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「対象（～にとって）」 「価値（～をもたらすた

めに）」

「問題解決（～する方

法が必要）」

スター精密株式会社＜製造＞ 11HR 高校生 心の健康をも

たらす

ストレスを軽減

する方法

ストレスについて知識がありそうな原田先生とスクールカウンセラーの先生にインタビューをし、ストレスの原因と解消

方法を聞く。また、市高生にアンケートを取り生徒自身のストレス発散方法、生活についてを調べている。これらを

用いこれからの活動に活かしていく。プロトタイプは音楽をかけられて話し相手になる物。
スター精密株式会社＜製造＞ 12HR 全ての人々 自然豊かな街

を作る

緑を増やす 静岡駅周辺でどのくらいの木や花があるのかを調べた。人通りの多い道や商業施設付近には木が多かったが、裏

道や人通りが少ない場所では木や花が少なかった。静岡市花と緑のまちづくり協議会に電話をして、静岡市が

行っている活動について調べた。緑条例、桜の名称プロジェクト、緑の募金活動、緑化作品コンクールを行って

様々な人達に緑の大切さを教えていた。
スター精密株式会社＜製造＞ 13HR 社会人 環境にやさしい

社会をもたらす

ゴミを減らす 市街地のポイ捨てのゴミを減らす。ゴミをポイ捨てするのは捨てるところが少ないまたは、目立たないからだと考え

る。だから、フィールドワークとしてセノバ周辺のゴミ箱の設置場所やデザインを調べる。その結果をふまえ、新しいデ

ザインと置き場所を考えたゴミ箱をつくる。
スター精密株式会社＜製造＞ 14HR 高校生にとって 授業をスムー

ズに進めるため

に

タブレットを導

入する

授業をスムーズに進めるためには、プリントを分ける時間を削減する事が1番だと私たちの班は考えた。プリントをタ

ブレットで行うことでこの時間を削減でき、デジタルだからこそ濃い内容の授業をできる。そこで私たちはGoogle

フォームを使い、生徒たちにアンケートを取る。そして教科書会社に連絡を取り、今日の授業へのタブレットの普及

率、またタブレットを導入することでどのような利点があるのかを質問する。
スター精密株式会社＜製造＞ 15HR 市民 日常生活の移

動を快適にす

る

荷物を楽に運

ぶための方法

を考える

普段の移動を快適にするためには、持ち歩く荷物を少しでも軽くする必要がある。私たちは特に小学生の荷物に

注目して、11月1日に池田屋静岡店でランドセルの工夫や人気商品についてお話を聞く。聞いた話を参考に荷

物が軽く感じるようなリュックをつくってみる。他にも高校生に、小学生のとき荷物についてどのように感じていたかア

ンケートをとり、実際の意見を知る。
スター精密株式会社＜製造＞ 16HR

スター精密株式会社＜製造＞ 17HR 静岡市民 心地よい暮ら

し

観葉植物を増

やす

現代は緑に触れる機会が減っていることが分かっています。そこで外ではなく室内で育てることができる観葉植物を

増やすことで人々の暮らしに緑を加えたいと考えています。

実際に観葉植物を育てている方にアンケートをとって、メリット、デメリットなどを聞いて今後の活動に役立てる。
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ブラザー工業株式会社＜製造＞ 11HR 学生 成績をあげる 勉強のやる気

