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▼次世代フェスタ ホームページ

平成
22年度

入場
無料

1/15     16 土 日
10：00～ 
16：30 平成23年

開催日時 ：  

会　　場 ：  東京ビッグサイト 西3ホール

▼

至 大崎

至 新橋 至 東京

至 千葉方面

天王州アイル
船の科学館 青海

有明

東雲
新木場

国際展示場

国際展示場正門

有明

台場

竹芝

新豊洲

市場前 辰巳

有明テニスの森

豊洲

日の出

芝浦ふ頭

日の出桟橋

お台場海浜公園

東京テレポート

テレコムセンター

東京ビッグサイト

※詳しくはホームページでご確認ください。

【主 催】 厚生労働省
【後 援】 千葉県、埼玉県、東京都教育委員会、
　　　  （社）全国工業高等学校長協会、全国農業高等学校長協会、
　　　  全国専修学校各種学校総連合会
【協 力】
【問い合わせ】 「ものづくり立国・日本」次世代フェスタ運営事務局　
TEL：03-6812-8690  e-mail：ginou-nippon@nikkeipr.co.jp

会場でアンケートにお答えいただいた方に、
技能者特製３Dクリスタルストラップを贈呈！
会場でアンケートにお答えいただいた方に、
技能者特製３Dクリスタルストラップを贈呈！

※数に限りがございます
協 力：ビジュアルコミュニケーション協会

プレゼント!

※各回とも定員に達し次第、受付を終了させていただきます

208 関東工業自動車大学校
 プチ自動車整備士になってみよう！
 10：00～16：00（両日とも）

301 織田きもの専門学校
 型染めコースターを作ってみよう！
 1月15日（土）11：00～11：30、15：00～15：30
 1月16日（日）10：00～11：00、15：00～15：30

 帯地に型染めを施す
 1月15日（土）10：00～11：00、14：00～15：00
 1月16日（日）14：00～15：00

302 全日本ロープ加工組合連合会東京支部
 手加工による玉掛け用ロープ作り
 10：30～11：30、13：00～14：00、
 15：00～16：00　（両日とも）

609 全国和裁団体連合会／大東京和服裁縫教師会
 振袖と長襦袢をわずか2日で手縫い仕立
 10：30～12：00、13：30～16：00（両日とも）

610 高度情報通信推進協議会
 最速の光ファイバ接続の技をお見せします
 11：00～11：30、12：00～12：30、13：30～14：00、
 15：30～16：00（両日とも）

802　地元が誇る匠たち ─神奈川県・川崎市─
 かわさきマイスター浅水屋甫氏（職種：広告看板）：
 模造紙に揮毫の実演
 1月15日（土） 11：00～11：30、12：00～12：30、
  14：00～14：30、15：00～15：30

 技能五輪メダリストによる「レストランサービス」実演
 1月15日（土）13：00～13：30

 かわさきマイスター飯島義弘氏（時計技能士）：
 時計の分解・組立の実演
 1月16日（日）12：00～12：30、14：00～14：30、15：00～15：30

 技能五輪全国大会メダリストによる実演
 「ウェブデザイン」
  1月16日（日）13：00～13：30

804 日本造園組合連合会
 シュロバッタ、トンボ、カエルをつくろう！！
 11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00

805 神奈川県技能士会連合会/神奈川県日本調理技能士会
 野菜できれいなお花作り
 ～プロの野菜のかざり包丁に
 　チャレンジしよう～
 【実演】10：00～11：00、13：00～14：00（両日とも）
 【体験】11：00～12：00、14：00～16：00（両日とも）

136の職種を全て紹介します。
 501 日本靴下協会
 503 日本木型協会

「技能五輪全国大会」と
「若年者ものづくり競技大会」
についてご紹介します。

207 ホンダエンジニアリング
207 本田技術研究所 四輪R&Dセンター
303 全国道路標識・標示業協会
304 日本金属プレス工業協会
608 インターネットスキル認定普及協会
612 知的財産教育協会
803 長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議会
807 東京都公立農業高等学校長会
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10:00～
お子さんは仕事を継いでくれますか？

林家木久扇・木久蔵の
ものづくり
おやこ寄席

ますだおかだ

TKO

 AKB48
梅田彩佳
増田有華

12:20～

14:30～

11:30～

13:30～

表彰式

堀ちえみ

              国際大会
出場者と
トークセッション！

              国際大会
出場者と
トークセッション！

14:50～

青木 豊彦氏

人工衛星
「まいど1号」を
成功させた

ものづくりセミナー
日本の職人、
　 を目指す!宇宙

11:30～ 日本の職人、
　 を目指す!宇宙

ものづくりセミナー 火薬を使用せず、
安全で低コストの
ロケットエンジンを
開発中の

植松 努氏

知る 136職種PRコーナー応援
する 競技大会コーナー 136職種PRコーナー

考える ステージステージ

競技大会コーナー

ものづくり
PRコーナー

感動
する

ものづくり
PRコーナー

すべての体験は無料！！

おいしいチョコクランチを作ろう！おいしいチョコクランチを作ろう！張出 キャリア
教室 inTokyo

授業料

無料！!
1月15日（土）13:30～14:00、15:00～15:30
1月16日（日）11:00～11:30、15:00～15:30
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技能五輪国際大会日本代表（洋菓子製造）の神谷春美さんと技能五輪国際大会日本代表（洋菓子製造）の神谷春美さんと

