, and geothermal power plants, with each group was guided by a TA. Therefore, 
one of six TAs with a risk engineering background acted like a visiting investigator for all groups. 
 

  

	�

��

Module 2: Global Air Pollution Produced by Power Plants  
in Asia Countries (1)�

l  What do you imagine in 
your mind when looking at 
these pictures? �

Ø What is the effect of the 
problem?� 	�

��

Module 2: Global Air Pollution Produced by Power Plants 
in Asia Countries (2)�

l  What do you think when 
looking at these pictures? �

Ø How to find the 
problem solving?�

	�

��

Exploration of Windmill Power Plant Technology�

Ø Select one or two countries among China, Taiwan, 
Mongolia Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Syria, Japan 
to which your research is targeted 

Ø Check if this power plant technology is reliable enough to 
be applied in the country and propose it�

	�

��

Exploration of Fossil Fuel Based Power Plants Technology�

Ø Select one or two countries among China, Taiwan, 
Mongolia Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Syria, Japan 
to which your research is targeted 

Ø Check if this power plant technology is reliable enough to 
be applied in the country and propose it�

	�

��

Example of Modern Power Plant developed in Japan�

	�

��

Theme III : Affordable, Reliable & Sustainable Energy �

p Summarize it and 
prepare the poster 
tour presentation�

p Find factors & 
problems, debate it: �

1)  How to propose the electrical power 
plant you have  learnt in a target 
country you chose? 

2)  Classify the problem and how if apply 
Japanese Tech. and USA/Germany 
Tech. to solve the problem? p Search from Internet 

to find the way for 
problem solving and 
to propose it in a 
chosen country:�

�  The country condition 
�  Existing Technology  
�  The control system 
�  Risk Engineering 

Investigation 
�  … 

Presentation Practice, 
 Poster Tour Preparation�
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4.4. Oral and Poster Presentation 
   As scheduled on the first day of the course on 28 August 2017 that was designed for the training 
exercise, after all of GW developed the discussion problem about “Global Air Pollution Problem” with 
a sample case of “PM 2.5 Pollution Problem” for approximately one hour, all of the GW then reported 
their discussions results in the oral presentation for 10 minutes per group or for 1~2 minutes for each 
member of group at the end of the session. 
   The following figures are some of the best slides that have been presented by each GW as an 
overview of how they respond to the driving questions consisting of “Why the problem occurred in 
China and some countries”, “What is the source of the cause”, and “How Japan applies strategy and 
technology to reduce the air pollution”.  
   Although the time available for the discussion problem was limited to only one hour, all groups 
seemed to attempt their efforts to explore information as much as possible, either from the Internet or 
by directly discussed it with TAs that mostly are from China as a reference, to prepare their oral 
presentations in the power point slides, and to plan the role tasks within the team about who and in 
what part he/she would give a talk. 
 

  

  

  
 
   As scheduled on the second day of the course on 29 August 2017, the discussion problems about 
the power plants technology, the air pollution problem produced by the power plants, and how to 
introduce the reliable energy on some developing countries with high pollution level have been 
conducted for approximately two hours, all of the GW then summarized their discussions results in the 
poster presentation for 30 minutes simultaneously in which all of the GW’s members should explain 
the contents of their poster one by one at the end of the session. 
   The following figures show the posters presented by each GW sequentially from group A to F. 
Group A learned how the mechanism technology of the windmill, solar, fossil fuel based and 

What is PM2.5? 

1. Organic dust 
2. Airborne bacteria 
3. Construction dust 
4. Coal particles from 

power plant 

Why did the PM 2.5 pollution occur? 

ここに文字を入
力 

Peking source of pollution  

Second Aerosol Industrial Oil-fired 
Sand and Dust Biomass Burning Automobile Exhaust 

Source cause of the problem 
in China�

u Economic	growth	

u Using	a	lot	of	automobile	

u Thermal	power	plant	

Etc…�

PM2.5 Pollution 
(1)PM2.5 pollution caused by exhaust emission from 
plant that use much coal. 

(2)Bushfires occurs in these developing 
countries ,and many people who live there do not 
burn fuel completely, which caused incomplete 
combustion. 

(3)Government of japan establishes environmental 
standards about PM2.5 and regulates amount of 
emission for company. 

• Taiwan: 
• 1. Carry from China by wind (30%) 
• 2. Fossil fuel power station 

• Malaysia: 
• 1.Slash and burn 
• 2. Peat Fires 
• 3. Blown by wind from Indonesia 

What the source cause of the 
problem in Taiwan ＆ Malaysia 

Japan solutions strategy and technology 
• Stronger regulation 
• Technology of collecting particle in the air 
• Development of cars which are more eco-friendly 

How does Japan apply the strategy and 
technology to reduce the air pollution? 
•  Law to limit the car pollution 

Sha-ken 
•  Reduce using fossil fuel power production 

Replace by solar power, wind power 
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geothermal power plants, examined how each type of those power plants affect human and ecosystems, 
informed the countries in the world where the type of power plant have been applied such as USA, 
Germany, China, Japan, Spain, and India for the windmill power plants, USA, Philippines, Indonesia, 
and Japan for the geothermal power plants, and categorized the energy generated by each type of those 
power plants based on affordable, reliable and sustainable factors. Group B learned how the 
mechanism technology of windmill, solar, nuclear and hydroelectric power plants, examined what the 
advantage and disadvantage of nuclear and windmill power plants, how the efficiency, cost, lifetime of 
the hydroelectric power plants, and how if proposing the nuclear power plant in Bangladesh.  
    

  
 

   Group C learned how the mechanism technology of the windmill, solar, nuclear, and waterfall 
power plants, and examined how if proposing the windmill power plant in Taiwan, the solar power 
plant in China, the nuclear power plant in Mongolia, and the waterfall power plant in Malaysia. Group 
D learned how the mechanism technology of the windmill, solar, nuclear, and coal & gasoline power 
plants, examined what the merit and demerit of those power plants for human and environment, 
informed the countries where the type of power plants have been implemented such as the windmill 
power plants in Europe, the solar power plant in Japan, the nuclear power plant in Taiwan, and coal & 
gasoline power plant in Japan where the fuel for the thermal power is generated by natural gas such 
that the exhaust gas contains only carbon dioxide and water, and in China where the fuel for the power 
uses coal such that the exhaust gas contains dust, coal ash which might cause the PM 2.5 pollution and 
the acid rain occurred there. 
 

