
1.所属 1.K(keep) 2.P (problem) 3.T (try)
1.九州産業大学 プロジェクトをスケジュー

ル通りすること
顧客との打ち合わせ 何回も顧客との話し合うこ

と
1.九州産業大学 自身の目標スケジュールよ

りも早めに動けていた
自身の予想よりも開発に手
こずった

自身のプログラムへの理解
を深めるべきであると感じ
た

1.九州産業大学 周囲と協力できた スケジュール通り進まな
かった

スケジュール通り進める

1.九州産業大学 理解できていないところは
そのままにせず、すぐに解
決するようにした。

研究をどのペースで進めて
いいのかわからず、今の状
況は研究が遅れているのか
どうか把握できていなかっ
た。

実装を頑張る。

1.九州産業大学 自治体との連携の中でリア
ルな問題解決に取り組んだ
こと

自治体や研究室内メンバー
とのコミュニケーションが
活発でなかったこと

コミュニケーションを通し
て、他者のことを自分のこ
ととして考え、結果的に自
分のやるべきことに活かし
ていくこと

1.九州産業大学 連絡の取り方など将来につ
ながるようなことを実践で
きたこと

交流の場での発言が少な
かったこと

交流の場などで積極的に発
言をしていく

1.九州産業大学 プログラムの理解度 スケジュール管理(遅れた)
開発環境

利用の幅を広げられるよう
に汎用性を高める

1.九州産業大学 現状維持していること 設計をしっかり作成する、
プログラミングスキルが足
りないこと

次のバージョンを開発する

2.福岡工業大学 地域連携することで子供の
新鮮な考えなどがわかり発
見があった。

地域連携や教材の実施、検
証に目を向けすぎて開発に
関する知識が少なすぎる。
プログラムソース、開発環
境の見直しをやっていきた
い。具体的な目標がなく
ゴールを考えず研究をして
いる。また、スケジュール
管理などやっていない。

具体的や目標をきめ、スケ
ジュールをたてる。

2.福岡工業大学 実際に作成物を触っても
らっての評価等々は進めれ
ている

開発と実地調査、検証のバ
ランスが崩れている

開発の環境をチーム内に落
としこんで開発の循環を整
理していきたい



2.福岡工業大学 CommunicationW.O.や
PresentationW.O.など定期
的な発表の機会を設けるこ
とで、マイルストーンとし
てそこまでの進捗を整理で
きるので良いかと思う。ま
た、質疑応答で色んな方の
意見をもらえ、今後の活動
の参考にできる。

スライドや説明など発表の
仕方にばらつきがある。各
自課題を見つけ、周りのい
いところを取り込んでいく
と良いかと思う。

依頼者側が何を期待してい
るのか、依頼者でも気づい
てない本質的な要望を引き
出し、具現化させていける
と良い。

2.福岡工業大学 CommunicationW.O.や
PresentationW.O.など定期
的な発表の機会を設けるこ
とで、マイルストーンとし
てそこまでの進捗を整理で
きるので良いかと思う。ま
た、質疑応答で色んな方の
意見をもらえ、今後の活動
の参考にできる。

スライドや説明など発表の
仕方にばらつきがある。各
自課題を見つけ、周りのい
いところを取り込んでいく
と良いかと思う。

依頼者側が何を期待してい
るのか、依頼者でも気づい
てない本質的な要望を引き
出し、具現化させていける
と良い。

3.福岡大学 Test Test Test
3.福岡大学 作業分担と管理がしっかり

出来たと思う。
一回分の顧客との話し合い
で、真意や要望が完璧には
理解出来ず、開発内容やス
ケジュールにブレが生じて
しまった。

出来るだけ一回分の顧客と
の話し合いで真意や要望を
くみ取ること。

3.福岡大学 細かなチームメンバーとの
コミュニケーション

一人に時間のかかる作業を
押し付けてしまった

メンバーが抱えている作業
にかかる時間を見積もり、
タスクの割り当てを見直す

3.福岡大学 メンバー間で気軽にコミュ
ニケーションを取れるツー
ルを用いていたこと

ストレスを溜めているメン
バーがいた

現状の不平不満を共有する
機会を設ける

3.福岡大学 コミュニケーションが多く
取れた

各自行ったタスクの結果の
確認が出来ていなかった

タスクの分担だけでなく終
わった後の確認をしっかり
行う



3.福岡大学 既存のツールを存分に使用
したことで、作業効率を
アップ出来た。
(teams,box,gitbucketなど)

