
令和４年度いばらきものづくり教育フェア 「児童・生徒作品コンクール」 開催要項  

 
１ 日 時  令和４年 11月 18日（金）10:00～17:00 ， 19日（土）・20日（日）10:00～17：00 

２ 主 催  茨城県教育委員会 

３ 共 催  茨城県教育研究会 

４ 会 場  茨城県庁 ２階   〒310-8588  水戸市笠原町 978番６ 

５ 応募内容及び審査基準 
 

小学校の部 
中学校の部 

技術分野 家庭分野 
①応募部門 Ⅰ 個人製作作品部門 

授業や放課後等の活動で，

個人で製作したもの 
Ⅱ 団体製作作品部門 
授業や放課後等の活動で５

人以内のグループで製作した

もの 

Ⅰ 授業内製作部門 

総製作時間（設計・製作を含む）数の内，80％以上を技術・

家庭科の授業において創造製作したもの 

Ⅱ 自主製作部門 

技術・家庭科で学習した知識や技能を生かして製作した創

造作品で，Ｉ部門に該当しないもの（総合的な学習の時間，

長期休業や放課後・休み時間等で製作したもの） 
②応募作品数 ・各学校希望制 

・応募部門Ⅰ，Ⅱのいずれか

を１点まで 

・各学校希望制 
・応募部門Ⅰ，Ⅱのいずれか

を１点まで 

・各学校希望制 
・応募部門Ⅰ，Ⅱのいずれか

を１点まで 
③応募資格 ・茨城県内の小学校，義務教

育学校（前期課程）第５，

６学年在学児童 

・茨城県内中学校，義務教育学校（後期課程），中等教育学校

（前期課程），県立中学校の在学生徒 
 

④作品の内容 ○第５，６学年家庭科の授業

において製作した作品また

は，家庭科の学習内容を生

かした作品 
・布を用いて製作した，生活

に役立つ作品 

・手縫い及びミシン縫いの直

線縫いを生かした作品 

○技術・家庭科（技術分野）

の授業において製作した作

品または，技術・家庭科の

学習内容を生かした作品 
（例）木材の作品，木材，金

属，プラスチック等を融合

した作品，エネルギー変換

を利用した作品など 

○技術・家庭科（家庭分野）

の授業において製作した作

品または，技術・家庭科の

学習内容を生かした作品 
（例）ハーフパンツ，防災袋，

幼児のおもちゃ，幼児の衣

服など 

 

<留意点> 
・知的財産権（著作権・商標など）に配慮した作品であること 
・作品に工夫，アイデアが見られること 
・立体の作品は，縦＋横＋高さ＝160㎝以下であること 

・壁掛けなどの平面作品は，広げた状態で 900 ㎜×1500 ㎜以内(縦横は問わない)であること 

 ただし，衣類は別扱いである。 

・重量 25㎏以下であること  

・製作費が 5,000円以下であること 
※ 規格外（長さ，重量等）の作品は，審査の対象から外れるため，注意すること 

⑤審査基準 「④作品の内容」について総

合的に審査する。 
 
 
 
 
 
 

「④作品の内容」及び以下の項目について総合的に審査する。 
・使用方法を考慮し，工夫された設計である 

・材料，素材の選択に工夫が見られる       創造性 

・機能性を考え，工夫・アイデアが見られる 

・環境，エネルギー問題等に対応する様々な工夫が見られる  
・各部位や部品等が正確に切断，裁断，加工されている 

・正確に組立て，接合，縫い合わせ等ができている  技能 

・使用目的に応じた機能を果たすことができる 
⑥その他 ○作品とは別に，以下を作成し提出する。 

・参加申込書（応諾書）製作者全員分   ・確認票（１部）   ・作品票（１部） 

○応募の際の参加費は無料であるが，材料費等は，自己負担となる。 



６ 作品の応募について （各学校担当者が行う） 

(1) Ｗｅｂの登録  

○登録期間   

令和４年９月６日(火)～令和４年 10月 14日(金)  

○登録方法   

    茨城県教育研究会家庭，技術・家庭教育研究部Ｗｅｂページ 
「http://kyoikuplaza-ibk.or.jp/kenkyukai/」⇒各研究部⇒家庭，技術・家庭教育研究部内の 