  
 
   Group E learned how the mechanism technology of the windmill, solar, nuclear, and waterfall 
power plants, examined what the merit and demerit of those power plants, and informed the countries 
where those power plants have been implemented, such as the windmill power plant in Germany, the 
nuclear power plant in France, which is known as a country whose stable lands against earthquakes, 
and thought how if introducing the waterfall power plant in Japan. Group F learned how the 
mechanism technology of the windmill, solar, nuclear, and coal & gasoline power plants, examined 
how the air pollution effect, and thought how if introducing the windmill power plant in China, the 
solar power plant in Malaysia, and the coal & gasoline power plant in Japan. 
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   There was oral presentation held by all of expertise groups simultaneously that actually scheduled 
on the third day of the course on 30 August 2017, but since some of the expertise groups have not 
finished summarizing the points of their discussion results, the oral presentation schedule then applied 
only for the groups that have already finished summarizing it. 
 
4.5. Final Poster Tour Presentation 
   The final poster tour was held on the last day of the course on 31 August 2017 as scheduled 
(Please see the final poster tour schedule on page 5 of this summary report). There were five expertise 
posters displayed in the tours, with the map shown in the figure below, that consisting of solar energy 
power plant, windmill power plant, coal & gasoline or fossil fuel based power plant, nuclear power 
plant, and geothermal power plants. In the final poster tours, one expert on a type of power plant 
presented the poster for 10 minutes in front of his/her group mates that formed on the second day of 
the course. 
   The expertise group of solar energy power plant presented how they proposed the solar power 
plant in Malaysia. They classified problems on geography, security, education that occurred there and 
introduced the problem solving in realm Japanese science and technology such as creating the 
adjustable and mobile solar panels in order to receive sunlight directly wherever it placed, installing 
the security system and calling the government supports for its development, disseminating the good 
point of solar power plant to people, designing the heat type of solar power plant to place on desert, 
the thinner and more transparent solar panel to raise the efficiency, and generating the micro wave 
technology to send all of solar beam from outer space to Earth. 
   The expertise group of windmill power plant presented how they informed the windmill power 
plant companies that have been built in UK, and how they proposed the innovative Japanese “Wind 
Lens” technology and locating it at the off-shore as a problem solving to overcome some factors of 
noisy, efficiency and stability, and treats from bird strike which was appeared on the conventional 
model of the windmill power plant. 
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   The expertise group of coal, gasoline, gas, fossil fuel based power plant presented how they 
informed each type of power plant companies: gasoline (42.3%), gas (22.8%), coal (26.6%), others 
(8.3%) have been built in Japan. This group examined some factors suchlike price, pollution, and 
efficiency among gasoline, gas, and coal power plants, concluded that the gas power plant had the low 
pollution effect and high efficiency compared to the others, and proposed some solutions for the 
shipping cost problems, since Japan imported gas from other countries, by building the gas power 
plant near the sea, and the new “Combined Cycle” Japanese technology to reduce exhausting gas 
included CO2 which contributes to the global warming effect. 
   The expertise group of nuclear power plant presented how they informed how the development of 
nuclear power plant in France could overcome the problems suchlike the poor of natural resources and 
the low level of employment rate. This group introduced the Japanese “Risk Engineering” technology 
as one of solutions suchlike to control the handling of radioactive waste.  
 

  
 

   The expertise group of geothermal power plant presented how the factors of affordable, reliable, 
and sustainable energy against the geothermal power plant they proposed in Canada, one of countries 
located at the Pacific Ring of Fire. This group introduced the Japanese “Binary Cycle” technology and 
the law regulations for the geothermal power plant development with that of the natural parks or hot 
spring as one of solutions to overcome the high cost or non-affordable problem of geothermal power 
plant. They informed that the geothermal power plant is sustainable energy since the heat extraction is 
much smaller compared with the content of Earth’s heat, and is reliable energy since it is very 
environmentally friendly, not affected by the weather condition, and the generated electricity is stable. 
This group also introduced the “SWOT” (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis to control 
the optimization between advantage and disadvantage factors that may arise from the development of 
geothermal power plant, suchlike “Strength” because of no air pollution and no need to import from 
other countries, “Weakness” because it is high cost to build it nearby volcanoes and need many 
intensive researches for it, “Opportunity” because it can be expanded to mountainous area, and 
“Threat” because it may cause the lands lid or small earthquake. 
 

  
 

	�
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V. Review and Evaluation 
   The scratching figure below shows a global flow chart of the overall programs that planned to be 
implemented in the Global PBL Summer Intensive Course 2017. A lot of driving questions, driving 
instructions, main topic and target points are prepared in order to control each program, particularly in 
the problem discussion process, so that it would not deviate far from the desired themes and goals. The 
discussion topic, although it was written with different titles every day, but it is thought to be related 
each other. It is intended that the learning outcomes obtained on the first day that have been reported 
in the oral presentation could be used as input for the problem discussion on the second day. The 
second day learning outcomes reported in the poster presentation would be the input for problem 
discussion on the third day and so on the third day when experts gathered in an expertise group, they 
could utilized the learning outcomes obtained on the second day as input for developing problem 
discussion more intensive to achieve to the final goal would be presented in the poster tours. 
   When reviewing the content of a poster presentation on the second day and final posters on the last 
day as written above, there are some notes that may be evaluated. For example, the unresolved 
problems appeared on the second day could be continued as problem discussion among experts on the 
third day. Especially the target of developing countries that have been selected and written on the 
second day posters may remain as an option during problem discussion among experts on the third day, 
as the purpose of this course which is more emphasis on learning the problems occurred in developing 
countries and looking for solution by taking advantage the high technology from developed countries. 
   Actually the effort to select the developing country as a target of the proposal program has been 
carried out through the driving instructions that written on the working sheet for every student, the 
slide shown in the Surface tablet, and the problem classification through poster observation together 
among experts on the third day of the program. There was a tendency from some expertise group to 
select the developed country with a few problems as their proposal target such presented on the final 
poster might be due to limited discussion time and the lack of controller role from teachers or TAs 
during the discussion process. 
 