決勝戦



106 日本スクールオブビジネス
 レザーアクセサリー作りにチャレンジ！！
 10：00～16：00（両日とも）

 ネイルアートにチャレンジ！！
 10：00～16：00（両日とも）

109 日本宝飾クラフト学院
 メッセージペンダントを作ろう！
 11：00～11：30、13：00～13：30、15：00～15：30（両日とも）

110 藤工房和裁学院
 なかなか見ることのない和裁、着物の仕立て。
 女性があぐらをかき仕立てる『男仕立』を披露。
 10：00～16：30（両日とも）

111 大森学園高等学校
 さいころinサイコロ
 ～ボール盤でサイコロに穴を空けてみよう！～
 10：00～16：00（両日とも）

 RGBミキシングライト
 ～ハンダ付けをしてLEDライトをつけてみよう！～
 10：00～16：00（両日とも）

118 東京日建工科専門学校
 建築３D立体CAD体験
 11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00（両日とも）

119 杉野学園ドレスメーカー学院
 フェルトでオリジナル携帯ストラップを作ろう！
 1月15日（土）13：00～14：00、15：00～16：00
 1月16日（日）11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00

125 大塚テキスタイルデザイン専門学校
 機織りの実演 及び 体験
 11：00～12：00、14：00～15：30（両日とも）

101 織田きもの専門学校
102 東京都立田無工業高等学校
103 東京都立北豊島工業高等学校
104 全日本中学校技術・家庭科研究会
107 東京法律専門学校
108 東京IT会計専門学校
112 栃木県立那須清峰高等学校
113 千葉県立高等技術専門校
115 萠愛学園萠愛調理師専門学校
116 群馬県立桐生工業高等学校
117 専門学校中央工学校
120 群馬県立安中総合学園高等学校
121 千葉県立高等技術専門校
122 環境造形学園専門学校ICSカレッジオブアーツ
123 日本工学院八王子専門学校
124 日本工学院専門学校
126 大塚末子きもの学院
128 長野県立箕輪進修高等学校
129 栃木県立真岡工業高等学校
130 神奈川県立神奈川工業高等学校

201 日美学園日本美容専門学校
 ヘアカットにチャレンジ！！
 1月15日（土）10：30～16：00　1月16日（日）10：30～15：30

 ヘア＆メイク・ネイルで変身しよう！
 1月15日（土）10：30～16：00　1月16日（日）10：30～15：30

202 全国石材技能士会
 石の表札づくり／表札を彫って
 金箔を貼ってみよう！
 10：00～16：30（両日とも）

 石の破材で動物モザイクアートに
 チャレンジしよう！
 10：00～16：30（両日とも）

203 日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校
204 ミニオーディオアンプを作ろう！
 1月15日（土）10：30～12：00、13：00～14：30、
  15：00～16：30

 建築模型を作ろう！ ～建築家体験～
 1月16日（日）10：00～11：30、12：30～14：00、14：30～16：00

205 国際共立学園 国際理容美容専門学校
 ネイル、メイク、ハンドマッサージを体験してみよう！
 1月15日（土）11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00 
 1月16日（日）10：30～11：30、12：30～13：30、14：00～15：30 

206 専門学校 読売自動車大学校
 専門学生がつくったEVでドライブしてみよう！
 12：00～13：00、14：30～15：30（両日とも）

 キャラクターシールをつくって
 クルマをドレスアップしてみよう！
 11：00～12：00、13：30～14：30（両日とも）

305 大塚末子きもの学院
 指ぬきを使って
 手ぬい体験をしてみよう！
 ［シュシュ・エコバッグ・帽子］
 10：30～11：30、13：30～14：30、15：00～16：00（両日とも）

306 西武学園医学技術専門学校　義肢装具学科
 義肢装具を体験しよう！
 1月15日（土）11：00～12：00、13：00～14：00、
  15：00～16：00
 1月16日（日）11：00～12：00、13：00～14：00、
  15：00～16：00

307 全国表具経師内装組合連合会
 表具経師を通じて「和の心」に触れよう！
 ～ちぎり絵・ミニ屏風・袋襖貼・裏打作業～
 1月15日（土） 10：00～12：00 ちぎり絵
　　　  13：00～15：30 ミニ屏風
 1月16日（日） 10：00～12：00 裏打作業
  13：00～14：00 袋襖貼