Ｇoogleフォーム「児童生徒作品コンクール Ｗｅｂ登録」により，地区，学校名，搬入出方法，応募

部門，応募者氏名及び学年，作品名を入力する。 

なお，作品を応募しない場合も，地区，学校名，搬入出方法を回答する。その際，搬入出方法は「応

募なし」を選択する。 

    また，Ｗｅｂ登録後，搬入出方法，応募部門，応募者氏名及び学年，作品名の内容に変更がある場合

は，各郡市推進委員にその旨を 10月 17日（月）～10月 28日（金）の期間内に連絡すること。  

(2) 参加申込書（応諾書）の提出 

 ○提出期間   
令和４年 10月 17日（月）～令和４年 10月 28日（金） 

○作成及び提出方法 
① 参加申込書（応諾書）※を下記Ｗｅｂページからダウンロードする。 
② Ｗｅｂ登録した作品の製作者全員分の参加申込書（応諾書）を，保護者印，職印など，記入漏れがな

いように確認し，締め切りまでに各郡市研究推進委員に送付する。 
※なお，参加申込書（応諾書）については，コンクール実施後，各郡市推進委員を通して返却するものと

する。 
(3) 作品の提出 

○提出期間 

令和４年 10月 24日（月）～令和４年 11月 11日（金） 
○提出先 

   各学校は，各郡市推進委員（小学校の部の作品等は小学校推進委員，中学校の部技術分野の作品等は中学

校(技術)推進委員，家庭分野の作品等は中学校（家庭）推進委員）へ提出する。 

○提出方法 

作品票，確認票について，記入漏れがないか，Ｗｅｂ登録と同じ内容になっているかを確認した上で，作

品とともに提出する。 

① 作品票※（展示の際に使用）を作品に貼り提出する。（布の場合は縫い付けてもよい） 

② 確認票※（搬入出の梱包の際に使用）を１部提出する。 
なお，展示方法については，製作者と向き（縦・横）や置き方（ハンガーにかける・台に広げる）など

を確認し，確認票「作品についての説明」の欄に，写真を添付するとともに，必要があれば説明を加える。

また，展示スペース等の関係で希望に添えない場合があることも製作者に伝えること。 
③ 細かい部品や取り外し可能な部品がある作品は，作品の破損・紛失防止のための工夫（ラッピング，縫

い付ける等）をする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

７ 会場への作品の搬入・搬出について 

(1) 応募する学校の担当者 

① 「６ (3)作品の提出」により，期日までに作品等を各郡市推進委員へ提出する。なお，学校単位で直接，

搬入（託送を含む）・搬出することはできない。 

② 作品，応諾書，賞状等については，フェア終了後各郡市推進委員より受け取ること。 

(2) 各郡市推進委員 

① 11月 11日（金）までに各郡市内の作品票，確認票を回収しておく。 

② Ｗｅｂ登録期間後に内容の変更があった場合は，各ブロック作品コンクールチーフに報告する。 

 

※ 参加申込書(応諾書)，作品票，確認票について，今年度は下記Ｗｅｂページよりダウンロードする 

 
 茨城県教育研究会家庭，技術・家庭教育研究部Ｗｅｂページ 

「http://kyoikuplaza-ibk.or.jp/kenkyukai/」⇒各研究部⇒家庭，技術・家庭教育研究部 

http://kyoikuplaza-ibk.or.jp/kenkyukai/
http://kyoikuplaza-ibk.or.jp/kenkyukai/


(3) 搬入出担当推進委員 

   

 

 

 

 

 

 

 

① 搬入 

作品に作品票が貼ってあることを確認するとともに，梱包する箱の表面に応募作品の確認票を貼り付ける。 

  ・ 直接搬入する場合 

11月 17日（木）県庁２階に 13:00に集合，15：00までに搬入し，展示を行う。台車の使用は可。 

・ 託送による搬入の場合 

11月 16日（水）時間場所等の指定（後日連絡）により託送する。※費用は，各郡市等で負担 

11月 17日（木）県庁２階に 13:00～15：00まで展示を行う。台車の使用は可。 

  ② 搬出 

11月 22日（月）県庁２階に 14：00に集合，16：00までに作品，応諾書，賞状等を確認し，搬出する。 
    中学校の部の入賞作品は一定期間事務局で預かる。 

   