 
 
   The following figure shows the time duration that has been used to develop the discussion and to 
report the presentation during the 4 days of the program. As shown by the bar chart, the time allocated 
for oral and poster presentations and the time for doing discussion increased with increasing days. 
However, since the time available was sufficient for doing “Student Activities” and “Active Learning” 
process only once in one-way (please see the flowchart of the PBL method on page 3), it is important 
to think about adding one more day into the program, so that “Student Activities” and “Active 
Learning” process can be repeated or cycled to find a better problem solving. 
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   The following pie chart shows the student's response to the questionnaire given on the closing day. 
It shows that student enthusiasm for clicker time occupies the most compositions, discussion session 
and oral/poster preparation occupy the same composition, oral/poster presentation occupies the lower 
composition and the ice break program occupies the least composition. 
 

  
 

 
VI. Feedback 
   The following pie diagrams show the level of understanding (理解度) of students as the response 
to the course program such as explained in the syllabus sheet shown in Appendix B. 
   Some notes as the feedback for the implementation of the program, which was input from TAs as a 
response to the questionnaire written in Appendix C, can be summarized as follows:  
• It is better if the target proposals related to developing countries was explained many times  
• It is better if the group members was shuffled every day to allow students to develop their soft 

skills in communication 
• It is better if the discussion topic was not too broad so that the target would be more focused 
• It is better if one discussion topic was done within 2 days, so that students do not do it in a hurry  
• It is not necessary to change the group members between the first and the second days 
• It is better to insert a break in between the time for discussion and the time for presentation 

The bottom right image illustrates the ads about the Global PBL Summer Intensive Course 2017, 
and finally the snapshots photos when conducting the program are summarized in the end of this 
summary report. 
 
 
 
 
 

	�

��

Review: Duration for the Problem Discussion �

Minutes / All Students�

Day�
1st� 2nd � 3rd �

120�
110�

60�

	�

��

Review: Duration for the Oral or Poster Presentation�

Oral 
Presentation�

Oral/Poster 
Presentation�Poster 

Presentation�

Poster Tour 
Presentation�

Day�

2�
4�
6�

10�

One student 
in minutes�

1st� 2nd � 3rd � 4th �

	�

��

Questionnaire 2�

Which program in this course do you like?

1.  Clicker Time 

2.  Ice Break Program 

3.  Discussion Session 

4.  Oral/Poster Preparation 
 
5.  Oral/Poster Presentation 
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Designed by GO!�

Global PBL Summer Intensive Course
 “Affordable, Reliable and Sustainable Energy for All”�

For the 4th & 5th grade students of Ibaraki College
On 28 ~ 31 August 2017 from 10:40 to 15:50

At Department of Mechanical & System Engineering 
Annex Building of Ibaraki College

����
��������	����
�

The teachers are Dyah & Ghosh of Ibaraki College
With Six Foreign Post-Graduate Students 

of Tsukuba University as Teaching Assistants (TA)


“Let's open our minds to criticize global problems around us, 
learn the root causes, and work together to find solutions 
by the insights of science & technology we have, through
the attitude cooperation among multinational societies” �
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Global PBL Summer Intensive Course 2017
Group Activities on 28 August 2017 (Monday)

Clicker Time�

Oral Presentation�

Ice Breaking Program
“Pair Introduction”
“Interviewing TA”�

Brainstorming,
Analysis…

Info Searching,
Classification…�

GW Discussion,
Criticize…�

Solution, Hypothesis,
Verification, Summary,

Presentation…�

Global PBL Summer Intensive Course 2017
Group Activities on 29 August 2017 (Tuesday)

“IchiGo” Ice Break�

Jang-keng-pong!

W-L Introduction�

GW Analysis…

GW Info Searching..

GW Debate…

GW Hypothesis�

GW Verification�

GW Summary�
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Global PBL Summer Intensive Course 2017
Group Activities on 30 August 2017 (Wednesday)

Problem Classification 
by each Expertise Group

“IchiGo” Ice Break�

Expertise Group 
Working Discussion

Poster Tour 
Preparation

Global PBL Summer Intensive Course 2017
Group Activities on 31 August 2017 (Thursday)

Poster Tour Preparation and Rehearsal 
By each of Expertise Group
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Global PBL Summer Intensive Course 2017
Poster Tour Session on 31 August 2017 (Thursday)

Poster Tour Session Presented by One Expert
In front of her/his Base Group Mates

Solar Power Plant 
Fossil Fuel Based Power 

Plant

Windmill Power Plant 
presented by two experts 

 Poster Tour presented by a TA 
Geothermal Power Plant

Global PBL Summer Intensive Course 2017
Photo Memory on 31 August 2017 (Thursday)
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APPENDIX A 
 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2017 
- Assessment Activity Sheet – 

 
 

Date   : Monday, 28 August 2017 
Session Name  : Ice Breaking Program 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  1: ~20%  2: ~40%  3: ~60%  4: ~80%  5: ~100% 
 
No. Student’s Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 

 
 
Date   : Monday, 28 August 2017 
Session Name  : Theme I Discussion: “Global Air Pollution PM 2.5” 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  1: ~20%  2: ~40%  3: ~60%  4: ~80%  5: ~100% 
 
No. Student’s Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 

 
 
Date   : Monday, 28 August 2017 
Session Name  : Oral Presentation in Base Group I 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  1: ~20%  2: ~40%  3: ~60%  4: ~80%  5: ~100% 
 

No. Student’s Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 

 
 

Ibaraki College National Institute of Technology, 28 – 31 August 2017 
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APPENDIX B 
	 シラバス理解度チェック	 	

年	 	 出席番号：	 	 	 	 番	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 工学科	 	 氏名： 
共通 グローバル工学基礎 4年・5年・集中・選択・学修 1単位 

担当教員 ディア	 スリスティアニンティアス	

ゴーシュ シュワパン クメル 
連絡先 ディア	 スリスティアニンティアス	

E-mail: dyahs@ge.ibaraki-ct.ac.jp 
ゴーシュ シュワパン クメル 
E-mail: skghosh@ge.ibaraki-ct.ac.jp 

講義の概要 国際化する世界で活躍するエンジニアにとって、技術・科学に関するグローバルな動向・専門知識に関する知

見は必須のものであることから、これらについて外国語を通してより実践的に学習する。ここでは外国人教員

が学生にグローバルな課題を提示、外国人ティーチングアシスタント (TA) の指導のもと、与えられる Problem 
Based Learning (PBL) の課題に対し、グローバル的感知から解決策を検討、英語で発表をする。 

