
第２７回全国産業教育フェア秋田大会

さんフェア秋田２０１７

「作品展示」募集要項

１ 概 要

全国の専門高校等で学ぶ高校生等が、実習・課題研究等で製作した作品や研究成果を展示

する。

２ 作品数

(1) 全国から募集する作品数は、原則として次の表のとおりとする。

学科 農業 工業 商業 水産 家庭 看護 情報 福祉 総合 次期開催県 合計

作品数 ２０ １８ ２０ ８ １８ ８ ３ ３ １ １ １００

(2) 作品出展校については、原則として、各学科の全国高等学校長協会等に依頼し選定す

る。

(3) 予定数以上の出展については、実行委員会事務局と相談の上で決定する。

３ 日 程

(1) 期日 平成２９年１０月２１日（土）・２２日（日）

(2) 時間 １０月２１日（土） 10:00～16:00

１０月２２日（日） 9:30～14:30

４ 会 場

(1) 工業、商業、情報、総合学科、特別支援学校

ＣＮＡアリーナ★あきた（メインアリーナ）

〒010-0973 秋田県秋田市八橋本町六丁目１２－２０

TEL 018-866-2600 FAX 018-866-2601

(2) 農業、水産

秋田県立体育館（大体育場）

〒010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園１－１２

TEL 018-862-3782 FAX 018-862-5801

(3) 家庭、看護、福祉

秋田拠点センターアルヴェ（きらめき広場）

〒010-8506 秋田県秋田市東通仲町４－１

TEL 018-887-5310 FAX 018-887-5311

５ 内容等

(1) 作品は原則として、次の範囲で展示できるものとする。この範囲を超える作品は、事前

に当該学科の「受付・問合せ担当校」と相談する。

奥 行 幅 高 さ 使 用 電 源

1.0ｍ以内 2.0ｍ以内 2.1ｍ以内
※必要な場合のみ
単相交流50Hz、100Ｖ（200Ｖ不可）、５Ａ以下



(2) 展示についての注意事項

ア 火気の使用は禁止する。

イ 次に該当するものは事前に当該学科の「受付・問合せ担当校」と相談する。

(ｱ) 水を使用するもの。

(ｲ) 大きな音や強い光を出すものや臭い・ガス・煙を発生するもの。

(ｳ) 倒れる危険性のあるもの。

(ｴ) 床を傷つけやすいものや重量の重いもの。

(ｵ) スポット照明等、特別な照明を必要とするもの。

(ｶ) 演示するために、ある程度の面積を必要とするもの。

(ｷ) その他、特別な配慮が必要と考えられるもの。

(3) 展示作品の破損、盗難等については補償しない。

６ 作品の輸送、搬入及び搬出

(1) 作品輸送の詳細については、後日送付する「輸送要項」による。

(2) 作品搬入の詳細については、作品申込み受付後、当該学科の「受付・問合せ担当校」か

ら連絡する。

(3) 搬入する作品は、原則として梱包のまま保管できるものとする。保管に特別の配慮が必

要なものは、当該学科の「受付・問合せ担当校」と相談し、その旨を表記した掲示物を梱

包に貼付する。

(4) 展示終了後の作品の梱包、搬出は、出展者が行う。出展者による梱包、搬出が困難な場

合は、事前に当該学科の「受付・問合せ担当校」と相談する。

７ 作品の据え付け等

(1) 作品の据え付け場所は、「展示・体験運営部担当校」が決定する。

(2) 作品の展示準備は、平成２９年１０月２０日（金）の9:00から17:00までの間に行うこと。

その際、受付からの展示場所・方法等に関する指示に従うこと。

(3) 作品の据え付けは出展者が行う。出展者による据え付けが困難な場合は、事前に当該学

科の「受付・問合せ担当校」に相談すること。

(4) 作品についての説明を行う場合は、出展者が行う。また、説明にICT機器等を用いる場合



は、事前に当該学科の「受付・問合せ担当校」と相談すること。

(5) その他、詳細については、事前に当該学科の「受付・問合せ担当校」と打合せを行うこ

と。

８ 交通費、宿泊費及び作品輸送費等

(1) 作品の展示に係る生徒及び引率者の交通費、宿泊費等については、事務局では負担しな

い。

なお、宿泊希望者については、後日大会ホームページに掲載する「宿泊要項」により大会

