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１．事業概要 

IoT（モノのインターネット）の技術発展と社会応用が大きく進み，これからの社会を支える主要なテク

ノロジーとして大きな関心を集めている。本事業では、地域社会で活躍できる IoT 人材を効果的に育成

し、地域の発展に寄与することを目的として、鳥取大学を基点とした県内学生及び県内企業エンジニア

を対象とした人材育成プログラムを開発し、その試行実践に取り組んだ。なお、プログラムの開発にあた

っては、IoT に強く関連する分野として、AI やシステムデザインなどについても扱った。本報告書では、

それらのプログラムに関する概要と実施結果を中心に報告する。 

 

２．学生と社会人が共に学べる機会としての教育プログラムの開発 

県内の学生と地域のエンジニアを中心とした社会人が共に学ぶ機会として、IoT や AI 技術に関する特別

講演会、ハンズオン講習会、ハッカソンなどのプログラムを構築し、試行した。学生と社会人が共に学ぶ

ことで、学びに関する共創的な効果が生まれるとともに、学生にとって自身のキャリアを考えたり、鳥取

地域の魅力的な企業について知ることができる機会となったりすることを狙っている。 

 

２．１．特別講演会「IoT・AI 最新技術動向とビジネスのいま」 

アジャイル開発の手法を用いて IoT・AI 分野において様々なビジネスを生み出してきた村岡正和氏（神

戸デジタル・ラボ取締役，バスタイムフィッシュ代表，鳥取県出身）を講師にお招きし，IoT・AI 分野の

最新動向とビジネス事例についてお話頂く特別講演会を実施した。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 7 月 11 日（水）16:30～18:00 

場所：鳥取大学工学部 講堂 

対象者：鳥取大学および他大学の学生、教職員、一般（地域のエンジニアや中学・高校生などを含む） 

WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/home/iotai2018/lecture01/ 

＜実施結果＞ 

会場満席に近い 160 名を超える参加者が集まり、大盛況となった。 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

  IoT、AI についてそんなに詳しくありませんでしたが、新しいビジネスを確立していくプロセスの例

などをわかりやすくお話ししていただき、ビジネスだけではなく、今後の人生にも大きく関わるよう

な良い機会となりました。 

 成功例や経験体験から IoT 分野の傾向や失敗まですべて事細かに知れて強烈に印象に残りました。 

 具体例や経営方針等、自分のイメージとも異なる事が多く興味が増した。 



  

                   特別講演会の様子 

 

２．２．「IoT・AI 最新技術動向とビジネスのいま」座談会 

２．１で報告した特別講演会終了後、会場を変えて、より近い距離感で講師の村岡氏をはじめ，参加者の

皆さまで議論・お話できる機会として、座談会を開催した。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 7 月 11 日（水）18:15～21:00 

場所：鳥取大学工学部ものづくり教育実践センター・デザインスタジオ 

対象者：特別講演会参加者のうち、希望者 

＜実施結果＞ 

特別講演会参加者のうち、特に熱心な 30 名程度が参加し、村岡氏のキャリアや業務の話しを基点にして

活発なディスカッションが行われた。 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

 村岡さんから本音を色々と聞くことができた。一年生だが、経営や IT 業界の情報は Twitter や書籍

などからも得ているのでとてつもないヒントが溢れているのが分かった。参加して良かったと心か

ら思った。 

 講演会などでは聞きにくい、話しにくい情報交換ができた。企業間同士の交流ができた。 

 鳥取でなかなかこういう先端の話を聞く機会が無いので有意義な時間が持てました。鳥取出身の人は鳥取

愛がすごいですね。他にも全国・世界で活躍されている技術者の方を招いていただいて同じような企画を

実施いただけると励みになります。 

   ◀座談会の様子 



２．３．ディープラーニングハンズオンセミナー 

特別講演会で講師を務めた村岡氏を再びお招きし、ディープラーニングを用いた画像認識アプリ/サービ

スの開発方法について実践を通して学ぶハンズオンセミナーを実施した。システムの構成や開発の流れ，

必要な要素技術などについて理解し，セミナー後には「自分で勉強して調べながら，自力でサービス開発

にチャレンジできるようになる」という状態を目指す構成とした。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 8 月 10 日（金）8:45～18:00 

