
  ライトニングトーク ( 各 1 分 ) 



① 公立はこだて未来大学 フィールドから創る地域・社会のためのスウィフトなアプリ開発 観光系 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 

B3(5人) 平成27年4月～平成28年1月 6時間/週 あり 

顧客 サポートメンバー 

なし 大学教員、TA 

成果物 

なし 

プロジェクト概要 
スウィフトプロジェクトはフィールドを実際に調査してそこから問題点を見つけ、それを解決するためにiOSアプ
リケーションを開発して地域・社会に貢献することを目標として活動をしています。本プロジェクトには教育系、
医療系、観光系の3チームがあります。観光系では、北海道新幹線の開業に伴って観光産業に力を入れている木古
内町をフィールドとして設定しました。木古内町での観光の思い出をオリジナルのリーフレットとして残せるiOS
アプリケーション「キーコ紀行」を開発しました。ブース発表では開発したアプリケーションのデモとリーフ
レットの作成過程をお見せします。 
 アピールポイント 
■技術力成長アピール：実装力はもちろんのこと、新しい言語であるSwiftを使用したためドキュメントが少なく、
リサーチ力も身につけることができました。他にも、アプリケーション内にデータベースの構築したことで講義
で学んだ内容を実践することができました。 
■人間力成長アピール：プロジェクトを進めていく中で、考え方の違いにより何度か意見の食い違いがありまし
た。喧嘩腰にならずに相手を尊重しながら活発な議論を行うことができました。 
■価値創造力成長アピール：常に自分たちが作成しているモノは楽しいか、自分たちがユーザだったら欲しくな
るかを考えてプロジェクトへ取り組んでいました。 
 



② 公立はこだて未来大学 HakoEve ～イベントをもっと身近に～ 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 
M1(3人)、B3(3人)、 

B1(1人)、高校1年生(1人) 平成27年4月～平成28年3月 4,5時間/週 なし 

顧客 サポートメンバー 

函館市地域交流まちづくりセンター 大学教員 

成果物 

成果発表スライド、ポスター、活動報告書 

プロジェクト概要 
私たちは、函館市近郊のイベント情報を検索できるサービス「HakoEve (ハコイブ) 」を開発しています。
HakoEveは、函館市地域交流まちづくりセンター(以下、まちセン)様と協力して開発が進められており、2015年
度で3年目の活動となっています。本年度は、Webアプリとして開発が進められていたHakoEveをもとにした、
iPhone版を開発しています。ブース発表では、開発途中のiPhone版HakoEveのデモの他にも、本年度の苦労し
た点や開発がストップしてしまった失敗談とそこから得た学びをご説明します。少しでも気になる方はぜひ
HakoEveブースまでお越しください！ 
 アピールポイント 
■技術力成長アピール：新しい技術を学びたいというチームメンバーの意見から、比較的新しい言語であるSwift
を開発言語として選び、全員で1から学びました。 
■人間力成長アピール：私達チームのミスで、まちづくりセンター様にご迷惑をかけてしまう事態が発生しまし
た。しかし、問題が生じた原因や、再発防止策をチームで話し合い、まちづくりセンター様に説明をすることで、
関係修復ができました。 
■価値想像力成長アピール：エンドユーザに求められている価値が何かを知るため、Webアプリ版のHakoEveを
アクセス解析しました。その結果、iPhone版のHakoEveを開発することに価値があると知ることができました。 
 



⽬目的：東⼯工⼤大のイメージアップ
アンケート：東⼯工⼤大⽣生は内向的，オタク

活板 : おすすめ推薦機能付き掲示板 
チーム：非公会　東京工業大学 

東⼯工⼤大⽣生の興味を広げ、 
余暇をより活動的に過ごす⼿手助けとなるアプリ 

「活板」の特徴
・掲⽰示板式SNS
・利利⽤用履履歴からユーザーの興味を解析
・推薦機能によって無⾃自覚な興味を発⾒見見



PosTom
ポ        ス        タ        ム

学会・イベント向け  webアプリ作成⽀支援ツール

ポ    ス    マ    ッ    プ
PosMApp

学会やイベントを主催されている⽅方、必⾒見見です!

goo.gl/N4X3pO



横浜市西区役所と共同で継続開発中!	  