到達目標 1. 現在の世界の技術に関する流れを理解する。 
2. 外国人教員による授業を通じて実践的な技術英語を理解する。 
3. 多国籍集団との協働により改題解決のスキルを身につける。 

日程 授業項目 理解すべき内容 理解度 
第 1日目	 1. アクティブ・ラーニング (AL) の基礎演習 

1) Clickerを用いた自己評価を行う 

2) Ice Breakingプログラムを通してコミュニケー
ションスキルの強化 

学生はクリッカーで自己評価の勇気を養い、英語

によるグループ内のペア紹介、外国人 TA にイン
タビュー、各グループ で TAの紹介を通して発話
力と対応力の強化ができる 

	

	 2. グローバル工学基礎 (PBL) の基礎演習 

1) 問題解決型授業 (PBL) 教育方法の心得 
2) グループワーク型授業で課題の討論 

学生は教員に提示された課題を確認・分析、学習

によって知識を獲得・習得、各グループワークに

インターネットで調べ、外国人 TAが指定した課
題解決策を検証、多国籍集団の恊働で英語での意

見交換や口頭で発表することができる 

	

第 2 日目	 1. 体験学習 (AL) の適用 

1) Clickerを用いたアンケートや問題に回答 

2) Ice Breakingプログラムを通して情報発信力の
強化 

学生はクリッカーでアンケートや問題の回答を

リアルタイムに徴収、英語によるグループ内の

メンバーにインタビュー、各グループ でメンバ

ーの紹介を通して情報発信力の強化ができる	

	

	 2. PBLでグローバルな課題に対して実施 
1) グローバルの問題に質問・調査 
2) グループワークでグローバルな課題とその関
連に分析、演繹推理、議論・根拠の提示 

学生はグローバルな課題を確認・分析を通して

よりグローバル意識と基礎力向上、外国人 TAと
グループメンバーとの議論、インターネットの

学習活動で課題解決策を検証、多国籍集団の恊

働で英語によるポスター報告発表ができる	

	

第 3 日目	 1. 専門家のグループワークで体験学習 (AL) の適用 

1) Clickerを用いたアンケートや問題に回答 
2) Ice Breakingプログラムを通して企画構成力や
リーダーシップ力の強化 

学生はクリッカーでアンケートや問題の回答をリ

アルタイムに徴収、英語による専門家グループ内

のメンバーにインタビュー、多国籍集団における

リーダーシップの理解ができる	

	

	 2. PBLにおける専門家のグループワークでグローバ
ルな課題に対して実施 
	

多国籍社会の協力における多様性の認識に基づ

いて、グローバルな問題を批判し解決する能力を

向上、英語による専門家の恊働で口頭報告発表を

取りまとめることができる	

	

第 4 日目	 ポスターツアーでの成果の発表	

	

	

プレゼンテーション能力の向上	

自分達が作成したポスターを、専門家全員が

10 分程度英語で説明することができる	

	

履修上の注意 本科目は，講義内容が一部変更になる可能性があります｡	

平成２９年度の講義は 8月 28日（月）から 8月 31日（木）の 4日間行います。	
	

学習教育目標 E, F 達成項目 本科ト）、チ）に対応 JABEE 認定基準  
教科書･参考書 必要に応じてプリントやワーク用紙を配布。	

成績の評価方法

及び合格基準 
課題に関するグループワークへの貢献度と英語での発表で評価を行う。 

学生へのメッセ

ージ、予習・復習

について 

外国人教員の、英語による、専門の授業です。受講を通して是非ともグローバル化する科学・技術に対応で

きる国際的・実践的な技術者への第一歩として欲しい。 

理解度欄（4:十分理解できた	 3:まあまあ理解できた	 2:あまり理解できなかった	 1:全く理解できなかった） 
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APPENDIX C 
 

QUESTIONNAIRE 

Global PBL Training Intensive Course (28– 31 August 2017) 
 

Name:_______________________ 
 

〜Dear students who have participated in Global PBL Training Intensive Course~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, etc. related to the course, so 

would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please circle the alphabet that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good B. Good     C. Average  D. Poor     E. Very Poor  

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker  2. Ice Breaking  3. Discussion  4. Oral Presentation  5. Poster Tour 
 
2. What is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A        B       C       D       E 
 
3. How about the facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support your work? 
    A        B       C       D       E 
 
4. Did you enjoy communicating in English with your group mates or TA? 
    A        B       C       D       E 
 
5. Did you have enough time for discussion and preparation for the presentation? 
    A        B       C       D       E 
 
6. Could you positively join the discussion and other programs? 
    A        B       C       D       E 
 
7. What do you think about the explanation in English given by your TA? 
    A        B       C       D       E 
 
8. What do you think about the explanation in English given by teacher? 
    A        B       C       D       E 
 
9. Which aspect did you contribute to develop discussion in your expertise group? 
 1. Solar  2. Windmill  3. Fossil Fuel  4. Nuclear  5. New Technology Power Plant  
 
10. Write your comment or suggestion either in English or Japanese about everything that 

would make you feel more confortable joining the course: _________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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I. Background
One of the fundamental plans of a global ‘Kosen’ model project in National Institute of

Technology, Ibaraki College (NITIC) is the promotion of global communication skills, which 
is required to express one’s self in a global environment based on appreciation of diversity and 
critical thinking. This consists of education to foster global talents, globalization of the 
educational environment and globalization by cooperation. 
   Ibaraki College has established a comprehensive cooperation agreement in the field of 
education research with the graduate school of system and information engineering of Tsukuba 
University since March 2015. Along with the agreement, the memorandum on the 
implementation of tutor system at colleges by international post-graduate students has been also 
signed up and applied by inviting the foreign post-graduate students of Tsukuba University to 
become English speaking teaching assistants for some courses held in Ibaraki College, such as 
the project based learning (PBL) global mechanical engineering subject held in 2015 and the 
global problem based learning (PBL) training as the summer intensive course held in 2016 and 
2107. 
   Here, we would like to report the summaries of the Global PBL Summer Intensive Course 
2018 conducted at the Department of Mechanical and System Engineering Annex Building in 
the National Institute of Technology, Ibaraki College during 28~31 August 2018. 