事務局が斡旋した旅行代理店に直接連絡すること。

(2) 作品輸送費及び展示・演示用消耗品等の費用は、出展者（参加校）の負担とする。

９ 申込方法

(1) 各都道府県教育委員会・政令指定都市教育委員会は、本要項に基づき、所定の申込書（様式１－

１、様式１－２）に必要事項を記入の上、平成２９年７月１４日（金）までに当該学科の「受

付・問合せ担当校」へ郵送又は電子メールで申し込むこと。

その際、展示作品の写真又は詳細図等を添付すること。（メール送信容量は３ＭＢまで）

(2) 参加生徒の名前、肖像等の個人情報を大会要項等に掲載し公開することがあるので、提出書

類の作成に当たっては、本人の了解を得て作成すること。

(3) 各学科の受付・問合せ担当校

学科 学 校 名 現 住 所
校 長
担 当 者

〒016-0005
秋田県立 秋田県能代市真壁地字上野１９３ 校 長 石井 潔

農業 能代西高等学校 TEL 0185-52-3218
FAX 0185-52-3418 担当者 成田 農
E-mail：sannou@akita-pref.ed.jp

〒010-0902
秋田県立 秋田県秋田市保戸野金砂町３－１ 校 長 有坂 俊吉

工業 秋田工業高等学校 TEL 018-823-7326
FAX 018-823-7328   担当者 佐藤 貴文
E-mail：sankou@akita-pref.ed.jp

〒016-0851
秋田県立 秋田県能代市緑町４－７ 校 長 千葉 慎作

商業 能代松陽高等学校 TEL 0185-89-2021
FAX 0185-52-2112 担当者 中嶋 忠宗
E-mail：sanshou@akita-pref.ed.jp

〒010-0521
秋田県立 秋田県男鹿市船川港南平沢字大畑台４２ 校 長 平川 信重

水産 男鹿海洋高等学校 TEL 0185-23-2321
FAX 0185-23-2322 担当者 船木 英也
E-mail：sansui@akita-pref.ed.jp



〒017-0872
秋田県立 秋田県大館市片山町三丁目１０－４３ 校 長 木村 利夫

家庭 大館桂桜高等学校 TEL 0186-59-6299
FAX 0186-42-0901 担当者 佐々木幸子
E-mail：sankatei@akita-pref.ed.jp

〒019-1404
秋田県立 秋田県仙北郡美郷町六郷字馬場５２ 校 長 加納 勇

看護 六郷高等学校 TEL 0187-84-1280
FAX 0187-84-0040 担当者 越後谷育子
E-mail：sanfuku@akita-pref.ed.jp

〒018-0148
秋田県立 秋田県にかほ市象潟町字下浜山３－３ 校 長 猪股 清子

情報 仁賀保高等学校 TEL 0184-43-4791
FAX 0184-43-4792 担当者 早藤 素史
E-mail：sanjou@akita-pref.ed.jp

〒019-1404
秋田県立 秋田県仙北郡美郷町六郷字馬場５２ 校 長 加納 勇

福祉 六郷高等学校 TEL 0187-84-1280
FAX 0187-84-0040 担当者 越後谷育子
E-mail：sanfuku@akita-pref.ed.jp

〒018-0604
秋田県立 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２－１４２ 校 長 佐藤 信英

総合 西目高等学校 TEL 0184-33-2203
FAX 0184-33-2204  担当者 黒木 健
E-mail：sansou@akita-pref.ed.jp

10 作品展示運営担当校

秋田県立由利工業高等学校 校長 夏井 博実 担当 野上 浩

〒015-8530 秋田県由利本荘市石脇字田尻３０

TEL 0184-22-5520   FAX 0184-22-5504   

E-mail：santen@akita-pref.ed.jp

11 実行委員会事務局

第２７回全国産業教育フェア秋田大会実行委員会事務局

（秋田県教育庁高校教育課内） 担当 鈴木 鉄美

〒 010-8580 秋田県秋田市山王三丁目１－１

TEL 018-860-5166 FAX 018-860-5808

大会ホームページ http://www.akita-c.ed.jp/sanfair2017/