目的地を設定した後の表示は	  

あえて距離と方向のみ！	  

限られた情報から目的地を	  

探し回る！	

アプリ概要	  
ゲーム感覚で歩く習慣がない人が、目的地を目指す途中で	  
楽しみながら色々なお店を知ってもらうためのアプリ	  
	

横浜市西区	 ×	  情報科学専門学校	 情報処理科　　　　　　　 １年　角田 健	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤 巧巳	

情報セキュリティ学科　 １年　北條 光輝	

プロジェクトの目的	  
横浜市西区の中でも「みなとみらい２１地区」のみを歩く“王道
な”まち歩きではなく、既成市街地や横浜駅の“粋な”エリアに	  
足を運びたくなるアプリを開発することがねらい。	  
	

日程	 実施事項	
平成27年6月	第1回アイディアソン	  

まち歩きアプリ開発のためのアイディア出し	

平成27年7月	第2回アイディアソン	  
第1回アイディアソンで出たアイディアのブラッシュアッ
プ	

平成27年9月	アプリ化に向けた現地調査	
平成27年11月	  
～継続中	

ハッカソン～アプリ開発	  
アプリ開発イベント～継続して開発	

平成27年12
月	

アプリ選考会	

平成28年2月	まち歩きアプリ体験会（試作版体験会）	

取り組みが取材されました!	  
・タウンニュース中区西区版	  
　2月25日号	  

情報科学専門学校	



特別支援学校での障害者支援を目的とした買い物シミュレーション	

岩崎学園 情報科学専門学校 先端ＩＴシステム科2年　入江 大樹　・　東 和樹	

★3Dプリンターで作成した	  
コインと読み取り機	

NFCタグリーダ
が入ってます	

コイン投入口	

NFCタグのシールを
貼ったコイン	



⑦ 会津大学 ベンチャー体験工房6 : ソフトウェア開発のプロセスを学ぶ 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 

B3(6人) 平成27年10月～平成28年1月 8時間/週 あり 

顧客 サポートメンバー 

日本ユニシス株式会社 星野様 会社員、大学教員、TA 

成果物 

Webアプリケーション「行き先表示システム」 

プロジェクト概要 
研究・開発活動の初学者がソフトウェア開発プロジェクトの計画立案から開発までの作業を体験し、確実にソフ
トウェアを創り上げるためのプロセスとその管理を学ぶ授業の中で行う開発です。顧客役を企業講師が担当し、
提案依頼書に基づいた開発を行います。開発するソフトウェアの内容は顧客のRFPをもとに策定していき、納期
最優先で計画を組み進めました。期間は約４か月、開発メンバーは7人3チームです。必ず毎週１回はメンバーで
会議を行い、その会議の議長と書記の役割、内容もメンバー自ら企画し行いました。また各工程で成果物を作成
しながら進め、各工程の目的、内容を深めていきました。 

アピールポイント 
メンバーのほとんどが初めてwebアプリケーション開発を経験し、開発の内容や流れ、各役割について理解を深
めることができました。顧客が求めるシステムを確実に作るために顧客とのコミュニケーションの重要性を感じ、
チーム内だけでなく顧客との意思疎通を積極的に行いました。プロジェクトを進める中でいくつかの課題があり
ましたが、チームそれぞれが対応策を考え、実行することにより全てのチームが納期までにプロジェクトを完了
させることができました。3チームとも作るアプリケーションは同じでしたが、各チームで工夫したところが違っ
ているのでチーム独自のアプリケーションを完成させることができました。 
 
 



⑧ 会津大学 ソフトウェアスタジオ(チームB)：Spuit 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 

B4(7人) 平成27年4月～平成27年8月 20時間/週 あり 

顧客 サポートメンバー 

会津医療センター　緩和ケアセンター様 大学教員、企業講師 

成果物 

Webアプリケーション、要件定義書、ユースケース図、画面イメージ、テスト計画・報告書 

概要 
実際の注文の通りに進むソフトウェア開発を通して、ソフトウェア工学の授業で学んだ知識や技術を実践し、理
解を深めるための授業内開発プロジェクトです。今年度の顧客からの依頼内容は、病院で行われるアロマトリー
トメントという施術の効果の有無を記録し、そのデータを研究などで取り扱える形式で閲覧できるシステムの開
発でした。データの入力と閲覧で異なる使用環境を想定し、端末の取り扱いを苦手とする業務従事者でも抵抗な
くデータの入力と閲覧ができるようなシステムを目指しました。 
 

アピールポイント 
■技術力成長アピール：Java EE を用いたWebアプリケーションの開発を学びました。ユーザーが使いやすいデ
ザインを実現するため、レスポンシブWebデザインを取り入れました。 
■人間力成長アピール：チームメンバーと共同で作業をしていくうえで、メンバーのモチベーションを維持しつ
つチーム全体でプロジェクトを進めていく意義を学ぶことが出来ました。 
■価値想像力アピール：いかにユーザーにとって使いやすいアプリケーションにするかをメンバー全員で小さな
意見から尊重して取り上げていくことで、アプリケーションに対するメンバーの意識を高め、より具体的な意見
が出せるようになりました。 
 