場所：鳥取大学コミュニティ・デザイン・ラボ 

対象者：鳥取大学および他大学の学生、一般（地域のエンジニアや中学・高校生などを含む） 

WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/home/iotai2018/lecture02/ 

＜実施結果＞ 

20 名の定員を大きく超える参加応募があり、急遽会場等を調整することで 30 名に参加して頂いた。初

学者の参加者も多かったが、最終的にどの参加者もディープラーニングを用いた画像分類アプリの構築

を実践することができた。 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

 実際に手を動かすことで、成果がわかりやすかったです。 

 仕事に役立てるように使ってみたいと感じました。 

 むずかしいものだと思っていたが、意外と簡単に利用できることがわかった。 

 易しい内容から比較的専門的な内容までバランスよくお話しいただけた点が素晴らしかったです。 

  

  

ハンズオンセミナーの様子 



２．４．DUNE コネクトアイデアソン 

３．２節で報告する授業「ものづくり実践プロジェクト（電子情報系／社会システム土木系）」と連携す

る形で、授業の受講生と地域のエンジニアが協力して新しいアイデアを発案し、その技術的な構成やビ

ジネスモデルを考えるアイデアソンを実施した。今回は特に、鳥取県に工場を構えるジャパンディスプ

レイ株式会社が持つ技術の応用をテーマとし、ディスプレイ技術を含む IoT 製品について考えた。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 10 月 28 日（日）9:30～17:00 

場所：鳥取大学コミュニティ・デザイン・ラボ 

対象者：ものづくり実践プロジェクト受講生を中心とした鳥取大学学生、地域のエンジニア 

WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/home/iotai2018/duneconnect/ 

＜実施結果＞ 

学生、社会人あわせて 30 名が参加し、カバンにディスプレイを取り付けた製品や、まな板をディスプレ

イにして料理をサポートする製品など、数多くのユニークなアイデアが提案された。 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

 日々の生活がより豊かになるようなアイデアを、ディスプレイを用いた製品で達成するという貴重

な経験が出来た。。 

 社会人と共にアイデアを出し会うことで、今まで考えたことがなかった視点を得ることができまし

た。これからも、こういう発見を大事にしていきたいです。 

  

  
アイデアソンの様子 



２．５．Web×IoT メイカーズチャレンジ 2018-19 in 鳥取 

総務省中国総合通信局が主催するハッカソンイベントの機会を活用して、本事業と連携する授業の受講

生と社会人、地域の子ども（小学生、中学生、高校生）が共に IoT 技術を学んだり実践したりするプログ

ラムを実施した。プログラムは大きく分けて、要素技術を学ぶハンズオン講習会と、IoT プロトタイピン

グを行うハッカソンから構成される。 

WEB ページ：https://webiotmakers.github.io/2018/tottori/ 

２．５．１．Web×IoT メイカーズチャレンジ・ハンズオン講習会 

JavaScript などの Web 技術を基盤としてセンサーやアクチュエータを制御することのできる開発環境

「Chrimen」を用いて、IoT の要素技術を実践的に学ぶハンズオン講習会を実施した。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 11 月 10 日（土）～11 日（日）10:00～18:00 

場所：鳥取大学工学部２７講義室 

対象者：連携授業の受講生を中心とした鳥取大学学生、他学校の学生、地域のエンジニア 

＜実施結果＞ 

当初 30 名としていた定員を大きく超える応募があり、会場変更などの調整を経ることで最終的に 51 名

の参加者を受け入れて実施した。小学校生、中学生、高校生、大学生、社会人という幅広い層の参加者が

集まり、隣り合わせた参加者同士がお互いに教え合ったりしながら学ぶ姿が見られた。 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