ツールを利用したは良い
が、使用のルールが明確で
はなかったこと。役割を固
定してしまったこと。

役割を(可能な範囲で)流動
的にすること。

3.福岡大学 定例の打合せなどは、基本
的には全員参加した。遅
刻、無断欠席は少なかっ
た。内部的にはteamsで会
話できていた。チームの和
ができていた。

夏季休業中のインターン
シップでの中断は痛い。特
に前期は、顧客と学生の間
に教員が入ることが多く、
学生＝顧客の直接会話が少
なかった。

学生と顧客が直接会話・
メールする機会を増やす。

3.福岡大学 報・連・相をチーム内で随
時行い、トラブルが発生し
てもチームのメンバーが協
力してすぐに解決できた。
ドキュメントを管理を徹底
して行い、来年度以降のプ
ロジェクトに遺産を残せた
こと。

機能を実装してからシステ
ムの機能設計書を書いたこ
と。メンバーからの連絡に
対して全く反応しなかった
り、報・連・相を行わずに
行動してプロジェクトに支
障が出たこと。各個人のタ
スクの量に大きく差が出た
こと。

徹底した報・連・相を行
い、怠った人はプロジェク
トから外すことも考慮に入
れる。各個人が行ったタス
クに対して、かかった時間
を明記して、次に与えるタ
スクはその時間を考慮して
割り振るようにする。

4.自治体関係者 課題等を踏まえ改善を終え
たシステムの開発が概ね完
成した。

公開に向けたデータ入力と
システムの最終確認

進捗状況を確認し、遅れが
あった場合は、対応を確認
する。

4.自治体関係者 大学側との連絡が比較的密
に取れたこと。特に、夏休
み以降の要求への応え方
は、非常にスムーズで素晴
らしかった。

顧客側が複数に渡るため、
意見の集約に時間を要し
た。素早いレスポンスを返
せず、迷惑をお掛けした。

組織上難しい面もあるが、
事務局に一定の権限と責任
を持たせ、窓口を一本化す
る。そうなれば意見交換の
回数も増え、システムの精
度もさらに上がるはず。

4.自治体関係者 研究室の人（内部）や自治
体の人（外部）と密にコミ
ニケーションを取ること。

システムを詳しくない人の
立場に立って、説明をした
ら良い。

完成した後、「良かった
点、悪かった点」を分析
し、次につなげてほしい。



4.自治体関係者 施設予約システム、ドロー
ンプログラミング環境開発
など新しい取り組みが出て
きたこと、また、継続して
きたものについては具体的
な自治体の成果が出てきた
こと

学生の元気がなかったこ
と、ノミニケーションの場
がなくなったこと

各プロジェクト間、関係者
の間で課題等を共有、意見
を述べられるようなコミュ
ニケーションの場を年間を
通じて提供してみてはいか
がでしょうか。

4.自治体関係者 研究室の人（内部）や自治
体の人（外部）と密にコミ
ニケーションを取ること。

システムを詳しくない人の
立場に立って、説明をした
ら良い。

完成した後、「良かった
点、悪かった点」を分析
し、次につなげてほしい。

5.企業、その他 学内だけに留まらず、外部
と折衝する機会・経験を得
ていること

システム開発のプロジェク
ト管理の手法を学ぶ意識に
温度差があるように思われ
る

プロジェクト管理（スケ
ジュール、進捗、課題、変
更要望、（コスト））の観
点での報告内容を含める

5.企業、その他 学生が地域に目が向いて
いっていること。

地域にでて、知らない人に
飛び込むなどの、一歩踏み
出す力が、少し弱い。

ICTという強い武器を自在
に使える利点に気づくこと
が大切。恵まれている。

5.企業、その他 実在する課題に取り組むこ
とは継続して挑戦していた
だきたいです。

ゴールの設定をより明確に
できればさらに良いと思い
ます。

開発するだけでなく既存
サービスを組み合わせて実
現することにも挑戦してほ
しいです。

5.企業、その他 システム作りは人との会話
から始まりますので、fitw
を通して良い経験が出来て
いると思います。

プレゼン力、会話力を付け
て欲しいと思います。

利用者の満足度が大事で
す。意識して次に繋げて欲
しいです。

5.企業、その他 継続事業が増えたことで、
引き継ぎに対する意識が高
まっていること。ドキュメ
ントを残すことの重要性、
経緯や背景を伝えて全体感
を持つことの重要性を理解
し始めていることは重要
で、是非継続していただき
たいです。

参画大学、参画自治体の不
足もあり、従前と比較して
盛り上がりに欠ける雰囲気
があること。県への協力依
頼、表彰制度など、運営側
の継続努力が必要なんだろ
うと思います。

県知事賞や、情報政策課
賞、FISA賞など、お金をか
けずともできるモチベー
ション作りは手をつけやす
い改善活動であるように思
います。



5.企業、その他 学生が地域に目が向いて
いっていること。

地域にでて、知らない人に
飛び込むなどの、一歩踏み
出す力が、少し弱い。

ICTという強い武器を自在
に使える利点に気づくこと
が大切。恵まれている。
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