を出す

学生の成績をあげるためには勉強に対するやる気が必要だと考えた。Instagramでアンケートをとった結果、実

際に9割近くの人がやる気が出ていないことがわかった。その対策として環境、リフレッシュ、などの方法があったが周

りを変えることよりも自分自身の気持ちを変えた方がより効果的だと考察した。実際に行ってみる他に勉強に詳し

い方に聞き新しい方法をみつけてみたいと思った。
ブラザー工業株式会社＜製造＞ 12HR 学生 勉強を楽しむ 勉強時間を増

やす

勉強が嫌いという人は分からないからだと考え家庭学習が嫌という人に対してアンケートをとった結果、｢スマホに

負けてしまうから｣という理由が多かった。しかしそれは個人の考え方次第で解決できる事だったので、そもそも家庭

学習の習慣がついているのか否かわからず、スマホを持っている人が少ない中学生にアンケートをとっている。

ブラザー工業株式会社＜製造＞ 13HR 静岡市民に

とって

事故を減らす

ため

飛び出しを防ぐ 事故を減らすためには飛び出しを防ぐ必要がある。その根拠として事故発生原因の約半数が出会い頭というデー

タを調べた。また、自分たちの考えから事故について意識するには第三者の感じが必要だと考えた。まず、警察官

の等身大パネルを制作し、その周りで飛び出ししそうな人数を数え、同時にブザーを鳴らす。これを田安門から駐

輪場の間に設置し、観察する。
ブラザー工業株式会社＜製造＞ 14HR 静岡市民に

とって

安心して過ご

せるようにする

ための

防犯対策 最近近所の不審者情報をよく耳にするため、防犯対策を強化しようと考えた。カメラを取り付けた時計やキーホル

ダーをつくり、それで画像を撮れるようにしたり、位置情報がわかるようにするようなプロトタイプを考えた。私たちの

技術では作ることに限界があるため、時計をするところや、キーホルダーをつけるところにスマホを設置してどのような

画像が撮れるかを調査しようと思う。また、これ以外にもなにか作れそうなものがないか、カメラを取り付けるのにい

いものがないか探していこうと思う。
ブラザー工業株式会社＜製造＞ 15HR 若者 社会に関心を

もってもらうため

に

ニュースを見る

という方法が必

要

若者が社会に興味を持ってもらうためには、ニュースや新聞を読む必要があると考えた。そこで、ニュースや新聞に

興味がないと答えた人が多かったので、若者が興味を持つようなニュースや、新聞の内容を理解する必要があると

思ったので、高校生にインタビューし、主に、若者ぎどんなニュースに興味あるのかを調べる。
ブラザー工業株式会社＜製造＞ 16HR 自転車を使う

人

自転車盗難を

少なくできるす

るようにするた

めに

自転車の盗難

を防ぐ

自転車を快適に利用できるように盗難を防ぐ方法を探究しました。探究の理由は、周りで盗難にあった人がい

る。荷物を籠に置いたままの人がいたからです。私達は、フィールドワークで市高生にアンケートを実施しました。質

問は4つ用意しました。アンケート内容は、自転車の盗難にあった事はあるか、周りにそういった被害に遭った人は

居るのかという内容でアンケートをとりました。被害に遭った人は約3割居ました。自転車の鍵の原因や、サドルの

盗難防止をする方法はあるので、自転車の籠に荷物を置きっぱなしにしてしまい、盗難に遭った事例を元にプロト

タイプの作成をしました。メリット、デメリットはあるものの、改善をしていけば役立つ物になると私は考えます。今後

の活動は、より快適な生活を実現するためのプロトタイプの作成をしていきます。そのために、周囲のニーズを集め

て、需要を確かめ、それによって人々の生活がどう変わるかを考えていきます。
ブラザー工業株式会社＜製造＞ 17HR 目や耳の不自

由な人

安全に製品を

使用すること

最新技術を利

用する

障がい者の方々が安全に製品を使用出来るようになるという事を目的としていたが、電機屋に行き実際に商品を

見る事中で、障がい者に対応されている製品は少なく、あるとしても健常者にも良い効果のある事しか実装され

ていなかった。そのため全ての方々に効果のある製品を作ることに方向性を変えて、プロトタイプを制作した。リップ

などの物が転がってしまうと困るという事から、厚紙で筒状の物を作り、そこにクリップを付けた所予想通り転がらず

とても効果のある製品を作ることが出来た。それにもまだデザインなどの問題点や改善点がある事からもう少し突き

詰めていきたい。



株式会社CoAct＜防災＞ 11HR 自転車に乗る

人、高齢者

信号のボタンを

楽に安全に推

せるようにする

ボタン信号のボ

タンにセンサー

をつける

信号のボタンを楽に、安全に押すには、ボタンに触れずに力を込めないように押せるようにすることが必要だと考え

た。案は2つあり、1つ目は声に反応するものを作るというものだ。しかし、これには周りからの目が怖いなどという問

題点がある。

2つ目はセンサーを組み込むという方法だ。もう既にチェーン店などでは触らずに操作できるタッチパネルなどがある。

そういった技術を信号に組み込むことが出来ればいいなと思った。頑張ろう。
株式会社CoAct＜防災＞ 12HR 自転車通学の

高校生にとって

雨の日の通学

を快適にするた

めに

