
長野県（総合教育センター）プレスリリース 平成 30年(2018年)12月３日 

 県内の農業・工業・商業・家庭・福祉・総合学科で学ぶ高校生が，日頃の学習成果

を発表します。ステージ発表，展示，ポスターセッション，実演，販売など，生徒た

ちの多彩な発表を御覧ください。 

) 

１ 日 時 平成 30 年 12月８日（土） ９時 15 分 ～ 13 時 30 分 

２ 場 所 長野県総合教育センター 講堂 （塩尻市大字片丘南唐沢 6342－４） 

３ 参加校  ステージ発表  12校（14団体）

展示・実演等 12 校（18 団体） 

販売  ６校（ ８団体） 

その他  ２校（ ２団体） 

４ 内 容  授業，クラブ活動(産業教育分野)， 

各種コンテストへの取組報告 等 

（詳細は別紙を御覧ください） 

５ 日 程  ９：15 ～ ９：30  開会行事 

９：30 ～ 11：05  ステージ発表①

11：05 ～ 12：05  展示・実演・販売①

12：05 ～ 13：15  ステージ発表②

13：15 ～ 13：30  閉会行事

６ その他  事前のお問い合わせは，情報・産業教育部 小池作治 までお願いし

ます。 

総合教育センター 情報・産業教育部 

(所長) 西條 浩章 (部長) 鈴木 芳昭 （担当）小池 作治 

電話 0263-53-8807  (担当部) FAX 0263-51-1290 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.edu-ctr.pref.nagano.lg.jp

e-mail   jousan@edu-ctr.pref.nagano.jp 

総合教育センターでは，講堂，研修室，テニスコートなどの施設を有料でお貸しして

います。施設の概要，空き情報，申込み方法などはホームページをご覧ください。 

農業・工業・商業・家庭・福祉・総合学科で学ぶ高校生による 

「産業教育ＭＩＲＡＩフェア 2018」を開催します

http://www.edu-ctr.pref.nagano.lg.jp/


農業・工業・商業・家庭・福祉などの 

専門学科や総合学科で学ぶ生徒が 

ステージ発表・作品展示・実演・販売実習で 

学習成果を発表します 

 

 

ここから未来へつなげよう！ 
～新たな学びで、未来を創る～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：長野県総合教育センター 後援：長野県産業教育振興会 

専門学科や総合学科の活動を

知ることができ、より関心を

持つことができて、とても良

かったです。 

自分の進路について、

より考えを深めること

ができた。高校生のレ

ベルの高さに驚いた。 

高校生の思考力の高さを感じ

ました。地域の方のご協力と

高校生の力で、長野県の未来

が明るいなと感じました。 

高校生のエネルギーを

感じました。中学２・

３年生に見せたいと 

本気で思いました。 

産業教育 MIRAI フェア 2017 来場者感想より 

日時：平成 30 年 12 月 8日（土）９時 15 分～13 時 30 分  
受付は８時 30 分からです。 

会場：長野県総合教育センター 

[住所]〒399-0711 塩尻市大字片丘字南唐沢 6342-4 

 [電話]0263-53-8800（代表）  

 



※ステージ発表は発表順番（案）で掲載しています。

発表時間 形態 学校名 学科名等 発表テーマ実施内容

9:30 駒ヶ根工業 工業 無線通信を使ったサウンドシンクロライト

9:42 下伊那農業 農業 南信州の救世主～信州黄金シャモプロジェクト～

9:54 諏訪実業 商業・家庭 地域の伝統文化・産業をビジネスに結びつける

10:06 エクセラン 環境 ゴミ問題から環境問題を考える

10:18 木曽青峰 農業 青峰から未来につながる里山づくり

10:30 上田千曲 家庭 地域とつながる～「ちくまハートカフェ」・「ふくしニア」の実践～

10:42 中野立志館 商業 信州中野発！地域コラボの新商品

10:54 松本工業 工業 インタラクティブなＶＲの研究

12:04 長野工業 工業 鍛接の引張強さについて

12:16 下伊那農業 農業 ＭＡ包装を利用した果物の鮮度保持と貯蔵法の改善～端境期に着目した未来型の果樹産業をめざす～

12:28 エクセラン 福祉 福祉科校外研修「国際福祉機器展」

12:40 岡谷工業 工業 諏訪湖のヒシの有効利用に関する研究報告

12:52 松商学園 商業 競争から共創へ　地域の課題解決のためにできること　

13:04 更級農業 農業 「心と笑顔を育む花育士を目指して」（弁論）

須坂創成 総合技術 学校紹介、学科紹介の展示

長野工業 工業 工業化学科での学習内容や製作品の展示

屋代南 家庭 ジャポニズム・シュガーアート・杏染め・クッキングコンテスト全国大会

上田千曲 工業 工業科　課題研究の作品展示

丸子修学館 総合 信州総文祭産業（家庭）丸子修学館高校の取り組み

諏訪実業 商業・家庭 ＳＰＨの取組ポスター展示

諏訪実業 家庭 卒業制作の作品展示

岡谷工業 工業 岡谷工業高校作品展示

駒ヶ根工業 工業 ドローンの展示

駒ヶ根工業 工業 無線通信を使ったサウンドシンクロライト（実演）

松本工業 工業 各科の作品展示

松本工業 工業 インタラクティブなＶＲの研究（実演）

上田千曲 家庭 生活福祉科　課題研究の取組

駒ヶ根工業 工業 レーザー加工とUVプリンター活用技術

南安曇農業 農業 マーケティング塾・デパートサミットからの学びを活かした南農まるしぇの報告

エクセラン 環境 身近な家電製品から考える環境問題

中野立志館 総合 中野立志館　おだんご家の販売

小諸商業 商業 (株)丸山珈琲との連携事業で開発したオリジナルブレンドの販売

更級農業 農業 加工品等の販売

下伊那農業 農業 ジュース、ジャム等の販売

下伊那農業 農業 「あぐりコッペ」（コッペパン）の販売

南安曇農業 農業 マーケティング塾で開発した商品の販売

穂高商業 商業 地元特産品および高校生開発商品の販売

松商学園 商業 開発商品（落果林檎でつくった商品）の販売

9:20
　　～

穂高商業 商業 小学生に教えます！プログラミングの第一歩　～ Scratch でかんたんなゲームを作りましょう！ ～

10:40
　　～

諏訪実業 商業 Micro:bitを使ったブロックプログラミング教室　～ Micro:bitでかんたんブロックプログラミング教室♪ ～

産業教育ＭＩＲＡＩフェア2018　参加一覧（発表テーマ）
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その他の参加校（見学等の参加）：下高井農林　エクセラン
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