８ 審査 

(1) 審査員   

茨城大学教育学部教授，教育庁学校教育部義務教育課指導主事 他 

(2) 審査結果   

    審査は，令和４年 11月 18日（金）8：00～10：00に実施する。 

教育長賞，実行委員長賞，教育研究会長賞，教育研究会家庭，技術・家庭部長賞の入賞児童生徒について

は，令和４年 11月 18日（金）午前中に参加申込書（応諾書）に記載されている学校電話番号，または，担

当教員連絡先に連絡する。 

(3) 全国大会への出展（中学校の部のみ） 

県上位入賞校の指導者は，Ａ４用紙２枚に指導の詳細についてまとめ，作品コンクール後に中学校作品コン

クール担当へ提出する。(「第 21回全国中学生創造ものづくり教育フェア」に出展される。) 

 ※ 本県の全国中学生創造ものづくり教育フェアへの出展数については，技術分野・家庭分野ともに，Ⅰ部門，

Ⅱ部門合わせて３作品である。またグループ製作については，Ⅱ部門のみの出展となる。 

 

９ 問い合わせ先  

〇小・中作品コンクール担当 
＜中学校作品コンクール担当＞               ＜小学校作品コンクール担当＞  

ひたちなか市立勝田第三中学校 
小澤 卓也 
TEL  029-272-5215    
FAX  029-273-0475 

  

 ひたちなか市立勝倉小学校 
  麻生 早紀 
   TEL  029-272-2546   

 FAX  029-273-1986 
 

〇各ブロックチーフ 

＜小学校ブロックチーフ＞  

   中 央 県 北 県 東 県 南  県 西  

氏 名 照沼 淑江 梶山 理絵 茂木 彩加 𠮷𠮷田 陸人 青木 悠喜 

所 属 
ひたちなか市立 
中根小学校 

常陸太田市立 

里美小中学校 
鉾田市立 

旭南小学校 
つくば市立 
今鹿島小学校 

八千代町立 

中結城小学校 

TEL 029-272-2742 0294-82-2008 0291-37-0214 029-847-2440 0296-48-0322 

FAX 029-272-3097 0294-82-2009 0291-37-4584 029-847-0262  
 

各郡市推進委員の代表者１名は，郡市内の応募作品等をまとめ，搬入及び展示を行う。また，搬出日に

搬出を行う。搬入と搬出とを１名ずつ分担してもよい。 

※ 作品数が多く，かつ直接搬入出する場合や，応募がない場合についてはこの限りではない。 

なお，搬入 11月 17日（木）13:00～15：00，搬出 11月 21日（月）14：00～16：00を担当する者を各

郡市で確認し，別紙様式１により，９月末日までに「９ 問い合わせ 小・中作品コンクール担当 
」先へＦＡＸにて報告する。報告いただいた担当者の方へは，事務局より出張依頼文書を送付する。 

 

 

 

 