濡れないように

する

自転車通学の人が雨の日に快適に登校して学校で過ごすには、通学の工夫をしなければならない。通学は毎

日の初めと終わりに通るものであって登校で不快感を感じると学校でも不快感が続く。そのために不快に感じる理

由とその不快感を無くす方法を駐輪場でアンケート調査を行ってそれらをまとめ自分たちで

少しでも不快感を無くすための方法をつくる。
株式会社CoAct＜防災＞ 13HR

株式会社CoAct＜防災＞ 14HR 若い人達 防災意識を高

める

災害について

学習させる

防災意識が低い若い世代に、防災意識を高めさせるためには、災害について興味を持たせて、学習させることが

大切だと思いました。そこでマンガ、教科書、アニメの中でどれが興味を持ってもらうのにふさわしいのかを調査する

ため、フィールドワークを行いました。結果としてマンガが最もふさわしいということになったので、マンガと防災を組み

合わせてさらに興味をもってもらうための案を考えていく。
株式会社CoAct＜防災＞ 15HR

株式会社CoAct＜防災＞ 16HR

株式会社CoAct＜防災＞ 17HR 国民にとって 安全な生活が

送れるように

ながらスマホを

なくす

ながらスマホをは大きな事故の原因の一つであるのにもかかわらず、誰でもやってしまう可能性がある。実際に経

験があるひとも少なくない。そのため問題解決するためにictの力をかりてながらスマホの防止に取り組みたい。



株式会社メルカリ＜システム＞ 11HR ストレスを抱え

る市高生にとっ

て

より良い学校

生活を送るた

めに

ストレスを軽減

する方法

市高生にとっての共通する悩みは勉強や人間関係に対するストレスであり、それを軽くすることでより充実した学

校生活をおくれると思った。その解決方法として、大学生にアンケートをとった所、ストレス解消方法は笑う、歌う、

カラオケに行くなど気分転換に関わることだった。そこで、11/3にある遠足でどれほど気分転換になったのか、アン

ケートを取ることを、プロトタイプとした。その結果、負担が無くなったと答える人が多ければ、今後手軽にできる解

消法を、出来なかったと答える人が多ければ、また違う改善方法を考えて実施する。
株式会社メルカリ＜システム＞ 12HR

株式会社メルカリ＜システム＞ 13HR 学生 安全に通学で

きるように

一時停止を守

らせる

自転車の一時停止を守らせるために学生の気持ちから変えて行かなくてはならないと思います。まず、一時停止

の状態や数を調べていかなければならないと思い、メンバーの通学路の一時停止の状況を調べました。一時停止

の場所の特徴は、間隔が狭い、住宅街に多いという特徴がありました。学生の気持ちから変えていくために間隔が

狭く止まるのがめんどくさいことから、ブレーキを楽しくしていく方向て進んでいきます。
株式会社メルカリ＜システム＞ 14HR

株式会社メルカリ＜システム＞ 15HR 静岡市民 地球の環境を

保つ

食品ロスを減ら

す

食品ロスを減らすためには、まず静岡市の食品ロスの現状をよく知ってもらい食べ物に対する意識を変えていくこと

が大切だと思う。そのためにポスターを作る。食品ロスの現状や食品ロスがもたらす影響、私たちに出来る取り組

みなどをまとめポスターにし、静岡市内のお店やスーパーに貼らせていただく。また、食品ロスの主な原因である過

剰除去と食べ残しを減らすためにアレンジして作れるレシピを考える。これは、ポスターに貼ったりSNSを使って広め

ていく。
株式会社メルカリ＜システム＞ 16HR 保健所にいる

動物

殺処分を減ら

すために

まず静岡市の

人たちに殺処

分の現状につ

いて知ってもら

う

生きていていいのに，生きたいのに殺されなければならない動物たちがたくさんいる。

そこで実際に殺処分が行われる保健所にインタビュー・見学することで生で現状を体感して発信する側も命を感

じる必要があると思いました。具体的ではありませんが，最終的には動物の殺処分についてほとんどの人が理解

する。そして，殺処分される動物を減らしていくという形です。

株式会社メルカリ＜システム＞ 17HR 高校生 快適に運動す

るため

体育館の運動

環境を整える

高校生にとって体育館での運動環境を良くするためには、本人たちに意識をさせなくてはいけないと思う。水分補

給などの呼びかけは当たり前のことだが、運動に夢中になっていると水分をとるとこを後回しにしがちであると思う。

実際私も中学の時「もう少しだけ、やろう」と暑さを無視して、その結果熱中症で倒れたという経験がある。そこで

今回のニーズステートメントを思いついた。だが、クーラーをつけたり窓をつけたりという大規模なことは出来ないの

で、ポスターをつくろうと思っています。



株式会社ヤマザキ＜食品＞ 11HR みんな 食品ロスを減ら

す

捨ててしまう食

材を生かす方

法

食品ロスを減らすために、捨ててしまう野菜の皮などを使って、調理します。

その、レシピ、材料、調理にかかる時間などを紙に書きます。それをフィールドワークに行ったしずてつストアに貼り出

してもらい、そこに来た主婦の人たちに知ってもらう。

捨ててしまう食材が、本当は使えて、美味しい料理になることを多くの人に伝えます。

そして、家庭での食品ロスを減らします。
