富山情報ビジネス専門学校
校長

能登

一秀

平素より、富山情報ビジネス専門学校をご支援賜り、心より御礼申し上げま

を教育方針として掲げ、地域を支える専門職の育成に努めております。また、
地学一体による地域課題解決拠点としての教育・研究機関として地域創生・地
域活性化を目指しています。

今回このような卒業成果発表会を開催致しますのは、日頃より当校をご支援

いただいている企業・保護者・地域の皆様に、学生たちの日々の学修成果の一
部をご覧いただき、本校の教育に対して忌憚のないご意見を頂戴し、今後の教
育活動の改善に繋げることを目的としております。お忙しいとは存じますが、
多くの皆様のご来校を心よりお待ち申し上げます。

◆昨年度の様子

富山情報ビジネス専門学校

す。本校では、「知識の向上」「意欲の向上」「コミュニケーション能力の向上」

令和３年度

卒業成果発表会

◆ご挨拶

◆Bit の多彩な専攻

60 分オープンキャンパス
（個別相談会）開催中！

■情報システム学科（2 年制）

プログラミング専攻、クラウド専攻、ロボット・IoT 専攻、ゲームクリエイター専攻
令和 4 年 4 月
名称変更（旧 モバイルビジネス学科）

■Web クリエイター学科（2 年制）
Web クリエイター専攻

■ホテル・ブライダル学科（2 年制）
ホテル・ブライダル専攻

■建築・デザイン学科（2 年制）

令和 4 年 4 月 新設！

建築士専攻、建築 CAD 専攻、測量士専攻

■医療事務学科（2 年制）

医療事務専攻、医薬品登録販売者専攻

令和 4 年 4 月 新設！

■公務員学科（1 年制）
公務員専攻

■診療情報管理士研究科（1 年制）

■インターナショナルビジネス学科（2 年制）
インターナショナルビジネス専攻

■日本語学科（1 年課程、1.5 年課程、2 年課程）
日本語専攻

【オープンキャンパス情報】
1 ／ 22（土）
、2 ／ 26（土）
、
3 ／ 26（土） 春のオープンキャンパス！

第 6 回入試：1 ／ 22（土）
第 7 回入試：2 ／ 12（土）
第 8 回入試：3 ／ 12（土）

◆お問い合わせ
電

0120-55-1420

話

bit@urayama.ac.jp

E-mail
至 8 号線

テニス
コート

富山福祉短大
5 号館
富山福祉短大
3 号館
富山福祉短大
4 号館

※お車でお越しの方は、上記地図に記載して
ある指定の駐車場へお停めください。

U ホール

※A 館ロビーに受付がございます。当日の会
場レイアウトを配布いたしますので、お立
ち寄りくださいますようお願いいたします。

P
富山福祉短大
2 号館

富山福祉短大
1 号館

令和 4 年

ファミリーマート
■

1 月 29 日 ( 土 )

午前の部
午後の部

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

富山信金■
高橋医院■
サンシャイン小杉■

A館
USP

北部線

バス停 ■

ローソン■

P

富山情報ビジネス専門学校（受付）

至富山

小杉駅

※学科により開催・終了時間が異なります。

日本語学科：令和 4 年 2 月 10 日（木）
10:00 ～ 12:00

B館

■クスリのアオキ

■JA 小杉
■二の井薬局

旧 8 号線
至高岡

C館

P

小杉駅より徒歩およそ 7 分
（コミュニティバスもあります）

（担当：企画推進部）

939-0341

富山県射水市三ケ 576

TEL：0766‐55‐1420

発表会では個人テーマに沿ってシステムの設
計・開発を行い行った成果をひとりずつ発表し
ます。
私たちが開発したシステムを皆さんが実際

いて自ら研究してきました。
当日は、医療現場で働く上で求められる知識と
スキル、また実習や授業を通して自身が感じた課
題とその解決策についてプレゼンします。
プレゼンの際には、調べてわかったことだけを