 javascript を使って web から製品を操作する技術の一部分を学ぶことができた。ほかの講義では体

験できない，実際にものを作りながら，学習をするという貴重な体験ができた。 

 各センサーの使い方や JavaScript の基礎が学べて参考になった。これからのハッカソンに向けて大

切な土台となると思う。アイデアを出していく時間では自分では全く考えつかなかったアイデアを

知ることができ、新たな視点で考えるきっかけになった。 

 プログラミングはほとんどしたことなかったが、自分でできる限り行い、組み立て、動かせた時はと

ても嬉しかった。それと同時に、普段何気なく使っているものでも、プログラムを正確に作ろうとす

るのは、とても大変だということがわかった。 

  
ハンズオン講習会の様子 



２．５．２．Web×IoT メイカーズチャレンジ・ハッカソン 

ハンズオン講習会で習得した IoT の実装技術を活用し、短い時間で集中的に IoT 製品のプロトタイピン

グを行うハッカソン形式のプログラムを実施した。 

＜開催要領＞ 

日時：2018 年 12 月 1 日（土）～2 日（日）10:00～18:00 

場所：鳥取大学広報センター、鳥取大学コミュニティ・デザイン・ラボ  

対象者：連携授業の受講生を中心とした鳥取大学学生、他学校の学生、地域のエンジニア 

＜実施結果＞ 

ハンズオン講習会参加者のうち 49 名が参加し、９つのチームに分かれて IoT 製品の企画、設計、プロト

タイピングに取り組んだ。各チームともメンターやチューターによるアドバイスを活用しながら集中し

て活動に取り組み、以下のようなユニークな作品が製作された。 

 ゴミ箱の開閉やゴミの量を測り、アクティビティログを取得するスマートゴミ箱 

 加速度センサなどを取り付けた雪かきシャベルにより、どれだけ雪かきを頑張ったかを可視化する

デバイス 

 衣服をセットすると自動でシワ伸ばしをする機械 

 スマートフォンや散水機と連動してスマートな農業を実現する IoT かかし 

 まな板をディスプレイ化し、料理をアシストするスマートまな板 

 WEB と接続することで様々な機能を発揮するディスプレイ一体型カーペット 

 カバンに取り付けたディスプレイによって忘れ物防止や多様なデザインを楽しめる製品 

 特定の場所と関連した電子書籍やミュージックを楽しむことのできる IoT サイネージ 

 

メンターとして参加したエンジニアにより、当日の様子が下記の Web ページ（ブログ記事）にて詳しく

紹介されている。 

https://ta-music.net/2018/12/07/webiotmakers2018-tottori/ 

参加者からは次のような声があった（アンケート結果より）： 

 ハッカソンでは、アイデアだけでなく時間、技術、知識、チームワークなども必要で簡単なもので

はないのだと痛感しました。ですが、作業がうまくいったときの喜びや達成感は普段ではなかなか

感じられいもので、とても良い経験ができたと思います。 

 技術面に関して、非常に勉強になりました。自分でも Raspberry Pi を活用して、生活を便利にす

るもの、楽しくするものを作っていきたい。 

 世界が広がった気がしています。熱はまだまだ冷め切っていないので、個人的にやってみようと思

いました。 

 面識のない人とグループワーク、予算のあるものづくり、専門知識を持つ人からのレクチャーな

ど、新鮮なことばかりでとても楽しかったです。ありがとうございました。 

 色々な人と協力して作品を作り上げられたことがとても楽しかった。自分が出来ることに各自が頑

張って取り組めとても達成感を感じられた。全体を通してプログラミングを自分でも少しかじって

みようかと思った。 



以下に、ハッカソン当日の様子を示す写真を掲載する。 

 

 

 

  

 



 

ハッカソン参加者の集合写真 

 

３．学部生向けの工学教育としてのプログラム開発 

鳥取大学工学部ものづくり教育実践センターが実施している授業に IoT 人材育成につながる活動内容や

指導内容を導入し、新しい教育プログラムを開発・試行した。対象となる授業は、主に学生が少人数グル

ープをつくって特定の問題解決や課題解決に取り組む PBL（Problem/Project Based Learning）形式の

授業であり、２節で報告した各種のプログラムと連携することで効果的な教育を実現することを試みた。 

 