株式会社ヤマザキ＜食品＞ 12HR 子供たち 食を楽しむ事

ができるように

なる

野菜の好き嫌

いを克服する

方法

近年、日本人の野菜の摂取量が減少してきています。そこで、摂取量が少ない理由として野菜の好き嫌いが関

係していると考えました。野菜の好き嫌いは子供の頃に決まると思い、このニーズステートメントにしました。実現に

向けて、まず静岡市立城北小学校に行きます。そこで小学生に嫌いな食べ物のアンケートをとり、小学生からの

人気の無い野菜を集計します。そこで1番人気の無い野菜を子供たちに食べてもらえるような商品を開発したいと

思います。
株式会社ヤマザキ＜食品＞ 13HR ファイルの整理

ができない市

高生

プリントの整理

が楽になるよう

にする

使いやすいファ

イルをつくる

プリントの整理整頓をするためには、使いやすいファイルが必要だと考えた。しかし、フィールドワークでダイソーに行

き売れているファイルを定員さんに聞いたり、商品を見たりしたことで気づいたことがある。それは、使いやすいファイ

ルは今多く存在していると言うことだ。そのことから、今あるようなファイルではなく、棚のようなものを作り机の中を整

理しやすいようにしようとプロトタイプを作った。使ってみると良い点と悪い点がわかった。これからは、フィールドワーク

でダイソーだけではなく文具店などに行ったり、さらに多くの人にアンケートに答えてもらいプロトタイプを作っては試し

を繰り返して、より良いものを作っていく。
株式会社ヤマザキ＜食品＞ 14HR 人々 安全に歩け

る、歩きスマホ

による事故を

無くす

歩きスマホを無

くす

歩きスマホによる事故を無くすために、まず学校で放課後廊下や階段に立って歩きスマホをしてる人の人数を数え

た。また、Googleフォームでなぜ歩きスマホをしてしまうのか、事故に会いそうになったかなどアンケートをした。アン

ケートからスマホを暇つぶしや歩いてる時間も有効にと思ってる人が多く、スマホから目をそらさせる為の仕掛けなど

を作っていきたいと思っている。
株式会社ヤマザキ＜食品＞ 15HR 高校生ぐらいの

若者

密にならずに旅

行に行く

若い高校生く

らいの世代の

人に大井川の

魅力を知っても

らい、実際に訪

れてもらう

若い高校生くらいの世代の人が密にならずに旅行に行くには、マニアックであまりみんなに知られていない場所を現

地の特産物を使ったお菓子などを作って紹介するのがいい方法だと考えた。そのために、フィールドワークとして、蓬

莱橋を訪れて、インタビューをしたり、行って感じた魅力があったので、大井川の魅力をもっと実際に知るためにもう

一度フィールドワークを行いたいと思う。

株式会社ヤマザキ＜食品＞ 16HR 睡眠不足に悩

む人

睡眠不足を解

消する

睡眠の質を向

上させる

睡眠不足を解消するためには、睡眠の質を向上させなくてはならない。アロマを作ることで、人々の睡眠の質を向

上させたい。まずはプロトタイプを作り、本当にアロマで睡眠の質を向上させれるのか、そもそも適しているのかを調

べる。またアンケート調査で本当に需要があるのかどうかについても調べる。関連している研究ももう少し調べ、研

究に信ぴょう性を持たせる。
株式会社ヤマザキ＜食品＞ 17HR 人々にとって 健康維持をも

たらすために

納豆に変わる

ものを食べても

らう

健康は大事だと思う。しかし今の高校生などは自分の健康に感心がないと感じた。そこで、納豆を食べてもらおう

と思った。しかし、納豆を食べれない人が多いので、納豆の栄養やメリットを別の食べ物でだして食べてもらいたいと

思った。プロトタイプはその料理を考える。



株式会社静岡銀行＜金融＞ 11HR 静岡市の人々 快適な生活 街を綺麗にす

る

街を綺麗にするには、まずはポイ捨ての防止から取り組もうと考えた。理由としてはポイ捨てが原因の街や海洋の

汚染は世界的な問題になっているという事と、日本国内でもポイ捨てを条例で禁止し処罰を設けている地方公

共団体も多いという事である。まず校内に自作のゴミ箱を設置して、その効果を検証する。そこでの結果を踏まえ

て、今後、公園などのゴミ箱の必要な公共施設にゴミ箱を設置してその周辺のポイ捨てが減るかどうかを検証す

る。ゴミ箱以外の防止方法も追加で検証していきたい。
株式会社静岡銀行＜金融＞ 12HR

株式会社静岡銀行＜金融＞ 13HR 主婦 家族団らんの

時間を増やす

為に

家事が楽に速

く終わるような

便利グッズを制

作する。

主婦の手助けとなる便利グッズを作る為にはまず現在人気の便利グッズの秘訣を知る必要がある。そのため便利

グッズが多いダイソーに行って秘訣を自分達に考えた結果、①シンプル②使いやすい③多様性この３つが共通点

であった。この秘訣を利用しながら班員の3人が各自オリジナルの便利グッズを考え、その中でよかったものを試作

品として作り、自分の母に使ってもらいアンケートを取る。それを元に作り直すこの繰り返しをして、最高の便利グッ

ズを作る
株式会社静岡銀行＜金融＞ 14HR 小３～高３ 若者にとって将

来的な経済の

安定をもたらす

お金の勉強が

出来る場をつく

る

経済に関する

本を咀嚼して、

子供向けアニ

メを作る