郡市名

水　戸 樫村 華英 飯富中 高井 瑞生 赤塚中 小口 絵理 見川小

笠　間 田口 直人 友部中 渡邉 朋世 みなみ学園 片岡 晶子 岩間一小

ひたちなか 大森 貴弘 佐野中 石橋 雅子 勝田三中 照沼 淑江 中根小

常陸大宮 藤原 文仁 明峰中 瀧 美智子 大宮中 梶山 晴美 山方小

那珂市 召田 将大 那珂一中 平松可奈子 那珂四中 猪狩 成美 五台小

小美玉 川﨑 裕典 美野里中 矢吹美智子 玉里学園 熱田 佳苗 羽鳥小

東茨城 加藤 正徳 桂中 高安 利幸 大洗一中 阿久津美咲 長岡小

那珂郡 川野 芳裕 東海南中 持丸 美佳 東海南中 平山由香理 村松小

久慈郡 渡邊 文恩 大子中 羽田 祐子 生瀬小 長岡 光洋 上小川小

日　立 鈴木  渉 台原中 藤田 香奈 滑川中 吉田 豊和 日高小

常陸太田 梶山 理絵 里美中 小野瀬千景 瑞竜中 松田  彩 誉田小

高　萩 大髙　敦 秋山中 北島 里菜 高萩中 木村 礼香 高萩小

北茨城 遠藤 晃佑 関本中 横沢江里佳 中郷中 佐藤美枝子 中郷第一

鹿　嶋 根岸 寿治 高松中 冨塚 貴子 大野中 上杉　望 高松小

潮　来 成毛　篤 日の出中 本橋　諭 牛堀中 亀山 房子 牛堀小

神　栖 齋藤　雄 波崎四中 上原恵唯太 波崎一中 野中 忠雄 やたべ土合小

行　方 小幡 大輔 北浦中 小島 恭子 麻生中 成田恵美子 麻生東小

鉾　田 菅谷 喜幸 鉾田北中 仲田 未歩 鉾田南中 茂木 彩加 旭南小

土　浦 坂口竜之介 土浦四中 酒井 清美 土浦三中 千葉 恭子 神立小

石　岡 富山　亘 八郷中 塚本 智帆 府中中 根本 智子 南小

龍ケ崎 高橋  光 城ノ内中 谷萩 舞子 城ノ内中 菊池 覚士 龍ヶ崎西小

取　手 酒井  楓 藤代中 横川 美穂 藤代南中 梅澤真紀子 戸頭小

牛　久 石川 優太 ひたち野うしく中 佐藤 優子 牛久三中 伊藤 淳子 牛久小

つくば 大塚 英典 豊里中 小林 祥子 並木中 海﨑 由香 栄小

守　谷 上口 雅史 けやき台中 菊地 歩美 愛宕中 菅原小百合 大野小

稲敷市 山本 良介 桜川中 淺香 侑美 江戸崎中 土方 直美 江戸崎小

かすみがうら 永瀬 流星 下稲吉中 狢川 芙美 千代田義務 菊池 悦子 霞ヶ浦北小

つくばみらい 田中 浩之 谷和原中 新井 葉月 小絹中 坂本和歌子 陽光台小

稲敷郡 大塚理恵子 竹来中 大久保朗子 美浦中 中川由美子 かわち学園

北相馬 中島 康佑 利根中 澁谷 亜紀 利根中 宇田野洋子 文間小

古　河 坂入 祐哉 古河三中 大久保雅枝 古河三中 田中 玲奈 八俣小

結城市 中田 圧史 結城南中 鈴木伶奈子 結城南中 宮田 啓子 上山川小

下　妻 山崎  卓 東部中 塙  陽子 千代川中 川俣 史織 下妻小

常　総 菅原 康平 石下西中 内海 智子 水海道西中 稲葉日香里 岡田小

筑　西 酒井 祥太 関城中 金子 春美 協和中 川那子理咲 養蚕小

坂　東 林　雅美 南中 齋藤 真奈 猿島中 吉岩 桃子 七重小

桜　川 堀米  誠 大和中 新井 典子 大和中 金田 宣子 大国小

結城郡 川上 義明 八千代一中 飯村 佐衣 八千代一中 青木 悠喜 中結城小

猿　島 小森 昭典 境第ニ中 上田 桂子 境第一中 森 千恵子 五霞西小

中学校・技術 中学校・家庭 小学校・家庭

 
＜中学校ブロックチーフ＞  

  中  央  県  北  県  東  

技 術  家 庭  技 術  家 庭  技 術  家 庭  

氏 名 大森 貴弘 石橋 雅子 梶山 理絵 小幡 大輔 小島 恭子 

所 属 
ひたちなか市立 
佐野中学校 

ひたちなか市立 
勝田第三中学校 

常陸太田市立 

里美小中学校 
行方市立 

北浦中学校 
行方市立 

麻生中学校 

TEL 029-285-0207 029-272-5215 0294-82-2008 0291-35-2161 0299-80-8070 

FAX 029-285-7250 029-273-0475 0294-82-2009 0291-35-1314 0299-77-0840 

  県   南  県   西    
  
    

    

    

    

技 術  家 庭  技 術  家 庭  

氏 名 大塚 英典 塚本 智帆 坂入 祐哉 鈴木 伶奈子 

所 属 
つくば市立 
豊里中学校 

石岡市立 
府中中学校 

古河市立 

古河第三中学校 
結城市立 

結城南中学校 

TEL 029-847-2307 0299-24-0022 0280-32-6711 0296-35-0345 

FAX 029-847-0264 0299-24-0123 0280-32-6712 0296-35-3376 
〇各郡市の研究推進委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