３．１．ものづくり実践プロジェクト（化学バイオ系学科）／実践プロジェクトⅠ･Ⅱ 

ものづくり実践プロジェクトおよび実践プロジェクト�・�は、企業や地域と協力して受講生グループが

主体となって製品開発や問題解決に取り組む PBL 形式の授業である。今年度の化学バイオ系学科を対象

としたものづくり実践プロジェクトと機械物理系学科を対象とした実践プロジェクトⅠ・Ⅱでは、「子ど

もを対象とした IoT プログラミング学習のための教材開発」をテーマとし、鳥取市内の ICT 企業である

株式会社アクシスとの連携のもと、IoT 人材育成を目的とした子ども向けの教材開発に取り組んだ。 

＜実施要領＞ 

授業区分：工学部専門科目（選択） 

対象：工学部化学バイオ系学科３年生（ものづくり実践プロジェクト）、 

工学部機械物理系学科３年生（実践プロジェクトⅠ･Ⅱ） 

開講時限：前期水曜３・４限（ものづくり実践プロジェクト）、 

  前期水曜４・５限（実践プロジェクトⅠ）、後期木曜４・５限 （実践プロジェクトⅡ） 

授業案内 WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/lecture/pj2018a/ 

＜実施結果＞ 

受講生数：６名（ものづくり実践プロジェクト）、２名（実践プロジェクトⅠ･Ⅱ） 

８名の受講生が３つのグループを構成し、小学校５～６年生の理科の授業で活用できる IoT プログラミ

ング教材に取り組んだ。その結果、「光合成について学べる環境センサモジュール」や「太陽と月の運動



について学べる動く模型」などのユニークな教材試作を完成させた。受講生グループの一部は製作した

試作品を「第６０回鳥取県発明くふう展」に出展し、鳥取県商工会議所連合会会長賞および鳥取県商工会

連合会会長賞を受賞するなど高評価を得た。 

  

  
活動の様子 

 

  
発明くふう展授賞式           受賞作品（授業で製作した試作品） 

 

受講生の声（振り返りレポートより）： 

プロジェクトを通して振り返ってみると、座学ではないものづくりやプレゼンを体験することができ、

刺激のあるものでした。今回は小学生が対象でしたが、教材を使う人のことを考えて作ることができま

した。企業に就くと、消費者のことを考えて進めなければならないので、いい練習になったと思います。 



３．２．ものづくり実践プロジェクト（電気情報系学科、社会システム土木系学科） 

ものづくり実践プロジェクト（電気情報系学科、社会システム土木系学科）では、株式会社ジャパンディ

スプレイとの協力のもと「将来型ディスプレイ技術を用いた製品開発」をテーマにした活動に取り組ん

だ。２．４で報告したアイデアソンおよび２．５で報告した Web×IoT メイカーズチャレンジと授業を

連携させることで、社会人と協働で活動できる機会を組み込むなど、効果的な教育プログラムとなるよ

う工夫した。 

＜実施要領＞ 

授業区分：工学部専門科目（選択） 

対象：工学部電気情報系学科３年生、工学部社会システム土木系学科３年生 

開講時限：後期・水曜３・４限（一部集中プログラム）  

授業案内 WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/lecture/pj2018b/ 

＜実施結果＞ 

受講生数：電気情報系学科７名、社会システム土木系学科１２名 

受講生たちはまず２．４で報告したアイデアソンに参加し、ディスプレイ技術を用いた IoT 製品のアイ

デアを多数創出した。そのアイデアの中からいくつかを選び、２．５で報告したハンズオン講習会＆ハッ

カソンを通してプロトタイプを製作した。その後、２ヶ月間のプロジェクト活動期間をとってプロトタ

イプをブラッシュアップし、最終的に４つのグループがそれぞれ独自の製品アイデアをまとめ、機能す

るプロトタイプと共にその成果を協力企業に報告した。 

  

活動の様子 

  

成果報告会の様子（2019 年 1 月 30 日） 



受講生の声（振り返りレポートより）： 

 