経済に関する本の内容を咀嚼し、詳しく説明した子供向けアニメを作る。それが完成したら、クラスメイトや同級

生に見てもらい、意見を貰う。その意見に基づいてらもっと見やすく、分かりやすくなるように改善する。そしてまた皆

に見てもらい、何話も作っていって、皆がどれだけ理解したかを調べる。

株式会社静岡銀行＜金融＞ 15HR

株式会社静岡銀行＜金融＞ 16HR 高校生 日々の生活を

楽しいものにす

る（変更予

定）

恋人を作る

（変更予

定）

｢高校生にとって恋人ができるようになるために魅力的になる方法｣

このニーズステートメントにした理由は、班で話し合い身の回りでこの悩みを持つ人が多いと感じたからです。

また、ネットで調べてみると高校生の悩みの上位に恋愛の悩みが入っていました。そこでクラスの人に｢あなたにとっ

て魅力的な異性｣についてアンケートをとったところ、人により魅力的に感じる異性の特徴が異なるため集計が難し

くなってしまいました。
株式会社静岡銀行＜金融＞ 17HR 女性 日焼け止めが

できるように

日焼け止め

グッズを開発す

る

女性の日焼けを防止するためには、グッズの向上と正しい日焼けの対策方法を考える必要がある。私たちは日焼

け止めの正しいデータを効果的に示すことで、世間の人々が誤認している使い方を直したい。実現に向けて、まず

は10月29日からの2週間の間に東急ハンズ様にインタビューする。日焼け防止グッズの売り上げ、人気商品おす

すめする商品、日焼け対策の正しいやり方、について質問する。
株式会社静岡銀行＜金融＞ 17HR 受動喫煙者に

とって

健康に長生き

するために

タバコの煙を吸

わない

受動喫煙の被害を減らすためには、売らないという方法は不可能なので、副流煙による被害を減らすことで、

人々の行動に変化を起こしたい。実現に向けて、まずタバコのフィルターを内包したマスクを作成し、それを使用し

た時としてない時の違いを調べる。



興津螺旋株式会社＜製造＞ 11HR 夏を生きる人

にとって

汗をかかず清

楚に清潔に生

活するために

汗をなるべくか

かずかついい匂

いにする

夏に登校中に自転車を漕いでると汗をかいてしかも制服だと汗が染みてわかりやすくて恥ずかしいし髪の毛も一瞬

で崩れてしまう。また匂いが臭くて周りも自分も嫌な気持ちになってしまう。

興津螺旋株式会社＜製造＞ 12HR 高校生 勉強と部活の

両立が出来る

ように

時間を有効に

使うという方法

12HRのスタレコの現状から平日2時間以上休日5時間以上勉強してる人が少ないことが分かり、運動部のほと

んどが両立できてないという情報が得られたそのため佐鳴に行き過去運動部の先輩が時間のない中どのように勉

強していたか調べ、それをもとにプロトタイプ(新しいアプリ)を作成する。今後の活動計画は調べたことを参考にして

同じ学年の人達にアンケートをとる
興津螺旋株式会社＜製造＞ 13HR 修正ぺんを使

う人

間違えた文字

をキレイに消す

ために

ぺん先や液体

のかたさを変え

る

ノートまとめの際に間違えた文字をキレイに消すことの出来る修正ぺんを作りたい。まず現時点で文房具店で今

売れている修正機を調査した。また、修正ペンに変わる新しいものを作るために、絵の具の白などを使い、理想の

修正ペンを作ることにした。
興津螺旋株式会社＜製造＞ 14HR

興津螺旋株式会社＜製造＞ 15HR 被災者 地震後、避難

所での快適な

暮らし

トイレの汚れや

臭さのストレス

解消

避難所のトイレの汚れや異臭を知るためには、使った人の声が必要なので、避難所のトイレを利用した人がどう

思ったのかを調べる。また、11月1日にハルインダストリーさんにフィールドワークに行き、匂いの成分や消臭剤の成

分を詳しく聞く。また、家庭で簡単に作ることの出来る消臭剤を自分たちで作ってみる。そして、そこから多く匂いの

消すことが可能で誰でも作りやすい消臭剤を発明する。
興津螺旋株式会社＜製造＞ 16HR 地域の人 快適に過ごせ

るようになる

ポイ捨てを減ら

す

市街地に落ちているゴミを減らすために、人々が捨てたくなるゴミ箱や、捨てたら悪いと思うような環境づくりを目指

しています。その為にいまのゴミの写真や場所を調べることの他に、クラス内でのアンケートや、ネット内の現在存在

する国内外の解決案や、その他のアンケート結果等を調べて、現在あるプロトタイプの案をまとめ、プロトタイプの

作成、

実験を行う予定です。
興津螺旋株式会社＜製造＞ 17HR 高齢者（静

岡市に住む60

～80代）

安心安全をも

たらすために

自身の被害を

減らす

現在静岡では南海トラフ地震の影響が危険視されています。地震は自然災害なので止めることは出来ません。

その中で、どれだけ被害を減らせるかが重要になると考えています。その中で最も逃げるのが大変であるであろう高

齢者に視点を向けました。僕達は今回のアンケートで地震に対する恐怖心はあるけれど対策に行動を移せてい

ないケースが多いことがわかりました。それなので過去の大震災の被害の中心や高齢者がどのような地震対策をし

ているかなどさらにくわしく調べ、今できる最良の対策方法を考えて、実行します。



社会福祉法人桂＜福祉＞ 11HR 地域の人々

(若者～高齢

者)