II. Overview of the PBL Method
What is the PBL method? PBL is the acronym of “Problem Based Learning”, a type of

education method that setting the problem solving as the backbone of the lecture or “Learning 
by Solving the Problems”. The PBL style education was originally applied as an educational 
pattern for the medical students in 1960 and has been adopted now by educational institutions 
around the world. 
   What is the importance of the PBL education method compared to the general education 
method? In general education method that sometimes known as the form of communicating 
knowledge, it consists of such following steps: teachers explain new concepts and knowledge 
to students, teachers confirm student's knowledge retention by giving some examples, and then 
teachers will prepare for the next stage. On the other hands, the PBL education method provides 
such the following steps: teachers present problems or tasks to students, students confirm and 
analyze the problems and acquire knowledge by learning the problems, students verify the 
problem solving, do review and feedback, and then teachers will prepare for the next stage. 
Basically, there is no explanation or presentation of new knowledge to be learned at the 
beginning of class, although it may be done at last or after the class, and starting by presenting 
the problem is a characteristic of the PBL method. 
   The following figure shows 4 stages model of PBL methods2 that applied as the active 
learning class in team works. It ranges in sequence from thinking the problems, brainstorming 
or analysis process, criticizing or opinion, and discussion or debate.  
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   What additional skills would be improved by the PBL method? One of the aims of the active 
learning class is to cultivate skills, particularly the problem solving and the teamwork skills, 
according to the 21st century style. In fact, however, the quality and skill of most graduates are 
not enough to meet the real social demands. To improve this situation, the PBL education 
method becomes a center of consideration, because the previous facts such as the professional 
ability that tends to the theoretical knowledge and lack of logical thinking skills would be 
improved to be the applied knowledge with highly logical thinking through the PBL methods. 
When the previous facts showed the conventional concept, conservative and local oriented the 
way of thinking, through the PBL method it would be improved to be the innovated and global 
oriented the way of thinking. If there were no self-confidence in the teamwork communication 
as shown by the previous facts, then it would be improved to be the excellent teamwork 
communication through the PBL method. The examination as the first thing to go through, a 
tendency to easily give up and be less flexible as the symptoms shown in the previous facts 
would also be enhanced into lifelong learner, cheerfulness, adaptability and striking power 
through the PBL methods. 

   The detail concept of the PBL method, as shown by the above flowchart, flows from global 
issues as the learning purpose, factors and analysis, solutions and hypothesis, presentation, and 
feedback. The factors and analysis, include students’ activities, flows also to brainstorming and 
classify process, working group (WG) discussion, flowing back to the analysis process and 
repeat as necessary. In the solution and hypothesis process, included the active learning through 
library studies or the information communication technology (ICT), flows also to the info 
searching and acquisition process, the verification process, and flowing back to the solution 
process and repeat as necessary. 
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III. Global PBL Summer Intensive Course 2018
Vision, Mission and Goals
   It is a common sense that the academic skills and expertise on science and technology, the 
ability to resolve global-scale and international issues by means of comprehensive collaboration 
in good attitude among multinational societies, as well as the capacity to transmit information 
and solutions, are basic requirements for engineers to play an active role in the age of 
globalization. Along with increasing the number of multinational corporations and companies 
that conducting international business or developing overseas branch factories, the number of 
qualified engineers who have insight and comprehension in global thinking would also required 
increasingly. As one of technical colleges in Japan, Ibaraki College is also concern with the 
requirements and has already started to set up such ‘learning by training’ through the Global 
PBL Summer Intensive Course to produce qualified engineers who are ready to face challenges 
in the age of globalization. 
   In the global PBL training program, the 4th and 5th grade students of Ibaraki College are 
trained to sharpen their logical, critical and lateral thinking skills against some sensitive global 
issues, to explore their ideas in the realm of science and technology to find the solutions, and 
to learn how to express or share their findings through oral or poster presentation in English. 
The aims of the program may be summarized as follows: 
1. Students would earn comprehensive knowledge on the current trends in scientific and

technological innovation.
2. Students would have insight knowledge on science and technology through communication
in English taught by foreign teaching assistants (TA) and teachers.
3. Students would gain problem solving skills through attitude of cooperation and dialogue
among multicultural societies.

Global PBL Theme 2018 
   One of the most important issues mankind is facing right now is global warming. Its effects 
on animals, plants, water resources and oceans are indeed frightening. The effects of global 
warming on the human population are multidimensional and immeasurable. Unfortunately, the 
causes of global warming are mainly from us, the human race, and the effects on us will be 
severe and unpredictable. The Earth has witnessed five mass extinctions before, when more 
than 75% of species disappeared. Although exact causes of these mass extinctions are not 
clearly known. It is believed that rapid climate change is one of the major causes. The 5th mass 
extinction occurred about 65 million years ago when dinosaurs went extinct. This occurred due 
to the impact of a giant meteorite in Mexico. This meteorite impact suddenly altered climate 
around the Earth and resulted in the mass extinction. Probably, the 6th mass extinction event 
will occur due to the man-made disaster. Global warming is the biggest man-made danger we 
are facing right now. Scientists and engineers must innovate new technology to mitigate the 
danger of global warming.  

What is global warming? Global warming means continuous rise in Earth’s average surface 
and/or environmental temperature. Global warming occurs when the levels of greenhouse gases 
in the atmosphere increase. The energy from the Sun is absorbed by the Earth's surface and then 
radiated back into space through infrared radiation. However, part of this energy is absorbed by 
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greenhouse gases (such as, carbon dioxide, methane, water vapor, etc.) present in the 
atmosphere. This trapped energy in the atmosphere causes increase in atmospheric temperature. 