 ものづくり実践プロジェクトを受講して、IoT に関する知識が増えましたし、プロジェクトの進め方

やプレゼンの仕方などたくさんのことを学ぶことができたと感じています。特にグループワークの

進め方について学ぶことができたと思いました。アイデアソンでは、今までの自分の価値観にとらわ

れず、いろいろなアイデアを出すことができたこと、ハッカソンでは 1 日目の遅れを取り戻すため

に短い時間の中で自分ができることを見つけて動くことができたのは良かったと思います。一方で、

グループのメンバーとうまくコミュニケーションが取れなかったことが反省点であり、うまくいか

なかったなと感じているところです。序盤からグループ内の情報共有が中々うまくできず、それを最

後の発表まで引きずってしまったなと思っています。改めて周りのグループと自分たちのグループ

を比較すると、情報共有をするための時間を取っていなかったなと思いました。そのため、やるべき

ことが細かいところまで考えきれていなかったり、それぞれの担当することが明確になっていなか

ったりしていることに気づけました。決めるところは決める、わからないところは聞くという根本的

なところがうまくできていなかったなと思います。できていなかった理由としては、コミュニケーシ

ョンを取りやすい雰囲気づくりができなかったのかなと感じました。実際に手を動かす、作ってみる

というところを学ぶことができたと同時にグループでプロジェクトを進めるために大切なことに気

づけてとてもよかったと思います。複数の班がいたから自分との比較もできて、よりたくさんの学

び・気づきを得ることができたと思います。今回の反省点を今後に生かしたいなと思います。 

 

 このものづくり実践プロジェクトでは、自分たちは約半年間にわたって自分たちのアイデアを実際

に形にしてきた。内容は非常にハードなものだったが非常に有意義でもあった。まずアイデアソンで

自分たちが作ってみたいものをグループで出し合って決め、実際にそれを作る際にどのような機能

を追加するべきか、利用者は誰でどんな企業が生産販売するのかを話し合い、大まかな理想像を定め

たのち、その機能を実現するために、ハンズオン講習会でプログラミングを学んだ。ハッカソンでプ

ロトタイプを作成、プレゼンを行い、その結果を踏まえ、最終発表に向けての改善や変更方針を決め

準備をして成果報告会に臨んだ。この筋の通った論理的な講義で自分たちは効率的にアイデアの実

装に取り組むことができた。ハッカソンの準備に関しては、今まで利用した経験のないラズパイやパ

イソンなどのプログラミングを使用していたため、プログラミングに苦戦したが行使の方々のわか

りやすい説明のため、拙いながらもプログラムの実装を果たすことができた。プロトタイプの作成、

発表では大きな達成感を味わうことができたが、その一方で準備に時間がかかることが負担となっ

た。特にハッカソンの際には用意された授業時間では足りずグループで率先して集まって製作した

が、2 日間朝から夜まで皆で詰めてプロトタイプの完成に努めた。今回の講義では、実際に企業での

新商品の開発のような極めて実践的な内容で興味深い経験ができ、有意義な時間を過ごすことがで

きたので良かった。 

 

 

 

 



３．３．起業とプロトタイピング（全学共通科目） 

ニーズや価値観が多様化した現代社会において価値あるモノ・コトを創造し「起業」を成すにための重要

なプロセスとして、アイデアを早期に形にして仮説検証を進める「プロトタイピング」を取り上げ、その

基本的な概念と方法を基礎講座、起業家講演、プロトタイプ実践などを通して学ぶ授業を実施した。この

うち、プロトタイプ実践では２．５で報告した Web×IoT メイカーズチャレンジと連携し、それまでに

学んだことを実践することで学びを深めるという構成をとった。 

＜実施要領＞ 

授業区分：全学共通主題科目 

対象：全学部、全学年（主に１～２年生の受講を想定）  

開講時限：後期・集中  

授業案内 WEB ページ：https://site.icee.tottori-u.ac.jp/lecture/pt2018/ 

＜実施結果＞ 

受講生数：１５名（工学部７名、農学部４名、地域学部４名） 

受講生たちは２回の基礎講座でスタートアップ型起業を題材として多様化した現代社会における価値創

造について特徴や事例、用語を学んだ。その後、起業家を招いた講演会にて、起業に関する経験談やメッ

セージを聞き、プロトタイピングの実践の場として Web×IoT メイカーズチャレンジに参加した。 

  