事故を減らし、

安全な町を作

る

利用者が意識

せずに事故を

防げるような仕

組みを考え、

作成する。

街の事故を減らす為に、人の意識では無く環境から変えていくことを目標としています。

例えば現段階で考えている事は、冬に曇ってしまうカーブミラーを事故防止の為に綺麗にするという方法です。冬

は、結露によりミラーが曇ってしまうことで事故を招きかねません。それを解決するために身近にあるものを使いたい

と思っています。家の洗面台の鏡には樹脂製の曇り防止シートが貼ってあり、現状ではそれを応用できないかと考

えています。
社会福祉法人桂＜福祉＞ 12HR 高齢者 生活しやすい

環境をつくる

地域との関わり

を増やす

高齢者にとって生活しやすい環境をつくるために地域との関わりを増やす方法を探求する。そのために、高齢者が

生きがいを感じられるようなものを作成する。実現に向けて、まずは地域の人達にアンケートを取り、その結果から

高齢者でも楽しめるようなイベントなどを開催し、コミュニケーションをとるきっかけをつくる。また、外出できない人の

ために、zoomなどを使い家でも気軽に会話ができる機会を作る。
社会福祉法人桂＜福祉＞ 13HR 高齢者 快適に過ごす 他人の手伝い

を必要とせずに

なるべく自分で

行動できるよう

にする

他人の手伝いを必要とせずになるべく自分で行動できるようにするためには、まず自分たちで高齢者疑似体験を

行うことが必要である。数日間高齢者疑似体験を行う事で、老化することでどのようなことが出来なくなるかを身

を持って体験する。また介護ホームなどに行き高齢者に話を聞いて出来なくなることのデータを取る。その中で多

かった事を解決するためのアイデアを考える。

社会福祉法人桂＜福祉＞ 14HR 視覚障がいを

持つ人にとって

外出時に今よ

りも過ごしやす

い世の中をもた

らすために

世間の考え方

を変える

視覚障がいを持つ人により良い世の中をもたらすために世間の考えを変えなければならない。そのため、私たちは、

視覚障がい者のことを知るために、静岡県視覚障害者協会の須藤会長にお話しを伺った。インタビューの結果と

して、僕たちには計り知れないほど大変なことがたくさんあった。それを世間の人たちにも知ってもらうために、プロトタ

イプとして呼びかけのポスターを作成した。
社会福祉法人桂＜福祉＞ 15HR 介護職につい

ている方

不便なく仕事

が行えるように

問題点をみつ

け改善する

介護施設の方にどんな所で不便と感じているかなどのアンケートをとりました。その結果、多くの人が人手不足で悩

んでいることがわかりました。

そのことから、私たちのニーズステートメントである「介護職に就いている方々が不便なく仕事が行えるように問題

点をみつけ改善する。」を実現するにはまずは小中高生を対象に、福祉に興味を持つ人を増やそうと考えました。

それらの方法は、これから詳しく考えていくつもりです。
社会福祉法人桂＜福祉＞ 16HR 障がい者 弱い部分を補

える

商品を開発す

る。

体の不自由な方にとって生活しやすくなるようなサービスや商品を開発します。プロトタイプの完成度を高めます。

そのためフィールドワークによって資料を集め、障がい者が困っていることを追求していきます。商品は視覚障がい

者や聴覚障がい者にターゲットを決めて、不満を解決するものを作ります。サービスでは日々の生活でバリアフリー

を実現できるように改善点を探していきたいと思います。
社会福祉法人桂＜福祉＞ 17HR カリタススタッフ カリタス利用者

の行方不明時

のスピード解決

GPS十台ほど

の導入

利用者が施設を抜けて勝手に出かけてしまう時にスタッフがトランシーバーで情報を共有して行方不明になった利

用者を捜すというのが現時点でのカリタススタッフの方法だが、私たちはその時間を短縮私し、早急に利用者を見

つける方法としてGPSを利用する方法を提示したい。

GPSを使うことが本当に時間短縮につながるか実際に実験し検証した結果、校内で隠れている人を見つけるのに

大勢で電話で情報を共有するより、隠れている人にGPSを持たせ見つけ出す方が所用時間は短かった。

このことからGPSの有用性が証明された。今後はこの結果をカリタス職員様に報告し、GPSをどう活用していくか

話し合いたいと思う。



静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞11HR

静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞12HR 市高生にとって 授業中の集中

力を高める

眠気をなくす 授業中の眠気を覚ますためには、その原因と現状について調べて、探求を進めたいと思います。そこで、SNSを

使って市高生にアンケートをとりたいと思います。質問する内容としては、「あなたは授業中眠くなることがあります

か。」から始まり、「何が原因で眠くなると思いますか」や「どのような方法で眠気を覚ましていますか。」などいくつか

集めていきたいです。集まった結果について考察し、さらにどうしたら良いのかを考えていきたいです。
静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞13HR

