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 学校法人 中村学園   裏面へ続く 

「時代は大きな転換期」を迎えている 
 

開校34年目 令和2年度「職業実践専門課程」学びの集大成 

卒業研究・ゼミナール成果、ケアスタディ発表会 

および我道祭を開催 
 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

静岡福祉医療専門学校      

校長  中村 徹 
新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け、開催時間や入場者、参加

者等に制限ある中での開催となった。 
 

我道祭 文化祭令和3年2月27日、学園祭27・28日 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

卒業研究・ゼミ成果学科内発表会 卒年全学科    2月18日 

卒業研究・ゼミナール成果発表会 卒年全学科 2月27日14時15分  

静岡福祉医療専門学校  

卒業研究・ゼミ成果学科内発表会 3年子ども心理学科2月5日 

ケアスタディ学科内発表会 2年総合・介護福祉学科 2月24日 

卒業研究・ケアスタディ発表会 卒年全学科 2月27日9時30分 

保育園キッズハウスひかり令和2年度生活発表会「ひかりの日」 

2月27日 
 

子ども心理学科3年 森 恒陽 学生会会長をはじめ学生会役員及び

実行委員の学生達 我道祭ご苦労様でした。そして令和2年度学生会

活動ありがとう、おかげでコロナ禍でも思った以上の有意義な学校生

活を提供することができました。 
  

私たちはこの 1 年以上新型コロナウイルス感染症の蔓延に見舞われ、

大変な不便を余儀なくされた。人々の行動は制限され、経済は急激な縮小

を強いられている状況にあります。しかしながら、私たちは ICT が提供

する新たな価値を大きく発見し、今後、この経験を振り返り、評価したう

えで、今後の活動を進化させていくことになるのです。 

そして、これから進み行く社会は、AI、IoTなどの高度な技術革新の成

果と、「こころ」という人間の本質的特性との共存時代です。果たして「人

間中心社会」になるのか、「AI中心社会」になるのか、その社会で我々は

どのように生かされていくのか。 

このように科学技術は我々の予想を超えて進展し、既存の分野を融

合した新しい技術や考え方が次々と生み出され、社会に変化と多様性

をもたらしています。 

我々が生きていくためには、これらの変化への対応力、多様性への

適応力が求められるのです。 

本学で身に付けた専門知識・技術、技能だけでは、この社会ではそん
なに長持ちはしないので、「新しい知識を常に取り入れていくこと」ブラ
ッシュ・アップし続けること、また、生かされている者として一生を通し
て自己実現を図ることが必要なのです。 
 

