202２年度 同志社ローム記念館プロジェクト PPP（春）全体スケジュール
1. 全体スケジュール
（1）
プログラムのメンバーを募集する

（2）

（3）

広報スタート

３月２５日（金）

募集期間

４月４日（月）～４月１9 日（火）

メンバー選考期間

４月 20 日（水）～４月 25 日（月）

メンバー決定通知

４月 26 日（火）

プログラムの趣旨を理解する
＜個人ワーク＞

ガイダンス動画視聴

４月 26 日（火）
～5 月 5 日（木）23：59 まで

使用するツールを理解する
＜個人ワーク＞

Teams 説明動画視聴

プロジェクト立案の基礎知識を学ぶ
（問題定義・アイディア創造方法など）
＜個人ワーク・グループワーク＞

基礎講座 A
（外部講師による講義）

プレワーク（課題提出）

Teams での自己紹介
5 月 7 日（土）13：30～16：30
▼接続テスト（自由参加）
４月２7 日（水）・４月 28 日（木）

※基礎講座 A 終了後、自由参加の
交流タイムがあります
５月 20 日（金）

（4）

プレワークに対して評価を得る

プレワークに対する委
員からのフィードバック

（5）

「プロジェクトのアイディアの種」を
生み出す＜個人ワーク＞

セルフワーク
（課題提出）

５月 19 日（木）12：00 まで

（6）

プロジェクト運営の基礎知識を学ぶ
（プロジェクトマネジメントなど）
＜個人ワーク・グループワーク＞
「プロジェクトのアイディアの種（セル
フワーク）」から良いアイディアを選び
出す
＜個人ワーク＞
「プロジェクトのアイディアの種（セル
フワーク）」をもとに「プロジェクト」が
実施できる状態まで練り上げる
＜グループワーク＞

基礎講座 B
（外部講師による講義）

５月 21 日（土）13：30～16：30

アイデア投票

５月 25 日（水）
～５月 29 日（日）23：59 まで
※Forms での投票

グループワークスタート

6 月１日（水）

第 1 回進捗確認 MTG

6 月 8 日（水） ※リーダー参加必須

第 2 回進捗確認 MTG

6 月 15 日（水） ※リーダー参加必須

フィードバック用
発表録画データ提出

６月 20 日（月）12：00 まで
※委員と対面でフィードバックを実施
できない場合のみ
６月 23 日（木）12：00 まで

（7）

（8）

委員からの
フィードバック
プレゼン内容修整

６月 23 日（木）～６月 30 日（木）

第 3 回進捗確認 MTG

６月 28 日（火） ※参加任意

プレゼン資料提出

６月 30 日（木）12：00 まで

（9）

プレゼンにより仲間や実現環境を
整える＜グループワーク＞

発表会

7 月 2 日（土）
※時間等は後日ご連絡します

(10)

外部から評価を得て、プレゼン内容を
振り返る。プログラム全体を通して学
んだことを整理する
＜グループワーク＞

学生間評価シート提出

7 月 6 日（水）23：59 まで

各グループへ発表会
内容へのフィードバック
各グループ振り返り

7 月 12 日（火）

7 月 12 日（火）～７月１8 日（月祝）
に 1 回 MTG 実施（※任意）
（11） プログラム全体を振り返る
アンケート回答
7 月 12 日（火）
＜個人ワーク＞
～７月１8 日（月祝）23：59 まで
※同志社国際中学・高等学校の生徒は、大学生と活動時間帯の差異があるため、原則（2）（3）（4）（6）のみ参加。
セルフワーク以降の参加希望者は、事務室までご相談下さい。
※同志社大学・同志社女子大学の学生は（2）～（11）まで参加必須。

2. プログラム概要

目的

・社会で役立つ知識やスキルを習得する
・プロジェクト実施のための基礎力を向上する

参加定員

100 名

実施日程

２０２２年４月 26 日（火）～７月１8 日（月祝）

実施日数

約６０日間

実施場所

Teams と Zoom を用いた完全オンラインにて実施
※対面での活動はありません（感染拡大状況により変更の可能性あり）

3. その他
① PPP（プレ・プロジェクト・プログラム）について
一度、PPP を修了すると RPP・SPP に進む権利を恒常的に得ます。
（PPP を修了した人が、翌年度以降に再度 PPP を受講することはできません）
▼RPP（レギュラー・プロジェクト・プログラム）
学生主体のプロジェクト。期間は半年～1 年間。
持続可能な社会の実現に向けプロジェクトを企画し、新しいモノや仕組みを生み出す。
▼SPP（ショート・プロジェクト・プログラム）
企業や自治体主導でテーマを設定する短期プロジェクト。期間は数か月。
テーマに沿って社会人と一緒に活動してスキルアップ。
●RPP を新規に立ち上げる場合は、「７月」もしくは「２月」にエントリーを受け付けます。
新規立ち上げの際には、ＰＰＰ修了者が最低２名必要となります。
エントリー後、書類審査、プレゼンテーション審査を経て、採択されると活動をスタートすることができます。
【２０２２年７月エントリー受付】 ⇒ 2０２２年 8 月中旬～2023 年 2 月 28 日（火）活動予定
【202３年２月エントリー受付】 ⇒ 202３年 4 月 1 日（土）～2024 年 2 月 28 日（火）活動予定
※スケジュールは変更になる可能性があります。
※詳しい内容については、同志社ローム記念館事務室にお問い合わせください。
●現在、PPP（春）終了後に参加可能な SPP はありません。
参加可能な SPP が立ち上がりましたら随時、ご案内します。
② PPP のプログラム実施形態について
完全オンラインの教育プログラムです（対面での活動はありません）。
費用は無料です。連絡手段として Teams と大学付与のメールアドレスを使用します。
スマートフォンにアプリをダウンロードするなど、必ず連絡がつくようにしてください。
③ 今後のメンバー選考・スケジュールについて
４月１9 日（火）にメンバー募集を終了します。
応募多数の場合、選考のうえ、４月 26 日（火）にメンバー決定通知をメールにて行います。
メンバーとして決定した方には、ガイダンス動画と各種課題についてご案内します。
4. お問い合わせ先
その他、ご不明点があれば同志社ローム記念館事務室までお問い合わせください。
▼同志社ローム記念館事務室
【場所】 同志社大学 京田辺キャンパス 嗣業館 2 階 京田辺校地総務課内
【開室時間】 10：00～11：30、12：30～17：00 （11：30～12：30 は閉室）
【TEL】 0774-65-7800
【E-mail】 jt-rohm@mail.doshisha.ac.jp