静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞14HR

静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞15HR

静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞16HR 高校生 良質な睡眠を

取るため

睡眠時間の減

少、不眠症状

の解決

実際に論文などで書かれているように高校生は睡眠時間の減少や不眠症状がある。そうすると授業中に眠くなっ

て授業に集中できなくなる。そこで少しでもいい睡眠ができるように、寝具屋さんで人気の寝具を調査したり、睡

眠時に大切なことを聞いて、寝易い方を探していく。
静岡県庁（静岡県東部農林事務所）＜林業＞17HR 睡眠不足に悩

む市高1年生

質のいい睡眠

確保が出来る

自分で自分の

スケジュールを

把握して管理

する

自分で自分のスケジュールを把握して時間意識を作っていくには、自分の目で自分のスケジュールが確認出来る

ように紙面化することが大切だと考えた。部活や塾の有無など高校生に特化しているかつ、誰でも利用出来るよ

うな物を作っていきたいと考えている。睡眠時間を如何にして作っていくかを観点において考えていく。



静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞11HR 私たち 自転車を止め

るときの不満を

無くすために

快適に自転車

を止める方法

静岡市立高校では、自転車置き場の自転車が枠内に収まっていなく、飛び出してしまっていたり、自転車を決

まったところに置かないので、後から来た人がどこに置いたらいいのかわからなくなってしまったりしています。この問題

は、マンションでも同じような(自転車置き場が狭く置くのが大変など)ニーズステートメントを持っていると考えます。

そのため私たちは、まず市立高校での解決を考えました。まずは、自転車通学か違うかのアンケートを取ります。

違う人の分を詰めます。そして、一台分の幅を測り、一台一台均等になるようにします。そして、それを踏まえて剥

がれにくいシールを貼ったり、下に枠を作るために消えずらいペンキや剥がれにくいテープを使っていけばいいと思いま

した。
静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞12HR 社会全体に

とって

キレイな自然を

保つために

プラスチックゴミ

を減らす方法

が必要

キレイな自然を保つためには、ゴミを減らす必要がある。主にプラスチックゴミは劣化しにくく、魚類などに悪影響を

及ぼす可能性が大いにあるため、プラスチックゴミをなくすためにできることを考え、行動に移す。

①プラスチック自体に変わるものを生産する。

②プラスチックのリサイクルを活性化させ、ポイ捨てそのものをなくす。

①について考えた時に企業に連絡がつくとは考えにくいため、とりあえず保留とする。

②については、リサイクルを活性化させるためには、呼びかけや看板などで人の目につくところでアピールすることが大

切だと考える。また、ゴミ箱を街中や海などに設置することでポイ捨てがなくなるのではないかと考える。

すると、少しずつではあるがゴミが減っていくと思われる。

また、ポイ捨ての原因を突き止める必要がある。釣り人や通行人のポイ捨てが海のゴミになっている可能性もある

ので、フィールドワーク2で釣り人にインタビューしてみる。
静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞13HR 地球にとって 海洋ゴミを減ら 海洋ゴミを拾っ 海洋生物を助けることについて、ウミガメが挙げられる。ウミガメの鼻の中にプラスチックゴミが入って息ができなくな
静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞14HR ポイ捨てに悩む