This graph shows the increase in average global temperature during the last 140 years. 
According to a continuous study conducted by the NASA’s Goddard institute, the Earth’s 
average global temperature has increased by 0.8 degrees Celsius (or 1.4 degrees Fahrenheit) 
since 1880. Since the beginning of the Industrial Revolution, the thermometer readings have 
risen continuously. It is very important to note that the temperature has risen very rapidly during 
the last 40 years. Hence, the crucial questions are what will happen to the Earth in 100, 200 and 
500 years? What is the future of the Human race? How long can we survive on Earth? What 
are our responsibilities to save our planet Earth? We have tried to explore the answers of these 
questions during the Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018. 
Global warming is closely associated with the global CO2 emission and/or greenhouse gas 
emissions from factories, fossil fuel based power plants, motor vehicles and other similar 
sources. Some countries are emitting large amount of these harmful gases. Therefore, in this 
course we have investigated and discussed the individual contribution of some countries such 
as China, Japan, India, Indonesia, Germany, Russia, Canada and USA. Five graduate students 
of the University of Tsukuba were participated in this course as teaching assistants. 

Participants 
   The number of the 4th and 5th grade students of Ibaraki College who enrolled as participants 
in the Global PBL Summer Intensive Course 2018 was 13. They include both Japanese students 
and overseas students. Five overseas post-graduate students from the Graduate School of 
System and Information Engineering of the University of Tsukuba participated in this program 
as teaching assistants (TA). 

Names of the overseas students participated in this program are: 
1. Mr. Abdulrahman Joubi
2. Mr. Wang Zilin
3. Mr. Buzaaba Happy
4. Mr. Yang Rui and
5. Mr. Mu Yu.

Data source: climate.nasa.gov 
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Schedule 
   The following table shows the detail schedule of Global PBL Summer Intensive Course 
2018 

Contents of each session and the contribution of the TAs are described in the daily schedule given 
below. 

 28 August 2018 (Tuesday) (Training Exercise to develop discussion)
10:00 – 10:20  “Short Briefing” between teachers and teaching assistants (TA)
10:20 – 10:40 “Registration and Card Grouping”: Checking the students’ attendance, handing out the

name’s tag, and grouping students (if possible each group includes one foreign 
student). 

10:40 – 11:00 “Opening Talk” by teacher: 
(1) Introduction of advisors, teachers and TAs (for TAs, only name and affiliation)
(2) A brief introduction of the main PROBLEM /the discussion theme.

(PPT slides (2-3 pages): includes pictures, figures, videos, news-clip etc.).
11:00 – 12:30 “Ice Breaking Program”: Pair Introduction: Aim of this part is to build a friendly and 

easy working relationship among the participants. 
[2 persons sit in one table. Total 16 (including TA) will sit in a round sitting 
arrangement. Seats of the TAs are on the left side. Each person will interview his/her 
neighbor.  15-20 mins] 
[Students siting on the right side of the desk will move to the next desk. Each person 
will interview his/her neighbor.  15-20s mins] 
[ Students siting on the right side of the desk will move to the next desk. Each person 
will interview his/her neighbor.  15-20 mins] 
[TA interview: Every student in one group (TA + 2 or 3 students) will interview the 
TA of the group. Ask question about his TA’s university, research activity, his home 
town, his country’s education system, etc.  15 mins] 
[ Then, choose one representative from each group by ‘jang-keng-pong’, in principle 
the looser is the representative of the group. 
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The representative (the looser of ‘jang-keng-pong’) will report TA’s information in 
front of the class after discussing and confirming the data with other members in each 
group.  25 mins] 

12:30 – 13:30 “Lunch Time” 

13:30 – 14:50 Theme I Discussion Session I: Effect of Global Warming in the world 
5 mins talk by Teacher (pictures, figure, news-clip, video, etc.) to initiate discussion 
Students (13) will be divided into five working groups- based on five countries/area. 
G1 - 3 (1Fs +2Js) (India-Bangladesh group ) TA Syria 
G2 - 3 (1Fs +2Js) (Malaysia-Indonesia group) TA China 
G3 - 3 (1Fs +2Js) (China group) TA China 
G4 - 2 (1Fs +1Js) (Mongolia group) TA China 
G5 - 2 (1Fs +1Js) (Africa group) TA Ruanda 

TAs will guide students to find appropriate ONLINE resources/discussion materials 
(consist of texts, photos, pictures or news clips, videos) through tablets (PCs) available 
in each group about Global Warming. 

Let students think and discuss the evidences/facts of global warming in the respective 
area, the sources/causes based on the facts in your respective GROUP-
countries/area. 
Students should collect information about what type of industries, machines, factories, 
etc. in his/her country are creating large amount of greenhouse gases, and mainly 
responsible for global warming. 

Let students discuss and analyze or criticize the root problem based on scientific and 
technological point of view, and finally guide them to summarize their findings in a 
PPT file for 2 mins oral presentation.  

Notes: TAs may also give ideas or advices to broaden the insight thinking of students 
about Global Warming. 

14:50 – 15:30 “Oral Presentation”: [Students present findings of this session] Support students 
to prepare his/her oral presentation PPT file. This should include pictures, figures, 
news-clip, video clip. Oral presentation time is 2 mins for each student. Every student 
will present in front of all the students and TAs. 

15:30 – 15:50 “Evaluation & Summary”: Teacher will evaluate and summarize students’ activities 
on that day. 

 29 August 2018 (Wednesday)
(Active Learning and Working Group → Poster Presentation)

10:00 – 10:20 “Short Briefing” between teachers and teaching assistants (TAs) 
10:20 – 10:40 “Check Attendance and Card Grouping II” 
10:40 – 11:00 “Review & Outlines”: Teacher will give a glance review about previous activities, 

outlines of the next discussion theme and activities.  
11:00 – 11:40 “Clicker Time and Ice Breaking Program” 
11:40 – 12:30 “Theme II Discussion Session I: Major sources of Global Warming around the 

world 
Students should learn: what type of industries, machines, factories in his/her group 
countries responsible for global warming. For example: (1) Electric power plants, (2) 
Industries/factories, (3) Gas based factories, (4) Motor-vehicles/Transports (5) 
Agricultural activities 

Guide students to find appropriate ONLINE resources/discussion materials (consist of 
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texts, photos, pictures or news clips, videos) through tablets (PCs) and let them explore 
various effects of global warming occurring in different places on Earth. 