さて、発表会においては、各校、各学科、各コースの特性を大いに活か

し、「時代に即した、将来に向けた研究テーマ」が設定され、研究に携わ

った一人ひとりの個性と知識・見識を集結し、試行錯誤の中からプレゼン

の完成度を高めた。この研究を通して、クリエイティブな精神をより培い、

まさに本学の「建学の精神」の具現化を図っている。最終公開プレゼンで

は、「産学連携教育プログラム」や「臨地実習」、「施設実習」、「卒業研究」

等でお世話になった最先端ICT業界人や介護実習指導者、幼児教育・保育

実習指導者等の前で堂々とプレゼンし、プロの方 (々卒業生含む)から高

い評価をいただいた。この機会は、今後益々高度化する現代社会で、社会

人となる皆に求められるものを創造する難しさを痛感し、自らの力を見

つめ直し、社会に一歩を踏み出す大きな「自信」につながる大変有意義な

機会となったはずだ。 
 

静岡電子情報カレッジでは「モノづくりの醍醐味」につなげる制作プロ

セスやターゲット設定、コンテンツとの整合性のスキーム発表内容であ

った。面白いアイデアと自分たちのスキルを追求した作品で全体のクオ

リティも高かった。試行錯誤し、自分達は生きた勉強をさせて頂いたんだ

ということを今後の仕事に活かしながら成長していってほしい。 

 来年に向けては Society5.0：CPS(CyberPhysicalSystem)サイバー空間

とフィジカル空間を高度に融合させたシステムによる新たな未来社会－

静岡県裾野市に着工されたトヨタ未来型都市「ウーブン・シティ」：ICT､

IoT､ビッグデータ､AI､ロボット等のデジタル革新による「生産性向上」だ

けでなく「社会のありよう」まで変えようとする提唱である。 

 この分野の先導的継続研究に期待する。  
 

また、静岡福祉医療専門学校では「時代に即したテーマや背景が色濃く

反映」され、そのプレゼン技法にも創意工夫が見られ、大変感激させられ

た。各学科ともこれまでの学びの姿勢や探究心に満ち溢れ、それぞれの職

業観がよく表現され、来賓も教職員も「若い感性」による上達したプレゼ

ンに称賛の拍手を送った。 
  

そして、今後も研鑽重ね、「自信」と「誇り」を持ち、「スペシャリスト」

としての道を切り拓いていただきたい。 
 

残してくれたみんなの集大成は、本学の貴重な財産である！！ 

プレゼンを通しての高評価は、学生だけに留まらず、我々教職員にも大

きな「自信」となり、これからの学生指導への大きな「励み」となった。 

この成果は次年度に継承され、今年度以上の大きな成果を期待すると

ころだ。 

特に、電子の「産学連携プログラム」や「コラボによる付加価値創造に

つながるレベルの研究」、福祉においては「地域に開かれた専門学校」に

基づく「ボランティア：地域活動」等の後輩への継承を強く期待する。 

 

《卒業研究、ケアスタディ発表会―コンセプト》 

社会にアプローチできる研究テーマへチャレンジし、そのプロセス、プ

レゼンテーションを通じて自己のスキルアップを図る。 

１．「時代に即した、将来に向けてアプローチできる研究テーマ」である

こと 

２．関連知識の幅を広げ、汎用性・応用性を身につけ、「付加価値」創造

に繋がる発表であること 

３．「プレゼンテーション」、「コミュニケーション」、「ドキュメント」等

の技法をマスターし、アピールする手法を身につけること 

４．「企画書」、「スケジュール進捗状況管理表」等を作成し、与えられた

時間内で完成する計画的な研究を目指すこと 

５．意地でも「１００%の完成度」を追求する 完成することではじめて

達成感、充実感を味わう経験が「モノづくりの醍醐味」につながる 

６．「実証実験」に基づく研究発表とすること 

７．発表の際には、資料を読むのではなく、「自分のプレゼン」をするこ

と 

８．プレゼンの中に、「試行錯誤した点」や「それを将来、どういう形で

役立っていくか」をマトメの中に含み、可能なら「継続研究」につな

げること 
  

ヤマハイノベーションロード  

専門学校静岡電子情報カレッジ3月5日海外研修修学旅行代替研修 

音響展示エリアには専門学校静岡電子情報カレッジ 1期生で㈱ヤマハ

勤務の同窓会長青木孝光さんが開発したライブイベント用大型デジ

タルミキサーPM1Dが展示されている。アテネオリンピック(2004年

8月)に導入され、青木氏が開催中サポートエンジニアとして出向した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<大型デジタルミキサーPM1D> 
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 学校法人 中村学園   NO.3 へ続く 

令和２年度  

卒業研究・ゼミナール成果発表会・ケアスタディ発表会を終えて 

副校長 有賀 浩 

 

【電子情報 企業対象卒業研究・ゼミナール活動発表会】 

○発表会御参加講師（順不同） 

・オフィスアシタノ 代表 

 （本学非常勤講師） 木野 正弥 様 

・コールプロ 代表 （3DCG、映像制作） 

 （本学卒業生、教育課程編成員） 興津 伸一郎 様 

 

○発表テーマと学生メンバー 

＜１＞スピーカの製作 

（エンクロージャーの設計・製作と音質特性の違いについて） 

音響＆映像メディアクリエイト学科2年 

 川瀬 大智、 塚口 星、 望月 和希、 山田 らいか 

 

＜２＞ゲーム制作 

ITゲーム＆ロボットシステム学科2年 

 格闘ゲーム「どすこい！すまふ力士」の開発 青木 徹平 

 ２Dアクションゲーム「DOTTOCHAN2」の開発 小山 佑太 

 

＜３＞映像作品「AMC3作品トレーラー」 

（一つのコンセプトに基づく3映像作品企画・制作） 

音響＆映像メディアクリエイト学科2年 

 池田 達音、 石川 征弥、 大村 佑、 近藤 麗奈、 鈴木 光、 

 鈴木 澪央、 中村 陵平、 三上 美咲、 室伏 はるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご出席頂いた企業の方々からのご講評より 