308 中央理美容専門学校
 フェイス＆ボディペイントを体験しよう！
 10：00～16：00（両日とも）

 エクステンションでヘアチェンジ！！ 
 エクステ体験！！
 10：00～16：00（両日とも）

309 東京都印章技能士会
 石印材の一文字彫りに挑戦してみよう！！
 10:00～16:00（両日とも）

310 芝浦工業大学
 ロボットのプログラミング
 操作にチャレンジしよう！！
 10：30～11：10、11：30～12：10、
 13：30～14：10、15：00～15:40 （両日とも）

401 東京都瓦工事職能組合
 本瓦葺き実演 ～棟を仕上げ、鬼に魂を入れる～
 10：30～12：00、13：00～16：30（両日とも）

 平瓦を葺いてみよう！！
 10：30～12：00、13：00～16：30（両日とも）

403 茨城県立総和工業高等学校
 生まれた年の干支でクリップをつくろう！！
 10：00～11：30、12：30～14：00、14：30～16：00

404 環境造形学園専門学校
 ICSカレッジオブアーツ
 「レッド＆ブルーチェアー」
 模型製作体験
 11：00～12：00、12：30～13：30、
 14：00～15：00、15：30～16：00 （両日とも）

405 日本造園組合連合会
 大胆に華麗に庭をつくるわ。
 ～女性技能士による庭づくりの実演～
 10：00～16：30（両日とも）
 
406 長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議会
 ／協力：セイコーエプソン塩尻事業所
 「現代の名工」が教える、世界で一つだけの
 オリジナルマイウォッチづくりに挑戦！！
 11：00～12：30、14：30～16：00（両日とも） 先着順・定員制

601 全日本貴金属技能士会連合会
 自分だけのストラップをつくろう！
 10：00～16：30（両日とも）

602 全国和裁団体連合会／大東京和服裁縫教師会
 昔ながらの根付を作ってみよう！
 ～貝殻と和布のコラボレーション～
 10：00～11：00、13：00～14：00、15：00～16：30（両日とも）

 小紋・ゆかたで着付け体験！
 10：00～12：00、14：00～16：00（両日とも）

603 日本築炉協会
 圧巻！耐火煉瓦で加熱炉側壁の制作実演
 11：00～11：30、13：00～13：30、14：30～15：00（両日とも）

604 日本ビジュアルコミュニケーション協会
 ペーパークラフトの体験と
 CG作製の実演と体験
 10：00～16：30（両日とも）

605 キャリア・コンサルティング協議会
 幸せを実感できるキャリア相談を承ります。
 10：00～16：30（両日とも）

606 メイウシヤマ学園 ハリウッドビューティ専門学校
 「ヘアアレンジ」にチャレンジしよう！！
 10：30～12：00（体験）、13：00～13：30（実演）、
 14：00～16：00（体験）

 「ネイルチップ」でアート体験
 10：30～12：00（体験）、13：00～13：30（実演）、
 14：00～16：00（体験）

607 川崎洋装組合
 タオルで作るわんちゃん、ひよこ
 10：00～12：00、13：00～16：00

701 神奈川県技能士会連合会／神奈川県建具協同組合・
 神奈川県表具経師内装協同組合・横須賀三浦建設協会・
 神奈川県和服裁縫協同組合
 大工さんにチャレンジしよう！
 1月15日（土）10：00～12：00、13：00～16：00

 千代紙で貼るペン立て
 1月16日（日）10:00～16:00

 ピエロのお手玉人形の製作
 カードケースの製作
 小風呂敷で作る着物雛型の製作
 1月15日（土）10：00～12：00、13：00～16：00

 木のペンシルケースの製作
 1月16日（日）10：00～16：00

702 日本ハム・ソーセージ工業協同組合
 店頭販売の匠が魅せる“飾り切り”
 10：30～16：30（両日とも）

806 日本ハム・ソーセージ工業協同組合
 ウィンナーソーセージを
 作ってみよう！
 10：30～16：30（両日とも）

704 東京都立中野工業高等学校
 リンゴジャムを作ってみよう！
 11：00～12：00、13：00～14：00（両日とも）

 ピーナツクリームはこう作られる！
 15：00～15：30（両日とも）

705 静岡県わた寝具商工組合
 体験・サイコロ枕作り
 10：30～12：00、14：30～16：00（両日とも）

 実演・一級技能士による敷布団作り
 13：00～14：00（両日とも）
 
706 萠愛学園萠愛調理師専門学校
 おいしい餃子を作って食べよう
 10：00～16：30（両日とも）

 めざせ匠！！ 包丁で花畑
 10：00～16：30（両日とも）

●予告なく内容を変更することがありますので、予めご承知おきください
●会場へはできるだけ公共の交通機関をご利用ください

学ぶ 学校紹介コーナー学校紹介コーナー体験
する

ものづくり
体験コーナー
ものづくり
体験コーナー

※ものづくり体験は定員制となっています。
※ものづくり体験は若年者を参加対象としておりますので、
一部若年者を優先させていただくことがございます。
※ものづくり実演はどなたもご覧いただけます。

はた