市高生

ポイ捨てのない

気持ちの良い

綺麗な市立高

校の学区を目

指すために

ポイ捨ての多

いコンビニ付近

や、交差点付

近にゴミ箱を設

置する

ポイ捨ての多いことに気づいた僕達のチームは、結論である、ポイ捨てするのは、近くにゴミ箱がないからだという結

論を先に出し、解決策を、より有効にするため後からアンケートや、調査などを行うことに決め、まずは、友達へのア

ンケートとして、登下校中の、ポイ捨てされていた場所や、その時ポイ捨てされていたゴミを調査し、そのポイ捨てさ

れていた場所、ゴミの種類などをグラフ化し、どの場所にゴミ箱を設置するのがより効率的で、その場所に適切なゴ

ミ箱を考え、設置するという方針で進めていき、、最終的にゴミ箱設置など、具体的な対策をしていこうと思った

静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞15HR 一般人 食品ロスについ

て知ってもらう

ポスターを作る 食品ロスを解決する手段として、まずは食品ロスの現状を知ってもらう必要がある。そのために、ポスターを作ろうと

思っている。フィールドワークでは、しずてつストアとエスポットにインタビューに行った。どんな食品が売れ残るかなど、

データが取れたので、それをもとに、ポスターを作る。また、食品ロスを減らす料理を今後考えて、ポスターに載せよ

うと思う。
静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞16HR 静岡市の人に

とって

キレイなゴミの

日にするために

カラスによるゴミ

を荒らす被害

をなくしたい。

カラスは生ゴミを目的としてゴミを荒らしているので、生ゴミに対する対策が必要となる。別の生ゴミの問題として

は、食料売り場等での廃棄処分が問題となっている。それを踏まえ、生ゴミをカラスの害から守ると同時に、堆肥と

して活用する案を考えた。具体的には、比較的簡単に作ることが出来る段ボールコンポスターをゴミ捨て場に置く

ことだ。テストとして個人で段ボールコンポスターを作り、特徴を調べた。結果としては、においは少なかった。しか

し、虫が周囲へ集っていたので、ゴミ捨て場へ置くためには虫への対策を考えなければいけないと分かった。



静岡市沼上資源循環学習プラザ＜環境＞17HR 静岡県民 綺麗で快適に

住みやすくする

ためのカラスを

撃退する

ネットに太陽光

を反射できる

塗料を塗ってカ

ラス予防をする

その塗料を塗ると車の人などが通った時に眩しいのではないか、そしてそれだけではネットを破って侵入してきそうな

のでもっと改良が必要である。具体的に何かと言うと出てこないがボックス型の収集場所だとカラスの気配はないこ

とからそういう形にすればカラス撃退も夢ではないと思う。だが光るものと言うのも悪くないのでどこかで活用したい。

例えばボックス型にするなら周りを光の抜けない壁にして上だけネットじょうにすることによって上だけに効果が出てく

るので周りに迷惑がかからないとか。たくさん使い道はあると思う。



静岡鉄道株式会社＜交通＞ 11HR 授業中寝てし

まう学生

授業に集中

し、学力をあげ

る

睡眠の質をあ

げる、早く寝

る、授業中眠く

ならないように

する。

授業中眠くならないようにするために、早く寝ることが1番だが、運動部や学習の意識が高い市高生にとって難しい

点もあると思うので、睡眠の質を上げることを目的とする。睡眠の質をあげために、適度な運動をしたり寝る前に

歌詞のないゆったりとした音楽をきくことをまず、私たちのまわりでためしてみる。クラスメイトにも協力してもらい、運

動をする前後で実際に何か変わったことがあるかを調べてみる。

静岡鉄道株式会社＜交通＞ 12HR 市高生 快く移動できる

ようにする

横断歩道で止

まらない車を無

くす

横断歩道で止まらない車を無くすには車側だけでなく、歩行者ができる限りのことをすることが大切だと思う。運転

手側の先生や親になぜ止まらないのか聞いたら「渡るのか渡らないのかがわからない」と全員が言っていました。歩

行者側が今から渡りたいという意志を示すことが大切だと思ったのでまずは12hrの人たちにこれを呼びかけていき

たい。
静岡鉄道株式会社＜交通＞ 13HR スマホ操作方

法に困っている

高齢者

高齢者がスマ

ホで色々チャレ

ンジできる。

高齢者がスマ

ホで色々チャレ

ンジできる。

高齢者のスマホ操作方法を解決するには、若い人達が優しく教えてあげなければならない。そのためには、まず高

齢者がスマホ操作で何が分からないのかを沢山インタビューしなければならない。そして、高齢者がスマホで色々

チャレンジできるようにする。これからの活動プランは、おじいさんにもインタビューすることと、若い世代の人にもインタ

ビューして違いを調べ、高齢者のニーズに答えられるものを考える。
静岡鉄道株式会社＜交通＞ 14HR 子供たちにとっ

て

元気に外で遊

べるようになる

ための

公園活用方

法

スマホ普及率の増加や、ボール遊び禁止、公園の遊具の撤去などの影響で、小学生などの子供たちが公園で外

遊びをする機会が減少し、子供たちのゲームの使い方で悩む保護者が増えている。

そこで私たちは、小学生や保護者へアンケートを取りながら新しい公園のあり方を考え、もっと公園を活用して貰

いたいと考える。まずは、ロコクリを使って1年部の保護者の方へアンケートを行いつつ、身近な小学生へのアンケー

トも進めていく。そこから、公園の改善点や、ゲームの使い方について考え、もっと公園を活用して貰えるようなプロ

トタイプを制作していく。
静岡鉄道株式会社＜交通＞ 15HR 一人暮らし 楽しい食事 リモート食事 ニーズステートメントを変えるのでまだ分からない
静岡鉄道株式会社＜交通＞ 16HR 16HR(特進ク

ラス)の生徒に

とって

授業中に寝な

いで集中でき

るようになるた

めに

生活習慣を改

善する方法

授業中に寝ないで集中できるようにするためには、生活習慣を改善するのが一番だと考えた。私たちは、生活習

慣を改善するために、特進クラスの生徒でもできるような簡単な方法をいくつかプロトタイプとして示し、ひとつでも

多く試してもらうことで、授業中の居眠りを改善したい。そこで、1回目のフィールドワークとして、16HRの生徒に、

現在の状況を知るために、居眠りをしてしまう人とそうでない人にわけてアンケートをとった。アンケートの結果は、

居眠りをしてしまう人のほうが生活習慣が悪く、予想通りの結果となった。そこから、プロトタイプをいくつか考えたの

で、これからこのプロトタイプを16HRの生徒に試してもらい、プロトタイプを試してどうだったかアンケートをとって、プ

ロトタイプを改善したいと思っている。
静岡鉄道株式会社＜交通＞ 17HR



農事組合法人みらい＜農業＞ 11HR 地域の人 健康を維持す

るため

自然のものを

使う

健康を維持するためには食品から変えていく必要がある。そこで豊富な栄養分が含まれるここ豆が育つ両河内の

土に注目した。フィールドワークで貰ってきた土3種類と学校周辺の土、栽培用の土、その土にここ豆の根粒菌を

混ぜたものを使ってそれぞれ豆苗を育てて、成長の違いを調べる。また、金魚の水質を調べるキットを使用し、そ

れらの土の成分を調べる。最終的には土を使って泥パックなどを作り、植物だけでなく、人間の肌にも良い効果が

あるのかを実験していきたい。
農事組合法人みらい＜農業＞ 12HR

農事組合法人みらい＜農業＞ 13HR さつまいもにとっ

て

みんなに美味

しく食べてもらう

ために

さつまいも料理

を探究する

さつまいもについて発表するには、まず自分たちがさつまいもについて深く知る必要がある。そのため、ネットや実際

にさつまいもを育てている方々に聞き込み調査を行うなどして、さつまいもの魅力や育て方などを知りたいと思ってい

る。このような情報を知った上で、自分たちなりのあまり知られていないさつまいも料理を研究したいと思っている。

農事組合法人みらい＜農業＞ 14HR 高校生 静岡食材に親

しめるようにす

る

親しめる食べ

方を編み出す

静岡食材に親しめるようにアンケートで得た静岡食材の認知度を元にその食材とここ豆を組み合わせて料理をし

て親しみを持ってもらうようにする。そのために、まずしらすとここ豆のおにぎりをつくり、それをクラスの人に感想を貰っ

たり、購買で商品と一緒に置いて貰ってどのくらい買ってくれるかなどを調べる。
農事組合法人みらい＜農業＞ 15HR 野菜嫌いな未

成年

野菜嫌いを克

服するために

調理方法を探

求する

未成年の人達の野菜嫌いを克服するために好きな野菜と嫌いな野菜のそれぞれの理由のアンケートを取り、匂

いや味などなぜその野菜が嫌いなのかを明確にし、調理方法(自分達で作れる範囲のもの)を考える。

また、アンケートを元に作った試作品を自分達の周りの人達に食べてもらい参考にする。
農事組合法人みらい＜農業＞ 16HR

農事組合法人みらい＜農業＞ 17HR