12:30 – 13:30 “Lunch Time” 

13:30 – 14:30  Theme II Discussion Session II: Technologies used in the advanced countries to 
reduce global warming (selected advanced countries: USA, Canada, Germany, 
Russia, Japan) 
Students regroup, make expertise groups (name: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5) and 
learn about the technologies being used in the advanced countries to reduce global 
warming. New groups are: 
EG1 (USA)  : (G1+G2+G3) 
EG2 (Canada) : (G2+G3+G4) 
EG3 (Germany) : (G3+G4+G5) 
EG4 (Russia)  : (G1+G2) 
EG5 (Japan)  : (G1+G5) 

Support students to explore technologies being applied in the advanced countries to 
reduce global warming. Statistical data may be used as references. Please help them 
finding the answers of the  
Driving questions: (1) What types of technologies are being used by advanced 
countries to reduce global warming? 
(2) What technologies (used in advanced countries) may be appropriate in your group
country to reduce global warming issues in the long term? 

14:30 – 15:10 “Preparation of Poster Presentation”: Support students in preparing his/her poster 
based on today’s understanding and findings. 

15:10 – 15:30   “Poster Presentation”: Every student in each group would have about 5 minutes to 
present his/her summary poster in front of the TAs simultaneously. 

15:30 – 15:50 “Evaluation & Summary”: Teacher will evaluate and summarize students’ activities 
on that day and give a mini questionnaire using clickers. 

 30 August 2018 (Thursday)
(Active Learning and Working Group expert → Oral Presentation)

10:00 – 10:20 “Short Briefing” between teachers and teaching assistants (TAs) 
10:20 – 10:40 “Check Attendance and Expertise Grouping” 
10:40 – 11:00 “Review & Outlines”: Teacher will give a glance review about previous activities, 

outlines of the next discussion theme and activities, and a mini questionnaire using 
clickers. 

11:00 – 11:40 “Clicker Time and Ice Breaking Program” 
11:40 – 12:30 Theme III Session I: Sustainable Solutions in your group-countries 

Students go back to their original (first day) groups, G1, G2, G3, G4 and G5. 
TAs will support students to explore sustainable solutions, based on your 
understanding of the new technologies are being used in advanced countries to reduce 
global warming. 
Examples: some countries apply environmental friendly new technologies which 
emits less amount of Greenhouse gases. TAs will help students to find relevant 
information from available resources in the internet such as texts, videos, pictures and 
news articles. 
Driving questions: What technology is appropriate in your group-country to reduce 
global warming. Explain why this technology is appropriate for your group-country. 

12:30 – 13:30 “Lunch Time” 

13:30 – 14:40  Theme III Session II: Sustainable Solutions in your group countries Technologies 
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of some advanced countries (that can solve global warming issues) 
Support students to explore and develop discussion to answer following driving 
questions: 
(1) What types of technologies are being used by advanced countries to reduce global
warming. 
(2) What types of primary energy resources are currently being used (with correct
statistical data available online) in your group countries? 
(3) Identify appropriate advanced technology for your group country to reduce global
warming. Explain why this technology is appropriate for your country. 

14:40 – 15:00 Preparation for Oral Presentation (PPT): Each person will create PPT slides (2 mins) 
on the solutions of global warming problem in his/her group-country based on today’s 
findings. Support every student in to prepare his/her oral presentation. 

15:00 – 15:30   “Oral Presentation”: Every student would have 2 minutes to present his/her oral 
presentation in front of all students and TAs. 

15:30 – 15:50 Evaluation & Summary 
Teacher will evaluate and summarize students’ activities on that day and give a mini 
questionnaire using clickers. 

 31 August 2018 (Friday) (Final Poster Tours)

10:00 – 10:20 “Short Briefing” between teachers and teaching assistants (TAs) 
10:20 – 10:40 Check the attendance of students and group them in a group formed on the second day 

of the course. 
10:40 – 11:00 Teacher will give a glance review about previous activities, outlines of the next 

discussion theme and activities. 
11:00 – 12:30 Poster Preparation and Rehearsal: Title of the poster: Global Warming- Causes, 

Effects and sustainable solutions. 

TAs support students to prepare for the poster and train them how to present a poster. 
All students should actively contribute to prepare his/her poster.  

Every poster should include information regarding the causes of global warming, 
effects of global warming and solutions of global warming in his/her group countries. 
Students should consider and include the real situation in his group countries, and 
summarize appropriate solution for his/her group countries with reasons/explanations. 

TAs please tell them hints or tips to be a good presenter or to be able to talk within 10 
minutes in the Final Poster Tours. 

12:30 – 13:30 “Lunch Time” 

13:30 – 14:00 Poster Rehearsal: All 5 groups will make a rehearsal simultaneously. 
14:00 – 15:00  Final Poster Tour: All 5 groups would present about 10 minutes (8 min presentation 

+ 2 mins questions/answers/discussions). All posters will be on the board. At first odd
number groups (1,3,5) will present in front of TAs, teachers and even number students.
Later, even number students will present in front of TAs, teachers and odd number
students.

15:00 – 15:30   “Clicker Time and Questionnaires”: Teacher would give a mini questionnaire using 
clickers and written questionnaires to be filled out by students and teaching assistants. 

15:30 – 15:50 “Evaluation, Summary and Closing Talk” 
Teacher will evaluate and summarize students’ activities for four days, give teaching 
assistants time to deliver his/her impression and messages to students before closing 
the final session of the course. 
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The following pictures shows students’ activities during the sessions: 
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Students’ activities during final poster preparation time: 

Following picture shows a complete poster: 
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Schedule of final poster session 

【資料１－２】



13 

Students’ activities during final poster session: 
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Group picture of the participants before closing the final session: 
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Following activity assessment sheets are used to evaluate students’ performances 

Attached sheet-1 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018 

- Assessment Activity Sheet–

Date : 28 August 2018 (Tuesday) 

Session Name : Ice Breaking Program  

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 28 August 2018 (Tuesday) 

Session Name : Theme I Discussion Session I: Effect of Global Warming in the world 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49%  

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 28 August 2018 (Tuesday) 

Session Name : Oral Presentation 

Name of Teaching Assistant : 

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 
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Attached sheet-2 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018 

- Assessment Activity Sheet–

Date : 29 August 2018 (Wednesday) 

Session Name : Theme II Session I: Major sources of global warming win the world 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49%  

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 29 August 2018 (Wednesday) 

Session Name : Theme II Session II: Technologies used in the advanced countries to 

reduce global warming 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49%  

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 29 August 2018 (Wednesday) 

Session Name : Poster Presentation 

Name of Teaching Assistant : 