         基礎講座の様子               起業家講演の様子 

受講生の声（最終課題より）： 

起業に少しでも興味がある人、電子工作やプログラミングを始めてみたい人にはうってつけの講義だと

思います。講義内容は主に基礎講座と起業家講演会、ハンズオンセミナーとハッカソンです。まず基礎講

座にて企業に関する用語や概念を学びます。ここでは実際に起業し、現在進行形で商品開発、運営に取り

組んでいる三浦先生の体験談を聞くこともできます。その後、実際に活躍されている起業家の方の講演

を聴衆します。体験談だけでなく、成功するための秘訣や人生観をも学ぶことができます。ハンズオンセ

ミナーでは Raspberry Pi というシングルボードコンピュータを用いて IoT と電子工作を体験します。わ

かりやすいチュートリアルがあり、わからないことがあってもすぐに質問できる環境で体験できるので、

電子工作やプログラミングが初めてでも心配ありません。最後にハンズオンセミナーで学んだことを応

用し、実用性のあるものを短期間で開発する「ハッカソン」に参加します。5、6 人程度のグループで協

力し、一つのものを作り上げます。仲間と協力し、試行錯誤の末に完成させたときの達成感やその経験は

とても貴重なものです。これらを約二ヶ月という短期間で体験することができます。 



４．高校生を対象としたプログラムの試行 

鳥取市内の一部の高校において、IoT・AI の開発に関する特別授業や研究活動への助言指導などを行っ

た。 

 

４．１．青翔開智高等学校 

高校１年生を対象とした実践的な課題研究プログラム「探究基礎Ⅳ」の中で、鳥取大学における IoT・AI

の開発に関する事例紹介を行うとともに、AI を活用した地域課題解決に関する研究活動に対してアドバ

イスを行った。 

  

IoT・AI の開発の事例紹介（2018 年 10 月 2 日）  研究活動へのアドバイス（2018 年 10 月 23 日） 

      

４．２．鳥取城北高等学校 

高校１年生を対象とした総合学習の時間において、鳥取大学における IoT・AI の開発に関する事例紹介

を行うとともに、AI を用いた画像分類に関する演習を行った。演習は２．２で報告したハンズオンセミ

ナーの内容に基づく形で実施した。 

  
IoT・AI の開発の事例紹介（2018 年 10 月 29 日）     AI を使用する演習（2018 年 11 月 19 日） 

 

５．その他の教育プログラム開発と試行 

５．１．とっとり IoT 推進ラボ西部プロジェクトにおける企業向けワークショップ 

とっとり IoT 推進ラボ西部プロジェクトの参画会社を対象に、報告者らが考案した独自の協働モデリン

グ手法「Game-Based Situation Prototyping：GBSP」を使って、問題発見や課題の抽出を行うワークシ



ョップを実施した。さらに後日、参加会社の１つである中海テレビ放送において同社が手がける電力小

売事業のビジネスモデル理解とアイデア創出を行うための GBSP ワークショップを実施した。 

  
GBSP の様子と成果物（2018 年 7 月 31 日）     中海テレビ放送での実践（9 月 6 日） 

５．２．学生のプロジェクト活動におけるシステムデザイン教育 

鳥取大学工学部ものづくり教育実践センターを拠点として活動する学生プロジェクトの指導において、

IoT・AI の開発において重要なシステムデザインの考え方や手法を重点的に扱った。また、本事業の一環

として、IoT に関連する要素技術（センサー、アクチュエータの制御、通信、Web 連携）の活用を推進し

た。また、その成果物を国内最大級のものづくりの展示会である Maker Faire Tokyo にて展示し、活動

に取り組んだ学生自らが、製作したロボットや通信モジュール等についての説明やデモを行った。 

  
プロジェクト活動の様子         Maker Faire Tokyo 2018 出展の様子 

５．３．地域課題解決における AI 活用の実践プロジェクト（Gibier-AI プロジェクト） 

２．３で報告したハンズオンセミナーに参加した学生が、ジビエの利活用に関する AI システムの開発

（Gibier-AI プロジェクト）に取り組んだ。これは AI を用いてジビエの肉質判定を自動化することでジ

ビエ活用における人不足の解決を目指すものであり、ハンズオンセミナーで学んだことを実践する形で

進めている。プロジェクトの詳細については https://r.m-miura.jp/gibierai/ に詳しく紹介している。 

    
Gibier-AI の開発に取り組む学生         Gibier-AI システムの構成 