使ってみたい！と思ってもらえるよう私のプレ

伝えるのではなく、厚生労働省のデータやグラフ

ゼン力でココロ動かしたい！と思います。

を活用したり具体的な事例を示しながら聞き手に
とってわかりやすいプレゼンを心がけます。

張

浩天

笹島

富山県立
志貴野高等学校

ゲームクリエイター専攻（GameLab）

午後
13:00 ～
15:30

「富山」をテーマにゲーム制作
ロールプレイングゲーム or
すごろくゲーム

菜々子

富山県立
石動高等学校

午後

モバイルビジネス専攻（B ホール）

13:00 ～
16:00

仮想企業プロモーション

授業でもたくさんゲームは制作してきました

プロの方が使うアプリケーションを用いて制

が、今回の規模ほどのゲームはつくってきたこ

作した『仮想企業のプロモーション』作品と、

とがないので、とても苦労しています。

年間通じて取り組んできた、地域連携型事業『庄

けれども、そういう時こそ発揮されるチーム

川温泉郷の PR 活動』についての発表を行います。

力、仲間力。ひとりだったら考えつかないよう

ひとりひとりが１から考えて制作した個性豊

な発想や方法が、チーム制作だと、いろんな知

かな仮想企業。個人的には、作品の中に私らし

恵が集まって、とても勉強になります。

さとか、私の個性を表現できるように作品づく

当日は、ゲームの完成までの発表を行います

りに取り組んでいます。

が、作品の良い悪いは、当日発表を聞いていた

クリエイターの仕事は、作品を作ることだけ

だくみなさんに、実際にゲームを体験いただき

でなく、
『見る人の気持ちになって』の姿勢や準

評価していただきたいと思います。

備が大切。作品はもちろん、その作品をメンバー
がどのようにプレゼン
するか、ぜひ見てほし
いです。

稲積

柊人

富山県立
砺波工業高等学校

七澤

優衣

富山県立

滑川高等学校

顧客から、どのようなシステムを作成してほしい
のかを明らかにする「要件定義」、システムの見た
目や機能などを明確にする「外部設計」、外部設計
で示したものをプログラミングする「内部設計」…
この流れをチームのメンバーで役割分担しながらシ
ステムの完成を目指します。
顧客の要望を、いかにしてシンプルに使いやすい
形に仕上げていくか ... 仕上がったことがゴールで
はなく、そのシステムを顧客にどのように見せるか、
お金を出して買いたい商品にしていくか ... そのプ
レゼン力も IT 業界では問われます。チームによる
初★システム開発！どのように機能を付けると使い
手が使いやすくなるか、
時間短縮できるか、チー
ムでミーティングを重
ね、設計・開発しました。

石黒

午後
ロボット・IoT 専攻（A ホール） 13:00 ～

16:00

『雪見だいふく工場への IoT 技術の導入』を

〜結婚式をプロデュース〜

射水市のお洒落なイタリアンレストラン
『ユニコネルモンド』との連携
今、射水市は人口減少が地域課題となってい
て、その課題解決にむけて『定住化に向けた婚
礼需要を創出するブライダル事業を「オール射
水」で連携していくことで、地域事業者の活性
化を図る』さまざまな活動が行われています。
今回の『ユニコネルモンド』との連携はそのひ
とつ。
『ユニコネルモンド』の言葉の意味、知ってま
すか？「世界でただひとつ」という意味なので
すが、そのような場所で挙式をする目的は？何
を以て成功とする！？をみんなで話し合い、
「世
界でただひとつ」... 最高の結婚式プランをご提
案します。当日は、本
事業に関わる１年生も
一緒に発表します。

田川

芽唯

富山県立
富山西高等学校

アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、世界で

テーマに IoT 導入機能の検討、設計、製作した

最も包括的で広く採用されているクラウドプ

ものを発表します。

ラットフォームです。

〝雪見だいふく工場で大切になってくること

クラウド専攻で学ぶ２年間。どのような勉強を

は？” をみんなで話し合い、
｢室内温度管理｣｢生

して、卒業時、どのようなスキルが身につくの

産ラインの稼働状況管理｣｢生産状況管理｣の３点

か ... 今回の発表では、専攻で身についたスキル

に着目し機能を考えていきました。私たちが考

や授業で制作した Web ページとその概要等、目

え、製作した” 機能” が、雪見だいふく工場に

に見えない『クラウド』を参加者のみなさんに

どのような効果をもたらすのか、ぜひここを見

体感いただき、仕事に活用することのメリット、

てもらいたいです。なぜ、その機能が必要なの

すごさを知っていただきたいと思います。

か？なぜ、その機能を付けたのか？についても
詳しくご説明します。

琳久

14:00

13:00 ～
16:00

「雪見だいふく工場に
「 クラウドを用いた
システム開発」
IoT 技術を導入したら ...」

中村

富山県立
富山商業高等学校

午後
ホテル・ブライダル専攻（ USP
Room1 ）13:00 ～

午後

クラウド専攻 （A ホール）

陽乃

保科

富山県立
高岡商業高等学校

雅彦

高等学校卒業程度認定

午後
インターナショナル
13:00 ～
USP
ビジネス専攻（ Room3 ） 15:00

日本語専攻 （ ラ・キャンティ ）

日本と母国のマーケティング

「理解・つながる・共生」

インターナショナルビジネス学科は様々な国
の人が集まった学科です。
今回の発表にむけて、様々な国の、様々な人の
意見や内容をまとめていくことは難しかったで
すが、自分自身、この発表会のおかげでいろん
な国の『マーケティング』を知ることができ良
かったです。
日本語学科を卒業して２年。日本語も上手に
なりましたし、ビジネスに必要なパソコンも使
えるようになりました。
当日は、プレゼン内容も見てほしいですが、
〝わ
かりやすく相手に伝わっ
ているか” プレゼンスキ
ルも見てほしいです。

グエン ティエン ズン
ベトナム

午前

USP

10:00 ～

私たちの SDGs

〜地域からの気づきをもとに〜

私たちは、ユネスコが掲げる SDGｓ目標に則
して、1 年間学校周辺の三ケ・戸破地域との交
流活動を続けてきました。
活動としては、
私たちが「地域を知る活動」と、
地域の方には私たちの「母国のことを伝える活
動」です。具体的にはグループで調査・インタ
ビュー・動画制作までを行ったのですが、自分
ができないことをメンバーが手伝ってくれたと
き、自分がメンバーの力になれたときに協力す
ることの大切さを知りました。
私たちは地域を「理解」し、皆さんと「つな
がり」
、「共に生きる」ことができる地域をつく
るために、活動から得
た気づきをもとに発表
します。

チョウ

趙

中国

リツエイ

立英

学

ます。

医療事務専攻の授業や実習で、それぞれが気に
なった医療保険制度、癌や精神疾患等の病気につ

「出席管理システム」
の設計・開発

16:00

語

（Project Based Learning）の集大成をお見せし

「 医療現場で必要とされている
知識や課題、対策について」

午後
プログラミング専攻（A ホール） 13:00 ～

月 20 科は
10 22 別日
日 年 開催
（
！
木
）

高度情報システム学科が 1 年次から 4 年次ま
での段階的・実践的に取組んだ授業 PBL

10:00 ～
12:30

本

PBL の集大成
システムの設計・開発

午前

医療事務学科（ USP
ラ・キャンティ ）

2

12:00

日

午前
高度情報システム学科（A404） 10:00 ～