＜全体を通じて＞ 

・システムでもコンテンツでも、期限内に完成させることが第一であり、

最優先すること。機能を100%追及するよりも、80%、70%でも完成させ

ればクライアントから評価が得られる。 

・完成することで達成感を味わうこと、それをたくさん経験してほしい。

それが「ものづくりの醍醐味」につながる。 

・自力での取り組みはとても大切なこと。目標をたてて創り続けること。

何度でも挑んでほしい。どんどんできるようになる！ 

・時には目標をシフトして、プロジェクトを確実に進めること。今までの

蓄積を捨てるのか、活かすのか、その決断も重要。たとえゼロから始めて

も、経験が生かせるぶん、最初よりより早く進められること。 

・授業での学びを応用して新しいことにチャレンジし、その成果をまた授

業で活かす。このサイクルがしやすい電子情報分野である。時には授業に

先んじて自力でチャレンジしよう！ 

・研究発表においては苦労したこと、工夫したことはきちんと伝える。学

生の研究だから。ただ、実務ではアピールできないことを知っておいてほ

しい。プロは完成した作品しか見てもらえない 評価してもらえない。 

・競争で仕事を勝ち取るためにプレゼンテーション力は極めて重要。研究

発表の経験をたくさん積んで向上していってほしい。 

・ものづくりは AI が普及しても絶対になくならない。AI にはできない

創造力、チームワーク＋コミュニケーション。一人ひとりがプロ意識を持

って、互いに補完する力も発揮しよう 

・勉強すること、やることが多い分野である。社会人になっても、プロに

なってもずっと勉強。そういう分野。勉強を止めたとき終わりとなること

を肝に銘じてほしい。 

 

＜１＞ 

・とかくソフトウェアに偏りがちな中、ハードウェア製作に取り組んだこ

とを高く評価したい。 

・製作するだけに留まらず、特性を調べ、結果を出していたことは素晴ら

しい。 

・着目点がたいへん面白い。論理性の高い研究。波形、周波数特性の検証

は素晴らしい。 

 

＜２＞ 

・壁にぶつかると、どうしても立ち止まってしまうが、それを振り切って

完成に繋げたことは素晴らしい。 

・とことん技術を追求して完成に至ったことが素晴らしい。 

 

＜３＞ 

・映像づくりへの凄い情熱を感じた。授業の枠を超えてのグループ活動を

高く評価する 

・ものづくりへの情熱が素晴らしい。一番大切なことが経験できた。 

 

「卒業研究発表を終えて」 

ＩＴゲーム＆ロボットシステム学科 ２年 青木 徹平・小山 佑太 

 今回の卒業研究では、各々、個人でのゲーム制作を行いました。本学

で学んできた内容を活かした作品を作ることを目標に、今まで使ってこ

なかったオンライン化する機能やＡＰＩの使用、センサー値の取得など

新たなことにも挑戦していきました。 

また、プログラミング以外にもＢＧＭの制作、モデルやグラフィック

の制作も可能な範囲で行いました。スケジュール的に削らなければいけ

ない機能がでて縮小するなどもありましたが、遊べるくらいにバグも解

消でき、完成させることができました。発表においては、何度もリハー

サルをやったが、いざ本番になると上手く話すことが出来ず緊張してし

まったというのが本音です。今までゼミナールの発表等を通して上手く

話せる自信はついていたのですが、大規模な発表だとまだ緊張してしま

う節があります。 

 しかし、入学時はプログラミングをしたことがなかった私たちが、1

本の作品を個人で作ることができ、人前でプレゼンをするとこまで成長

することができました。本校で学んだことに自信をもち、就職先である

ＩＴ会社でも精進していきます。 

 

「卒業研究を終えて」 

音響＆映像メディアクリエイト学科 ２年 望月 和希 

私は卒業研究として「スピーカーの構造による違い」を研究しました。

授業内で学んだスピーカーの構造で実際にスピーカーを制作して比較を

しました。防音室内で同じ音楽を再生して、録音をして編集ソフトで比較

をすると音に違いがありました。音楽のジャンルによって合う、合わない

はありますがとても良い発見になりました。 

学園祭での講師・企業人を迎えての発表では、緊張はしましたが、具体

的な評価をいただくことができました。スライドの作り方や、音の比較方

法について、比較、検証の方法についてまで幅広くご意見をいただき、と

ても参考になりました。 

今回の卒業研究発表を通して、これから社会で活かすことができる思

考力や作品への取り組み方、プレゼンテーション能力について考える良

い機会となりました。今後、社会に出てからこの経験を活かして、仕事に

携わっていきたいです。 

 