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 
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Attached sheet-3 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018 

- Assessment Activity Sheet–

Date : 30 August 2018 (Thursday) 

Session Name : Session I & II: Sustainable solutions in your group countries by 

applying technologies from advanced countries  

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49%  

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 30 August 2018 (Thursday) 

Session Name : Oral presentation 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 
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Attached sheet-4 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018 

- Assessment Activity Sheet–

Date : 31 August 2018 (Friday) 

Session Name : Activity during poster preparation 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

Date : 31 August 2018 (Friday) 

Session Name : Poster presentation 

Name of Teaching Assistant :   

Evaluation of Activity  : A: 80~100%, B: 70~79%, C: 60 ~69%, D: 50~59%, E: ~49% 

No. Name of the student Group Number Evaluation 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 
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Attached sheet-5 

Global Problem Based Learning (PBL) Summer Intensive Course 2018 

QUESTIONNAIRE 

Name: ____________________________ 

Dear students, we would like to know your opinions, comments, suggestions, etc. related to this 
4-days long intensive course you have just completed. Would you please fill out this
questionnaire? We appreciate your cooperation very much.

Please circle the alphabet/number that best describes your feeling correspond to a given 
question.  
A. Very Good B. Good C. Average D. Poor E. Very Poor

1. In your opinion which program in the course was very interesting and impressive?
1. Clicker  2. Ice Breaking  3. Discussion  4. Oral Presentation  5. Poster Tour

2. What is your opinion about theme/topic for the discussion?
A B C D E 

3. How about the facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support your work?
A B C D E 

4. Did you enjoy communicating in English with your group mates and/or TA?
A B C D E 

5. Did you have enough time for discussion and preparation for the presentation?
A B C D E 

6. Could you positively join the discussion and other programs?
A B C D E 

7. How do you think about the explanation given in English by your TA?
A B C D E 

8. How do you think about the explanation given in English by the teacher?
A B C D E 

9. Which aspect did you contribute to develop discussion in your expertise group?
1. Solar  2. Windmill  3. Fossil Fuel  4. Nuclear  5. New Technology Power Plant

10. Write your comment or suggestion either in English or Japanese about everything that would
make you feel more comfortable joining the course:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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平成３０年度夏期集中講義グローバル工学基礎の報告書 

（Report of Global PBL Summer Intensive Course 2018） 

 

ディアースリスティアニンティアス 

 

1. PBLというのは何？ 

PBL は Problem Based Learning あるいは Project Based Learning の頭字語であり、そ

れぞれ小人数グループによる問題発見・解決型授業あるいは課題（プロジェクト）解決

型授業とされます。ただし、この問題解決は演習問題を解くことではありません。PBL

授業を事実する場合は、「何が問題なのか」から考える必要があります。 

 

2. PBLでの教育方法・指導の特徴 

PBL では講義のような学習事項の説明・提示が基本的にはなく、問題提起から始ま

ります。PBL がこのような授業形式である理由は、その教育スタイルが構成主義に基づ

いているからです。構成主義では、学習対象について学習者自身が理解を構成し、学習

者のなかにすでに存在している概念・知識を前提に組み立てられた授業を通じて、その

理解を深めていきます。そのため、学生自身が問題を解決するのに必要な学習内容を決

め、学生自らがそれぞれ多様なアプローチを使って知識を得ていくことになります。そ

の際、教育の役割はティーチャー（Teacher）から、学生が自らの学びを適切に行える

ように指導・支援する促進者であるファシリターター（Facilitator）へと変わります。 

 

3. 平成 30年度茨城高専のグローバル工学基礎の演習 

グローバル工学基礎の演習プログラムでは、茨城高専の 4 年生の 5 年生のために、

敏感な地球規模の問題に対して論理的、批判的、側面的な思考スキルを改善し、問題解

決を見つけるための科学技術分野のアイデアを探求し、 英語による口頭発表やポスタ

ー発表を通じて、問題解決を発信し、解説策を共有する方法を学ぶことができるように

目的でした。 

平成 30 年度グローバル PBL 演習に参加した学生は 1 人の 4 年生と 11 人の５年生

で、全部の参加者は 12 人でした。５年生のうちに１人の学生は昨年のグローバル PBL

演習にも参加した。プログラムの実施にあたっては、筑波大学大学院システム情報工学

研究科の共同で、大学院生の留学生がティーチングアシスタント Teaching Assistant (TA) 

及びファシリテーター(Facilitator)として募集されました。平成３０年度のグローバル工

学基礎では、５人の筑波大学大学院システム情報工学研究科の留学生の Abdulrahman 
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Joubi (リスク工学専攻), Wang Zilin (リスク工学専攻), Busaaba Happy (コンピュータ

サイエンス専攻), Yang Rui (知能機能システム専攻), Mu Yu (構造エネルギー工学専

攻)が TA として参加した。その参加者は 5 グループに分け、各グループに２〜３人の

学生のメンバーと１人の TA を含めました。 

平成３０年度グローバル工学基礎のテーマは、“Global Warming: Causes, Effect and 

Sustainable Solutions”で、１０月２８日（火）〜３１日（金）まで行った。表１に細かい

スケジュールを示す。各グループの１人ずつのメンバーの活動を動かすために、問題の

原因から、議論、分析、問題解決までの driving questions や、指定などを１Work Sheet

にまとめられていました。表 1 に示したように、最初の 3 日目までの毎日は、いろいろ

な ice breaking のプログラムや clicker time が行われ、最後の日に Poster Tours で１人ず

つのメンバーは英語での５分間の発表できるように行った。ポスターツアーのスケジュ

ールは表 2 に示します。 

 

表 1. 平成 30 年度グルーバル工学基礎のスケジュール 

 

表 2. ポスターツアーのスケジュール 
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4. グローバル工学基礎の演習中のまとめた写真 

  

  

図 1. Ice Breaking の活動 

 

  

  

図 2. Group Discussion の活動 
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図 3. １日目に一人一人のグループメンバーの口頭発表の活動 
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図 4. ポスター発表の準備の活動 

 

  

  

図 5. ポスター発表のリハーサルの活動 
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図 6. １人ずつのグループメンバーのポスター発表の活動 
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図 7. ポスターツアーの発表会の活動 
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図 8. ポスターの前に各グループの写真 
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