⑨ 会津大学 ソフトウェアスタジオ(チームA)：H2Linkシステム 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 

B4(6人) 平成27年4月～平成27年7月 23時間/週 あり 

顧客 サポートメンバー 

会津医療センター　緩和ケアセンター様 企業講師、大学教員、TA 

成果物 

Webアプリケーション、要件定義書、ユースケース図、画面イメージ、テスト計画、報告書 

プロジェクト概要 
授業内で実際に外部の方から依頼を受けて行うソフトウェア開発を通して、今までに学んだ知識や技術を実践し、
理解をより深めるための開発プロジェクトです。今回の顧客は会津医療センターの方で、依頼内容は、在宅療養
中の患者さんと病院の医師とを繋ぐビデオ通話システムの開発でした。このシステムを使う病棟はご年配の方が
多いので、いかに誤操作を起きにくくするか、使いやすくするかを重点的に考えました。 
 
 

アピールポイント 
ソフトウェア開発のプロセスを実際の顧客相手に体験し、各工程の理解をより一層深め、また、Web Socketや
WebRTCといったウェブ通信の手法を学びました。しかし、プロジェクトのマネジメントがあまく、思ったよう
にプロジェクトを進めることができず、チームとしての開発の難しさや、計画や進行管理の重要性を身をもって
体感しました。開発においては、いかに手間や誤操作の心配をなくすかを念頭においてデザインしました。それ
により、ユーザビリティの重要性、そしてその難しさを痛感しました。 
 
 
 



⑩ 愛媛大学 地域密着PBL 

メンバー構成 期間 稼働頻度 単位 
①M2(2人)、M1(12人) 
②M2(2人)、M1(4人) 平成27年4月～平成28年3月 20時間/週 あり 

顧客 サポートメンバー 

①西予市役所様 ②宇和島市役所様 大学教員、学外講師 

成果物 
①Webアプリ、設計書類 

②Webアプリ、Androidアプリ、設計書類、利用ドキュメント、インストールマニュアル 

プロジェクト概要 
①西予ジオパーク観光案内アプリ： 
西予市は、日本ジオパークとして、日本ジオパーク委員会から認定を受けています。本プロジェクトでは、看板、案内板等自体の不
足、また、それに掲載できる情報の不足を補うために、スマートフォン向けのアプリを開発しました。(次年度へ継続) 
②コミュニティバス運行管理システム： 
宇和島市では、公共交通空白地域への対策として、コミュニティバスの運営・支援を行っています。愛媛大学では、コミュニティバ
スの位置情報を、パソコンやスマートフォンなどから確認することができるシステムを開発しました。本プロジェクトでは、試験運
用で発生した、不具合や改善要望などの踏まえた改修を行いました。 
 アピールポイント 
■技術力成長アピール 
Webアプリケーション(PHP)、Androidアプリケーションの基本的なスキルが身につきました。 
■人間力成長アピール 
顧客とのコミュニケーションの大切さを理解することができました。 
■価値想像力成長アピール 
テストにプロジェクト期間の1/3程度をかけ、品質の向上に取り組みました。 
 
 



Bresticky 
ブレストを支援する付箋アプリ 

1 分からない用語をすぐに検索出来る 

2 異なるアイデア分析手法を簡単に試せる 

3 ホワイトボードの保存・復元・複製が出来る 

九州大学  チーム 夏みかん 



お客様	

表情キャッチング 

状況知らせ 接客、サービス 

カメラ	

店員	

カメラの用いて接客レベルの向上をサポートするプラットフォーム	  

	  

高比良、成林、三浦、レイ	

Grape	



甘木鉄道活性化プロジェクト	

14 

▪  営業キロ：13.7km 
▪  駅数：11駅 
▪  運転区間 甘木〜基山間 
▪  所要時間  26分〜28分 
▪  車両数 ：７車両＋１車両	

沿線にも魅力がたくさん	

甘木鉄道の紹介	

大刀洗平和記念館	 キリンビール工場	 甘木公園	 秋月	 



LODのリンク性能向上	

1. ふくおか IT Workouts 2015 
2. フィールドワーク 
3. 情報発信ポータルサイトの試作 
4. SNS記事データのLOD化 
5. LODのリンク性能向上 

活動内容	

新宮町×福岡⼯工業⼤大学  →  新宮発⾒見見隊

情報発信ポータルサイト	

普段は気が付きにくい地域の魅⼒力力を発⾒見見して可視化！



文教大学　	  
情報学部グループ

茅ヶ崎市立小
出小学校	  
300m


